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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の遊技盤に直接又は他部材を介して間接的に固定され、前記遊技盤の前面と直交
する前後方向において少なくとも前記遊技盤の前方側に、前記遊技盤の前面に沿って流下
する遊技球を下方側に進入させつつ取り込む誘導口が形成されてなる筐体と、
　少なくとも前記遊技盤の前面の前方側において前記誘導口を閉鎖可能な閉鎖部を備え、
前記閉鎖部が前記誘導口を閉鎖する閉鎖位置と、前記閉鎖位置のときよりも遊技球が進入
しやすい開放位置とで変位する構成をなし、前記前後方向にスライド移動する開閉部材と
、
　前記開閉部材を前記閉鎖位置と前記開放位置との間で変位させる駆動源と、
　前記筐体内における前記開閉部材の下方であって、且つ前記駆動源の上方、前方、又は
側方の位置において上下方向に沿った回動軸線回りに回動可能に保持され、且つ前記開閉
部材と連動するように配置される第１伝達部材と、前記筐体内において前記前後方向に沿
った中心軸回りに回動可能に保持され、前記駆動源の駆動力を受けて動作すると共にその
駆動力を前記第1伝達部材に伝達する第２伝達部材と、を備えた伝達機構と、
を有し、
　前記駆動源は、通電可能に構成された被通電部と、この被通電部の通電状態に応じて前
記前後方向及び前記上下方向と直交する左右方向に往復動作する可動部材とを備え、
　前記第２伝達部材は、
　少なくとも前記中心軸回りに回動する中心軸部と、



(2) JP 6122643 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

　前記中心軸部から径方向に延出するアーム部と、
　前記アーム部における所定位置において前記第１伝達部材と連係する第１連係部と、
　前記アーム部の前記所定位置よりも前記中心軸部側において前記可動部材と連係する第
２連係部と、を備えると共に、
　前記中心軸部が前記可動部材よりも下方の位置となるように配置されることを特徴とす
る遊技機用可変入賞装置。
【請求項２】
　前記アーム部は、前記可動部材の前方側に配置され、
　前記第１連係部及び前記第２連係部は、前記アーム部から前記中心軸部の軸方向と同方
向且つ後方側に突出するように形成されていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機
用可変入賞装置。
【請求項３】
　前記アーム部には、前記中心軸部の軸方向と同方向に突出し、前記第１伝達部材の所定
の回動動作を規制する規制部が形成されており、
　前記第２伝達部材が前記駆動源の駆動力を受けて動作するときに、前記第１伝達部材及
び前記開閉部材の連係動作が許容されて前記開閉部材が開閉する一方、
　前記開閉部材が前記閉鎖位置にある状態で当該開閉部材を前記開放位置に変位させよう
とする外力が加えられた場合に、前記第１伝達部材が前記中心軸部の軸方向と同方向にお
いて前記規制部と当接することで、前記第１伝達部材の回動動作が前記規制部によって規
制され、前記開閉部材の開放が阻止されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
の遊技機用可変入賞装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の遊技機用可変入賞装置を備えていること
を特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機用可変入賞装置及びそれを備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　アタッカーとも称される大入賞装置には、入賞口を開閉部材によって開閉する構成のも
のがあり、近年では開閉部材を遊技盤の前方に突出させて入賞口を閉鎖し、開閉部材を遊
技盤の前方から後退させて入賞口を開放するものがある。
【０００３】
　このような入賞装置の例としては、例えば特許文献１のようなものが開示されている。
この特許文献１で開示されるアタッカー（２００）は、遊技盤（１０）の左右方向に沿っ
てプランジャー（２３２）が摺動するように配置される大入賞口アクチュエータ（２３０
ａ）と、プランジャー（２３２）に右側から対向して位置すると共に遊技盤（１０）に直
交する軸（２３３ａ）回りに回動する回動部材（２３０ｂ）と、左右方向に沿う回動軸（
２３８）回りに回動する連動部材（２３０ｃ）とによって構成される駆動機構（２３０）
が、開閉扉（２２０）を前後方向に移動可能に下方から支持する構成となっている。そし
て、回動部材（２３０ｂ）がプランジャー（２３２）により押動されて回動し、連動部材
（２３０ｃ）が回動部材（２３０ｂ）の回動に連動して回動することで、開閉扉（２２０
）が前後方向に開閉動作するようになっている。
【０００４】
　また、特許文献２のような入賞装置も提供されている。特許文献２で開示される入賞装
置は、開閉扉（６３）のスライド方向（遊技盤（２）に直交する方向）と直交する方向（
遊技盤（２）に平行な左右方向）にプランジャ（８８）をスライド移動させるように電気
的に作動するソレノイド（８６）と、ソレノイド（８６）の駆動力を開閉扉に伝達するリ
ンク部材（９３、１０３、１１３）とから構成され、リンク部材が開閉扉（６３）の中心
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を挟んだ両側に接続される両側接続部（１０９，１１９）を備え、また、リンク部材（１
０３、１１３）は、プランジャ（８８）のスライド方向と直交する方向（遊技盤（２）に
平行する上下方向）に沿う軸部回りに回動可能に軸止される構成となっている。そして、
ソレノイド（８６）が作動すると両側接続部（１０９，１１９）が開閉扉（６３）と共に
移動するため、開閉扉（６３）が開口部の閉鎖位置と開放位置間をスライド移動するよう
になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１０７４０号公報
【特許文献２】特開２０１１－２５０８２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の構成では、遊技盤の盤面に直交する前後方向の嵩張りが大
きくなるという問題がある。即ち、開閉扉（２２０）と連動する連動部材（２３０）が、
左右方向の回動軸（２３８）を中心として回動するように構成され、また、連動部材（２
３０）における開閉扉（２２０）と連係するレバー（２３９）がこの回動軸（２３８）か
ら半径方向に向けて延出するように構成されるため、連動部材（２３０）が開閉扉（２２
０）の開閉動作時に少なくとも所定距離の前後方向の移動を要することになり、前後方向
への嵩張りが避けられなくなってしまう。
【０００７】
　また、特許文献２の構成では、ソレノイド（８６）が開閉扉（６３）の側方に配置され
ており、更に、ソレノイド（８６）のプランジャ（８８）の突出方向が左右方向になるよ
うに配置されているため、遊技盤に平行する左右方向の嵩張りが大きくなるという問題が
ある。また、リンク部材（９３）が、ソレノイド（８６）の駆動力を受けて、プランジャ
（８８）の突出方向に沿ってスライド動作する構成となっており、このような構成では、
スライドする部分を摺動可能に支持する機構（スライド動作をガイドする機構）など、他
の部材によって大掛かりな機構を設ける必要があり、入賞装置の大型化を招くことになる
。また、開閉扉（６３）にこのようなスライド機構を介してソレノイド（８６）の駆動力
を伝える構成では、スライド機構に摩耗が生じ易くなり、また、ガイドする部材の変形等
によって動作時にガタつきが発生する虞もある。
【０００８】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、遊技球を内部に誘導可
能に構成された遊技機用可変入賞装置及びこれを備えた遊技機において、遊技盤の前後方
向及び左右方向の嵩張りを抑えてコンパクト化が可能な構成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】
　本発明の遊技機用可変入賞装置は、遊技機の遊技盤に直接又は他部材を介して間接的に
固定され、前記遊技盤の前面と直交する前後方向において少なくとも前記遊技盤の前方側
に、前記遊技盤の前面に沿って流下する遊技球を下方側に進入させつつ取り込む誘導口が
形成されてなる筐体と、
　少なくとも前記遊技盤の前面の前方側において前記誘導口を閉鎖可能な閉鎖部を備え、
前記閉鎖部が前記誘導口を閉鎖する閉鎖位置と、前記閉鎖位置のときよりも遊技球が進入
しやすい開放位置とで変位する構成をなし、前記前後方向にスライド移動する開閉部材と
、
　前記開閉部材を前記閉鎖位置と前記開放位置との間で変位させる駆動源と、
　前記筐体内における前記開閉部材の下方であって、且つ前記駆動源の上方、前方又は側
方の位置において上下方向に沿った回動軸線回りに回動可能に保持され、且つ前記開閉部
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材と連動するように配置される第1伝達部材と、前記筐体内において前記前後方向に沿っ
た中心軸回りに回動可能に保持され、前記駆動源の駆動力を受けて動作すると共にその駆
動力を前記第１伝達部材に伝達する第２伝達部材と、を備えた伝達機構と、を有し、
　前記駆動源は、通電可能に構成された被通電部と、この被通電部の通電状態に応じて前
記前後方向及び前記上下方向と直交する左右方向に往復動作する可動部材とを備え、
　前記第２伝達部材は、
　少なくとも前記中心軸回りに回動する中心軸部と、
　前記中心軸部から径方向に延出するアーム部と、
　前記アーム部における所定位置において前記第１伝達部材と連係する第１連係部と、
　前記アーム部の前記所定位置よりも前記中心軸部側において前記可動部材と連係する第
２連係部と、を備えると共に、
　前記中心軸部が前記可動部材よりも下方の位置となるように配置されることを特徴とす
る。
【００１０】
　本発明の遊技機は、上記遊技機用可変入賞装置を備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の遊技機用可変入賞装置及び遊技機によれば、第２伝達部材は、筐体内において
前後方向に沿った中心軸回りに回動可能に保持される構成となっている。即ち、第２伝達
部材は、遊技盤の盤面に平行な面内において回動する構成であるため、遊技盤の盤面の前
後方向に突出や変位することがなく、当該前後方向の嵩張りを抑制することができる。ま
た、第１伝達部材は、筐体内における開閉部材の下方であって、且つ駆動源の上方、前方
又は側方の位置において上下方向に沿った回動軸線回りに回動可能に保持される構成とな
っており、筺体内において開閉部材の下方に生じるスペースを利用することができる。
【００１２】
　また、本発明において、駆動源は、通電可能に構成された被通電部と、この被通電部の
通電状態に応じて前後方向及び上下方向と直交する左右方向に往復動作する可動部材とを
備え、第２伝達部材は、少なくとも中心軸回りに回動する中心軸部と、中心軸部から径方
向に延出するアーム部と、アーム部における所定位置において第１伝達部材と連係する第
１連係部と、アーム部の所定位置よりも中心軸部側において可動部材と連係する第２連係
部と、を備えると共に、中心軸部が可動部材よりも下方の位置となるように配置される構
成としてもよい。
【００１３】
　この構成によれば、第１連係部は、中心軸部から第２連係部よりも径方向に離れて配置
される構成であり、当該中心軸部を軸として回動する第１連係部の回動軌跡は、当該中心
軸部を軸として回動する第２連係部の回動軌跡よりも外側に位置することになるため、可
動部材によって第２連係部が連係動作する際の移動距離に対して、第１連係部が第１伝達
部材と連係動作する距離の方が大きくなる。そのため、可動部材のストローク量を少なく
する（移動距離を短くする）構成としても、十分な第１伝達部材の回動動作範囲を確保し
易くなり、開閉部材の開閉動作を円滑にすると共に、可動部材のストロークに起因する左
右方向の嵩張りを抑制することができる。
【００１４】
　また、本発明において、アーム部は、可動部材の前方側に配置され、第１連係部及び第
２連係部は、アーム部から中心軸部の軸方向と同方向且つ後方側に突出するように形成さ
れる構成としてもよい。
【００１５】
　この構成によれば、第２伝達部材において第１連係部及び第２連係部が、中心軸部の軸
方向に沿って後方側に突出するように形成されるため、第２伝達部材を簡易な形状とする
ことができる。また、このような構成によって、第２伝達部材の作成時の金型形成を容易
にすることができる。
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【００１６】
　また、本発明において、アーム部には、中心軸部の軸方向と同方向に突出し、第１伝達
部材の所定の回動動作を規制する規制部が形成されており、開閉部材が閉鎖位置にある状
態で当該開閉部材を開放位置に変位させようとする外力が加えられた場合に、第１伝達部
材が中心軸部の軸方向と同方向において規制部と当接することで、第１伝達部材の回動動
作が規制部によって規制され、開閉部材の開放が阻止され構成としてもよい。
【００１７】
　この構成によれば、駆動源の駆動力によらずに外力によって不正な開放動作がなされる
ときに、第１伝達部材が規制部と中心軸部の軸方向と同方向において当接する構成となっ
ており、第１伝達部材の回動動作が規制部によって規制され、開閉部材の開放が阻止され
る。即ち、第２伝達部材は遊技盤の前面と平行する面内で回動するため、不正開放操作時
に第２伝達部材は第１伝達部材から中心軸部の軸方向と同方向の押圧力を受けたとしても
、押圧力の作用方向と規制部の移動軌跡が交差するため、第２伝達部材は回動することは
なく、第１伝達部材の回動、更には開閉部材の開放も阻止されることになる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る遊技機用可変入賞装置を備えた遊技機を例
示する正面図である。
【図２】図２（Ａ）は、本発明の第１実施形態に係る遊技機用可変入賞装置に関し、開閉
部材が閉鎖位置にあるときの様子を前側の斜め上方から見た斜視図であり、図２（Ｂ）は
、その背面図である。
【図３】図３（Ａ）は、図２（Ａ）の遊技機用可変入賞装置に関し、開閉部材が開放位置
にあるときの様子を前側の斜め上方から見た斜視図であり、図３（Ｂ）は、その背面図で
ある。
【図４】図４（Ａ）は、図２（Ａ）の遊技機用可変入賞装置の正面図であり、図４（Ｂ）
はその背面図である。
【図５】図５（Ａ）は、図２の遊技機用可変入賞装置に関し、開閉部材が閉鎖位置にある
ときの平面図であり、図５（Ｂ）は、その底面図である。
【図６】図６は、図２（Ａ）の遊技機用可変入賞装置を前側の斜め上方から見た分解斜視
図である。
【図７】図７は、図２（Ａ）の遊技機用可変入賞装置を後側の斜め下方から見た分解斜視
図である。
【図８】図８（Ａ）は、図４（Ａ）のＡ－Ａ断面を概略的に示す断面図であり、図８（Ｂ
）は、開閉部材が開放位置にあるときの図８（Ａ）に対応した断面図である。
【図９】図９（Ａ）は、図４（Ａ）のＢ－Ｂ断面を概略的に示す断面図であり、図９（Ｂ
）は、閉鎖位置のときから駆動源がある程度動作したときの様子を示す図であり、図９（
Ｃ）は、開閉部材が開放位置にあるときの図９（Ａ）に対応した断面図である。
【図１０】図１０（Ａ）は、図５（Ａ）のＣ－Ｃ断面を概略的に示す断面図であり、図１
０（Ｂ）は、閉鎖位置のときから駆動源がある程度動作したときの様子を示す図であり、
図１０（Ｃ）は、開閉部材が開放位置にあるときの図１０（Ａ）に対応した断面図である
。
【図１１】図１１（Ａ）は、図２（Ａ）の遊技機用可変入賞装置に関し、開閉部材が閉鎖
位置にあるときの、開閉部材、第１伝達部材、第２伝達部材、及び駆動源の連係状態の斜
め後方側からの様子を示す説明図であり、図１１（Ｂ）は、その背面図であり、図１１（
Ｃ）は、その右側面図である。
【図１２】図１２（Ａ）は、図２（Ａ）の遊技機用可変入賞装置に関し、開閉部材の閉鎖
位置から駆動源がある程度動作した時の、開閉部材、第１伝達部材、第２伝達部材、及び
駆動源の連係状態の斜め後方側からの様子を示す説明図であり、図１２（Ｂ）は、その背
面図であり、図１２（Ｃ）は、その右側面図である。
【図１３】図１３（Ａ）は、図２（Ａ）の遊技機用可変入賞装置に関し、開閉部材が開放
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位置にあるときの、開閉部材、第１伝達部材、第２伝達部材、及び駆動源の連係状態の斜
め後方側からの様子を示す説明図であり、図１３（Ｂ）は、その背面図であり、図１３（
Ｃ）は、その右側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　[第１実施形態]
　以下、本発明に係る遊技機用可変入賞装置１０及びそれを備えた遊技機１を具現化した
第１実施形態について、図面を参照して説明する。
　（遊技機の構成）
　まず、図１を参照して遊技機１の構成を概説する。図１に示す遊技機１は、いわゆるパ
チンコ機として構成されるものであり、木板（ベニヤ板）、アクリル板等によって構成さ
れる遊技盤２の盤面（前面２ｂ）に沿って遊技球Ｂの発射を誘導するガイドレール５が設
けられ、このガイドレール５等によって区画された形態で遊技領域が形成されている。ま
た、遊技盤２の中央付近には、各種表示を行い得る液晶表示部３が配置され、この液晶表
示部３の下方には、始動誘導口７が配置されている。そして、液晶表示部３の下方側にお
いて、始動誘導口７の横方向に、本発明に係る遊技機用可変入賞装置１０が配置されてい
る。なお、遊技機１には、遊技盤２の前方において当該遊技盤２の盤面（前面２ｂ）とほ
ぼ平行に透明板（ガラス板等）が配置され、ガイドレール５等によって区画された遊技領
域内において透明板と遊技盤２との間を遊技球Ｂが流下するように構成されている。
【００２０】
　（遊技機用可変入賞装置の構成）
　次に、第１実施形態に係る遊技機用可変入賞装置１０について説明する。
　図１に示すように、遊技機用可変入賞装置１０（以下、入賞装置１０ともいう）は、遊
技盤２に直接的に又は他部材を介して間接的に固定されて用いられるものであり、その一
部が遊技盤２の前方側から視認可能となるように露出した状態で配置されている。この入
賞装置１０は、図２（Ａ）、図３（Ａ）及び図５（Ａ）に示すように遊技盤２の前面２ｂ
（盤面）の前方側において上方側に開放した開口形態で配される誘導口２０を備えている
。この誘導口２０は、後述する開閉部材２１によって開閉される構成をなしており、開閉
部材２１が開放位置となったときに開放状態となり、前面２ｂに沿って流下する遊技球Ｂ
を内部に誘導することができるようになっている。
　なお、図５、図８及び図９は、遊技盤２の前面２ｂ（盤面）及び後面２ｃの位置を二点
鎖線にて仮想的に示している。
【００２１】
　本明細書において、「前後方向」とは、遊技盤２の前面２ｂ（盤面）と直交する方向を
意味し、前面２ｂ（盤面）に対し遊技者が位置するべき側を前方側、それとは反対側（即
ち、遊技機１奥側）を後方側とする。また、「上下方向」とは、遊技盤２の前面２ｂと平
行で遊技領域を遊技球Ｂが流下する方向（鉛直方向）を意味する。また、「左右方向」と
は、上記「前後方向」及び「上下方向」と直交する方向を意味する。また、「水平方向」
とは、上記「上下方向」と直交する平面方向（即ち、「前後方向」及び「左右方向」と平
行な平面方向）を意味する。
【００２２】
　ここで、図２～図１３等を参照し、入賞装置１０を構成する各部品について詳述する。
　図６等に示すように、入賞装置１０は、遊技盤２に直接的に固定されると共に遊技盤２
の前方側に当該遊技盤２の前面２ｂに沿って流下する遊技球Ｂを下方側に進入させつつ取
り込む誘導口２０が形成されてなる筐体８０と、遊技盤２の前面２ｂの前方側において誘
導口２０を閉鎖可能な閉鎖部２１ａを備え、閉鎖部２１ａが誘導口２０を閉鎖する閉鎖位
置とその閉鎖位置のときよりも遊技球Ｂが進入しやすい開放位置とで変位する開閉部材２
１と、駆動力を生じさせる駆動源４０とを備えている。更に、入賞装置１０は、開閉部材
２１と連動可能に構成されると共に駆動源４０の駆動力を受けて開閉部材２１を前後に変
位させる構成をなし、閉鎖位置のときには閉鎖部２１ａを遊技盤２の前方側に突出させて
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誘導口２０を閉鎖し、開放位置のときには閉鎖部２１ａを閉鎖状態のときよりも後退させ
て誘導口２０を開放するように開閉部材２１を変位させる伝達機構３０と、誘導口２０か
ら内部に進入した遊技球Ｂを検出する球検出部６２とを備えている。
　以下、各構成要素について詳述する。
【００２３】
　まず、開閉部材２１について説明する。
　開閉部材２１は、図６等に示すように、長手状且つ略板状に構成されており、図２、図
５及び図８に示すように、筐体８０に形成された誘導口２０を閉塞し得るように当該筐体
８０に保持されている。この開閉部材２１は、図２、図５及び図８に示すように、遊技盤
２の前面２ｂの前方側に突出して誘導口２０を閉鎖する位置（閉鎖位置（図２（Ａ）、図
５（Ａ）及び図８（Ａ）））と、その閉鎖位置のときよりも誘導口２０に遊技球Ｂが進入
しやすくなる位置（開放位置（図３及び図８（Ｂ）））とで変位するようになっている。
【００２４】
　開閉部材２１は、図６及び図７に示すように、主として、略板状に形成され誘導口２０
を閉鎖し得るように機能する閉鎖部２１ａと、開閉部材２１の下面側における後端部２１
ｃ付近（後部側）かつ中央部付近から下方側に突出するように凸状に形成された被作用部
２１ｂとを備えている。また、開閉部材２１の前端は、図８に示すように、下面側が前方
に向かって高位置となるように傾斜している。このような構成によって、開閉部材２１が
閉鎖位置に変位する時に、遊技盤２の前方に配置される透明板（ガラス板等）と開閉部材
２１の前端とによって遊技球Ｂが挟み込まれることがないようにしている。
【００２５】
　図３（Ａ）及び図７に示すように、開閉部材２１の左側摺動部２１ｆは、上ケース体８
２の左側ガイド部８２ｆに沿って移動するようになっており、開閉部材２１の右側摺動部
２１ｇは、上ケース体８２の右側ガイド部８２ｇに沿って移動するようになっている。ま
た、開閉部材２１の上側摺動部２１ｄは、台板部材８５のガイド部８５ｄに沿って移動す
るようになっており、開閉部材２１の下側摺動部２１ｅは、上ケース体８２の内側ガイド
部８２ｈに沿って移動するようになっている。これらの構成によって、安定的に開閉部材
２１を開状態と閉状態に変位させることができる。
【００２６】
　図６及び図７等に示す被作用部２１ｂは、開閉部材２１の後部側において伝達機構３０
から作用を受けるように構成された部分であり、図８等に示すように後述する第１伝達部
材３１と連結されるとともに、この第１伝達部材３１の先端部と連動して前後動するよう
に構成されている。本構成では第１伝達部材３１（後述）が回動可能に構成され、その回
動に応じて第１伝達部材３１の先端部に形成された作用部３１ｄが前後動するようになっ
ており、図８（Ａ）に示すように、第１伝達部材３１の作用部３１ｄが遊技盤２の前面２
ｂに近い前方位置に移動するときには、被作用部２１ｂも連動して前方に移動し、この被
作用部２１ｂの変位に応じて開閉部材２１が前方位置（閉鎖位置）に移動することとなる
。一方、図８（Ｂ）に示すように、第１伝達部材３１の作用部３１ｄが遊技盤２の後面２
ｃ側に近い後方位置に移動するときには、被作用部２１ｂも連動して後方に移動し、この
被作用部２１ｂの変位に応じて開閉部材２１が後方位置（開放位置）に移動することとな
る。
【００２７】
　そして、図２（Ａ）、図５（Ａ）及び図８（Ａ）のように開閉部材２１が閉鎖位置にあ
るときには、閉鎖部２１ａが誘導路６０の上方で誘導口２０を塞ぐように遊技盤２の前方
側（より詳しくは、後述する庇部８６の前方側）に突出して配されるようになっている。
また、図３及び図８（Ｂ）のように開閉部材２１が開放位置にあるときには、閉鎖部２１
ａが誘導路６０の上方から退避し、誘導口２０を開放するように配されることとなる。そ
して、このように開放位置にあるときには、開閉部材２１の後端部２１ｃは、遊技盤２の
後面２ｃと同位置又はこれよりも前方に位置するようになっている。なお、図８（Ｂ）等
に示す例では、開閉部材２１が開放位置にあるときに、開閉部材２１の後端部２１ｃが遊
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技盤２の後面２ｃと前後方向においてほぼ同位置となる場合を示しているが、開閉部材２
１が開放位置にあるときに開閉部材２１の後端が遊技盤２の後面２ｃよりもある程度離れ
た前側に位置するようになっていてもよい。
【００２８】
　また、図８（Ｂ）のように、開閉部材２１が開放位置にあるときには、開閉部材２１の
前端は、遊技盤２の前面２ｂよりも前方に位置するようになっている。より具体的には、
後述する台板部材８５（筐体８０）において遊技盤２の前面２ｂの前方に突出するように
庇部８６が形成されており、開閉部材２１は、開放位置のときに当該開閉部材２１におけ
る遊技盤２の前面２ｂの前方に突出する部分の大部分が庇部８６の下方側に配されるよう
になっている。なお、図８（Ｂ）の例では、開放位置のときに当該開閉部材２１の上面部
前端が庇部８６の前端位置よりもやや後方となるように構成されていてもよく、開閉部材
２１の上面部前端が庇部８６の前端位置よりもやや前方となるように構成されていてもよ
い。更に、本構成では、図８のように、伝達機構３０（後述）の作用を受ける被作用部２
１ｂが、遊技盤２における前面２ｂと後面２ｃの間の厚み内で変位するようになっている
。
【００２９】
　次に、筐体８０について説明する。
　筐体８０は、入賞装置１０の外殻をなすものであり、例えば樹脂材料などによって箱状
に構成され、開閉部材２１、駆動源４０、第１伝達部材３１、第２伝達部材３２及び球検
出部６２等が収容されている。この筐体８０は、図２～図４及び図６～図８に示すように
、遊技盤２に固定される台板部材８５と、台板部材８５を前後方向に貫通して配置され、
第１伝達部材３１を下方側から支持する上ケース体８２と、上ケース体８２の下側に配置
され、駆動源４０及び第２伝達部材３２を下方側から支持する下ケース体８３とを備えて
いる。そして、これらがねじ等の締結部材によって一体的に組付けられている。また、こ
れら上ケース体８２及び下ケース体８３の前方側には、前面に図柄等が施される前飾り部
材８７が設けられ、上ケース体８２及び下ケース体８３に一体的に組み付けられている。
【００３０】
　この筐体８０は、図８及び図１０に示すように、開閉部材２１、第１伝達部材３１、第
２伝達部材３２、駆動源４０を内部に収容して直接的に保持するように構成されている。
具体的には、台板部材８５と上ケース体８２とによって閉鎖された空間内を移動し得るよ
うに第１伝達部材３１が組み付けられ、上ケース体８２と下ケース体８３とによって閉鎖
された閉鎖空間に第２伝達部材３２及び駆動源４０が組み付けられている。
【００３１】
　図２、図３、図４（Ａ）及び図５（Ａ）に示すように、筐体８０の上面部には、遊技盤
２の前面２ｂ（図５等）に沿うように誘導樋５０が形成されている。この誘導樋５０は、
図２及び図５（Ａ）に示すように開閉部材２１が閉鎖位置にあるときに当該開閉部材２１
の下流側に隣接して配置するように構成されている。そして、筐体８０において誘導樋５
０の上流側に隣接して形成される開口部が誘導口２０となっている。この誘導口２０は、
入賞口として機能する部分であり、当該誘導口２０を遊技球Ｂが通過したときにこの通過
した遊技球Ｂが球検出部６２によって検出され、所定の遊技（例えば賞球の払い出し）が
行われるようになっている。
【００３２】
　具体的には、図２、図３、図４（Ａ）及び図５（Ａ）に示すように、前飾り部材８７の
周壁部の一部をなす上側の上壁部８７ｂが誘導樋５０の底壁部となっている。また、誘導
樋５０は、この前飾り部材８７の上壁部８７ｂと、台板部材８５の台板８５ａとによって
構成されており、遊技球Ｂが上壁部８７ｂ上を左方向に流下するようになっている。また
、図３（Ａ）及び図４（Ａ）に示すように、前飾り部材８７の上壁部８７ｂの右側端部と
、上ケース体８２の左側壁部８２ｐと、上ケース体８２の右側壁部８２ｎと左側壁部８２
ｐとの間を左右方向に亘って形成される内側壁部８２ｄとによって誘導口２０が形成され
ており、これらによって囲まれる開口領域が遊技球Ｂの取り込み口となっている。なお、
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誘導口２０の前側には、図示しない透明板（ガラス板等）が配置されている。
【００３３】
　この構成では、図２、図４（Ａ）及び図５（Ａ）に示すように開閉部材２１が閉鎖位置
にあるときには、開閉部材２１上に流下してきた遊技球Ｂが、開閉部材２１の上を転がり
、誘導樋５０側に導かれることとなる。なお、図２、図４（Ａ）等に示す例では、誘導樋
５０は、誘導口２０側が高位となるように傾斜しているが、反対に傾斜するように形成さ
れていてもよい。即ち、誘導口２０側が低位となり、誘導口２０とは反対側が高位となる
ように形成されていてもよい。このようにすると、誘導樋５０上を転がる遊技球Ｂが誘導
口２０側に導かれやすくなる。
【００３４】
　また、図２及び図３に示すように、筐体８０の内部には、誘導口２０側を上流側として
当該誘導口２０から進入する遊技球Ｂを下流側に設けられた排出部６０ａへ誘導する誘導
路６０が形成されている。図２～図４に示すように、誘導路６０は、前飾り部材８７の前
飾り板８７ａと、上ケース体８２の前側底壁部８２ｃ、右側壁部８２ｎ、左側壁部８２ｐ
及び内側壁部８２ｄと、下ケース体８３の球通路８３ａと、球検出部６２などによって構
成される。この誘導路６０は、遊技球Ｂを１球ずつ通す流路として機能しており、具体的
には、前飾り部材８７の前飾り板８７ａの後方側且つ上ケース体８２の内側壁部８２ｄの
前方側において、上ケース体８２の前側底壁部８２ｃの上部を左方向に向かって遊技球Ｂ
（誘導口２０から進入した遊技球Ｂ）が通るようになっている。また、上ケース体８２に
おける前側底壁部８２ｃは、左方向に向かうにつれて低位になるように傾斜している。ま
た、前側底壁部８２ｃの左方向端部付近は、後方に向かうにつれて低位となるように傾斜
している。また、上ケース体８２の前側底壁部８２ｃに連通するように下ケース体８３の
球通路８３ａが配置され、球通路８３ａによって構成される排出部６０ａを通過した遊技
球Ｂが入賞装置１０から排出されるように構成されている。
【００３５】
　前飾り部材８７は、図６及び図７に示すように、遊技盤２の前面２ｂと略平行に配置さ
れる板状の前飾り板８７ａと、当該前飾り板８７ａから後方に突出する板状の上壁部８７
ｂとを備えている。また、前飾り部材８７の上壁部８７ｂは、左側が下がるように（誘導
口２０と反対側となるにつれて下方位置となるように）傾斜して設けられている。
【００３６】
　台板部材８５は、図６及び図７に示すように、遊技盤２の前面２ｂに隣接して配置され
る板状の台板８５ａと、この台板８５ａから後方に突出する略板状の突出部８５ｂとを備
えている。また、台板８５ａの中央部分には、後述する上ケース体８２及び下ケース体８
３が嵌まり込んだ状態で組み付けられるようになっている。具体的には、台板８５ａを厚
さ方向（前後方向）に貫通する貫通孔８５ｃが形成されている。
【００３７】
　上ケース体８２は、図６及び図７に示すように、前後左右の四方を囲むような周壁部８
２ａと、周壁部８２ａ内において前方側に形成される前側底壁部８２ｃと、周壁部８２ａ
内において後方側に形成される後側底壁部８２ｂとによって構成されており、上下両方向
から内部に部品を組み付けて収容できるように所定の空間が形成されている。そして、上
方からは、第１伝達部材３１を組み付けて収容し、下方からは第２伝達部材３２及び駆動
源４０を組み付けて収容している。また、上ケース体８２の後方側の周壁部８２ａにおい
て中央部分には下方側に凹むように構成され且つ後述する作用部３１ｄが出入り可能とな
るように構成された切欠状の後側開口部８２ｅが形成されている。また、上ケース体８２
の後側底壁部８２ｂの上面部左端部には、前後方向に延びる溝状に構成され且つ開閉部材
２１の左側摺動部２１ｆをガイドするように構成された左側ガイド部８２ｆが形成され、
上ケース体８２の後側底壁部８２ｂの上面部右端部には、前後方向に延びる溝状に構成さ
れ且つ開閉部材２１の右側摺動部２１ｇをガイドするように構成された右側ガイド部８２
ｇが形成され、上ケース体８２の後側底壁部８２ｂの上面部における左右方向の中心位置
より僅かに左側の位置には、前後方向に延びる溝状に構成され且つ開閉部材２１の下側摺
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動部２１ｅをガイドするように構成された内側ガイド部８２ｈが形成されている。また、
上ケース体８２の後側底壁部８２ｂにおける中央部分付近において前後方向に延びるリブ
状に構成され且つ第１延長部３１ｂの動作をガイドするように構成されたガイド突起部８
２ｉが形成されている。また、上ケース体８２の後側底壁部８２ｂには、右側壁部８２ｎ
に隣接して上方に突出するように軸状に構成される突出部８２ｊが形成されており、ボス
（軸）として第１伝達部材３１の回動軸孔３１ａに挿通するように構成されている。また
、図６及び図７に示すように、上ケース体８２の突出部８２ｊの前方側には、後側底壁部
８２ｂの一部を切欠くようにして上下方向に貫通する構成の切欠部８２ｑが形成されてお
り、第２伝達部材３２を下方側から挿通させると共に所定範囲内で変位させるように構成
されている。また、図２、図３及び図６等に示すように、前側底壁部８２ｃ上には、略三
角柱形状を有する２つの誘導突起部８２ｋが所定の間隔を隔てて内側壁部８２ｄから突出
するように設けられ、遊技球Ｂが前側底壁部８２ｃ上を流下する際に、誘導突起部８２ｋ
に接触させて前方側に流下方向を規制して球詰まりが発生することを回避するようになっ
ている。
【００３８】
　下ケース体８３は、図６及び図７に示すように、上方の壁部を除く略直方体状に形成さ
れ、上方から内部に部品を組み付けて収容できるように所定の空間が形成されている。ま
た、下ケース体８３の左側には、後方に向かうにつれて低位となる底壁部を有する球通路
８３ａが設けられている。そして、上方からは、第２伝達部材３２及び駆動源４０を組み
付けて収容している。また、下ケース体８３を、上ケース体８２に、下方側から組み付け
ることで、筐体８０の一部を構成している。そして、下ケース体８３の前方側の壁部の右
端に上方側から切欠くように形成された前方側切欠き部８３ｃと、及び下ケース体８３の
後方側の壁部の右端に上方側から切欠くように形成された後方側切欠き部８３ｄとに後述
する第２伝達部材３２の中心軸部３２ａを挿通することで、第２伝達部材３２を回動可能
に支持する構成となっている。また、下ケース体８３の左側前方には、上下方向に面する
略板状の左側底壁部８３ｅが形成されており、当該左側底壁部８３ｅの上面に球検出部６
２が配置されるようになっている。また、下ケース体８３の後方の周壁部には上側切欠部
８３ｂが形成されており、上ケース体８２に形成された下側切欠部８２ｍと共に筐体８０
の後方側において前後方向に貫通する貫通孔を構成している。そして、当該貫通孔は、駆
動源４０のコイル部４１の後方に設けられることによって、駆動源４０の動作によって生
じた熱の放出効率を向上させることができる。
【００３９】
　また、図６及び図８に示すように、台板部材８５の台板８５ａには、開閉部材２１の上
方において、遊技盤２の前方に延出する庇部８６が設けられている。具体的には、庇部８
６は、台板部材８５の台板８５ａに形成された貫通孔８５ｃの上側の縁に沿うように設け
られており、上面が前方に向かって低位置となるように傾斜している。これによって、開
閉部材２１が閉鎖位置に位置する際は、図８（Ａ）に示すように、庇部８６は開閉部材２
１の閉鎖部２１ａの真上に位置し、開閉部材２１が開放位置に位置する際は、図８（Ｂ）
に示すように、庇部８６は開閉部材２１の前端を上方から覆うように位置している。
【００４０】
　また、本構成の筐体８０には、図２（Ｂ）、図３（Ｂ）及び図４（Ｂ）に示すように、
第１伝達部材３１と干渉を回避するための後側開口部８２ｅが形成されている。後側開口
部８２ｅは、図４（Ｂ）に示すように、上ケース体８２の後側の周壁部８２ａに、開閉部
材２１と第１伝達部材３１の一部を後側に投影した形状の貫通孔として形成されている。
そして、図３（Ｂ）及び図８（Ｂ）に示すように、開閉部材２１が開放位置に位置する際
に、第１伝達部材３１の作用部３１ｄが後側開口部８２ｅに前方側から入り込む構成にな
っている。このような構成によって、第１伝達部材３１が筐体８０と干渉することを回避
し、第１伝達部材３１、第２伝達部材３２及び開閉部材２１の可動域を広げることができ
、開閉部材２１の被作用部２１ｂを筐体８０内において遊技盤２の厚み内で変位するよう
に構成することが可能となる。



(11) JP 6122643 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

【００４１】
　次に、駆動源４０について説明する。
　図６及び図７に示すように、駆動源４０は、通電可能なコイルを備えたコイル部４１と
、プランジャ４２と、ばね部材４３とを備えている。なお、図９～図１３等の構成では、
ばね部材４３を省略して示している。この駆動源４０は、図８のように、開閉部材２１及
び第１伝達部材３１の下方側において遊技盤２の前面２ｂよりも後側の領域且つ後面２ｃ
よりも前側の領域に配置されている。そして、コイル部４１によってプランジャ４２を駆
動することにより、後述する第２伝達部材３２を後述する第１回動位置と第２回動位置と
で変位させるように機能している。
【００４２】
　プランジャ４２は、図６及び図７に示すように、軸状に構成されると共に、その一部が
コイル部４１に形成された孔部（図示略）内に挿入されるようになっており、この孔部に
沿って移動することによりコイル部４１に対して直線的に相対移動するようになっている
。このプランジャ４２は、図１１～１３等に示すように、フランジ状に構成された先端部
４２ａが後述する第２伝達部材３２の被作用部（第２連係部）３２ｃと連係することで第
２伝達部材３２に一体的に連結されており、第２伝達部材３２はプランジャ４２の変位に
応じて回動するようになっている。具体的には、第２伝達部材３２の第３被作用部３２ｄ
と第４被作用部３２ｅとの間の凹みにプランジャ４２の先端部４２ａの一部が入り込んで
おり、この先端部４２ａが第３被作用部３２ｄ又は第４被作用部３２ｅを押圧することに
よって、第４被作用部３２ｅが回動するための駆動力を受ける構成となっている。
【００４３】
　コイル部４１は、金属線が複数周巻き回されてなる中空状の金属コイルからなり、この
金属コイルの通電、非通電が切り替えられることにより、励磁状態と非励磁状態とに切り
替わるようになっている。図８に示すように、このコイル部４１は、上ケース体８２と下
ケース体８３とによって閉鎖された空間に収容されており、プランジャ４２はこの空間内
において右方向に突出するように位置している。また、プランジャ４２は、コイル部４１
が非励磁状態のときには、ばね部材４３によってプランジャ４２の先端部４２ａがコイル
部４１から離間するように付勢され、図１０（Ａ）及び図１１（Ａ）（Ｂ）に示す所定の
突出位置に維持されるようになっている。なお、本実施形態において、駆動力を発生させ
る手段としてコイル部４１（被通電部）及びプランジャ４２（可動部材）からなる駆動源
４０を示したが、電磁石を被通電部とし、フラッパーを可動部材とするフラッパーソレノ
イドを用いる構成としてもよい。この場合、フラッパーを被作用部（第２連係部）３２ｃ
と連係する構成とすることで駆動力を伝達機構３０に伝達することができる。
【００４４】
　一方、コイル部４１が励磁状態のときには、図１０（Ｃ）及び図１３（Ａ）（Ｂ）のよ
うに、プランジャ４２がコイル部４１内に引き込まれ、上記突出位置のときよりも突出量
が小さくなる状態（没入位置）で維持される。このように、プランジャ４２は、このコイ
ル部４１の通電状態に応じてコイル部４１内に引き込まれた没入位置（図１０（Ｃ）及び
図１３（Ａ）（Ｂ））とこの没入位置のときよりもコイル部４１から突出する突出位置（
図１０（Ａ）及び図１１（Ａ）（Ｂ））との間で左右に直線的に移動するようになってい
る。
【００４５】
　次に、伝達機構３０について説明する。
　伝達機構３０は、開閉部材２１と連動可能に構成され、駆動源４０の駆動力を受けて動
作するとともに、開閉部材２１を閉鎖位置と開放位置とで変位させるように構成されてい
る。この伝達機構３０は、筐体８０内における開閉部材２１の下方且つ駆動源４０の上方
の位置において上下方向に沿った回動軸線Ｇ１（図９、図１１（Ｂ）、図１２（Ｂ）及び
図１３（Ｂ）等）回りに回動可能に保持され、且つ開閉部材２１と連動するように配置さ
れる第1伝達部材３１と、筐体８０内において前後方向に沿った中心軸Ｇ２（図１１（Ｂ
）、１２（Ｂ）及び図１３（Ｂ）等）回りに回動可能に保持され、且つ中心軸Ｇ２がプラ



(12) JP 6122643 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

ンジャ４２よりも下方の位置となるように配置され、駆動源４０の駆動力を受けて動作す
ると共にその駆動力を第1伝達部材３１に伝達する第２伝達部材３２とを備えている。
　なお、第1伝達部材３１は、駆動源４０の上方の位置に保持される構成に限定されず、
駆動源４０の前方又は側方の位置に保持される構成であってもよい。
【００４６】
　開閉部材２１側に配置される第１伝達部材３１は、図６及び図７に示すように、全体と
してＶ字状（へ字状）の形態をなし、その屈曲部分で連結される第１延長部３１ｂと第２
延長部３１ｃとを備えている。この第１伝達部材３１は、屈曲部分が回動中心となるよう
に、上ケース体８２に形成された突出部８２ｊ（ボス（軸））に挿通される回動軸孔３１
ａが形成されており、第１延長部３１ｂは回動軸孔３１ａを中心とする半径方向に延出し
ており、第２延長部３１ｃは回動軸孔３１ａを中心とする半径方向であって第１延長部３
１ｂとは異なる方向に延出している。図６及び図７に示すように、第１延長部３１ｂの延
出方向端部（先端部）には、回動軸孔３１ａ側に凹むＵ字状の作用部３１ｄが形成されて
おり、第２延長部３１ｃの延出方向端部（先端部）には、回動軸方向に沿った方向（第１
延長部３１ｂの延出方向と第２延長部３１ｃの延出方向とに垂直な方向）において第２伝
達部材３２と連係する側に向かって一対の突出する形状の被作用部３１ｅ（第１被作用部
３１ｆ、第２被作用部３１ｇ）が形成されている。なお、被作用部３１ｅは、作用部３１
ｄとの距離が近い位置に形成された第１被作用部３１ｆと、作用部３１ｄとの距離が遠い
位置に形成された第２被作用部３１ｇとによって構成され、第１被作用部３１ｆと第２被
作用部３１ｇは、第１延長部３１ｂが延出する方向に沿う方向に所定距離隔てて設けられ
ている。
【００４７】
　この第１伝達部材３１は、開閉部材２１と連動可能に構成され、第２伝達部材３２から
作用を受けて開閉部材２１を閉鎖位置と開放位置とで変位させるように機能している。具
体的には、図１０～図１３等に示すように、第１伝達部材３１の被作用部３１ｅが、第２
伝達部材３２の作用部（第１連係部）３２ｆと連結しており、第２伝達部材３２の往復動
（往復回動）に伴う被作用部（第２連係部）３２ｃの往復動と連動して被作用部３１ｅが
回動することで第１伝達部材３１全体が回動動作するようになっている。具体的には、第
１伝達部材３１の第１被作用部３１ｆと第２被作用部３１ｇとの間の凹みに第２伝達部材
３２の作用部（第１連係部）３２ｆが入り込む構成となっており、この作用部（第１連係
部）３２ｆが第１被作用部３１ｆ又は第２被作用部３１ｇを押圧することによって、被作
用部３１ｅが回動するための駆動力を受ける構成となっている。そして、この第１伝達部
材３１は、第２伝達部材３２の回動に応じて、図１１に示すような回動位置（開閉部材２
１を閉鎖位置とする第１回動位置）と、図１３に示すような回動位置（開閉部材２１を開
放位置とする第２回動位置）とで、回動軸孔３１ａを中心として（より詳しくは上下方向
の回動軸線Ｇ１（図９、図１１（Ｂ）、図１２（Ｂ）及び図１３（Ｂ）参照）を中心とし
て）回動動作するようになっている。ここで、「反時計回り」及び「時計回り」とは、そ
れぞれ入賞装置１０の上方から下方に向かって見たときの反時計回り及び時計回りの方向
である。
【００４８】
　そして、このような第１伝達部材３１の回動動作が開閉部材２１の直進動作に変換され
るようになっている。上述したように、開閉部材２１は、前後方向に往復動可能となるよ
うに保持されており、第１伝達部材３１は、図８等に示すように、自身の回動に伴って開
閉部材２１に形成された被作用部２１ｂを前後に往復動させることで、開閉部材２１を前
後に往復動させている。具体的には、図６及び図７に示すように、第１延長部３１ｂが第
２延長部３１ｃに比してある程度長く構成され、作用部３１ｄが回動軸孔３１ａからある
程度遠い位置となっているため、開閉部材２１の回動動作に伴って作用部３１ｄがほぼ前
後方向に往復動し、これと嵌合（遊嵌）する被作用部２１ｂも開閉部材２１の回動動作に
伴って前後方向に往復動するようになっている。
【００４９】
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　第２伝達部材３２は、第１伝達部材３１と連動可能に構成され、駆動源４０から駆動力
を受けて動作すると共に第１伝達部材３１を変位（回動）させるように機能している。図
６に示すように、この第２伝達部材３２は、全体としてＬ字形態をなし、下ケース体８３
の前方側切欠き部８３ｃ及び後方側切欠き部８３ｄに挿通支持され、前後方向に沿った中
心軸回りに回動する中心軸部３２ａと、中心軸部３２ａの一端より僅かに他端寄りの位置
において中心軸部３２ａの径方向に延出するアーム部３２ｂと、第１伝達部材３１と連係
する作用部（第１連係部）３２ｆと、プランジャ４２と連係する被作用部（第２連係部）
３２ｃとが形成されている。この作用部（第１連係部）３２ｆは、図７に示すように、ア
ーム部３２ｂの先端部（中心軸部３２ａが形成される側とは反対側の端部）において中心
軸部３２ａの軸方向に沿うように後方側（中心軸部３２ａがアーム部３２ｂからより長く
突出する側）に突出する凸形状として構成され、被作用部（第２連係部）３２ｃは、アー
ム部３２ｂの先端部よりも中心軸部３２ａ側の位置（アーム部３２ｂにおける先端部と中
心軸部３２ａとの間の先端部寄りの位置）において作用部（第１連係部）３２ｆと同じ方
向に突出する凸形状として構成されている。この被作用部（第２連係部）３２ｃは、図７
に示すように、具体的には、アーム部３２ｂの先端部よりも中心軸部３２ａ側の位置（ア
ーム部３２ｂにおける先端部と中心軸部３２ａとの間の先端部寄りの位置）から後方側に
突出する凸形状の第４被作用部３２ｅと、この第４被作用部３２ｅの形成位置から中心軸
部３２ａの軸方向及びアーム部３２ｂの延出方向に直交する方向に延出するように形成さ
れたアーム部３２ｂの一部から第４被作用部３２ｅと同じ方向に突出する凸形状の第３被
作用部３２ｄとによって構成されている。また、図７に示すように、第３被作用部３２ｄ
と第４被作用部３２ｅは、上記アーム部３２ｂの一部が延出する方向に所定距離隔てて設
けられている。そして、被作用部（第２連係部）３２ｃがプランジャ４２の先端部４２ａ
と連係することでプランジャ４２と第２伝達部材３２とが連動して動作するようになって
いる。また、第２伝達部材３２は、図１０、図１１（Ｂ）、図１２（Ｂ）及び図１３（Ｂ
）に示すように、中心軸Ｇ２がプランジャ４２よりも下方の位置となると共に、図１１～
図１３に示すように、アーム部３２ｂがプランジャ４２の前方側の位置となるように筐体
８０内に配置されている。そして、プランジャ４２は、コイル部４１の駆動及び駆動解除
に伴って左右方向に直線的に往復運動するようになっており、第２伝達部材３２は、プラ
ンジャ４２の変位に応じ、図１１（Ｂ）に示すような回動位置（開閉部材２１を閉鎖位置
とする第３回動位置）と、図１３（Ｂ）に示すような回動位置（開閉部材２１を開放位置
とする第４回動位置）とで、前後方向に延びる中心軸部３２ａを中心として回動運動する
ようになっている。ここで、「反時計回り」及び「時計回り」とは、それぞれ入賞装置１
０の後方から前方に向かって見たときの反時計回り及び時計回りの方向である。
【００５０】
　また、図９～図１３に示すように、第２伝達部材３２には、軸状に構成される作用部（
第１連係部）３２ｆの外周壁から張り出す構成で第１伝達部材３１の第２被作用部３１ｇ
に対して当接可能な規制部３２ｇが形成されている。この規制部３２ｇは、アーム部３２
ｂにおいて、中心軸部３２ａの軸方向と同方向に突出し、第１伝達部材３１の所定の回動
動作を規制するように機能する。また、この規制部３２ｇは、作用部（第１連係部）３２
ｆの外周壁からわずかに中心軸Ｇ２から離れる向きに延出し、中心軸Ｇ２の軸方向から見
て略台形の角柱形状に形成されている。また、規制部３２ｇは、後方側端部が作用部（第
１連係部）３２ｆの後方側端部よりも低位となる高さで形成されており、作用部（第１連
係部）３２ｆの外周壁と規制部３２ｇの後方側端部とによってＬ字形状の溝部分が形成さ
れている。図１１（Ｂ）は、開閉部材２１が閉鎖位置にある状態を示す図であるが、この
図に示すように、規制部３２ｇは、作用部（第１連係部）３２ｆの外周壁から当該作用部
（第１連係部）３２ｆの回動方向（中心軸Ｇ２を中心として作用部（第１連係部）３２ｆ
を通る円Ｃ２（図１１（Ａ）の周方向））に沿った方向に延びると共に円Ｃ２の周方向に
沿って移動するように構成されている。一方、第２被作用部３１ｇは、回動軸線Ｇ１を中
心として第２被作用部３１ｇを通る円Ｃ１に沿って移動するようになっており、規制部３
２ｇの移動方向と第２被作用部３１ｇの移動方向は互いに交差している。そして、図９（
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Ａ）、図１０（Ａ）及び図１１（Ａ）に示すように、開閉部材２１が閉鎖位置にあるとき
に、規制部３２ｇの大部分が第２被作用部３１ｇの前方側に配されるようになっている。
即ち、図９（Ａ）に示すように、作用部（第１連係部）３２ｆと規制部３２ｇとによって
構成されるＬ字形状の溝部分に第２被作用部３１ｇが入り込むように構成されている。
【００５１】
　本実施形態の構成では、図９（Ａ）及び図１１に示すように、開閉部材２１が閉鎖位置
に位置する場合には、規制部３２ｇが、第１伝達部材３１の被作用部３１ｅ（第２被作用
部３１ｇ）に当接する位置となり、図９（Ｃ）、図１０（Ｃ）及び図１３に示すように、
開閉部材２１が開放位置に位置する場合には、第２伝達部材３２の作用部（第１連係部）
３２ｆと同様に、第１伝達部材３１の被作用部３１ｅの凹み形状部分（即ち、第１被作用
部３１ｆと第２被作用部３１ｇとの間の凹み）に収まるように構成されている。
【００５２】
　（遊技機用可変入賞装置の開閉動作）
　次に、入賞装置１０の開閉動作について説明する。
　入賞装置１０は、コイル部４１が通電されていないときには、コイル部４１によるプラ
ンジャ４２の吸引作用が生じず、ばね部材４３の付勢によってプランジャ４２が突出位置
に維持され、これにより第２伝達部材３２が、図１０（Ａ）及び図１１に示すような回動
位置（開閉部材２１を閉鎖位置とする第３回動位置）で維持されることになる。そして、
第２伝達部材３２がこのような回動位置にあるときには、第１伝達部材３１の被作用部３
１ｅが第２伝達部材３２の作用部（第２連係部）３２ｃに連動して保持されるため、第１
伝達部材３１は、図９（Ａ）及び図１１に示すような回動位置（上述の第１回動位置）で
維持されることになる。そして、第１伝達部材３１がこのような回動位置にあるときには
、前方側にある第１伝達部材３１の作用部３１ｄに対応する前方位置で開閉部材２１の被
作用部２１ｂが保持されるため、開閉部材２１は、図２（Ａ）、図５（Ａ）及び図８（Ａ
）に示すように遊技盤２の前方側に大きく突出して誘導口２０を閉鎖する閉鎖位置で維持
されることになる。
【００５３】
　また、図９（Ｂ）、図１０（Ｂ）及び図１２に示すように、コイル部４１（図１０（Ｂ
）では省略）が通電されると、ばね部材４３の付勢に抗してプランジャ４２がコイル部４
１内に引き込まれ、プランジャ４２が没入方向（左方向）へと移動する。そして、図１０
（Ｂ）及び図１２に示すように、プランジャ４２の先端部４２ａによって第３被作用部３
２ｄが左方向へと押圧されることによって、第２伝達部材３２は中心軸Ｇ２を中心として
時計回りに回動を始める。これによって、作用部（第１連係部）３２ｆが左方向に移動し
、第１伝達部材３１の第２被作用部３１ｇが作用部（第１連係部）３２ｆによって左方向
へと押圧されることで、図９（Ｂ）及び図１２に示すように、第１伝達部材３１は回動軸
線Ｇ１を中心として時計回りに回動を始める。そして、第１伝達部材の作用部３１ｄが、
後方側に移動し、開閉部材２１の被作用部２１ｂが作用部３１ｄによって後方へと押圧さ
れることで、図１２に示すように、開閉部材２１は開放位置に向かって移動を始める。
【００５４】
　また、コイル部４１が通電されてばね部材４３の付勢に抗してプランジャ４２が更にコ
イル部４１内に引き込まれることによって、プランジャ４２が没入位置に移動する。この
とき、第２伝達部材３２は、中心軸Ｇ２を中心として更に回動し、図１０（Ｃ）及び図１
３に示すような回動位置（開閉部材２１を開放位置とする第４回動位置）で維持されるこ
とになる。そして、第２伝達部材３２がこのような回動位置にあるときには、第１伝達部
材３１の被作用部３１ｅが第２伝達部材３２の作用部（第１連係部）３２ｆに連動して保
持されるため、第１伝達部材３１は、図９（Ｃ）及び図１３に示すような回動位置（上述
の第２回動位置）で維持されることになる。そして、第１伝達部材３１が上記第２回動位
置にあるときには、後方側にある第１伝達部材３１の作用部３１ｄに対応する後方位置で
開閉部材２１の被作用部２１ｂが保持されるため、開閉部材２１は、図３（Ａ）及び図８
（Ｂ）に示すように大部分が遊技盤２の後方側に退避し、誘導口２０を開放する開放位置
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で維持されることになる。
【００５５】
　更に、再びコイル部４１を非通電状態にすると、ばね部材４３の付勢によってプランジ
ャ４２が突出位置に変位し、各構成部材が連動して、第１伝達部材３１は上述の第１回動
位置に、第２伝達部材３２は上述の第３回動位置に、開閉部材２１は誘導口２０を閉鎖す
る閉鎖位置に変位することになる。
【００５６】
　（遊技機用可変入賞装置のロック動作）
　次に、入賞装置１０のロック動作について説明する。
　本実施形態の構成では、上述したように、駆動源４０の駆動力を受けて第２伝達部材３
２が動作するときには、第１伝達部材３１及び開閉部材２１の連係動作が許容されて開閉
部材２１が開閉するようになっている。例えば、図９（Ａ）、図１０（Ａ）及び図１１に
示すように開閉部材２１が閉鎖位置にあるときにコイル部４１が通電されてプランジャ４
２が駆動するときには、図９（Ｂ）（Ｃ）、図１０（Ｂ）（Ｃ）、図１２及び図１３のよ
うに規制部３２ｇが第１伝達部材３１の移動経路上（具体的には、第２被作用部３１ｇの
移動経路上）から退避しつつ作用部（第２連係部）３２ｃが第１伝達部材３１を押圧する
ことで、規制部３２ｇが第１伝達部材３１の移動を規制せずに第１伝達部材３１が回動し
、その回動動作に連係して開閉部材２１が開放位置へ移動するようになっている。
【００５７】
　一方、図９（Ａ）、図１０（Ａ）及び図１１に示すように開閉部材２１が閉鎖位置に位
置する時に不正行為等により開閉部材２１を閉鎖位置から開放位置へ移動させようとする
外力が働いた場合、開閉部材２１が後方側に移動しようとすることに応じて被作用部２１
ｂが後方側に向かおうとし、これに応じて第１伝達部材３１が所定方向（上方側から見て
時計回り）に回動しようとする。この時、第１被作用部３１ｆは作用部（第２連係部）３
２ｃから離間する方向に移動しようとし、その一方で、第２被作用部３１ｇは、規制部３
２ｇ及び作用部（第２連係部）３２ｃの両方に当接する方向（図９（Ａ）に示す矢印の向
く方向）に移動しようとして、規制部３２ｇ及び作用部（第２連係部）３２ｃを押圧する
ことになる。
【００５８】
　しかしながら、第１伝達部材３１の第２被作用部３１ｇの移動軌跡（回動軸線Ｇ１を中
心とし、第２被作用部３１ｇの中心を通る円Ｃ１（図９（Ａ）参照）と、第２伝達部材３
２の規制部３２ｇの移動軌跡（中心軸Ｇ２を中心とし、作用部（第１連係部）３２ｆを通
る円Ｃ２と同様の軌道（図１１（Ｂ）参照））とは、交わるような構成であるため（図９
（Ａ）及び図１１（Ａ）参照）、規制部３２ｇは、第２被作用部３１ｇによって自身の移
動経路（円Ｃ２の経路（遊技盤に平行な面内で形成される経路））に交差する方向に押圧
されても、このような移動経路（円Ｃ２の経路）よりも前方位置に移動することができず
、このような移動規制によってロックされることになる。そして、このように規制部３２
ｇが第２被作用部３１ｇの移動経路上に位置し続けるため、第２被作用部３１ｇの移動が
阻害され、これにより、第１伝達部材３１の回動も阻害されることになる。従って、開閉
部材２１は、閉鎖位置を超えて開放位置側に向かうことがなく、不正開放が確実に阻止さ
れる。
【符号の説明】
【００５９】
　１…遊技機
　２…遊技盤
　２ｂ…前面
　１０…遊技機用可変入賞装置（入賞装置）
　２０…誘導口
　２１ａ…閉鎖部
　２１…開閉部材
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　３０…伝達機構
　３１…第1伝達部材
　３２…第２伝達部材
　３２ａ…中心軸部
　３２ｂ…アーム部
　３２ｃ…被作用部（第２連係部）
　３２ｆ…作用部（第１連係部）
　３２ｇ…規制部
　４０…駆動源
　４１…コイル部（被通電部）
　４２…プランジャ（可動部材）
　８０…筐体
　Ｂ…遊技球
　Ｇ１…回動軸線
　Ｇ２…中心軸線

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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