
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面に図柄を変動表示する図柄表示装置と、図柄始動条件の成立を契機として変動
開始から図柄確定に至る一連の図柄生成行程を選定し、かつその選定された図柄生成行程
を図柄表示装置の表示画面に表示させる図柄制御手段と、大入賞口に 起倒可能
に配設された開閉片が、傾倒して大入賞口を開放する開放位置と、起立して大入賞口を閉
鎖する閉鎖位置とに変換制御される可変入賞装置とを備え、前記表示画面に所定の当り図
柄態様が確定表示された場合に、前記開閉片が所定作動態様で開閉駆動されて、遊技者に
所定の利得を供与することとなる特別遊技作動を実行するようにしたパチンコ遊技機にお
いて、
　裏面側に阻止突起を備えた開放阻止部材を 可変入賞装置の側部位置に配
設し、該開放阻止部材を、回動駆動手段を介して、

阻止突起が開閉片の 傾倒を阻止する定常位置と、特別遊技作動の実行に伴って

待避位置とに変換制御するようにしたことを特徴とするパチンコ遊技
機。
【請求項２】
　回動駆動手段が、開放阻止部材を軸支する回転軸を備えたモータであることを特徴とす
る請求項１に記載したパチンコ遊技機。
【請求項３】
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　開放阻止部材が、装飾性を備えた適宜形状の装飾板であることを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載したパチンコ遊技機。
【請求項４】
　特別遊技作動に関する情報を表示する情報表示装置を、開放阻止部材がその定常位置で
遮蔽し、該開放阻止部材が待避位置に変換されることにより、前記情報表示装置が視認可
能となるようにしたことを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れかに記載したパチンコ
遊技機。
【請求項５】
　図柄制御手段により選定される図柄生成行程が所定の当り図柄態様である場合に、その
当り図柄態様が表示画面に確定表示される前に、開放阻止部材を待避位置に変換させるよ
うにしたことを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れかに記載したパチンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、大入賞口に配設された開閉片の不正開放を防止し得るようにしたパチンコ遊技
機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
表示画面に図柄を変動表示する図柄表示装置と、図柄始動条件の成立を契機として変動開
始から図柄確定に至る一連の図柄生成行程を選定し、かつその選定された図柄生成行程を
図柄表示装置の表示画面に表示させる図柄制御手段と、大入賞口に起倒可能に配設された
開閉片が、傾倒して大入賞口を開放する開放位置と、起立して大入賞口を閉鎖する閉鎖位
置とに変換制御される可変入賞装置とを備え、前記表示画面に所定の当り図柄態様が確定
表示された場合に、前記開閉片が所定作動態様で開閉駆動されて、遊技者に所定の利得を
供与することとなる特別遊技作動を実行するようにしたパチンコ遊技機はよく知られてい
る。これらには、例えば、第一種パチンコ遊技機，第三種パチンコ遊技機等がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記可変入賞装置は、特別遊技作動の実行時に、駆動源としてのソレノイドが励磁状態と
なることによって開閉片が傾倒し、大入賞口を開放するように構成されている。しかしな
がら、前記開閉片は、遊技機本体の前面を遮蔽するガラス枠の隙間から針金のようなもの
を挿入してその先端を開閉片の上縁に引っ掛けて引っ張ると簡単に傾倒してしまうため、
このような手口を用いて大量の遊技球を獲得する不正行為が行われることがあった。
【０００４】
上記のような不正行為を防止するために、駆動源としてのソレノイドが消磁状態にある時
には、開閉片を傾倒不能にロックするロック手段を設けたパチンコ遊技機の構成が、例え
ば特開 2002-18005号公報や特開 2001-353315号公報に開示されている。
【０００５】
ところが、上記両公報に開示された構成は、可変入賞装置の内部にロック手段が設けられ
ているため、可変入賞装置の内部構造が複雑化したものとなっている。また、可変入賞装
置の内部にロック手段が設けられていると、外部から視認することができないため、ロッ
ク手段があるか否かの判断ができず、開閉片を傾倒させて大入賞口を開放しようとする行
為自体を抑止することはできない。このため、依然として大入賞口を開放しようとする行
為が行われる結果、無理矢理挿入された針金等によってパチンコ遊技機が破損してしまう
虞があった。
【０００６】
一方、特別遊技作動が発生すると、パチンコ遊技機に設けられた装飾ランプが派手な点灯
パターンで点滅したり、図柄表示装置の表示画面に派手な画像を表示したりして大当りと
しての特別遊技作動の発生を報知している。しかしながら、装飾ランプや図柄表示装置は
、特別遊技作動の発生時以外であっても、様々な点灯パターンや表示を行っているので、
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特別遊技作動の発生という遊技者にとって喜ばしい有利な状態になっても、その状態を遊
技者に視覚的に強く訴えて報知することが充分にできていない。また、特別遊技作動の実
行時にあって、可変入賞装置の開閉片は、傾倒して大入賞口を開放する開放位置と、起立
して大入賞口を閉鎖する閉鎖位置とに変換される作動を繰り返すだけであり、このような
作動態様は既によく知られたものとなっているため、斬新性や興趣性に乏しいといった問
題点があった。
【０００７】
本発明は、大入賞口に配設された開閉片の不正開放を防止し得るとともに、その不正開放
行為を未然に抑止することができ、さらに、特別遊技作動の実行を斬新な動作によって視
覚的に強く訴えて報知することにより、特別遊技作動時における遊技の興趣性を高め得る
ようにしたパチンコ遊技機を提供することを目的とするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、表示画面に図柄を変動表示する図柄表示装置と、図柄始動条件の成立を契機
として変動開始から図柄確定に至る一連の図柄生成行程を選定し、かつその選定された図
柄生成行程を図柄表示装置の表示画面に表示させる図柄制御手段と、大入賞口に

起倒可能に配設された開閉片が、傾倒して大入賞口を開放する開放位置と、起立して大
入賞口を閉鎖する閉鎖位置とに変換制御される可変入賞装置とを備え、前記表示画面に所
定の当り図柄態様が確定表示された場合に、前記開閉片が所定作動態様で開閉駆動されて
、遊技者に所定の利得を供与することとなる特別遊技作動を実行するようにしたパチンコ
遊技機において、
　裏面側に阻止突起を備えた開放阻止部材を 可変入賞装置の側部位置に配
設し、該開放阻止部材を、回動駆動手段を介して、

阻止突起が開閉片の 傾倒を阻止する定常位置と、特別遊技作動の実行に伴って

待避位置とに変換制御するようにしたことを特徴とするパチンコ遊技
機である（請求項１）。
【０００９】
かかる構成にあって、定常位置で開閉片の傾倒を阻止する阻止突起を備えた開放阻止部材
が、可変入賞装置の側部位置に配設されていることにより、従来構成のように、可変入賞
装置の内部を複雑にすることなく、開閉片の不正開放を防止することができる。また、開
放阻止部材が可変入賞装置の外部に配設され、該開放阻止部材が定常位置にある時、開閉
片を開放し得ないことが視認できるため、針金等を用いた開閉片の不正開放行為を未然に
抑止することができる。
【００１０】
また、上記構成にあって、回動駆動手段を、開放阻止部材を軸支する回転軸を備えたモー
タとする構成（請求項２）が提案される。このように、モータの回転軸に開放阻止部材を
軸支させることにより、該開放阻止部材を回動駆動し得るので構造を簡単なものにするこ
とができる。また、モータにはパルスモータ，サーボモータ等の回転量が制御可能なモー
タを適用し得るので、高い精度で開放阻止部材の所定角度の変換制御が可能となる。
【００１１】
さらに、上記開放阻止部材を、装飾性を備えた適宜形状の装飾板とする構成（請求項３）
が提案される。ここで、該装飾板は、その外形及び表面模様を適宜にデザイン化すること
によって装飾性を具備させることができる。このように、開放阻止部材を、装飾性を備え
た適宜形状の装飾板によって構成すれば、特別遊技作動の実行に伴う開放阻止部材の斬新
な動作によって、特別遊技作動の実行を視覚的に強く訴えて報知することができ、特別遊
技作動時における遊技の興趣性が高められる。
【００１２】
また、特別遊技作動に関する情報を表示する情報表示装置を、開放阻止部材がその定常位
置で遮蔽し、該開放阻止部材が待避位置に変換されることにより、前記情報表示装置が視
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認可能となるようにする構成（請求項４）が提案される。ここで、特別遊技作動に関する
情報としては、大入賞口の開閉ラウンド数や一ラウンド中の入賞球数が挙げられ、これら
の情報が発光ダイオードや７セグメント表示器を備えた情報表示装置によって表示される
。かかる構成にあって、前記情報表示装置は、特別遊技作動以外では必要のないものなの
で、通常遊技時には開放阻止部材によって遮蔽しておくことができ、特別遊技作動の実行
に伴って視認可能とすることができる。
【００１３】
さらに、図柄制御手段により選定される図柄生成行程が所定の当り図柄態様である場合に
、その当り図柄態様が表示画面に確定表示される前に、開放阻止部材を待避位置に変換さ
せるようにしてもよい（請求項５）。これにより、開放阻止部材の作動によって特別遊技
作動の実行を遊技者にいち早く予告することができ、遊技の興趣性が向上する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明にかかるパチンコ遊技機の一実施例を添付図面に基づいて説明する。この
実施例は、本発明を第一種パチンコ遊技機に適用した一例を示すものである。
【００１５】
パチンコ遊技機の遊技盤１には、図１に示すように、略円形の誘導レール２で囲繞された
遊技領域３が設けられており、該遊技領域３の略中央にセンターケース４が配設されてい
る。このセンターケース４には、液晶表示器，ＣＲＴ表示器等からなる図柄表示装置５が
組み付けられており、該図柄表示装置５の表示画面６には、通常遊技時において、三つの
特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが変動表示される。
【００１６】
センターケース４の右上部には、四個のパイロットランプからなる特別図柄始動記憶数表
示装置８が設けられている。この特別図柄始動記憶数表示装置８は、後述する主制御基板
６０（図６参照）の記憶装置ＲＡＭの一部領域に記憶された特別図柄始動記憶数をパイロ
ットランプの点灯数によって表示する。また、前記表示画面６の一部領域には、普通図柄
表示部１０が設けられており、該普通図柄表示部１０には二つの普通図柄が変動表示され
る。そして、この普通図柄が所定の組み合わせの当り態様の場合には、後述する普通電動
役物１５が開放される。また、センターケース４の左上部には、四個の発光ダイオードか
らなる普通図柄始動記憶数表示装置１２が設けられており、後述の普通図柄始動スイッチ
Ｓ 2（図６参照）からの遊技球検出信号が、所定数を上限として主制御基板６０（図６参
照）の記憶装置ＲＡＭの一部領域に記憶された場合に、その記憶数を発光ダイオードの点
灯数によって表示する。
【００１７】
一方、センターケース４の左右両側には、普通図柄始動ゲート（普通図柄始動領域）１３
，１３が配設されており、遊技球の通過により、この普通図柄作動ゲート１３，１３が具
備する普通図柄始動スイッチＳ 2から遊技球検出信号が発生すると、前記普通図柄表示部
１０の普通図柄が変動し、所定時間経過後に停止して種々の組み合わせの点灯態様が表示
されることとなる。
【００１８】
また、図柄表示装置５の直下位置には、内部を特別図柄始動領域１４とするとともに、開
閉翼片により入賞口を兼ねた入り口の開口度を変化させるようにした普通電動役物１５が
配設されている。そして前記普通図柄表示部１０の表示結果が所定の当り態様の場合には
、開閉翼片が所定時間（約  0.2秒）拡開して、特別図柄始動領域１４に遊技球が入り易い
状態となる。この特別図柄始動領域１４は、特別図柄始動スイッチＳ 1（図６参照）を備
えており、該特別図柄始動スイッチＳ 1による遊技球の入賞検知に伴って、前記図柄表示
装置５の表示画面６に特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを変動表示する図柄生成行程が実行されること
となる。
【００１９】
さらに、普通電動役物１５の下方には、内部に特定領域と一般領域とを有する大入賞口２
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３を備え、かつ、開閉片２４を大入賞口ソレノイド２５（図６参照）により開閉制御する
ことにより大入賞口２３を開放状態又は閉鎖状態のいずれかに変換する可変入賞装置２２
が配設されている。開閉片２４は、大入賞口２３の開口部に起倒可能に配設されており、
図２イに示すように、起立して大入賞口２３を閉鎖する閉鎖位置と、図２ロに示すように
、前方傾倒して大入賞口２３を開放する開放位置とに変換制御される。そして、前記図柄
表示装置５の表示画面６に変動表示される特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが、所定の組み合わせの当
り図柄態様で確定表示された場合に大当たりとしての特別遊技作動が実行される。この特
別遊技作動は、開閉片２４が前方に傾倒して開き、その開放状態で開閉片２４の上面の案
内作用を介して、大入賞口２３内へ遊技球を案内するとともに、所定開放時間（例えば 30
秒）の満了、またはその所定開放時間中における所定個数（例えば 10個）の遊技球の入賞
により開閉片２４が起立して大入賞口２３が閉鎖される開閉ラウンドを、特定領域の球通
過を条件として所定回数（例えば 15回）継続するものであって、この特別遊技作動の実行
によって多量の遊技球が入賞し、遊技者に所定の利得が供与される。可変入賞装置２２の
内部には、特定領域に入った遊技球を検知する特定領域スイッチＳ 3（図６参照）と、一
回の開閉ラウンド毎の入賞個数を計数するカウントスイッチＳ 4（図６参照）とが設けら
れている。また、特定領域スイッチＳ 3で検知される遊技球は、一回の開閉ラウンド中に
計数される入賞個数に合算される。
【００２０】
可変入賞装置２２の側部位置には、開閉片２４の不正開放を防止する開放阻止部材２７ａ
，２７ｂが左右一対で配設されている。該開放阻止部材２７ａ，２７ｂは、装飾性を備え
た適宜形状の装飾板からなり、この実施例では、親指を開いた人間の両手をデザインした
ものとなっている。該開放阻止部材２７ａ，２７ｂには、その裏面側に阻止突起２８，２
８が夫々突成されており、該阻止突起２８，２８は、可変入賞装置２２の前部に回動した
定常位置で開閉片２４の前面に近接する所定の長さに形成されている。また、各開放阻止
部材２７ａ，２７ｂは、後述する回動駆動手段２９ａ，２９ｂによって回動駆動され、図
２イ，図３イに示すように、可変入賞装置２２の前部に回動して阻止突起２８，２８が開
閉片２４の前方傾倒を阻止する定常位置と、図２ロ，図３ロに示すように、特別遊技作動
の実行に伴って側部に回動して阻止突起２８，２８が開閉片２４の前部位置から外れ、該
開閉片２４の前方傾倒を可能とする待避位置とに変換制御される。
【００２１】
前記回動駆動手段２９ａ，２９ｂには、パルスモータ，サーボモータ等の回転量が制御可
能なモータ３０ａ，３０ｂが用いられており、図４に示すように、該モータ３０ａ，３０
ｂの回転軸３１ａ，３１ｂに開放阻止部材２７ａ，２７ｂが夫々軸支されている。このモ
ータ３０ａ，３０ｂは互いに異なる向きで回転駆動され、後述する主制御基板６０の主制
御用中央制御装置ＣＰＵによってモータ３０ａ，３０ｂの回転量を制御することにより、
待避駆動時には、開放阻止部材２７ａ，２７ｂを、図３イに示す定常位置から、外側に夫
々略９０°回動させて図３ロに示す待避位置に変換し、復帰駆動時には、該待避位置から
内側に夫々略９０°回動させて定常位置に変換するようにしている。
【００２２】
また、大入賞口２３の左右両側には、７セグメント表示器からなる情報表示装置３２ａ，
３２ｂが配設されている。該情報表示装置３２ａ，３２ｂは、図５イに示すように、開放
阻止部材２７ａ，２７ｂが定常位置にある時、該開放阻止部材２７ａ，２７ｂによって遮
蔽されており、図５ロに示すように、開放阻止部材２７ａ，２７ｂが待避位置に変換され
ることにより視認可能となる。ここで、情報表示装置３２ａ，３２ｂは特別遊技作動に関
する情報を表示するものであり、左側の情報表示装置３２ａは大入賞口の開閉ラウンド数
を表示し、右側の情報表示装置３２ｂは一ラウンド中の入賞球数を表示する。また、図示
した例では、各情報表示装置３２ａ，３２ｂが変色表示可能な単一の７セグメント表示器
によって夫々構成されており、１桁目を例えば緑色で表示した後、２桁目を例えば赤色で
表示するようになっている。そして、このような特別遊技作動に関する情報を表示する情
報表示装置３２ａ，３２ｂは、特別遊技作動以外では必要のないものなので、通常遊技時
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には開放阻止部材２７ａ，２７ｂによって遮蔽しておくようにしている。
【００２３】
その他、遊技領域３には、複数の一般入賞口３３が配設されており、その内部に具備する
一般入賞スイッチＳ 5（図６参照）による遊技球の入賞検知に伴って所定数の賞球が払い
出される。
【００２４】
図６は、上述のパチンコ遊技機の遊技作動を制御する制御回路を示すものである。
主制御基板６０には、パチンコ遊技機の遊技作動等を制御するための基板回路が設けられ
ており、この基板回路上には主制御用中央制御装置ＣＰＵが配設されている。この主制御
用中央制御装置ＣＰＵは、遊技に関する統括的な制御を処理実行するものであって、この
主制御用中央制御装置ＣＰＵには、演算処理に用いる動作プログラムを格納する記憶装置
ＲＯＭと、必要なデータを随時読み書き可能な記憶装置ＲＡＭとが、データを読み書きす
るアドレスを指定する情報を一方的に伝えるアドレスバス（図示省略）と、データのやり
取りを行うデータバス（図示省略）を介して接続され、主制御基板６０の基板回路を構成
している。前記記憶装置ＲＯＭには、制御プログラム、モータ３０ａ，３０ｂの動作プロ
グラム、乱数テーブル等の固定データが記憶されている。また、該乱数テーブルには大当
り特別乱数Ｋ、大当り図柄乱数Ｌ、ハズレ図柄乱数Ｍ a ，Ｍ b ，Ｍ c 、リーチ乱数Ｎ、リ
ーチ図柄乱数Ｐ、リーチ態様乱数Ｑ、普通当り乱数Ｕ、普通当り図柄乱数Ｖ等が格納され
ている。そして所定の図柄始動条件が成立すると主制御用中央制御装置ＣＰＵにて所要の
乱数の抽選が行われる。また、記憶装置ＲＡＭには、特別図柄始動スイッチＳ 1、普通図
柄始動スイッチＳ 2のＯＮ作動による記憶数等が一時的に記憶される記憶エリア、ソフト
タイマを構成するレジスタ領域及びワークエリア等が設けられている。
【００２５】
上記主制御基板６０の基板回路には、所定のクロックパルスを出力するクロック装置（図
示省略）が設けられ、主制御用中央制御装置ＣＰＵに接続されている。そして主制御用中
央制御装置ＣＰＵは一定間隔のクロックパルスによって、時系列的に演算処理を行い、一
連の処理作動を順次実行する。また、このクロック装置により出力されたクロックパルス
をカウントして、時間を計測するタイマーも接続されている。
【００２６】
また、上記主制御基板６０の基板回路には、主制御用中央制御装置ＣＰＵが周辺機器とデ
ータ通信を行う入力ポート（図示省略）及び出力ポート（図示省略）が設けられており、
該出力ポートを介して主制御基板６０からの制御指令が、図柄表示制御基板６２，音源制
御基板６３，光源制御基板６４，払出制御基板６５の各入力ポートに向けて一方向に発信
されるように接続されている。また、主制御基板６０の入力ポートには、盤面中継基板６
１を介して、上述した特別図柄始動スイッチＳ 1，普通図柄始動スイッチＳ 2，特定領域ス
イッチＳ 3，カウントスイッチＳ 4，一般入賞スイッチＳ 5が接続されており、主制御基板
６０が２ｍｓ毎に各スイッチＳ 1～Ｓ 5の遊技球検出状態を調べ、遊技球検出があるとその
信号が波形整形回路により波形整形されて主制御用中央制御装置ＣＰＵに入力され、その
情報を記憶装置ＲＡＭに記憶する。また、主制御基板６０の出力ポートには、盤面中継基
板６１を介して大入賞口ソレノイド２５，普通電動役物１５の駆動用ソレノイド２６，モ
ータ３０ａ，３０ｂ，情報表示装置３２ａ，３２ｂが接続され、主制御用中央制御装置Ｃ
ＰＵが所定の条件を選出した場合に作動される。
【００２７】
ここで主制御用中央制御装置ＣＰＵ及び上記各制御基板６２，６３，６４，６５に設置さ
れている各中央制御装置ＣＰＵは、所定のデータの処理を行う演算ユニット（ＡＬＵ）を
連成した演算装置と、この演算装置に入出力するデータや読み込んだ命令を保管しておく
レジスタと、命令を解読するデコーダ等によって構成されている。尚、前記演算ユニット
の連成数によって、各中央制御装置ＣＰＵの演算処理能力が決まる。そして、主制御用中
央制御装置ＣＰＵは、所定の形式で生成した制御指令信号を各制御基板６２，６３，６４
，６５に夫々送信し、各制御基板６２，６３，６４，６５の中央制御装置ＣＰＵがこの制
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御指令信号に従って所定の制御を処理実行することとなる。
【００２８】
上記図柄表示制御基板６２には、図柄表示装置５の表示画面６に表出される図柄表示態様
を制御するための基板回路が設けられている。この基板回路は、図柄表示態様を制御処理
する図柄制御用中央制御装置ＣＰＵに、演出プログラムが格納されている記憶装置ＲＯＭ
と、必要なデータを読み書きできる記憶装置ＲＡＭと、入力ポート及び出力ポートとを備
えてなる。この記憶装置ＲＯＭには、上述した特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの図柄表示パターン及
び普通図柄の図柄表示パターンが記憶され、さらに特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃと普通図柄の図柄
形態及び変動パターン，大当り遊技パターン，リーチ態様パターン等の固定データやその
動作プログラムが記憶されている。
【００２９】
また、図柄表示制御基板６２は、通常遊技時において、主制御基板６０からの制御指令信
号を入力ポートを介して受信すると、図柄制御用中央制御装置ＣＰＵにおいて演算処理し
、所定の図柄変動を演出する特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃと普通図柄の変動態様データを、出力ポ
ートを介して表示用ドライバに夫々送信する。該表示用ドライバは前記変動態様データに
従って、図柄表示装置５の表示画面６に所定の変動態様で特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃと普通図柄
とを夫々変動表示させる。そして、この表示用ドライバ及び図柄表示制御基板６２と主制
御基板６０とによって、変動開始から図柄確定に至る一連の図柄生成行程を選定し、かつ
その選定された図柄生成行程を図柄表示装置５の表示画面６に表示させる図柄制御手段が
構成されている。
【００３０】
一方、上記音源制御基板６３には、スピーカから発生する効果音等を制御するための基板
回路が設けられている。この基板回路は、音響を制御する音源制御用中央制御装置ＣＰＵ
に、動作プログラムや音響発生パターン等の固定データが記憶されている記憶装置ＲＯＭ
と、必要なデータを読み書きする記憶装置ＲＡＭと、入力ポート及び出力ポートとを備え
てなる。この音源制御基板６３は、上記の主制御基板６０より入力ポートを介して受信し
た制御指令信号を音源制御用中央制御装置ＣＰＵで演算処理し、所定の音データを出力ポ
ートを介してサウンドジェネレータに送信して、スピーカから所定の効果音を出力させる
。
【００３１】
また、上記光源制御基板６４には、パチンコ遊技機に備えられた発光ダイオードや装飾ラ
ンプといった電飾装置を制御するための基板回路が設けられている。この基板回路は、電
飾装置の点灯，点滅等を制御する光源制御用中央制御装置ＣＰＵに、動作プログラムや、
発光ダイオード，装飾ランプ等を電飾するための電飾パターン等の固定データが記憶され
ている記憶装置ＲＯＭと、必要なデータを読み書きする記憶装置ＲＡＭと、入力ポート及
び出力ポートとを備えてなる。この光源制御基板６４は、光源制御用中央制御装置ＣＰＵ
で、上記の主制御基板６０から入力ポートを介して受信した制御指令信号を演算処理し、
所定の光演出データを出力ポートを介して光源作動基板に送信し、電飾装置や特別図柄始
動記憶数表示装置８及び普通図柄始動記憶数表示装置１２の発光ダイオードや装飾ランプ
等を所定の演出態様で点灯，点滅させる。
【００３２】
さらに、上記払出制御基板６５には、遊技球の貸球や賞球等を制御するための基板回路が
設けられている。この基板回路は、貸球ユニットや賞球ユニット等が具備する各種ソレノ
イドを作動して、所定の貸球数や賞球数の供給を制御する払出制御用中央制御装置ＣＰＵ
に、動作プログラム，貸球や賞球の球数パターン等の固定データが記憶されている記憶装
置ＲＯＭと、球数カウントデータ等の必要なデータを読み書きする記憶装置ＲＡＭと、入
力ポート及び出力ポートとを備えてなる。この払出制御基板６５は、主制御基板６０から
受信した制御指令信号に従い、払出制御用中央制御装置ＣＰＵで演算処理し、所定のデー
タを出力ポートを介して払出中継基板に送信し、このデータにより貸球ユニットや賞球ユ
ニット等の各種ソレノイドを作動させて、所定の貸球や賞球の払い出しを実行する。また
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、払出制御基板６５は、プリペイド金額を記憶したプリペイドカードの読み込み書き込み
を行うプリペイドカードユニットと、該プリペイドカードのデータ処理を中継するＣＲ接
続基板を介して接続され、プリペイド金額の残額データ等を送受する。
【００３３】
次に、図６に示した制御回路による制御態様をパチンコ遊技機の作動に従って説明する。
遊技球が図示しない発射装置より遊技盤１に発射され、この遊技球が特別図柄始動領域１
４を通過し、特別図柄始動スイッチＳ 1がＯＮ作動すると、その信号を盤面中継基板６１
を介して主制御基板６０が認識する。この信号により、主制御基板６０の主制御用中央制
御装置ＣＰＵは、記憶装置ＲＯＭに記憶されている大当り特別乱数Ｋ、大当り図柄乱数Ｌ
、ハズレ図柄乱数Ｍ a，Ｍ b，Ｍ c、リーチ乱数Ｎ、リーチ図柄乱数Ｐ、リーチ態様乱数Ｑ
等の各乱数を選出し、それらの各選出値を一旦、記憶装置ＲＡＭに格納する。
【００３４】
さらには、特別図柄始動スイッチＳ 1のＯＮ信号に基づき、主制御基板６０の主制御用中
央制御装置ＣＰＵで演算処理して賞球指令信号を払出制御基板６５に発信すると共に、賞
球作動に連動する賞球音の発生指令信号を音源制御基板６３に、賞球ランプ等の発生指令
信号を光源制御基板６４に夫々発信する。主制御基板６０から賞球指令信号を受信した払
出制御基板６５は、記憶装置ＲＯＭや記憶装置ＲＡＭの記憶データを用いて払出制御用中
央制御装置ＣＰＵにて演算処理を行い、その結果に従って賞球ユニットの図示しないソレ
ノイドを作動させて所定数量の賞球を払い出す。これと同期して、賞球音の発生指令信号
を受けた音源制御基板６３は、記憶装置ＲＯＭや記憶装置ＲＡＭの記憶データを用いて音
源制御用中央制御装置ＣＰＵにて演算処理を行い、その結果に従ってスピーカより所定の
賞球払出音を上記賞球の払出時に合わせて出力する。同時に光源制御基板６４でも、受信
した賞球ランプの発生指令信号に従って光源制御用中央制御装置ＣＰＵが記憶装置ＲＯＭ
や記憶装置ＲＡＭの記憶データを用いて演算処理を行い、その結果に従って所定の発光ダ
イオードや装飾ランプ等を点灯、点滅させる。
【００３５】
尚、遊技球が特別図柄始動領域１４を連続的に通過した場合には、特別図柄始動スイッチ
Ｓ 1による遊技球検出数が主制御基板６０の記憶装置ＲＡＭに記憶され、その記憶に基づ
いて上述したように特別図柄始動記憶数表示装置８のパイロットランプが順次点灯し、最
高四回まで保留される。このパイロットランプは表示画面６の図柄が変動開始する都度に
消灯されて、記憶数が減少する。尚、始動記憶数が満杯（四個）となっている場合には、
特別図柄始動領域１４を遊技球が通過しても無効となる。
【００３６】
そして、特別図柄始動スイッチＳ 1のＯＮ作動、若しくは主制御基板６０の記憶装置ＲＡ
Ｍに記憶されている特別図柄始動記憶数の消化の何れかによる図柄始動条件の成立を契機
として特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの図柄変動が開始されると、主制御用中央制御装置ＣＰＵは、
選出された大当り特別乱数Ｋを判定し、大当り図柄乱数Ｌとハズレ図柄乱数Ｍ a，Ｍ b，Ｍ
cの何れか一方を有効とすると共に、リーチ乱数Ｎの選定内容に従ってリーチとするかど
うかを判定する。そして、これらの結果に基づき、図柄表示装置５で実行される図柄表示
態様を制御するための図柄制御指令信号を図柄表示制御基板６２に送信する。
【００３７】
上記図柄制御指令信号を受けた図柄表示制御基板６２の図柄制御用中央制御装置ＣＰＵは
、該図柄制御指令信号に従って、記憶装置ＲＯＭに記憶されている所定の動作プログラム
を用いて、表示画面６で演出する図柄表示態様を決定する。そして、該図柄表示態様に従
って特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを順次停止し、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを確定表示する図柄生成行程
を実行する。
【００３８】
また、主制御基板６０の主制御用中央制御装置ＣＰＵは、音響作動と発光作動を上記図柄
表示態様に連動させるため、音響制御指令信号を音源制御基板６３に発信すると共に、電
飾制御指令信号を光源制御基板６４に発信する。音響制御指令を受けた音源制御基板６３
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は、記憶装置ＲＯＭに記憶されている動作プログラム等を用いて音源制御用中央制御装置
ＣＰＵで演算処理を行い、得られた所定の音データをサウンドジェネレータを介してスピ
ーカより出力する。また前記光源制御基板６４では、電飾制御指令信号に従って、記憶装
置ＲＯＭに記憶されている動作プログラム等を用いて光源制御用中央制御装置ＣＰＵで演
算処理を行い、得られた所定の光演出データに基づいて、光源作動基板を介して、発光ダ
イオードもしくは装飾ランプを点灯、点滅させる。
【００３９】
上述の大当り特別乱数Ｋが当りを選出した場合、主制御基板６０は、大当り図柄乱数Ｌを
有効とするとともに、リーチ図柄乱数Ｐ，リーチ態様乱数Ｑを有効とし、図柄表示制御基
板６２に所定の制御指令信号を送信する。そして、図柄表示制御基板６２は、リーチ図柄
乱数Ｐに従い特別図柄をＡ＝Ｃで停止して、リーチ態様乱数Ｑに従いリーチ作動を実行し
た後、大当り図柄乱数Ｌに従って、所定の当り図柄態様の特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを確定表示
する。同時に光源制御基板６４及び音源制御基板６３が所定の電飾演出と効果音を発生さ
せる。
【００４０】
このように所定の当り図柄態様が確定表示されると、主制御基板６０は、盤面中継基板６
１を介してモータ３０ａ，３０ｂを駆動して、開放阻止部材２７ａ，２７ｂを図３イ等に
示す定常位置から図３ロ等に示す待避位置に回動させる。これにより、阻止突起２８，２
８が開閉片２４の前部位置から外れて該開閉片２４が前方傾倒可能な状態となる。次に、
主制御基板６０は、盤面中継基板６１を介して大入賞口ソレノイド２５を駆動して、開閉
片２４を前方傾倒させることにより大入賞口２３を開放する大当りとしての一連の特別遊
技作動を実行する。
【００４１】
即ち、サウンドジェネレータがファンファーレを発すると共に、大入賞口ソレノイド２５
が駆動し、開閉片２４が所定作動態様で開閉駆動される開閉ラウンドが開始される。この
開閉ラウンドは、所定制限時間（例えば 30秒）が経過するか、この所定制限時間内で、カ
ウントスイッチＳ 4により所定個数（例えば 10個）の遊技球の入賞検知がなされるまで継
続される。また上述したように、大入賞口２３の特定領域に遊技球が流入し、特定領域ス
イッチＳ 3がＯＮ作動した時は、次の開閉ラウンドへの移行条件が充足され、一旦開閉片
２４が閉鎖駆動して、一ラウンドが終了する。そして、その動作終了後に再び大入賞口２
３が開放されて、次の開閉ラウンドへ移行する。このように特別遊技作動は、開閉ラウン
ドが最大１５回繰り返される大入賞口２３の連続開放作動を生じ、遊技者に所定の利得が
供与されることとなる。
【００４２】
また、特別遊技作動中にあっては、大入賞口２３内の特定領域スイッチＳ 3やカウントス
イッチＳ 4が遊技球の流入によりＯＮ作動されると、その信号を主制御基板６０が認識し
、開放阻止部材２７ａ，２７ｂの待避位置への回動により視認可能となっている情報表示
装置３２ａ，３２ｂに盤面中継基板６１を介して制御指令を発信して、開閉ラウンド数と
一ラウンド中の入賞球数とを逐次表示させる。
【００４３】
そして、特別遊技作動が終了すると、主制御基板６０は、盤面中継基板６１を介してモー
タ３０ａ，３０ｂを逆方向に駆動して、開放阻止部材２７ａ，２７ｂを待避位置から定常
位置に復帰させる。これにより、阻止突起２８，２８が開閉片２４の前部に位置すること
となり、該開閉片２４の前方傾倒が不能な状態に戻る。
【００４４】
かかる構成にあって、通常遊技状態にあっては、阻止突起２８，２８を備えた開放阻止部
材２７ａ，２７ｂが、開閉片２４の傾倒を阻止する定常位置に保持されていることにより
、該開閉片２４の不正開放を防止することができる。また、開放阻止部材２７ａ，２７ｂ
が可変入賞装置２２の外部に配設されており、該開放阻止部材２７ａ，２７ｂが定常位置
にある時、開閉片２４を開放し得ないことが視認できるため、針金等を用いた開閉片２４
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の不正開放行為を未然に抑止することができる。
【００４５】
また、特別遊技作動の実行時には、開放阻止部材２７ａ，２７ｂが側部に回動して開閉片
２４の傾倒を可能する待避位置に変換されることにより、特別遊技作動の実行を視覚的に
強く訴えて報知することができ、さらに、このような開放阻止部材２７ａ，２７ｂの動作
は遊技者を祝福することにもなるため、特別遊技作動時における遊技の興趣性が高められ
る。
【００４６】
尚、上記実施例では、特別遊技作動の開始時に開放阻止部材２７ａ，２７ｂを待避位置に
変換し、特別遊技作動の終了時に定常位置に復帰させるようにしているが、これに代えて
、各開閉ラウンド間で大入賞口２３が閉鎖される毎に、開放阻止部材２７ａ，２７ｂを定
常位置に復帰させるようにしてもよい。これにより、特別遊技作動をより一層動きのある
面白い遊技とすることができる。
【００４７】
また、上記実施例では、表示画面６に所定の当り図柄態様が確定表示された後に、モータ
３０ａ，３０ｂを駆動して、開放阻止部材２７ａ，２７ｂを定常位置から待避位置に回動
させるようにしているが、これに代えて、図柄制御手段により選定される図柄生成行程が
所定の当り図柄態様である場合に、その当り図柄態様が表示画面６に確定表示される前に
、開放阻止部材２７ａ，２７ｂを待避位置に回動させるようにしてもよい。これにより、
特別遊技作動の実行を遊技者にいち早く予告する予告機能を付与することができる。
【００４８】
また、上記実施例では、前方に傾倒する開閉片２４を備えた可変入賞装置２２について説
明したが、これ以外に、側方に傾倒する開閉片を備えた可変入賞装置に対して本発明を適
用することもできる。
【００４９】
さらに、情報表示装置３２ａ，３２ｂは、７セグメント表示器以外に、発光ダイオードや
ドットマトリクス表示器によって構成することもできる。
【００５０】
また、上記実施例では、左右一対の開放阻止部材２７ａ，２７ｂを用いた場合について説
明したが、該開放阻止部材２７ａ，２７ｂは何れか一方のみであってもよい。
【００５１】
さらに、上記実施例では、本発明を第一種パチンコ遊技機に適用した一例について説明し
たが、本発明は第三種パチンコ遊技機にも適用可能である。
【００５２】
【発明の効果】
本発明は、上述したように、裏面側に阻止突起を備えた開放阻止部材を可変入賞装置の側
部位置に配設し、該開放阻止部材を、回動駆動手段を介して、阻止突起が開閉片の傾倒を
阻止する定常位置と、特別遊技作動の実行に伴って開閉片の傾倒を可能とする待避位置と
に変換制御するようにしたから（請求項１）、従来構成のように、可変入賞装置の内部を
複雑にすることなく、開閉片の不正開放を防止することができる。また、開放阻止部材が
可変入賞装置の外部に配設されており、該開放阻止部材が定常位置にある時、開閉片を開
放し得ないことが視認できるため、針金等を用いた開閉片の不正開放行為を未然に抑止す
ることができる。
【００５３】
また、回動駆動手段を、開放阻止部材を軸支する回転軸を備えたモータとしたから（請求
項２）、構造を簡単なものにすることができるとともに、該モータにパルスモータ，サー
ボモータ等の回転量が制御可能なモータを適用し得るので、高い精度で開放阻止部材の所
定角度の変換制御を行うことができる。
【００５４】
さらに、上記開放阻止部材を、装飾性を備えた適宜形状の装飾板としたから（請求項３）
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、特別遊技作動の実行に伴う開放阻止部材の斬新な動作によって、特別遊技作動の実行を
視覚的に強く訴えて報知することができるとともに、特別遊技作動時における遊技の興趣
性を高めることができる。
【００５５】
また、特別遊技作動に関する情報を表示する情報表示装置を、開放阻止部材がその定常位
置で遮蔽し、該開放阻止部材が待避位置に変換されることにより、前記情報表示装置が視
認可能となるようにすれば（請求項４）、特別遊技作動以外では必要のない情報表示装置
を通常遊技時に遮蔽しておくことができ、特別遊技作動の実行に伴って視認可能とするこ
とができる。
【００５６】
さらに、図柄制御手段により選定される図柄生成行程が所定の当り図柄態様である場合に
、その当り図柄態様が表示画面に確定表示される前に、開放阻止部材を待避位置に変換さ
せるようにすれば（請求項５）、開放阻止部材の作動によって特別遊技作動の実行を遊技
者にいち早く予告することができ、遊技の興趣性をさらに高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】遊技盤の正面図である。
【図２】イは開閉片の起立状態、ロは開閉片の傾倒状態を示す可変入賞装置の側断面図で
ある。
【図３】イは開放阻止部材が定常位置にある状態、ロは開放阻止部材が待避位置にある状
態を示す可変入賞装置と開放阻止部材の斜視図である。
【図４】開放阻止部材の回動駆動手段の斜視図である。
【図５】イは開放阻止部材が定常位置にある状態、ロは開放阻止部材が待避位置にある状
態を示す可変入賞装置と開放阻止部材の正面図である。
【図６】遊技を制御する制御回路を示すブロック回路図である。
【符号の説明】
５　図柄表示装置
６　表示画面
２２　可変入賞装置
２３　大入賞口
２４　開閉片
２７ａ，２７ｂ　開放阻止部材
２８　阻止突起
２９ａ，２９ｂ　回動駆動手段
３０ａ，３０ｂ　モータ
３１ａ，３１ｂ　回転軸
３２ａ，３２ｂ　情報表示装置
Ａ，Ｂ，Ｃ　図柄（特別図柄）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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