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(57)【要約】
【課題】前後に揺動可能な開閉扉を有する場合において
、より効果的に球噛みを防止することが可能な弾球遊技
機の入賞装置を提供する。
【解決手段】前方に向けて開口して遊技球が入球可能な
開口６３を有して遊技盤の前面に取り付けられる装置本
体部６０と、装置本体部６０に取り付けられて、閉鎖位
置と開放位置とに揺動開閉自在な開閉部材６４と、開閉
部材６４を閉鎖位置と開放位置とに揺動させる揺動機構
と、前後に延びて後部が装置本体部６０側に取り付けら
れる取付基部の前部から装置本体部６０に対向するよう
に延びる前飾り８０とを備え、前飾り８０の前側ガード
部８２の後面８２ａが装置本体部に対向するように設け
られ、当該後面８２ａは下方に向かうにつれて開閉部材
６４から離れる方向に傾斜して形成されている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤上の遊技領域において遊技球を落下移動させ、前記遊技領域内に設けられた入賞
装置に前記遊技球を入賞させる遊技を行う構成の弾球遊技機に用いられる前記入賞装置で
あって、
　前方に向けて開口して遊技球が入球可能な入口を有して遊技盤の前面に取り付けられる
装置本体部と、
　前記装置本体部の前面における前記入口の左右側部から前方に延びる左右一対の基部お
よび前記左右一対の基部の前部を繋いで前記入口と対向して左右に延びる前接続部を有し
、前記入口の前に前記左右一対の基部および前記前接続部により囲まれて上下に貫通して
遊技球が入球可能な入球空間が形成されたフロントカバー部材と、
　前記装置本体部の前面側に取り付けられ、後方に揺動して前記入口を閉鎖する閉鎖位置
、および前方に揺動して前記入口を開放するとともに前記入球空間内に突出して前記遊技
領域内を落下移動して前記入球空間内に入球した遊技球を前記入口から内部空間内に導い
て入賞させる開放位置に揺動可能な開閉部材と、
　前記開閉部材を前記閉鎖位置及び前記開放位置に揺動させる揺動機構とを備え、
　前記装置本体部と対向して上下に延びる前記前接続部の後面が、下方に向かうにつれて
前記装置本体部から離れる方向に傾斜して形成されていることを特徴とする弾球遊技機の
入賞装置。
【請求項２】
　前記内部空間が前記入口を通過した遊技球を後方に導くように形成され、
　前記揺動機構は、前記内部空間における左側及び右側のいずれか一方の外側に設けられ
、
　前記内部空間において前記遊技球が転動する下面は、後方に向かうにつれて下方に傾斜
するとともに、前記左右方向において前記揺動機構から離れるにつれて下方に傾斜するよ
うに形成されていることを特徴とする請求項１に記載の弾球遊技機の入賞装置。
【請求項３】
　前記装置本体部の前面側における前記入口を囲む部分の上側の前面は、前記入口を囲む
部分の下側の前面よりも前方に突出して形成されていることを特徴とする請求項１または
２に記載の弾球遊技機の入賞装置。
【請求項４】
　前記開閉部材は、前記装置本体部に対して揺動自在に設けられ前記入口を開閉させる板
状の扉部材から構成され、前記扉部材の上面は起立状態において左右に延びるとともに左
右のいずれか一方から他方へ向かって下がるように傾斜していることを特徴とする請求項
１～３のいずれかに記載の弾球遊技機の入賞装置。
【請求項５】
　前記開閉部材が前記開放位置にある状態において、遊技球が前記開閉部材と前記装置本
体部との間を通過する通過空間における遊技球の通過方向に直角な断面は、遊技球が２個
入る程度の大きさであることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の弾球遊技機の
入賞装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入賞口の前側に前後に開閉自在に設けられる開閉扉を備え、遊技盤の前面に
沿って落下する遊技球を受け入れて入賞口に導くように構成される弾球遊技機の入賞装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　弾球遊技機は、垂直に延びて配設される遊技盤の前面に複数の入賞口を設け、発射装置
から打ち出された遊技球を遊技盤の前面に沿って落下させて、入賞口に入れることを遊技
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者が楽しめるように構成されている。上記のような入賞口としては、遊技盤の前面に沿っ
て落下移動する遊技球を受け入れるため上方に開口する固定ガイドを有した固定型入賞装
置や、上方に拡開自在となった左右一対の可動翼部材（可動ガイド）を有してなる開閉型
入賞装置等が設けられる。
【０００３】
　開閉型入賞装置は、一般的にチューリップ型入賞装置と称されて従来から良く知られて
おり、このような開閉型入賞装置の構成等については従来から種々の提案がなされている
。しかしながら、従来の入賞装置においては、遊技球が入賞口の外縁に引っ掛かる等の理
由により、遊技球が球詰まりを起こす、いわゆる球噛みが発生する場合があった。球噛み
が発生すると、可動翼等の駆動部分に余分な負荷が作用して入賞装置の故障を誘発するこ
ともあるため問題である。そこで、上記のようなチューリップ型の入賞装置に関し、入賞
口の左側または右側に切り欠きを設け左右非対称な形状とすることにより、２個以上の遊
技球が連続して進入した場合でも、切り欠きが設けられた方から順次遊技球を入賞口に案
内させることが可能であって、入賞口の手前部分における球噛みを防止することが可能な
可変入賞装置が周知となっている（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－８４１７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、入賞装置としては、上記のようなチューリップ型のほか、前後に揺動自在に
取り付けた開閉扉を開閉駆動させることにより入賞口を閉鎖及び開放させる構成のものも
広く知られている。上記のような開閉扉を用いた構成の入賞装置でも球噛みは発生するが
、開閉扉を有する入賞装置において発生する球噛みは、開閉扉を開放したときに開閉扉と
その前方に設けられた前飾りとの間に遊技球が挟まったり、開閉扉を閉鎖しようとしたと
きに開閉扉と入賞装置本体との間に遊技球が挟まったりすることによるものでチューリッ
プ型の入賞装置で発生する球噛みとは基本的に異なる。従って、上述した特許文献１の入
賞装置のように、単に形状を非対称とするだけでは、有効に球噛みを防止することは困難
であり、前後に揺動可能な開閉扉を有する入賞装置には応用できない。このように、前後
に揺動可能な開閉扉を有する入賞装置においては、未だ有効な球噛み防止策が講じられて
いないという課題があった。
【０００６】
　本発明は、上記のような課題に鑑みてなされたものであり、前後に揺動可能な開閉扉を
有する場合において、より効果的に球噛みを防止することが可能な弾球遊技機の入賞装置
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】
　上記目的を達成するために、本発明に係る弾球遊技機の入賞装置は、遊技盤上の遊技領
域において遊技球を落下移動させ、遊技領域内に設けられた入賞装置に遊技球を入賞させ
る遊技を行う構成の弾球遊技機に用いられる入賞装置であって、前方に向けて開口して遊
技球が入球可能な入口（例えば、実施形態における開口６３）を有して遊技盤の前面に取
り付けられる装置本体部と、装置本体部の前面における入口の左右側部から前方に延びる
左右一対の基部（例えば、実施形態における取付基部８１）の前部を繋いで入口と対向し
て左右に延びる前接続部（例えば、実施形態における前側ガード部８２）を有し、入口の
前に左右一対の基部および前接続部により囲まれて上下に貫通して遊技球が入球可能な入
球空間が（例えば、実施形態における空間８３）形成されたフロントカバー部材（例えば
、実施形態における前飾り８０）と、装置本体部の前面側に取り付けられ、後方に揺動し
て入口を閉鎖する閉鎖位置、および前方に揺動して入口を開放するとともに入球空間内に
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突出して遊技領域内を落下移動して入球空間内に入球した遊技球を入口から内部空間（例
えば、実施形態における球通路９０）内に導いて入賞させる開放位置に揺動可能な開閉部
材と、開閉部材を閉鎖位置及び開放位置に揺動させる揺動機構とを備え、装置本体部と対
向して上下に延びる前接続部の後面が、下方に向かうにつれて装置本体部から離れる方向
に傾斜して形成されていることを特徴とする。
【０００８】
　また、内部空間が入口を通過した遊技球を後方に導くように形成され、揺動機構は、内
部空間における左側及び右側のいずれか一方の外側に設けられ、内部空間において遊技球
が転動する下面（例えば、実施形態における右転動面９１ａ）は、後方に向かうにつれて
下方に傾斜するとともに、左右方向において揺動機構から離れるにつれて下方に傾斜する
ように形成されていることが好ましい。
【０００９】
　そして、装置本体部の前面側における入口を囲む部分の上側の前面（例えば、実施形態
における上側面６２ｃ）は、前記入口を囲む部分の下側の前面（例えば、実施形態におけ
る下側面６２ｄ）よりも前方に突出して形成されていることが好ましい。
【００１０】
　さらに、開閉部材は、装置本体部に対して揺動自在に設けられ入口を開閉させる板状の
扉部材から構成され、扉部材の上面は起立状態において左右に延びるとともに左右のいず
れか一方から他方へ向かって下がるように傾斜しており、且つ、開閉部材が開放位置にあ
る状態において、遊技球が開閉部材と装置本体部との間を通過する通過空間における遊技
球の通過方向に直角な断面は、遊技球が２個入る程度の大きさであることが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　以上、本発明に係る弾球遊技機の入賞装置によれば、前接続部の装置本体部に対向する
後面が下方に向かうにつれて装置本体部から離れる方向に傾斜して形成されているため、
開閉部材が開放位置に移動し前方に突出しても、開閉部材とその前方のフロントカバー部
材との間に遊技球が挟まれにくい構成とすることが可能となり、この部分における球噛み
の発生を防止することができる。
【００１２】
　また、入口後方の内部空間の下面が、その左右方向において揺動機構から離れるにつれ
て下方に傾斜されるように形成されることにより、入口後方の内部空間において遊技球を
揺動機構に近づかないように通過させることが可能となり、揺動機構への遊技球の球噛み
を防止することができる。
【００１３】
　そして、装置本体部の前面側における入口を囲む部分の上側の前面が、当該入口を囲む
部分の下側の前面よりも前方に突出して形成されていることにより、入口上部のスペース
を小さくし、上方の無駄なスペースが削減されるため、入口上部に複数の遊技球が落下し
てもフロントカバー部材の前方に弾かれることになる。よって入口上部とフロントカバー
部材との間における球噛みの発生を抑止することができる。
【００１４】
　さらに、入口を開閉させる開閉部材が起立した状態において、その開閉部材の上面を左
右のいずれかに傾斜させることにより、開閉部材の上面に落下してきた遊技球を左右のい
ずれかに受け流すことができる。従って、開閉部材の近傍における球噛みの発生を抑える
ことができる。また、開閉部材を開放させた状態において、開閉部材と装置本体部との間
に、遊技球の通過方向に対して垂直な方向に遊技球が２個並ぶ程度の大きさの空間が形成
されることにより、２個の遊技球が同時にこの空間に落下してきてもこれらの遊技球が開
閉部材と装置本体部の間に滞留することがなくなりスムーズに入賞させることが可能とな
るため、入賞装置における球噛みの発生をより効果的に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】本発明に係る入賞装置を備えたパチンコ機の外観を示す斜視図である。
【図２】上記パチンコ機における遊技盤を示す正面図である。
【図３】上記入賞装置の外観を示す斜視図である。（ａ）は扉部を閉じた状態、（ｂ）は
扉部を開いた状態を示す。
【図４】上記入賞装置の正面図である。（ａ）は扉部を閉じた状態、（ｂ）は扉部を開い
た状態を示す。
【図５】上記入賞装置における開閉部材及び揺動機構の構成を示す概略図である。（ａ）
は扉部を閉じた状態、（ｂ）は扉部を開いた状態を示す。
【図６】上記入賞装置の断面図である。（ａ）は図４（ａ）の入賞装置におけるＶＩａ－
ＶＩａ断面図、（ｂ）は図４（ｂ）の入賞装置におけるＶＩｂ－ＶＩｂ断面図である。
【図７】（ａ）は上記入賞装置の左側面図である。（ｂ）は（ａ）の左側面図における上
方から見たＢ－Ｂ断面図である。（ｃ）は上記入賞装置における球通路の概略正面図であ
る。
【図８】上記入賞装置の平面図である。（ａ）は扉部を閉じた状態、（ｂ）は扉部を開い
た状態を示す。
【図９】上記入賞装置において、扉部を開放させた状態における扉部と取付板部との間を
通過する２個の遊技球の状態を示す図である。（ａ）は側面図、（ｂ）は（ａ）の図にお
いて矢印Ｂの方向から見た矢視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明に係る弾球遊技機の入賞装置の実施形態について説明する
。まず、上記入賞装置を備えたパチンコ機の概略構成について、図１及び図２を参照して
簡単に説明する。説明の便宜上、各図面において矢印方向でパチンコ機ＰＭの前後、左右
、及び上下方向を示し、以下この方向を用いて説明を行う。また、ここに示すパチンコ機
ＰＭは、矩形状の外枠１にヒンジ１ａにより開閉自在に支持された内枠２を有し、内枠２
に遊技機構が取り付けられて構成される。遊技機構は、図２に示す遊技盤７を有し、遊技
盤７を覆って透明ガラスを有したガラス扉３が開閉自在に取り付けられている。遊技機構
はさらに、遊技球を投入する上受け皿４、入賞獲得球等を受ける下受け皿５、発射装置ハ
ンドル６等を有して構成される。このようなパチンコ機ＰＭにおいて、上受け皿４に投入
した遊技球を発射装置ハンドル６の操作により発射装置（不図示）から発射して、この遊
技球を円弧状の発射球通路８を通って遊技盤７の前面におけるガラス扉３に覆われた遊技
領域ＰＡ内に打ち出すことができるようになっている。
【００１７】
　遊技領域ＰＡを図２に詳しく示しており、複数の風車１１，１２、後述する前後に揺動
開閉自在の開閉部材６４を備えた入賞装置５０、大入賞口２２、小入賞口２３ａ，２３ｂ
，２４ａ，２４ｂ、アウト球排出口２５等が配設され、遊技盤７の中央部に飾り部３１を
上側に頂いた液晶表示部３０が設けられている。なお、図２には図示していないが、遊技
盤７上の遊技領域ＰＡには、多数の遊技釘が所定のパターンで設けられており、これら遊
技釘により遊技領域ＰＡ内に打ち出された遊技球の移動方向を変化させるガイドを行うよ
うになっている。このとき同時に風車１１，１２も遊技球の落下移動方向をランダムに移
動させる。
【００１８】
　以上の構成のパチンコ機ＰＭにおいて、本発明に係る構成を適用した入賞装置５０につ
いて以下で説明する。まず、液晶表示部３０の下方には、入賞装置５０を遊技盤７に取り
付けて固定させるための図示しない配設孔が設けられており、この配設孔は、遊技盤７の
前面に形成される遊技領域ＰＡから遊技盤７の裏面へと貫通形成されている。また、入賞
装置５０は、図３及び図４に示すように、上記配設孔内に取付可能な装置本体部６０と、
装置本体部６０の前面側に装置本体部６０に対向させて取り付けられた前飾り８０とを備
えて構成される。装置本体部６０は、後述するソレノイド類からなる揺動機構７０が収納
される筐体６１と、筐体６１の前面側を覆う平板状の取付板部６２とを有して構成され、
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筐体６１を配設孔内に遊技盤７の前側から挿入し、取付板部６２に形成された左右一対の
２箇所の取付孔６２ａ，６２ａを介して遊技盤７の前面にビス止めすることにより入賞装
置５０を遊技盤７に固設させることができる。
【００１９】
　取付板部６２の中央部には、図３（ｂ）に示すように、遊技球を受容可能な矩形状の開
口６３が形成され、筐体６１の前面側には上記開口６３を開閉させるための開閉部材６４
が設けられている。開閉部材６４は、後方に揺動して開口６３を閉鎖する閉鎖位置及び前
方に揺動して開口６３を開放するとともに前飾り８０の前側ガード部８２と取付板部６２
との間に形成される後に詳述する空間８３内に突出して遊技領域ＰＡ内を落下移動して空
間８３内に入球した遊技球を開口６３から後述する球通路９０内に導いて入賞させる開放
位置に揺動可能に構成される。
【００２０】
　開閉部材６４は、図５に示すように、前側に設けられ開口６３を開閉させる扉部６５と
、扉部６５の下端に左右に延びて設けられ前後方向に回動する回動軸６６と、回動軸６６
を中心として扉部６５に対して所定角度だけ後方下方に延びるように設けられ回動軸６６
を中心に回動自在に設けられる後回動部６７とを備えて構成される。なお、後回動部６７
の後端には、前後に回動自在に設けられ揺動機構７０の後述するアーム部７５に接続させ
るための回動端部６７ａが設けられる。
【００２１】
　以下では、開閉部材６４を開閉揺動作動させるための揺動機構７０について図５及び図
６を参照しながら説明する。揺動機構７０は、開口６３の内部後方の右側に寄せて配設さ
れる。揺動機構７０は、ソレノイド７１と、プランジャ７２と、バネ７３と、クランク部
７４と、アーム部７５とを備えて構成される。プランジャ７２は、ソレノイド７１から前
方に延びて前後に移動可能に設けられ、その前端がクランク部７４に取り付けられている
。また、バネ７３は、プランジャ７２に巻き付けられるとともに一端がソレノイド７１に
他端がクランク部７４に取り付けられている。
【００２２】
　クランク部７４は、プランジャ７２から前方に延びて設けられるが、その前端に側面視
Ｕ字状のアーム保持部７４ａを有し、この部分にアーム部７５の上端が回動自在に保持さ
れる。アーム部７５は、上下に延びるとともに下端から前方に屈曲して前後に延びるよう
に形成され、上端に前後に回動自在な被保持部７５ａが設けられ、前端に上述した回動端
部６７ａを回動自在に保持し前後に延びて形成される長穴７５ｂが設けられている。また
、アーム部７５は、上下に延びる部分の下端に回動軸７５ｃを備えこの回動軸７５ｃを中
心に上下に延びる部分は前後に、前後に延びる部分は上下にそれぞれ回動するようになっ
ている。
【００２３】
　以上のように構成される揺動機構７０において、揺動機構７０が開閉部材６４を開閉さ
せる機能について説明する。まず、開閉部材６４の扉部６５が閉止した状態では、バネ７
３の復元力がクランク部７４及びアーム部７５を介して開閉部材６４に伝達されるが、こ
の状態では、アーム部７５の左端の長穴７５ｂ及び後回動部６７の回動端部６７ａは下動
され、回動端部６７ａは長穴７５ｂの前端に位置している。この回動端部６７ａの下動に
伴い扉部６５が後方に揺動され直立した閉鎖位置に保持されている（図５（ａ）参照）。
【００２４】
　また、ソレノイド７１への通電がなされると、プランジャ７２がバネ７３の上記復元力
に抗してソレノイド７１内へ引き込まれ、クランク部７４が後方へ移動する。このとき、
アーム部７５の上端の被保持部７５ａがアーム保持部７４ａとともに後方に揺動され、ア
ーム部７５の長穴７５ｂ及び回動端部６７ａが上動するとともに、回動端部６７ａが長穴
７５ｂ内の後端に移動する。この回動端部６７ａの上動に伴い後回動部６７が回動軸６６
を中心として上動し同時に扉部６５が回動軸６６を中心として前方に揺動して開口６３が
開放される。
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【００２５】
　一方、ソレノイド７１への通電が遮断されると、バネ７３の復元力によりプランジャ７
２は前方に突出し、これに伴ってクランク部７４が前方へ移動する。そして、アーム部７
５の上端の被保持部７５ａがアーム保持部７４ａとともに前方に揺動され、アーム部７５
の長穴７５ｂ及び回動端部６７ａが下動するとともに、回動端部６７ａが長穴７５ｂ内の
前端に移動する。この回動端部６７ａの下動に伴い後回動部６７が回動軸６６を中心とし
て下動し同時に扉部６５が回動軸６６を中心として後方に揺動して開口６３が閉鎖される
。以上のように、ソレノイド７１への通電／非通電により扉部６５が開口６３を開閉させ
るようになっている。
【００２６】
　以下では、上述した揺動機構７０により開閉される開閉部材６４の前方に設けられた前
飾り８０について説明する。前飾り８０は、図６～図８等に示すように、前後に延びて形
成されて後端部が取付板部６２に取り付けられる左右一対の取付基部８１と、左右の取付
基部８１の前部を繋いで上記開口６３と対向して左右に延びて形成される前側ガード部８
２とを備えて構成される。また、開口６３の前方に上記左右一対の取付基部８１及び前側
ガード部８２により囲まれて上下に貫通して遊技球が入球可能な空間８３が形成されてい
る。この空間８３は、図８（ｂ）に示すように扉部６５が開いた状態においても、扉部６
５が前飾り８０の前側ガード部８２と接触しない程度の大きさとなっている。
【００２７】
　以上のように構成される入賞装置５０では、その前部に左右一対の取付基部８１及び前
側ガード部８２を備えた前飾り８０が設けられるとともに、その後側に装置本体部６０が
設けられ前飾り８０の後方で扉部６５を前後に開閉させる構成となっているため、扉部６
５の開閉等により遊技球が前飾り８０及び扉部６５の近傍で滞留する事象、いわゆる球噛
みを生じさせる虞がある。
【００２８】
　上記の問題を解決するため、本実施形態における入賞装置５０では、図６に示すように
、前側ガード部８２の扉部６５に対向する後面８２ａが下方に向かうにつれて前方すなわ
ち扉部６５から離れる方向に傾斜するように形成されている。このことにより、扉部６５
の開放時に、扉部６５とその前方に設けられた前側ガード部８２との間に下方に向かう程
大きくなる空間が設けられることになり遊技球を下方に通過させやすくすることができる
。これにより、遊技球が扉部６５及び前側ガード部８２の近傍で球噛みする事象の発生を
防止することができる。
【００２９】
　特に、本実施形態の入賞装置５０のように、扉部６５をソレノイド７１への通電により
開放しバネ７３の弾性力により閉鎖する場合、バネ７３の弾性力よりもソレノイド７１の
磁力の方が大きいため、従来は扉の閉鎖時に比べて開放時の方が球噛みが頻発していた。
しかし、上記のように、前側ガード部８２の後面８２ａが下方に向かうにつれて前方に傾
斜して形成されることにより、前側ガード部８２と扉部６５との間における球噛みを防止
することができる。また、本実施形態における入賞装置５０では、上記の他にも種々の球
噛み防止策が講じられている。その球噛み防止策の５点の特徴について以下で説明する。
【００３０】
　まず、１点目としては、開口６３の内部後方に形成される筐体６１の内部空間であって
開口６３を通過した遊技球を後方に導く球通路９０等の構造について特徴を有する。具体
的には、図７（ｂ）等に示すように、揺動機構７０のクランク部７４やアーム部７５は開
口６３の後方の球通路９０の右側に設けられるが、まず球通路９０の下面９１については
、その右半分の右転動面９１ａと左半分の左転動面９１ｂとからなる。そして右転動面９
１ａ及び左転動面９１ｂ（下面９１）は後方に向かうにつれて下方に傾斜して形成される
とともに（図６参照）、右転動面９１ａはさらに右から左（揺動機構７０から離れる方向
）に向かうにつれて下方に傾斜して形成される（図７（ｃ）参照）。
【００３１】
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　また、従来の入賞装置では揺動機構の一部が球通路に露出されるように構成されていた
が、本実施形態の入賞装置５０には、図７（ｂ）及び（ｃ）に示すように、揺動機構７０
のアーム部７５近傍の左側且つ右転動面９１ａの右側から上方に延びて形成される右壁部
９３が設けられる。よって、揺動機構７０と右転動面９１ａとの間に形成される空間が小
さくなるため、開口６３から入ってきた遊技球を揺動機構７０に接触させないようにする
ことができる。また、右転動面９１ａが右から左に向かうにつれて下方に傾斜して形成さ
れることにより、遊技球を揺動機構７０とは反対側の左方に形成された左壁部９２に寄せ
て移動させ、揺動機構７０から離して通過させることができるため、遊技球が右側のアー
ム部７５等に挟まって滞留する虞を回避することができる。
【００３２】
　なお、上記１点目の特徴としては、球通路９０の下面９１が、後方且つ左方に下がるよ
うに傾斜する右転動面９１ａと、後方にのみ傾斜する左転動面９１ｂとからなる例につい
て説明したが、右転動面９１ａと左転動面９１ｂとが占める割合は上記のように半分でな
くてもよい。また、球通路９０の下面９１を上記のような右転動面９１ａ及び左転動面９
１ｂに分けなくても、球通路９０の下面９１全体を左に下がるように傾斜させても上記同
様の効果が得られる。
【００３３】
　２点目としては、装置本体部６０の前方に設けられる取付板部６２の形状について特徴
を有する。まず、取付板部６２には、図６（ａ）に示すように、上端から下方に向かうに
つれて前方に傾斜するテーパ面６２ｂと、テーパ面６２ｂの下端から垂直下方に延びる上
側面６２ｃとが開口６３の上部に形成されるとともに、垂直下方に延びる下側面６２ｄが
開口６３の下部に形成される。ここで、取付板部６２の上側面６２ｃの前後方向の厚さは
下側面６２ｄの部分の当該厚さより１．５ｍｍ程度厚くなっており、上側面６２ｃは下側
面６２ｄよりも１．５ｍｍ程度前方に突出して形成される。すなわち、前側ガード部８２
の後面８２ａの上端から垂直下方に形成される面と上側面６２ｃとの距離をｗ１、前記垂
直下方に形成される面と下側面６２ｄとの距離をｗ２とするとｗ１＜ｗ２となる。
【００３４】
　上記２点目の特徴としては、まず上端にテーパ面６２ｂが設けられていることにより落
下してきた遊技球を前側に受け流すことができるとともに、前側ガード部８２の後側と上
側面６２ｃとの距離ｗ１をｗ２より短くして開口６３の上部に形成される入球空間である
空間８３の前後方向の長さを小さくすることにより、取付板部６２と前側ガード部８２の
間に前後方向に複数の遊技球が並ぶことがなくなるため、この部分における球噛みの発生
を抑止することができる。特に、ｗ１の値を遊技球の直径（１１ｍｍ）より若干大きい１
２ｍｍ程度にすれば確実に２個以上の遊技球が入らないようになるためより効果的に上記
球噛みの発生を抑止することができる。
【００３５】
　３点目としては、扉部６５の形状について特徴を有する。具体的には、扉部６５の上端
面６５ａの形状について、図８（ｂ）に示すように、扉部６５の上端面６５ａが左から右
に向かうにつれて後方に傾斜し、かつ扉部６５を起立させた状態において上端面６５ａは
右方へ向かって下がるように傾斜している。このように構成されることにより、扉部６５
の上端面６５ａに落下してきた遊技球を開閉時に右方向に移動させることが可能となり、
扉部６５と取付板部６２との間に遊技球が挟まって球噛みする虞を回避することができる
。なお、上記では、上端面６５ａが左から右に向かうにつれて下がるように傾斜している
例について説明したが、３点目の特徴としては、上端面６５ａが右から左に向かうにつれ
て下がるように傾斜させてもよく、この場合でも遊技球を移動させる方向が異なるだけで
上記同様の効果が得られる。
【００３６】
　４点目としては、扉部６５の開放状態の構成について特徴を有する。まず、図９（ａ）
及び（ｂ）に示すように、扉部６５を開放させたときに、遊技球は、扉部６５、取付板部
６２、及び扉部６５の左右の端面から上下前後に延びる側面により囲まれる通過空間を通



(9) JP 2012-66028 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

って開口６３に導かれるが、当該通過空間における遊技球の通過方向（矢印Ｂの方向）に
直角な断面は遊技球が２個並ぶ程度の大きさになっている。この４点目の特徴により、２
個の遊技球が同時に通過空間に落下してきたときでも、これらの遊技球を扉部６５と取付
板部６２との間に滞留させることなく開口６３の方へ通過させることができるため、この
部分の球噛みの発生を抑止することができる。
【００３７】
　５点目としては、開口６３の後方の球通路９０の上面９０ｃについて特徴を有する。具
体的には、図６に示すように、開口６３の後部における球通路９０の上面９０ｃが水平方
向に延びて形成されている。この５点目の特徴により、扉部６５と球通路９０の上面９０
ｃとの間で球噛みが発生する虞を低減させることができる。なお、球通路の上面について
は、上記のように水平にしなくても、開放時の開閉部材６４の傾きと平行にならないよう
にすれば同様の効果が得られる。
【００３８】
　以上、本実施形態では入賞装置５０における球噛み防止の効果を発揮し得る５点の特徴
について説明したが、これらは単独で採用することもでき、共に採用することもできる。
また、上述した５点の特徴構成を具備しない入賞装置も本発明の範疇に含まれるが、上記
５点の特徴構成を具備することにより、入賞装置５０においてより効果的に球噛みの発生
を防止させることができる。
【００３９】
　また、本実施形態の入賞装置５０では、前飾り８０における前側ガード部８２の後面８
２ａが下方に向かうにつれて前方（扉部６５から離れる方向）に傾斜する構成、及び上記
５点の特徴構成を備えることにより、球噛みの発生をより効果的に抑止することを可能に
しているが、本発明に係る弾球遊技機の入賞装置としては、上述した入賞装置５０に限定
されることはない。すなわち、本発明に係る弾球遊技機の入賞装置はその趣旨を逸脱しな
い範囲で任意に変更可能であり、例えば、上記では取付板部６２の上端にテーパ面６２ｂ
が設けられる例について説明したが、このテーパ面６２ｂがない入賞装置またはテーパ面
６２ｂの代わりに前方に突出する突起部が形成された入賞装置等も本発明の範疇に含まれ
る。
【００４０】
　また、入賞装置５０では、扉部６５が揺動機構７０により開閉され、揺動機構７０がソ
レノイド７１等を備えて構成される例について説明したが、揺動機構７０等を含む扉部６
５の開閉構造についても上記に限定されることはない。例えば上記では、揺動機構７０が
開口６３の後方の球通路９０の右側に設けられた例について説明したが、揺動機構７０が
開口６３の後方の球通路９０の左側に設けられていてもよく、この場合、球通路９０の下
面９１を右方に下がるように構成させることにより、遊技球を左側の揺動機構７０に寄せ
ないようにできるため上記１点目の特徴構成を具備した場合と同様の効果が得られる。ま
た、上記ではソレノイド７１の磁力により扉部６５を開放しバネ７３の弾性力により閉鎖
する例を示したが、これとは逆に、バネ７３の弾性力により開閉部材６４を開放しソレノ
イド７１の磁力により閉鎖するようにしてもよい。
【００４１】
　そして、上述した実施形態では、入賞装置５０が、液晶表示部３０の下部に設けられる
例について説明したが、本発明に係る弾球遊技機の入賞装置は、揺動されて一般入賞口を
開閉する開閉扉を有した一般入賞装置や、揺動されて始動入賞口を開閉する開閉扉を有し
た始動入賞装置等に対しても適用させることが可能である。
【符号の説明】
【００４２】
　　ＰＭ　　　　パチンコ機（弾球遊技機）
　　ＰＡ　　　　遊技領域
　　７　　　　　遊技盤
　　５０　　　　入賞装置
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　　６０　　　　装置本体部
　　６２ｃ　　　上側面（入口を囲む上側の前面）
　　６２ｄ　　　下側面（入口を囲む下側の前面）
　　６３　　　　開口（入口）
　　６４　　　　開閉部材
　　６５　　　　扉部（扉部材）
　　７０　　　　揺動機構
　　８０　　　　前飾り（フロントカバー部材）
　　８１　　　　取付基部（基部）
　　８２　　　　前側ガード部（前接続部）
　　８２ａ　　　後面
　　８３　　　　空間（入球空間）
　　９０　　　　球通路（内部空間）
　　９１ａ　　　右転動面（下面）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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