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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域が画成された遊技盤と、前記遊技盤に設けられ、該遊技盤の
前方に開放する入賞口を有すると共に該入賞口を開閉する開閉扉を有した入賞装置とを備
え、前記開閉扉は、前記入賞口を閉鎖する閉鎖姿勢と該入賞口の下縁部から前方に延出し
て入賞口を開放する開放姿勢とに姿勢変化可能に構成され、前記遊技領域を流下する遊技
球を開放姿勢にある開閉扉で受け止めて入賞口へ案内するよう構成された遊技機において
、
　前記開閉扉における左右のどちらか一方の側縁部にのみ形成され、前記開放姿勢にある
状態で、該開閉扉上を転動する遊技球が当接して開閉扉からの落下を規制する規制部と、
　前記開閉扉における前記規制部が形成された側縁部と反対側の側縁部にのみ形成され、
前記規制部が形成された側縁部に向けて下方傾斜して、上方から落下して当接した遊技球
を該規制部側へ誘導する膨出部と、
　前記遊技盤における前記膨出部の上方に上下に開放して設けられ、前記遊技球が通過可
能な球通過口と、
　前記遊技盤における前記入賞口の側方に設けられ、前記遊技領域を流下する遊技球を前
記球通過口に向けて案内する案内部材と、
　前記入賞装置の前側に前記入賞口に連通するよう画成され、底部が前記規制部側から前
記膨出部側に向けて下方傾斜する入賞空間と、
　前記入賞空間における前記膨出部の後方に偏倚した位置に設けられ、遊技球を検知する
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検知部とを備え、
　前記規制部は、前記開閉扉が開放姿勢にある状態で、前側から後側に向けて前記案内部
材から離間するよう前端面が傾斜しており、
　前記案内部材により案内されて前記球通過口を通過し、開放姿勢にある前記開閉扉の膨
出部に落下して当接した遊技球を、前記検知部から離れるよう前記規制部側に向けて移動
させて、前記入賞空間の底部上を該検知部側に向けて案内し得るよう構成した
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記入賞空間における前記規制部の後方位置に、前端面が規制部側から検知部側に向か
うにつれて後方へ傾斜した案内片が設けられ、
　前記案内片の前端面に当接した前記遊技球を前記検知部側へ案内する請求項１記載の遊
技機。
【請求項３】
　前記案内部材は、前記遊技領域内の左右中央より右側に配設されて前記入賞口の右側に
位置し、遊技球を前記球通過口へ案内する案内部を備えている請求項１または２記載の遊
技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技領域が画成された遊技盤に、入賞口を開閉する開閉扉を備えた入賞装
置が設けられた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、遊技機の代表例の一つであるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面
にパチンコ球が打出される遊技領域が画成されて、該遊技盤における遊技領域の裏側に、
各種図柄を変動表示して図柄変動演出を行なう液晶式やドラム式等の特別図柄表示装置が
配設される。また、特別図柄表示装置の下方位置に、特別図柄表示装置での特別図柄変動
ゲームを開始させる契機となる始動入賞装置が配設されている。この特別図柄変動ゲーム
の結果、特別図柄表示装置に特定の図柄の組合わせ(大当り図柄)が表示されることで、遊
技者に有利な特別遊技(大当り遊技)を発生させるよう構成されている。前記特別遊技が発
生すると、特別図柄表示装置における演出に合わせて、遊技盤に配設した特別入賞装置を
開放した後に一旦閉鎖する動作パターン(ラウンド遊技)を所定回数繰返し、遊技者に多数
の賞球を払出す好機を与えるようになっている。
【０００３】
　前記特別入賞装置は、遊技盤の盤面に配設されて特別入賞口を備えた装置本体と、該装
置本体に軸支されて特別入賞口を開閉自在に閉鎖する開閉扉と、装置本体に設けられて開
閉扉を開閉させる駆動手段とから基本的に構成されている。そして、特別遊技状態が発生
すると駆動手段が作動して、上縁部を上方に指向させて特別入賞口を閉鎖する閉鎖姿勢か
ら上縁部を前方に指向させて特別入賞口を開放する開放姿勢に開閉扉が姿勢変化されて、
多数の遊技球を特別入賞口へ受け入れ得るよう構成されている(例えば、特許文献１参照)
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４０１７８２０号公報
【特許文献２】特開２０１０－２２５８１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、一般的な遊技機では、主に遊技領域の左側部に遊技球を流下させて遊技を行



(3) JP 5422475 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

なうことが多く、特別遊技中においても、遊技球は、特別入賞装置に対し主として左側方
から流入することとなる。そのため、遊技球は、開放姿勢の開閉扉に対して左方側から流
下して該開閉扉に受け止められ、該開閉扉上を左から右へ転動することとなる。特に、勢
いよく開閉扉上に到来した遊技球は、速度を維持したまま開閉扉の右側部を通過し、その
まま開閉扉から落下してしまうものもある。このように、遊技球が入賞することなく開閉
扉から落下すると、遊技者は不満感を抱くこととなって、特別遊技の興趣が損なわれる原
因となっていた。
【０００６】
　また、従来のパチンコ機には、特別遊技が発生すると、遊技球を打ち出す打球力を高め
て遊技球を遊技領域の右側部から流下させる、所謂「右打ち」により遊技を行なうものが
ある。例えば、特許文献２に示す遊技機では、特別入賞装置が遊技領域の右側下部に配設
され、特別遊技の間、遊技者は右打ちを行なってラウンド遊技を消化するよう構成されて
いる。
【０００７】
　ところが、このような右打ちにより特別遊技を消化するタイプの遊技機では、開放姿勢
となった開閉扉に対し遊技球が右方から流下して受け止められることとなる。しかも、右
打ちをした場合には、遊技球は遊技釘等の障害物が少ない遊技領域の右側部に打出される
ことから、遊技球は開閉扉上に速度を維持したまま落下することが多くなる。そのため、
遊技球が開閉扉上を右から左へ勢いよく転動し、そのまま開閉扉から落下し易くなるので
、右打ちを行なう遊技機では、遊技者はより不満感を抱く傾向にある。
【０００８】
　すなわち、本発明は、従来技術に係る遊技機に内在する前記問題に鑑み、これらを解決
するべく提案されたものであって、開放姿勢の開閉扉に対し一方側から流下して受け止め
られた遊技球が、開閉扉の他方側から落下するのを抑制し得る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】
【０００９】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、
　遊技球が流下する遊技領域(16)が画成された遊技盤(18)と、前記遊技盤(18)に設けられ
、該遊技盤(18)の前方に開放する入賞口(60)を有すると共に該入賞口(60)を開閉する開閉
扉(74)を有した入賞装置(62)とを備え、前記開閉扉(74)は、前記入賞口(60)を閉鎖する閉
鎖姿勢と該入賞口(60)の下縁部から前方に延出して入賞口(60)を開放する開放姿勢とに姿
勢変化可能に構成され、前記遊技領域(16)を流下する遊技球を開放姿勢にある開閉扉(74)
で受け止めて入賞口(60)へ案内するよう構成された遊技機において、
　前記開閉扉(74)における左右のどちらか一方の側縁部(176)にのみ形成され、前記開放
姿勢にある状態で、該開閉扉(74)上を転動する遊技球が当接して開閉扉(74)からの落下を
規制する規制部(166,200,202)と、
　前記開閉扉(74)における前記規制部(166,200,202)が形成された側縁部(176)と反対側の
側縁部(76)にのみ形成され、前記規制部(166,200,202)が形成された側縁部(176)に向けて
下方傾斜して、上方から落下して当接した遊技球を該規制部(166,200,202)側へ誘導する
膨出部(168)と、
　前記遊技盤(18)における前記膨出部(168)の上方に上下に開放して設けられ、前記遊技
球が通過可能な球通過口(78)と、
　前記遊技盤(18)における前記入賞口(60)の側方に設けられ、前記遊技領域(16)を流下す
る遊技球を前記球通過口(168)に向けて案内する案内部材(54)と、
　前記入賞装置(62)の前側に前記入賞口(60)に連通するよう画成され、底部(122a)が前記
規制部(166,200,202)側から前記膨出部(168)側に向けて下方傾斜する入賞空間(122)と、
　前記入賞空間(122)における前記膨出部(168)の後方に偏倚した位置に設けられ、遊技球
を検知する検知部(132)とを備え、
　前記規制部(166,200,202)は、前記開閉扉(74)が開放姿勢にある状態で、前側から後側
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に向けて前記案内部材(54)から離間するよう前端面(166a,200a,202a)が傾斜しており、
　前記案内部材(54)により案内されて前記球通過口(78)を通過し、開放姿勢にある前記開
閉扉(74)の膨出部(168)に落下して当接した遊技球を、前記検知部(132)から離れるよう前
記規制部(166,200,202)側に向けて移動させて、前記入賞空間(122)の底部(122a)上を該検
知部(132)側に向けて案内し得るよう構成したことを特徴とする。
　請求項１の発明によれば、開閉扉に規制部を設けたので、開閉扉上を転動する遊技球が
規制部に当接して開閉扉から落下するのを好適に抑制することができる。従って、遊技球
の取りこぼしが軽減されて、遊技球を入賞口へ効率よく入賞させることができ、遊技の興
趣が損なわれるのを抑制し得る。しかも、規制部の前端面に傾斜を付したので、開閉扉が
閉鎖する際に、規制部の前側にある遊技球を前端面で案内して開閉扉から落下させること
ができる。従って、開閉扉と入賞口の上縁部との間に遊技球が挟まり難くなって、開閉扉
が完全に閉鎖しなくなるといった事態の発生を抑制することができる。
　そして、膨出部により遊技球を検知部とは反対側へ向けて転動させることができるので
、遊技球を開閉扉上に分散させて多様な動きをさせることができ、遊技の興趣を向上させ
ることができる。しかも、開閉扉の検知部と反対側の側縁部に規制部が設けられているの
で、検知部と反対側へ転動した遊技球が規制部に当接して、開閉扉から落下するのは防止
される。また、遊技球を膨出部により分散させることで、遊技球が検知部に集中的に流入
するのを防止して、球詰まりの発生を抑制し得る。
【００１０】
　請求項２に係る遊技機では、前記入賞空間(122)における前記規制部(166,200,202)の後
方に偏倚した位置に、前端面(124a)が規制部(166,200,202)側から検知部(132)側に向かう
につれて後方へ傾斜した案内片(124)が設けられ、
　前記案内片(124)の前端面(124a)に当接した前記遊技球を前記検知部(132)側へ案内する
。
　請求項２の発明によれば、案内片によって遊技球を効率的に検知部へ案内し得るので、
遊技球を入賞空間からスムーズに排出して、入賞空間内で球詰まりが発生するのを防止し
得る。
【００１１】
　請求項３に係る遊技機では、前記案内部材(54)は、前記遊技領域(16)内の左右中央より
右側に配設されて前記入賞口(60)の右側に位置し、遊技球を前記球通過口(78)へ案内する
案内部(88)を備えている。
　請求項３の発明によれば、右打ちにより遊技領域の右側下部に打出された殆どの遊技球
を、案内部材の案内部を介して入賞口側へ効率よく送ることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る遊技機によれば、開閉扉で受け止めた遊技球を該開閉扉から落下するのを
抑制して、効率よく遊技球を入賞させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機の遊技盤を示す正面図である。
【図２】実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図３】実施例に係る遊技盤の要部を示す拡大正面図である。
【図４】実施例に係る始動案内装置の縦断面図である。
【図５】実施例に係る特別入賞装置を前側から見た状態で示す分解斜視図である。
【図６】実施例に係る特別入賞装置を後側から見た状態で示す分解斜視図である。
【図７】実施例に係る本体部を示す分解斜視図である。
【図８】実施例に係る特別入賞装置の縦断面図である。
【図９】実施例に係る特別入賞装置の装置本体を示す横断面図である。
【図１０】実施例に係る本体部に板状部材を取付ける様子を示す平面図であって、板状部
材のみ破断した状態で示す。
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【図１１】実施例に係る特別入賞装置の底面図である。
【図１２】実施例に係る開閉扉と連繋機構との連結構造を示す斜視図であって、開閉扉が
閉鎖姿勢にある状態を示す。
【図１３】実施例に係る開閉扉と連繋機構との連結構造を示す斜視図であって、開閉扉が
開放姿勢にある状態を示す。
【図１４】実施例に係る特別入賞装置を開閉扉が開放した状態で示す平面図であって、パ
チンコ球が開閉扉上を転動する様子を示す。
【図１５】実施例に係る特別入賞装置を示す平面図であって、板状部材のみ破断した状態
で示す。
【図１６】変更例１に係る特別入賞装置と透明部材との位置関係を示す縦断面図である。
【図１７】変更例２に係る特別入賞装置の縦断面図であって、(ａ)は開閉扉が閉鎖姿勢に
ある状態を示し、(ｂ)は開閉扉が開放姿勢にある状態を示す。
【図１８】変更例２に係る特別入賞装置を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら、
以下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行なう
パチンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」・「後」・「左」
・「右」とは、図１に示すようにパチンコ機に設置した遊技盤を正面側(遊技者側)から見
た状態を基準として、遊技者側を前方と指称し、遊技盤の裏側を後方と指称するものとす
る。
【実施例】
【００１５】
〔パチンコ機について〕
　実施例に係るパチンコ機の概略構成について、図１または図２を参照して説明する。図
２に示すように、パチンコ機１０は、遊技店に設けられた「島」とも称される設置枠台(
図示せず)に固定される外枠１２と、該外枠１２に対して着脱および開閉可能に枢支され
た中枠１４とを備えている。また中枠１４には、所要の遊技領域１６が画成される遊技盤
１８が着脱交換可能に取付けられると共に、中枠１４の前面側に着脱および開閉可能に前
枠２０が枢支されている。前枠２０は、中枠１４に配設した遊技盤１８を透視保護する透
明板２２を備え、この透明板２２の下方位置にパチンコ球を貯留可能な上球皿２４が組付
けられており、前枠２０の開閉に合わせて上球皿２４が一体的に開閉するようになってい
る。更に、中枠１４の前側における前枠２０の下方には、パチンコ球を貯留可能な下球皿
２６を形成した球皿部材２８が着脱および開閉可能に組付けられている。
【００１６】
　前記中枠１４における球皿部材２８の右側部には、操作ハンドル３０が設けられており
、該操作ハンドル３０を操作することで、中枠１４に配設した打球発射機構(図示せず)が
作動して上球皿２４に貯留したパチンコ球を遊技盤１８へ向けて打出すよう構成されてい
る。操作ハンドル３０は、常には打球発射機構の作動を停止する状態となる方向(反時計
回り)に付勢され、遊技者が時計回りに回動操作すると打球発射機構が作動され、回動操
作の度合によりパチンコ球の打出し強度が調節可能となっている。
【００１７】
〔遊技盤について〕
　図１に示すように、実施例の遊技盤１８は、前記遊技盤１８の左下隅部、左上隅部およ
び右上隅部にかけて半円形状に配置された外レール３２ａと、該外レール３２ａの内側左
部に離間して遊技盤１８の中央下部から左上隅部にかけて配置される円弧状の内レール３
２ｂとからなる案内レール３２が配設されている。遊技盤１８における左側部には、外レ
ール３２ａと内レール３２ｂとの間に、打球発射機構で打出したパチンコ球が案内される
打出し通路３４が画成されている。外レール３２ａおよび内レール３２ｂは金属薄板から
形成され、内レール３２ｂの上端部には、遊技領域１６に打出したパチンコ球が打出し通
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路３４に戻ることを防止する弾性部材３６が配設されている。
【００１８】
　前記遊技盤１８の四隅には、樹脂製のコーナー飾り３８が複数設けられている。右側の
コーナー飾り３８の側面は、前記外レール３２ａの右端部に沿うよう湾曲した第１側面３
８ａと、前記内レール３２ｂと同心状に延在すると共に該内レール３２ｂと略同一の曲率
半径で湾曲した第２側面３８ｂとで構成される。第２側面３８ｂの下端は、遊技盤１８の
中央下部に位置して前記内レール３２ｂの右端部に連接されている。そして、前記外レー
ル３２ａの上部が規定する上に凸の円弧と、内レール３２ｂおよび右側のコーナー飾り３
８の第２側面３８ｂが規定する下に凸の円弧とにより、パチンコ球が流下可能な略円形状
の遊技領域１６が画成されている。
【００１９】
　前記遊技盤１８には、各種の図柄を変動・停止表示して特別図柄変動ゲームを行なう液
晶式やドラム式等の特別図柄表示装置４６が臨む図柄開口部４０ａが開設された枠状装飾
部材４０が配設されると共に、該枠状装飾部材４０の下方位置に、パチンコ球が入賞可能
な始動口４８を備えた始動入賞装置５０が配設されている。実施例の始動入賞装置５０は
、始動口４８が上方に常に開放した状態とされる。また、遊技盤１８における始動入賞装
置５０の右側には、前後方向に開放する始動口(図３参照)５２を備えると共に、パチンコ
球を遊技領域１６の中央下部へ向けて案内する始動案内装置(案内部材)５４が配設されて
いる。そして、前記始動入賞装置５０または始動案内装置５４の何れかの入賞口４８,５
２にパチンコ球が入賞することで、特別図柄表示装置４６での特別図柄変動ゲームが開始
されるよう構成される。この特別図柄変動ゲームの結果、前記特別図柄表示装置４６に特
定の図柄組合わせ(例えば、同一図柄の三つ揃え)が表示されることで遊技者に有利な大当
り(特別遊技)が発生するよう構成されている。なお、以下の説明では、始動入賞装置５０
の始動口を第１始動口４８、始動案内装置５４の始動口を第２始動口５２と指称する。
【００２０】
　前記遊技盤１８における始動入賞装置５０の下方位置には、大当り発生時に特別入賞口
(入賞口)６０を開放してパチンコ球の入賞を許容する特別入賞装置(入賞装置)６２が配設
され、該特別入賞口６０にパチンコ球が入賞することで、球払出装置(図示せず)から前記
上球皿２４に賞球が払出されるようになっている。なお、遊技盤１８の左下部には、遊技
領域１６を流下するパチンコ球が入賞可能な一般入賞口６４ａを備えた一般入賞装置６４
が複数箇所に設けられると共に、該遊技盤１８における遊技領域１６の最下方位置には、
始動入賞装置５０や始動案内装置５４、特別入賞装置６２、一般入賞装置６４の入賞口４
８,５２,６０,６４ａに入賞しないパチンコ球を排出するアウト口６６を設けてある。ま
た、遊技盤１８における遊技領域１６の左側部には、遊技釘により上下に開放する落下口
６７が複数形成され、該落下口６７を通過したパチンコ球が前記アウト口６６から排出さ
れるよう構成されている。
【００２１】
　略円形状に形成された前記枠状装飾部材４０は、前記遊技領域１６側に臨む外側面が遊
技盤１８の盤面から前方へ突出して設けられており、遊技領域１６を流下するパチンコ球
が枠状装飾部材４０の外側面に接触するよう構成されている。また、前記外レール３２ａ
の右端部、右側のコーナー飾り３８の第２側面３８ｂおよび枠状装飾部材４０の右外側面
により、１個のパチンコ球が通過可能な円弧状の右通路４２が画成されている。そして、
遊技者が操作ハンドル３０を最大限に回動操作する所謂「右打ち」を行なった場合に、前
記打出し通路３４を通過したパチンコ球が外レール３２ａに沿って遊技領域１６の右側部
に打出され、前記右通路４２を介して遊技領域１６の右側下部に打出されるよう構成され
る。一方、パチンコ球が右通路４２に到達し得ない程度に打出し強度を弱めた所謂「左打
ち」を行なうと、パチンコ球は、遊技盤１８に植設された遊技釘や枠状装飾部材４０の外
側面等に跳ね返されて、遊技領域１６の左側部を流下するよう構成される。なお、右側の
コーナー飾り３８には、前記第１側面３８ａの下端および第２側面３８ｂの上端の間に左
方へ開放した設置スペース３８ｃが画成されており、該設置スペース３８ｃ内に前記外レ
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ール３２ａの右開放端が臨んでいる。前記スペース３８ｃには、ゴム等からなる緩衝部材
４４が設けられており、パチンコ球を右打ちした際に、外レール３２ａに沿って移動した
パチンコ球を衝突させてコーナー飾り３８に対する負荷を軽減している。
【００２２】
　前記遊技盤１８における始動案内装置５４の右側上方には、上下方向に開放した始動通
過口５８が配設され、該始動通過口５８をパチンコ球が通過すると、図示しない普通図柄
表示部において普通図柄の変動が開始され、所定時間経過後に普通図柄表示部に普通図柄
が停止表示される。前記普通図柄表示部に当り図柄が表示されて、普通図柄当りが発生す
ると、前記始動案内装置５４の作動部材５６(後述)が進退動作して前記第２始動口５２へ
のパチンコ球の入賞が許容される。ここで、前記普通図柄表示部での普通図柄の変動時間
は、パチンコ機１０に設定された遊技状態に応じて設定されている。また、普通図柄表示
部において普通図柄の変動が開始された結果、普通図柄当りが発生する確率についても、
パチンコ機１０の遊技状態に応じて変化するよう設定される。実施例のパチンコ機は、遊
技状態として、通常状態、確率変動状態および時間短縮状態が設定されており、確率変動
状態および時間短縮状態では、前記普通図柄表示部での普通図柄の変動時間が通常状態に
較べて短縮される。また、前記確変状態および時間短縮状態では、前記普通図柄当りが発
生する確率が、通常状態に較べて高く設定されている。確変状態とは、特定の特別図柄が
揃って発生した特別遊技が終了した後、次回の大当りが発生するまでの間の遊技状態を指
しており、当該確変状態では、通常状態に較べて大当り確率が高く設定されている。また
、時間短縮状態とは、前記特定の特別図柄以外の特別図柄が揃って発生した特別遊技が終
了した後、所定回数(例えば１００回)の特別図柄変動ゲームが終了するまでの間の遊技状
態を指しており、当該時間短縮状態では、通常状態と同じ大当り確率に設定されている。
そして、確率変動状態および時間短縮状態において普通図柄の変動時間を短縮すると共に
、前記普通図柄当りの発生確率を高くすることで、パチンコ球の前記第２始動口５２への
入賞確率を高くして遊技者にとって有利な遊技状態となる。そのため、確率変動状態およ
び時間短縮状態において、遊技者は、パチンコ球を第２始動口５２に入賞させるべく右打
ちを行なうことになる。
【００２３】
　前記遊技盤１８における始動案内装置５４の右上側には、右打ちにより前記右通路４２
を介して遊技領域１６の右側下部に打出されたパチンコ球を該始動案内装置５４の球入口
６８(後述)へ案内する第１,第２案内路７０,７２が、複数の遊技釘により画成されている
。前記第１案内路７０は、上下方向に延在して形成されており、パチンコ球を始動案内装
置５４の球入口６８側へ向けて下方へ案内するよう構成される。また第２案内路７２は、
前記始動通過口５８の出口側に連通しており、該始動通過口５８を通過したパチンコ球を
、第２案内路７２を介して前記始動案内装置５４の球入口６８側に流下させるようになっ
ている。図３に示すように、遊技盤１８の盤面には、特別入賞装置６２の開閉扉７４(後
述)の右側縁部(案内部材側の側縁部)７６の上方に、上下方向に開放する球通過口７８が
複数の遊技釘により形成され、遊技領域１６の右側下部を流下するパチンコ球を球通過口
７８を介して下方へ送るようになっている。この球通過口７８と前記始動入賞装置５０と
の間には、複数の遊技釘により通過規制部８０が形成されており、該通過規制部８０によ
り、遊技領域１６の右側下部を流下したパチンコ球が始動入賞装置５０と球通過口７８と
の間を通過し得ないようになっている。すなわち、右打ちにより遊技領域１６の右側下部
に打出された殆どのパチンコ球は、遊技領域１６の左側部へ流入することなく球通過口７
８を介して下方へ送られるようになっている。
【００２４】
〔始動案内装置について〕
　図３,４に示すように、前記始動案内装置５４は、遊技盤１８の盤面に取付けられる取
付基板８２と、該取付基板８２の前側に配設される装飾体８４と、取付基板８２の後側に
配設される本体ケース８６とから基本的に構成され、遊技盤１８における特別入賞装置６
２の右側上方に位置して設けられる。前記取付基板８２の上部には、前後方向に開放する
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前記第２始動口５２が開設され、パチンコ球の第２始動口５２への入賞を制御する作動部
材５６が、該第２始動口５２に前後方向に進退自在に設けている。また、前記取付基板８
２の前面には、左右方向に延在してパチンコ球を左方へ案内する案内部８８が一体成形さ
れている。図３に示すように、この案内部８８は、取付基板８２の右側縁部から左側縁部
に亘って第２始動口５２の下方を通るよう配設されており、案内部８８の上面は、右から
左に向かうにつれて緩やかに下方傾斜している。また、前記案内部８８の左側の傾斜下端
部は、遊技盤１８に設けた前記球通過口７８を指向しており、案内部８８の上面を流下す
るパチンコ球は、前記第２始動口５２の前側を通過した後、案内部８８の傾斜下端部から
球通過口７８へ放出される(図３参照)。
【００２５】
　前記装飾体８４は、案内部８８の全体を前側から覆うように前記取付基板８２に取付け
られており、該装飾体８４は、取付基板８２に対して案内部８８の前後幅だけ離間してい
る。前記装飾体８４の後面には、後方へ突出すると共に内部にパチンコ球の流通空間が画
成された湾曲壁部９０が形成されている(図３参照)。この湾曲壁部９０の上部には、上方
に開放する普通入賞口９２が開設されており、該入賞口９２にパチンコ球が入賞すると、
所定数の賞球が前記上球皿２４に払出されるようになっている。また、前記湾曲壁部９０
の右側部、案内部８８の右上端部、取付基板８２および装飾体８４により、斜め右上方に
開放する球入口６８が画成され、該球入口６８を介してパチンコ球が装飾体８４および取
付基板８２の間に流入して、前記案内部８８を流下するよう構成される。
【００２６】
　ここで、前記球入口６８は、前記遊技領域１６において、右打ちにより遊技領域１６の
右側下部を流下したパチンコ球のみが通過し得る位置に設けられている。また、前述した
ように、遊技盤１８には、パチンコ球を始動案内装置５４の球入口６８側へ案内する前記
第１,第２案内路７０,７２が設けてある。従って、実施例に係るパチンコ機１０では、右
打ちをすることで、殆どのパチンコ球を前記案内部８８を介して前記球通過口７８へ放出
し、該球通過口７８から特別入賞口６０側へ効率よくパチンコ球を送るよう構成されてい
る。一方、遊技盤１８の遊技領域１６の左側部には、前記始動案内装置５４の如きパチン
コ球を特別入賞口６０へ案内する部材は設けられていない。また、遊技領域１６の左側部
には、パチンコ球を排出する前記落下口６７やパチンコ球が入賞可能な一般入賞装置６４
が設けられているため、左打ちをした場合、特別入賞口６０に到来するパチンコ球の割合
は、右打ちをした場合に較べて小さくなる。
【００２７】
　図４に示すように、前記遊技盤１８の裏側に配設される前記本体ケース８６は、前記第
２始動口５２を後方から覆うよう取付基板８２の裏面に取付けられている。前記本体ケー
ス８６の前部は開放しており、該本体ケース８６の内部と第２始動口５２とが連通してい
る。本体ケース８６の後部には、前記作動部材５６を進退動作させる第１ソレノイド(駆
動手段)９４がプランジャ９４ａを本体ケース８６の内部に臨ませた状態で固定されてい
る。また、本体ケース８６の内部には、前後方向に進退自在な前記作動部材５６と、該作
動部材５６および第１ソレノイド９４のプランジャ９４ａを連結する連結機構９６とが収
納されている。
【００２８】
　前後方向に延在する板状に形成された前記作動部材５６は、前記本体ケース８６の底部
に摺動自在に配設されており、本体ケース８６の内部において作動部材５６の前端部５６
ａが第２始動口５２に位置する後方位置から(図４の実線参照)、該作動部材５６の前端部
５６ａが第２始動口５２より前方に位置して前記案内部８８の上方に露出した前方位置(
図４の２点鎖線参照)までスライドし得るよう構成される。作動部材５６の前端部５６ａ
は、上方に突出しており、前記後方位置では、作動部材５６の前端部５６ａが第２始動口
５２の開口寸法を狭めて該第２始動口５２へのパチンコ球の入賞を不能とする。一方、前
記前方位置では、前記第２始賞口５２を開放すると共に、前記球入口６８を通過したパチ
ンコ球を作動部材５６で受け止め得るようになっている。そして、パチンコ球を受け止め
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た状態で、作動部材５６が後方位置までスライドすることで、パチンコ球が第２始動口５
２に入賞するよう構成される。
【００２９】
　前記連結機構９６は、前記プランジャ９４ａの先端部に設けられて該プランジャ９４ａ
と共に前後方向にスライド可能なリンク部９８と、該リンク部９８および前記作動部材５
６に連結される揺動連結部１００とから構成される。前記揺動連結部１００は、本体ケー
ス８６の内部において左右方向に延在する軸部１００ａを介して軸支され、前記リンク部
９８が前後方向にスライドすることで軸部１００ａを中心に揺動するよう構成される。ま
た、揺動連結部１００の下端部は前記作動部材５６の後部に連結されており、揺動連結部
１００が揺動することで作動部材５６が進退動作するよう構成される。すなわち、第１ソ
レノイド９４が非励磁状態にあっては、前記リンク部９８がプランジャ９４ａと共に前方
へ突出しており、揺動連結部１００は下端部を後方に位置させて(図４の実線参照)、前記
作動部材５６は後方位置に停止される。一方、第１ソレノイド９４が励磁状態にあっては
、前記リンク部９８がプランジャ９４ａと共に後方へ引き込まれ、揺動連結部１００は、
下端部を前方に位置させた姿勢となって(図４の２点鎖線参照)、前記作動部材５６を前方
位置までスライドさせるようになっている。
【００３０】
〔特別入賞装置について〕
　図５,６に示すように、前記特別入賞装置６２は、前方に開放してパチンコ球が通過可
能な横長矩形状の特別入賞口６０を備えた装置本体１０２と、該装置本体１０２に設けら
れ、特別入賞口６０を開閉する開閉扉７４と、装置本体１０２に設けられ、開閉扉７４を
開閉動作させる第２ソレノイド(駆動手段)１０４とから基本的に構成され、前記遊技盤１
８の中央下部に配設されている。前記装置本体１０２は、前記特別入賞口６０が開設され
た板状部材１０６と、該板状部材１０６が前側に取付けられる本体部１０８とから構成さ
れ、遊技盤１８に開設した前後方向に開放する取付孔(図示せず)に本体部１０８を前側か
ら挿入した状態で、板状部材１０６が遊技盤１８に固定される。
【００３１】
〔本体部について〕
　前記本体部１０８は、図７に示すように、前記第２ソレノイド１０４や球検知スイッチ
(球検知手段)１１０等が取付けられる下ケース１１２と、該下ケース１１２に対し上側か
ら組付けられる上ケース１１６とから構成され、該上ケース１１６の左右に設けた上下方
向に開放する通孔１１６ａ,１１６ａを介して固定ネジ１１８,１１８を下ケース１１２の
ネジ孔１１２ａ,１１２ａに螺挿することで、上ケース１１６および下ケース１１２はネ
ジ止めされる。前記本体部１０８には、上ケース１１６および下ケース１１２を組付けた
際に前方に開放する入賞空間１２２が画成されており、該入賞空間１２２の前方開口部(
以下、本体開口部１２０という)が、図８に示すように、前記板状部材１０６の特別入賞
口６０に後側から整合する状態で板状部材１０６および本体部１０８が組付けられている
。
【００３２】
　前記本体部１０８における入賞空間１２２の底部１２２ａは、図７に示すように、左側
から右側に向かうにつれて下方へ緩やかに傾斜しており、入賞空間１２２に入賞したパチ
ンコ球を右側へ案内するよう構成される。また、前記本体部１０８には、入賞空間１２２
内の左端側に、薄板状の案内片１２４が、その前端面１２４ａを前記本体開口部１２０に
臨ませた状態で水平な姿勢で設けられている。図９に示すように、前記案内片１２４の前
端面１２４ａは、左側から右側に向かうにつれて後方に傾斜しており、該案内片１２４の
前端面１２４ａに当接したパチンコ球を右方へ案内するよう構成されている。
【００３３】
　前記本体部１０８(下ケース１１２)における入賞空間１２２の後面を画成する後壁部１
２１には、図７に示すように、該入賞空間１２２の右側に偏倚した位置に、前方に開放し
て入賞空間１２２内に開口すると共に下方に開口する球通路１３０が設けられている。す
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なわち、入賞空間１２２に入賞したパチンコ球は、入賞空間１２２の底部１２２ａや前記
案内片１２４の前端部１２４ａにより右方へ案内されて、該球通路１３０を通過して下方
へ排出されるよう構成される。また、前記下ケース１１２には、図７に示すように、球通
路１３０の前側に球検知スイッチ１１０が取付けられており、該球検知スイッチ１１０の
前後方向に開放する検知部１３２をパチンコ球が通過することで、球払出装置により所定
数の賞球が前記上球皿２４に払出されるようになっている。
【００３４】
　前記下ケース１１２の左側部には、前記第２ソレノイド１０４を設置するための設置部
１３４が設けられており、該設置部１３４にバネ部材１３６が巻装されたプランジャ１０
４ａを前方へ延出させた状態で第２ソレノイド１０４が設置される。前記プランジャ１０
４ａには、前記下ケース１１２に左右方向に軸支され、該プランジャ１０４ａの前後移動
に伴って上下方向に揺動する連繋部材１３８が連結されている。この連繋部材１３８には
、前方へ延出する揺動アーム１４０が一体成形されており、該揺動アーム１４０の先端部
が開閉扉７４の被連繋部(後述)１４２に連繋するよう構成される。なお、連繋部材１３８
は、前記第２ソレノイド１０４が非励磁状態では、前記揺動アーム１４０の先端部を下方
に指向させた姿勢となり(図１２参照)、第２ソレノイド１０４が励磁状態では、揺動アー
ム１４０の先端部を上方に指向させた姿勢となる(図１３参照)。
【００３５】
　図５に示すように、前記本体部１０８の前部には、前記本体開口部１２０を挟むよう左
右に離間して一対の支持部１４４,１４４が前方に突出して設けられている。各支持部１
４４は、前記下ケース１１２に設けた下支持体１４６および前記上ケース１１６に設けた
上支持体１４８から構成されており、上ケース１１６および下ケース１１２を組付けた際
に、下支持体１４６および上支持体１４８が上下に合わさって前記支持部１４４を形成す
るようになっている。各支持部１４４には、左右方向に貫通した貫通孔１５０が形成され
、開閉扉７４を軸支する支軸ピン１５２,１５２を両貫通孔１５０,１５０に挿通するよう
構成されている。両支持部１４４,１４４の離間間隔は、前記開閉扉７４の横幅寸法より
僅かに大きく設定されており、両支持部１４４,１４４の間に開閉扉７４を配設し得るよ
う構成される。
【００３６】
　図７に示すように、前記下支持体１４６は、上方および側方に開放したＵ字状に形成さ
れ、前記支軸ピン１５２を回動自在に保持するよう構成される。前記上支持体１４８は、
上ケース１１６の前部における左右の端部から直線的に突出するよう形成され、上ケース
１１６を下ケース１１２に取付けた際に、上支持体１４８の下面が下支持体１４６の上面
に当接して前記貫通孔１５０を画成するよう構成される。ここで、図１０に示すように、
前記上支持体１４８の左右の幅寸法は、下支持体１４６の左右の幅寸法より小さく設定さ
れており、上支持体１４８が支軸ピン１５２に接触する範囲は、下支持体１４６に較べて
小さくなっている。すなわち、上支持体１４８の幅寸法を小さくすることで、支持部１４
４と支軸ピン１５２との接触量を低減している。なお、前記支軸ピン１５２は、前記貫通
孔１５０を介して開閉扉７４の軸受凹部１５４(後述)に挿通した状態で、該支軸ピン１５
２の外側の端部が下支持体１４６の側端面より僅かに内側に位置するようになっている。
【００３７】
　前記下ケース１１２の左右の側部には、前方を指向する取付面部１５６,１５６が側方
へ突出して形成されており、各取付面部１５６に前後方向に開放する通孔１５６ａが開設
されている。また、前記下ケース１１２の下面には、図１１に示すように、位置決め凹部
１５８が複数凹設されており、板状部材１０６の対応する位置決め片１６０(後述)が位置
決め凹部１５８に整合するよう構成される。
【００３８】
〔開閉扉について〕
　前記開閉扉７４は、図５に示すように、前記特別入賞口６０の開口形状に略合致する横
長矩形板状に形成されている。前記開閉扉７４の左側下端部および右側下端部には、夫々
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、前記支持部１４４の貫通孔１５０に整合する位置に、軸受凹部１５４が側方へ開放する
よう設けられている。そして、前記開閉扉７４を本体部１０８の両支持部１４４,１４４
の間に臨ませて、各軸受凹部１５４を貫通孔１５０に整列させたもとで、貫通孔１５０を
介して支軸ピン１５２を対応の軸受凹部１５４に挿入することで、開閉扉７４が本体部１
０８に回動自在に支持される。また、図１２,１３に示すように、前記開閉扉７４の裏面(
特別入賞口６０を閉鎖した状態で入賞空間１２２に臨む面)における左側下端部には、前
記連繋部材１３８側に開放したＵ字状の被連繋部１４２が形成されており、該被連繋部１
４２に連繋部材１３８の揺動アーム１４０が連繋している。そして、連繋部材１３８が揺
動することで、被連繋部１４２が揺動アーム１４０により上下に変位して、開閉扉７４が
支軸ピン１５２を中心として回動するよう構成されている。
【００３９】
　すなわち、図１２に示すように、開閉扉７４は、前記第２ソレノイド１０４が非励磁状
態にあっては、該開閉扉７４の軸支された側の端部とは反対側の端部(以下、開放端部１
６２という)が上方を指向して前記特別入賞口６０を閉鎖する閉鎖姿勢となる。一方、前
記第２ソレノイド１０４が励磁状態にあっては、図１３に示すように、開閉扉７４の開放
端部１６２が前方を指向して特別入賞口６０を開放すると共に該特別入賞口６０の下縁部
から前方に延出した開放姿勢まで姿勢変化可能に構成されている。そして、パチンコ球を
流下するパチンコ球は、開放姿勢となった開閉扉７４で受け止められて、前記特別入賞口
６０へ案内されるよう構成される。なお、開閉扉７４は、前記プランジャ１０４ａに設け
られたバネ部材１３６の弾性力により、常には特別入賞口６０を閉鎖する方向へ付勢され
ている。また、開閉扉７４の開放端部１６２は、閉鎖姿勢にあって下方から上方に向かう
につれて後方に湾曲した薄肉形状とされており、針金等の器具で開閉扉７４の開放端部１
６２を引っ掛け難くしている。
【００４０】
　前記開閉扉７４の左側縁部(案内部材側の側縁部とは反対側の側縁部)１６４に、開放姿
勢にある開閉扉７４上を転動するパチンコ球が当接して、該開閉扉７４からの落下を規制
する規制部１６６が設けられている。前述したように、実施例に係るパチンコ機１０では
、右打ちをした場合に効率よく特別入賞口６０へパチンコ球を送り得る構成とされている
ので、開放姿勢にある開閉扉７４に対しパチンコ球が右側から流下して受け止められる場
合が多い。そのため、開閉扉７４で受け止められたパチンコ球は、該開閉扉７４上を右か
ら左へ転動することとなる。そこで、実施例では、開閉扉７４の左側縁部１６４に規制部
１６６を設けることで、該開閉扉７４上を左方へ転動するパチンコ球を規制部１６６に当
接させて、開閉扉７４から落下するのを規制している。
【００４１】
　前記規制部１６６は、開閉扉７４の左側縁部１６４に沿って延在するリブ状に形成され
、図８に示すように、開放姿勢にある開閉扉７４の裏面から規制部１６６が上方へ突出す
る高さ(突出高さｈ)は、パチンコ球の半径ｒ以上に設定されている。また、開閉扉７４が
開放姿勢にあって、規制部１６６の前端面１６６ａは、開閉扉７４の開放端部１６２より
後方に位置しており、開閉扉７４を閉成する際に、規制部１６６が特別入賞口６０の上縁
部に干渉しないようになっている。すなわち、前記規制部１６６の開閉扉７４からの突出
高さｈおよび規制部１６６の左側縁部１６４に沿う方向の延在長さは、開閉扉７４の開閉
動作に支障が生じない範囲で極力大きく設定される。また、図１４に示すように、前記開
閉扉７４が開放姿勢にあって、前記規制部１６６の前端面１６６ａは、前側から後側に向
けて左方(案内部材から離間する方向)へ傾斜している。このように、規制部１６６の前端
面１６６ａに傾斜を付すことで、開閉扉７４における規制部１６６の前端面１６６ａより
前方のスペースにあるパチンコ球(図１４のＰ参照)を該前端面１６６ａで左方へ案内して
、開閉扉７４から速やかに落下させる構成とされる。これにより、開閉扉７４が閉鎖する
際に、該開閉扉７４と特別入賞口６０の上縁部との間にパチンコ球が挟み込まれるのを防
止している。
【００４２】
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　前記開閉扉７４の右側縁部７６には、前記球検知スイッチ１１０の検知部１３２の前方
位置に、膨出部１６８が開放姿勢の開閉扉７４の裏面から上方に突出するよう形成されて
いる。前記膨出部１６８は、開閉扉７４が開放姿勢となった際に、前記球通過口７８の下
方に臨むよう形成されており、該球通過口７８を通過したパチンコ球が膨出部１６８に当
接するよう構成されている。この膨出部１６８は、開閉扉７４が開放姿勢にあって、右方
から左方へ向けて(側縁部から反対側の側縁部へ向けて)下方傾斜するよう形成され、膨出
部１６８に当接したパチンコ球が左方へ弾かれるようになっている。すなわち、図１４に
示すように、球通過口７８を介して流下したパチンコ球が膨出部１６８に当接して左方へ
分散され、パチンコ球が球検知スイッチ１１０の検知部１３２に集中的に流入するのを防
止している。なお、この膨出部１６８の前部は、開閉扉７４が開放姿勢にあって、前方へ
下方傾斜するよう形成されており、該膨出部１６８の前方にパチンコ球が滞留し難くなっ
ている。
【００４３】
〔板状部材について〕
　前記板状部材１０６は、前面に所要の装飾が施された平板状の装飾板であって、該板状
部材１０６に設けた前後方向に開放する複数の通孔１０６ａを介してネジ止めすることで
、板状部材１０６が遊技盤１８の盤面に固定される。また、図６に示すように、板状部材
１０６の裏面に後方へ突出する一対の固定ボス１７０,１７０が設けられ、各固定ボス１
７０の後端面を対応する本体部１０８の前記取付面部１５６に当接させ、通孔１５６ａを
介して固定ネジ１１８でネジ止めすることで、板状部材１０６は本体部１０８に固定され
る。更に、板状部材１０６には、前後方向に開放する取付開口部１７２,１７２が左右に
離間して２つ開設され、各取付開口部１７２に、所要の発光演出を行なう発光装飾体１７
４の発光面部１７６が臨むよう配設される。
【００４４】
　前記発光装飾体１７４は、光透過性を備えると共に表面に光散乱処理が施された前記発
光面部１７６と、該発光面部１７６の後面に配設されてＬＥＤ等の発光素子を複数備えた
発光基板１７８とから構成される。図６に示すように、前記発光面部１７６の後面には、
複数の固定ボス１７０が後方へ突出して設けられ、前記発光基板１７８に設けた通孔１７
８ａを介して固定ネジ１１８を固定ボス１７０に螺挿することで、発光基板１７８が発光
面部１７６にネジ止めされる。また、前記発光面部１７６の左右の後面に、前後方向に開
放する通孔１８０ａが開設された嵌合取着部１８０,１８０が設けられ、各嵌合取着部１
８０を板状部材１０６の後面に設けた被嵌合ボス１８２に嵌合させた状態で該嵌合取着部
１８０の通孔１８０ａを介して被嵌合ボス１８２のネジ孔１８２ａに固定ネジ１１８を螺
挿することで、発光面部１７６(発光装飾体１７４)が板状部材１０６にネジ止めされるよ
うになっている。
【００４５】
　前記板状部材１０６の後面には、後方に突出するリブ状の突出壁１８４が特別入賞口６
０を囲繞するよう上下左右に設けられている。この突出壁１８４は、板状部材１０６を本
体部１０８に取付けた際に、該突出壁１８４の後端面が本体部１０８の前端部に当接する
ようになっている(図８,９参照)。図１１に示すように、下側の突出壁１８４には、該突
出壁１８４から更に後方へ突出する位置決め片１６０が複数形成されており、板状部材１
０６を本体部１０８に取付けた際に、位置決め片１６０が前記本体部１０８の位置決め凹
部１５８に整合して、板状部材１０６が本体部１０８に位置決めされるようになっている
。
【００４６】
　また、左右の突出壁１８４,１８４には、左右方向に開放する切欠部１８６が夫々設け
られ(図６に一方のみ図示)、各切欠部１８６に台形板状の押え部１８８が後方に突出して
形成されている。両押え部１８８,１８８は、板状部材１０６の後面において左右に離間
して設けられ、図１５に示すように、板状部材１０６を本体部１０８に取付けた際に、各
押え部１８８が対応の支持部１４４の側方に位置して前記貫通孔１５０を閉塞するよう構
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成されている。各押え部１８８は、前後方向に延在して板状部材１０６を本体部１０８に
取付けた際に前記支持部１４４に対向する閉塞面１９０と、該閉塞面１９０の後方に連接
された傾斜面１９２とを備えている。
【００４７】
　図１０に示すように、両押え部１８８,１８８の閉塞面１９０,１９０の離間距離Ｌ1は
、両支持部１４４,１４４(下支持体１４６,１４６)の外側端面の離間距離Ｌ2より僅かに
大きく設定されており、板状部材１０６を本体部１０８に取付けた際に、閉塞面１９０,
１９０の間に前記支持部１４４,１４４および開閉扉７４が挟まれた状態となる(図１５参
照)。また、閉塞面１９０の高さ位置は、前記貫通孔１５０の高さに一致している。前記
傾斜面１９２は、図１０,１３に示すように、前側から裏側に向かうにつれて該支持部１
４４から離間するよう傾斜しており、板状部材１０６を本体部１０８に取付ける際に、傾
斜面１９２で支軸ピン１５２を内側(開閉扉７４側)へ案内し得るになっている。すなわち
、前記貫通孔１５０に挿通した支軸ピン１５２が支持部１４４(下支持体１４６)よりも外
側に突出していたとしても、板状部材１０６を本体部１０８に取付ける際に、傾斜面１９
２が支軸ピン１５２を内側に押込んで、該支軸ピン１５２が板状部材１０６に引っ掛かる
のを防止している。
【００４８】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００４９】
　先ず始めに、特別入賞装置６２を組立てる場合について説明する。図７に示すように、
本体部１０８を構成する下ケース１１２の球通路１３０に、検知部１３２を前方に指向さ
せた状態で球検知スイッチ１１０を配設すると共に、該下ケース１１２の設置部１３４に
第２ソレノイド１０４をプランジャ１０４ａを前方に延出させた状態で設置する。次に、
前記上ケース１１６を下ケース１１２に上側から被せて、該上ケース１１６に設けた通孔
１１６ａ,１１６ａを介して固定ネジ１１８,１１８を下ケース１１２のネジ孔１１２ａ,
１１２ａに螺挿して、上ケース１１６を下ケース１１２にネジ止めする。上ケース１１６
および下ケース１１２を組付けることにより、図５に示すように、本体開口部１２０およ
び入賞空間１２２が前方に開放した状態で画成され、本体部１０８が完成する。このとき
、図３に示すように、前記球検知スイッチ１１０の検知部１３２は、入賞空間１２２の右
側に偏倚して開口している。また、上ケース１１６および下ケース１１２を組付けた際に
、上ケース１１６の上支持体１４８の下面が下ケース１１２の下支持体１４６の上面に当
接して、左右方向に貫通した貫通孔１５０を備えた支持部１４４が形成される。
【００５０】
　次に、前記支持部１４４,１４４の間に開閉扉７４を臨ませて、該支持部１４４,１４４
の貫通孔１５０,１５０に開閉扉７４の軸受凹部１５４,１５４を整合させる。そして、貫
通孔１５０に整合させた各軸受凹部１５４に対し、支軸ピン１５２を貫通孔１５０を介し
て挿通することで、開閉扉７４が本体部１０８に開閉自在に取付けられる。このとき、前
記開閉扉７４の膨出部１６８は、前記球検知スイッチ１１０の検知部１３２の前方に位置
する。このように、支持部１４４に左右方向に貫通する貫通孔１５０を設けたので、支軸
ピン１５２を貫通孔１５０を介して開閉扉７４の軸受凹部１５４に挿通するだけで、開閉
扉７４を簡単に本体部１０８に取付けることが可能となる。しかも、支軸ピン１５２が挿
通される貫通孔１５０は、左右方向に貫通していることから、軸受凹部１５４や貫通孔１
５０内に塵埃が溜り難く、開閉扉７４に動作不良が生じるのを抑制し得る。また、上支持
体１４８の幅寸法を下支持体１４６より小さくしたので、支持部１４４と支軸ピン１５２
との摩擦を軽減することができ、開閉扉７４のスムーズな開閉動作を実現し得る。なお、
支軸ピン１５２を軸受凹部１５４に対し最大限挿通させた際には、図１０に示すように、
支軸ピン１５２の外側の端部が下支持体１４６の外側部に略一致して、支軸ピン１５２が
下支持体１４６より外側に突出することはない。
【００５１】
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　前記板状部材１０６については、前記発光基板１７８を発光面部１７６に取付けた発光
装飾体１７４を板状部材１０６の後面にセットし、発光面部１７６の嵌合取着部１８０を
被嵌合ボス１８２に嵌合させる。そして、嵌合取着部１８０の通孔１８０ａを介して被嵌
合ボス１８２のネジ孔１８２ａに固定ネジ１１８を螺挿することで、取付開口部１７２を
介して発光面部１７６が前側に臨んだ状態で発光装飾体１７４が板状部材１０６にネジ止
めされる。次に、板状部材１０６を前記本体部１０８に前側から組付けて、該板状部材１
０６の突出壁１８４を本体部１０８の前端部に当接させる。このとき、図１１に示すよう
に、板状部材１０６の位置決め片１６０が本体部１０８(下ケース１１２)の位置決め凹部
１５８に整合して、板状部材１０６が本体部１０８に対し位置決めされる。そして、前記
取付面部１５６に前側から当接する板状部材１０６の固定ボス１７０に対し、取付面部１
５６の通孔１５６ａを介して固定ネジ１１８を螺挿することで、板状部材１０６が本体部
１０８にネジ止めされる。このとき、図１５に示すように、前記押え部１８８,１８８の
閉塞面１９０,１９０が前記支持部１４４,１４４の貫通孔１５０,１５０の側方に位置し
、該貫通孔１５０,１５０を閉塞する。
【００５２】
　すなわち、２つの押え部１８８,１８８が、両支持部１４４,１４４を外側から挟むよう
に位置して各貫通孔１５０を閉塞し、該貫通孔１５０に挿通された支軸ピン１５２を貫通
孔１５０から脱落不能とする。しかも、閉塞面１９０の後方に連接された傾斜面１９２は
、前側から後側に向かうにつれて支持部１４４から離間するよう傾斜しているので、仮に
支軸ピン１５２が支持部１４４から外側に突出していたとしても、板状部材１０６を本体
部１０８に取付ける際に、傾斜面１９２が支軸ピン１５２を内側(開閉扉７４側)へ押込む
ことができる。従って、支軸ピン１５２が貫通孔１５０から突出していた場合にも、支軸
ピン１５２が引っ掛かることなく板状部材１０６を本体部１０８にスムーズに取付けるこ
とができる。また、貫通孔１５０から突出した支軸ピン１５２に押え部１８８が引っ掛か
って、支軸ピン１５２が折曲したり、板状部材１０６等が破損するのを防止し得る。こう
して完成した特別入賞装置６２の本体部１０８を遊技盤１８の取付孔を介して前側から挿
入し、板状部材１０６の通孔１０６ａを介して該板状部材１０６を遊技盤１８にネジ止め
することで、特別入賞装置６２が遊技盤１８に取付けられる。
【００５３】
　次に、実施例に係るパチンコ機１０の遊技態様について説明する。パチンコ機１０では
、操作ハンドル３０の操作により案内レール３２に沿って遊技領域１６に打出されたパチ
ンコ球は、遊技盤１８に設けた遊技釘等に接触して流下方向を変化させながら流下する。
ここで、通常の遊技状態においては、常に開放した第１始動口４８へパチンコ球を入賞さ
せるべく、遊技者は左打ちを行なって、パチンコ球を遊技領域１６の左側部に流下させる
。第１始動口４８にパチンコ球が入賞すると、特別図柄表示装置４６において所要の特別
図柄変動ゲームが開始されると共に、前記球払出装置により所定数の賞球(例えば、４個
の賞球)が払出される。そして、特別図柄変動ゲームの結果、特別図柄表示装置４６に特
定の図柄組合わせが表示されると大当りとなって、特別遊技が発生する。
【００５４】
　特別遊技が発生すると、特別入賞口６０を所定時間(例えば、３０秒)開放させる間に、
所定数(例えば、１０球)のパチンコ球を特別入賞口６０に入賞させるラウンド遊技が開始
される。特別遊技状態では、図１３に示すように、前記第２ソレノイド１０４が励磁され
て前記バネ部材１３６の弾性力に抗してプランジャ１０４ａが後方へ引き込まれ、連繋部
材１３８が前記揺動アーム１４０の先端側を上昇させるよう揺動する。これにより、開閉
扉７４が前記支軸ピン１５２を中心として回動して閉鎖姿勢から開放姿勢に姿勢変化し、
前記特別入賞口６０が開放される。
【００５５】
　特別遊技が発生して特別入賞口６０が開放されると、遊技者は、右打ちによりパチンコ
球を遊技領域１６の右側下部に流下させて、前記始動案内装置５４を介してパチンコ球を
効率的に特別入賞口６０へ入賞させる。すなわち、遊技者は、前記操作ハンドル３０を最
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大限に回動操作し、右通路４２を介して遊技領域１６の右側下部にパチンコ球を打出す。
このとき、右通路４２には遊技釘が植設されていないので、パチンコ球は遊技領域１６の
右側下部に比較的速い速度で打出される。遊技領域１６の右側下部に打出されたパチンコ
球は、図３に示すように、前記第１案内路７０や第２案内路７２を流下して、始動案内装
置５４の球入口６８へ案内される。この球入口６８を介して装飾体８４および取付基板８
２の間に流入したパチンコ球は、前記案内部８８の上面を転動して左方へ案内される。
【００５６】
　そして、案内部８８を流下したパチンコ球は、該案内部８８の傾斜下端部から放出され
、前記球通過口７８により下方へ案内されて、開放姿勢にある開閉扉７４の右側縁部７６
側で受け止められる。なお、前記始動入賞装置５０や通過規制部８０により遊技領域１６
の左側部へのパチンコ球の流入は規制されるから、始動案内装置５４に案内されることな
く遊技領域１６の右側下部を流下したパチンコ球も、殆どが球通過口７８を通過して下方
へ案内されることとなる。
【００５７】
　前記開閉扉７４に落下したパチンコ球は、図１４に示すように、前記膨出部１６８に当
接して左方へ弾かれる。すなわち、膨出部１６８は、開閉扉７４の右側縁部７６における
前記球通過口７８を通過したパチンコ球が当接する位置に形成されているから、球通過口
７８を通過した殆どのパチンコ球が膨出部１６８に当接する。膨出部１６８にパチンコ球
が当接して左方へ弾かれることで、パチンコ球を開閉扉７４上に分散させて多様な動きを
させることができ、遊技の興趣を高めることが可能となる。しかも、パチンコ球を左方へ
弾くことで、膨出部１６８の後方に位置する球検出スイッチ１１０の検知部１３２に集中
的にパチンコ球が流入するのを防止して、球詰まりが発生するのを抑制することができる
。
【００５８】
　開閉扉７４上を左方へ転動したパチンコ球が該開閉扉７４の左側縁部１６４に到達する
と、該左側縁部１６４に設けた規制部１６６に当接し、パチンコ球が開閉扉７４の左側縁
部１６４から落下するのは規制される。すなわち、規制部１６６によりパチンコ球の落下
を防止することで、パチンコ球の取りこぼしが軽減されて、パチンコ球を特別入賞口６０
へ効率よく入賞させることができる。従って、遊技者が不満感を抱き難くなって、特別遊
技の興趣が損なわれるのを抑制し得る。しかも、図８に示すように、規制部１６６の突出
高さｈは、パチンコ球の半径ｒ以上に設定されているので、パチンコ球が規制部１６６を
乗り越えることを殆ど不能として、パチンコ球が開閉扉７４から落下するのをより確実に
抑制することが可能となる。また、規制部１６６は、膨出部１６８と反対側の開閉扉７４
の左側縁部１６４に設けたことで、膨出部１６８に当接して左方へ弾かれたパチンコ球が
落下するのを規制部１６６で抑制することができる。
【００５９】
　入賞空間１２２に入賞したパチンコ球は、入賞空間１２２の底部１２２ａや前記案内片
１２４により右方へ案内されて、前記球検知スイッチ１１０の検知部１３２へ向けて転動
する。そして、パチンコ球が検知部１３２を通過することで、球払出装置により所定数の
賞球が上球皿２４に払出される。なお、前記検知部１３２を通過したパチンコ球は、球通
路１３０を介して下方へ排出される。このように、入賞空間１２２の底部１２２ａや案内
片１２４によってパチンコ球が効率的に検知部１３２へ案内し得るので、パチンコ球を入
賞空間１２２からスムーズに排出して、入賞空間１２２内で球詰まりが発生するのを防止
し得る。
【００６０】
　前記球検知スイッチ１１０の検知部１３２が所定数のパチンコ球を検知するか、または
開閉扉７４を開放してから所定時間が経過すると、ラウンド遊技が終了される。すなわち
、前記第２ソレノイド１０４が非励磁状態とされて、前記バネ部材１３６が弾性復帰して
前記プランジャが前方へ突出し、図１２に示すように、前記連繋部材１３８が揺動アーム
１４０の先端部を下降させるように揺動する。これに伴って、前記開閉扉７４は、開放端



(16) JP 5422475 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

部１６２を前方へ指向させた開放姿勢から、該開放端部１６２を上方へ指向させた閉鎖姿
勢に姿勢変化して前記特別入賞口６０を閉鎖する。
【００６１】
　ここで、図１４に示すように、開閉扉７４における規制部１６６の前方のスペースにパ
チンコ球が位置した状態で、開閉扉７４が前記閉鎖姿勢に姿勢変化すると、特別入賞口６
０の上縁部にパチンコ球が挟み込まれる虞がある。このような挟み込みが発生すると、開
閉扉７４が特別入賞口６０を完全に閉鎖できなくなって、パチンコ球を特別入賞口６０へ
無制限に入賞させることができる事態が生じてしまう。そこで、実施例に係るパチンコ機
１０では、規制部１６６の前端面１６６ａを後方に向かうにつれて左方へ傾斜させたので
、規制部１６６の前方にあるパチンコ球については、該前端面１６６ａで左方へ案内する
ことで開閉扉７４から落下させるようになっている。これにより、パチンコ球の挟み込み
を防止して、開閉扉７４が閉鎖不能となる事態の発生を抑制することができる。
【００６２】
　次に、開閉扉７４が使用により劣化して、該開閉扉７４を交換する必要が生じた場合に
ついて説明する。開閉扉７４を交換する際には、先ず始めに、前記板状部材１０６を遊技
盤１８から取外して、特別入賞装置６２を遊技盤１８から取外す。次に、板状部材１０６
を本体部１０８から取外し、押え部１８８,１８８によって閉塞されていた支持部１４４,
１４４の貫通孔１５０,１５０を開放させる。そして、軸受凹部１５４,１５４に挿通され
た支軸ピン１５２,１５２を貫通孔１５０,１５０を介して抜き出して、開閉扉７４が本体
部１０８から取外される。すなわち、実施例に係るパチンコ機１０では、貫通孔１５０,
１５０を介して支軸ピン１５２,１５２を抜き出し得るので、本体部１０８を下ケース１
１２および上ケース１１６に分解する必要がなく、開閉扉７４を本体部１０８から容易に
取外すことができる。
【００６３】
　次に、新たな開閉扉７４を支持部１４４,１４４の間に臨ませ、貫通孔１５０,１５０を
介して支軸ピン１５２,１５２を軸受凹部１５４,１５４に挿通することで、本体部１０８
に開閉扉７４が取付けられる。そして、前記板状部材１０６を本体部１０８に取付けるこ
とで、押え部１８８,１８８の閉塞面１９０,１９０が貫通孔１５０,１５０の側方に位置
して該貫通孔１５０,１５０を閉塞する。このように、実施例に係るパチンコ機１０によ
れば、本体部１０８を下ケース１１２、上ケース１１６に分解することなく、新たな開閉
扉７４を容易に本体部１０８に取付けることができるので、開閉扉７４の交換作業を極め
て効率的に行ない得る。
【００６４】
〔変更例１〕
　図１６は、変更例１に係る特別入賞装置６２と透明板２２との位置関係を示す縦断面図
である。なお、図１６では、実施例と同一の部材については、同じ符号を付してある。変
更例１では、開閉扉７４の左側縁部１６４に設けられる規制部２００は、開閉扉７４が開
放姿勢にあって、該規制部２００の前端部２００ａと透明板２２との離間距離ｌがパチン
コ球の直径Ｄよりも小さくなるよう構成されている。すなわち、規制部２００の前端部２
００ａと透明板２２との離間距離ｌをパチンコ球Ｄの直径より小さくすることで、該規制
部２００の前端部２００ａと透明板２２との間をパチンコ球が通過するのを不能とし、開
閉扉７４からパチンコ球が落下するのをより確実に防止することができる。
【００６５】
　〔変更例２〕
　図１７(ａ),(ｂ)は、変更例２に係る特別入賞装置６２を示す縦断面図、図１８は、変
更例２に係る特別入賞装置６２を示す正面図である。なお、図１７,１８では、実施例と
同一の部材については、同じ符号を付してある。変更例２に係る特別入賞装置６２では、
開閉扉７４の左側縁部１６４の略全長に亘って規制部２０２が形成されている。すなわち
、変更例２では、規制部２０２の前端縁２０２ａが開閉扉７４の開放端部１６２に近接す
る位置まで延在しており、該規制部２０２における開閉扉７４の左側縁部１６４に沿う方
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向の延在長さは、実施例の規制部１６６よりも長くなっている。また、図１８に示すよう
に、板状部材１０６における特別入賞口６０の上縁部を画成する部位に、開閉扉７４が閉
鎖姿勢となった際に規制部２０２の前端部２０２ａを収容する収容部２０４が前方に開放
して形成されている。すなわち、開閉扉７４が閉成する際に規制部２０２の前端部２０２
ａを収容部２０４に収容することで、該規制部２０２の前端部２０２ａが板状部材１０６
に干渉するのを防止するようになっている。なお、この収容部２０４の前方開口部２０４
ａは、閉鎖姿勢となった開閉扉７４によって前側から閉鎖されるようになっている。
【００６６】
　このように、変更例２では、規制部２０２を開閉扉７４の左側縁部１６４の略全長に亘
って形成することで、開閉扉７４上を転動するパチンコ球に規制部２０２が確実に当接し
て、開閉扉７４からのパチンコ球の落下を更に抑制することが可能となる。しかも、板状
部材１０６に収容部２０４を設けたので、開閉扉７４の閉成時に規制部２０２の前端部２
０２ａが板状部材１０６に干渉することはない。しかも、この収容部２０４の前方開口部
２０４ａは、閉鎖姿勢となった開閉扉７４により前側から閉塞されるので、該収容部２０
４に塵埃が詰まり難くなって、該塵埃によって開閉扉７４が閉鎖不能となるのを防止し得
る。また、収容部２０４の前方開口部２０４ａを開閉扉７４で閉塞することで、該収容部
２０４に異物を挿入して開閉扉７４を強制開放するといった不正行為を防止することもで
きる。
【００６７】
　なお、本発明に係る遊技機としては、前述した実施例や変更例のものに限られるもので
はなく、種々の変更が可能である。
(１) 実施例では、開閉扉の左側縁部に規制部を設けた場合を例示した。しかしながら、
必ずしも、開閉扉の左側縁部に規制部を設ける必要はなく、開閉扉の右側縁部に規制部を
設けてもよい。例えば、前記始動案内装置が特別入賞口の左側に設けられ、パチンコ球が
主に開閉扉の左側から流入する場合、開閉扉に受け止められたパチンコ球は、該開閉扉上
を右方へ転動することとなる。そこで、開閉扉の右側縁部に規制部を設けることで、パチ
ンコ球を開閉扉の右側縁部から落下するのを好適に防止することができる。また、遊技盤
の構成上、右通路が閉塞されて遊技領域の右側部をパチンコ球が流下し得ないタイプの遊
技機においても、開閉扉に対し主に左側からパチンコ球が流入する場合には、規制部は開
閉扉の左側縁部に設けられる。すなわち、規制部の設置箇所は、特別遊技時にパチンコ球
が開閉扉に対し何れの方向から流入するかに応じて適宜決定される。
(２) 実施例では、特別入賞口を開閉する開閉扉に規制部を設けた場合を例示した。しか
しながら、例えば、始動入賞口を開閉する開閉扉に規制部を設けてもよい。すなわち、規
制部を設ける入賞装置としては、パチンコ球を開閉扉で受け止めて該パチンコ球が開閉扉
上を左右方向に転動する構成であれば、始動入賞装置や普通入賞装置等、各種の入賞装置
に適用可能である。
(３) 実施例では、規制部の前端部は、後方に向かうにつれて左方へ傾斜する構成とした
が、上記(１)のように、規制部を開閉扉の右側縁部に設けた場合は、規制部の前端部を、
後方に向かうにつれて右方へ傾斜させればよい。同様に、実施例では、開閉扉の右側縁部
に膨出部を形成したが、開閉扉の規制部を右側縁部に設けた場合には、膨出部は、開閉扉
の左側縁部に形成される。
(４) 実施例では、特別入賞装置の本体部を上ケースおよび下ケースから構成すると共に
、支持部を上支持体および下支持体から構成し、両上支持体および下支持体により貫通孔
が画成されるようにした。しかしながら、必ずしも本体部を上下のケースで構成する必要
はなく、１つのケースにより本体部を構成してもよい。この場合、単一の部材で構成され
た支持部に貫通孔が開設される。
(５) 実施例では、特別入賞装置の開閉扉を開閉さえる駆動手段として、ソレノイドを採
用したが、これに限られるものではなく、モータであってもよい。そして、駆動手段の作
動により開閉扉を強制的に開閉させる構成に関しても、実施例に示した構成に限定される
ものではなく、例えばカム機構を利用したり、ギア機構を利用することで、開閉扉を開閉
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させるよう構成することができる。
【符号の説明】
【００６８】
　１６ 遊技領域，１８ 遊技盤，５４ 始動案内装置(案内部材)
　６０ 特別入賞口(入賞口)，６２ 特別入賞装置(入賞装置)，７４ 開閉扉
　７６ 右側縁部(案内部材側の側縁部)，７８ 球通過口，８８ 案内部，１２２ 入賞空間
　１２２ａ 底部，１２４ 案内片，１２４ａ,前端面，１３２ 検知部
　１６４ 左側縁部(反対側の側縁部)，１６６,２００,２０２ 規制部
　１６６ａ,２００ａ,２０２ａ 前端面，ｈ 突出高さ，ｒ パチンコ球の半径

【図１】 【図２】
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【図１３】
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【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】
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