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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤を収容保持する前枠と、
　前記前枠の前方に開閉可能に設けられ遊技状態において前記遊技盤の前面を覆って閉止
保持されるガラス扉と、
　前記前枠の後方に設けられ遊技球を貯留する球貯留部およびこの球貯留部から供給され
た遊技球を入賞状態に応じて払い出す球払出装置を有する球貯留払出機構と、
　前記球貯留部と前記球払出装置との間を結ぶ球通路に通路壁の一部を開閉可能に設けら
れた開閉弁部材、前記開閉弁部材を開閉操作する操作部材を前記ガラス扉が閉止された状
態で当該ガラス扉の前面に形成された開口部から受容して挿通させる球抜き操作孔、前記
操作部材により前記開閉弁部材が開放位置に切り換えられたときに当該開閉弁部材よりも
上流側に位置する遊技球を排出させる球抜き通路を有してなる球抜き機構と
を備えた弾球遊技機において、
　前記開口部の後方に、前記操作部材が前記球抜き操作孔を通って前記前枠の後方まで挿
通されることを許容する挿通位置と操作部材の挿通を規制する遮蔽位置とに変位可能に設
けられ前記ガラス扉を閉止した状態で前記前記ガラス扉の側方から変位操作可能な遮蔽部
材と、前記遮蔽部材を前記遮蔽位置に付勢する付勢手段とを有する遮蔽機構を設け、
　前記遮蔽部材を前記付勢手段による付勢力に抗して前記挿通位置に変位させた状態で、
前記開口部から前記球抜き操作孔に前記操作部材を挿通して前記開閉弁部材を開閉操作す
るように構成したことを特徴とする弾球遊技機の球抜き装置。
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【請求項２】
　前記遮蔽部材が前記挿通位置に配設されたことを検出する挿通位置検出手段と、前記挿
通位置検出手段により前記遮蔽部材が前記挿通位置に配設されたことが検出されたときに
警報作動を行う警報手段とを設けたことを特徴とする請求項１に記載の弾球遊技機の球抜
き装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、球貯留部に貯留された遊技球を遊技機外部に排出させる球抜き装置に関し、
なお詳細には、遊技者による不正な球抜き操作を抑制し得る弾球遊技機の球抜き装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技盤を収容保持する前枠の後方に、賞球として払い出す遊技球を貯留する球貯留部と
この球貯留部から供給された遊技球を入賞状態に応じて払い出す球払出装置とを有する球
貯留払出機構を備えた弾球遊技機の代表例としてパチンコ機がある。パチンコ機では、球
貯留払出機構に形成された球通路の清掃や構成部品の保守点検等のメンテナンス作業を行
うため、またいわゆる打ち止めと称される定量制を採る場合に払出球数を一定化し、ある
いは営業日あたりの各パチンコ機の払出数量を計数するため、球払出貯留機構に貯留され
た遊技球を機体外部に排出させる球抜き機構が設けられている。球抜き機構は、球貯留部
と球払出装置との間を結ぶ球通路の途上に通路壁の一部を開閉する開閉弁部材を設け、こ
の開閉弁部材を開放位置に切り換えたときに開閉弁部材よりも上流側に位置する遊技球が
球抜き通路を介して機体の外部に排出されるように構成されている。
【０００３】
　ここで、例えば打ち止め時の球抜き作業や、営業終了後に全台数の球抜き作業を行うよ
うなときに、遊技島に閉鎖保持されたパチンコ機を逐一解錠および横開き開放して開閉弁
部材を開放位置に切り換える操作を行わなければならないとすれば球抜き作業が繁雑であ
る。またパチンコ機を開放した状態で球抜き作業を行うとすれば、機体から排出された遊
技球を受け止める球貯留箱を別途準備する必要があるうえ、球貯留箱に排出された遊技球
を遊技島の回収装置に流し込んで回収させる作業も必要になり作業の繁雑を免れない。
【０００４】
　このため、球抜き機構は、パチンコ機が閉鎖施錠された状態でも機体の前面側から球抜
き操作を行えるように構成されている。すなわち、パチンコ機の前面には閉鎖施錠された
機体の前面側から球抜き機構を開閉操作可能な球抜き操作孔が設けられ、この球抜き操作
孔にハートキーと称される細長い棒状の操作部材を挿入して押圧操作することで開閉弁部
材を開閉し、球抜き作業を行えるように構成されている（例えば、特許文献１を参照）。
【特許文献１】特開２００３－１６４６２８号公報（第９～１１頁、第１５～２２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、上記のような球抜き機構を備えたパチンコ機では、機体前面に開口する球抜
き操作孔にハートキーに相当する細長い針金等を挿入して押圧すれば、それが遊技者によ
る悪戯であっても球抜き可能になっている。このため、近年ではパチンコ遊技で賞球を獲
得できなかった遊技者が、負けた腹いせに球抜き孔に針金を挿入して球抜き操作を行い、
パチンコ機を球抜き状態にして遊技施設を退場するという悪戯行為が発生している。
【０００６】
　このような悪戯行為が行われると、次にそのパチンコ機で遊技を開始した遊技者がパチ
ンコ遊技で入賞しても、球貯留払出機構に払い出すべき遊技球が無い球切れ状態の発生、
または球払出装置よりも上流側からの遊技球の流出によって賞球の払い出しが行われず、
当該遊技者に不利益、不快感を与えるという問題があり、特にその入賞状態がいわゆる大
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当たりであったような場合には、不測の不利益を被った遊技者が遊技施設の係員や周囲の
遊技者とトラブルを引き起こすことがあるという問題があった。
【０００７】
　また、このように遊技施設が本来予定しない球抜きが行われると、ホールコンピュータ
で管理している各パチンコ機ごとの遊技球集計値に異常をきたすばかりでなく、パチンコ
機からの球切れ信号に応じて遊技球を供給する遊技島側の遊技球自動供給装置が連続して
作動状態になり、その連続動作時間によっては駆動モータの過熱等により遊技球自動供給
装置や遊技島の関連装置を破損させてしまうおそれがあるという問題もあった。
【０００８】
　本発明は上記のような事情に鑑みてなされたものであり、遊技施設の係員が行う球抜き
作業の作業性を悪化させることなく、遊技者の悪戯行為に対する抑止力を高めた球抜き装
置を提供することを目的とし、併せて悪戯行為を早期に検知して迅速な対応が可能な球抜
き装置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】
【０００９】
　上記目的達成のため、本発明は、前枠の前方に開閉可能に設けられ遊技状態において遊
技盤の前面を覆って閉止保持されるガラス扉と、前枠の後方に設けられ遊技球を貯留する
球貯留部およびこの球貯留部から供給された遊技球を入賞状態に応じて払い出す球払出装
置を有する球貯留払出機構と、球貯留部と球払出装置との間を結ぶ球通路に通路壁の一部
を開閉可能に設けられた開閉弁部材、開閉弁部材を開閉操作する操作部材をガラス扉が閉
止された状態で当該ガラス扉の前面に形成された開口部から受容して挿通させる球抜き操
作孔、操作部材により開閉弁部材が開放位置に切り換えられたときに当該開閉弁部材より
も上流側に位置する遊技球を排出させる球抜き通路を有してなる球抜き機構とを備えた弾
球遊技機の球抜き装置に関するものである。そのうえで、本発明では、ガラス扉の前面に
形成された球抜き操作孔の開口部の後方に、操作部材が球抜き操作孔を通って前枠の後方
まで挿通されることを許容する挿通位置と操作部材の挿通を規制する遮蔽位置とに変位可
能に設けられガラス扉を閉止した状態でガラス扉の側方から変位操作可能な遮蔽部材と、
遮蔽部材を遮蔽位置に付勢する付勢手段とを有する遮蔽機構を設け、遮蔽部材を付勢手段
による付勢力に抗して挿通位置に変位させた状態で、上記開口部から球抜き操作孔に操作
部材を挿通して開閉弁部材を開閉操作するように球抜き装置を構成する。
【００１０】
　なお、上記球抜き装置に、遮蔽部材が挿通位置に配設されたことを検出する挿通位置検
出手段（例えば、実施形態における位置検出センサ２７１）と、挿通位置検出手段により
遮蔽部材が挿通位置に配設されたことが検出されたときに警報作動を行う警報手段とを設
けることが好ましい。ここで、本明細書における「警報作動」とは、遊技機のスピーカや
ランプ等を用いて警報を行う作動、球払出装置や遊技球発射装置の動作を規制する作動、
遊技島のランプやホールコンピュータの表示装置を用いて警報を行う作動、ホールコンピ
ュータを介して遊技施設の係員が携帯するインカムに通報する作動などを含めた作動を意
味する。
【発明の効果】
【００１１】
　上記のように、本発明の球抜き装置では、ガラス扉の前面側に開口する球抜き操作孔の
開口部の後方に、操作部材が球抜き操作孔を通って前枠の後方まで挿通されることを許容
する挿通位置と操作部材の挿通を規制する遮蔽位置とに変位可能な遮蔽部材が設けられ、
常には付勢手段により付勢されて遮蔽位置に配設される。遮蔽部材はガラス扉を閉止した
状態でガラス扉の側方から変位操作可能になっており、球抜き作業を行うときに遮蔽部材
を付勢手段の付勢力に抗して遮蔽位置から挿通位置に変位させることで、操作部材の挿通
を許容する状態となり、この状態で開口部から球抜き操作孔に操作部材を挿入して開閉弁
部材を開閉操作可能に構成される。このため、遊技者が単に球抜き操作孔の開口部に針金
等を挿入しても、開口部の後方で遮蔽部材に突き当たって針金を挿通させることができず
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、簡単には悪戯操作を行うことができない。一方、遊技施設の係員は、前枠前方に閉止さ
れたガラス扉の側方から遮蔽部材を挿通位置に変位させ、ガラス扉前面の開口部から球抜
き操作孔に操作部材を挿入して開閉操作することで、ガラス扉や前枠を閉鎖施錠した状態
のまま遊技機の前面側から球抜き操作を行うことができる。従って本構成によれば遊技施
設の係員が行う球抜き作業の作業性を悪化させることなく、遊技者の悪戯行為に対する抑
止力を高めた球抜き装置を提供することができる。
【００１２】
　なお、上記球抜き装置に、遮蔽部材が挿通位置に配設されたことを検出する挿通位置検
出手段と、挿通位置検出手段により遮蔽部材が挿通位置に配設されたことが検出されたと
きに警報作動を行う警報手段とを設けることにより、遊技施設の係員や管理者は、警報作
動により当該パチンコ機が球抜き操作され得る状態になったことを早期に検知することが
でき、状況に応じて迅速かつ適切な対応をとることができる。
【００１３】
　従って、以上のような本発明によれば、遊技施設の係員が行う球抜き作業の作業性を悪
化させることなく、遊技者の悪戯行為に対する抑止力を高めた球抜き装置を提供すること
ができ、挿通位置検出手段と警報手段を併設することにより悪戯行為を早期に検知して迅
速な対応が可能な球抜き装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための形態について、添付図面を参照しながら説明する。本発
明に係る球抜き装置を備えた弾球遊技機の一例として、図１および図２にそれぞれパチン
コ機の正面図および背面図を示しており、まずこれらの図面を参照してパチンコ機ＰＭの
全体構成について要約説明する。なお図１では球抜き装置の配設位置を明示するためガラ
ス扉５および上球皿６を開放した状態で示し、図２では球抜き装置およびその周辺の球通
路等を明示的に示すため球通路の背後を覆う通路カバーおよび球払出装置のケースを取り
外した状態で示している。
【００１５】
　パチンコ機ＰＭは、外郭方形枠サイズに構成されて遊技島に固定される固定保持用の外
枠１の開口前面に、これに合わせた方形枠サイズに形成された開閉搭載用の前枠２が互い
の正面左側上下に設けられたヒンジ機構３ａ，３ｂ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と係合された閉鎖状態に保持される。
【００１６】
　前枠２の前面側には、前枠２の前側面域に合わせた方形状のガラス扉５および上球皿６
が正面左側部に設けられたヒンジ機構７ａ，７ｂ，７ｃによりそれぞれ横開き開閉および
着脱が可能に組付けられ、正面右側に設けられた施錠装置４および球皿施錠装置を利用し
て常には前枠２の前面を覆う閉止状態に施錠保持される。上球皿６の下側には下球皿８お
よび発射ハンドル９が取り付けられ、前枠２の裏面側には遊技球発射装置１０が装備され
ている。
【００１７】
　ガラス扉５の背後に位置する前枠２の上部には、遊技盤の外形寸法に合わせた額縁状の
収容枠２ａが前枠２に一体に形成されており、この収容枠２ａに所定のゲージ設定で構成
された遊技盤２０が着脱可能にセット保持され、前方を覆って閉鎖保持されるガラス扉５
の透明ガラスを通して遊技領域ＰＡを視認可能に配設される。また前枠２の上部には遊技
盤２０を囲むように複数の表示ランプ１６が設けられており、ガラス扉５の枠部に設けら
れたランプ飾りを透過させて光による演出が可能になっている。
【００１８】
　遊技盤２０は所定板厚の積層合板にセルを貼り付けた化粧板２１を基板とし、その前面
側に内外の案内レール２２に囲まれて略円形の遊技領域ＰＡが区画形成され、この遊技領
域ＰＡに多数本の遊技釘とともに、風車、各種の入賞具２３、画像表示装置２４などが取
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り付けられ、遊技領域ＰＡの下端には入賞具２３に落入せずにこの領域を落下した遊技球
を化粧板２１の背面側に排出させるアウト口２５が形成されている。遊技盤２０の前面側
には遊技の展開状況に応じて効果照明を行う各種の表示ランプ２６が設けられ、裏面側に
は各入賞具２３に落入して化粧板２１の裏面側に導出された遊技球およびアウト口２５を
通って化粧板２１の裏面側に排出された遊技球（これらをまとめて「遊技済み球」という
。）を次述する裏セット盤３０の遊技済み球排出通路に導く球寄せカバー２９が取り付け
られている。
【００１９】
　上球皿６の背後に位置する前枠２の上下中間部には、遊技補助盤と称される補助機構部
が形成されており、遊技球発射装置１０のハンマに叩打された遊技球を遊技盤２０の案内
レールに導く発射レール１１、遊技領域ＰＡに到達できずに戻ってきたファール球を回収
して下球皿８に流下させるファール球回収通路１２、遊技の展開状況に応じた効果音を発
生するスピーカ１３などが設けられている。
【００２０】
　一方、前枠２の後方には、裏セット盤３０が後方に横開き開閉および着脱可能に取り付
けられ、常には遊技盤２０の背面を覆う閉止状態に保持される。裏セット盤３０は、中央
部に遊技盤２０の画像制御装置を受容する窓口３２を有して外枠１の内寸サイズよりも幾
分小さめに形成された基枠体３１をベースとして構成される。基枠体３１は、表裏に球通
路が形成された前後二層構造になっており、基枠体３１を前後に仕切る支持面３１ａ（図
３を参照）の前面側に主として遊技盤２０から排出された遊技済み球を遊技島の回収装置
に導く遊技済み球排出通路および球抜き通路が形成され、支持面３１ａの後面側に主とし
て遊技球を払い出す球貯留払出機構４０が設けられている。
【００２１】
　球貯留払出機構４０は、基枠体３１の左上部に取り付けられて遊技島の遊技球自動供給
装置から供給された遊技球を貯留保持する球貯留タンク４１、球貯留タンク４１の下側に
右傾する傾斜姿勢で取り付けられ球貯留タンク４１から供給された遊技球を流下させる過
程で前後２列に整列させる整列樋部材４２、整列樋部材４２と球払出装置４５との間を結
んで基枠体の右枠杆（背面視における窓口３２右側の枠杆部）３３に設けられ整列樋部材
４２から供給された遊技球を前後２列の整列状態で待機通路に待機させる待機通路部材４
４、待機通路に待機された遊技球を入賞状態等に応じて払い出す球払出装置４５、球払出
装置４５の下方に設けられて球払出装置から払い出された遊技球を上下の球皿６，８に導
く球払出通路４６などから構成される。
【００２２】
　また基枠体３１の背面各部には、パチンコ機ＰＭの作動を統括的に制御する主制御装置
８１、遊技盤２０からの入賞検出信号やＣＲ機における球貸し操作パネルからの球貸し要
求信号に基づいてこれらの信号に応じた払出指令信号を出力し球払出装置４５の作動を制
御する球払出制御装置８２、遊技の展開状況に応じて前枠２に設けられた表示ランプ１６
やスピーカ１３および遊技盤２０に設けられた表示ランプ２６等の作動を制御するランプ
・音声制御装置８３、各制御装置や電子部品に電力を供給する電源ユニット８４、遊技施
設側の装置と信号や電力の入出力を行う外部中継端子基板８５などの各種制御装置や回路
基板、球切れ検出スイッチ等の電子部品が取り付けられ、これらが図示しないコネクタケ
ーブルで接続されてパチンコ機ＰＭが作動可能に構成される。
【００２３】
　パチンコ機ＰＭは、上球皿６およびガラス扉５が閉止され施錠保持された状態で遊技に
供され、上球皿６に遊技球を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上球皿
６の背面に装備された球送り装置によって１球ずつ発射レール１１に送り出され、遊技球
発射装置１０により遊技領域ＰＡに打ち出されてパチンコゲームが展開される。
【００２４】
　このように概要構成されるパチンコ機ＰＭにあって、裏セット盤３０における右枠杆３
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３の上部に開閉弁部材１１０、操作連繋部材１２０、球抜き操作孔１３０および球抜き通
路１４０などからなる球抜き機構１０１が設けられ、ガラス扉５の背後に位置する前枠２
の左側部に遮蔽部材１５０、付勢バネ１６０などからなる遮蔽機構１０５が設けられて、
球貯留払出機構４０に貯留された遊技球をパチンコ機ＰＭの正面から球抜き操作可能な球
抜き装置１００が構成される。以下では、まず図３を参照して右枠杆３３に設けられた球
抜き機構１０１について説明し、続けて図４～図８の各図を参照しながら遮蔽機構１０５
を含む球抜き装置１００について説明する。なお、図３は待機通路部材４４の後方を覆う
蓋部材４９（図７を参照）を取り外した状態で右枠杆３３の上部を斜め後方から見た斜視
図である。
【００２５】
　球抜き機構１０１は、待機通路部材４４と隣接する支持面３１ａの後面側に支持面と平
行な面内に揺動可能に枢支され待機通路の通路壁の一部を開閉可能な開閉弁部材１１０と
、この開閉弁部材１１０に隣接して支持面の前面側に取り付けられ操作部材による開閉操
作を連繋する操作連繋部材１２０と、操作連繋部材１２０を介して開閉弁部材１１０を開
閉操作する操作部材をパチンコ機の前面側に設けられた開口部から受容して挿通させる球
抜き操作孔１３０（１３１，１３２）と、開閉弁部材１１０が開放位置に切り換えられた
ときに開閉弁部材よりも上流側に位置する遊技球を流下させ基枠体の下端に形成された球
排出口から機体外部に排出させる球抜き通路１４０などから構成される。
【００２６】
　待機通路部材４４は、前後を仕切る仕切壁の前後両面に遊技球の球径よりも幾分大きめ
の間隔をおいて左右平行に立設された通路壁４４Ｌ，４４Ｒを有し、それぞれ通路壁４４
Ｌ，４４Ｒで囲まれた前後各一列の通路溝が形成されている。このうち背面視右側の通路
壁４４Ｒは上方の一部が切り欠かれており、常には閉止位置にある開閉弁部材１１０の揺
動通路壁１１０Ｒにより閉鎖されて連続した通路溝が形成される。待機通路部材４４は通
路溝の清掃容易化等のため基枠体３１と別体に形成されており、支持面３１ａに立設され
た支持ボス３４に嵌挿して支持させ、後方から蓋部材４９をねじ固定することにより右枠
杆３３に取り付けられる。
【００２７】
　待機通路部材４４が右枠杆３３に取り付けられると、通路溝の開放部が前方の支持面３
１ａと後方の蓋部材４９とに覆われて仕切壁の前後に各一列の待機通路４４ａ，４４ｂが
形成される（図２および図３では後列側の待機通路４４ｂのみが現れている）。待機通路
は全体としてＳ字状に屈曲して形成されるとともに、切り欠き部は球圧が作用する屈曲部
の外側壁面に形成されており、上流側に停留された遊技球の自重による押圧力が下流側で
過大な圧力にならないように分散させるとともに、切り欠き部が開放されたときに遊技球
が滑らかに流出するようになっている。
【００２８】
　開閉弁部材１１０は、本体の上下中間部に形成された円筒状の支軸孔１１２、支軸孔１
１２の下側に位置して通路壁４４Ｒの切り欠き部に相当する壁面が形成された揺動通路壁
１１０Ｒ、支軸孔１１２の斜め上方に本体部から側方に突出して形成されたアーム部１１
３、アーム部１１３の基端側に開口形成され揺動通路壁１１０Ｒで切り欠き部を閉止させ
た閉止位置で操作連繋部材１２０の係合突起１２３と係合し得る閉止保持係合孔１１３ａ
、アーム部の下面を利用して形成され開閉弁部材１１０を背面視における反時計廻りに揺
動させて切り欠き部を開放させた開放位置で操作連繋部材の係合突起１２３と係合し得る
開放保持係合辺１１３ｂなどから構成される。開閉弁部材１１０は、支軸孔１１２を右枠
杆の支持面３１ａに立設された枢支軸３５に嵌挿することで支持面３１ａと平行な面内で
揺動可能に支持され、その後方から蓋部材４９をねじ固定することにより、上述した待機
通路部材４４とともに右枠杆３３に取り付けられる。
【００２９】
　操作連繋部材１２０は、図６および図７に示すように、縦長箱枠状のレバーケース１２
０Ａと、このレバーケース１２０Ａに枢着されたレバー部材１２０Ｂとを主体として構成
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され、支持面３１ａの一部が後方に膨出されて形成された補助支持面３１ｂの前面側に取
り付けられている。レバー部材１２０Ｂは、上下に延びる揺動本体１２１と、この揺動本
体１２１の上部に側方に突出して形成されたレバー部１２２、揺動本体１２１の下部に後
方に突出して形成された先端半球のピン状の係合突起１２３、および揺動本体１２１の上
下中間部に左右に突出して形成された枢結軸部１２５などからなり、枢結軸部１２５がレ
バーケース側の軸支孔に枢着されて、上方のレバー部１２２と下方の係合突起１２３とが
所定の角度範囲で前後反対方向に揺動変位可能に配設される。
【００３０】
　レバー部材１２０Ｂは、詳細図示省略する付勢手段によりレバー部１２２が前方に、係
合突起１２３が後方に（すなわち図７に示す側面視において時計廻りに）付勢されており
、係合突起１２３が補助支持面３１ｂに開口形成された係合突起挿通孔３６を通って補助
支持面３１ｂの後面側に突出し、通常の遊技状態では、図２および図３に示すように開閉
弁部材１１０の閉止保持係合孔１１３ａと係合した状態、すなわち揺動通路壁１１０Ｒが
待機通路部材４４の切り欠き部を塞ぐ閉止位置に係止保持される。
【００３１】
　球抜き操作孔１３０（１３１，１３２）は、ガラス扉５および裏セット盤３０を前枠２
に閉止させた状態で操作連繋部材のレバー部１２２の前方に対峙する整合位置に、それぞ
れガラス扉５および前枠２を前後に貫通して形成されており、ガラス扉５側の球抜き操作
孔１３１と前枠２側の球抜き操作孔１３２とが一連の球抜き操作孔１３０を形成し、後述
する遮蔽部材１５０を挿通位置に配設したときにハートキー１８０（図４および図８を参
照）を前枠２の後方に挿通可能になっている。このため、ガラス扉５を閉止した状態でも
パチンコ機ＰＭの前面側から球抜き操作孔１３０にハートキー１８０を挿入してレバー部
１２２を押圧操作できるようになっている。
【００３２】
　また球抜き通路１４０は、待機通路部材４４の切り欠き部に隣接して支持面３１ａの後
面側に形成された予備通路、予備通路の下部に支持面３１ａを前後に貫通して形成された
連絡開口、および支持面３１ａの前面側に下方に延びて形成された下降通路などからなり
、下降通路の下端部が遊技盤２０から排出された遊技済み球を集合させる遊技済み球排出
通路に合流して、基枠体３１の下端に形成された球排出口に繋がっている。
【００３３】
　このような球抜き機構１０１では、通常の遊技状態、すなわち前枠２やガラス扉５、裏
セット盤３０等が閉止保持され、操作連繋部材の係合突起１２３が開閉弁部材の閉止保持
係合孔１１３ａと係合した状態において、揺動通路壁１１０Ｒが待機通路部材４４の切り
欠き部を塞いで待機通路４４ａ，４４ｂの通路壁を構成し、整列樋部材４２から供給され
た遊技球が待機通路４４ａ，４４ｂを通って球払出装置４５に導かれる。開閉弁部材１１
０は係合突起１２３と閉止保持係合孔１１３ａとの係合により自由な揺動が規制され、待
機通路部材４４の切り欠き部を塞ぐ閉止位置に係止保持される。
【００３４】
　一方、レバー部１２２がハートキー１８０により後方に押圧操作されると、係合突起１
２３が補助支持面３１ｂの前方に揺動待避して係合突起１２３と閉止保持係合孔１１３ａ
との係合が解除され、それまで規制されていた開閉弁部材１１０の揺動規制が解除される
。待機通路４４ａ，４４ｂに遊技球が貯留された状態では、揺動通路壁１１０Ｒは待機通
路４４ａ，４４ｂ内に保持された遊技球の圧力を受けており、揺動規制が解除されるとこ
の圧力によって開閉弁部材１１０が枢支軸３５を中心として背面視における反時計まわり
に揺動され、揺動通路壁１１０Ｒが待機通路部材４４の切り欠き部を開放する開放位置に
変位する。そして、このように一旦開閉弁部材１１０が開放位置に変位すると、切り欠き
部から次々に溢れ出る遊技球に押圧されて揺動通路壁１１０Ｒが揺動変位した状態が継続
され、通過する遊技球がなくなるまで開放状態が保持される。
【００３５】
　ここで、開閉弁部材１１０が開放位置に変位した状態では、斜め上方に変位した閉止保
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持係合孔１１３ａに代わってアーム部下面の開放保持係合辺１１３ｂが係合突起挿通孔３
６の前方に位置する。このため、開閉弁部材１１０が開放位置に変位した状態でレバー部
１２２への押圧力を解除すると、係合突起１２３が係合突起挿通孔３６を通って開放保持
係合辺１１３ｂの下側に突出して係合し、開閉弁部材１１０を開放位置に係止する。この
ため、レバー部１２２を常時押圧していなくとも、開閉弁部材１１０を開放位置に切り替
えた状態で保持させることができる。
【００３６】
　従って、例えば球貯留タンク４１に貯留する遊技球を全量球抜きするような場合には、
前枠２を開放してレバー部１２２を直に操作することなく、前枠２およびガラス扉５を閉
鎖した状態のままハートキー１８０を用いてパチンコ機前面側からレバー部１２２を揺動
操作することができ、機体の前方からハートキー１８０をワンプッシュする簡単な操作だ
けで開閉弁部材１１０を閉止位置から開放位置に切り替えて、開閉弁部材１１０よりも上
流側に貯留された遊技球を球抜き通路１４０に導き、継続して球抜きを行わせることがで
きる。
【００３７】
　また、球抜きが完了し、待機通路の上部に遊技球がなくなったときには、球抜き操作と
同様にレバー部１２２を前方からワンプッシュして係合突起１２３と開放保持係合辺１１
３ｂとの係合を解除し、係合突起１２３による揺動規制を解除する。すると、すでに遊技
球からの押圧力が解除された開閉弁部材１１０は、その重心位置に対する支軸孔１１２の
形成位置の関係により自重で時計廻りに揺動し、揺動通路壁１１０Ｒが切り欠き部を塞ぐ
閉止位置に変位する。そして、レバー部１２２への押圧力を解除してハートキー１８０を
引き抜くと係合突起１２３が補助支持面３１ｂの後方に突出して閉止保持係合孔１１３ａ
と係合し、開閉弁部材１１０が閉止位置に保持される。これにより待機通路部材４４の切
り欠き部が揺動通路壁１１０Ｒにより閉止保持され、待機通路４４ａ，４４ｂに流入した
遊技球が球払出装置４５に導かれる通常の遊技状態に復帰する。
【００３８】
　以上のように構成される球抜き機構１０１に対して、ガラス扉５の背後に位置する前枠
２の前面側に遮蔽機構１０５が設けられている。以下、図４～図８の各図を参照しながら
遮蔽機構１０５について説明する。なお、図４は前枠２の左上側部を斜め前方から見た遮
蔽機構１０５の分解斜視図、図５はガラス扉５を擬似的に180度展開した状態で遮蔽位置
にある遮蔽機構１０５を前枠の前方から見た正面図、図６は図５中のVI－VI矢視の平断面
図、図７は球抜き装置１００の左側面図、図８は遮蔽機構１０５を挿通位置に設定してハ
ートキー１８０を挿通させた状態を示す正面図である。
【００３９】
　遮蔽機構１０５は、ガラス扉５の後方に位置する前枠２の左側縁部に、ハートキー１８
０が球抜き操作孔１３０を通って前枠２の後方まで挿通されることを許容する挿通位置と
ハートキーの挿通を規制する遮蔽位置とにスライド変位可能に設けられ、ガラス扉５を閉
止した状態でガラス扉５の側方から変位操作可能な遮蔽部材１５０と、この遮蔽部材１５
０を遮蔽位置に付勢する付勢バネ１６０とを主体として構成される。
【００４０】
　前枠２の左側縁部は、ガラス扉５および上球皿６を揺動開閉したときの基端側の旋回軌
跡に合わせて平断面視円弧状の扉受け２ｂが形成されており、その上部に球抜き操作孔１
３２と隣接して遮蔽部材取付部１７が設けられている。遮蔽部材取付部１７には、前枠２
を前後に貫通して遮蔽部材１５０の導出辺部を挿通させるスリット状の導出孔１７ａ、ネ
ジ１５８を受容して螺合保持するネジ受容孔１７ｂ、扉受け後方のリブ２ｃを左右に貫通
してネジ１６２の昇降変位をガイドする長孔状のネジガイド孔１７ｃなどが形成され、ガ
ラス扉５の対応位置にはガラス扉５を開放したときにネジ１５８を受容する受容切り欠き
部５ａが形成されている（図６を参照）。
【００４１】
　遮蔽部材１５０は、扉受け２ｂの前面に沿った円弧形状に形成されたスライド辺部１５
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１、スライド辺部１５１の右端側が導出孔１７ａの形成位置に合わせて直角に折り曲げら
れ後方に延びる導出辺部１５２、導出辺部１５２の後端部が右方に直角に折り曲げられて
形成されるシャッタ片部１５３、スライド辺部１５１の前端部に扉受け２ｂの先端形状に
合わせて屈曲成型されたスライド操作部１５５などからなり、スライド辺部１５１の略中
央部には長孔状のガイド孔１５１ｂ、導出辺部１５２にはネジ１６２を受容するネジ孔１
５２ｃが形成されている。またスライド辺部１５１の右端側には前方に突出して操作ピン
１５７が固着されている。遮蔽部材１５０は、例えば板厚1.0～1.6mm程度の鋼板を打ち抜
きおよび曲げ成形して操作ピン１５７をカシメ固着し、必要に応じて所要の表面処理を施
して形成される。
【００４２】
　遮蔽部材１５０は、扉受け２ｂの前面側から導出孔１７ａに導出辺部１５２を挿通して
前枠２の後面側に挿通させ、スライド辺部１５１を扉受け２ｂの前面に、スライド操作部
１５５を扉受け２ｂの先端部に係合させて、前枠２の後面側に突出したシャッタ片部１５
３を球抜き操作孔１３２の後面位置に合わせて図４中の部分拡大図に示すように右方に直
角に折り曲げることで遮蔽部材取付部１７に装着される。次いで扉受け２ｂの前方からガ
イド孔１５１ｂを通してネジ受容穴１７ｂにネジ１５８を螺合させ、扉受け２ｂの後面側
でネジガイド孔１７ｃを通してネジ孔１５２ｃにネジ１６２を螺合させることで、これら
の長孔によって規定される所定範囲で上下方向にのみスライド変位自在に支持される。
【００４３】
　ここで、シャッタ片部１５３は、球抜き操作孔１３２の後端開口部を開放または遮蔽す
る開閉板であり、上記のように支持された遮蔽部材１５０を下方にスライドさせたときに
、スライド範囲の下端位置でシャッタ片部１５３が球抜き操作孔１３２の下方に位置して
ハートキー１８０を挿通可能な挿通状態とする一方、この挿通位置から遮蔽部材１５０を
上方にスライドさせたときには、シャッタ片部１５３が球抜き操作孔１３２の後方に位置
して開口後面を遮蔽し、ハートキー１８０の挿通を規制する遮蔽状態にするように位置お
よび形状寸法が設定されている。
【００４４】
　また、ガイド孔１５１ｂおよびネジガイド孔１７ｃは、それぞれネジ１５８およびネジ
１６２の軸径よりも幾分大きめの溝幅で上下に長い長孔状に形成されており、上下方向の
寸法は、球抜き操作孔１３２の後端の開口部をシャッタ片部１５３により遮蔽状態と挿通
状態とに切り替え得る所定のストローク、具体的にはハートキー１８０の直径よりも幾分
大きく設定されている。すなわちガイド孔１５１ｂおよびネジガイド孔１７ｃは、シャッ
タ片部１５３が球抜き操作孔１３２の開口部を開閉する上記所定のスライド範囲内に遮蔽
部材の昇降範囲を規定するとともに、スライド操作部１５５と扉受け前端部との係合作用
と相まって、このスライド範囲で遮蔽部材１５０が前後に傾動することなく滑らかに上下
に昇降変位するようにガイドする。
【００４５】
　そして、扉受け２ｂの後面側で、導出辺部に螺着されたネジ１６２と、その上方のリブ
２ｃに螺着されたネジ１６２とに付勢バネ両端の各フック部を係止し、所定の初期張力を
もって付勢バネ１６０を張り渡す。これにより遮蔽部材１５０は、シャッタ片部１５３が
球抜き操作孔１３２の後方に位置して球抜き操作孔１３２を遮蔽する遮蔽位置（図７を参
照）と、シャッタ片部１５３が球抜き操作孔１３２の下方に位置してハートキー１８０を
前枠２の後方に挿通させる挿通位置（図８を参照）との間で上下にスライド変位可能に装
着され、常には付勢バネ１６０のバネ力により上方に付勢されて球抜き操作孔１３２を塞
ぐ遮蔽位置に配設される。
【００４６】
　以上のように構成される球抜き機構１０１および遮蔽機構１０５を備えた球抜き装置１
００では、図６に示すように、遊技提供状態において遮蔽機構１０５がガラス扉５の背後
に配設され、遮蔽部材１５０のシャッタ片部１５３が球抜き操作孔１３２の後端開口部を
塞ぐ遮蔽位置に配設される。またガラス扉側の球抜き操作孔１３１は円筒部が後方に延び
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て形成され、ガラス扉５の閉鎖姿勢で前枠側の球抜き操作孔１３２の直前に位置して配設
される。
【００４７】
　このため、不正行為を行おうとする者がガラス扉５の前面側から球抜き操作孔１３１に
針金等を差し込んでも、針金の先端部が遮蔽部材のシャッタ片部１５３に突き当たって針
金を前枠２の後方に挿通させることができず、裏セット盤３０に設けられた球抜き機構１
０１に対して悪戯行為を行うことができない。またガラス扉側の球抜き操作孔１３１は、
その直径に比して孔の深さが長く形成されたうえ後端部が前枠側の球抜き操作孔１３２の
直前に位置して配設され、かつ球抜き操作孔１３２の開口前縁にはテーパー状の面取りが
施されている。このため、ガラス扉５の前面側から球抜き操作孔１３１に挿入した針金は
前枠２の前面で屈曲されることなく前枠側の球抜き操作孔１３２に受容され、球抜き操作
孔１３２の右側方に位置する遊技盤２０に対して悪戯行為を行うこともできない。
【００４８】
　一方、遮蔽部材１５０のスライド操作部１５５は、ガラス扉５を閉鎖した状態において
ガラス扉５の後方に目立たないように配設されており、パチンコ機前方の椅子に着座した
遊技者の視線位置からは直接的に視認されない位置にスライド操作可能に配設されている
。そしてこのスライド操作部１５５に指を掛けて下方に押圧し、付勢バネ１６０のバネ力
に抗して遮蔽部材１５０を挿通位置までスライドさせると、シャッタ片部１５３が球抜き
操作孔１３２の下方に移動してハートキーを挿通させる挿通状態に設定される。
【００４９】
　従って遊技施設の係員は、このように遮蔽部材１５０を挿通位置にスライド変位させた
状態で球抜き操作孔１３０（１３１，１３２）にハートキー１８０を挿入して前枠２の後
方に挿通させることができ、球抜き操作孔１３２の後方に位置整合して配設された操作連
繋部材１２０のレバー部１２２を押圧して球抜き操作を行うことができる（図８を参照）
。すなわち、遊技施設の係員は球抜き操作を行うにあたって、逐一ガラス扉５や前枠２の
閉鎖施錠状態を解除する必要がなく、パチンコ機ＰＭの前面側から球抜き操作を行うこと
ができる。
【００５０】
　他方、このような球抜き操作は、パチンコ機ＰＭの前方に立って両手で操作を行う必要
がある。このため、周囲の遊技者の視線や防犯用の監視カメラの存在を気にしながら悪戯
行為を行う不正行為者にとっては大きな抵抗感を生じさせ、かかる悪戯行為を抑制する抑
止的効果を発揮させることができる。
【００５１】
　なお、遮蔽機構１０５では、スライド辺部１５１に操作ピン１５７が設けられており、
ガラス扉５を開放した状態でパチンコ機の正面から昇降操作可能になっている。このため
、例えばガラス扉５を開放して保守作業を行っているときに球抜きが必要になったような
場合には、操作ピン１５７に指を掛けて遮蔽部材１５０を挿通位置にスライド変位させ、
球抜き操作孔１３２にハートキーを挿入して球抜き作業を行うことも可能になっている。
【００５２】
　従って、以上説明した球抜き装置１００によれば、コンパクト且つ低廉な装置構成で、
遊技施設の係員が行う球抜き作業の作業性を悪化させることなく、遊技者の悪戯行為に対
する抑止力を高めた球抜き装置を提供することができる。
【００５３】
　次に、遮蔽機構の他の構成例を図９に示しており、以下本図を参照しながらこの遮蔽機
構２０５について説明する。なお、図９は前枠２の左上側部を斜め後方から見た遮蔽機構
２０５の分解斜視図である。遮蔽機構２０５は、ガラス扉５を閉止した状態でガラス扉の
側方から変位操作可能な遮蔽部材２５０と、この遮蔽部材２５０を遮蔽位置に付勢する付
勢バネ１６０とを主体として構成され、本実施形態では遮蔽機構２０５に位置検出構造２
７０を併設して球抜き装置を構成した例を示す。なお遮蔽機構２０５の配設位置および全
体的な構成形態は前述した遮蔽機構１０５と同様であり、以下では同様の構成部分に同一
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番号を付して重複説明を省略し相違する部分を中心に説明する。
【００５４】
　前枠２の左側縁上部には、球抜き操作孔１３２と隣接して遮蔽部材取付部１８が設けら
れている。遮蔽部材取付部１８は、扉受け２ｂを前後に貫通して形成され操作ピン２５７
の昇降変位をガイドする長孔状のピンガイド孔１８ｃ、ネジ１５８を扉受けの後面側から
受容して螺合保持するネジ受容孔、位置検出センサ２７１を取着するセンサ取付部、およ
び扉受け後方のリブ２ｃが切り欠かれて位置検出センサ２７１の検出レバーを挿通させる
切り欠き部１８ｄなどから構成される。
【００５５】
　遮蔽部材２５０は、扉受け２ｂの後面に沿った円弧形状に形成されたスライド辺部２５
１、スライド辺部２５１の右端側がリブ２ｃの形成位置に合わせて折り曲げられ後方に延
びる導出辺部２５２、導出辺部２５２の後端部が右方に直角に折り曲げられて形成された
シャッタ片部２５３、スライド辺部２５１の前端部に扉受け２ｂの先端形状に合わせて屈
曲成型されたスライド操作部２５５などからなり、スライド辺部２５１の略中央部には長
孔状のガイド孔２５１ｂ、導出辺部２５２の中央部にはネジ１６２を受容するネジ孔２５
２ｃ、導出辺部２５２の下部には舌片状の被検出片部２５２ｄ、導出辺部の後端にはシャ
ッタ片部２５３の上下にリブ２ｃの厚さに合わせたガイドクリップ２５２ｅが形成されて
いる。またスライド辺部２５１には前方に突出して操作ピン２５７が固着されている。遮
蔽部材２５０は、前述した遮蔽部材１５０と同様の金属材料を用い同様の加工手段で形成
される。
【００５６】
　遮蔽部材２５０は、扉受け２ｂの後面側から上下のガイドクリップ２５２ｅをリブ２ｃ
に係合させ、操作ピン２５７をピンガイド孔１８ｃに係合させて、スライド操作部２５５
を扉受け２ｂの背面側から先端に嵌合させることで遮蔽部材取付部１８に装着される。次
いで扉受け２ｂの後方からガイド孔２５１ｂを通してネジ受容穴にネジ２５８を螺合させ
ることで、ガイド孔２５１ｂおよびピンガイド孔１８ｃによって規定される所定範囲で上
下方向にのみスライド変位自在に支持される。
【００５７】
　シャッタ片部２５３は、上記のように支持された遮蔽部材２５０を下方にスライドさせ
たときに、スライド範囲の下端位置で球抜き操作孔１３２の下方に位置してハートキー１
８０を挿通可能な挿通状態とする一方、この挿通位置から遮蔽部材２５０を上方にスライ
ドさせたときに、球抜き操作孔１３２の後方に位置して開口後面を遮蔽し、ハートキー１
８０の挿通を規制する遮蔽状態にするように位置および形状寸法が設定されている。
【００５８】
　また、ガイド孔２５１ｂおよびピンガイド孔１８ｃは、それぞれネジ２５８および操作
ピン２５７の外径よりも幾分大きめの溝幅で上下に長い長孔状に形成されており、上下方
向の寸法は、シャッタ片部２５３により球抜き操作孔１３２の後端の開口部を遮蔽状態と
挿通状態とに切り替え得るストロークに設定されている。すなわちガイド孔２５１ｂおよ
びピンガイド孔１８ｃは、シャッタ片部２５３が球抜き操作孔１３２の開口部を開閉する
スライド範囲内に遮蔽部材の昇降範囲を規定するとともに、スライド操作部２５５および
ガイドクリップ２５２ｅのガイド作用と相まって、このスライド範囲で遮蔽部材２５０が
滑らかに上下に昇降変位するようにガイドする。
【００５９】
　そして、扉受け２ｂの後面側で、導出辺部のネジ孔２５２ｃに螺着されたネジ１６２と
その上方のリブ２ｃに螺着されたネジとに付勢バネ１６０の両端のフック部を係止し、所
定の初期張力をもって付勢バネ１６０を張り渡す。これにより遮蔽部材２５０は、シャッ
タ片部２５３が球抜き操作孔１３２の後方に位置して球抜き操作孔１３２を遮蔽する遮蔽
位置と、球抜き操作孔１３２の下方に位置してハートキー１８０の挿通を許容する挿通位
置との間で上下にスライド変位可能に装着され、常には付勢バネ１６０のバネ力により上
方に付勢されて球抜き操作孔１３２を塞ぐ遮蔽位置に配設される。
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【００６０】
　一方、球抜き操作孔の下方に位置する前枠２の後面側に位置検出構造２７０が設けられ
ている。位置検出構造２７０は、球抜き操作孔下側のセンサ取付部に取着された位置検出
センサ２７１を主体として構成される。図では位置検出センサ２７１として検出レバーを
有するリミットスイッチを用いた形態を例示しており、検出レバーが切り欠き部１８ｄを
通って遮蔽部材２５０の被検出片部２５２ｄの摺動軌跡上に配設され、被検出片部２５２
ｄの高さ位置を検出することで遮蔽部材２５０の位置、すなわち遮蔽部材２５０が遮蔽位
置にあるか挿通位置にあるかを検出する。位置検出センサ２７１の検出信号は主制御装置
８１に入力されている。
【００６１】
　例えば図９に示すように遮蔽部材２５０が遮蔽位置にあるときには、被検出片部２５２
ｄが切り欠き部１８ｄの上部に位置検出センサ２７１の検出レバーと離れて位置しており
、位置検出センサ２７１は検出レバーの角度位置から遮蔽部材２５０が遮蔽位置にあるこ
とを検出し、これに応じた検出信号（例えばOFF号）を主制御装置８１に出力する。
【００６２】
　一方、遮蔽部材２５０が付勢バネ１６０のバネ力に抗して下方にスライドされると、下
動する被検出片部２５２ｄが位置検出センサ２７１の検出レバーと係合して検出レバーを
揺動変位させ、シャッタ片部２５３が球抜き操作孔１３２の後端開口部を開放した挿通位
置では位置検出センサの接点を反転させる。これにより位置検出センサ２７１は遮蔽部材
２５０が挿通位置に切り替えられたことを検出し、これに応じた検出信号（例えばON信号
）を主制御装置８１に出力する。
【００６３】
　主制御装置８１は、入力された検出信号が挿通位置を表す信号（上記例ではON信号）で
あるときに警報作動を行う。例えば、前枠２に設けられた表示ランプ１６や遊技盤２０に
設けられた表示ランプ２６のうち何れかを点灯または点滅作動させ、あるいはスピーカ１
３から所定の警報音を発生させ、または外部中継端子基板８５を介して遊技島の報知ラン
プやホールコンピュータの表示装置に警報を表示させ、若しくはホールコンピュータを介
して遊技施設の係員が携帯するインカムに警報信号を送信して通報するような警報作動を
行う。
【００６４】
　以上のように構成される遮蔽機構２０５を備えた球抜き装置においても、前述した遮蔽
機構１０５を備えた球抜き装置と同様に、不正行為を行おうとする者がガラス扉５の前面
側から球抜き操作孔１３１に針金等を差し込んでも、針金の先端部が遮蔽部材のシャッタ
片部２５３に突き当たって針金を前枠２の後方に挿通させることができず、裏セット盤３
０に設けられた球抜き機構１０１に対して悪戯行為を行うことができない。
【００６５】
　一方、パチンコ機前方の椅子に着座した遊技者の視線位置からは直接的に視認されない
ガラス扉５の後方位置に、遮蔽部材２５０のスライド操作部２５５が操作可能に配設され
ており、このスライド操作部２５５に指を掛けて遮蔽部材２５０を挿通位置にスライドさ
せることで、ハートキー１８０を挿通可能な挿通状態に設定される。このため、遊技施設
の係員は、遮蔽部材２５０を挿通位置にスライド変位させて球抜き操作孔１３０（１３１
，１３２）にハートキー１８０を挿入し、レバー部１２２を押圧操作することで球抜き作
業を行うことができ、ガラス扉５や前枠２の閉鎖施錠状態を解除することなく、パチンコ
機ＰＭの前面側から球抜き作業を行うことができる。
【００６６】
　他方、このような球抜き操作は、パチンコ機ＰＭの前方に立って両手で操作を行う必要
があることから、周囲の遊技者の視線や防犯用の監視カメラの存在を気にする不正行為者
に大きな抵抗感を惹起させ、悪戯行為を効果的に抑制することができる。さらに、本構成
の球抜き装置では、遮蔽部材２５０が挿通位置に配設されると位置検出センサ２７１によ
りその状態が検出され、主制御装置８１により所定の警報作動が行われる。このため、遊
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技施設の係員や管理者は、当該パチンコ機ＰＭが球抜き操作され得る状態になったことを
早期に検知することができ、状況に応じて迅速かつ適切な対応をとることができる。
【００６７】
　また遮蔽機構２０５では、スライド辺部２５１に操作ピン２５７が設けられており、ガ
ラス扉５を開放した状態でパチンコ機の正面から昇降操作可能になっている。このため、
ガラス扉５を開放して保守作業を行っているときに球抜きが必要になったような場合には
、操作ピン２５７に指を掛けて遮蔽部材２５０を挿通位置にスライド変位させ、球抜き操
作孔１３２にハートキーを挿入して球抜き作業を行うことも可能になっている。
【００６８】
　従って、以上説明したような球抜き装置によれば、コンパクトな構成で、遊技者の悪戯
行為に対する抑止力を高めるとともに、悪戯行為を早期に検知して迅速な対応が可能な球
抜き装置を提供することができる。
【００６９】
　なお、位置検出センサ１７１は遮蔽部材２５０の高さ位置を検出可能な検出器であれば
よく、例示したリミットスイッチ形態の検出器の他、近接スイッチやフォトインタラプタ
等の検出器を用いてもよい。また、以上説明した実施形態では、遮蔽部材を上下にスライ
ド変位させることで球抜き操作孔１３０を遮蔽位置と挿通位置とに切り替える形態を例示
したが、遮蔽部材の変移形態は上下方向のスライド変位に限るものではなく、例えば、球
抜き操作孔に直交する面内での左右方向のスライド変位や上下方向の揺動変位、球抜き操
作孔に直交する軸廻りの回動変位などであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明に係る球抜き装置を備えた弾球遊技機の一例として、ガラス扉および上球
皿を開放した状態で示すパチンコ機の正面図である。
【図２】上記パチンコ機の背面図である。
【図３】待機通路部材の後方を覆う蓋部材を取り外した状態で右枠杆の上部を斜め後方か
ら見た斜視図である。
【図４】本発明に係る球抜き装置における遮蔽機構の分解斜視図である。
【図５】遮蔽位置にある遮蔽機構の正面図である。
【図６】図５中のVI－VI矢視の平断面図である。
【図７】本発明に係る球抜き装置の左側面図である。
【図８】遮蔽機構を挿通位置に設定してハートキーを挿通させた状態を示す正面図である
。
【図９】本発明に係る球抜き装置の他の構成形態を示す分解斜視図である。
【符号の説明】
【００７１】
ＰＭ　パチンコ機
ＰＡ　遊技領域
　１　外枠
　２　前枠（２ａ　収容枠、２ｂ　扉受け、２ｃ　リブ）
　３ａ，３ｂ　ヒンジ機構
　４　施錠装置
　５　ガラス扉（５ａ　受容切り欠き部）
　６　上球皿
　７ａ，７ｂ，７ｃ　ヒンジ機構
　８　下球皿
　９　発射ハンドル
１０　遊技球発射装置
１１　発射レール
１２　ファール球回収通路
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１３　スピーカ
１６　表示ランプ
１７　遮蔽部材取付部（１７ａ　導出孔、１７ｂ　ネジ受容孔、１７ｃ　ネジガイド孔）
１８　遮蔽部材取付部（１８ｃ　ピンガイド孔、１８ｄ　切り欠き部）
２０　遊技盤
２１　化粧板
２２　案内レール
２３　入賞具
２４　画像表示装置
２５　アウト口
２６　表示ランプ
２９　球寄せカバー
３０　裏セット盤
３１　基枠体（３１ａ　支持面、３１ｂ　補助支持面）
３２　窓口
３３　右枠杆
３４　支持ボス
３５　枢支軸
３６　係合突起挿通孔
４０　球貯留払出機構
４１　球貯留タンク
４２　整列樋部材
４４　待機通路部材（４４ａ，４４ｂ　待機通路、４４Ｌ，４４Ｒ　通路壁）
４５　球払出装置
４６　球払出通路
４９　蓋部材
８１　主制御装置
８２　球払出制御装置
８３　ランプ・音声制御装置
８４　電源ユニット
８５　外部中継端子基板
１００　球抜き装置
１０１　球抜き機構
１０５　遮蔽機構（第１構成形態）
１１０　開閉弁部材（１１０Ｒ　揺動通路壁）
１１２　支軸孔
１１３　アーム部（１１３ａ　閉止保持係合孔、１１３ｂ　開放保持係合辺）
１２０　操作連繋部材（１２０Ａ　レバーケース、１２０Ｂ　レバー部材）
１２１　揺動本体
１２２　レバー部
１２３　係合突起
１２５　枢結軸部
１３０　球抜き操作孔
１３１　ガラス扉に形成された球抜き操作孔
１３２　前枠に形成された球抜き操作孔
１４０　球抜き通路
１５０　遮蔽部材
１５１　スライド辺部（１５１ｂ　ガイド孔）
１５２　導出辺部（１５２ｃ　ネジ孔）
１５３　シャッタ片部



(15) JP 4502113 B2 2010.7.14

10

１５５　スライド操作部
１５７　操作ピン
１５８　ネジ
１６０　付勢バネ
１６２　ネジ
１８０　ハートキー
２０５　遮蔽機構（第２構成形態）
２５０　遮蔽部材
２５１　スライド辺部（２５１ｂ　ガイド孔）
２５２　導出辺部
（２５２ｃ　ネジ孔、２５２ｄ　被検出片部、２５２ｅ　ガイドクリップ）
２５３　シャッタ片部
２５５　スライド操作部
２５７　操作ピン
２５８　ネジ
２７０　位置検出構造
２７１　位置検出センサ

【図１】 【図２】



(16) JP 4502113 B2 2010.7.14

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】
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