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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部に球タンクを設け、該球タンクの下にタンクレールと、該タンクレールの下流部に
払出装置（６７）を設け、入賞球を集合させる排出球集合樋（７５）とが設けられ遊技盤
（１６）を取り付ける機構盤（３７）を備えた遊技機において、
　前記機構盤（３７）に、不要遊技球を排出させる球抜通路（７３）を備え、
　前記機構盤（３７）の背面から見て右側に前記払出装置（６７）、前記球抜通路（７３
）を偏在させ、
　前記機構盤（３７）は、前記払出装置（６７）の左側に開口部を形成し、該開口部の下
方であって上下位置が前記遊技盤（１６）のアウト口（７９）の下方近辺に前記排出球集
合樋を形成し、
　前記不要遊技球を排出させるために操作する球抜き手段（５３）を前記機構盤（３７）
の背面から見て右側辺に備えるも、前記球抜通路（７３）を前記開口部に近接配置し、
　球抜き手段（５３）を操作すると、前記払出装置（６７）を作動させない状態で前記払
出装置（６７）に流入する遊技球を前記球抜通路（７３）に流下させ、
　前記排出球集合樋に、前記球抜通路（７３）からの不要遊技球と遊技盤に発射され入賞
しなかった遊技球とを回収集合させ、
　　前記排出球集合樋の下方には球排出口（４９）を設け、
　前記アウト口（７９）の下方近辺の前記排出球集合樋は、前記機構盤（３７）の背面か
ら見て、前記開口部の左下端近辺から右に向かって下る傾斜面（７５）と、前記開口部の
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右下端近辺から左に向かって下る傾斜面（７５ａ）とにより遊技球を集合させる、
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は遊技機に設けられる機構盤の簡略化技術に関す。
【０００２】
【従来の技術】
従来、パチンコ遊技をする遊技機は、遊技客が発射ハンドルの操作によって遊技球を遊技
盤面上の任意位置に発射し、発射された遊技球が盤面上に設けられた入球口に入球するこ
とにより入賞が得られて賞品球として遊技球が払い出され、遊技客が遊技球を獲得できる
ようにしたものである。この遊技機は、入球した入球口の種類及び形態に応じて賞品球と
して所定の数の遊技球の払い出しを受けることができ、遊技球にいわゆるパチンコ玉を用
いるパチンコ機やアレンジボール機がよく知られており、手軽な娯楽として広く普及して
いる。
遊技盤の盤面上には、落下する遊技球をランダムに飛球方向や跳ね返り方向に変化を与え
る多数の遊技釘や風車等が設けられている。また、遊技球は真円からややずれた形状に製
造され、さらに、遊技球の表面には通常、各遊技店の刻印が刻まれて凹凸がある。それゆ
えに、同じように発射したとしても、遊技球が全く同じ落下経路を辿ることはほとんどな
い。
【０００３】
このため、獲得できる賞球数は運に大きく左右されるが、発射操作の技量によってもある
程度、幅があるのも経験的な事実であり、弾球遊技の愛好者は技量と獲得賞球数の因果関
係を確信している。したがって、遊技者は、運良く多数の賞球を獲得すれば、自己の技量
によってツキを呼んだと思い、その満足感を得る。
この、運と技量とが微妙にせめぎあうところに遊技の魅力があるといっても過言ではない
。
ところで、今日の遊技機に代表されるパチンコ遊技機やアレンジボール遊技機の背部に設
けられる機構盤には、多くの電子装置が取り付けられ、さらに遊技球の排出に係わる部品
が多数設けられ複雑な経路構成となっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述の機構盤の遊技球排出経路は、一般的に３重の経路からなっており、
成形部品も多く組立にも多くの人材を要している。
このことを図７により、その詳細を説明する。
図７は、従来から使用している機構盤の正面（本遊技機からみれば背面となる）を示し、
蓋となる部類を外した図である。
機構盤１００は、ほぼ矩形状になって、その上部に球タンク１０１が設けられている。球
タンク１０１から流出する遊技球が図示を省略した３条からなるタンクレール１０２を介
してカーブレール１０３に接続され、このカーブレール１０３からは、２列の賞球補充樋
１０４と１列の貸球補充樋１０５とに、それぞれ分岐しており、賞球補充樋１０４は賞球
払出装置１０６に接続され、貸球補充樋１０５が貸球払出装置１０７とにそれぞれ接続さ
れている。
【０００５】
賞球払出装置１０６の下方には、賞球排出樋１１４が設けられ、賞球払出装置１０６が賞
球排出樋１１４に接続されている。一方、貸球払出装置１０７の下方には、貸球排出樋１
１５が設けられ、貸球払出装置１０７が貸球排出樋１１５に接続されている。賞球排出樋
１１４と貸球排出樋１１５との下が賞球貸球合流部１１６で、この賞球貸球合流部１１６
の下が払出排出口１１７となている。払出排出口１１７は、図を省略した上皿へ接続され
ている。
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賞球払出装置１０６は、入賞の検出で直ちに賞球の払い出しの実行がなされ、貸球払出装
置１０７は、遊技球の貸し出し要求が発せられれば、これも直ちに遊技球の貸し出し排出
動作がなされる。それぞれから排出された遊技球は上皿へと導出される。
【０００６】
機構盤１００の中央下には、遊技盤に設けられる入賞口から入った遊技球を集める入賞球
タンク１１９が設けられ、底部が右下へ傾斜している。
払出排出口１１７の下には、傾斜を有する溢球通路１２０が設けられ、この溢球通路１２
０の下流部に下皿通路１０９が接続されている。溢球通路１２０の下段側に入賞処理球樋
１２１が設けられ、入賞処理球樋１２１の入口は入賞球タンク１１９に接続されている。
入賞処理球樋１２１の下流部に合流通路樋１１８が接続され、この合流通路樋１１８の下
流部に回収球排出口１１０が接続されている。
機構盤１００には球抜レバー１１２が設けられ、２列の賞球補充樋１０４と１列の貸球補
充樋１０５とに設けられる球抜弁１１１に連結されている。
球抜弁１１１の下方には球抜排出樋１１３が取り付けられ、合流通路樋１１８へ接続され
ている。
【０００７】
図を省略した遊技盤の入賞口に入球する遊技球は入賞を検出し、その後入賞球タンク１１
９から入賞球処理球樋１２１及び合流通路樋１１６を経て回収球排出口１１０から前述の
遊技機設置島内部に排出される。
図を省略した遊技盤には、アウト口１０８（点線で図示する位置）が設けられ入賞し得な
かった遊技球がこのアウト口１０８より点線で図示するアウト球排出通路１２２を経て回
収球排出口１１０から、前述の遊技機設置島内部に排出される。入賞が多く生じて上皿に
遊技球が一杯になっていると、遊技球が溢れることとなり、溢れる遊技球は溢球通路１２
０に溢れ出し、下皿通路１０９を経て図を省略した下皿へ導出される。尚、下皿通路１０
９と下皿との間には、バケツと称する屈曲樋が設けてあり、このバケツは、図を省略した
前面枠側に取り付けられている。
【０００８】
遊技機のメンテナンス時において、球タンク１０１やタンクレール１０２にある遊技球の
排出が必要となることがある。このとき、球抜レバー１１２を作動させると、球抜弁１１
１が開いて球タンク１０１やタンクレール１０２　にある遊技球が球抜排出樋１１３及び
合流通路樋１１８を経て回収球排出口１１０から遊技機設置島内部へ排出される。尚、球
抜排出樋１１３は、詳細図を省略したが単独構成になっているので専用の蓋が必要となり
複数本のビスにより止着している。
【０００９】
以上が従来の機構盤の構造動作説明である。図からも見て分かるように、手前側に溢球通
路１２０、次に入賞処理球樋１２１とその奥側にアウト球排出通路１２２と３重構成にな
っている。平坦状の機構盤１００にアウト球排出通路１２２を同一成形体として、入賞球
タンク１１９と入賞処理球樋１２１とをビス止めで止着し、その上に溢球通路１２０から
下皿通路１０９迄の部品をビスにより順次取り付ける。このように金型が少なくとも４個
以上必要になってくると同時に、内部に遊技球の詰まりが生じた場合、全体を解体しない
と、この球詰まりが解消できないと言う不利な構造になっている。
【００１０】
次に、球抜排出樋１１３と賞球補充樋１０４及び貸球補充樋１０５とは、それぞれ違った
高さになっているので各樋とも、それぞれ別途金型が必要になる。上述の構成は、特許２
７７５６４０号及び実公平６－１４１に提案されている構成も、同一構成になっている。
参考に提案された特開２００１－２０４９３６でもわかるように球抜通路は従来通りで、
溢球通路と入賞球タンクとが重なり合っている。
【００１１】
提案されたものや図７に示したものは、各排出樋の重なりが複雑であって、この複雑分が
成形の金型の増加と組み付けの手間の増加であって、コスト的に非常に不利になっている
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。
図７に示す球抜排出樋１１３へ球抜きをした場合、賞球補充樋１０４と貸球補充樋１０５
に残球が発生する。そこで過去に提案された球抜装置は、全ての遊技球が排出されるよう
に、ソレノイドやモータ等の動力を用いて行っている。
球抜装置においては、実開平６０－２０２８２に示すように動力を用いて球抜きしている
。さらに、特公平６－８５８１５、特公平７－１０２２４８、特許２９８９４５８等にも
同様の構成で動力を用いて切替をしている。
この複雑極まりない機構盤を鑑み、下記に示すように提案するものである。
【００１２】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
　請求項１に記載の発明は、上部に球タンクを設け、該球タンクの下にタンクレールと、
該タンクレールの下流部に払出装置（６７）を設け、入賞球を集合させる排出球集合樋（
７５）とが設けられ遊技盤（１６）を取り付ける機構盤（３７）を備えた遊技機において
、
　前記機構盤（３７）に、不要遊技球を排出させる球抜通路（７３）を備え、
　前記機構盤（３７）の背面から見て右側に前記払出装置（６７）、前記球抜通路（７３
）を偏在させ、
　前記機構盤（３７）は、前記払出装置（６７）の左側に開口部を形成し、該開口部の下
方であって上下位置が前記遊技盤（１６）のアウト口（７９）の下方近辺に前記排出球集
合樋を形成し、
　前記不要遊技球を排出させるために操作する球抜き手段（５３）を前記機構盤（３７）
の背面から見て右側辺に備えるも、前記球抜通路（７３）を前記開口部に近接配置し、
　球抜き手段（５３）を操作すると、前記払出装置（６７）を作動させない状態で前記払
出装置（６７）に流入する遊技球を前記球抜通路（７３）に流下させ、
　前記排出球集合樋に、前記球抜通路（７３）からの不要遊技球と遊技盤に発射され入賞
しなかった遊技球とを回収集合させ、
　　前記排出球集合樋の下方には球排出口（４９）を設け、
　前記アウト口（７９）の下方近辺の前記排出球集合樋は、前記機構盤（３７）の背面か
ら見て、前記開口部の左下端近辺から右に向かって下る傾斜面（７５）と、前記開口部の
右下端近辺から左に向かって下る傾斜面（７５ａ）とにより遊技球を集合させる、
　ことを特徴とする。
　排出球集合樋に、入賞球、球抜通路からの不要遊技球及び入賞しなかった遊技球を回収
集合させる構成なので、機構盤の構成を簡易化でき、取り付ける部品点数を減らし、取り
付ける手間も減らすことができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以上について本発明の好適な実施の形態を、各図面に基づいて実施例に示して説明するこ
ととする。
尚、本発明の遊技機は、特殊なハンドル操作を必要とする権利物、（いわゆる「第三種特
別電動役物付遊技機」に属するもの）のほか、通称アレパチ「アレンジボール遊技機」、
じゃん球等に属するものや、同じく遊技規則にないその他の遊技機等に幅広く適用するこ
とができ、下記の実施例に何ら限定されるものではなく、本発明の技術的範囲に属する限
り種々の形態を採り得ることはいうまでもない。
【００１４】
【実施例】
図１は本発明を適用したパチンコ遊技機の全体を示すもので、本パチンコ遊技機は遊技機
１０として記載する。
この遊技機１０は、矩形状の外郭をなす外枠１１が設けられ、この外枠には前面枠１２が
開閉可能に取り付けられている。外枠１１は遊技店の図を省略する遊技機設置島に固定す
るための取付手段でもあって、前面枠１２と外枠１１の左端上下のヒンジ機構１３により
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軸支され、外枠１１に対し水平方向に回動自在に取り付けられており、メンテナンス時に
は、前面枠１２を手前側（遊技客側）に開閉可能にしてある。
【００１５】
前面枠１２の内側には、窓枠状で金属サッシからなる金枠１４が取り付けられており、こ
の金枠１４の左側を支軸にして、金枠１４の内周を縁取って、これもサッシ状に形成され
たガラス枠１５が開閉可能に蝶着されている。ガラス枠１５には、透明な板ガラス（図略
）が相当間隔をおいて二重にはめ込まれている。
板ガラスを透かしてその奥には点線で図示する遊技盤１６が収納され、板ガラスを挟んで
遊技者と対向するようになっている。
前面枠１２には、前面枠１２自体とガラス枠１５とを開放できる開放錠１７が設けられ、
図を省略した鍵を開放錠１７に挿入して右に回すと前面枠１２が開放でき、左に回せばガ
ラス枠１５の開放ができる。閉鎖するときは、それぞれ元の位置に押し込めば自動ラッチ
される。
【００１６】
前面枠１２の略中央左側には、詳細を後述する球抜孔１８が設けられ、遊技店の店員が保
持する球抜棒をメンテナンス時に挿し込むことができる。
前面枠１２の上部には、三個の表示部を備えたトップランプ１９が取り付けられ、このト
ップランプ１９の中央が当りを容易になったことを報知する確率変更表示部２１が設けら
れ、その確率変更表示部２１の左右が当りが発生したことを報知する特別遊技表示部２０
がそれぞれ設けられている。特別遊技表示部２０と確率変更表示部２１については公知で
あるからその詳細説明を省略する。
【００１７】
前面枠１２には、金枠１４の底辺に押さえられるようにバスタブ状の上皿２２が取り付け
られ、この上皿２２は金枠１４に設けられる図示しないヒンジ機構により開閉可能され、
ガラス枠１５を開放したときのみ遊技客側に解放することができる。
上皿２２は、遊技球を保有できるように凹部状の皿部２３からなり、遊技球を発射すると
き、この遊技球を発射点に補給する上皿２２でもあり、遊技機１０の内部から遊技球が放
出できるように払出排出口２４が開口しているから、その貯留するものでもある。
上皿２２の下には、下皿２５が前面枠１２に図示を省略したナットにより固止され、この
下皿に２５は溢球排出口２７が開口している。この下皿２５の内部には上皿２２に払い出
された遊技球が溢れたときに、後述する溢球通路４８が接続されてている。従って、上皿
２２から溢れた遊技球は、溢球通路４８を経て下皿２５へ排出される。
【００１８】
上皿２２には、球抜ボタン２６が設けられ遊技客がこの球抜ボタン２６を操作することに
より上皿２２に保有している遊技球を、図を省略した球抜樋を経て下皿２５に移動させる
ことができ、この排出する遊技球は溢球排出口２７より下皿２５へ排出される。また、下
皿２５が遊技球で満杯となった時には、図示しない下皿球抜きレバーの操作により下皿２
５の遊技球を別箱に移すことができる。
下皿２５の左側内部には、音声出力部２８が内蔵され、この音声出力部２８にはスピーカ
が設けられている。下皿２５の中央部には図示を省略した公知の貸出釦、精算釦および残
高表示部とが設けられた操作部が取り付けられている。
【００１９】
音声出力部２８の左側には、遊技球を遊技盤１６に発射操作のできる発射ハンドル２９が
取り付けられている。
発射ハンドル２９には発射停止ボタン３０とタッチ表示部３２および反時計方向に付勢さ
れリング状の発射レバー３１が取り付けられている。
この発射ハンドル２９は、遊技客が発射レバー３１に触れるとタッチ表示部３２が発光表
示して発射が開始される。この発射レバー３１を時計方向に任意回動させることにより、
遊技盤１６の所望の位置に遊技球を飛ばすことができ、発射中に発射停止ボタン３０を押
すことでその発射が一時停止され、発射停止ボタン３０を離すと発射が再開される。



(6) JP 5115941 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

【００２０】
遊技機１０の左側にはカードリーダ３３が併設され、このカードリーダ３３には、異常表
示部３４とカード挿入口３５及び、通常は何も表示しない案内表示部３６とが設けられ、
図示しないプリペードカードまたはＩＣカードをカード挿入口３５に挿入すると案内表示
部３６には文字が表示されるようになり、プリペードカードが挿入されたことを表示し、
前述した下皿２５の操作部で操作が可能になったとを「遊技球貸出中」と表示する。さら
に、案内表示部３６は、挿入されたプリペードカードがいつ使用したかを表示すると共に
現在残高やプリペードカードの発行元の表示を表示することができる。ＩＣカードを挿入
すると上記の表示に加え利用者のＩＤ番号と利用者のイニシアル及び管理会社名が表示さ
れる。
このほかに、この案内表示部３６は、カードリーダ３３の内部に故障が生じたことや遊技
機に貸し出しの遊技球と賞球払い出しの遊技球が不足していることも表示できるようにな
っている。
【００２１】
異常表示部３４は、プリペードカードの発行番号から既に消化されたプリペードカードで
あるか、または重合した番号であるかを、通信によりプリペードカードの管理コンピュー
タ（詳細略）の登録データとを照合して、不正に書き換えたものであるかを判断して、不
正プリペードカードであったら表示するようにしてある。異常表示部３４は、図を省略し
たがこの異常表示部３４の下に「不正カード表示」と記してあり、さらに、この異常表示
部３４が前面上部に設けているので周りから監視が可能であるから、不正遊技者に不正が
しにくく優れた防犯効果を奏する。また、たとえ不正をされても店員に即座に対応が可能
となる。
【００２２】
次に上記に説明した遊技機１０の裏側構成を図２により説明する。
図２は遊技機１０の裏側を示した図であり、図１で示した遊技機１０の裏側からみれば、
遊技機１０の右側には、前述したカードリーダ３３を備え、遊技機１０の外郭を外枠１１
により保持される各種機構を備えた様子を示した図である。
前面枠１２の背部には、全体を図示できないが遊技盤１６を保持させるためのプレート４
５が取り付けられ、このプレート４５には雌の機構盤ヒンジ３８と雄の機構盤止着具３９
とが設けられている。
前面枠１２の背部には機構盤３７が取り付けられ、この機構盤３７の右側上下に雄の機構
盤ヒンジ３８と雌の機構盤止着具３９が設けてあり、機構盤止着具３９の操作で機構盤ヒ
ンジ３８を支軸にして機構盤３７が開放可能になっている。
【００２３】
機構盤止着具３９を外して機構盤３７を開放すれば、図示しない遊技盤止着レバーにより
固定されている遊技盤１６の状況を視ることができ、遊技盤１６を取り外す場合、止着レ
バー（図省略）の操作により取り出しができる。
機構盤３７には、上部に球タンク４０が取り付けられ、球タンク４０の下部にタンクレー
ル４１と、このタンクレール４１の下側に補給検出器４２とが設けられている。タンクレ
ール４１は、約３度の傾斜を有しており、球タンク４０に補給された遊技球が、このタン
クレール４１を介して流下するようになっている。
【００２４】
補給検出器４２は球タンク４０に遊技球が不足していなかを検出するようにされており、
遊技球が不足していると、遊技球の補給の要求を図を省略した遊技店管理コンピュータに
対して発信するようになっている。
タンクレール４１の下流側にはカーブレール４３が接続されている。タンクレール４１と
カーブレール４３は３列構成になっており、１列が貸出球のレールで２列が賞球のレール
にされている。このことについては後述する。
球タンク４０の右側には遊技情報連絡端子４４が取り付けられ、補給検出器４２からの補
給要求の出力と遊技中止の指令の受信および各種遊技情報の出力等が可能にされている。
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【００２５】
機構盤３７の下部でプレート４５には機構盤掛部４６が設けられ、機構盤３７を定位に保
持できるようにされている。機構盤３７の下部で前面枠１２の背部にはバケツ４７が設け
られている。機構盤３７の下方には、点線で図示する溢球通路４８と、球排出口４９が設
けられ、溢球通路４８には排出通路蓋５４が取り付けられている。（後図で内部を示す）
溢球通路４８は、皿部２３に遊技球が一杯になり、その上に遊技球の排出が続くとこの遊
技球が溢れ、溢れ遊技球が溢球通路４８を通って、さらにバケツ４７から下皿２５へ通出
される。溢球通路４８の左側には満杯検出器５０が取り付けられ、下皿が満杯でさらに溢
球の通出が続いて満杯状態が登って満杯検出器５０が働くようになる。
【００２６】
機構盤３７の中央右側には後述する払出装置６７が設けられ、この払出装置６７には透明
な払出装置蓋５１が取り付けられ、内部が確認可能になっている。
払出装置蓋５１には公知のナイラッチ５２が設けられ、払出装置蓋５１の下部を機構盤３
７に掛けて払出装置６７を覆いナイラッチ５２を押し込めば払出装置蓋５１が固定できる
。
カーブレール４３の左側には、関連を後述する球抜レバー５３が設けられ、この球抜レバ
ー５３には巻きスプリング挿入され１方向に付勢されている。詳細図は省略したが、縦の
支軸によって左右に可動でき、支軸に巻きスプリングが挿入されているので１方向に押し
ても元の状態に戻る。
【００２７】
機構盤３７には、遊技の進行全体を司る各種判定手段である主制御装置５５が取り付けら
れ、この主制御装置５５との一方向通信により本遊技機１０の各部を作動させる種々のサ
ブ制御装置が取り付けられ、このサブ制御装置は公知の図柄表示装置５６、各飾りランプ
やソレノイドを作動させるランプ制御装置５７、遊技機１０の全体の各種電力を供給する
電源制御装置５８、入賞や貸し出しに基づく払い出しを制御する払出制御装置５９、遊技
球を遊技盤１６へ発射させるための制御をする発射制御装置６２及び各種効果音出力を制
御する音声制御装置６０等が取り付けられている。
【００２８】
以上の内、電源制御装置５８の内部には、図示を省略した特別電源部が設けられ、この特
別電源部は、上記サブ制御装置のそれぞれのＲＡＭの電源バックアップを行い、瞬停と、
停電とに対応するようになっている。
遊技情報連絡端子４４には、遊技機１０に係わる電源の取り口が設けてあり、この電源の
取り口に電源コード６６が接続されている。この電源コード６６は、透明体のコードから
なり、先端の図示しない３極端子からなるプラグも透明になっており、コードには電圧制
限手段のシールが貼り付けてあり、電源制御装置５８側には、図示しない蛍光着色したコ
ネクタが取り付けられている。電源制御装置５８には、電源スイッチ６５が取り付けられ
、この電源スイッチ６５は、内部に図を省略した電圧遮断ブレーカが内蔵されている。
【００２９】
機構盤３７には、公知の発射装置６１が取り付けられ、この発射装置６１には点線で図示
した発射槌６３が設けられている。発射装置６１は、図１により図示した発射ハンドル２
９に連設されている発射レバー３１を回動させると、発射制御装置６２の駆動電力供給に
より、図示しない発射モータが回転し、発射モータに取り付けられている発射カム（図略
）により発射槌６３を弾き動作をし、遊技球を遊技盤１６へ飛球させることができる。
【００３０】
次に、遊技機１０に内装される遊技盤の１６の構成を図３により述べる。
図３は、前面枠１２に内装されている遊技盤１６の正面図である。
遊技盤１６の略中央部には、図柄表示装置５６が取り付けられ、この図柄表示装置５６を
覆うように図柄表示装置窓１３０が取り付けられている。図柄表示装置窓１３０の下部に
は、公知の普通電動役物１３１と、その下に特別電動役物１３２が設けられている。図柄
表示装置窓１３０の下部には、ステージ１３４が設けられ、ワープした遊技球は、このス
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テージ１３４から普通電動役物１３１の入口を目指して落下する。普通電動役物１３１に
遊技球が入賞すると、図柄表示装置５６の図柄が変動し、６個の遊技球が賞品球として払
い出される。
図柄表示装置窓１３０の両サイドには、普通入賞口１３５が取り付けられ、ここに遊技球
が入賞すると６個の遊技球が賞品球として払い出される。
特別電動役物１３２のサイドにも普通入賞の袖入賞口が備えられ、ここに入賞すると、６
個の遊技球が払い出される。特別電動役物１３２にはアタッカ１３７が設けられここに入
賞すると１５個の遊技球が払い出される。以上の払い出しに付いては払い出しの構造の詳
細を後述する。
【００３１】
図２で前述した機構盤３７の本体構成について述べる。
図４は、図２で述べた機構盤３７を、前面枠１２から機構盤止着具３９を外して、着脱自
在にされている機構盤ヒンジ３８から取り出し、払出装置蓋５１と排出通路蓋５４を取り
除いた状態を示した図である。
機構盤３７には、球タンク４０が取り付けられ、この球タンク４０の下には３度傾斜した
タンクレールが設けられている。タンクレール４１の下流側には、カーブレール４３が接
続され、このカーブレール４３の下流側には、同一形状した中継樋６８が３段重ねで接続
されている。３段に重ねられた中継樋６８は、さらに、詳細を後述するが同じものが３段
に重ねられた払出装置６７が接続されている。払出装置６７には、解除レバー７０と保持
レバー７１とが取り付けられ、このうち解除レバー７０は、解除レバー７０と球抜レバー
５３とを接続する球抜連竿６９が設けられ、図１で図示した球抜孔１８に店員が保持する
球抜棒を挿し込むと解除レバー７０が連動する。さらに、解除レバー７０が作動すると保
持レバー７１が作動する。尚、この関連については後述する。
【００３２】
払出装置６７の下方には払出球通路７２と球抜通路７３が設けられ、払出球通路７２の途
中には、遊技球の落下衝撃を吸収できる緩衝軸７４が設けられ、巻きスプリングによる構
成となっている。
機構盤３７の中央下部には、排出球集合樋７５が設けられ、この排出球集合樋７５は一般
的に入賞球タンクとも言われ遊技盤の入賞口等へ入った遊技球を集合させる目的で設けら
れている。本実施例も同様に実線矢印ＡとＢに示すよう集合されるが、この他については
後述する。
【００３３】
払出球通路７２の下方先端部には、図１により示した払出排出口２４へ接続される上皿溢
口７６が設けてあり、上皿に遊技球が一杯のとき遊技球の払い出しが続くと、破線矢印Ｆ
に示すように上皿溢口７６より遊技球が落下を開始する。
球抜通路７３の下方先端部は、後述する球抜きが作動したとき落下する遊技球が破線矢印
Ｃに流れる。
機構盤３７の下方には、図２により点線で示した溢球通路４８が設けてあり、この溢球通
路４８には、溢球ベル７７と満杯検出器５０の満杯作動レバー５０Ａが取り付けられてい
る。溢球通路４８の下部には、傾斜角を備えた下皿通路７８が設けられ、この下皿通路７
８の下には前面枠１２側に取り付けられるバケツ４７が接続され、ここへ流下した遊技球
は、この下皿通路７８からバケツ４７を経て図１に示した下皿２５の溢球排出口２７へ排
出される。
以上のように、払出装置６７から下皿通路７８まで、樋類の重合構成の部分が無く、１個
の金型でほぼ全体の構成が成り立っている。
【００３４】
上述の払出装置６７について、その構成と機能を図５により述べる。
図５は、払出装置６７の単体で後述する蓋部８１Ａを取り除いた図で（ａ）が機能静止状
態を示し、（ｂ）が球抜動作を示した図である。
払出装置６７の構成を（ａ）により説明すれば、払出装置６７には基板８１を筐体として
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おり、基板８１には補給口８６と払出口８８及び排出口８９とが基板８１に一体成形され
、解除レバー軸９１と保持軸９３及び回転調整軸９７がインサートされていると共に、４
個の合体ビス孔８１Ｂと２個の連結ビス孔８１Ｃがそれぞれ設けられている。基板８１に
は、スプロケット８２と球確認センサ８３及び排出ソレノイド８５が取り付けられ、この
うちスプロケット８２は図示しないインサート軸で回転可能になっており、従動的に遊技
球の払い出しをする。球確認センサ８３は、２個のセンサが組み込まれ、一個は球不足検
出、もう一個は通過数検出になっており、共にセンサにより構成されている。遊技球の有
る無しを検出する球不足検出センサと遊技球の通過数を検出する通過数検出センサとの間
隔が遊技球０．７５個分設けてあり、球不足検出センサが常時ＯＮ状態にあって遊技球の
有無の確認をし、通過数検出センサが常時ＯＦＦ状態にされている。常時ＯＦＦ状態のセ
ンサは、遊技球の通過数を検出するもので、払い出される遊技球を検出毎に主制御装置５
５に送信しする。
【００３５】
排出ソレノイド８５は、フラッパー式ソレノイドを利用しており、図示しないコイル部が
楕円状にされ、基板８１と蓋部８１Ａとの筐体内部に合わせた形にしてあある。この排出
ソレノイド８５の電磁弁には、払出固定部９６が取り付けられ、先端部に図示をしないロ
ーラが取り付けられている。排出ソレノイド８５の電力非通電時は、スプロケット８２の
回転止めをし、通電によりスプロケット８２の回転を許容するようにしている。従って、
通電により遊技球が排出されるようになり、非通電により遊技球の排出が止められる。
【００３６】
回転調整軸９７には、回転調整器８４が嵌挿され、この回転調整器８４はＶ字状になって
おり、一方の先端部に回転可能なローラ式の回転調整錘９８が取り付けられ、他方の先端
部には、回転抵抗体９９が取り付けられている。この構成により、スプロケット８２の回
転が一定回転をするようになる。
解除レバー軸９１には、天秤状の解除レバー７０が嵌挿され、中央を支軸として傾動可能
になって、上部先端に連竿軸９０が、下部先端部に解除板９２がそれぞれ設けられ、連竿
軸９０に球抜連竿６９が連結されている。解除レバー軸９１は、矢印Ｄ方向に移動可能に
なっている。
保持軸９３には、保持レバー７１が嵌挿され、この保持レバー７１には保持錘９４と保持
板９５が設けられ、保持レバー７１は保持軸９３を支軸にして破線矢印Ａ方向に傾動可能
になっている。
【００３７】
補給口８６の下流部には、減圧部８７が設けられ、スプロケット８２が上流からの遊技球
の加重に対して減圧をしている。排出ソレノイド８５が作動すると、スプロケット８２よ
り払出固定部９６が外れて、スプロケット８５がフリーになり遊技球の加圧により回転を
開始し、スプロケット８５に保有している遊技球が払出口８８より矢印Ｇの方向に排出さ
れ、スプロケット８５の回転により次の遊技球が補充され、球確認センサ８３が規定数を
数えたときに排出ソレノイド８５の通電を停止して、払出固定部９６がスプロケット８５
の回転を止める。
以上が払い出しの動作で、次に図５の（ｂ）により球抜動作の説明をする。
【００３８】
図５の（ａ）は静止状態を示し、このとき球抜連竿６９が矢印Ｄ方向に作動すると図５の
（ｂ）に状態になる。
図１に示す球抜孔１８に球抜棒（図示略）を挿入して押し込むと、図２又は図３に示す球
抜レバー５３が動いて、（図５のｂに戻る）球抜連竿６９が矢印Ｄ方向に連動する。球抜
連竿６９が連動することにより、解除レバー７０が作動して解除レバー７０の解除板９２
が保持レバー７１の保持板９５から外れて保持レバー７１が破線矢印Ａ方向に傾動する。
このときスプロケット８２に遊技球があれば、スプロケット８２から遊技球自体の重量で
保持レバー７１を破線矢印Ａ方向押し上げ、解除レバー７０の先端部に開放保持される。
この状態で遊技球が排出口８９から矢印Ｆ方向に排出される。
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【００３９】
遊技球の排出が終了すると保持レバー７１は、保持錘９４の自重で元の状態に戻ろうとす
るので、再び球抜孔１８に球抜棒を押し込んで、解除レバー７０を傾動させると、保持錘
９４の重量で破線矢印Ａ方向の反対に戻る。これにより解除板９２と保持板７１とが接続
され、元の状態に戻る。
上記の払出装置６７を機構盤３７に取り付ける構造を図６の斜視図により説明すると、払
出装置６７は３組構成にしてあり奥側から貸球払出装置６７Ａで、その次が賞球払出装置
６７Ｂと賞球払出装置６７Ｃである。それぞれの基板８１には、前述の機構を組み入れて
、基板８１に対して蓋部８１Ａを合体させ、合体ビス孔８１Ｂを４本のビスにより固着さ
れる。この払出装置６７を複数個重ねるときは、連結ビス孔８１Ｃにより複数個の払出装
置６７を機構盤３７に重ねて止めるのみである。この構成からすれば、何個でも重ねるこ
とが可能で、遊技機に限らず、球貸機にも利用も可能となる。
【００４０】
払出装置６７の基板８１に設けられる球確認センサ８３には、センサコネクタ８３Ｂが取
り付けられ、主制御装置５５に接続できるようにされ、払出装置６７の蓋部８１Ａの裏面
側にはフェライト磁石８３Ａとアルファモス磁性体からなる図示しないアルファモスシー
トが貼り付けられている。
球確認センサ８３は、磁気と発振コイルとの組み合わせで鋼球の確認ができるようにされ
、磁気があるので発振する波形が歪んで出力される。波形が歪んでいるから直線性の外部
ノイズに対して受信がしにくく、対ノイズ性に優れている。
この球確認センサ８３は、遊技球が特定位置にあると発振が停止するようになっており、
発振停止で「Ｈ」レベルで出力される。アルファモスシートは対ノイズ性と対磁気性に優
れた効果を備えているので、フェライト磁石８３Ａがほかの発振コイルに影響を与えない
ばかりか、外部磁気や外部ノイズに対しても優れた効果を発揮できる。
【００４１】
本実施例の遊技機１０の電気的構成についてブロック図により説明する。
図８は、遊技機１０の電気的接続に関わるブロック図である。
遊技機１０には、主制御装置５５が備えられ、この主制御装置５５のマイクロコンピュー
タは、８ビット構成の１チップマイクロコンピュータからなり、セキュリティＲＯＭと演
算及び一時記憶等をするＲＡＭとを内蔵し、周辺回路に遊技制御用のＲＯＭや入力バッフ
ァ及び出力ポート等に接続構成されている。
主制御装置５５の入力側に接続されるものは、まず、遊技盤１６側では普通電動役物１３
１に内蔵している特定始動検出部（図略）、普通電動役物１３１に内蔵される普通始動検
出部（図示略）、特別電動役物１３２に内蔵している継続検出部（Ｖ検出）と規定数検出
部（共に図略で１０カウント）、普通入賞口１３５と袖入賞口１３６に内蔵される図を省
略した入賞検出センサが接続されている。
【００４２】
機構盤３７側では、球タンクに４０に設けられ、ノーマルオープン接点方式の補給検出器
４２、払出装置６７に内蔵されている球確認センサ８３（球不足検出センサと通過数検出
センサ）、下皿２５に遊技球が満杯になったことを検出する接点方式の満杯検出器５０が
接続してある。
主制御装置５５の出力側の信号伝達は１方向性にされ、遊技盤の略中央に設けられる公知
の図柄表示装置５６と飾りランプやソレノイドを駆動させるランプ制御装置５７、遊技球
の貸し出しや入賞による賞品球の払い出しを制御する払出制御装置５９、効果音を出力制
御する音声制御装置６０及び遊技球を遊技盤１６に発射させるための制御をする発射制御
装置６２である。
【００４３】
ランプ制御装置５７の出力は、遊技盤１６側に特別電動役物１３２に内蔵する図を省略し
たソレノイドと、同様に図を省略した普通電動役物１３１に内蔵するソレノイド、特別電
動役物１３２に内蔵され、図を省略した特別電動役物ランプと継続表示ランプ、普通入賞
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口１３５に内蔵される図を省略した入賞口ランプ、風車ランプ、サイドランプ、タンク窓
装飾ランプが接続され、別接続で前面枠１２側に設けられるトップランプ１９の特別遊技
表示部２０と確率変更表示部２１である。なお、遊技情報の出力も制御しており、１方向
性で遊技情報連絡端子４４から管理コンピュータに出力できるようにしている。
【００４４】
払出制御装置５９の入力側は、主制御装置５５からのコマンドによって遊技球の貸し出し
と、入賞に基づいて遊技球を賞品球としての払い出しを制御と、カードリーダ３３からの
プリペードカード情報の入力及び出力と、図示しなかったカード操作部からの操作情報等
である。払出制御装置５９の出力側は、貸し出しと賞球払い出し情報を管理コンピュータ
に送信できるように遊技情報連絡端子４４に接続と、図示しない遊技盤１６の上部に取り
付けられている天飾フードの貸球払出表示部及び賞球払出表示部と、払出装置６７に設け
られる排出ソレノイド８５である。尚、排出ソレノイド８５は、払出装置６７を３個設け
ているので、排出ソレノイド８５も３個になる。
【００４５】
発射制御装置６２は、入力側に主制御装置５５からのコマンド情報によって制御されるが
、独自に入力もしている。その入力は、発射ハンドル２９に設けられている発射レバー３
１と発射停止ボタン３０、発射を停止したとき一定の位置で発射モータを止めるようにし
ているから、このための位置検出用の図示しない定点停止検出部、図を省略したガラス枠
開放検出と前面枠開放検出が接続されている。ガラス枠開放検出と前面枠開放検出は、遊
技球の発射中であるとその遊技球が外に飛び出すから発射を停止しなければならないので
このような接続をしている。次に、出力側は、発射ハンドル２９に設けられるタッチ表示
部３２、発射装置６１に設けられ図を省略した発射モータであって、さらに双方向信号伝
達のできる信号線が接続され、この信号線が遊技情報連絡端子４４に接続をしている。
【００４６】
双方向信号伝達のできる信号線は、管理コンピュータからの信号で打ち止め制御と、管理
コンピュータへ時間当たりの発射数や稼働率の算出データの情報発信をしている。これは
、払出制御装置５９と協力して、異常情報の算出するものであって、大当りも無いのに多
量の遊技球の払い出し等が検出されたら発射を停止させるものである。また稼働率の算定
上、タッチ信号と点停止検出部からの定点停止信号と共に、管理コンピュータに送信して
いるので、タッチ信号を検出しても定点停止信号が無いとき、発射に係わる何らかの異常
であるから、管理コンピュータは店員に通報するようにもされている。さらにガラス枠開
放検出と前面枠開放検出も同様に管理コンピュータに送信するようにしているので、呼び
出し信号とＯＲによりメンテナンスであることが分かるが、不正遊技客が不正開放をした
とき即座に店員に通報して対応可能にしている。
音声制御装置６０の入力が主制御装置５５からの音声出力に係わるコマンド情報の受け取
りと、出力は音声出力部２８である。
【００４７】
以上が遊技機１０に設けられる各制御装置のブロック図による接続状態と制御に係わる説
明である。なお本実施例の各制御装置間及び電機部品への接続ハーネスワイヤはＫＶ２の
透明電線で接続され、ハーネスワイヤの中に隠し込んだ「ぶらさげ基板」等の違法部品の
発見を容易にしている。このほかにも、電源用のハーネスワイヤはＫＶ４の透明電線で、
図を省略したアース線も透明なハーネスワイヤにより接続もしている。
【００４８】
本発明の要点となる機構盤３７の樋及び通路等を一元化することにより取り付け部品点数
を減らし、取り付ける手間も減らすことができ、コストダウンに大きく貢献できる。
さらに、前述したように、払出装置６７に機構機能の重要部を一体化し、球抜部をも組み
込むことにより、従来のような球抜装置をモータ及びソレノイドによる切替弁等の複雑な
構造を必要としないのでコスト的には、さらに有利な構造となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した遊技機の全体斜視図である。
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【図２】上記遊技機の背面図である。
【図３】上記遊技機に使用される遊技盤の正面図である。
【図４】上記遊技機を構成する機構盤の正面図である。
【図５】上記機構盤に設けられる払出装置の分解図で、（ａ）は静止図、（ｂ）が球抜動
作を開始した図である。
【図６】上記払出装置を３個連設した斜視図である。
【図７】従来の欠点の説明する機構盤の正面図である。
【図８】上記遊技機に設けられている各制御装置と各電機部品との電気的接続関係を示し
た構成ブロック図である。
【符号の説明】
１０…遊技機、１６…遊技盤、１８…球抜孔、２２…上皿、２３…皿部、
２４…払出排出口、２５…下皿、２７…溢球排出口、３３…カードリーダ、
３７…機構盤、４０…球タンク、４１…タンクレール、４２…補給検出器、
４３…カーブレール、４８…溢球通路、４９…球排出口、５３…球抜レバー、
５５…主制御装置、５６…図柄表示装置、５７…ランプ制御装置、
５８…電源制御装置、５９…払出制御装置、６０…音声制御装置、
６７…払出装置、６７Ａ…貸球払出装置、６７Ｂ…賞球払出装置、
６９…球抜連竿、７０…解除レバー、７１…保持レバー、７１…保持板、
７２…払出球通路、７３…球抜通路、７４…緩衝軸、７５…排出球集合樋、
７６…上皿溢口、７７…溢球ベル、７８…下皿通路、８１…基板、
８２…スプロケット、８３…球確認センサ、８３Ａ…フェライト磁石、
８４…回転調整器、８５…スプロケット、８５…排出ソレノイド、
８８…払出口、８９…排出口、９０…連竿軸、９１…解除レバー軸、
９２…解除板、９３…保持軸、９４…保持錘、９５…保持板、
９６…払出固定部、９７…回転調整軸、９８…回転調整錘、９９…回転抵抗体。
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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