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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の前面側に開口する可変入賞口と、該可変入賞口の前面側を開閉する開閉扉と、
該開閉扉の開放時に前記可変入賞口に入賞した遊技球を前記遊技盤の裏側へと排出する排
出口と、前記可変入賞口に入賞した遊技球を検出する入賞検出スイッチとを含む可変入賞
手段を前記遊技盤に備えた弾球遊技機において、前記可変入賞口の奥に配置され且つ前記
可変入賞口の開口域に後方から対向する奥壁と、該奥壁の前側で前記可変入賞口の下側に
配置された底壁とを光透過性部材により構成し、前記入賞検出スイッチを前記可変入賞口
の開口域の外側近傍に配置し、前記奥壁に光を照射して該奥壁及び前記底壁を発光させる
複数個の発光体が装着された発光基板を前記奥壁の裏側に配置したことを特徴とする弾球
遊技機。
【請求項２】
　前記開閉扉を開閉駆動する駆動手段を前記可変入賞口に対して左右方向の一側に、遊技
球を側方へと排出する前記排出口を前記可変入賞口に対して他側に夫々配置し、前記排出
口側に前記入賞検出スイッチを配置したことを特徴とする請求項１に記載の弾球遊技機。
【請求項３】
　前記可変入賞口の左右方向の開口幅に略対応して、該可変入賞口内で遊技球を左右方向
に案内する案内通路と、該案内通路の後側に左右方向に配置され且つ該案内通路からの遊
技球を前記排出口へと案内する排出通路とを備え、前記案内通路及び前記排出通路の後側
の前記奥壁に対応して前記発光基板を設けたことを特徴とする請求項２に記載の弾球遊技
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機。
【請求項４】
　前記駆動手段を前記発光基板よりも後方に配置し、該駆動手段と前記開閉扉とを連動さ
せる連動手段を前記案内通路及び前記発光基板の一側方で前記可変入賞口の外側壁の内側
近傍に配置したことを特徴とすることを特徴とする請求項２又は３に記載の弾球遊技機。
【請求項５】
　前記入賞検出スイッチは遊技球の通過孔が形成された矩形状のスイッチ本体を備え、前
記通過孔を前記排出口の外側に対応させて前記スイッチ本体を前後方向に配置したことを
特徴とする請求項２～４の何れかに記載の弾球遊技機。
【請求項６】
　前記遊技盤の前面に当接する取り付け板に前記可変入賞口の開口を形成し、該取り付け
板の前記開口の周辺部分及び前記開閉扉が前記発光体からの光により発光可能であること
を特徴とする請求項１～５に記載の弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機等の弾球遊技機に関し、可変入賞手段の可変
入賞口内部を発光させるようにしたものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の弾球遊技機では、遊技盤の遊技領域に特別図柄始動手段、特別図柄表示
手段、可変入賞手段等を配置し、特別図柄始動手段が遊技球を検出することを条件に特別
図柄表示手段が所定時間変動動作を行い、その変動後の特別図柄が大当たり態様となった
ときに可変入賞手段が開放し、所定時間又は所定数の遊技球が入賞するまで開放する開閉
動作を１ラウンド又は複数の所定ラウンド数繰り返すようにしたものがある。
【０００３】
　この種の可変入賞手段には、開閉扉により開閉される可変入賞口の奥壁を光透過性とし
、この奥壁の裏側に複数の発光体を有する発光基板を配置し、その発光体からの光を奥壁
に照射して奥壁を発光させるようにしたものがある（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００１－３４６９６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この可変式入賞手段では、発光体からの光により奥壁が発光するため、その発光により
視覚的な演出効果を期待でき、また可変入賞口の内部を照明することができる。
【０００５】
　しかし、従来は可変入賞口の開口幅に対応して奥壁が左右方向に長いにも拘わらず、そ
の奥壁の左右方向の略中央部に発光基板を配置しており、発光部分が奥壁の中央部分に限
定されているため、視覚的な演出とは云えどもきらびやかさに欠け、また可変入賞口の内
部を十分に照明できないという問題がある。
【０００６】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、可変入賞口の奥壁の左右幅の略全域を発光
させることができ、きらびやかさに優れた視覚的な演出効果を期待できると共に、可変入
賞口の内部の照明効果も向上する可変入賞手段を備えた弾球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】
【０００７】
　本発明は、遊技盤の前面側に開口する可変入賞口と、該可変入賞口の前面側を開閉する
開閉扉と、該開閉扉の開放時に前記可変入賞口に入賞した遊技球を前記遊技盤の裏側へと
排出する排出口と、前記可変入賞口に入賞した遊技球を検出する入賞検出スイッチとを含
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む可変入賞手段を前記遊技盤に備えた弾球遊技機において、前記可変入賞口の奥に配置さ
れ且つ前記可変入賞口の開口域に後方から対向する奥壁と、該奥壁の前側で前記可変入賞
口の下側に配置された底壁とを光透過性部材により構成し、前記入賞検出スイッチを前記
可変入賞口の開口域の外側近傍に配置し、前記奥壁に光を照射して該奥壁及び前記底壁を
発光させる複数個の発光体が装着された発光基板を前記奥壁の裏側に配置したものである
。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、可変入賞口の奥壁の左右幅の略全域を発光させることができ、きらび
やかさに優れた視覚的な演出効果を期待できると共に、可変入賞口の内部の照明効果も向
上する利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳述する。図１～図１１は本発明をパチンコ機
に採用した第１の実施例を例示している。図１において、遊技機本体１は、矩形状の外枠
２と、この外枠２の前側に縦軸廻りに開閉自在に枢着された前枠３とを備えている。前枠
３の前側にはガラス扉４と前面板５とが上下に配置され、前枠３に対して縦軸廻りに開閉
自在に枢支されている。
【００１０】
　前面板５の前側には発射用の遊技球を貯留する上皿６が、前面板５の下側で前枠３の前
側には余剰球等を貯留する下皿７が夫々配置されている。下皿７の一側には、遊技球を発
射する発射手段（図示省略）の発射ハンドル８が設けられている。ガラス扉４の裏側には
、このガラス扉４に対応するように前枠３に遊技盤９が着脱自在に装着されている。
【００１１】
　遊技盤９の前面には、図２に示すように、発射手段から発射された遊技球を案内するガ
イドレール１０が略円弧状に配設されると共に、そのガイドレール１０の内側の遊技領域
１１に可変表示手段１２、普通図柄始動手段１３、特別図柄始動手段１４、可変入賞手段
１５、普通入賞手段１６等の各種遊技部品が配置されている。
【００１２】
　可変表示手段１２は例えば遊技領域１１の略中央に配置されており、遊技盤９に前面側
から装着された表示ケース１７と、この表示ケース１７の略中央に配置された例えば液晶
式の可変表示部１８とを備えている。表示ケース１７には、普通図柄表示手段２１、普通
保留個数表示手段２２、特別図柄表示手段２３、特別保留個数表示手段２４等が設けられ
ている。可変表示部１８は各種動画、静止画等を表示可能であり、演出表示手段２５を構
成している。
【００１３】
　普通図柄表示手段２１は普通図柄を変動表示するためのもので、複数種類の普通図柄（
例えば２種類の「○」「×」）に対応する複数個の発光手段により構成されており、普通
図柄始動手段１３が遊技球を検出することを条件に２つの発光手段が交互に点灯するよう
に所定時間点滅して、普通図柄始動手段１３の遊技球の検出時に取得された当たり判定用
乱数値が予め定められた当たり判定値と一致した場合には当たり態様の「○」側の発光手
段が点灯し、それ以外の場合には外れ態様の「×」側の発光手段が点灯して停止するよう
になっている。
【００１４】
　特別図柄表示手段２３は１個又は複数個、例えば１個の特別図柄を変動表示可能な７セ
グメント式等の表示手段により構成されており、特別図柄始動手段１４が遊技球を検出す
ることを条件に特別図柄を所定時間変動表示して、特別図柄始動手段１４の遊技球の検出
時に取得された大当たり判定乱数値が予め定められた大当たり判定値と一致した場合には
所定の大当たり態様で、それ以外の場合には外れ態様で停止するようになっている。
【００１５】
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　演出表示手段２５は、特別図柄表示手段２３による特別図柄の変動表示と時間的に同調
して演出表示を行うもので、例えば左右方向に３個並べられた演出図柄２６と、その演出
図柄２６の背景に表示される演出画像２７とを表示可能に構成されており、演出図柄２６
及び演出画像２７の変動表示を、所定の演出パターンに従って特別図柄の変動開始と同時
に開始させ、特別図柄の変動終了と同時に終了させるようになっている。
【００１６】
　なお、演出図柄２６の変動後の停止図柄は、特別図柄表示手段２３による特別図柄が大
当たり態様で停止する場合にはその特別図柄と同じ図柄の大当たり態様となり、特別図柄
が外れ態様で停止する場合には任意の外れ態様となる。例えば、特別図柄が「７」で停止
する場合には演出図柄２６は「７・７・７」で停止し、特別図柄が「－」で停止する場合
には演出図柄２６は「３・４・５」等の任意の外れ態様で停止するようになっている。
【００１７】
　普通図柄始動手段１３は可変表示手段１２の側方に配置されている。特別図柄始動手段
１４は、固定式入賞手段２８と、普通図柄表示手段２１が変動後に当たり態様で停止した
ときに所定時間開放する電動チューリップ等の可変式入賞手段２９とを上下に備え、可変
表示手段１２の下側に配置されている。
【００１８】
　なお、特別図柄始動手段１４は固定式入賞手段２８と可変式入賞手段２９の何れに遊技
球が入賞しても、特別図柄表示手段２３の特別図柄が変動するようになっている。また特
別図柄始動手段１４は遊技盤９の前面側から遊技球が入賞し、その遊技球を遊技盤９の裏
側に排出するようになっている。
【００１９】
　可変入賞手段１５はアタッカーと云われる大入賞口手段を構成するためのもので、遊技
領域１１の下部で特別図柄始動手段１４の下側に配置され、後述のように構成されている
。なお、普通入賞手段１６は可変入賞手段１５の左右両側方、その他の適当箇所に複数配
置されている。
【００２０】
　可変入賞手段１５は、図３～図１１に示すように、遊技盤９の前面に開口する可変入賞
口３３と、この可変入賞口３３の前面側の開口３４を開閉する開閉扉３５と、遊技球を左
右方向の一側で遊技盤９の裏側に排出する排出口３６と、可変入賞口３３内に設けられ且
つ可変入賞口３３に入賞した遊技球を左右方向に案内する案内通路３７と、この案内通路
３７からの遊技球を排出口３６へと左右方向に案内する排出通路３８と、案内通路３７及
び排出通路３８の後側近傍で可変入賞口３３の開口３４に後方から対向して配置された奥
壁３９，４０と、可変入賞口３３に入賞した遊技球を検出する入賞検出スイッチ４１と、
奥壁３９，４０に対して裏側から光を照射する多数（複数）のＬＥＤ等の発光体４２が装
着され且つ奥壁３９，４０の裏側に配置された発光基板４３と、この発光基板４３よりも
後方に配置され且つ連動手段８３を介して開閉扉３５を開閉駆動する駆動ソレノイド（駆
動手段）４４とを備え、遊技盤９の前面に当接する取り付け板４５と、この取り付け板４
５の裏側に周壁４６を介して結合された中ケース体４７と、この中ケース体４７の裏側に
結合された後ケース体４８とから成る筐体内に組み込まれている。
【００２１】
  なお、筐体の中ケース体４７は遊技盤９の装着孔４９に前側から嵌合され、後部側の後
ケース体４８は遊技盤９から裏側に突出している。
【００２２】
　可変入賞口３３の開口３４は図３に示すように取り付け板４５に横長矩形状に形成され
ている。取り付け板４５の裏側には、図４～図１１に示すように、開口３４を取り囲む横
長矩形筒状の周壁４６と、周方向に複数の取り付け部５１とが一体に形成され、この周壁
４６の裏側に当接して取り付け部５１に裏側から螺合するネジ等により中ケース体４７が
着脱自在に結合されている。
【００２３】
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　開閉扉３５は開口３４内に嵌合する大きさの横長矩形状であって、図３、図４、図６～
図８等に示すように、左右両側の下部側で左右方向の枢軸５２により取り付け板４５の周
壁４６等に枢支され、開口３４を閉じる閉位置（図の実線状態）と、前上がりに傾斜して
開口３４を開放する開位置（図の二点鎖線状態）との間で開閉自在である。
【００２４】
  なお、開閉扉３５には左右両端に遊技球の案内兼用の補強リブ５３が設けられている。
また開閉扉３５には、閉位置で前面となる側に縦方向の突条５４が左右方向に所定間隔を
おいて複数本設けられている。
【００２５】
　中ケース体４７は図６～図１０に示すように左右両側の外側壁５５と、この外側壁５５
の上端間を左右に連結する上壁５６と、外側壁５５の中間部側間を左右に連結する底壁５
７と、一方の外側壁５５の内側近傍に上壁５６と底壁５７とに跨がって設けられた内側壁
５８とを備え、その外側壁５５、上壁５６、底壁５７及び内側壁５８が可変入賞口３３の
後部側となっている。従って、可変入賞口３３は取り付け板４５の開口３４側から周壁４
６を経て中ケース体４７内へと凹入して設けられ、奥側が奥壁３９，４０により閉鎖され
た横長状の空間となっている。
【００２６】
　底壁５７は図７に示すように、開位置の開閉扉３５から案内されて開口３４側から入賞
する遊技球を受け取り可能な高さに配置され、この底壁５７上が案内通路３７となってい
る。案内通路３７は図６～図１０に示すように、左右方向の中央よりも排出口３６側に偏
位して配置され且つ遊技球を後側の排出通路３８へと案内する集合部６０と、この集合部
６０の両側に配置され且つ遊技球を集合部６０へと左右方向に案内する傾斜部６１，６２
とを備え、可変入賞口３３内の底壁５７上に左右方向に長く設けられている。
【００２７】
　中ケース体４７の後部には図６に示すように、集合部６０から排出口３６側に奥壁３９
から後方へと突出する筒状突出部６３が設けられ、その筒状突出部６３内に排出通路３８
が左右方向に設けられている。案内通路３７の奥行きは遊技盤９の厚みと略同じであり、
排出通路３８は遊技盤９の裏側に設けられている。このため排出通路３８が遊技盤９の裏
側にある分だけ、可変入賞手段１５の奥行きは大になるが、排出通路３８が遊技盤９の厚
み内にある場合に比較して可変入賞手段１５が上下方向にコンパクトになり、遊技領域１
１に対して可変入賞手段１５が占める割合を小さくできる。
【００２８】
　そして、筒状突出部６３の左右方向の一側で且つ一方の外側壁５５の外側には、図５、
図６等に示すように、排出口３６に対応してスイッチ保持部６５が設けられ、そのスイッ
チ保持部６５に入賞検出スイッチ４１が裏側から着脱自在に挿入し保持されている。筒状
突出部６３の上壁部の下面側には、図８に示すように排出通路３８の前側上部へと垂下す
る垂下壁６６が奥壁３９よりも後方に設けられている。
【００２９】
　入賞検出スイッチ４１は図４、図６、図１１等に示すように、偏平な矩形状のスイッチ
本体６７と、このスイッチ本体６７の長手方向の一端側に偏平方向に貫通して形成された
通過孔６８を有し、そのスイッチ本体６７の前側の通過孔６８が排出口３６の外側に対応
するように、スイッチ本体６７の長手方向を前後方向に向けてスイッチ保持部６５に挿入
されている。そして、この入賞検出スイッチ４１は、発光体４２による奥壁３９，４０の
発光域を制限し、又は可変入賞口３３内の照明を制限しないように、可変入賞口３３の開
口域内の外側近傍に配置されている。
【００３０】
　筒状突出部６３は図６に示すように可変入賞口３３の開口域内にあり、その後端は奥壁
４０により閉塞されている。このため可変入賞口３３の奥には、案内通路３７の後側近傍
の奥壁３９と、排出通路３８の後側近傍の奥壁４０とがあり、その両奥壁３９，４０が開
口３４に対して後方から対向している。両奥壁３９，４０は排出通路３８分だけ前後方向
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に間隔をおいて配置されている。奥壁４０は中ケース体４７とは別体であり、この中ケー
ス体４７と後ケース体４８とにより前後から挟持されている。
【００３１】
　奥壁３９，４０の裏面には、図６～図８に示すように、発光体４２からの光によりその
略前面が発光するように凹凸状の乱反射部３９ａ，４０ａが形成されている。両奥壁３９
，４０の内、発光体４２から遠い奥壁３９の乱反射部３９ａは粗い凹凸状とし、発光体４
２に近接する奥壁４０の乱反射部４０ａは細かい凹凸状としている。なお、乱反射部３９
ａ，４０ａは粗面状でもよい。また両乱反射部３９ａ，４０ａは同じ凹凸又は粗面状にし
てもよい。
【００３２】
　後ケース体４８は、図６～図１１に示すように左右両側の側壁７０と、この両側壁７０
の上下両端を左右に連結する上壁７１及び下壁７２と、後端側の後壁７３とを備え、中ケ
ース体４７の後端に当接してネジ等により着脱自在に結合され、また前側の内部空間に発
光基板４３が配置されている。発光基板４３は横長矩形状であって、後ケース体４８の後
壁７３から前側に突出する複数の取り付けボス７４にネジ等により着脱自在に固定されて
いる。
【００３３】
　上壁７１の左右方向の略中央には、図５、図７、図１１等に示すように、その上側の特
別図柄始動手段１４に対応して遊技球を後方へと案内するための案内樋７５が設けられて
おり、特別図柄始動手段１４に入賞して遊技盤９の裏側で下方に排出される遊技球を案内
樋７５で受けて、その後端から下方へと落下させるようになっている。なお、案内樋７５
の後端は後壁７３から後方に突出している。
【００３４】
　発光基板４３の前面側には、図６～図８、図１０等に示すように、奥壁３９，４０に対
応して上下方向及び左右方向に適当な間隔をおいて複数の発光体４２が装着され、この発
光体４２からの光を内側から奥壁３９，４０に照射するようになっている。発光基板４３
の上下の両端側は可変入賞口３３の開口３４の上下両端縁よりも下側に下がっており、発
光体４２は開口３４の下端縁及び底壁５７よりも上側に対応する部分の他、底壁５７より
も下側に対応する部分にも設けられている。これは、可変入賞手段１５が、一般的な遊技
者の目線高さよりも下側の遊技領域１１の下部に配置されているためである。
【００３５】
　また発光基板４３の左右両端部は、発光基板４３が可変入賞口３３の左右方向の開口３
４幅に略対応するように開口域の両端近傍に位置しており、その両端部側にも発光体４２
が設けられている。これは、可変入賞口３３の開口域の略全体を十分に発光又は照明でき
るようにするためである。
【００３６】
　後ケース体４８の後壁７３には、図５、図６、図１１に示すように発光基板４３、駆動
ソレノイド４４、入賞検出スイッチ４１等に接続されたハーネスを掛け止めるためのハー
ネス掛け部７７と、スイッチ保持部６５に挿入された入賞検出スイッチ４１を後側で係止
するための係止部７８が弾性変形可能に設けられている。ハーネス掛け部７７は案内樋７
５の下側にあり、ハーネスが案内樋７５により案内される遊技球と干渉しないように、ハ
ーネスを後壁７３に沿って左右方向に止め得るようになっている。
【００３７】
　駆動ソレノイド４４は図６等に示すように、後ケース体４８の後壁７３から後方に突出
する角筒状の筒状保持部７９に後方から着脱自在に挿入され、前端側の位置決め部７９ａ
に当接して略全体が筒状保持部７９内に嵌合されている。筒状保持部７９は図６～図８等
に示すように、後ケース体４８の左右方向の一端側から後方に一体に突出しており、その
両側面には、筒状保持部７９内の駆動ソレノイド４４を上下両側から保持すべく弾性変形
可能に前後方向のスリット８０が上下方向に複数形成されている。
【００３８】
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　駆動ソレノイド４４は図８に示すように、前後方向に作動する可動鉄心８１を備えてい
る。可動鉄心８１は図６、図９に示すように、バネ８２により前方側に付勢されると共に
、連動手段８３を介して開閉扉３５に連動連結されている。連動手段８３は図６、図９、
図１０等に示すように、、開閉扉３５に係合して開閉操作する揺動アーム８４と、この揺
動アーム８４を揺動させる連動部材８５とを備え、案内通路３７及び発光基板４３の一側
方、特に駆動ソレノイド４４の可動鉄心８１の中心よりも外側で外側壁５５の内側近傍に
前後方向に配置されている。
【００３９】
　揺動アーム８４はＬ字状であって、外側壁５５と内側壁５８との間で外側壁５５に近接
して配置されると共に、中ケース体４７側と後ケース体４８との間で保持された左右方向
の支軸８７により揺動自在に枢支されている。そして、この揺動アーム８４の一端側が開
閉扉３５の補強リブ５３の基部側の係合部８８に係合され、他端側の突部等の被係合部８
９が連動部材８５の前端側の切欠き等の係合部９０に係合している。
【００４０】
　連動部材８５は発光基板４３と揺動アーム８４との間に前後方向に配置され、後端の結
合部９１が駆動ソレノイド４４の可動鉄心８１の前端の鍔部９２に係合して着脱自在に結
合されている。なお、連動部材８５は結合部９１に対して外側壁５５側に偏心して設けら
れている。
【００４１】
　なお、内側壁５８の前側には左右方向の外側に傾斜する傾斜部５８ａが設けられ、その
傾斜部５８ａの前端が開閉扉３５の補強リブ５３の内側に近接している。
【００４２】
　開閉扉３５、取り付け板４５、中ケース体４７、後ケース体４８、奥壁３９，４０、連
動手段８３は、光透過性を有する材料、例えば透明な合成樹脂材料により構成されている
。なお、光透過性があれば、無色透明、着色透明又は半透明でもよい。また後ケース体４
８は不透明な材料により成型してもよい。
【００４３】
　上記構成の弾球遊技機では、特別図柄始動手段１４が遊技球の入賞を検出すると、特別
図柄表示手段２３の特別図柄が所定時間変動して、その変動後に大当たり態様、外れ態様
の何れかで停止する。
【００４４】
　可変入賞手段１５では、通常、駆動ソレノイド４４の可動鉄心８１がバネ８２により前
方へと付勢されているため、その開閉扉３５が連動手段８３を介して閉位置に保持されて
いる。なお、開閉扉３５の前面には、縦方向の突条５４が左右方向に多数形成されている
ので、開閉扉３５自体が光透過性を有するにも拘わらず、開閉扉３５が閉位置にあるとき
には、可変入賞口３３の内部を透視できない。
【００４５】
　変動後の特別図柄が大当たり態様で停止すると、駆動ソレノイド４４が励磁して可動鉄
心８１がバネ８２に抗して後方へと作動する。これによって連動手段８３の連動部材８５
が可動鉄心８１と一体に後方へと移動し、揺動アーム８４が支軸８７廻りに後方（図のａ
矢示方向）に揺動するため、開閉扉３５が枢軸５２廻りに前方へと開位置まで回動して可
変入賞口３３を開放する。
【００４６】
　開閉扉３５が開位置になると、遊技盤９の前面に沿って開閉扉３５上に落下する遊技球
は、この開閉扉３５によって可変入賞口３３へと案内されるため、可変入賞口３３に遊技
球が入賞し易くなる。可変入賞口３３に入賞した遊技球は、案内通路３７の傾斜部６１，
６２を経て集合部６０へと集められた後、排出通路３８から排出口３６を経て遊技盤９の
裏側へと排出されて行く。また入賞した遊技球が排出口３６から排出されるときに、入賞
検出スイッチ４１がその遊技球を検出して、計数手段により入賞個数を計数する。なお、
開閉扉３５は可変入賞口３３に所定数の遊技球が入賞するか所定時間が経過すると、駆動
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ソレノイド４４が消磁して、開閉扉３５が枢軸５２廻りに閉位置へと閉じる。
【００４７】
　一方、例えば開閉扉３５が可変入賞口３３を開放すれば、図外の演出制御基板からの制
御により、可変入賞口３３の開放時間中、発光基板４３の各発光体４２が発光して光を奥
壁３９，４０に対して裏側から照射する。このため、両奥壁３９，４０の略全面が発光す
ると同時に、その発光によって可変入賞口３３の内部、及び開放状態にある開閉扉３５を
裏側から照明することができる。従って、従来に比してきらびやかさに優れたものとなり
、視覚的な演出効果がより向上する。
【００４８】
　また取り付け板４５、中ケース体４７、後ケース体４８、開閉扉３５、連動手段８３が
光透過性を有する材料により構成されているため、発光体４２の発光により単に奥壁３９
，４０が発光するだけでなく、発光体４２から前側の構成部材の殆どを明るく発光させる
ことができる。例えば、発光体４２からの光が中ケース体４７、後ケース体４８の周壁部
分、更には取り付け板４５の周壁４６等に漏れる。このため取り付け板４５の開口３４の
周縁を明るく発光させることができる。このときにも、入賞検出スイッチ４１によって発
光領域が制限されるようなことは殆どない。
【００４９】
　また発光基板４３及びこの発光基板４３に装着された発光体４２は、中ケース体４７の
底壁５７の上下両側に対応しており、底壁５７の上下両側で発光体４２が光を照射するた
め、奥壁３９，４０、開閉扉３５等を含む範囲を発光又は照明することができる。
【００５０】
　図１２、図１３は本発明の第２の実施例を例示する。この実施例では、可変入賞口３３
の下側に排出口３６と入賞検出スイッチ４１とが配置されている。排出口３６は可変入賞
口３３の案内通路３７の集合部６０の後側に下向きに形成され、この排出口３６を挟んで
左右両側に奥壁３９が一体に設けられている。そして、左右の奥壁３９間には、排出口３
６の後側に奥壁４０が着脱自在に設けられている。入賞検出スイッチ４１は、排出口３６
の下部で可変入賞口３３の開口域外に前後方向に配置されている。他の構成は、第１の実
施例と略同様である。
【００５１】
　このように入賞検出スイッチ４１は可変入賞口３３の開口域外であれば、排出口３６を
可変入賞口３３の下側に配置する等して、可変入賞口３３の下側に配置することも可能で
ある。
【００５２】
　図１４、図１５は本発明の第３の実施例を例示する。この実施例では、可変入賞口３３
の底壁５７は、入賞した遊技球を後方へと案内する傾斜通路９３と、この傾斜通路９３か
らの遊技球を排出口３６へと左右方向に案内する案内通路３７とを備えている。傾斜通路
９３は底壁５７の前部側に左右方向に長く設けられ、また底壁５７の後部側に、傾斜通路
９３の左右方向の長さに対応して案内通路３７が設けられている。そして、案内通路３７
の奥側に奥壁３９が配置されている。他の構成は、第１の実施例と略同様である。
【００５３】
　このように可変入賞手段１５は、その可変入賞口３３の底壁５７の前部側に傾斜通路９
３を設けたものでもよい。この場合には、１枚の部材により奥壁３９を構成できる。

　図１６は本発明の第４の実施例を例示する。この実施例では、取り付け板４５の前面に
、装飾シート９５が貼着されている。装飾シート９５は光を透過しない非透過性の装飾シ
ール等により構成され、取り付け板４５の開口３４の周辺部分に対応する切り欠き部９５
ａが形成されている。従って、装飾シート７５は取り付け板４５の開口３４及びその周辺
部分を除く外側を前面から覆うように取り付け板４５に装着されている。なお、装飾シー
ト９５は斜線が付された部分であり、その切り欠き部９５ａは装着孔４９よりも小さくな
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っている。
【００５４】
　このようにすれば、取り付け板４５を光透過性を有する合成樹脂等で構成しているにも
拘らず、取り付け板４５の前面側の装飾性が向上し、またこの装飾シート９５により、開
口３４の周辺の発光部分との境界が明瞭になるため、発光体４２の発光時に、開口３４の
周辺部分をより明瞭に発光させることができる。
【００５５】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明はこの実施例に限定されるものでは
なく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、実施例では、
発光基板４３に装着された各発光体４２は同時に発光し、可変入賞口３３が開放する毎に
その開放時間中、連続的に発光するものとして説明したが、各発光体４２は可変入賞口３
３の開放直前、開放と同時又は開放直後に同時又は時間差を置いて順次発光してもよい。
また可変入賞口３３の開放中に各発光体４２が同期して点滅発光してもよいし、発光位置
が移動するように順次点滅発光してもよい。更に開閉扉３５が光透過性を有するので、開
閉扉３５が閉状態にある場合でも、遊技盤９側の遊技条件にて設定された所定の発光条件
を充足したときに各発光体４２が発光するようにしてもよい。
【００５６】
　第１の実施例の場合、各奥壁３９，４０に対向して発光基板４３を別々に設け、奥壁３
９，４０と発光基板４３との間隔を略同じにしてもよい。また実施例では、周壁４６を有
する取り付け板４５、奥壁３９，４０を有する中ケース体４７、開閉扉３５、連動手段８
３等を光透過性を有する合成樹脂材料により構成しているが、少なくとも奥壁３９，４０
が光透過性を有するものとし、他を光透過性を有しないものとしてもよい。また奥壁３９
，４０は多数の光透過孔を有する光透過性部材により構成することも可能である。従って
、奥壁３９，４０の材料自体が透明等である必要はない。
【００５７】
　発光基板４３は可変入賞口３３の左右の開口幅に比して若干短い程度とし、その発光基
板４３の左右両端部にも発光体４２を配置することが望ましい。しかし、発光体４２の光
の左右方向の照射領域が大きく、奥壁３９，４０の左右幅の略全体を発光させ、しかも可
変入賞口３３内の左右幅の略全体を照明できる限りは、発光基板４３を更に小さくするこ
とも可能である。
【００５８】
　開閉扉３５を開閉駆動する駆動手段は駆動ソレノイド４４以外のものを使用してもよい
。入賞検出スイッチ４１は、駆動手段４４、連動手段８３等と異なる位置に配置すればよ
い。また発光体４２による奥壁３９，４０の発光領域を制限しなければ、実施例に例示の
位置以外に入賞検出スイッチ４１を設けることも可能である。入賞検出スイッチ４１は可
変入賞口３３の開口域の外側に設けてもよい。
【００５９】
　光透過性を有する合成樹脂材料により取り付け板４５を構成する場合、開口３４部の周
縁部を除く部分に不透明な塗料を塗工し、又は不透明な粘着シートを貼着してもよい。発
光体４２はＬＥＤ以外のものでもよい。その他、本発明はアレンジボール機、雀球遊技機
等の他の弾球遊技機においても同様に実施可能であることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の第１の実施例を示すパチンコ機の斜視図である。
【図２】同遊技盤の正面図である。
【図３】同可変入賞手段側の正面図である。
【図４】同可変入賞手段側の縦断側面図である。
【図５】同可変入賞手段側の横断平面図である。
【図６】同可変入賞手段の横断平面図である。
【図７】同可変入賞手段の縦断側面図である。
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【図８】同可変入賞手段の縦断側面図である。
【図９】同可変入賞手段の縦断側面図である。
【図１０】同可変入賞手段の縦断正面図である。
【図１１】同可変入賞手段の斜視図である。
【図１２】本発明の第２の実施例を示す可変入賞手段の横断平面図である。
【図１３】同可変入賞手段の縦断正面図である。
【図１４】本発明の第３の実施例を示す可変入賞手段の横断平面図である。
【図１５】同可変入賞手段の縦断側面図である。
【図１６】本発明の第４の実施例を示す可変入賞手段の正面図である。
【符号の説明】
【００６１】
　９　遊技盤
　１５　可変入賞手段
　３３　可変入賞口
　３４　開口
　３５　開閉扉
　３６　排出口
　３７　案内通路
　３８　排出通路
　３９，４０　奥壁
　４１　入賞検出スイッチ
　４２　発光体
　４３　発光基板
　４４　駆動ソレノイド（駆動手段）
　４５　取り付け板
　５５　外側壁
　６７　スイッチ本体
　６８　通過孔
　８３　連動手段
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【図８】



(16) JP 4672703 B2 2011.4.20

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１３】
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