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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技盤の前面側に形成された遊技領域に設けられる弾球遊技機用遊技部品であって、
　中央に形成され、所定のタイミングで開閉される横長形状の開口部を有する特別入球口
と、
　該特別入球口の両側に設けられ、遊技球を受け入れる球入口と該球入口に入球した遊技
球を前記遊技領域に排出させる球出口とを有する複数の球受け部材と、
　該複数の球受け部材を左右方向に移動させるための球受け部材移動手段と、
を備え、該球受け部材移動手段は、１個の駆動源と該駆動源の駆動力を前記複数の球受け
部材に伝達する駆動伝達機構とを備え、該駆動伝達機構は、前記特別入球口の後側に設け
られるピニオンと、該ピニオンに噛合するラック部を有して左右外側に延出する左右一対
の駆動伝達アームとを備え、該駆動伝達アームは前記特別入球口の後側で後方に屈曲して
形成されていることを特徴とする弾球遊技機用遊技部品。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾球遊技機用遊技部品に関し、特に、アレンジボール遊技機や雀球遊技機等
、打球の入球口への入球状態に応じて遊技者に特典を与える弾球遊技機において、打球の
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落下方向に変化を与える遊技部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、弾球遊技機としては、遊技内容により１種、２種、３種等に分類されるパチ
ンコ遊技機の他、アレンジボール遊技機や雀球遊技機等の弾球遊技機が一般的に知られて
いる。
【０００３】
　このうち、アレンジボール遊技機や雀球遊技機は、通常のパチンコ遊技機と異なり、所
定数（例えば、アレンジボール遊技機では１６球、雀球遊技機では２４球）の遊技球を発
射させ、遊技盤の下部に配列された入球口への打球の入球状態に応じて遊技者に特典を与
える弾球遊技機である。例えば、アレンジボール遊技機の場合、遊技盤の下部に１～１６
番の番号が付された１６個の入球口が配列されており、その入球口のいずれかに打球が入
球すると、その入球口に対応する番号が番号表示部に表示される。そして、番号表示部に
表示された番号が４個連続した時に入賞役が成立し、１６球を打球して遊技が終了した後
に、その入賞役に応じて所定数の賞品球が払い出されるようになっている。また、雀球遊
技機の場合には、遊技盤の下部に筒子、萬子、索子、字牌の麻雀牌に対応する２７個の入
球口が配列されており、遊技開始時に１４球を打球し、その打球が入球した入球口に基づ
いて配牌を作成する。その後、捨牌動作と打球動作を最高で１０回まで繰り返し、麻雀の
役が成立すると、その役に応じて所定数の賞品メダルが払い出されるようになっている。
【０００４】
　このように、アレンジボール遊技機や雀球遊技機では、遊技盤の下部に配列された入球
口のいずれに入球させるかが遊技の魅力となっているため、製造メーカーは、遊技者の技
量に応じて出球率を調整可能なように、遊技釘の配列や遊技部品の配列の設定（以下、「
ゲージ設定」という）を行っている。ところが、従来のこのようなゲージ設定では、遊技
店での遊技釘の調整作業が煩雑となるため、近年のように遊技店が大型化する状況の中、
遊技釘の調整をあまりしなくても出球率がばらつくような遊技機が望まれている。そのた
め、例えば、パチンコ遊技機用として、モータ駆動により左右に移動可能な入賞口を備え
た遊技部品も提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】実開平５－５１７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記した左右に移動可能な入賞口を備えた遊技部品では、中央の１個の
入賞口のみが左右に移動するように構成されているため、遊技の偶発性や遊技性が必ずし
も十分ではなかった。そのため、入賞口を左右に移動させるだけでは遊技店の要望に応じ
た出球率に調整することが難しく、また、遊技の魅力に欠け、遊技者の興味を十分に引く
ことが難しいといった問題もあった。
【０００７】
　また、１個のモータで１個の入賞口を移動させる構成となっているため、移動する入賞
口を複数個設けるには複数のモータが必要となる。そのため、遊技部品が大型化し、コス
ト増大の要因ともなり、消費電力も増加する等、実用上、各種問題が発生するおそれがあ
った。特に、アレンジボール遊技機や雀球遊技機の場合には、入球口が遊技盤の下部に配
列されており、パチンコ遊技機に比べて遊技領域が狭くなっているため、上記したような
構成の遊技部品において移動可能な入賞口を複数設けることは、実際には極めて困難であ
った。
【０００８】
　本発明は、上記した課題を解決すべくなされたものであり、遊技の偶発性や遊技性の増
大が図れ、経済的で、コンパクトな弾球遊技機用遊技部品を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明は、遊技盤２，１９の前面側に形成された遊技領域１３に設けられる弾球遊技機
用遊技部品１５であって、遊技球１３７を受け入れる球入口８０と球入口８０に入球した
遊技球１３７を遊技領域１３に排出させる球出口８１とを有する複数の球受け部材１４と
、複数の球受け部材１４をそれぞれ左右異なる方向に移動させるための球受け部材移動手
段とを備え、該球受け部材移動手段は、１個の駆動源１０４と駆動源１０４の駆動力を複
数の球受け部材１４に伝達する駆動伝達機構７６，７９，８９，９２，９３，１０６とを
備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、複数の球受け部材がそれぞれ左右異なる方向に移動するように構成さ
れているため、遊技の偶発性を増大させることができ、煩雑な遊技釘の調整を行うことな
く、出球率の調整を容易に行うことができる。また、遊技性の増大が図れ、遊技者の興味
を十分に引くことも可能となる。
【００１１】
　また、１個の駆動源により複数の球受け部材を移動させることができるため、コンパク
ト化が図れ、コスト及び消費電力の削減が可能な経済的な遊技部品を提供することが可能
となる等種々の優れた効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、本
発明を、雀球遊技機及びアレンジボール遊技機に適用した場合について説明する。
【００１３】
　図１の中央の図は雀球遊技機１の正面図を示し、その右側の図は雀球遊技機１の遊技盤
２の正面図を示し、また、図２の右側の図は雀球遊技機１の遊技盤２の背面図を示してい
る。この雀球遊技機１は、方形枠状の外枠３と、外枠３の前面に設けられた前枠４とを備
えており、前枠４は、外枠３の正面左側上下に設けられたヒンジ金具５，６により外枠３
に対して開閉可能に設けられていると共に外枠３の正面右側に設けられた施錠具７により
閉鎖状態がロックされるようになっている。そして、前枠４には遊技盤２が設けられ、遊
技盤２の下方に手牌等を表示するための表示部８及び捨牌の選択等を行う操作部９が設け
られ、さらに、操作部９の下方にメダル受け皿１０及び球発射ハンドル１１が設けられて
いる。また、遊技盤２には環状のガイドレール１２により遊技領域１３が形成され、遊技
領域１３には２個の球受け部材１４を備えた遊技部品１５が他の各種遊技部品１６等と共
に配置され、遊技部品１５の下方には所要数の麻雀牌に対応した入球口１７が横一列で配
列されている。
【００１４】
　図１の左側の図はアレンジボール遊技機１８の遊技盤２’の正面図を示し、また、図２
の左側の図はその遊技盤２’の背面図を示している。アレンジボール遊技機１８の場合に
も、雀球遊技機１の場合と同様に、遊技盤２’に形成された遊技領域２０に２個の球受け
部材１４を備えた遊技部品１５が他の各種遊技部品２１等と共に配置されている。そして
、遊技部品１５の下方には、１～１６番の番号が付された１６個の入球口２２が横一列で
配列されている。
【００１５】
　図２の中央の図はアレンジボール遊技機１８の背面図を示しており、アレンジボール遊
技機１８の背面側には、遊技盤２’を収容する収容部の中央部に矩形の開口部２３が形成
されている。そして、開口部２３の上部には、予備賞球を貯留する賞球タンク２４や賞球
タンク２４に貯留された予備賞球を整列して供給する予備賞球案内流路２５が設けられ、
開口部２３の背面側から見て右側方には、賞球の払い出し処理を行う賞球装置２６が設け
られている。また、開口部２３の下方には、賞球装置２６から払い出された賞球を前面側
の球皿（図示せず）に案内する賞球排出流路２７や遊技盤２’から排出されるアウト球及
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びセーフ球を機外に排出する遊技済み球排出経路（図示せず）が設けられている。
【００１６】
　次に、図３～図１１を参照しつつ、遊技部品１５について説明する。なお、以下の説明
では、説明の簡略化のため、球受け部材１４を左右方向に移動させるための構成のうち、
左右の球受け部材で同様の構成に関しては、正面左側の球受け部材１４のための構成につ
いてのみ説明し、正面右側の球受け部材１４のための構成については説明を省略する。そ
して、図中、正面左側の球受け部材１４のための構成については符号の後にＬを付し、そ
れらに対応する正面右側の球受け部材のための構成については同一符号を付した後にＲを
付す。
【００１７】
　遊技部品１５は、遊技盤２，２’に固定される取付本体３１を備え、取付本体３１は横
長形状を成し、中央に特別入球口３０のための特別入球口用開口部３２が形成され、特別
入球口用開口部３２の両側に球受け部材１４のための球受け部材用開口部３３Ｌ，３３Ｒ
がそれぞれ形成されている。取付本体３１には、特別入球口用開口部３２の両側に近接し
てそれぞれ球受け枠取付孔３４が形成され、各球受け枠取付孔３４の下方にそれぞれ小溝
３５が形成されている。また、取付本体３１には特別入球口用開口部３２の下側部分を閉
塞するように特別入球口用球受け枠３６が取付けられ、特別入球口用球受け枠３６の後面
両側には球受け枠取付孔３４に貫設可能な取付ボス部３７が突設されている。特別入球口
用球受け枠３６の前面両側には、上下にそれぞれ球受け部３８及びストッパ部３９が突設
され、各球受け部３８の上面は内側に傾斜し、特別入球口案内部４０が形成されているた
め、球受け部３８上に落下した打球が内側に案内され、特別入球口３０に入球し易くなっ
ている。
【００１８】
　さらに、取付本体３１には、特別入球口用開口部３２の上側部分を開閉可能なように回
動支軸４２により軸支された開閉扉４１が設けられ、回動支軸４２は開閉扉４１の両側下
部に設けられた小溝（図示せず）と取付本体３１の小溝３５との間で形成される軸取付部
（図示せず）に嵌設するようになっている。開閉扉４１には前面両側に当接部４３が突設
され、開閉扉４１の開放時、当接部４３がストッパ部３９に当接することにより開閉扉４
１が水平より僅かに後方に傾斜した姿勢で保持されるようになっている。また、開閉扉４
１の正面左側下部には係合突起部４４が形成され、開放扉４１の閉塞時、係合突起部４４
が特別入球口用球受け枠３６の後面に当接することにより開閉扉４１の後方への傾斜が規
制され、開閉扉４１の閉塞姿勢が保持されるようになっている。
【００１９】
　特別入球口用球受け枠３６の後側には特別入球口本体４５が設けられ、特別入球口本体
４５には特別入球口用球受け枠３６の取付ボス部３７に対応する位置に取付孔４６が形成
され、後方から取付孔４６及び取付ボス部３７にネジを螺入することにより特別入球口本
体４５が特別入球口用球受け枠３６に固定されるようになっている。そして、特別入球口
本体４５の前面下部には特別入球口ランプ基板４７が取付けられ、特別入球口ランプ基板
４７のＬＥＤ（Light Emitting Diode）４８の光が特別入球口用球受け枠３６を透過して
前方に照射されるようになっている。
【００２０】
　また、特別入球口本体４５の前面には特別入球口ランプ基板４７の上方にガイド部４９
が突設され、ガイド部４９は正面右側に形成された球通過口５０に向かって傾斜している
。そして、球通過口５０の下方には球通過検出センサ収容部５１が形成され、球通過検出
センサ収容部５１には後方から特別入球口３０に入球した球を検出する球通過検出センサ
５２が挿入されている。さらに、特別入球口本体４５には、開閉扉４１の係合突起部４４
の移動範囲に対応した位置に縦長円形状の係合孔５３が形成されると共に、後面側にソレ
ノイド収容部５４が形成され、係合孔５３とソレノイド収容部５４の間に駆動伝達クラン
ク支軸５５が後方に突出して設けられている。
【００２１】
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　ソレノイド収容部５４にはソレノイド５６が横向きで収容され、ソレノイド５６は取付
ベース板５７を介して特別入球口本体４５にネジ止めされるようになっている。ソレノイ
ド５６には、プランジャ５８が左右方向に伸縮可能に設けられ、プランジャ５８の先端に
はフランジ部５９が形成されている。また、プランジャ５８の外周にはソレノイド５６と
フランジ部５９との間にバネ６０が設けられ、バネ６０によりプランジャ５８は伸長方向
に付勢されている。駆動伝達クランク支軸５５には駆動伝達クランク６１が枢設され、駆
動伝達クランク６１には、プランジャ５８のフランジ部５９を挟装する係合溝部６２と、
前方に延出する係合延出部６３とが形成され、係合延出部６３は係合孔５３を遊貫し、そ
の先端は開閉扉４１の係合突起部４４に係合している。
【００２２】
　特別入球口本体４５の後側には、ソレノイド５６、プランジャ５９、及び駆動伝達クラ
ンク６１を覆うように特別入球口裏蓋６４がネジ止めされるようになっている。特別入球
口裏蓋６４の前面側には、駆動伝達クランク支軸５５の先端が嵌設可能な駆動伝達クラン
ク支軸受け部６５が突設されていると共に、ソレノイド５６の側面に当接可能なソレノイ
ド保持部６６が突設されており、特別入球口本体４５と特別入球口裏蓋６４とにより駆動
伝達クランク支軸５５及びソレノイド５６を確実に固定できるようになっている。また、
特別入球口本体４５の後面側には、中央にピニオン支軸６７が突設され、ピニオン支軸６
７の周りにはピニオン及びラック収容部６８が形成されている。
【００２３】
　取付本体３１の正面左側の球受け部材用開口部３３Ｌには前側レンズ７１Ｌが嵌設され
、前側レンズ７１Ｌの後方に後側レンズ７２Ｌが重合している。前側レンズ７１Ｌ及び後
側レンズ７２Ｌにはそれぞれ水平にスリット孔７３Ｌ，７４Ｌが形成され、後側レンズ７
２Ｌのスリット孔７４Ｌは前側レンズ７１Ｌのスリット孔７３Ｌよりスリット高が高くな
っている。後側レンズ７２Ｌの後側には水平にスライダー軸７５Ｌが渡設され、スライダ
ー軸７５Ｌに沿って摺動可能にスライダー７６Ｌが設けられている。
【００２４】
　スライダー７６Ｌの前部には、後側レンズ７２Ｌのスリット孔７４Ｌを挿通し、スリッ
ト孔７４Ｌに沿って摺動可能な支軸受け部７７Ｌが形成され、また、スライダー７６Ｌの
後部上面にはラック部７８Ｌが形成されている。支軸受け部７７Ｌには左右一対の球受け
部材用支軸７９Ｌが前方に突設され、球受け部材用支軸７９Ｌにより球受け部材１４Ｌが
支持されている。球受け部材１４Ｌには、上方から遊技球を受け入れ可能な球入口８０Ｌ
が形成されていると共に、球入口８０Ｌから入球した遊技球を排出可能な球出口８１Ｌと
が形成され、球入口８０Ｌは内側に傾斜し、打球を球受け部材１４Ｌに誘導するように形
成されている。また、図４に良く示されているように、球受け部材１４Ｌには、内側（こ
の場合、正面右側）の側壁が外側に湾曲することにより遊技球排出機構が形成され、この
遊技球排出機構により球受け部材１４Ｌの外側（この場合、正面左側）の遊技領域１３の
一定方向に前記遊技球を排出可能となっている。
【００２５】
　後側レンズ７２Ｌの後面側にはスライダーガイド８２Ｌが設けられ、スライダーガイド
８２Ｌを取付本体３１にネジ止めすることにより、前側レンズ７１Ｌ、後側レンズ７２Ｌ
、及びスライダーガイド８２Ｌが一体で取付本体３１に固定されるようになっている。ス
ライダーガイド８２Ｌには後側レンズ７２Ｌのスリット孔７４Ｌに対応する位置に水平に
スリット孔８３Ｌが形成され、スリット孔８３Ｌに沿ってスライダー７６Ｌのラック部７
８Ｌが摺動可能となっている。スライダーガイド８２Ｌの前側には、スリット孔８３Ｌの
両側下方にスライダー軸当接部８４Ｌが突設され、スライダー軸当接部８４Ｌがスライダ
ー軸７５Ｌに当接することにより、スライダー軸７５Ｌが後側レンズ７２Ｌに確実に保持
されるようになっている。
【００２６】
　スライダーガイド８２Ｌの後側には、スリット孔８３Ｌの上方にピニオン案内部８５Ｌ
が形成されていると共にスリット孔８３Ｌの下方に駆動伝達アーム案内部８６Ｌが形成さ
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れている。また、スライダーガイド８２Ｌの後側には、上部周壁の内側にラック部８７Ｌ
が形成され、その上部周壁の後端面には駆動伝達アーム前面摺接部８８Ｌが突設されてい
る。さらに、スライダーガイド８２Ｌのピニオン案内部８５Ｌにはピニオン８９Ｌが設け
られ、ピニオン８９Ｌには、中心部に丸孔９０Ｌが形成されていると共に、前側にピニオ
ン案内部８５Ｌに係合可能な環状の係合突部９１Ｌが形成されている。そして、ピニオン
８９Ｌは上側でスライダーガイド８２Ｌのラック部８７Ｌと噛合すると共に、下側でスラ
イダー７６Ｌのラック部７８Ｌと噛合している。したがって、ラック部８７Ｌと７８Ｌの
間でピニオン８９Ｌが回動しながら左右方向へ移動するのに伴い、スライダー７６Ｌが左
右方向に摺動するようになっており、そのピニオン７６Ｌの移動範囲は、係合突部９１Ｌ
とピニオン案内部８５Ｌとの係合により所定範囲内に規制されるようになっている。
【００２７】
　特別入球口裏蓋６４のピニオン及びラック収容部６８には、ピニオン支軸６７に貫挿さ
れるピニオン９２と、上下でそのピニオン９２に噛合する左右一対の駆動伝達アーム９３
Ｌ，９３Ｒの各ラック部９４Ｌ，９４Ｒとが収容されている。そして、ピニオン９２の後
部には先端が半割り状の軸部６９が形成され、各ラック部９４Ｌ，９４Ｒの後面にはそれ
ぞれ突条部７０Ｌ，７０Ｒが突設されている。
【００２８】
　駆動伝達アーム９３Ｌは、ラック部９４Ｌから前方に屈曲後、外側に延出し、スライダ
ーガイド８２Ｌの後面側に渡って形成され、駆動伝達アーム９３Ｌの外側端部には、鉛直
方向にスリット孔９５Ｌが形成された鉛直部９６Ｌと、鉛直部９６Ｌの下端に形成された
水平部９７Ｌとが形成されている。そして、鉛直部９６Ｌの前面側にはピニオン８９Ｌの
丸孔９０Ｌに嵌合可能な嵌合突部９８Ｌが形成され、鉛直部９６Ｌの上端部は駆動伝達ア
ーム前面摺接部８８Ｌに沿って左右方向に摺動可能となっている。また、水平部９７Ｌの
前面側には、アーム案内部８６Ｌに係合し、アーム案内部８６Ｌに沿って摺動可能な横長
形状の案内突部９９Ｌが形成され、案内突部９９Ｌの後方には平板状のカバー部１００Ｌ
が水平に形成されている。
【００２９】
　スライダーガイド８２Ｌの後側にはモータベース１０１がネジ止めされ、さらに、モー
タベース１０１の後側にはＬＥＤ基板１０２がネジ止めされるようになっている。そして
、モータベース１０１にはモータ収容欠切部１０３が形成され、モータ収容欠切部１０３
に駆動源のモータ１０４が嵌設し、ネジ止めされることにより、モータ１０４がモータベ
ース１０１に固定されるようになっている。
【００３０】
　モータ１０４には、回転軸１０５を介して駆動伝達円盤１０６が嵌着され、駆動伝達円
盤１０６の前面側周縁部に駆動伝達アーム９３Ｌのスリット孔９５Ｌに係合可能な突起部
１０７が形成されている。このように、突起部１０７をスリット孔９５Ｌに係合させるこ
とにより、モータ１０４の回転動を駆動伝達アーム９３Ｌの水平往復直線動に変換するこ
とができる。
【００３１】
　また、モータベース１０１には所要数のＬＥＤ貫通孔１０８が穿設され、ＬＥＤ貫通孔
１０８をＬＥＤ基板１０２上のＬＥＤ１０９が貫通し、ＬＥＤ１０９の光が、スライダー
ガイド８２、後側レンズ７２、及び前側レンズ７１を透過し、前方に照射されるようにな
っている。さらに、モータベース１０１の上部周壁の前端面にはスライダーガイド８２の
駆動伝達アーム前面摺接部８８に対応する位置に駆動伝達アーム後面摺接部１１０Ｌが突
設され、駆動伝達アーム９３Ｌの鉛直部９６Ｌは駆動伝達アーム前面摺接部８８Ｌと駆動
伝達アーム後面摺接部１１０Ｌの間に沿って左右方向に摺動可能となっている。
【００３２】
　一方、正面右側の球受け部材１４Ｒ用のスライダーガイド８２Ｒの後側にはダミーベー
ス１１１がネジ止めされ、ダミーベース１１１には、上記したモータベース１０１と同様
に、後側にＬＥＤ基板１１２がネジ止めされ、ＬＥＤ基板１１２上のＬＥＤ１１３はダミ
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ーベース１１１に穿設されたＬＥＤ貫通孔１１４を貫通するようになっている。なお、ダ
ミーベース１１１には、モータ１０４が装着されないため、モータ収容欠切部１０３は形
成されていない。また、ダミーベース１１１の前側には駆動伝達アーム９３の鉛直部９６
に摺接可能にダミー円盤１１５が固定され、ダミー円盤１１５は駆動伝達アーム９３Ｒを
後側から支持し、突起部１０７が形成されていない。
【００３３】
　このように、複数の球受け部材１４を移動させるための球受け部材移動手段は、駆動源
であるモータ１０４と、モータ１０４の駆動力を複数の球受け部材１４に伝達する駆動伝
達機構とから構成され、該駆動伝達機構は、スライダー７６、球受け部材用支軸７９、ピ
ニオン８９、ピニオン９２、駆動伝達アーム９３、及び駆動伝達円盤１０６の各部材によ
り構成されている。
【００３４】
　特別入球口裏蓋６４の後側にはセンサ基板取付ベース１１６が設けられ、センサ基板取
付ベース１１６はその両側に形成された取付部１１７を介して各スライダーガイド８２に
ビス止めされるようになっている。センサ基板取付ベース１１６の前面側には複数の水平
突条部１１８が形成され、最下部の水平突条部１１８は特別入球口裏蓋６４の周壁内面に
係合可能に形成されているため、特別入球口裏蓋６４に対するセンサ基板取付ベース１１
６の正確な位置決めができ、また、他の水平突条部１１８は駆動伝達アーム９３Ｌ，９３
Ｒの突条部７０Ｌ，７０Ｒに摺接可能に形成されているため、駆動伝達アーム９３Ｌ，９
３Ｒの左右方向への往復直線動を円滑に行わせることができる。
【００３５】
　センサ基板取付ベース１１６の後面側には、左右に対向するように曲成された内壁１１
９により被検出体収容部１２０が形成され、被検出体収容部１２０にはピニオン支軸６７
及びピニオン９２の軸部６９が遊貫可能な貫通孔１２１が形成されている。また、被検出
体収容部１２０には被検出体１２２が収容され、被検出体１２２には、ピニオン支軸６７
が挿通する軸部１２３が形成され、軸部１２３の先端は半割り状を成し、半割り状のピニ
オン９２の軸部６９と係合した状態で連結されている。したがって、被検出体１２２は、
前記駆動伝達機構を介し、球受け部材１４Ｌ，１４Ｒの移動に対応して動作するようにな
っている。さらに、被検出体１２２の周りには半円盤状の本体部１２４が形成され、本体
部１２４の後面には本体部１２４の外周に沿って湾曲した遮光板１２５が突設され、遮光
板１２５の中央部にスリット１３４が形成されている。また、センサ基板取付ベース１１
６、被検出体１２２、及びセンサ基板取付ベース裏蓋１２６はいずれも、光を透過さない
ように有色、例えば、黒色となっている。
【００３６】
　センサ基板取付ベース１１６の後側には被検出体収容部１２０を覆うようにセンサ基板
取付ベース裏蓋１２６が設けられ、さらに、センサ基板取付ベース裏蓋１２６の後側には
センサ基板１２７が設けられ、センサ基板１２７の後方からネジを螺入することによりセ
ンサ基板１２７及びセンサ基板取付ベース裏蓋１２６が一体となってセンサ基板取付ベー
ス１１６に固定されるようになっている。センサ基板取付ベース裏蓋１２６にはセンサ挿
通孔１２８が縦長に形成され、センサ基板１２７にはセンサ挿通孔１２８の上部に対応す
る位置に丸孔１２９が穿設されている。
【００３７】
　また、センサ基板１２７の前面にはセンサ１３０が前方に突出して設けられ、センサ１
３０には発光器１３５と受光器１３６が所定距離離間して設けられている。センサ１３０
はセンサ挿通孔１２８を遊貫し、発光器１３５と受光器１３６の間を遮光板１２５が通過
するようになっており、さらに、センサ挿通孔１２８の上部及び丸孔１２９をピニオン支
軸６７が遊貫するようになっている。
【００３８】
　このように、被検出体１２２とセンサ１３０により球受け部材移動検出機構が構成され
、該球受け部材移動検出機構により複数の球受け部材１４の移動が検出されるようになっ
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ている。
【００３９】
　各ＬＥＤ基板１０２，１１２及びセンサ基板１２７の後側には裏カバー１３１が設けら
れ、裏カバー１３１はモータベース１０１、ダミーベース１１１及びセンサ基板取付ベー
ス１１６にそれぞれビス止めされるようになっている。裏カバー１３１の前面側には、ピ
ニオン支軸６７に対応する位置にボス溝１３２が形成され、ボス溝１３２にピニオン支軸
６７の先端が嵌設することによりピニオン支軸６７が固定されるようになっている。また
、裏カバー１３１には、ＬＥＤ基板１１２の後方に中継基板１３３が上下に取付けられて
いる。
【００４０】
　次に、主に図１２～図１６を参照しつつ、遊技部品１５の作動について説明する。
【００４１】
　予め設定された所定のタイミングで、ソレノイド５６が駆動すると、プランジャ５８は
バネ６０の付勢力に抗して収縮し、駆動伝達クランク６１が駆動伝達クランク支軸５５を
支点として正面向かって時計回りに回転する。このように駆動伝達クランク６１が回転す
ると、係合延出部６３が上方に移動することにより開閉扉４１の係合突起部４４を持ち上
げるため、開閉扉４１は回動支軸４２を支点に前方に回転し、開閉扉４１は開放状態とな
る。そして、当接部４３がストッパ部３９に当接することにより開閉扉４１は水平状態よ
り僅かに後方に傾斜した姿勢に保持される。
【００４２】
　図１２に示すように、この状態において、開閉扉４１上に落下した打球１３７は、開閉
扉４１の傾斜方向に従って後方に転動し、ガイド部４９を通って球通過口５０に入球し、
球通過検出センサ５２を通過する。球通過検出センサ５２は打球の通過を検出し、その検
出信号は中継基板１３３を介して図示しない制御装置に送られ、この検出信号に基づいて
、前記制御装置は所定の制御を行う。
【００４３】
　また、予め設定されたタイミングで、モータ１０４が駆動すると、回転軸１０５と共に
駆動伝達円盤１０６が回転し、図１５（ａ）及び（ｂ）に示すように、駆動伝達円盤１０
６の突起部１０７が正面左側の駆動伝達アーム９３Ｌの鉛直部９６Ｌのスリット孔９５Ｌ
に沿って摺動し、駆動伝達アーム９３Ｌは左右方向に往復直線運動する。
【００４４】
　駆動伝達アーム９３Ｌの往復動は、ピニオン８９Ｌを介してスライダー７６Ｌに伝達さ
れ、スライダーガイド８２Ｌのラック部８７Ｌとスライダー７６Ｌのラック部７８Ｌとの
間でピニオン８９Ｌが回動しながら左右方向へ移動するのに伴い、スライダー７６Ｌはス
ライダー軸７５Ｌに沿って左右方向に摺動し、球受け部材１４Ｌは左右方向に移動する。
【００４５】
　一方、駆動伝達アーム９３Ｌの往復動は、ピニオン９２を介して正面右側の駆動伝達ア
ーム９３Ｒに伝達され、駆動伝達アーム９３Ｌ，９３Ｒの各ラック部９４Ｌ，９４Ｒの間
でピニオン９２が回動しながら左右方向へ移動するのに伴い、駆動伝達アーム９３Ｒは正
面左側の駆動伝達アームＬとは異なる方向に往復動する。そして、この駆動伝達アーム９
３Ｒの往復動は、ピニオン８９Ｒを介してスライダー７６Ｒに伝達され、スライダーガイ
ド８２Ｒのラック部８７Ｒとスライダー７６Ｒのラック部７８Ｒとの間でピニオン８９Ｒ
が回動しながら左右方向へ移動するのに伴い、スライダー７６Ｒはスライダー軸７５Ｒに
沿って左右方向に摺動し、球受け部材１４Ｒは正面左側の球受け部材１４Ｌとは異なる方
向に移動する。
【００４６】
　上記したように、左右の球受け部材１４Ｌ，１４Ｒが互いに異なる方向に左右に移動し
ている状態において、図１３に示すように、上方から球受け部材１４Ｌ（又は１４Ｒ）の
球入口８０Ｌ（又は８０Ｒ）に打球１３７が入球すると、その打球１３７は球出口８１Ｌ
（又は８１Ｒ）から球受け部材１４Ｌ（又は１４Ｒ）の外側の遊技領域１３に排出され、
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遊技領域の下部に配置されたいずれかの入球口１７又は２２に入球する。
【００４７】
　また、上記したようにピニオン９２が左右に回動すると、図１６（ａ），（ｂ），（ｃ
）に示すように、被検出体１２２がピニオン支軸６７を支点に左右に揺動し、遮光板１２
５がセンサ１３０の発光器１３５と受光器１３６の間を行き来する。この結果、遮光板１
２５は、発光器１３５からの発せられた光を、図１６（ａ）及び（ｃ）に示すように遮断
したり、或いは、同図（ｂ）に示すようにスリット１３４に透過させたりする。そして、
発光器１３５からの光がスリット１３４を透過し、受光器１３６に到達すると、センサ１
３０は球受け部材１４Ｌ，１４Ｒの移動状態を検出し、その検出信号は中継基板１３３を
介して前記制御装置に送られ、この検出信号に基づいて、前記制御装置は所定の制御を行
う。
【００４８】
　この時、被検出体１２２は球受け部材１４Ｌ，１４Ｒの移動に対応して動作するように
構成されているため、球受け部材１４Ｌ，１４Ｒが、モータ１０４や前記駆動伝達機構等
の異常により、停止したり、或いは、異常な動作をした場合には、センサ１３０から前記
制御装置に対して、前記検出信号が送信されなかったり、或いは、前記検出信号が異常な
間隔で送信されたりする。その結果、前記制御装置は、球受け部材１４Ｌ，１４Ｒの移動
に異常が発生したと判断し、例えば、遊技機１，１８の上方に設置されたランプ（図示せ
ず）を点滅させたりして管理者に通報する。
【００４９】
　このように、被検出体１２２とセンサ１３０とを備えた球受け部材移動検出機構により
、球受け部材１４Ｌ，１４Ｒの左右方向への移動を常時、検出することができるため、球
受け部材１４Ｌ，１４Ｒの移動に異常が生じた場合には、管理者がその異常を早期に発見
することができ、迅速な対応をとることができる。したがって、遊技部品１５の損傷や破
損を最小限に抑え、遊技部品１５の耐久性を向上させることができ、遊技者に多大な迷惑
を掛けたり、遊技店に多大な損害を与えたりするおそれがない。
【００５０】
　また、上記したように、左右の球受け部材１４Ｌ，１４Ｒを左右に移動させると共に前
記遊技球排出機構により遊技領域の一定方向に遊技球を排出させることができるため、遊
技の偶発性や変化が増し、同一強度で打球が発射されたとしてもまったく異なる入球口へ
打球が入球するようになるため、遊技の魅力が向上すると共に、遊技釘の調整を煩雑に行
うことなく、遊技者の技量に応じて出球率を変化させることできるようになる。また、左
右の球受け部材が左右に移動すると共に、前記遊技球排出機構により遊技球が所要方向に
排出されるため、遊技者に対して、斬新な視覚効果を与えることができ、遊技者の興味を
十分に引くことができるようになり、さらにまた、遊技店に対しては、遊技釘の調整作業
の簡素化により、人件費の削減化を可能にさせることができる。
【００５１】
　さらに、球受け部材１４Ｌ，１４Ｒが中央の特別入球口３０の両側に分散し、球受け部
材１４Ｌ，１４Ｒの駆動源であるモータ１０４が、特別入球口３０の駆動源であるソレノ
イド５６や球受け部材移動検出機構であるセンサ１３０等と奥行き方向に重合しないよう
に配置されているため、遊技部品１５のコンパクト化を図ることができ、遊技部品１５の
設置可能範囲を広げることができる。また、前記球受け部材移動検出機構が中央の特別入
球口３０の後方に配置され、左右の球受け部材１４Ｌ，１４Ｒから前記球受け部材検出機
構までの距離が等しくなるため、検出誤差が発生し難くなり、検出精度を高めることがで
きる。
【００５２】
　なお、前記球受け部材移動検出機構は、上記した構成に限らず、例えば、被検出体１２
２に遮光板１２５の代わりにピン状の遮光部（図示せず）を形成させ、その遮光部が発光
器１３５からの光を遮断した時に球受け部材１４Ｌ，１４Ｒの移動を検出するように構成
させる等、各種変更が可能である。また、前記球受け部材移動検出機構からの検出信号に
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基づいて、前記制御装置が球受け部材１４Ｌ，１４Ｒの移動に異常が発生したと判断した
場合、上記した様に、遊技機１，１８の上方に設置したランプを点滅させる代わりに、或
いはそのランプの点滅に加えて、管理室の遠隔監視装置（図示せず）に表示させるように
構成してもよく、また、前記ランプは、遊技機１，１８に設置してもよい。
【００５３】
　また、上記実施の形態では、前記遊技球排出機構は、遊技球１３７を一定方向に排出す
るように構成されているが、これは単なる例示であり、このような場合に限定する趣旨で
はなく、遊技球１３７を所要方向（すなわち、球入口８０に対してある範囲内の方向）に
排出可能なように構成してもよい。
【００５４】
　具体的には、例えば、図１７（ａ）に示すように、球出口１４１，１４２を左右両側に
設け、打球１３７が左右のいずれかの方向に振り分けられるように構成してもよい。
【００５５】
　また、図１７（ｂ）に示すように、球受け部材用支軸７９を支点に揺動可能なように片
側の側壁１４３を設け、打球１３７の排出角度が可変となるように構成してもよく、さら
に、その側壁１４３が外側に移動した場合には球入口１４４の幅が狭くなるようにし、球
入口１４４において打球を一瞬停止させ、打球１３７の排出のタイミングが可変となるよ
うに構成してもよい。
【００５６】
　さらにまた、図１７（ｃ）に示すように、片側の側壁１４５の下端に重り１４６を取付
け、球受け部材用支軸７９を支点に揺動可能なようにその側壁１４５を設け、打球１３７
の排出速度やタイミングが可変となるように構成してもよい。
【００５７】
　そして、上記したような変更例の場合には、打球１３７の排出方向、速度、タイミング
をより多様に変化させることができるため、遊技性や偶発性を一層高めることができる。
【００５８】
　また、上記したいずれの場合においても、球受け部材１４の打球１３７の排出方向は球
受け部材１４の外側又は内側のいずれであってもよく、さらに、球受け部材１４の設置数
は２個に限らず、３個以上であってもよい。
【００５９】
　さらにまた、球受け部材１４Ｌ，１４Ｒを左右方向に移動させるための球受け部材移動
手段は上記したものに限定されるものではなく、例えば、図１８（ａ）に示すように、左
右に回動可能な駆動体１４７と、水平方向に往復摺動可能な左右一対の摺動体１４８Ｌ，
１４８Ｒとをそれぞれリンク１４９に枢設することにより連結し、各摺動体１４８Ｌ，１
４８Ｒに左右の球受け部材をそれぞれ接続させてもよい。この場合には、駆動体１４７の
回動に伴い、左右の球受け部材はそれぞれ異なる方向に往復動する。
【００６０】
　また、図１８（ｂ）に示すように、左右一対の摺動体１４８Ｌ，１４８Ｒを連結するア
ーム１５０と、左右方向に回動可能な駆動体１５１とを噛合させ、各摺動体１４８Ｌ，１
４８Ｒに左右の球受け部材をそれぞれ接続させてもよい。この場合には、駆動体１５０の
回動に伴い、左右の球受け部材は共に同一方向に往復動する。
【００６１】
　さらに、図示されていないが、上記した実施の形態において、駆動伝達アーム９３Ｌ，
９３Ｒ同士を連結し、一体化させてもよく、この場合には左右の球受け部材は同一方向に
往復動する。
【００６２】
　また、球受け部材１４の移動方向は、左右方向に限定されるものではなく、上下方向、
斜め方向、或いは、左右方向と上下方向の組合せ等、他の方向であってもよい。
【００６３】
　さらにまた、モータ１０４の取付位置は上記した位置に限定されるものではなく、正面
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右側又は中央であってもよい。
【００６４】
　また、上記実施の形態では、本発明に係る遊技部品１５を雀球遊技機１やアレンジボー
ル遊技機１８に適用した場合について説明したが、これは単なる例示であり、本発明は、
パチンコ遊技機等、他の弾球遊技機にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施の形態における弾球遊技機を示しており、中央の図は雀球遊技機を
示す正面図、右側の図は雀球遊技機の遊技盤を示す正面図、左側の図はアレンジボール遊
技機の遊技盤を示す正面図である。
【図２】本発明の実施の形態における弾球遊技機を示しており、中央の図はアレンジボー
ル遊技機を示す背面図、右側の図は雀球遊技機の遊技盤を示す背面図、左側の図はアレン
ジボール遊技機の遊技盤を示す背面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る弾球遊技機用遊技部品を示す正面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る弾球遊技機用遊技部品を示す拡大正面図であり、部分
的に破断図を含んでいる。
【図５】本発明の実施の形態に係る弾球遊技機用遊技部品を示す背面図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る弾球遊技機用遊技部品を示す拡大背面図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る弾球遊技機用遊技部品を示す背面図であり、部分的に
破断図を含んでいる。
【図８】本発明の実施の形態に係る弾球遊技機用遊技部品を示す拡大背面図であり、部分
的に破断図を含んでいる。
【図９】本発明の実施の形態に係る弾球遊技機用遊技部品を示す分解斜視図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る弾球遊技機用遊技部品を示す断面図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係る弾球遊技機用遊技部品を示す平面図であり、部分的
に破断図を含んでいる。
【図１２】本発明の実施の形態に係る弾球遊技機用遊技部品の特別入球口の動作を示す断
面図である。
【図１３】本発明の実施の形態に係る弾球遊技機用遊技部品の球受け部材の動作を示す断
面図である。
【図１４】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施の形態に係る弾球遊技機用遊技部品の動作を
示す斜視図である。
【図１５】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施の形態における駆動伝達機構の動作を示す正
面図である。
【図１６】（ａ）及び（ｂ）及び（ｃ）は本発明の実施の形態における球受け部材移動検
出機構の動作を示す正面図である。
【図１７】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）はそれぞれ本発明の実施の形態における球受け部材の
変形例を示す断面図である。
【図１８】（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ本発明の実施の形態における球受け部材移動手段
の変形例を示す正面図である。
【符号の説明】
【００６６】
　　　１　　　　　雀球遊技機
　　　２　　　　　遊技盤
　　　１３　　　　遊技領域
　　　１４　　　　球受け部材
　　　１５　　　　遊技部品
　　　１８　　　　アレンジボール遊技機
　　　１９　　　　遊技盤
　　　２０　　　　遊技領域
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　　　７６　　　　スライダー
　　　８０　　　　球入口
　　　８１　　　　球出口
　　　８９　　　　ピニオン
　　　９２　　　　ピニオン
　　　９３　　　　駆動伝達アーム
　　　１０４　　　モータ
　　　１０６　　　駆動伝達円盤
　　　１３７　　　打球
　　　１４１　　　球出口
　　　１４２　　　球出口
　　　１４４　　　球入口

【図１】 【図２】
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