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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤（１１）の前面側に沿って配置される前飾り板（４６）に形成された入賞口（３
３）とその入賞口（３３）に通じる開口部（３１）（３２）を開閉する開閉手段（３６）
（３８）とを有する開閉式入賞手段（１７）を備えた弾球遊技機において、前記開口部（
３１）（３２）とそれに対応する前記開閉手段（３６）（３８）とを１つのユニット上に
二組設け、前記入賞口（３３）の下縁側に沿って前記前飾り板（４６）の前側に突設され
且つ前記開口部（３１）（３２）から入賞した遊技球を前記入賞口（３３）側に案内する
前部底板（４７）と、前記入賞口（３３）の上縁側左右両端部から前記前飾り板（４６）
の前側に突設された区画リブ（４８）とを備え、左右の前記区画リブ（４８）の間が一方
の第１開口部（３１）、左右の前記区画リブ（４８）と前記前部底板（４７）の左右両端
部（４７ａ）との間が他方の第２開口部（３２）となっており、前進位置で前記第１開口
部（３１）を閉鎖し、後退位置で前記第１開口部（３１）を開放する前後方向移動可能な
開閉板（３５）を有する第１開閉手段（３６）と、内側揺動位置で前記第２開口部（３２
）を閉鎖し、外側揺動位置で前記第２開口部（３２）を開放するように前後方向軸廻りに
揺動可能な開閉羽根（３７）を有する第２開閉手段（３８）とを備えたことを特徴とする
弾球遊技機。
【請求項２】
　前記第１開閉手段（３６）は、前記開閉板（３５）とその後側に設けられた摺動板（８
５）とを一体に備えた開閉スライド部材（８１）を備え、該開閉スライド部材（８１）は
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、前記摺動板（８５）を前記入賞口（３３）の上側に設けられたガイド孔（８０）に前後
方向摺動自在に挿通させることにより支持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。
【請求項３】
　前記摺動板（８５）には、その板厚方向の両方に突出する前後方向の突条部（８６）が
左右方向に複数本設けられていることを特徴とする請求項２に記載の弾球遊技機。
【請求項４】
　前記開閉板（３５）の上面は、左右方向に遊技球を案内する略円弧状に形成されている
ことを特徴とする請求項１～３の何れか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するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の弾球遊技機では、例えば所定の始動口に遊技球が入賞することを条件に
、遊技領域の略中央に配置された液晶ディスプレイにより図柄の変動表示を行い、その変
動後の停止図柄が予め定められた組み合わせとなって大当たりが発生した場合に、大入賞
手段（開閉式入賞手段）を開放して遊技者に多大な利益を還元するように構成されたもの
が主流となっている。
【０００３】
　この大入賞手段としては、下部側の横軸廻りに揺動して入賞口を開閉する開閉板を備え
たものや、前後方向の軸廻りに揺動して入賞口を開閉する開閉羽根を備えたもの等があり
、一般的な弾球遊技機ではそれらのうちの１種類を搭載したものが多い（例えば特許文献
１）。
【特許文献１】特開２００５－２７９３１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように１種類の大入賞手段しか搭載していない従来の弾球遊技機では、大当たりと
なった場合の大入賞手段の開放動作が画一的で変化に乏しく、演出効果を長期間維持でき
ない問題があった。
【０００５】
　また、例えば異なる種類の大入賞手段を複数搭載することも考えられるが、液晶ディス
プレイの大画面化が進み、実質的な遊技領域が極めて狭くなっている現状では、大入賞手
段を複数配置することはスペース的に困難である。
【０００６】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、多彩な開放動作を実現できる開閉式入賞手
段を限られた遊技領域内に配置することが可能な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１１の前面側に沿って配置される前飾り板４６に形成された入賞口３
３とその入賞口３３に通じる開口部３１，３２を開閉する開閉手段３６，３８とを有する
開閉式入賞手段１７を備えた弾球遊技機において、前記開口部３１，３２とそれに対応す
る前記開閉手段３６，３８とを１つのユニット上に二組設け、前記入賞口３３の下縁側に
沿って前記前飾り板４６の前側に突設され且つ前記開口部３１，３２から入賞した遊技球
を前記入賞口３３側に案内する前部底板４７と、前記入賞口３３の上縁側左右両端部から
前記前飾り板４６の前側に突設された区画リブ４８とを備え、左右の前記区画リブ４８の
間が一方の第１開口部３１、左右の前記区画リブ４８と前記前部底板４７の左右両端部４



(3) JP 4400832 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

７ａとの間が他方の第２開口部３２となっており、前進位置で前記第１開口部３１を閉鎖
し、後退位置で前記第１開口部３１を開放する前後方向移動可能な開閉板３５を有する第
１開閉手段３６と、内側揺動位置で前記第２開口部３２を閉鎖し、外側揺動位置で前記第
２開口部３２を開放するように前後方向軸廻りに揺動可能な開閉羽根３７を有する第２開
閉手段３８とを備えたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、複数種類の開閉手段を組み合わせて多彩な開放動作を実現できると共
に、複数種類の開閉式入賞手段を別個に設ける場合と比べてスペース効率がよく、液晶デ
ィスプレイの大画面化によって実質的な遊技領域が極めて狭くなっている現状の弾球遊技
機でも容易に配置することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図２０は本発明をパチンコ
機に採用した一実施形態を例示している。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、例えば向かっ
て右側には、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、前枠３の前側
に突出状に設けられている。
【００１１】
　１１は遊技盤で、ガラス扉４の後側に対応するように、前枠３の裏側に着脱自在に装着
されている。遊技盤１１の前面側には、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１２が環状に装着されると共に、そのガイドレール１２の内側の遊技領域１３に、
センターケース１４、普通図柄始動手段１５、特別図柄始動手段１６、大入賞手段（開閉
式入賞手段）１７、普通入賞手段１８等の各種遊技部品が配置されている。なお、その遊
技領域１３の前側はガラス扉４に嵌め込まれたガラス板で覆われている。
【００１２】
　センターケース１４には、図２に示すように、演出特別図柄表示手段２１を構成する液
晶表示手段２２の他、普通図柄表示手段２３、特別図柄表示手段２４、普通保留個数表示
手段２５、特別保留個数表示手段２６、特別遊技状態表示手段２７等が設けられている。
【００１３】
　普通図柄表示手段２３は、普通図柄を変動表示するためのもので、例えば「○」「×」
の２種類の普通図柄に対応する２個の発光体（例えばＬＥＤ）により構成されており、通
過ゲート等よりなる普通図柄始動手段１５が遊技球を検出することを条件にそれら２つの
発光体が所定時間交互に点滅して、普通図柄始動手段１５による遊技球検出時に取得され
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する場合には当たり態様に対
応する「○」側の発光体が発光した状態で、それ以外の場合には外れ態様に対応する「×
」側の発光体が発光した状態で、点滅が終了するようになっている。
【００１４】
　また、普通図柄表示手段２３の変動表示中に普通図柄始動手段１５が遊技球を検出した
場合には、そ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上限保留個数、
例えば４個を限度として記憶されると共に、例えば上限保留個数と同数の発光体よりなる
普通保留個数表示手段２５がその発光個数により当たり判定用乱数値の記憶個数（以下、
普通保留個数）を表示して、その時点での普通保留個数を遊技者に報知するようになって
いる。
【００１５】
　特別図柄始動手段１６は、開閉自在な左右一対の開閉爪１６ａを備えた可変作動式の電
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動式チューリップ等により構成され、センターケース１４の下側に配置されており、普通
図柄表示手段２３の変動後の停止図柄が当たり態様となって普通利益状態が発生したとき
に、開閉爪１６ａが所定時間開状態に作動するようになっている。
【００１６】
　特別図柄表示手段２４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１６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１６による遊技球
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する場合
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。
【００１７】
　特別図柄には、例えば１０種類の数字図柄「０」～「９」と記号図柄「－」とが用いら
れており、「０」～「９」が大当たり態様、「－」が外れ態様に設定されている。
【００１８】
　また、特別図柄の変動表示中に特別図柄始動手段１６が遊技球を検出した場合には、そ
の検出時に取得された大当たり判定乱数値等が所定の上限保留個数、例えば４個を限度と
して記憶されると共に、例えば上限保留個数と同数の発光体よりなる特別保留個数表示手
段２６がその発光個数により大当たり判定乱数値の記憶個数（以下、特別保留個数）を表
示して、その時点での特別保留個数を遊技者に報知するようになっている。
【００１９】
　特別遊技状態表示手段２７は、いわゆる確変、時短等の特別遊技状態の発生とその種類
とを表示するためのもので、例えば「確変」「時短」の２種類の特別遊技状態に対応する
２個の発光体により構成されており、特別図柄表示手段２４の変動後の特別図柄が大当た
り態様となることに基づいて発生する特別利益状態（大当たり状態）の終了後に特別遊技
状態が発生したときに、その特別遊技状態の種類に対応して何れかの発光体を発光させる
ようになっている。
【００２０】
　演出特別図柄表示手段２１は、特別図柄表示手段２４による特別図柄の変動表示と時間
的に同調して演出特別図柄を変動表示するもので、１個又は複数個、例えば左右方向に３
個の演出特別図柄を例えば各種の演出画像と共に液晶表示手段２２の表示画面に変動表示
可能に構成されており、特別図柄始動手段１６が遊技球を検出することを条件に、特別図
柄の変動開始と同時に所定の変動パターンに従って演出特別図柄の変動を開始すると共に
、特別図柄の変動停止と同時に最終停止するように、演出特別図柄を左、右、中等の所定
の順序で停止させるようになっている。
【００２１】
　演出特別図柄には、例えば「０」～「９」の１０種類の数字図柄が用いられ、「６・６
・６」「７・７・７」等、３つの図柄が全て同じ図柄で揃ったものが大当たり態様、少な
くとも１つの図柄が異なるものが外れ態様となっている。
【００２２】
　なお、演出特別図柄表示手段２１による演出特別図柄の変動後の停止図柄は、特別図柄
表示手段２４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数字
図柄よりなる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特別図柄は「７・７・７」
で停止し、特別図柄が「－」で停止する場合には演出特別図柄は「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。
【００２３】
　大入賞手段１７は、特別図柄表示手段２４の変動後の特別図柄が大当たり態様となるこ
とに基づいて特別利益状態（大当たり状態）が発生したときに、所定の開放パターンに従
って開状態に変化して、その上に落下した遊技球を内部へと入賞させるもので、図３～図
１３に示すように、上向きに開口する第１開口部３１と左右両側に向けて開口する第２開
口部３２の２種類の開口部から遊技球を受け入れ可能な入賞口３３が形成された本体ケー
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ス３４と、前後方向にスライド可能な開閉板３５により第１開口部３１を開閉する第１開
閉手段３６（図１６，図１７参照）と、前後方向軸廻りに揺動可能な開閉羽根３７により
第２開口部３２を開閉する第２開閉手段３８（図１８，図１９参照）とを備えた１つのユ
ニットとして構成されている。
【００２４】
　本体ケース３４は、前ケース体４１と、中間ケース体４２と、後ケース体４３とで構成
されている。
【００２５】
　前ケース体４１は、開閉板３５が前後方向移動可能に挿通される開閉板挿通孔４４と入
賞口３３とが上下に隣接して形成され且つ遊技盤１１の前面側に沿って装着される前飾り
板４６と、入賞口３３の下縁側に沿って前飾り板４６の前側に突設された前部底板４７と
、開閉板挿通孔４４の左右両側に対応して前飾り板４６の前側に突設された区画リブ４８
と、開閉板挿通孔４４の外周を取り囲むように前飾り板４６の後側に突設された上枠部４
９と、入賞口３３の外周を取り囲むように前飾り板４６の後側に突設された前枠部５０と
を例えば一体に備えている。
【００２６】
　入賞口３３は、例えば横長矩形状で、前飾り板４６の略中央に形成されている。また、
前枠部５０は、図９等に示すように、左右の側枠板５０ａ，５０ｂ、上側の上枠板５０ｃ
及び下側の下枠板５０ｄにより略矩形枠状に形成されており、その左右の側枠板５０ａ，
５０ｂと上枠板５０ｃとが入賞口３３の外周に沿って入賞室４５の側壁及び上壁の一部を
形成し、下枠板５０ｄは入賞口３３の下縁部よりも下側に離間して配置されている。
【００２７】
　開閉板挿通孔４４は、入賞口３３の上側に上枠板５０ｃの板厚分を隔てて左右方向細長
状に形成されており、その左右方向幅は入賞口３３と略同じか若干短く、その上縁部は、
例えば前飾り板４６の上縁側に沿って略円弧状に形成されている。
【００２８】
　また、上枠部４９は開閉板挿通孔４４の外周に沿って設けられており、図９等に示すよ
うにその下枠板４９ｄは前枠部５０側の上枠板５０ｃの一部を共用している。
【００２９】
　前部底板４７は、第１開口部３１及び第２開口部３２から入賞した遊技球を後側、即ち
入賞口３３側に案内するもので、前飾り板４６から前側のガラス板の近傍まで後下がりの
傾斜状に突設されている。
【００３０】
　区画リブ４８は、入賞口３３の上縁側に形成される第１開口部３１と入賞口３３の左右
両縁側に形成される第２開口部３２とを区画するもので、前飾り板４６から前側のガラス
板の近傍まで突設されており、左右の区画リブ４８，４８の間が第１開口部３１、左右の
区画リブ４８，４８と前部底板４７の左右両端部４７ａ，４７ａとの間が第２開口部３２
となっている。
【００３１】
　区画リブ４８の上面４８ａは、開閉板挿通孔４４の上縁側の円弧形状に滑らかに接続さ
れる外向き傾斜状に形成されており、上側から落下してきた遊技球、及び開閉板３５上を
左右に流下してきた遊技球を更にその左右両側に案内するようになっている。
【００３２】
　また、前飾り板４６には、入賞口３３の下部側の左右近傍に、開閉羽根３７の回転シャ
フト５１をその前端側で回転自在に保持する前軸受孔５２（図１３参照）が形成され、更
にそれら前軸受孔５２の下側には、開閉羽根３７の下部側を覆う部分円筒状の羽根カバー
部５３が、前向き突出状に一体形成されている。
【００３３】
　更に、前飾り板４６には、例えば遊技盤１１へのネジ止め用の固定孔４６ａが複数形成
されると共に、中間ケース体４２及び後ケース体４３を固定するための複数の固定基部４
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６ｂ，４６ｃが後ろ向き突出状に一体形成されている。本実施形態では、図９，図１０等
に示すように、側枠板５０ａ，５０ｂの左右方向外側近傍に各１個の固定基部４６ｂ，４
６ｂが、下枠板５０ｄの上側近傍に１個の固定基部４６ｃが設けられている。
【００３４】
　中間ケース体４２は、前ケース体４１側の前枠部５０の後側に連結される中枠部６１と
、前ケース体４１側の前部底板４７の後側に連結される中間底板６２とを一体に備えてい
る。
【００３５】
　中枠部６１は、前枠部５０側の側枠板５０ａ，５０ｂ、上枠板５０ｃ、下枠板５０ｄの
後側に夫々連結される側枠板６１ａ，６１ｂ、上枠板６１ｃ、下枠板６１ｄにより略矩形
状に形成されており、その左右の側枠板６１ａ，６１ｂと上枠板６１ｃとが入賞室４５の
側壁及び上壁の一部を形成している。
【００３６】
　中間底板６２は、入賞室４５の底壁の一部を構成するもので、中枠部６１の左右の側枠
板６１ａ，６１ｂ間に架設され、図６，図９，図１０等に示すように、その前端側は前枠
部５０側の側枠板５０ａ，５０ｂ間に嵌合されて前部底板４７の後端側に連結されており
、前部底板４７により入賞口３３内に案内されてきた遊技球を更に入賞室４５の奥側に案
内するように後下がりの傾斜状に形成されている。
【００３７】
　また、中枠部６１の後端側は、図６，図９，図１０等に示すように、中間底板６２より
も下側において中壁板６３により略閉鎖されている。
【００３８】
　更に、中枠部６１の左右両端側には、前ケース体４１の左右の固定基部４６ｂ，４６ｂ
が挿通される挿通部６４ａ，６４ａが突出状に設けられ、また中壁板６３には、前ケース
体４１の下側の固定基部４６ｃが挿通される挿通孔６４ｂが形成されている。
【００３９】
　後ケース体４３は、中間ケース体４２側の中枠部６１の後側に連結される後枠部７１と
、この後枠部７１の後端側を略閉鎖する後壁板７２と、中間ケース体４２側の中間底板６
２の後側に配置される後部底板７３とを一体に備えている。
【００４０】
　後枠部７１は、中枠部６１側の側枠板６１ａ，６１ｂ、上枠板６１ｃ、下枠板６１ｄの
後側に夫々連結される側枠板７１ａ，７１ｂ、上枠板７１ｃ、下枠板７１ｄにより略矩形
状に形成されており、その左右の側枠板７１ａ，７１ｂと上枠板７１ｃとが入賞室４５の
側壁及び上壁の一部を形成している。
【００４１】
　また、後枠部７１の下枠板７１ｄには、例えばその左右方向一端側に、入賞口３３内に
入賞した遊技球を遊技盤１１の後側に排出するための排出孔７４（図１１）が下向きに形
成されている。
【００４２】
　後部底板７３は、入賞室４５の底壁の一部を構成するもので、入賞口３３内に入賞した
遊技球を排出孔７４側に案内するように、入賞室４５の後壁を構成する後壁板７２とその
前側の中壁板６３との間に、排出孔７４側が低い左右方向の傾斜状に設けられている。
【００４３】
　なお、後部底板７３と下枠板７１ｄとの間には、排出孔７４を通過する遊技球を検出す
る遊技球検出スイッチ７５が装着されている。
【００４４】
　また、後枠部７１の左右両端側には、開閉羽根３７の回転シャフト５１をその後端側で
回転自在に保持する後軸受部７６が、前軸受孔５２の後側に対応して側枠板７１ａ，７１
ｂから突設されている。
【００４５】
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　更に、後枠部７１には、前ケース体４１の左右の固定基部４６ｂ，４６ｂにネジ止めす
るための固定部７７ａ，７７ａが側枠板７１ａ，７１ｂの左右両側に、前ケース体４１の
下側の固定基部４６ｃにネジ止めするための固定部７７ｂが下枠板７１ｄの上側に、夫々
一体に設けられている。
【００４６】
　また、後枠部７１の上側には、開閉板３５を前後方向移動可能に保持するスライドガイ
ド７８が装着され、上枠板７１ｃの上側に突設されたガイド固定基部７９に着脱自在に固
定されている。
【００４７】
　ガイド固定基部７９は、上枠板７１ｃの左右方向中央に配置されており、その後部側が
ネジ止め用の固定基部７９ａ、前部側がその固定基部７９ａよりも上側に突出する位置決
め部７９ｂとなっている。
【００４８】
　スライドガイド７８は、略水平に配置される略矩形状の上部ガイド板７８ａと、この上
部ガイド板７８ａの左右両端側から下向きに延設される側部ガイド板７８ｂ，７８ｂとで
扁平な門型状に形成されている。上部ガイド板７８ａには、位置決め部７９ｂが嵌合可能
な位置決め孔７８ｃと、固定基部７９ａに対するネジ止め用の固定孔７８ｄが形成されて
おり、スライドガイド７８は、位置決め孔７８ｃに位置決め部７９ｂを嵌合させた状態で
固定孔７８ｄを介して固定基部７９ａにネジ止めすることにより後枠部７１の上側に着脱
自在に固定されている。
【００４９】
　なお、このスライドガイド７８と上枠板７１ｃとの間に、開閉板３５を前後方向に案内
するガイド孔８０が形成されている。
【００５０】
　本体ケース３４は、前ケース体４１側の固定基部４６ｂ，４６ｃを中間ケース体４２側
の挿通部６４ａ，６４ｂに夫々前側から挿通させ、更にそれら固定基部４６ｂ，４６ｃを
後ケース体４３の固定部７７ａ，７７ｂに夫々ネジ止めして、前ケース体４１、中間ケー
ス体４２及び後ケース体４３を互いに結合することにより形成されている。
【００５１】
　第１開閉手段３６は、図１６，図１７等に示すように、開閉板３５を有する開閉スライ
ド部材８１と、この開閉スライド部材８１を前後方向に駆動する第１ソレノイド８２と、
この第１ソレノイド８２の駆動軸８３と開閉スライド部材８１とを連結する第１リンク部
材８４とを備えている。
【００５２】
　開閉スライド部材８１は、第１開口部３１を略塞ぐ大きさの開閉板３５と、この開閉板
３５の後側に突設された摺動板８５とを一体に備えている。
【００５３】
　開閉板３５は、開閉板挿通孔４４に前後方向移動可能に挿通されており、開閉板挿通孔
４４の上縁部に沿って正面視略円弧状に形成されている。
【００５４】
　摺動板８５は、略水平な矩形板状で、その左右方向幅はガイド孔８０の左右方向幅と略
等しく、その板厚はガイド孔８０の上下方向幅よりも小さく形成されている。
【００５５】
　摺動板８５には、その板厚方向の両方に突出する前後方向の突条部８６が、左右方向に
複数本、例えば摺動板８５の左右両縁部に沿って２本設けられており、その突条部８６の
上下方向幅はガイド孔８０の上下方向幅と略等しくなっている。
【００５６】
　更に摺動板８５には、その後縁側に沿って左右方向の長穴状に形成されたリンク係合孔
８７と、そのリンク係合孔８７の前側に前後方向の長穴状に形成された基部挿通孔８８と
が設けられている。
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【００５７】
　そして、開閉スライド部材８１は、ガイド固定基部７９を基部挿通孔８８に挿通させた
状態で、摺動板８５を本体ケース３４の上面側とスライドガイド７８との間のガイド孔８
０内に前後方向摺動自在に挿通させることにより本体ケース３４の上側に装着されており
、開閉板３５が前飾り板４６の前側に突出して第１開口部３１を略閉鎖する閉鎖位置（前
進位置）と、開閉板３５が前飾り板４６の後側に退避して第１開口部３１を開放する開放
位置（後退位置）との間で前後方向移動可能となっている。
【００５８】
　なお、摺動板８５の後端側には、開閉スライド部材８１が閉鎖位置まで前進したときに
スライドガイド７８の後端側に略当接して前向きの移動を規制する前進規制部８５ａが、
例えば左右方向突出状に一体形成されている。
【００５９】
　第１ソレノイド８２は、本体ケース３４の後側に、駆動軸８３を左右方向の一方側、例
えば右側に向けた横向き状態で配置され、本体ケース３４よりも後側に配置された後部装
着板９１の前面側に着脱自在に装着されている。
【００６０】
　第１リンク部材８４は、上下方向の回転軸９２と、この回転軸９２に対して半径方向に
突設された駆動側リンク９３と、回転軸９２に対して駆動側リンク９３とは異なる半径方
向、例えば駆動側リンク９３に略直交する方向に突設された作動側リンク９４と、駆動側
リンク９３の先端側から回転軸９２に平行に突設された駆動側係合軸９３ａと、作動側リ
ンク９４の先端側から回転軸９２に平行に突設された作動側係合軸９４ａとを例えば一体
に備えている。
【００６１】
　そして、第１リンク部材８４は、第１ソレノイド８２に対する駆動軸８３側に配置され
、駆動側リンク９３を前側に、作動側リンク９４を左右方向の中央側に夫々向けた状態で
、例えば後部装着板９１の前面側に固定された第１軸受部材９５によりその回転軸９２を
回転自在に支持され、更に駆動側係合軸９３ａが連結部材９６を介して駆動軸８３に連結
され、作動側係合軸９４ａがリンク係合孔８７に係合されている。
【００６２】
　連結部材９６は、駆動軸８３の先端側に固定される軸固定部９６ａと、駆動側係合軸９
３ａが回転自在及び前後方向摺動自在に係合する軸係合部９６ｂとを例えば一体に備えて
いる。
【００６３】
　これにより、第１ソレノイド８２がＯＦＦからＯＮに切り替えられ、駆動軸８３が引き
込み方向（本実施形態では左方向）に移動すると（図１６→図１７）、第１リンク部材８
４が平面視時計方向に回転して、開閉スライド部材８１が閉鎖位置から開放位置まで後ろ
向きに移動し、第１開口部３１が開放される（図１７及び図１４）。また、第１ソレノイ
ド８２がＯＮからＯＦＦに切り替えられ、駆動軸８３が突出方向（本実施形態では右方向
）に移動すると（図１７→図１６）、第１リンク部材８４が平面視反時計方向に回転して
、開閉スライド部材８１が開放位置から閉鎖位置まで前向きに移動し、第１開口部３１が
閉鎖される（図１６及び図１３）。
【００６４】
　第２開閉手段３８は、図１８，図１９等に示すように、開閉羽根３７を有する左右一対
の開閉揺動部材１０１と、これら開閉揺動部材１０１を前後方向軸廻りに個別に揺動駆動
する一対の第２ソレノイド１０２と、これら第２ソレノイド１０２の駆動軸１０３と開閉
揺動部材１０１とを連結する一対の第２リンク部材１０４とを備えている。
【００６５】
　開閉揺動部材１０１は、第２開口部３２を略塞ぐ大きさの開閉羽根３７と、この開閉羽
根３７の下端部３７ｄの近傍から後ろ向きに突設された回転シャフト５１とを備えており
、その回転シャフト５１の前後両端側が夫々前軸受孔５２、後軸受部７６により回転自在
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に支持されている。
【００６６】
　開閉羽根３７は、左右方向内側の内側案内面３７ａが略平面状、左右方向外側の外側案
内面３７ｂが略曲面状で、上側の先端部３７ｃに向けて先細り状に形成されており、内側
案内面３７ａが略垂直となって第２開口部３２を閉鎖する閉鎖位置（内側揺動位置）と、
内側案内面３７ａが内下がりの傾斜状となって第２開口部３２を開放する開放位置（外側
揺動位置）との間で揺動可能となっている。
【００６７】
　なお、開閉羽根３７の下端部３７ｄは、前飾り板４６側の羽根カバー部５３により下側
から略覆われている。
【００６８】
　第２ソレノイド１０２は、左右の開閉羽根３７に対して１個ずつ設けられており、本体
ケース３４の後側で且つ第１ソレノイド８２の下側に、駆動軸１０３を夫々左右方向の外
側に向けた横向き状態で左右に隣接して配置され、後部装着板９１の前面側に着脱自在に
装着されている。
【００６９】
　なお、後部装着板９１は、例えば本体ケース３４側から後ろ向きに突設された図示しな
い取付基部等を介して本体ケース３４側に固定されている。また、後部装着板９１は、第
１ソレノイド８２を装着する第１装着部９１ａとその他の第２ソレノイド１０２、第１軸
受部材９５等を装着する第２装着部９１ｂとが前後に段差状となるように形成されており
、図６等に示すように、第１ソレノイド８２は第２ソレノイド１０２よりも若干前側で支
持されている。
【００７０】
　第２リンク部材１０４は、回転シャフト５１に固定される固定部１０４ａと、この固定
部１０４ａから回転シャフト５１の半径方向に突設されたリンク１０４ｂと、このリンク
１０４ｂの先端側から後ろ向きに突設され且つ連結部材１０５を介して駆動軸１０３に連
結される係合軸１０４ｃとを例えば一体に備えており、例えばリンク１０４ｂが略下向き
となるように回転シャフト５１の後端側に固定されている。
【００７１】
　連結部材１０５は、駆動軸１０３の先端側に固定されており、例えばその前面側に、係
合軸１０４ｃが回転及び上下方向移動可能に係合する長孔状の軸係合孔１０５ａが設けら
れている。
【００７２】
　これにより、第２ソレノイド１０２がＯＦＦからＯＮに切り替えられ、駆動軸１０３が
引き込み方向（本実施形態では左右方向内向き）に移動すると（図１８→図１９）、第２
リンク部材１０４を介して回転シャフト５１が回転して、開閉羽根３７が閉鎖位置から開
放位置まで外向きに揺動し、第２開口部３２が開放される（図１９及び図１５）。また、
第２ソレノイド１０２がＯＮからＯＦＦに切り替えられ、駆動軸１０３が突出方向（本実
施形態では左右方向外向き）に移動すると（図１９→図１８）、第２リンク部材１０４を
介して回転シャフト５１が逆方向に回転して、開閉羽根３７が開放位置から閉鎖位置まで
内向きに揺動し、第２開口部３２が閉鎖される（図１８及び図１３）。
【００７３】
　なお、以上説明した大入賞手段１７は、１つのユニットとして組み上げられた後、その
後端側を遊技盤１１に形成された装着孔に前側から嵌合させて前飾り板４６を遊技盤１１
の前面側に当接させ、固定孔４６ａを介して遊技盤１１にネジ止め固定されるようになっ
ている。
【００７４】
　図２０は、大入賞手段１７の動作制御を行う大入賞手段制御部１１１の概略構成を示し
たブロック図である。なお、この大入賞手段制御部１１１は、例えば図示しない主制御基
板上に構成される。



(10) JP 4400832 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

【００７５】
　図２０に示すように、大入賞手段制御部１１１は、第１開閉手段３６の制御、即ち第１
ソレノイド８２の駆動制御を行う第１開閉手段制御部１１２と、第２開閉手段３８の制御
、即ち第２ソレノイド１０２の駆動制御を行う第２開閉手段制御部１１３と、所定条件に
基づいて、それら第１開閉手段制御部１１２と第２開閉手段制御部１１３との何れか一方
を選択する開閉手段選択部１１４とを備えている。
【００７６】
　開閉手段選択部１１４は、特別図柄表示手段２４の変動後の特別図柄が大当たり態様と
なることに基づいて特別利益状態（大当たり状態）が発生したときに、所定条件、例えば
その大当たり態様の種類に基づいて、第１開閉手段制御部１１２と第２開閉手段制御部１
１３との何れか一方を選択するようになっている。
【００７７】
　第１開閉手段制御部１１２と第２開閉手段制御部１１３の何れか一方が開閉手段選択部
１１４により選択されると、選択された第１開閉手段制御部１１２又は第２開閉手段制御
部１１３の制御により、第１ソレノイド８２又は第２ソレノイド１０２がＯＦＦからＯＮ
に切り替えられる。
【００７８】
　例えば第１開閉手段制御部１１２の制御により第１ソレノイド８２がＯＦＦからＯＮに
切り替えられた場合には、突出位置にあった駆動軸８３が引き込み方向に移動するため　
（図１６→図１７）、連結部材９６を解してこの駆動軸８３に連結されている駆動側係合
軸９３ａが左側に移動する。
【００７９】
　これにより、第１リンク部材８４が回転軸９２を中心に平面視時計方向に回転するため
、第１リンク部材８４の作動側リンク９４が後ろ向きに移動し、それによってその作動側
リンク９４の作動側係合軸９４ａが係合している開閉スライド部材８１も後ろ向きに移動
する。
【００８０】
　その際、開閉スライド部材８１は、本体ケース３４の上面側に装着された正面視略門型
状のスライドガイド７８によりその左右両縁及び上下両面を前後方向摺動自在に保持され
ており、しかも開閉スライド部材８１には、スライドガイド７８により保持されている摺
動板８５の部分に、その板厚方向の両方に突出する前後方向の突条部８６が左右両縁部に
沿って２本設けられているため、開閉スライド部材８１はその上下の摺動面に対して突条
部８６のみにおいて摺接することとなり、極めてスムーズな移動が可能である。
【００８１】
　開閉スライド部材８１が後方に移動すると、それによって開閉板３５が閉鎖位置から前
飾り板４６の後側の開放位置まで後退し、第１開口部３１が開放される（図１４）。
【００８２】
　第１開口部３１が開放されると、遊技者は多くの遊技球を容易に入賞させることができ
、多大な利益が還元される。第１開口部３１内に入った遊技球は、前部底板４７により入
賞口３３内に案内され、更に中間底板６２、後部底板７３により案内されて排出孔７４に
落下し、遊技球検出スイッチ７５に検出された後、遊技盤１１の後方に回収される。
【００８３】
　一方、例えば第２開閉手段制御部１１３の制御により第２ソレノイド１０２がＯＦＦか
らＯＮに切り替えられた場合には、突出位置にあった駆動軸１０３が引き込み方向に移動
するため（図１８→図１９）、連結部材１０５を解してこの駆動軸１０３に連結されてい
る係合軸１０４ｃが左右方向の内側に移動する。
【００８４】
　これにより、第２リンク部材１０４を解して回転シャフト５１が所定方向（右側の回転
シャフト５１は正面視時計方向、左側の回転シャフト５１は正面視反時計方向）に回転す
るため、その回転シャフト５１の先端側に固定されている開閉羽根３７は略上向きの閉鎖
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位置から斜め外向きの開放位置まで揺動し、第２開口部３２が開放される（図１５）。
【００８５】
　第２開口部３２が開放されると、開閉羽根３７の上側に落下してきた遊技球がその内側
案内面３７ａに沿って入賞口３３内に案内されるが、閉鎖状態にある開閉板３５の上側に
落下してきた遊技球についても、その開閉板３５の上面側に沿って左右に流下して開閉羽
根３７の上側に落下し、内側案内面３７ａに沿って入賞口３３内に案内される。
【００８６】
　第２開口部３２内に入った遊技球は、第１開口部３１側から入った場合と同様、前部底
板４７により入賞口３３内に案内され、更に中間底板６２、後部底板７３により案内され
て排出孔７４に落下し、遊技球検出スイッチ７５に検出された後、遊技盤１１の後方に回
収される。
【００８７】
　第１開口部３１又は第２開口部３２が開放された後、その開放から所定時間（例えば２
８秒間）が経過するか、所定時間内に所定数（例えば１０個）の遊技球が入賞すること等
の所定条件が成立したときに、第１開閉手段制御部１１２又は第２開閉手段制御部１１３
の制御により第１ソレノイド８２又は第２ソレノイド１０２がＯＮからＯＦＦに切り替え
られる。
【００８８】
　これにより、開閉板３５又は開閉羽根３７は、開放時と全く逆の駆動動作により開放位
置から閉鎖位置に変化して（図１７→図１６、図１９→図１８）、開放状態にあった第１
開口部３１又は第２開口部３２は閉鎖される（図１３）。そして、その開放動作が所定回
数（例えば１５回）繰り返された後、特別利益状態（大当たり状態）が終了する。
【００８９】
　以上説明したように、本実施形態のパチンコ機では、大入賞手段１７を構成する１つの
ユニット上に、入賞口３３に通じる開口部とそれに対応する開閉手段とを、第１開口部３
１と第１開閉手段３６、第２開口部３２と第２開閉手段３８の２組設けているため、これ
ら２種類の開閉手段３６，３８を組み合わせて多彩な開放動作を実現できると共に、２種
類の大入賞手段を別個に設ける場合と比べてスペース効率がよく、液晶ディスプレイの大
画面化によって実質的な遊技領域が極めて狭くなっている現状のパチンコ機でも容易に配
置することが可能である。
【００９０】
　また、それら２組の開口部３１，３２及び開閉手段３６，３８を、１つの入賞口３３に
対して設けているため、入賞口３３に関する構成、例えば遊技球検出スイッチ７５等は複
数組設ける必要がなく、更なる小型化、低コスト化が可能である。
【００９１】
　また、入賞口３３は、上向きに開口する第１開口部３１と、左右両側に向けて開口する
第２開口部３２の２種類の開口部から遊技球を受け入れ可能に構成され、前進位置で第１
開口部３１を閉鎖し、後退位置で第１開口部３１を開放する前後方向移動可能な開閉板３
５を有する第１開閉手段３６と、内側揺動位置で第２開口部３２を閉鎖し、外側揺動位置
で第２開口部３２を開放するように前後方向軸廻りに揺動可能な開閉羽根３７を有する第
２開閉手段３８とを備えているため、大入賞手段全体を更にコンパクトにまとめることが
でき、しかも種類の異なる開閉板３５と開閉羽根３７との組み合わせで多彩な開閉動作が
実現可能である。
【００９２】
　第１開口部３１の左右両側で且つ第２開口部３２の上側に、それら第１開口部３１と第
２開口部３２とを区画する区画リブ４８を設け、この区画リブ４８の上面側を、遊技球を
左右に誘導する傾斜状に形成しているため、開閉板３５と開閉羽根３７との間に遊技球が
停留する不具合を防止でき、また第１開口部３１と第２開口部３２とを明確に規定できる
。
【００９３】
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　第１開閉手段３６は、開閉板３５とその後側に設けられた摺動板８５とを一体に備えた
開閉スライド部材８１を備え、この開閉スライド部材８１は、摺動板８５を入賞口３３の
上側に設けられたガイド孔８０に前後方向摺動自在に挿通させることにより支持されてお
り、しかもその摺動板８５には、その板厚方向の両方に突出する前後方向の突条部８６が
左右方向に複数本設けられているため、極めてスムーズな開閉動作が可能である。
【００９４】
　開閉板３５の上面は、左右方向に遊技球を案内する略円弧状に形成されているため、開
閉板３５の閉鎖時にその上側に落下した遊技球をその左右にスムーズに案内することがで
きると共に、その際に開閉羽根３７が開放していれば、開閉板３５により左右に案内され
た遊技球を第２開口部３２に入賞させることができ、開閉羽根３７による入賞可能範囲を
実質的に広くできる。
【００９５】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
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、本実
施形態では２つの開閉手段３６，３８を異なる種類（第１開閉手段３６は開閉板３５の前
後方向スライドによる開閉、第２開閉手段３８は開閉羽根３７の揺動による開閉）とした
が、同じ種類の開閉手段としてもよいし、その他の種類、例えば開閉板の左右方向軸廻り
の揺動による開閉を行う開閉手段を採用してもよい。
【００９６】
　開口部とそれに対応する開閉手段とを１つのユニット上に３組以上設けてもよい。
【００９７】
　実施形態では、１つの入賞口３３に対して開口部３１，３２とそれに対応する開閉手段
３６，３８とを複数組設けた例を示したが、複数の入賞口に対して夫々個別に開口部とそ
れに対応する開閉手段とを設けてもよい。即ち、入賞口とそれに対応する開口部及び開閉
手段とを１つのユニット上に複数組設けてもよい。
【００９８】
　開閉板３５の上面は略円弧状に限らず、遊技球を左右に振り分けられる形状であればよ
い。また、遊技球をより安定的に左右に誘導すべく、開閉板３５の上面に左右方向への溝
を設けてもよい。
【００９９】
　前飾り板４６と略平行な前面板を、例えば区画リブ４８，４８の前縁側と前部底板４７
の前縁側とを接続するように設けることで、不正行為防止効果が期待できる。またその前
面板の前側、その他の大入賞手段１７の前側に表示手段を一体的に設けてもよい。またこ
の表示手段により、何れの開閉手段が開状態であるかを報知してもよい。
【０１００】
　特定の領域で遊技球の入賞を検出した場合に利益状態を発生させるように構成された弾
球遊技機（旧第２種パチンコ機）において、１つのユニットに搭載された複数の開口部の
うち、何れか１つの開口部からの入賞とそれ以外の開口部からの入賞とで利益状態の発生
率を異ならせるように構成してもよい。
【０１０１】
　特定の領域で遊技球を検出した場合に利益状態を発生させる第１の利益状態発生手段と
、特定の図柄を表示した場合に利益状態を発生させる第２の利益状態発生手段とを有し、
１つのユニットに設けられた複数の開閉手段をそれら各利益状態発生手段に対応するよう
に駆動制御するように構成してもよい。
【０１０２】
　開閉手段選択部１１４が、第１開閉手段制御部１１２、第２開閉手段制御部１１３等の
複数の開閉手段制御部の２以上を同時に選択可能としてもよい。即ち、複数の開閉手段を
同時に開状態とするように制御することも可能である。
【０１０３】
　また、実施形態のように１つの開閉手段が２以上の開閉部材（例えば左右一対の開閉羽
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根３７）を備え、それら開閉部材毎に駆動手段を設けている場合には、それらを異なるタ
イミングで開閉するように制御してもよい。
【０１０４】
　また、複数の開閉手段の何れを作動させるかを、例えば遊技者が選択可能に構成しても
よい。
【０１０５】
　また、複数の開口部３１，３２に対応して夫々遊技球検出スイッチを設け、各遊技球検
出スイッチ毎の検出個数を別々に記憶する第１の記憶手段と、それら複数の遊技球検出ス
イッチの検出個数の合算値を記憶する第１の記憶手段とを備え、第１の記憶手段による記
憶個数に基づいて通常状態における演出、大当たり中の演出、開閉状態等を異ならせるよ
うに構成してもよい。
【０１０６】
　更に、実施形態では本発明をパチンコ機に適用した例を示したが、アレンジボール機等
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】
【０１０７】
【図１】本発明の一実施形態を示すパチンコ機の正面図である。
【図２】遊技盤の正面図である。
【図３】大入賞手段の正面図である。
【図４】大入賞手段の平面図である。
【図５】大入賞手段の右側面図である。
【図６】図３におけるＸ－Ｘ断面図である。
【図７】図３におけるＹ－Ｙ断面図である。
【図８】図５におけるＡ－Ａ断面図である。
【図９】図５におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図１０】図５におけるＣ－Ｃ断面図である。
【図１１】図５におけるＤ－Ｄ断面図である。
【図１２】図５におけるＥ－Ｅ断面図である。
【図１３】第１開口部及び第２開口部を共に閉鎖した状態を示す大入賞手段の斜視図であ
る。
【図１４】第１開口部を開放した状態を示す大入賞手段の斜視図である。
【図１５】第２開口部を開放した状態を示す大入賞手段の斜視図である。
【図１６】閉鎖状態にある第１開閉手段の斜視図である。
【図１７】開放状態にある第１開閉手段の斜視図である。
【図１８】閉鎖状態にある第２開閉手段の斜視図である。
【図１９】開放状態にある第２開閉手段の斜視図である。
【図２０】大入賞手段の制御系の概略構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１０８】
１７　大入賞手段（開閉式入賞手段）
３１　第１開口部
３２　第２開口部
３３　入賞口
３５　開閉板
３６　第１開閉手段
３８　第２開閉手段
４８　区画リブ
８０　ガイド孔
８１　開閉スライド部材
８５　摺動板
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