
JP 2016-221057 A 2016.12.28

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】駆動源で生じた力をバランスよく開閉部材に伝
達することができ、開閉部材をより円滑にスライドさせ
ることが可能な構成を提供する。
【解決手段】遊技機用可変入賞装置１０では、作動部材
の突出部３２からの力を受けて第一伝達部材５１が第一
方向に回動する際に、第一ギア５１Ａと第二ギア５２Ａ
の歯車伝動によって第二伝達部材５２が連動し、第一作
用部５１Ｂと第二作用部５２Ｂとが同期して前方移動す
ることになる。そして、これら第一作用部５１Ｂ及び第
二作用部５２Ｂの両作用を受けて開閉部材２０が前方に
スライド動作する。また、作動部材の突出部３２からの
力を受けて第一伝達部材５１が第二方向に回動する際に
も、第一ギア５１Ａと第二ギア５２Ａの歯車伝動によっ
て第二伝達部材５２が連動し、第一作用部５１Ｂと第二
作用部５２Ｂとが同期して後方移動することになる。
【選択図】図１２
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【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、
　前記誘導口を閉鎖可能な閉鎖部を備え、前記閉鎖部の少なくとも一部が前記遊技盤の前
面の前方側に配置されて前記誘導口を閉鎖する位置である閉鎖位置と、前記閉鎖位置のと
きよりも遊技球が進入しやすくなる位置である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、
　通電可能に構成されたコイル部と、少なくとも一部が前記コイル部内に引き込まれた位
置である没入位置と前記没入位置のときよりも前記コイル部から突出する位置である突出
位置とに変位可能に構成され且つ前記前後方向及び上下方向と直交する左右方向に往復移
動し得るように配置されたプランジャと、を備え、前記コイル部への通電により駆動力を
生じさせる駆動源と、
　前記駆動源の前記プランジャと連動し、且つ前記左右方向に沿ってスライド動作するよ
うに構成された作動部材と、
　前記開閉部材の上方又は下方の位置に配置されるとともに前記作動部材及び前記開閉部
材と連動するように構成され、前記作動部材が前記左右方向に移動する際に、前記開閉部
材を前記前後方向に移動させるように力を伝達する伝達機構と、
を備え、
　前記伝達機構は、
　前記上下方向に沿った第一回動軸線回りに回動可能に保持され、前記作動部材からの力
が伝達されて回動動作する第一伝達部材と、
　前記上下方向に沿った第二回動軸線回りに回動可能に保持され、前記第一伝達部材と連
動して回動動作する第二伝達部材と、
を備え、
　前記第一伝達部材は、前記第二回動軸線寄りの一端側に設けられる第一連動手段と、前
記開閉部材に作用する第一作用部が設けられており、
　前記第二伝達部材は、前記第一回動軸線寄りの一端側に設けられる第二連動手段と、前
記開閉部材に作用する第二作用部が設けられており、
　前記第一連動手段と前記第二連動手段との連係によって前記第一伝達部材と前記第二伝
達部材とが連動して回動し、前記第一伝達部材の前記第一作用部が前方移動する第一方向
に回動する際には、前記第一作用部と前記第二作用部とが同期して前記開閉部材を前方に
スライド動作させるように作用し、前記第一伝達部材の前記第一作用部が後方移動する第
二方向に回動する際には、前記第一作用部と前記第二作用部とが同期して前記開閉部材を
後方にスライド動作させるように作用する構成となっており、
　更に、前記第一伝達部材には、前記作動部材に作用可能な不正阻止部が形成されており
、
　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に対して前記開放位置に向かわ
せる方向の外力が加えられた場合に、前記開閉部材と連動する前記第一伝達部材における
前記不正阻止部の移動が前記作動部材によって規制され、前記第一伝達部材が前記第二方
向へ回動することが規制されることで、前記開閉部材が前記開放位置へ移動することが阻
止される構成となっている遊技機用可変入賞装置。
【請求項２】
　前記作動部材には、前記第一伝達部材の回動領域に臨んで配置されるとともに前記第一
伝達部材によって押圧可能に構成され且つ前記左右方向に沿ってスライド動作する係合部
が形成されており、
　前記第一伝達部材には、前記係合部と接触可能な被係合部が形成されており、
　前記開閉部材が前記閉鎖位置にある状態で前記駆動源が駆動して前記作動部材がスライ
ド動作する際には、前記作動部材の前記係合部が前記第一伝達部材の前記被係合部を押圧
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しつつ移動させることで前記第一伝達部材が前記第二方向に回動し、この回動に伴って前
記開閉部材が後方にスライド動作して前記開放位置に変位し、
　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に対して前記開放位置に向かわ
せる方向の外力が加えられた場合には、当該開閉部材と連動する前記第一伝達部材におい
て前記不正阻止部を前記左右方向と交差する方向に向かわせる力が生じるとともに、その
交差する方向に向かおうとする前記不正阻止部が前記係合部に接触して規制され、当該開
閉部材の前記開放位置への移動が阻止される請求項１に記載の遊技機用可変入賞装置。
【請求項３】
　前記筐体は、前記上下方向において前記第一伝達部材と前記作動部材との間に介在し、
且つ前記左右方向に沿って延びる溝部が形成されてなる板状部を備え、
　前記作動部材の前記係合部は、前記溝部を上下に貫通して配置されるとともに前記溝部
よりも前記第一伝達部材側に突出した形で配置されており、
　前記第一伝達部材には、前記係合部と接触可能に構成され且つ前記係合部の外周面と対
向して配置される接触壁が設けられ、前記接触壁が前記被係合部及び前記不正阻止部を構
成しており、
　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に対して前記開放位置に向かわ
せる方向の外力が加えられた場合には、当該開閉部材と連動する前記第一伝達部材におい
て前記接触壁の一部をなす前記不正阻止部が前記係合部を前記左右方向と交差する方向に
押圧し、前記係合部がその押圧力によって、前記溝部の内壁に支持され受けられることで
、前記不正阻止部の移動が規制される請求項２に記載の遊技機用可変入賞装置。
【請求項４】
　前記不正阻止部は、前記左右方向において前記第一伝達部材の第一回動軸線と前記第二
伝達部材の第二回動軸線との間の領域に設けられている請求項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。
【請求項５】
　前記筐体は、前記第一伝達部材及び前記第二伝達部材を回動可能に保持する支持壁を備
え、
　前記第一伝達部材及び前記第二伝達部材には、前記第一連動手段と前記第二連動手段と
が連係した状態のときに互いに重なり合う重合部がそれぞれ形成され、
　前記第一伝達部材及び前記第二伝達部材のうちの、前記支持壁から離れる側に前記重合
部が配置されてなる一方の伝達部材を少なくとも保持対象とし、当該一方の伝達部材が前
記支持壁から離脱することを防止する離脱防止手段が設けられ、
　前記一方の伝達部材の前記重合部が、他方の伝達部材の前記重合部に重合することで、
前記他方の伝達部材の抜脱方向への移動を規制し、前記他方の伝達部材が前記支持壁から
離脱することを防止する構成である請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の遊技機
用可変入賞装置。
【請求項６】
　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、
　前記誘導口を閉鎖可能な閉鎖部を備え、前記閉鎖部の少なくとも一部が前記遊技盤の前
面の前方側に配置されて前記誘導口を閉鎖する位置である閉鎖位置と、前記閉鎖位置のと
きよりも遊技球が進入しやすくなる位置である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、
　通電可能に構成されたコイル部と、少なくとも一部が前記コイル部内に引き込まれた位
置である没入位置と前記没入位置のときよりも前記コイル部から突出する位置である突出
位置とに変位可能に構成され且つ前記前後方向及び上下方向と直交する左右方向に往復移
動し得るように配置されたプランジャと、を備え、前記コイル部への通電により駆動力を
生じさせる駆動源と、
　前記駆動源の前記プランジャと連動し、且つ前記左右方向に沿ってスライド動作するよ
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うに構成された作動部材と、
　前記開閉部材の上方又は下方の位置に配置されるとともに前記作動部材及び前記開閉部
材と連動するように構成され、前記作動部材が前記左右方向に移動する際に、前記開閉部
材を前記前後方向に移動させるように力を伝達する伝達機構と、
を備え、
　前記伝達機構は、
　前記上下方向に沿った第一回動軸線回りに回動可能に保持され、前記作動部材からの力
が伝達されて回動動作する第一伝達部材と、
　前記上下方向に沿った第二回動軸線回りに回動可能に保持され、前記第一伝達部材と連
動して回動動作する第二伝達部材と、
を備え、
　前記第一伝達部材は、前記第二回動軸線寄りの一端側に設けられる第一連動手段と、前
記開閉部材に作用する第一作用部が設けられており、
　前記第二伝達部材は、前記第一回動軸線寄りの一端側に設けられる第二連動手段と、前
記開閉部材に作用する第二作用部が設けられており、
　前記第一連動手段と前記第二連動手段との連係によって前記第一伝達部材と前記第二伝
達部材とが連動して回動し、前記第一伝達部材の前記第一作用部が前方移動する第一方向
に回動する際には、前記第一作用部と前記第二作用部とが同期して前記開閉部材を前方に
スライド動作させるように作用し、前記第一伝達部材の前記第一作用部が後方移動する第
二方向に回動する際には、前記第一作用部と前記第二作用部とが同期して前記開閉部材を
後方にスライド動作させるように作用する構成となっており、
　前記筐体は、前記第一伝達部材及び前記第二伝達部材を回動可能に保持する支持壁を備
え、
　前記第一伝達部材及び前記第二伝達部材には、前記第一連動手段と前記第二連動手段と
が連係した状態のときに互いに重なり合う重合部がそれぞれ形成され、
　前記第一伝達部材及び前記第二伝達部材のうちの、前記支持壁から離れる側に前記重合
部が配置されてなる一方の伝達部材を少なくとも保持対象とし、当該一方の伝達部材が前
記支持壁から離脱することを防止する離脱防止手段が設けられ、
　前記一方の伝達部材の前記重合部が、他方の伝達部材の前記重合部に重合することで、
前記他方の伝達部材の抜脱方向への移動を規制し、前記他方の伝達部材が前記支持壁から
離脱することを防止する構成である遊技機用可変入賞装置。
【請求項７】
　前記離脱防止手段は、前記支持壁に固定されるとともに前記一方の伝達部材を回動可能
に保持し且つ前記一方の伝達部材が前記支持壁とは反対側に移動することを規制する抜け
止め部材を備えることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の遊技機用可変入賞装置
。
【請求項８】
　前記開閉部材は、少なくとも前記開放位置のときに前記抜け止め部材と上下に重なる状
態で配置される請求項７に記載の遊技機用可変入賞装置。
【請求項９】
　前記開閉部材は、少なくとも前記閉鎖部が前記左右方向に対して傾斜して配置され、少
なくとも前記開放位置のときには、他部材を介さずに前記抜け止め部材と上下に対向する
構成となっており、
　前記抜け止め部材の上端位置が、前記開閉部材の下傾側端部位置よりも上方位置となっ
ている請求項７又は請求項８に記載の遊技機用可変入賞装置。
【請求項１０】
　前記支持壁には前記他方の伝達部材を回動可能に保持しつつ嵌合する嵌合部が形成され
、
　前記他方の伝達部材には、前記嵌合部と嵌合する被嵌合部が形成されており、
　前記嵌合部及び前記被嵌合部の両上端位置は、前記抜け止め部材の上端位置よりも下位
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置となっており、
　前記開閉部材の前記閉鎖部は、前記左右方向に対して傾斜して配置され、前記一方の伝
達部材の回動軸線側よりも前記他方の伝達部材の回動軸線側のほうが低くなる傾斜状態と
なっている請求項７から請求項９のいずれか一項に記載の遊技機用可変入賞装置。
【請求項１１】
　前記開閉部材の下方側に前記支持壁が配置され、
　前記支持壁の上面部には、上方側に突出するとともに前記他方の伝達部材を回動可能に
保持する軸部が形成され、
　前記他方の伝達部材には、前記軸部と嵌合する孔部が形成されており、
　少なくとも前記開閉部材が前記開放位置にあるときに、前記軸部の上端部及び前記孔部
の上端部が、他部材を介さずに前記開閉部材と対向する構成である請求項７から請求項１
０のいずれか一項に記載の遊技機用可変入賞装置。
【請求項１２】
　少なくとも前記開閉部材が前記開放位置にあるときには、前記開閉部材において前記軸
部と上下に重なる部分の少なくとも一部が、前記抜け止め部材の上端位置よりも下位置に
配置される請求項１１に記載の遊技機用可変入賞装置。
【請求項１３】
　前記第一伝達部材が前記一方の伝達部材として構成され、前記第二伝達部材が前記他方
の伝達部材として構成され、
　前記開閉部材は、少なくとも前記開放位置のときに前記第一伝達部材及び前記第二伝達
部材の両回動軸線上の位置に配置されるとともに前記第一回動軸線側よりも前記第二回動
軸線側のほうが低位置となるように前記左右方向に対して傾斜した構成をなす傾斜部と、
前記傾斜部に連結されるとともに前記左右方向に沿った下面が構成される対向壁部と、を
備え、
　前記対向壁部の下面が前記第二伝達部材における前記第二作用部側の上面と対向して配
置され、且つ前記対向壁部に形成された被作用部が前記第二作用部からの作用を受ける構
成となっている前請求項５から請求項１２のいずれか一項に記載の遊技機用可変入賞装置
。
【請求項１４】
　前記第一伝達部材が前記一方の伝達部材として構成され、前記第二伝達部材が前記他方
の伝達部材として構成され、
　前記開閉部材は、少なくとも前記開放位置のときに前記第一伝達部材及び前記第二伝達
部材の両回動軸線上の位置に配置されるとともに前記第一回動軸線側よりも前記第二回動
軸線側のほうが低位置となるように前記左右方向に対して傾斜した構成をなす傾斜部と、
前記傾斜部に連設されるとともに前記左右方向に沿った下面が構成される対向壁部と、を
備え、
　前記第二伝達部材は、前記支持壁と対向する板状の対向部と、前記対向部に連設された
筒状部とを備え、前記対向部に前記第二作用部が形成され、前記筒状部に前記孔部が形成
されており、
　前記対向壁部の下面が、前記軸部の上端部及び前記筒状部の上端部よりも下位置におい
て前記対向部における前記第二作用部側の上面と対向して配置され、且つ前記対向壁部に
形成された被作用部が前記第二作用部からの作用を受ける構成となっている請求項１１又
は請求項１２に記載の遊技機用可変入賞装置。
【請求項１５】
　請求項１から請求項１４のいずれか一項に記載の遊技機用可変入賞装置を備えた遊技機
。
【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。
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【背景技術】
【０００２】
　従来から提供されている遊技機用可変入賞装置として、開閉部材が前後にスライド動作
する方式のものがある。例えば、特許文献１で開示される入賞装置は、入賞口を開閉する
開閉扉（開閉部材）が前後にスライドし得る構成で配置されている。また、シリンダーが
前後に往復動し得るようにソレノイドが配置され、そのシリンダーに開閉扉の後端が固着
されている。そして、ソレノイドのオンオフ動作によってシリンダーが前後に動作し、そ
のシリンダーの動作に伴って開閉扉が前後にスライド動作するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２４７７４６号公報
【特許文献２】特許５０５５４０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１で開示される入賞装置のように、開閉部材をスライド動作さ
せるために開閉部材の一箇所のみに力を作用させる構成（即ち、開閉部材の一箇所のみを
押したり引っ張ったりする構成）では、開閉部材の全体にバランス良く力が伝わりにくい
という問題がある。このため、開閉部材がスライド動作する際にねじれ等の不具合が生じ
、円滑にスライド動作が行われない虞がある。
【０００５】
　このような問題を解消しようとする技術として、特許文献２のような技術が提案されて
いる。この技術では、ソレノイドのプランジャに第１リンク部材が一体的に連結されてお
り、この第１リンク部材が２つのリンク部材（第２リンク部材、第３リンク部材）に作用
するようになっている。そして、これら２つのリンク部材が開閉扉の２位置にそれぞれ作
用し、プランジャの左右動作を開閉扉（開閉部材）の前後動作に変換するようになってい
る。
【０００６】
　しかしながら、特許文献２の構成では、開閉扉（開閉部材）に作用する２つのリンク部
材が互いに接触しておらず、２つのリンク部材がそれぞれ独立して第１リンク部材から作
用を受ける構成であるため、同期した動作が良好に行われない虞がある。特に、引用文献
２の構成は、第１リンク部材と第２リンク部材との間で力が作用する部分にある程度のク
リアランスが存在し、第１リンク部材と第３リンク部材との間で力が作用する部分にもあ
る程度のクリアランスが存在している。このため、第１リンク部材が移動する際に、第２
リンク部材の移動タイミングと第３リンク部材の移動タイミングとが若干ずれてしまった
り、第１リンク部材に対する姿勢が、第２リンク部材と第３リンク部材とで若干異なって
しまったりする虞がある。このような「ずれ」が大きいと、両リンク部材からの力が開閉
部材に作用する２位置において力の偏りやタイミングのずれが大きくなり、開閉部材のス
ライド動作がスムーズに行われない虞がある。
【０００７】
　本発明は、駆動源で生じた力をバランスよく開閉部材に伝達することができ、開閉部材
をより円滑にスライドさせることが可能な遊技機用可変入賞装置及び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】
【０００８】
　第一の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、
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　前記誘導口を閉鎖可能な閉鎖部を備え、前記閉鎖部の少なくとも一部が前記遊技盤の前
面の前方側に配置されて前記誘導口を閉鎖する位置である閉鎖位置と、前記閉鎖位置のと
きよりも遊技球が進入しやすくなる位置である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、
　通電可能に構成されたコイル部と、少なくとも一部が前記コイル部内に引き込まれた位
置である没入位置と前記没入位置のときよりも前記コイル部から突出する位置である突出
位置とに変位可能に構成され且つ前記前後方向及び上下方向と直交する左右方向に往復移
動し得るように配置されたプランジャと、を備え、前記コイル部への通電により駆動力を
生じさせる駆動源と、
　前記駆動源の前記プランジャと連動し、且つ前記左右方向に沿ってスライド動作するよ
うに構成された作動部材と、
　前記開閉部材の上方又は下方の位置に配置されるとともに前記作動部材及び前記開閉部
材と連動するように構成され、前記作動部材が前記左右方向に移動する際に、前記開閉部
材を前記前後方向に移動させるように力を伝達する伝達機構と、
を備え、
　前記伝達機構は、
　前記上下方向に沿った第一回動軸線回りに回動可能に保持され、前記作動部材からの力
が伝達されて回動動作する第一伝達部材と、
　前記上下方向に沿った第二回動軸線回りに回動可能に保持され、前記第一伝達部材と連
動して回動動作する第二伝達部材と、
を備え、
　前記第一伝達部材は、前記第二回動軸線寄りの一端側に設けられる第一連動手段と、前
記開閉部材に作用する第一作用部が設けられており、
　前記第二伝達部材は、前記第一回動軸線寄りの一端側に設けられる第二連動手段と、前
記開閉部材に作用する第二作用部が設けられており、
　前記第一連動手段と前記第二連動手段との連係によって前記第一伝達部材と前記第二伝
達部材とが連動して回動し、前記第一伝達部材の前記第一作用部が前方移動する第一方向
に回動する際には、前記第一作用部と前記第二作用部とが同期して前記開閉部材を前方に
スライド動作させるように作用し、前記第一伝達部材の前記第一作用部が後方移動する第
二方向に回動する際には、前記第一作用部と前記第二作用部とが同期して前記開閉部材を
後方にスライド動作させるように作用する構成となっており、
　更に、前記第一伝達部材には、前記作動部材に作用可能な不正阻止部が形成されており
、
　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に対して前記開放位置に向かわ
せる方向の外力が加えられた場合に、前記開閉部材と連動する前記第一伝達部材における
前記不正阻止部の移動が前記作動部材によって規制され、前記第一伝達部材が前記第二方
向へ回動することが規制されることで、前記開閉部材が前記開放位置へ移動することが阻
止される構成となっている。
【０００９】
　第二の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、
　前記誘導口を閉鎖可能な閉鎖部を備え、前記閉鎖部の少なくとも一部が前記遊技盤の前
面の前方側に配置されて前記誘導口を閉鎖する位置である閉鎖位置と、前記閉鎖位置のと
きよりも遊技球が進入しやすくなる位置である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、
　通電可能に構成されたコイル部と、少なくとも一部が前記コイル部内に引き込まれた位
置である没入位置と前記没入位置のときよりも前記コイル部から突出する位置である突出
位置とに変位可能に構成され且つ前記前後方向及び上下方向と直交する左右方向に往復移
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動し得るように配置されたプランジャと、を備え、前記コイル部への通電により駆動力を
生じさせる駆動源と、
　前記駆動源の前記プランジャと連動し、且つ前記左右方向に沿ってスライド動作するよ
うに構成された作動部材と、
　前記開閉部材の上方又は下方の位置に配置されるとともに前記作動部材及び前記開閉部
材と連動するように構成され、前記作動部材が前記左右方向に移動する際に、前記開閉部
材を前記前後方向に移動させるように力を伝達する伝達機構と、
を備え、
　前記伝達機構は、
　前記上下方向に沿った第一回動軸線回りに回動可能に保持され、前記作動部材からの力
が伝達されて回動動作する第一伝達部材と、
　前記上下方向に沿った第二回動軸線回りに回動可能に保持され、前記第一伝達部材と連
動して回動動作する第二伝達部材と、
を備え、
　前記第一伝達部材は、前記第二回動軸線寄りの一端側に設けられる第一連動手段と、前
記開閉部材に作用する第一作用部が設けられており、
　前記第二伝達部材は、前記第一回動軸線寄りの一端側に設けられる第二連動手段と、前
記開閉部材に作用する第二作用部が設けられており、
　前記第一連動手段と前記第二連動手段との連係によって前記第一伝達部材と前記第二伝
達部材とが連動して回動し、前記第一伝達部材の前記第一作用部が前方移動する第一方向
に回動する際には、前記第一作用部と前記第二作用部とが同期して前記開閉部材を前方に
スライド動作させるように作用し、前記第一伝達部材の前記第一作用部が後方移動する第
二方向に回動する際には、前記第一作用部と前記第二作用部とが同期して前記開閉部材を
後方にスライド動作させるように作用する構成となっており、
　前記筐体は、前記第一伝達部材及び前記第二伝達部材を回動可能に保持する支持壁を備
え、
　前記第一伝達部材及び前記第二伝達部材には、前記第一連動手段と前記第二連動手段と
が連係した状態のときに互いに重なり合う重合部がそれぞれ形成され、
　前記第一伝達部材及び前記第二伝達部材のうちの、前記支持壁から離れる側に前記重合
部が配置されてなる一方の伝達部材を少なくとも保持対象とし、当該一方の伝達部材が前
記支持壁から離脱することを防止する離脱防止手段が設けられ、
　前記一方の伝達部材の前記重合部が、他方の伝達部材の前記重合部に重合することで、
前記他方の伝達部材の抜脱方向への移動を規制し、前記他方の伝達部材が前記支持壁から
離脱することを防止する構成である。
【００１０】
　第三の発明の遊技機は、上述した遊技機用可変入賞装置を備えるものである。
【発明の効果】
【００１１】
　第一の発明では、作動部材からの力を受けて第一伝達部材が第一方向に回動する際に、
第一連動手段と第二連動手段との連係によって第二伝達部材が連動し、第一作用部と第二
作用部とが同期して前方移動することになる。そして、これら第一作用部及び第二作用部
の両作用を受けて開閉部材が前方にスライド動作する。また、作動部材からの力を受けて
第一伝達部材が第二方向に回動する際にも、第一連動手段と第二連動手段との連係によっ
て第二伝達部材が連動し、第一作用部と第二作用部とが同期して後方移動することになる
。そして、これら第一作用部及び第二作用部の両作用を受けて開閉部材が後方にスライド
動作する。つまり、開閉部材を開く際にも、閉じる際にも、第一作用部及び第二作用部を
作用させて少なくとも２位置で開閉部材を導くことができる。よって、開閉動作時に力が
一箇所に集中することに起因する開閉部材のねじれ等を抑えることができ、円滑に開閉部
材をスライドさせやすくなる。しかも、第一伝達部材と第二伝達部材は第一連動手段と第
二連動手段との連係によって互いに接触しつつ連動するため、第一作用部と第二作用部の
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同期のズレ等が生じにくくなり、開閉部材をより安定的にスライドさせやすくなる。
　更に、第一伝達部材には、作動部材に作用可能な不正阻止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に対して開放位置に向かわせる方向の外力が加え
られた場合に、開閉部材と連動する第一伝達部材における不正阻止部の移動が作動部材に
よって規制され、第一伝達部材が第二方向へ回動することが規制される。そして、このよ
うな規制によって開閉部材が開放位置へ移動することが阻止される。つまり、本発明では
、駆動源に基づく正常な開放動作がなされるときには開閉部材を良好にスライド動作させ
ることができ、他方、駆動源に基づかない不正な開放操作がなされるときには、不正阻止
部の移動を作動部材によって規制して第一伝達部材を回動させないようにし、開閉部材の
開放を阻止することができる。
　しかも、不正操作時には、第一伝達部材の回動を規制することで、これと歯車伝動する
第二伝達部材の回動も規制することができ、開閉部材は、第一作用部及び第二作用部が作
用する二位置で移動が規制されることになる。例えば、開閉部材の一箇所のみに力を加え
て不正移動を規制するような構成では、強い操作力が加えられた場合に開閉部材が捻じれ
たり歪んだりして一部が開放してしまったり、或いは捻じれ等を原因として規制が解除さ
れてしまったりする虞があるが、本発明のように２つの作用部を作用させて不正開放を阻
止する構成とすれば、このような問題がより生じにくくなる。
【００１２】
　本発明において、作動部材には、第一伝達部材の回動領域に臨んで配置されるとともに
第一伝達部材によって押圧可能に構成され且つ左右方向に沿ってスライド動作する係合部
が形成されていてもよく、第一伝達部材には、係合部と接触可能な被係合部が形成されて
いてもよい。この場合、開閉部材が閉鎖位置にある状態で駆動源が駆動して作動部材がス
ライド動作する際には、作動部材の係合部が第一伝達部材の被係合部を押圧しつつ移動さ
せることで第一伝達部材が第二方向に回動し、この回動に伴って開閉部材が後方にスライ
ド動作して開放位置に変位する構成であることが望ましい。更に、開閉部材が閉鎖位置に
ある状態で当該開閉部材に対して開放位置に向かわせる方向の外力が加えられた場合には
、当該開閉部材と連動する第一伝達部材において不正阻止部を左右方向と交差する方向に
向かわせる力が生じるとともに、その交差する方向に向かおうとする不正阻止部が係合部
に接触して規制され、当該開閉部材の開放位置への移動が阻止される構成であることが望
ましい。
　この構成では、作動部材については、「係合部の移動方向がスライド方向に限定される
構造」とし、第一伝達部材については、「不正開放操作時に被係合部が交差方向（スライ
ド方向に対して交差する方向）に移動して係合部に干渉する構造」とする、というより簡
易な構成により、正規開放と不正阻止を共に実現でき且つ安定的な不正阻止が可能となる
。
【００１３】
　本発明において、筐体は、上下方向において第一伝達部材と作動部材との間に介在し、
且つ左右方向に沿って延びる溝部が形成されてなる板状部を備えていてもよい。そして、
作動部材の係合部は、溝部を上下に貫通して配置されるとともに溝部よりも第一伝達部材
側に突出した形で配置されていてもよく、第一伝達部材には、係合部と接触可能に構成さ
れ且つ係合部の外周面と対向して配置される接触壁が設けられ、接触壁が被係合部及び不
正阻止部を構成していてもよい。この場合、開閉部材が閉鎖位置にある状態で当該開閉部
材に対して開放位置に向かわせる方向の外力が加えられた場合には、当該開閉部材と連動
する第一伝達部材において接触壁の一部をなす不正阻止部が係合部を左右方向と交差する
方向に押圧し、係合部が押圧力によって、溝部の内壁に支持され受けられることで、不正
阻止部の移動が規制される構成であることが望ましい。
　この構成では、開閉部材が閉鎖位置にある状態で開閉部材に対して開放位置に向かわせ
ようとする不正な操作がなされた場合、不正阻止部の移動を係合部によって規制するだけ
でなく、不正阻止部によって押される係合部についても、溝部の内壁で支持して移動を規
制することができる。従って、不正操作時に係合部によって不正阻止部の移動を規制した
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際に、係合部にずれが生じたり、係合部が撓んだりしてしまうことを抑制し、係合部の変
位や変形に起因する規制不良を防ぎやすくなる。
【００１４】
　本発明において、不正阻止部は、左右方向において第一伝達部材の第一回動軸線と第二
伝達部材の第二回動軸線との間の領域に設けられていてもよい。
　このように両伝達部材の両回動軸線よりも内側に不正阻止部を配置すれば、不正開放操
作時には、特に第一連動手段付近の回動をより確実に規制することができ、第一連動手段
と連係する第二連動手段の回動もより確実に規制することができる。例えば、仮に第一作
用部側に強い力が加わって第一伝達部材に若干の撓みや変形が生じたとしても、第一連動
手段付近の回動はより確実に規制されるため、第二連動手段付近が連動してしまうような
ことが抑えられる。同様に、仮に第二作用部側に強い力が加わって第二伝達部材に若干の
撓みや変形が生じたとしても、第二連動手段付近の回動はより確実に規制されるため、第
一連動手段付近が連動してしまうようなことが抑えられる。
【００１５】
　本発明において、筐体は、第一伝達部材及び第二伝達部材を回動可能に保持する支持壁
を備えていてもよく、第一伝達部材及び第二伝達部材には、第一連動手段と第二連動手段
とが連係した状態のときに互いに重なり合う重合部がそれぞれ形成されていてもよい。そ
して、第一伝達部材及び第二伝達部材のうちの、支持壁から離れる側に重合部が配置され
てなる一方の伝達部材を少なくとも保持対象とし、当該一方の伝達部材が支持壁から離脱
することを防止する離脱防止手段が設けられ、一方の伝達部材の重合部が、他方の伝達部
材の重合部に重合することで、他方の伝達部材の抜脱方向への移動を規制し、他方の伝達
部材が支持壁から離脱することを防止する構成であってもよい。
　この構成では、第一伝達部材及び第二伝達部材をいずれも支持壁によって回動可能に保
持することができ、少なくとも一方の伝達部材については、離脱防止手段によって支持壁
からの離脱防止を図り、保持の安定化を図ることができる。また、他方の伝達部材につい
ては、その重合部が、離脱防止が図られた一方の伝達部材の重合部によって規制され、支
持壁からの離脱が防止される。つまり、両伝達部材を支持壁に安定的に保持しておくこと
ができる得る構成を、大掛かりな構成を用いることなく簡易に実現できる。しかも、重合
部の規制効果により、他方の伝達部材が一方の伝達部材に対して上下方向一方側に離れす
ぎない構成となるため、第一連動手段と第二連動手段の連係状態が安定的に維持されやす
くなる。
【００１６】
　第二の発明では、作動部材からの力を受けて第一伝達部材が第一方向に回動する際に、
第一連動手段と第二連動手段との連係によって第二伝達部材が連動し、第一作用部と第二
作用部とが同期して前方移動することになる。そして、これら第一作用部及び第二作用部
の両作用を受けて開閉部材が前方にスライド動作する。また、作動部材からの力を受けて
第一伝達部材が第二方向に回動する際にも、第一連動手段と第二連動手段との連係によっ
て第二伝達部材が連動し、第一作用部と第二作用部とが同期して後方移動することになる
。そして、これら第一作用部及び第二作用部の両作用を受けて開閉部材が後方にスライド
動作する。つまり、開閉部材を開く際にも、閉じる際にも、第一作用部及び第二作用部を
作用させて少なくとも２位置で開閉部材を導くことができる。よって、開閉動作時に力が
一箇所に集中することに起因する開閉部材のねじれ等を抑えることができ、円滑に開閉部
材をスライドさせやすくなる。しかも、第一伝達部材と第二伝達部材は、第一連動手段と
第二連動手段との連係によって互いに接触しつつ連動するため、第一作用部と第二作用部
の同期のズレ等が生じにくくなり、開閉部材をより安定的にスライドさせやすくなる。
　更に、筐体は、第一伝達部材及び第二伝達部材を回動可能に保持する支持壁を備え、第
一伝達部材及び第二伝達部材には、第一連動手段と第二連動手段とが連係した状態のとき
に互いに重なり合う重合部がそれぞれ形成され、第一伝達部材及び第二伝達部材のうちの
、支持壁から離れる側に重合部が配置されてなる一方の伝達部材を少なくとも保持対象と
し、当該一方の伝達部材が支持壁から離脱することを防止する離脱防止手段が設けられ、
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一方の伝達部材の重合部が、他方の伝達部材の重合部に重合することで、他方の伝達部材
の抜脱方向への移動を規制し、他方の伝達部材が支持壁から離脱することを防止する構成
となっている。
　この構成では、第一伝達部材及び第二伝達部材をいずれも支持壁によって回動可能に保
持することができ、少なくとも一方の伝達部材については、離脱防止手段によって支持壁
からの離脱防止を図り、保持の安定化を図ることができる。また、他方の伝達部材につい
ては、その重合部が、離脱防止が図られた一方の伝達部材の重合部によって規制され、支
持壁からの離脱が防止される。つまり、両伝達部材を支持壁に安定的に保持しておくこと
ができる得る構成を、大掛かりな構成を用いることなく簡易に実現できる。しかも、重合
部の規制効果により、他方の伝達部材が一方の伝達部材に対して上下方向一方側に離れす
ぎない構成となるため、第一連動手段と第二連動手段との連係状態が安定的に維持されや
すくなる。
【００１７】
　本発明において、離脱防止手段は、支持壁に固定されるとともに一方の伝達部材を回動
可能に保持し且つ一方の伝達部材が支持壁とは反対側に移動することを規制する抜け止め
部材を備える。
　この構成によれば、一方の伝達部材を、支持壁に固定される抜け止め部材によってより
安定的に支持壁に保持することができる。また、支持壁に安定的に保持された一方の伝達
部材によって他方の伝達部材の移動（支持壁から離れる方向への離脱）が規制されるため
、他方の伝達部材についても、安定的に支持壁に保持することができる。
【００１８】
　本発明において、開閉部材は、少なくとも開放位置のときに抜け止め部材と上下に重な
る状態で配置されるように構成されていてもよい。
　この構成によれば、抜け止め部材の上側のスペースを開閉部材の退避スペースとして利
用することができるため、前後方向の嵩張りを抑えやすい効率的な配置が可能となる。ま
た、抜け止め部材と２つの重合部の重合構造とによって２つの伝達部材を規制しているた
め、２つの伝達部材の上側の保持構造を簡素化させやすくなる。従って、抜け止め部材と
開閉部材とが上下に重なる構成を、上下方向の嵩張りが抑えた形で実現しやすくなる。
【００１９】
　本発明において、開閉部材は、少なくとも閉鎖部が左右方向に対して傾斜して配置され
、少なくとも開放位置のときには、他部材を介さずに抜け止め部材と上下に対向する構成
となっていてもよい。そして、抜け止め部材の上端位置が、開閉部材の下端位置よりも上
方位置となっていてもよい。
　この構成によれば、閉鎖部を傾斜させて配置する構成において、上下方向の嵩張りを抑
えた効率的な配置が可能となる。特に、開閉部材の下端位置を抜け止め部材の上端位置よ
りも下位置にするような近接構造となり、傾斜する閉鎖部が両伝達部材から離れすぎない
ようなコンパクトな配置が可能となる。
【００２０】
　本発明において、支持壁には他方の伝達部材を回動可能に保持しつつ嵌合する嵌合部が
形成され、他方の伝達部材には、嵌合部と嵌合する被嵌合部が形成されており、嵌合部及
び被嵌合部の両上端位置は、抜け止め部材の上端位置よりも下位置となっており、開閉部
材の閉鎖部は、左右方向に対して傾斜して配置され、一方の伝達部材の回動軸線側よりも
他方の伝達部材の回動軸線側のほうが低くなる傾斜状態となっていてもよい。
　この構成によれば、両伝達部材の上面側における左右の高低関係に対応させて閉鎖部を
傾斜配置することができ、両伝達部材と閉鎖部を近接させやすくなるため、より効率的に
配置しやすくなる。
【００２１】
　本発明において、開閉部材の下方側に支持壁が配置され、支持壁の上面部には、上方側
に突出するとともに他方の伝達部材を回動可能に保持する軸部が形成され、他方の伝達部
材には、軸部と嵌合する孔部が形成されており、少なくとも開閉部材が開放位置にあると
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きに、軸部の上端部及び孔部の上端部が、他部材を介さずに開閉部材と対向する構成であ
ってもよい。
　このように軸部と孔部との嵌合構造の上方において、他部材を介さずに開閉部材をさせ
る構造とすれば、開閉部材を他方の伝達部材側に一層接近させやすくなり、上下方向のサ
イズをより低減しやすくなる。また、単に、軸部と孔部の嵌合構造の上方に他部材（抜け
止め用の部材など）を設けない構成では、他方の伝達部材が上方に移動して支持壁から離
脱してしまう虞があるが、一方の伝達部材が抜け止め部材によって保持され、その重合部
によって他方の伝達部材が離脱しないように抑えられるため、上記他部材を省略した簡略
構造であっても、他方の伝達部材が安定的に保持されることになる。
【００２２】
　本発明において、少なくとも開閉部材が開放位置にあるときには、開閉部材において軸
部と上下に重なる部分の少なくとも一部が、抜け止め部材の上端位置よりも下位置に配置
されていてもよい。
　このように、軸部の上方側の構造が簡素化されている点を利用し、抜け止め部材の上端
位置よりも低位置となるまで、開閉部材の片側を他方の伝達部材に接近させれば、上下方
向の嵩張りが一層抑えられる。
【００２３】
　本発明において、第一伝達部材が一方の伝達部材として構成され、第二伝達部材が他方
の伝達部材として構成されていてもよい。そして、開閉部材が、少なくとも開放位置のと
きに第一伝達部材及び第二伝達部材の両回動軸線上の位置に配置されるとともに第一回動
軸線側よりも第二回動軸線側のほうが低位置となるように左右方向に対して傾斜した構成
をなす傾斜部と、傾斜部に連設されるとともに左右方向に沿った下面が構成される対向壁
部と、を備えていてもよい。そして、対向壁部の下面が第二伝達部材における第二作用部
側の上面と対向して配置され、且つ対向壁部に形成された被作用部が第二作用部からの作
用を受ける構成となっていてもよい。
　このように、開閉部材において左右方向に沿った下面が構成されるように対向壁部を設
け、対向壁部の下面を第二伝達部材における第二作用部側の上面と対向させるようにすれ
ば、傾斜部の低位置側に連設される対向壁部を第二伝達部材の端部側のガイドとして兼用
することができ、第二伝達部材の端部側（第二作用部側）が上（抜脱方向）にずれること
を抑えることができる。しかも、このようにガイドとして近接する対向壁部において被作
用部が形成され、第二作用部からの作用を受けるようになっているため、被作用部と第二
作用部とが良好に作用しやすくなる。
【００２４】
　本発明において、第一伝達部材が一方の伝達部材として構成され、第二伝達部材が他方
の伝達部材として構成されていてもよい。そして、開閉部材は、少なくとも開放位置のと
きに第一伝達部材及び第二伝達部材の両回動軸線上の位置に配置されるとともに第一回動
軸線側よりも第二回動軸線側のほうが低位置となるように左右方向に対して傾斜した構成
をなす傾斜部と、傾斜部に連結されるとともに左右方向に沿った下面が構成される対向壁
部と、を備えていてもよい。そして、第二伝達部材は、支持壁と対向する板状の対向部と
、対向部に連結された筒状部とを備えていてもよく、対向部に第二作用部が形成され、筒
状部に孔部が形成されていてもよい。そして、対向壁部の下面が、軸部の上端部及び筒状
部の上端部よりも下位置において対向部における第二作用部側の上面と対向して配置され
、且つ対向壁部に形成された被作用部が第二作用部からの作用を受ける構成となっていて
もよい。
　このように、開閉部材において左右方向に沿った下面が構成されるように対向壁部を設
け、対向壁部の下面を第二伝達部材における第二作用部側の上面と対向させるようにすれ
ば、傾斜部の低位置側に連結される対向壁部を第二伝達部材の端部側のガイドとして兼用
することができ、第二伝達部材の端部側（第二作用部側）が上（抜脱方向）にずれること
を抑えることができる。しかも、このようにガイドとして近接する対向壁部において被作
用部が形成され、第二作用部からの作用を受けるようになっているため、被作用部と第二
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作用部とが良好に作用しやすくなる。更に、筒状部については相対的に高く構成してより
安定的な嵌合を可能とし、対向部については相対的に低く構成して部品自体の小型化に寄
与する構成としつつ、低位置で対向壁部のガイドを受ける構成とすることができる。
【００２５】
　第三の発明によれば第一の発明又は第二の発明と同様の効果を奏する遊技機を実現でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、実施例１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、実施例１の遊技機用可変入賞装置について、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、開閉部材が開
放位置にあるときの図２（Ａ）に対応する図である。
【図３】図３（Ａ）は、実施例１の遊技機用可変入賞装置の平面図であり、図３（Ｂ）は
、開閉部材が開放位置にあるときの図３（Ａ）に対応する図である。
【図４】図４は、実施例１の遊技機用可変入賞装置の正面図である。
【図５】図５（Ａ）は、実施例１の遊技機用可変入賞装置の底面図であり、図５（Ｂ）は
、開閉部材が開放位置にあるときの図５（Ａ）に対応する図である。
【図６】図６は、実施例１の遊技機用可変入賞装置の背面図である。
【図７】図７は、実施例１の遊技機用可変入賞装置の側面図である。
【図８】図８（Ａ）は、図３（Ａ）のＡ－Ａ断面を概略的に示す断面図であり、図８（Ｂ
）は、図３（Ａ）のＢ－Ｂ断面を概略的に示す断面図である。
【図９】図９は、図４のＣ－Ｃ断面を概略的に示す断面図であり、遊技盤等を仮想線で併
せて示すものである。
【図１０】図１０は、実施例１の遊技機用可変入賞装置の分解斜視図である。
【図１１】図１１は、実施例１の遊技機用可変入賞装置を図１０とは異なる方向から見た
分解斜視図である。
【図１２】図１２（Ａ）は、実施例１の遊技機用可変入賞装置において開閉部材を仮想線
で示した平面図であり、図１２（Ｂ）は、駆動源を駆動して開閉部材を開放位置に移動さ
せたときの図１２（Ａ）に対応する図である。
【図１３】図１３は、実施例１の遊技機用可変入賞装置において、閉鎖位置にあった開閉
部材に対して不正開放操作が行われたときの様子を示す説明図である。
【図１４】図１４は、図１３の一部を拡大して説明する説明図である。
【図１５】図１５（Ａ）は、実施例２の遊技機用可変入賞装置において開閉部材を仮想線
で示した平面図であり、図１５（Ｂ）は、駆動源を駆動して開閉部材を開放位置に移動さ
せたときの図１５（Ａ）に対応する図である。
【図１６】図１６は、実施例２の遊技機用可変入賞装置において、閉鎖位置にあった開閉
部材に対して不正開放操作が行われたときの様子を示す説明図である。
【図１７】図１７は、実施例３の遊技機用可変入賞装置において開閉部材を仮想線で示し
た平面図である。
【図１８】図１８（Ａ）は、実施例４の遊技機用可変入賞装置において開閉部材を仮想線
で示した平面図であり、図１８（Ｂ）は、図１８（Ａ）のＤ－Ｄ断面を概略的に示す断面
図である。
【図１９】図１９（Ａ）は、実施例５の遊技機用可変入賞装置において開閉部材を仮想線
で示した平面図であり、図１９（Ｂ）は、図１９（Ａ）のＥ－Ｅ断面を概略的に示す断面
図である。
【図２０】図２０（Ａ）は、実施例６の遊技機用可変入賞装置において開閉部材を仮想線
で示した平面図であり、図２０（Ｂ）は、駆動源を駆動して開閉部材を開放位置に移動さ
せたときの図２０（Ａ）に対応する図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２７】
　＜実施例１＞
　以下、本発明に係る遊技機用可変入賞装置及びそれを備えた遊技機を具現化した実施例
１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（遊技盤２の前面２Ｂ：図９参照）に沿って遊技球の発射を誘導する
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略円形状の
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の側方に、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との間を遊技球が流下するように構成され
ている。
【００２８】
　（遊技機用可変入賞装置の基本構成）
　次に、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、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１４を備えている。図２、図３のように、誘導口１４は、後述する開閉
部材２０によって開閉される構成をなしており、図２（Ｂ）、図３（Ｂ）のように開閉部
材２０が開放位置となったときに誘導口１４が開放状態となり、前面２Ｂ（図１、図９）
に沿って流下する遊技球を誘導口１４から内部に誘導（入賞）することができるようにな
っている。また、図２（Ａ）、図３（Ａ）のように、開閉部材２０が閉塞位置となったと
きには、誘導口１４が閉鎖状態となり、このときには、遊技盤２（図１）に沿って流下す
る遊技球が誘導口１４から内部に入り込まないことになる。なお、図１等で示す入賞装置
１０の代表例では、誘導口１４が大入賞口として機能するアタッカーとしての例を示すが
、開閉部材２０がスライドして誘導口１４を開閉し、遊技球が誘導口１４から入賞し得る
構成であれば役物等の様々な入賞装置に適用できることは勿論である。
【００２９】
　なお、図２～図８、図１０～図１３では、入賞装置１０の前面部を構成する前飾板１２
Ａ（図１、図９）や、遊技盤２に固定される台板部材１２Ｂ（図１、図９）などを省略し
て示している。また、図９では、遊技盤２（前面２Ｂ）を二点鎖線にて仮想的に示してい
る。
【００３０】
　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
行な方向であって遊技領域を遊技球が流下する方向を意味する。図１の例では、前面視長
方形状に構成される遊技機１の長手方向が上下方向である。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。図１の例では、前面視長方
形状に構成される遊技機１の短手方向が左右方向である。なお、遊技機前方側から見て左
側を左方向、右側を右方向とする。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。
【００３１】
　ここで、図２～図１３等を参照し、入賞装置１０を構成する各部品の基本構成を説明す
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る。入賞装置１０は、駆動源４０、作動部材３０、伝達機構５０、開閉部材２０、筐体１
２、球検出部９８などを備える。
【００３２】
　まず、入賞装置１０の動力源となる駆動源４０について説明する。駆動源４０は、図５
のような構造となっており、通電可能に構成されたコイル部４２と、軸状に構成されたプ
ランジャ４４と、コイルばねとして構成されたばね部材４６とを備えている（図８、図９
、図１０、図１１も参照）。そして、駆動源４０は、プランジャ４４を図５（Ｂ）で示す
没入位置（少なくとも一部がコイル部４２内に引き込まれた位置）と、図５（Ａ）で示す
突出位置（没入位置のときよりもコイル部４２から突出する位置）とに変位させ得るソレ
ノイドとして構成され、プランジャ４４を左右方向に往復移動させ得るアクチュエータと
して機能する。駆動源４０は、図９のように、後述する開閉部材２０、伝達機構５０、及
び作動部材３０の下方側において遊技盤２の前面２Ｂよりも後ろ側の領域且つ後面２Ｃよ
りも前側の領域（前後方向において遊技盤２の前面２Ｂと後面２Ｃとの間の遊技盤内部領
域）にコンパクトに配置されている。
【００３３】
　図５のように、駆動源４０において、コイル部４２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、この金属コイルが通電状態のときには励磁状態となり、
金属コイルが非通電状態のときには非励磁状態となるように切り替わる。プランジャ４４
は、例えば軸状の磁性体によって構成されると共に、図８（Ａ）に示すように、その一部
がコイル部４２に形成された挿通孔４２Ａ内に挿入され、この挿通孔４２Ａに沿って移動
することによりコイル部４２に対して直線的に相対移動する。このプランジャ４４は、図
８（Ａ）に示すように、フランジ状に構成された先端部４４Ａが後述する作動部材３０の
固定部３４と係合することで作動部材３０に一体的に連結されており、プランジャ４４と
作動部材３０は、左右方向に一体的にスライド動作するようになっている。ばね部材４６
は、プランジャ４４の周囲において巻き回されたコイルばねからなり、プランジャ４４の
先端部４４Ａ（フランジ状の部分）をコイル部４２から遠ざける方向（突出する方向）に
常時押圧する形で継続的に付勢するように機能する。
【００３４】
　このように構成される駆動源４０では、コイル部４２が通電されておらずに非励磁状態
となっているときには、コイル部４２によるプランジャ４４の吸引が解除され、図８（Ａ
）のように、ばね部材４６の付勢によってプランジャ４４の先端部４４Ａがコイル部４２
から遠ざけられ、プランジャ４４は、図５（Ａ）で示すような所定の突出位置となる。一
方、コイル部４２が通電状態となって励磁状態となっているときには、図５（Ｂ）のよう
に、コイル部４２で生じた磁力により、ばね部材４６の付勢に抗してプランジャ４４がコ
イル部４２内に引き込まれ、図５（Ａ）で示す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（図５（Ｂ）参照）。このように、プランジャ４４は、こ
のコイル部４２の通電状態に応じて、コイル部４２内に引き込まれた没入位置（図５（Ｂ
））と、この没入位置のときよりもコイル部４２から突出する突出位置（図５（Ａ））と
の間で左右に直線的に移動するようになっている。
【００３５】
　次に、駆動源４０に連結される作動部材３０について説明する。
　図８のように、作動部材３０は、駆動源４０の一部をなすプランジャ４４と連動する部
材であり、左右方向に沿ってスライド動作するように構成されている。図１０、図１１で
示すように、作動部材３０は、全体としてＬ状に構成されており、プランジャ４４に固定
される固定部３４が上下方向に延び、固定部３４に連設されてなる延出部３６が左右方向
に延びている。固定部３４は、左右方向を厚さ方向とする形で略板状に構成されるととも
に延出部３６の左右方向一端部から下方に延出しており、プランジャ４４の先端部４４Ａ
と係合しつつ連結されるようになっている。延出部３６は、上下方向を厚さ方向とする形
で略板状に構成されるとともに固定部３４の上端部から左右方向に片持ち状に延びている
。具体的には、延出部３６は、図８のように、コイル部４２と伝達機構５０との間に構成
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される空間内（より具体的には、コイル部４２と支持壁８３との間に構成される空間内）
で左右方向に延びた形で配置されており、左右方向にスライド動作するように構成されて
いる。このとき、図８（Ａ）、図１１に示すように、延出部３６に左右方向に延びる形態
で形成された長孔３６Ａに筐体１２を構成する下ケース体８２から上方向に突出形成され
る突起８２Ａが遊挿されることによってガイドされ、左右方向にスムーズにスライド動作
する。
【００３６】
　図８（Ｂ）のように、作動部材３０には、延出部３６の上面部から上方に突出する形態
で突出部３２が形成されている（図９～図１１も参照）。この突出部３２は、係合部の一
例に相当し、後述する支持壁８３（板状部）に左右方向に沿って延びる長孔状に形成され
た溝部８４内に挿入されるとともに溝部８４を上下に貫通して第一伝達部材５１が回動可
能に保持される支持壁８３よりも上方に突出している。この突出部３２は、図１２のよう
に、後述する第一伝達部材５１の回動領域に臨んで配置されるとともに第一伝達部材５１
に対して押圧可能とされており、左右方向に延びる溝部８４及びプランジャ４４によって
案内される形で左右方向に沿ってスライド動作するように構成されている。
【００３７】
　このように構成される作動部材３０は、プランジャ４４と一体的に移動するようになっ
ており、図８（Ａ）（Ｂ）のようにプランジャ４４が突出位置にあるときには、先端部４
４Ａは、コイル部４２から相対的に離れた位置である左右方向第一位置に配置される。ま
た、図５（Ｂ）のようにプランジャ４４が没入位置にあるときには、先端部４４Ａは、コ
イル部４２に相対的に近づいた位置である左右方向第二位置に配置される。なお、図８（
Ａ）は、プランジャ４４が突出位置にあるときの内部構造を示しているが、没入位置にあ
るときのプランジャ４４の位置を二点鎖線によって仮想的に示している。また、図８（Ａ
）（Ｂ）では、左右方向第一位置にあるときの作動部材３０を実線で示し、左右方向第二
位置にあるときの作動部材３０を二点鎖線にて概念的に示している。
【００３８】
　次に作動部材３０から作用を受ける伝達機構５０について説明する。
　図８のように、伝達機構５０は、開閉部材２０の下方の位置に配置されるとともに作動
部材３０及び開閉部材２０と連動するように構成され、作動部材３０が左右方向に移動す
る際に、開閉部材２０を前後方向に移動させるように力を伝達する構成となっている。
【００３９】
　図８、図１２のように、伝達機構５０は、上下方向に沿った第一回動軸線Ｇ１回りに回
動可能に保持され、作動部材３０からの力が伝達されて回動動作する第一伝達部材５１と
、上下方向に沿った第二回動軸線Ｇ２回りに回動可能に保持され、第一伝達部材５１と連
動して回動動作する第二伝達部材５２とを備える。図１２で示すように、第一伝達部材５
１及び第二伝達部材５２はいずれも長手状に構成されており、伝達機構５０は、第一伝達
部材５１及び第二伝達部材５２の長手方向の端部同士を対向させた形で配置されている。
【００４０】
　第一伝達部材５１は、一方の伝達部材に相当するものであり、第二回動軸線Ｇ２寄りの
一端側（即ち、長手方向における第二伝達部材５２側）には、第二伝達部材５２と直接的
に連動するための連動手段として第一ギア５１Ａが設けられ、長手方向の他端側には、開
閉部材２０に作用する第一作用部５１Ｂが設けられている。第一作用部５１Ｂは、第一回
動軸線Ｇ１を中心とする半径方向に沿って長く構成された長孔となっている。
【００４１】
　第二伝達部材５２は、他方の伝達部材に相当するものであり、第一回動軸線Ｇ１寄りの
一端側（即ち、長手方向における第一伝達部材５１側）には、第一伝達部材５１と連動す
るための連動手段として第二ギア５２Ａが設けられ、長手方向の他端側には、開閉部材２
０に作用する第二作用部５２Ｂが設けられている。第二作用部５２Ｂは、第二回動軸線Ｇ
２を中心とする半径方向に沿って長く構成された長孔となっている。このように構成され
る伝達機構５０では、第一伝達部材５１及び第二伝達部材５２がそれぞれ第一回動軸線Ｇ
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１、第二回動軸線Ｇ２を中心に回動し得るようになっており、第一連動手段と第二連動手
段との連係によって、即ち、第一ギア５１Ａと第二ギア５２Ａとの噛み合いによって第一
伝達部材５１と第二伝達部材５２とが連動して回動するようになっている。
【００４２】
　図１２、図１４のように、第一伝達部材５１には、作動部材３０の突出部３２（係合部
）と接触可能に構成され且つ突出部３２の外周面３２Ａと対向して配置される接触壁１１
０が設けられている。この接触壁１１０は、板状に構成された第一伝達部材５１の側面部
の一部であり、突出部３２の被係合部の一例に相当し、第一回動軸線Ｇ１に向かって凹ん
だ窪みの内壁部となっている。接触壁１１０は、主として、第一伝達部材５１の長手方向
と交差した方向（当該長手方向と略直交した方向）に延び且つ突出部３２と対向して配置
される第一壁部１１０Ａと、第一伝達部材５１の長手方向と交差した方向（第一壁部１１
０Ａの方向に対して若干傾いた方向）に延びる第二壁部１１０Ｂと、第一壁部１１０Ａと
第二壁部１１０Ｂとを所定の間隔で対向させるように第一伝達部材５１の長手方向と略平
行に延びる第一回動軸線Ｇ１の円弧壁で形成される第三壁部１１０Ｃと、第二壁部１１０
Ｂの端部から第一伝達部材５１の長手方向と交差した方向（第二壁部１１０Ｂの方向に対
して鈍角に傾斜した方向）に延びる第四壁部１１０Ｄとを備えている。このうち、第一壁
部１１０Ａと第二壁部１１０Ｂは突出部３２の被係合部として機能し、第四壁部１１０Ｄ
は、不正阻止部として機能しており、この機能については後述する。
【００４３】
　次に、伝達機構５０からの作用を受ける開閉部材２０について説明する。
　図２、図３で示すように、開閉部材２０は、誘導口１４を閉鎖可能な閉鎖部２２を備え
、閉鎖部２２の位置を切り替えることで誘導口１４を開閉するように筐体１２に保持され
ている。この開閉部材２０は、図９のように閉鎖部２２の少なくとも一部が遊技盤２の前
面２Ｂの前方側に配置されて誘導口１４を閉鎖する位置である閉鎖位置（図２（Ａ）、図
３（Ａ）も参照）と、閉鎖位置のときよりも遊技球が進入しやすくなる位置である開放位
置（図２（Ｂ）、図３（Ｂ）参照）とで変位する構成をなし、前後方向にスライド移動す
る構成となっている。
【００４４】
　図２、図３のように、開閉部材２０の上面部を構成する閉鎖部２２は、長手状且つ略板
状に構成されており、図２、図４、図８のように、左右方向に対して傾斜した構成をなす
傾斜部２２Ａと、傾斜部２２Ａに連設されるとともに左右方向に沿った下面が構成される
対向壁部２２Ｂとを備えている。図２、図１０、図１１のように、傾斜部２２Ａは略平坦
な板状の部分となっており、対向壁部２２Ｂは、その上面が傾斜部２２Ａの上面よりも低
くなるように段差状且つ板状に構成された部分である。
【００４５】
　図１０、図１１のように、一対の被作用部２３Ａ，２３Ｂは、第一作用部５１Ｂ、第二
作用部５２Ｂに対応する開閉部材２０の左右両側に位置して、上述した閉鎖部２２の下面
部から下方側に突出する突起部として構成されている。そして、一方の被作用部２３Ａは
、上述した第一作用部５１Ｂの長孔内に挿入され、この長孔内を相対的に移動し得る構成
となっており、他方の被作用部２３Ｂは、上述した第二作用部５２Ｂの長孔内に挿入され
、この長孔内を相対的に移動し得る構成となっている。これら一対の被作用部２３Ａ，２
３Ｂは、上述した第一作用部５１Ｂ、第二作用部５２Ｂの前後動と連動して変位し、図１
２（Ａ）のように、第一作用部５１Ｂ及び第二作用部５２Ｂが前方に移動するときには一
対の被作用部２３Ａ，２３Ｂも前方に移動し、これに伴って開閉部材２０も前方に移動す
る。また、図１２（Ｂ）のように、第一作用部５１Ｂ及び第二作用部５２Ｂが後方に移動
するときには一対の被作用部２３Ａ，２３Ｂも後方に移動し、これに伴って開閉部材２０
も後方に移動する。
【００４６】
　次に、筐体１２について説明する。
　図１のように、筐体１２は、入賞装置１０の外殻をなすとともに遊技盤２に接触する形
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で遊技盤２に直接的に固定されるものであり、例えば樹脂材料などによって箱状に構成さ
れている。この筐体１２は、主として、遊技機前方側から視認可能となる前飾板１２Ａと
、遊技盤２に固定される台板部材１２Ｂと、箱状のケース体１２Ｃとを備えている。
【００４７】
　図１、図９等で示すように、前飾板１２Ａは、筐体１２の前面部を構成し、遊技盤２の
前面２Ｂと略平行に配置されるものであり、図示しない固定手段によってケース体１２Ｃ
に固定されている。図９のように、台板部材１２Ｂは、遊技盤２の前面２Ｂに沿って配置
される板状の台板１６Ａと、台板１６Ａの後方に連結されたフレーム部１６Ｂとを備えて
おり、遊技盤２に形成された貫通孔２Ｄにフレーム部１６Ｂが挿入された形で遊技盤２に
固定されている。台板部材１２Ｂの台板１６Ａには、前後に貫通した形で開口部１６Ｃが
形成されており、この開口部１６Ｃ内にケース体１２Ｃの一部を入り込ませる形で組み付
けられている。
【００４８】
　図８、図９等で示すように、ケース体１２Ｃは、開閉部材２０、駆動源４０、第一伝達
部材５１、第二伝達部材５２、球検出部９８などを保持するように機能する。このケース
体１２Ｃは、図１０、図１１のような構造となっており、誘導口１４や支持壁８３などが
構成され開閉部材２０、第一伝達部材５１、第二伝達部材５２を収納保持する上ケース体
８１と、駆動源４０、作動部材３０、球検出部９８等を収納保持する下ケース体８２とを
備えている。そして、これら上ケース体８１及び下ケース体８２がねじ等の締結部材によ
って一体的に組付けられることで、箱状のケース体１２Ｃが構成されている。
【００４９】
　図１０、図１１のように、上ケース体８１は、左右に対をなして配置される側壁部８１
Ａ，８１Ｂと、これら側壁部８１Ａ，８１Ｂの後端部に連結される後壁部８１Ｃと、この
後壁部８１Ｃと前後に対向して配置される前壁部８１Ｄとを備えている。そして、側壁部
８１Ａ，８１Ｂと、後壁部８１Ｃと、前壁部８１Ｄとが環状に連結され、これらに連結さ
れる支持壁８３が底部を構成する形で、伝達機構５０を収容する収容部９１が箱状に構成
されている。支持壁８３は、左右方向に延び且つ上下方向を板厚方向とするように板状に
構成されており、上述した第一伝達部材５１及び第二伝達部材５２を回動可能に保持する
ように機能する。なお、支持壁８３に関連する詳細構造は、後に詳述する。また、側壁部
８１Ａ，８１Ｂのそれぞれの上端部には、開閉部材２０の両端部（両側部）を支持する段
差状のガイド部９２Ａ，９２Ｂが前後方向に延びた形でそれぞれ形成されており、これら
ガイド部９２Ａ，９２Ｂによって開閉部材２０が前後方向に案内されるようになっている
。さらに詳しくは、ガイド部９２Ａ，９２Ｂに開閉部材２０を支持する断面蒲鉾状のリブ
が前後方向に設けられており、開閉部材２０との接触を少なくして、スムーズにスライド
するようにしている。
【００５０】
　図９のように、上ケース体８１の前端部には、前飾板１２Ａが取り付けられており、こ
の前飾板１２Ａと上ケース体８１の一部によって遊技球を取り込むための誘導口１４が構
成されている。この誘導口１４は、遊技盤２の前面２Ｂと直交する前後方向において少な
くとも遊技盤２の前方側に配置されており、遊技盤２の前面２Ｂに沿って流下する遊技球
を下方側に進入させつつ入賞装置１０内に取り込むように機能する。具体的には、側壁部
８１Ａ，８１Ｂにおける前壁部８１Ｄよりも前側の部分と、前壁部８１Ｄと、前飾板１２
Ａと、底壁部８１Ｅとによって、左右方向に長く且つ上方側が開口した箱状の部分（溝状
部分９３Ａ）が構成されており、上端部が誘導口１４となってこの溝状部分９３Ａを遊技
球（入賞球）が流下する。また、図２等で示すように、下ケース体８２において溝状部分
９３Ａの下方（下流）側には、前後方向に延びる溝流路９３Ｂが形成されており、溝状部
分９３Ａと溝流路９３Ｂとによって遊技球を誘導する誘導路９３が構成されている。誘導
路９３は、誘導口１４から進入する遊技球を下流側に設けられた排出部９３Ｃ（図６）へ
誘導する経路であり、遊技球を１球ずつ通す流路として構成されている。
【００５１】
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　図４、図６のように、球検出部９８は、誘導口１４から内部に進入して誘導路９３を通
る遊技球を検出するものである。この球検出部９８は、通過孔部９８Ａが溝流路９３Ｂの
途中に介在しており、溝流路９３Ｂ内を通る遊技球は、球検出部９８の通過孔部９８Ａの
内部を通過するようになっている。そして、通過孔部９８Ａを通過した遊技球は、その後
方側且つ下方側に設けられた排出部９３Ｃに誘導され、排出部９３Ｃから装置外に排出さ
れるようになっている。この構成では、誘導口１４が入賞口として機能し、遊技球が誘導
口１４を通過して装置内に入り込んだときには、この通過した遊技球が誘導路９３を通っ
て通過孔部９８Ａを通過することになる。このように遊技球が球検出部９８の通過孔部９
８Ａを通過した場合には、球検出部９８から検出信号が発せられ、図示しない制御回路に
よって所定の遊技（例えば賞球の払い出し）が行われるようになっている。
【００５２】
　（抜け止め構造）
　ここで、伝達機構５０を収容部９１内で保持するための特徴的な抜け止め構造を詳述す
る。図８のように、筐体１２に形成された支持壁８３は、突出構造を備えた板状形態をな
しており、開閉部材２０の下方側において板厚方向を上下方向とする構成で配置されてい
る。そして、図８、図１２のように、支持壁８３の上面部には、上方に突出する形で一対
の軸部８３Ａ，８３Ｂが形成されており、これら軸部８３Ａ，８３Ｂに対し、第一伝達部
材５１、第二伝達部材５２が回動可能に嵌合する形でそれぞれ組付けられている。
【００５３】
　図８（Ａ）、図１２のように、第一伝達部材５１及び第二伝達部材５２には、第一ギア
５１Ａと第二ギア５２Ａとが噛み合った状態のときに互いに重なり合う重合部がそれぞれ
形成されている。具体的には、第二伝達部材５２における第二ギア５２Ａの下方に段差状
に連設された形で、第二ギア５２Ａよりも第一回動軸線Ｇ１側に張り出す張出部７４が形
成されており、この張出部７４が第二伝達部材５２の重合部となっている。この張出部７
４は、常に第一伝達部材５１の第一ギア５１Ａの下方に位置して上下に重なるようになっ
ており、第一ギア５１Ａが第一伝達部材５１の重合部となっている。
【００５４】
　図８、図１２のように、入賞装置１０には、伝達部材の離脱を防止するための抜け止め
部材５４が設けられている。この抜け止め部材５４は、第一伝達部材５１及び第二伝達部
材５２のうちの、支持壁８３から離れる側に重合部が配置されてなる一方の伝達部材（即
ち、第一伝達部材５１）を保持対象とし、この第一伝達部材５１が支持壁８３から離脱す
ることを防止している。この抜け止め部材５４は、座付ねじ等の連結部材によって構成さ
れ、支持壁８３の軸部８３Ａに固定されるとともに第一伝達部材５１を回動可能に保持し
且つ第一伝達部材５１が支持壁８３とは反対側に移動することを規制するようになってい
る。なお、この構成では、抜け止め部材５４が離脱防止手段の一例に相当している。
【００５５】
　本構成では、図８（Ａ）のように、第一伝達部材５１の筒状部６０に形成された孔部６
０Ａ内に軸部８３Ａが挿し通される形で第一伝達部材５１が支持壁８３に回動可能に保持
されており、この保持状態で軸部８３Ａは、孔部６０Ａよりも僅かに上方に突出している
。そして、軸部８３Ａの先端部に、抜け止め部材５４が固定されており、抜け止め部材５
４のフランジ部分の径が孔部６０Ａの径よりも大きくなっているため、第一伝達部材５１
が抜け止め部材５４の位置よりも上方側に移動しないようになっており、第一伝達部材５
１が軸部８３Ａから抜脱することはない。また、抜け止め部材５４が軸部８３Ａに固定さ
れても、フランジ部分と第一伝達部材５１の筒状部６０上端との間に隙間があるため、第
一伝達部材５１は軸部８３Ａに回動可能に保持される。
【００５６】
　このように、第一伝達部材５１は、抜け止め部材５４と支持壁８３とによって上下方向
の位置が定められ、支持壁８３の上面部に近接した状態を保ちながらこの位置で回動する
ようになっている。一方で、第二伝達部材５２側については、第一伝達部材５１（一方の
伝達部材）の重合部（即ち、第一ギア５１Ａ）が、第二伝達部材５２（他方の伝達部材）



(20) JP 2016-221057 A 2016.12.28

10

20

30

40

50

の重合部（即ち、張出部７４）の上方移動を規制するため、第二伝達部材５２が支持壁８
３から離脱することも防止されている。つまり、第一伝達部材５１を抜け止め部材５４で
離脱防止することで、第二伝達部材５２も、軸部８３Ｂから抜脱することなく支持壁８３
の上面部に近接した状態を保ちながらこの位置で回動するようになっている。
【００５７】
　図２、図３、図１２で示すように、本構成では、開閉部材２０が抜け止め部材５４の上
方側で変位するようになっており、図２（Ｂ）、図３（Ｂ）、図１２（Ｂ）のように、少
なくとも開放位置のときには、開閉部材２０と抜け止め部材５４とが上下に重なる状態で
配置される。図８のように開閉部材２０の閉鎖部２２は、左右方向に対して傾斜して配置
され、より具体的には、少なくとも開放位置のときに、第一伝達部材５１及び第二伝達部
材５２の両回動軸線Ｇ１，Ｇ２上の位置に配置されるとともに第一回動軸線Ｇ１側よりも
第二回動軸線Ｇ２側のほうが低位置となるような傾斜状態となっている。そして、この開
閉部材２０は、少なくとも開放位置のときに、他部材を介さずに抜け止め部材５４と上下
に対向する構成となっている。また、このような傾斜した開閉部材２０の下方領域におい
て上位置側（傾斜構造のうちの高位置側）のスペースを利用して抜け止め部材５４を効率
的に配置しており、抜け止め部材５４の上端位置が、開閉部材２０の下傾側端部位置より
も上方位置となっている。
【００５８】
　また、本構成では、支持壁８３に形成された軸部８３Ｂが嵌合部の一例に相当し、第二
伝達部材５２（他方の伝達部材）を回動可能に保持しつつ嵌合するように機能する。また
、第二伝達部材５２の孔部７０Ａは、被嵌合部の一例に相当し、上記軸部８３Ｂ（嵌合部
）と嵌合するように機能する。このような構成において、図８のように、軸部８３Ｂ（嵌
合部）及び孔部７０Ａ（被嵌合部）の両上端位置は、抜け止め部材５４の上端位置よりも
下位置となっている。そして、少なくとも開閉部材２０が開放位置にあるときには、軸部
８３Ｂの上端部及び孔部７０Ａの上端部が、他部材を介さずに開閉部材２０と対向するよ
うになっている。また、開閉部材２０が開放位置にあるときには、開閉部材２０において
軸部８３Ｂと上下に重なる部分の少なくとも一部が、抜け止め部材５４の上端位置よりも
下位置に配置される。
【００５９】
　また、本構成では、図８（Ｂ）のように、閉鎖部２２に形成された対向壁部２２Ｂの下
面が第二伝達部材５２における第二作用部５２Ｂ側の上面と対向して配置されており、対
向壁部２２Ｂに形成された被作用部２３Ｂが第二作用部５２Ｂからの作用を受ける構成と
なっている。具体的には、第二伝達部材５２において、支持壁８３と対向する板状の対向
部７２と、対向部７２に連設された筒状部７０とが設けられ、対向部７２に第二作用部５
２Ｂが形成され、筒状部７０に孔部７０Ａ（図８（Ａ））が形成されている（図１０～図
１２も参照）。そして、図８（Ｂ）のような組付け状態では、対向壁部２２Ｂの下面が、
軸部８３Ｂの上端部及び筒状部７０の上端部よりも下位置において対向部７２における第
二作用部５２Ｂ側の上面と対向して配置され、且つ対向壁部２２Ｂに形成された被作用部
２３Ｂが第二作用部５２Ｂからの作用を受ける構成となっている（図１２も参照）
【００６０】
　以上のように、本構成では、第一伝達部材５１及び第二伝達部材５２をいずれも支持壁
８３によって回動可能に保持することができ、第一伝達部材５１については、抜け止め部
材５４（離脱防止手段）によって支持壁８３からの離脱防止を図り、保持の安定化を図る
ことができる。また、第二伝達部材５２については、その重合部（張出部７４）が、離脱
防止が図られた第一伝達部材５１の重合部（第一ギア５１Ａ）によって規制され、支持壁
８３からの離脱が防止される。つまり、両伝達部材を支持壁８３に安定的に保持しておく
ことができる得る構成を、大掛かりな構成を用いることなく簡易に実現できる。しかも、
重合部の規制効果により、第二伝達部材５２が第一伝達部材５１に対して上下方向一方側
に離れすぎない構成となるため、第一ギア５１Ａと第二ギア５２Ａの噛み合い状態が安定
的に維持されやすくなる。



(21) JP 2016-221057 A 2016.12.28

10

20

30

40

50

【００６１】
　（遊技機用可変入賞装置の開閉動作）
　ここで、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４２が通電されていないときには、コイル部４２によるプラ
ンジャ４４の吸引作用が生じず、ばね部材４６の付勢によってプランジャ４４が突出位置
に維持され、これと連動する作動部材３０が図８（Ａ）の実線位置で維持される。この場
合、第一伝達部材５１及び第二伝達部材５２が図１２（Ａ）で示す回動位置で維持される
ことになる。そして、第一伝達部材５１及び第二伝達部材５２がこのような回動位置にあ
るときには、前方側にある第一作用部５１Ｂ及び第二作用部５２Ｂに対応する前方位置で
開閉部材２０が保持されるため、開閉部材２０は、図９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１４を閉鎖する閉鎖位置で維持されることになる。
【００６２】
　一方、コイル部４２が通電されると、ばね部材４６の付勢に抗してプランジャ４４がコ
イル部４２内に引き込まれ、プランジャ４４が没入位置に移動する。このとき、作動部材
３０はプランジャ４４と共にスライド動作し、突出部３２は、図１２（Ａ）から図１２（
Ｂ）のように変化する。本構成では、図１２（Ａ）から図１２（Ｂ）のように変化する際
（即ち、作動部材３０が図１２における平面視右方向に移動する際）には、第一伝達部材
５１の接触壁１１０に形成された第一壁部１１０Ａが突出部３２からの押圧作用を受け、
図１２で示す平面視右側に変位する。このような第一壁部１１０Ａの移動に伴い、第一伝
達部材５１は図１２（Ａ）から図１２（Ｂ）のように平面視反時計回りに回動し、第一作
用部５１Ｂは後方に移動する。そして、このように第一伝達部材５１が平面視反時計回り
の方向（第一作用部５１Ｂが後方移動する第二方向）に回動する際には、第一ギア５１Ａ
と第二ギア５２Ａの歯車伝動によって第二伝達部材５２が時計回りに回動し、図１２（Ａ
）から図１２（Ｂ）のように第二作用部５２Ｂも第一作用部５１Ｂと同様に後方に移動す
る。
【００６３】
　このように第一伝達部材５１が平面視反時計回りの方向（第二方向）に回動する際には
、第一作用部５１Ｂと第二作用部５２Ｂとが、前後方向の位置を互いにほぼ同じ位置に保
ちながら同期して後方に移動し、一対の被作用部２３Ａ，２３Ｂをそれぞれ後方に移動さ
せるように作用することで、開閉部材２０が後方にスライド動作する（図２（Ｂ）、図３
（Ｂ）も参照）。
【００６４】
　更に、再びコイル部４２を非通電状態にすると、コイル部４２によるプランジャ４４の
吸引作用が生じなくなり、ばね部材４６の付勢によってプランジャ４４が突出位置に戻さ
れる。このとき、作動部材３０はスライド動作し、突出部３２は、図１２（Ｂ）から図１
２（Ａ）のように変化する。図１２（Ｂ）から図１２（Ａ）のように変化する際（即ち、
作動部材３０が図１２における平面視左方向に移動する際）には、第一伝達部材５１の接
触壁１１０に形成された第二壁部１１０Ｂが突出部３２からの押圧作用を受け、図１２で
示す平面視左側且つ後方側に変位する。このような第二壁部１１０Ｂの移動に伴い、第一
伝達部材５１は図１２（Ｂ）から図１２（Ａ）のように平面視時計回りに回動し、第一作
用部５１Ｂは前方に移動する。なお、第二壁部１１０Ｂの前端部が突出部３２よりも後方
位置となる程度に第一伝達部材５１が回動すると、図１２（Ａ）のように突出部３２が第
二壁部１１０Ｂから離脱して第四壁部１１０Ｄに対向することになり、それ以上の回動は
停止する。そして、このように第一伝達部材５１が平面視時計回りの方向（第一作用部５
１Ｂが前方移動する第一方向）に回動する際には、第一ギア５１Ａと第二ギア５２Ａの歯
車伝動によって第二伝達部材５２が反時計回りに回動し、図１２（Ｂ）から図１２（Ａ）
のように第二作用部５２Ｂも前方に移動する。
【００６５】
　このように、第一伝達部材５１が平面視時計回りの方向（第一方向）に回動する際には
、第二伝達部材５２は歯車伝動（連動手段）によって第一伝達部材５１とは反対の方向に
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回動し、第一作用部５１Ｂと第二作用部５２Ｂとが、前後方向の位置を互いにほぼ同じ位
置に保ちながら同期して前方に移動し、一対の被作用部２３Ａ，２３Ｂをそれぞれ前方に
移動させるように作用することで、開閉部材２０が前方にスライド動作する（図２（Ａ）
、図３（Ａ）も参照）。
【００６６】
　また、本構成では、開閉部材２０を開く際にも、閉じる際にも、第一作用部５１Ｂ及び
第二作用部５２Ｂを作用させて少なくとも２位置で開閉部材２０を導くことができる。よ
って、開閉動作時に力が一箇所に集中することに起因する開閉部材２０のねじれ等を抑え
ることができ、円滑に開閉部材２０をスライドさせやすくなる。しかも、第一伝達部材５
１と第二伝達部材５２は歯車伝動によって互いに接触しつつ連動するため、第一作用部５
１Ｂと第二作用部５２Ｂの同期のズレ等が生じにくくなり、開閉部材２０をより安定的に
スライドさせやすくなる。
【００６７】
　（ロック構造）
　本構成では、図１４のように、第一伝達部材５１において、作動部材３０に作用可能な
第四壁部１１０Ｄ（不正阻止部）が、左右方向において第一伝達部材５１の第一回動軸線
Ｇ１と第二伝達部材５２の第二回動軸線Ｇ２との間の領域に設けられている。そして、図
１２（Ａ）のように開閉部材２０が閉鎖位置にある状態で開閉部材２０に対して開放位置
に向かわせる方向の外力が加えられた場合に、図１３、図１４のように、開閉部材２０と
連動する第一伝達部材５１における第四壁部１１０Ｄ（不正阻止部）の移動が作動部材３
０によって規制され、第一伝達部材５１が第二方向（上方から見て反時計回りの方向）へ
回動することが規制されることで、開閉部材２０が開放位置へ移動することが阻止される
構成となっている。
【００６８】
　図１２（Ａ）のように開閉部材２０が閉鎖位置にある状態で、不正行為等により開閉部
材２０に対して閉鎖位置から開放位置に向かわせる方向の外力が加えられた場合、図１３
のように、開閉部材２０が後方側に移動しようとすることに応じて第一作用部５１Ｂ及び
第二作用部５２Ｂが後方側に向かおうとし、これに応じて第一伝達部材５１が所定方向（
上方側から見て反時計回り）に回動しようとする。このとき、図１４のように、開閉部材
２０と連動する第一伝達部材５１において第四壁部１１０Ｄ（不正阻止部）を左右方向と
交差する方向（具体的には、前方側）に向かわせる力が生じるとともに、その交差する方
向に向かおうとする第四壁部１１０Ｄ（不正阻止部）が、その前方位置にある突出部３２
（係合部）に接触して第一伝達部材５１の回動が規制される。具体的には、図１４のよう
に、第四壁部１１０Ｄが左右方向に延びて配置された状態で突出部３２と接触し、左右方
向及び上下方向と略平行に配置された第四壁部１１０Ｄの壁面が矢印Ｆ１のように突出部
３２の外周面を前方に押すように作用する。
【００６９】
　このような接触が生じると、突出部３２の移動方向は左右方向に限定されているため、
第四壁部１１０Ｄがそれ以上前方側に移動できなくなり、第一伝達部材５１もそれ以上回
動できなくなる。このため、第一伝達部材５１と歯車伝動によって連動する第二伝達部材
５２もそれ以上回動できなくなり、第一作用部５１Ｂと第二作用部５２Ｂとが後方に移動
できなくなるため、開閉部材２０の開放位置への移動が阻止される。
【００７０】
　本構成では、筐体１２に支持壁８３が設けられ、この支持壁８３は、上下方向において
第一伝達部材５１と作動部材３０との間に介在する板状の構造となっており、且つ左右方
向に沿って延びる溝部８４が形成されている。そして、作動部材３０の突出部３２（係合
部）は、溝部８４を上下に貫通して配置されるとともに支持壁８３より上方に溝部８４か
ら第一伝達部材５１の回動領域内に突出した形で配置されている。このような構成である
ため、図１２（Ａ）のように開閉部材２０が閉鎖位置にある状態で図１３のように開閉部
材２０に対して開放位置に向かわせる方向の過大な外力が加えられ、開閉部材２０と連動
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する第一伝達部材５１において接触壁１１０の一部をなす第四壁部１１０Ｄ（不正阻止部
）が突出部３２（係合部）を左右方向と交差する方向に押圧し、その押圧力によって、突
出部３２を強引に変位させようとしても、突出部３２が溝部８４の内壁に受けられ支持さ
れることで、突出部３２はそれ以上変位できず、第四壁部１１０Ｄ（不正阻止部）の移動
が規制される。つまり、図１４の矢印Ｆ１のような押圧により突出部３２が多少前方に変
位しても、溝部８４が突出部３２に当接してそれ以上の突出部３２の変位を規制するため
、第一伝達部材５１の回動が阻止され、不正操作による開閉部材２０の開放が確実に防止
されることになる。
【００７１】
　このように、本構成では、第一伝達部材５１には、作動部材３０に作用可能な不正阻止
部（第四壁部１１０Ｄ）が形成されており、図１２（Ａ）のように開閉部材２０が閉鎖位
置にある状態で開閉部材２０に対して開放位置に向かわせる方向の外力が加えられた場合
に、開閉部材２０と連動する第一伝達部材５１における第四壁部１１０Ｄ（不正阻止部）
の移動が作動部材３０（具体的には突出部３２）によって規制され、第一伝達部材５１が
第二方向（上方から見て反時計回りの方向）へ回動することが規制される。そして、この
ような規制によって開閉部材２０が開放位置へ移動することが阻止される。つまり、駆動
源４０に基づく正常な開放動作がなされるときには開閉部材２０を良好にスライド動作さ
せることができ、他方、駆動源４０に基づかない不正な開放操作がなされるときには、第
四壁部１１０Ｄ（不正阻止部）の移動を作動部材３０によって規制して第一伝達部材５１
を回動させないようにし、開閉部材２０の開放を阻止することができる。
【００７２】
　しかも、不正操作時には、第一伝達部材５１の回動を規制することで、これと歯車伝動
する第二伝達部材５２の回動も規制することができ、開閉部材２０は、第一作用部５１Ｂ
及び第二作用部５２Ｂが作用する二位置で移動が規制されることになる。例えば、開閉部
材２０の一箇所のみに力を加えて不正移動を規制するような構成では、強い操作力が加え
られた場合に開閉部材２０が捻じれたり歪んだりして一部が開放してしまったり、或いは
捻じれ等を原因として規制が解除されてしまったりする虞があるが、本構成のように２つ
の作用部を作用させて不正開放を阻止する構成とすれば、このような問題がより生じにく
くなる。
【００７３】
　＜実施例２＞
　次に、実施例２について主に図１５、図１６を参照して説明する。
　実施例２は、伝達機構２５０における第一伝達部材２５１及び第二伝達部材２５２の構
成を実施例１の第一伝達部材５１及び第二伝達部材５２の構成から接触壁と作用部を若干
変更した点、及び第一回動軸線Ｇ１，Ｇ２の間隔を若干狭めた点が実施例１と異なり、そ
れ以外は実施例１と同様である。特に、第一伝達部材２５１、第二伝達部材２５２以外の
構成は実施例１と同様であるため、詳細な説明は省略し、実施例１と同様の部分について
は実施例１と同一の符号を付すこととする。また、適宜図１～図１４を参照する。
【００７４】
　この構成では、コイル部４２（図５等）が非通電状態のときには、図１５（Ａ）のよう
に溝部８４の左側に位置し、コイル部４２が通電されると、作動部材３０はスライド動作
し、突出部３２は、図１５（Ａ）から図１５（Ｂ）のように溝部８４を図１５における平
面視右方向に移動変化する。そして、このように変化する際には、第一伝達部材２５１の
接触壁２１０に形成された第一壁部２１０Ａが突出部３２からの押圧作用を受け、図１５
で示す平面視右側に変位する。このような第一壁部２１０Ａの移動に伴い、第一伝達部材
２５１は図１５（Ａ）から図１５（Ｂ）のように平面視反時計回りに回動し、第一作用部
２５１Ｂは後方に移動する。そして、このように第一伝達部材２５１が平面視反時計回り
の方向に回動する際には、第一ギア５１Ａと第二ギア５２Ａの歯車伝動によって第二伝達
部材２５２が時計回りに回動し、図１５（Ａ）から図１５（Ｂ）のように第二作用部２５
２Ｂは第一作用部２５１Ｂと同様に後方に移動する。なお、図１５の例では、接触壁２１
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０は、図１５（Ａ）の閉状態で突出部３２の側方に位置する第一壁部２１０Ａと突出部３
２の後方に隣接し左右方向に延びる第二壁部２１０Ｂとで略Ｖ字状の被係合部を形成して
いる。
【００７５】
　このように第一伝達部材２５１が平面視反時計回りの方向（第二方向）に回動する際に
は、第一作用部２５１Ｂと第二作用部２５２Ｂとが、前後方向の位置を互いにほぼ同じ位
置に保ちながら同期して後方に移動し、一対の被作用部２３Ａ，２３Ｂをそれぞれ後方に
移動させるように作用することで、開閉部材２０が後方にスライド動作して誘導口１４を
開放する。なお、図１５の例では、第一作用部２５１Ｂと第二作用部２５２Ｂがいずれも
一端側が開放した溝状になっている。
【００７６】
　更に、再びコイル部４２を非通電状態にすると、コイル部４２によるプランジャ４４の
吸引作用が生じなくなり、ばね部材４６の付勢によってプランジャ４４が突出位置に戻さ
れる。このとき、作動部材３０は図１５における平面視左方向にスライド動作し、突出部
３２は、図１５（Ｂ）から図１５（Ａ）のように変化する。図１５（Ｂ）から図１５（Ａ
）のように変化する際には、第一伝達部材２５１の接触壁２１０に形成された第二壁部２
１０Ｂが突出部３２からの押圧作用を受け、図１５で示す平面視左側且つ後方側に変位す
る。このような第二壁部２１０Ｂの移動に伴い、第一伝達部材２５１は図１５（Ｂ）から
図１５（Ａ）のように平面視時計回りに回動し、第一作用部２５１Ｂは前方に移動する。
そして、このように第一伝達部材２５１が平面視時計回りの方向（第一作用部２５１Ｂが
前方移動する第一方向）に回動する際には、第一ギア５１Ａと第二ギア５２Ａの歯車伝動
によって第二伝達部材２５２が反時計回りに回動し、図１５（Ｂ）から図１５（Ａ）のよ
うに第二作用部２５２Ｂも第一作用部２５１Ｂと同様に前方に移動する。
【００７７】
　このように第一伝達部材２５１が平面視時計回りの方向（第一方向）に回動する際には
、第一作用部２５１Ｂと第二作用部２５２Ｂとが、前後方向の位置を互いにほぼ同じ位置
に保ちながら同期して前方に移動し、一対の被作用部２３Ａ，２３Ｂをそれぞれ前方に移
動させるように作用することで、開閉部材２０が前方にスライド動作して誘導口１４を閉
鎖する
【００７８】
　更に、この構成では、被係合部の第二壁部２１０Ｂが不正阻止部に相当し、不正防止の
機能も兼ね備えている。言い換えれば、不正阻止部が第二壁部２１０Ｂ（被係合部）に設
けられ図１５（Ａ）の開閉部材２０の閉鎖状態で左右方向において第一伝達部材２５１の
第一回動軸線Ｇ１と第二伝達部材２５２の第二回動軸線Ｇ２との間の領域に設けられてい
る。そして、図１５（Ａ）のように開閉部材２０が閉鎖位置にある状態で開閉部材２０に
対して開放位置に向かわせる方向の外力が加えられた場合に、図１６のように、開閉部材
２０と連動する第一伝達部材２５１における第二壁部２１０Ｂ（不正阻止部）の移動が作
動部材３０（具体的には突出部３２）によって規制され、第一伝達部材２５１が第二方向
（上方から見て反時計回りの方向）へ回動することが規制されることで、開閉部材２０が
開放位置へ移動することが阻止される構成となっている。
【００７９】
　＜実施例３＞
　次に、実施例３について主に図１７を参照して説明する。
　実施例３は、伝達機構３５０における第一伝達部材３５１及び第二伝達部材３５２の構
成を第一伝達部材５１，５２の構成から張出部の位置を変えた点が実施例１と異なり、そ
れ以外は実施例１と同様である。特に、第一伝達部材３５１、第二伝達部材３５２以外の
構成は実施例１と同様であるため、詳細な説明は省略し、実施例１と同様の部分について
は実施例１と同一の符号を付すこととする。
【００８０】
　図１７の構成では、第一伝達部材３５１が実施例１の第一伝達部材５１と同様に抜け止
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め部材５４を支持壁８３（軸部８３Ａ）に固定する構造で回動可能に保持されている。一
方、第一伝達部材３５１には、第一ギア５１Ａの上方に段差状に連設された形で、第一ギ
ア５１Ａよりも第二回動軸線Ｇ２側に張り出すように張出部３７４が形成されており、第
一伝達部材３５１の重合部として機能している。また、第二ギア５２Ａが第二伝達部材３
５２の重合部となっており、第二ギア５２Ａが張出部３７４の下方に位置して上下に重な
って、第二ギア５２Ａの上方側への移動が張出部３７４によって規制されている。つまり
、第一伝達部材３５１は実施例１の第一伝達部材５１と同様の構造で支持壁８３に保持さ
れ、第二伝達部材３５２は、支持壁８３に保持される第一伝達部材３５１の張出部３７４
によって抜脱方向が規制される形で、支持壁８３に保持されている。
【００８１】
　＜実施例４＞
　次に、実施例４について、主に図１８を参照して説明する。
　実施例４は、伝達機構４５０における第一伝達部材４５１及び第二伝達部材４５２の構
成を第一伝達部材５１及び第二伝達部材５２の構成から張出部の位置を変えた点、抜け止
め部材５４を省略した点、開閉部材２０を若干下側に寄せた点が実施例１と異なり、それ
以外は実施例１と同様である。よって、実施例１と同様の部分については実施例１と同一
の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００８２】
　図１８の構成では、第一伝達部材４５１及び第二伝達部材４５２が、実施例１と同様の
構造で支持壁８３の軸部８３Ａ，８３Ｂに嵌合している。一方、抜け止め部材５４が省略
された代わりに、前後方向のみにスライドする開閉部材２０が離脱防止手段の一例として
第二伝達部材４５２の孔部７０Ａ近傍を覆い、第二伝達部材４５２の支持壁８３から上方
側への離脱を防いでいる。また、第一伝達部材４５１については、第一ギア５１Ａの下方
に段差状に連設された形で、第二回動軸線Ｇ２側に張り出す張出部４７４が第二ギア５２
Ａの下方に位置して上下に重なっており、張出部４７４の上方側への移動が第二ギア５２
Ａによって規制されている。したがって、この構成では、第二ギア５２Ａが第一伝達部材
４５１の張出部４７４の上方に重合することで、第一伝達部材４５１の支持壁８３から上
方側への離脱を防ぎ、開閉部材２０が支持壁８３から離脱することを防止する離脱防止手
段として、第二伝達部材４５２の孔部７０Ａ近傍を覆ことで第一伝達部材４５１及び第二
伝達部材４５２が支持壁８３から離脱することを防止する。なお、第一伝達部材４５１及
び第二伝達部材４５２の重合関係を実施例１のような形態（第二伝達部材の第二ギア側に
張出部を設けた形態）にした場合には、開閉部材２０により第一伝達部材４５１の孔部６
０Ａ近傍を覆ことで第一伝達部材４５１及び第二伝達部材４５２が支持壁８３から離脱す
ることを防止することができる。
【００８３】
　＜実施例５＞
　次に、実施例５について主に図１９を参照して説明する。
　実施例５は、伝達機構５５０における第一伝達部材５５１及び第二伝達部材５５２を支
持壁８３に保持するための嵌合構造が実施例４と異なるだけであり、それ以外は実施例４
と同様である。この構成では、支持壁８３に形成された孔部８３Ｘ，８３Ｙ（嵌合部）に
、第一伝達部材５５１及び第二伝達部材５５２の各軸部５５１Ａ，５５２Ａ（被嵌合部）
をそれぞれ嵌合させ、第一伝達部材５５１及び第二伝達部材５５２を支持壁８３に回動可
能に保持している。この構成でも、抜け止め部材５４が省略された代わりに、前後方向の
みにスライドする開閉部材２０が第二伝達部材５５２の軸部５５２Ａの上方近傍を覆い、
第二伝達部材５５２が孔部８３Ｙから上方側へ離脱することを防いでいる。また、第一伝
達部材５５１については、実施例４と同様に張出部５７４が第二ギア５２Ａの下方に位置
して上下に重なっており、張出部５７４の上方側への移動が第二ギア５２Ａによって規制
されている。この構成では、開閉部材２０が離脱防止手段の一例に相当する。
【００８４】
　＜実施例６＞
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　次に、実施例６について主に図２０を参照して説明する。
　実施例６は、離脱防止手段の構造、重合部の構造、第一連動手段と第二連動手段との連
係構造、が実施例１と異なり、それ以外は実施例１と同様である。よって、実施例１と同
様の部分については、実施例１と同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００８５】
　上述した各実施例では、第一伝達部材と第二伝達部材とを連動させる連動手段の一例を
ギアの噛合として示したが、この連動手段は、ピン歯車機構等による伝達構造でもよく、
第一伝達部材と第二伝達部材が互いに接触しつつ連動する他の機構であってもよい。実施
例６の伝達機構６５０では、上述した実施例とは方式が異なる連動手段を用いている。
【００８６】
　実施例６に設けられた伝達機構６５０は、ゼネバ機構の伝達構造と類似する構造が採用
されている。この伝達機構６５０では、第一伝達部材６５１の端部（第二伝達部材６５２
側の端部）側において段差状に張り出すように張出部６７４が形成され、この張出部６７
４の上面部には、第一連動手段として上方側に突出するようにピン６５１Ａが形成されて
いる。そして、第二伝達部材６５２の端部（第一伝達部材６５１側の端部）には、第二連
動手段として第二回動軸線Ｇ２側に凹むようにスリット６５２Ａが形成されており、この
スリット６５２Ａの内部にピン６５１Ａが入り込んで互いに連係している。そして、第一
伝達部材６５１がいずれの方向に回動する際にも、ピン６５１Ａがスリット６５２Ａの内
壁を押すように作用するとともに、スリット６５２Ａの内部で相対移動するようになって
おり、このようなピン６５１Ａとスリット６５２Ａとの連係作用によって第一伝達部材６
５１と第二伝達部材６５２とが直接連動して回動する。
【００８７】
　また、実施例６で採用されている抜け止め機構は、離脱防止手段の要素となる座付ねじ
等の抜け止め部材６５４が第二伝達部材６５２側に設けられ、第二伝達部材６５２が支持
壁８３から離脱することを防止している。支持壁８３の上面部には、実施例１の軸部８３
Ｂ（図１２等）と同様の軸部（図示略）が設けられ、第二伝達部材６５２は、支持壁８３
上においてこの軸部に回動可能に嵌合する形で軸支されている。
【００８８】
　そして、このような抜け止め部材６５４による規制によって第二伝達部材６５２の上方
側への移動を規制する一方で、ピン６５１Ａとスリット６５２Ａを連係させることにより
、支持壁８３上に回動可能に保持された第一伝達部材６５１が支持壁８３から離脱するこ
とを防いでいる。実施例６で採用されている重合構造では、第二伝達部材６５２において
第一伝達部材６５１側の端部にスリット６５２Ａが形成された規制部６８０が、第一伝達
部材６５１において第二伝達部材６５２側の端部に形成された段差状の張出部６７４の上
方側に常に隣接するようになっている。そして、このような隣接構造により、第一伝達部
材６５１の上方側の移動が規制部６８０によって規制され、第一伝達部材６５１が支持壁
８３から離脱しないように抜け止めがなされる。なお、第二伝達部材６５２において抜け
止め部材６５４の位置よりも幅方向外側（第一伝達部材６５１から遠い側）の構成は、抜
け止め部材６５４が設けられている点以外は実施例１の第二伝達部材５２と同様である。
また、第一伝達部材６５１において軸部８３Ａの位置よりも幅方向外側（第二伝達部材６
５２から遠い側）の構成は、抜け止め部材５４（図１２等）が設けられていない点以外は
実施例１の第一伝達部材５１と同様である。なお、実施例６において、連動手段として第
一伝達部材６５１にピン６５１Ａを設け、第二伝達部材６５２にスリット６５２Ａを設け
て連係するようにしたが、第一伝達部材６５１側にスリットを設け、第二伝達部材６５２
側にピンを設けて連係するようにしてもよく、その際の重合関係により第一伝達部材６５
１側に抜け止め部材６５４を設けて、第一伝達部材６５１を支持壁８３から離脱すること
を防止すればよい。
【００８９】
　＜他の実施例＞
　上述した実施例には、様々な変更を加えてもよく、様々な構成を付加してもよい。以下
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、他の実施例を簡単に説明する。
【００９０】
　上述した実施例では、入賞装置が遊技盤に直接固定された例を示したが、入賞装置は、
他部材を介して間接的に遊技盤に固定されていてもよい。
【００９１】
　上述した実施例では、第一伝達部材及び第二伝達部材は、回動軸線を介して連動手段と
作用部を設けるようにして、伝達部材の回動により連動手段と作用部とが前後逆方向に移
動するようにしたが、それぞれ他方の伝達部材寄りの一端側に連動手段を設け、他端側に
回動軸線を設けるようにして、伝達部材の回動により連動手段と作用部とが同一方向に移
動するようにしてもよい。つまり、回動軸線ともなる被嵌合部が伝達部材の一端側に設け
られ、他端側に設けられる連動手段との間に作用部が設けられるようにしてもよい。また
、その際、作動部材と係合する被係合部は上述した実施例とは逆の第一伝達部材の第二方
向側（後方側）に設けるようにしてもよい。
【００９２】
　上述した実施例では、伝達機構は、開閉部材の下方の位置に配置され、作動部材及び開
閉部材と連動するように構成されていたが、同様の思想で伝達し得る構成であれば、伝達
機構が開閉部材の上方に配置されていてもよい。
【００９３】
　上述した実施例では、駆動源の一例として、コイル部の通電状態のときにプランジャが
没入位置となり、コイル部が非通電状態のときにプランジャがばね部材の付勢により突出
位置となる構成を示したがこの例に限られない。駆動源は、コイル部への通電により駆動
力を生じさせる構成であればよく、例えば、ばね部材を使用することなく、プランジャが
通電によって突出位置と没入位置とに変化するような自己保持型ソレノイドとして構成さ
れていてもよい。
【符号の説明】
【００９４】
　１…遊技機
　２…遊技盤
　２Ｂ…前面（盤面）
　１０…遊技機用可変入賞装置
　１２…筐体
　１４…誘導口
　２０…開閉部材（離脱防止手段）
　２２…閉鎖部
　２２Ａ…傾斜部
　２２Ｂ…対向壁部
　２３Ａ，２３Ｂ…被作用部
　３０…作動部材
　３２…突出部（係合部）
　４０…駆動源
　４２…コイル部
　４４…プランジャ
　５０，２５０，３５０，４５０，５５０，６５０…伝達機構
　５１，２５１，３５１，４５１，５５１，６５１…第一伝達部材
　５１Ａ…第一ギア（第一連動手段、重合部）
　５１Ｂ，２５１Ｂ…第一作用部
　５２，２５２，３５２，４５２，５５２，６５２…第二伝達部材
　５２Ａ…第二ギア（第二連動手段、重合部）
　５２Ｂ，２５２Ｂ…第二作用部
　５４，６５４…抜け止め部材（離脱防止手段）
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　７０…筒状部
　６０Ａ，７０Ａ…孔部（被嵌合部）
　７２…対向部
　７４，３７４，４７４，５７４，６７４…張出部（重合部）
　８３…支持壁（板状部）
　８３Ａ，８３Ｂ…軸部（嵌合部）
　８３Ｘ，８３Ｙ…孔部（嵌合部）
　８４…溝部
　１１０…接触壁
　１１０Ａ…第一壁部（被係合部）
　１１０Ｂ…第二壁部（被係合部）
　１１０Ｄ…第四壁部（不正阻止部）
　２１０Ａ…第一壁部（被係合部）
　２１０Ｂ…第二壁部（被係合部、不正阻止部）
　５５１Ａ，５５２Ａ…軸部（被嵌合部）
　６５１Ａ…ピン（第一連動手段）
　６５２Ａ…スリット（第二連動手段）
　６８０…規制部（重合部）
　Ｇ１…第一回動軸線
　Ｇ２…第二回動軸線
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