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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持枠体に支持され遊技者が対面して遊技を行う遊技盤を保持する遊技台と、
　該遊技台に対して開閉可能に設けられ、前記遊技面の前方に配置されると共に、パチン
コ球を貯留する上側パチンコ球受け皿が一体的に形成される扉枠と、
　前記上側パチンコ球受け皿の下側に設けられた下側パチンコ球受け皿と
を備えたパチンコ遊技機であって、
　前記遊技盤に設けられる遊技面の下方にパチンコ球を前記遊技面に向かって発射させる
発射機構を配置し、
　前記発射機構によって発射されたパチンコ球に基づいて、前記遊技面において所定の遊
技結果が発生した場合に前記遊技台の裏面側に設けられた払出装置でパチンコ球を払い出
す遊技機において、
　前記遊技台には、
　前記払出装置で払い出されたパチンコ球を前記遊技台の表面側に導出可能な導出口と、
前記払出装置で払い出されたパチンコ球を前記導出口より下方へ流下させて下流側に導く
第１経路と、
　前記第１経路とは別に設けられ、前記払出装置で払い出されたパチンコ球の内、オーバ
ーフローしたパチンコ球を流下させ下流側に導く第２経路と、
　前記遊技台の前面側に配され、前記第１経路を流下したパチンコ球と前記第２経路を流
下したパチンコ球とを前記下側パチンコ球受け皿に導く第３通路とを設け、
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　前記扉枠には、前記遊技台の導出口に対応するように設けられ、該扉枠を閉鎖させた際
に前記遊技台の前記導出口と連通し、前記払出装置で払い出されたパチンコ球を前記上側
パチンコ球受け皿に導出するための第４経路が設けられ、
　前記扉枠の開放時には、前記第４経路が前記遊技台の導出口と離間され、前記払出装置
で払い出されたパチンコ球が前記第１経路から前記第３通路を経て前記下側パチンコ球受
け皿に導かれるようにし、
　前記扉枠の閉鎖時に前記第４経路に導かれるパチンコ球が流下不能の場合は、そのパチ
ンコ球が前記第２経路から前記第３通路を経て前記下側パチンコ球受け皿に導かれるよう
にし、
　前記遊技台には、前記扉枠の開放時に前記導出口方向に流下してきたパチンコ球が、前
記導出口から外方へ飛び出すことを防止するための蓋部材を設け、
　該蓋部材は、前記扉枠の開放時には付勢部材の付勢力によって少なくとも前記導出口の
下方側を塞ぐ第１位置に保持され、前記扉枠の閉鎖時には前記遊技台に設けられた当接部
によって押動され、前記付勢部材の付勢力に抗して、パチンコ球の流下を阻止しない第２
位置に移動することを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ球を使用する遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えばパチンコ球を使用する遊技機の一種であるパチンコ遊技機では遊技者は入賞口に
遊技球としてのパチンコ球を入賞させ多くの賞球としてのパチンコ球を得ることを目的の
一つとしている。この入賞に伴う賞球は、パチンコ機本体の裏面側に設けられた払出装置
によって払い出され、パチンコ機本体を通過して上受け皿に供給されるようになっている
。いわゆる大当たり状態となった場合のように連続的に入賞が繰り返されると大量の賞球
が遊技者に供給される。そして、上受け皿が一杯になった場合にはオーバーフローしたパ
チンコ球は下受け皿に迂回させられるようになっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来のパチンコ遊技機ではオーバーフローしたパチンコ球を下受け皿に迂回さ
せるための構造を遊技台の裏面側に設けたため、遊技台の裏面側の構造が複雑化してしま
うという問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものであり、オ
ーバーフローした遊技球のための通路を好適に遊技機に設けることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明では、支持枠体に支持され遊技者
が対面して遊技を行う遊技盤を保持する遊技台と、該遊技台に対して開閉可能に設けられ
、前記遊技面の前方に配置されると共に、パチンコ球を貯留する上側パチンコ球受け皿が
一体的に形成される扉枠と、前記上側パチンコ球受け皿の下側に設けられた下側パチンコ
球受け皿と備えたパチンコ遊技機であって、前記遊技盤に設けられる遊技面の下方にパチ
ンコ球を前記遊技面に向かって発射させる発射機構を配置し、前記発射機構によって発射
されたパチンコ球に基づいて、前記遊技面において所定の遊技結果が発生した場合に前記
遊技台の裏面側に設けられた払出装置でパチンコ球を払い出す遊技機において、前記遊技
台には、前記払出装置で払い出されたパチンコ球を前記遊技台の表面側に導出可能な導出
口と、前記払出装置で払い出されたパチンコ球を前記導出口より下方へ流下させて下流側
に導く第１経路と、前記第１経路とは別に設けられ、前記払出装置で払い出されたパチン
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コ球の内、オーバーフローしたパチンコ球を流下させ下流側に導く第２経路と、前記遊技
台の前面側に配され、前記第１経路を流下したパチンコ球と前記第２経路を流下したパチ
ンコ球とを前記下側パチンコ球受け皿に導く第３通路とを設け、前記扉枠には、前記遊技
台の導出口に対応するように設けられ、該扉枠を閉鎖させた際に前記遊技台の前記導出口
と連通し、前記払出装置で払い出されたパチンコ球を前記上側パチンコ球受け皿に導出す
るための第４経路が設けられ、前記扉枠の開放時には、前記第４経路が前記遊技台の導出
口と離間され、前記払出装置で払い出されたパチンコ球が前記第１経路から前記第３通路
を経て前記下側パチンコ球受け皿に導かれるようにし、前記扉枠の閉鎖時に前記第４経路
に導かれるパチンコ球が流下不能の場合は、そのパチンコ球が前記第２経路から前記第３
通路を経て前記下側パチンコ球受け皿に導かれるようにし、前記遊技台には、前記扉枠の
開放時に前記導出口方向に流下してきたパチンコ球が、前記導出口から外方へ飛び出すこ
とを防止するための蓋部材を設け、該蓋部材は、前記扉枠の開放時には付勢部材の付勢力
によって少なくとも前記導出口の下方側を塞ぐ第１位置に保持され、前記扉枠の閉鎖時に
は前記遊技台に設けられた当接部によって押動され、前記付勢部材の付勢力に抗して、パ
チンコ球の流下を阻止しない第２位置に移動するようにしたことをその要旨とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に記載の発明では、支持枠体に支持され遊技者が対面して遊技を行う遊技盤を
保持する遊技台と、該遊技台に対して開閉可能に設けられ、前記遊技面の前方に配置され
ると共に、パチンコ球を貯留する上側パチンコ球受け皿が一体的に形成される扉枠と、前
記上側パチンコ球受け皿の下側に設けられた下側パチンコ球受け皿と備えたパチンコ遊技
機であって、前記遊技盤に設けられる遊技面の下方にパチンコ球を前記遊技面に向かって
発射させる発射機構を配置し、前記発射機構によって発射されたパチンコ球に基づいて、
前記遊技面において所定の遊技結果が発生した場合に前記遊技台の裏面側に設けられた払
出装置でパチンコ球を払い出す遊技機において、前記遊技台には、前記払出装置で払い出
されたパチンコ球を前記遊技台の表面側に導出可能な導出口と、前記払出装置で払い出さ
れたパチンコ球を前記導出口より下方へ流下させて下流側に導く第１経路と、前記第１経
路とは別に設けられ、前記払出装置で払い出されたパチンコ球の内、オーバーフローした
パチンコ球を流下させ下流側に導く第２経路と、前記遊技台の前面側に配され、前記第１
経路を流下したパチンコ球と前記第２経路を流下したパチンコ球とを前記下側パチンコ球
受け皿に導く第３通路とを設け、前記扉枠には、前記遊技台の導出口に対応するように設
けられ、該扉枠を閉鎖させた際に前記遊技台の前記導出口と連通し、前記払出装置で払い
出されたパチンコ球を前記上側パチンコ球受け皿に導出するための第４経路が設けられ、
前記扉枠の開放時には、前記第４経路が前記遊技台の導出口と離間され、前記払出装置で
払い出されたパチンコ球が前記第１経路から前記第３通路を経て前記下側パチンコ球受け
皿に導かれるようにし、前記扉枠の閉鎖時に前記第４経路に導かれるパチンコ球が流下不
能の場合は、そのパチンコ球が前記第２経路から前記第３通路を経て前記下側パチンコ球
受け皿に導かれるようにし、前記遊技台には、前記扉枠の開放時に前記導出口方向に流下
してきたパチンコ球が、前記導出口から外方へ飛び出すことを防止するための蓋部材を設
け、該蓋部材は、前記扉枠の開放時には付勢部材の付勢力によって少なくとも前記導出口
の下方側を塞ぐ第１位置に保持され、前記扉枠の閉鎖時には前記遊技台に設けられた当接
部によって押動され、前記付勢部材の付勢力に抗して、パチンコ球の流下を阻止しない第
２位置に移動するようにしたので、遊技機にオーバーフローした遊技球のための通路を好
適に設けることができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態のパチンコ遊技機の開放した状態を示す概略斜視図。
【図２】同じパチンコ遊技機の分解側面図。
【図３】同じパチンコ遊技機の正面図。
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【図４】同じパチンコ遊技機の側面図。
【図５】同じパチンコ遊技機の扉枠を外した状態の正面図。
【図６】同じパチンコ遊技機の遊技盤の正面図。
【図７】同じパチンコ遊技機の遊技機本体の上半身の正面図。
【図８】同じパチンコ遊技機の遊技機本体の上半身の側断面図。
【図９】同じパチンコ遊技機の背面図。
【図１０】同じパチンコ遊技機の機構盤を外した状態の背面図。
【図１１】図１０においてメイン基板周辺を取り外した状態の背面図。
【図１２】同じパチンコ遊技機のパチンコ球処理領域付近の斜め上方からの斜視図。
【図１３】図５におけるＡ－Ａ線での断面図。
【図１４】図５におけるＡ－Ａ線での断面図。
【図１５】図５におけるＢ－Ｂ線での断面図。
【図１６】同じパチンコ遊技機の主通路、バイパス通路及び導出口の断面図。
【図１７】図５におけるＣ－Ｃ線での断面図。
【図１８】同じパチンコ遊技機の上受け皿の平面図。
【図１９】同じパチンコ遊技機の上受け皿の断面図。
【図２０】同じパチンコ遊技機の取り付けベースの平面図。
【図２１】同じパチンコ遊技機の取り付けベースの斜視図。
【図２２】オーバーフロー機構周辺の背面図。
【図２３】他の実施の形態においてユニット化した下受け皿用通路を装着する状態を説明
する斜視図。
【図２４】従来のパチンコ遊技機の機構盤の一部の背面図。
【図２５】従来のパチンコ遊技機の遊技機本体の一部の正面図。
【図２６】従来のパチンコ遊技機の上受け皿、遊技機本体及び機構盤の一部断面部分平面
図。
【図２７】従来のパチンコ遊技機の上受け皿、遊技機本体及び機構盤の一部断面部分平面
図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明をパチンコ遊技機に応用した実施の形態について図面に基づいて説明する
。特に本実施の形態では従来に比べて遊技面を大型化したパチンコ遊技機に本発明を化体
させて説明する。ここに「従来に比べて大型化した遊技面を備えたパチンコ遊技機」とは
遊技者の興趣をより盛り上げるために遊技面を大型化した機種であり、遊技面が大型化す
ることにより遊技面中央に配置される表示装置の液晶画面を大きくすることが可能となり
、迫力ある大画面を遊技者は享受でき遊技者に対するアピール度が増すことができる機種
である。更に、同機種では遊技面が大きくなるため左右方向への遊技球（パチンコ球）の
拡散度が大きくなり遊技自体の視覚的な刺激が増すこととなり、落下する遊技球の落下距
離も長くなるため遊技球が入賞口に入賞するかどうかの期待感も増すこととなるものであ
る。
【００１２】
　尚、以下の説明においては前面、前方或いは表面側とは遊技者が正対する側をいい、後
面、後方或いは背面側とはそれら正対する側の反対側をいう。また、特記なき限り左右と
は前面からみた左右方向をいう。
【００１３】
　図１及び図５に示すように、パチンコ遊技機の支持枠体としての外枠１は上下左右の各
枠板１ａ～１ｄによって四角形に枠組みされた木製の枠体とされている。下部枠板１ｂ上
面には幕板２が配設されている。
【００１４】
　外枠１には遊技台としての遊技機本体４が装着されている。遊技機本体４はパチンコ遊
技機の構造的な中核を形成するパネル状の構成部材であってヒンジ金具６の回動軸６ａを
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中心に回動し外枠１に対して図２に示す開閉用金具４ａによって開閉可能にかつ着脱可能
に装着されている。
【００１５】
　図２に示すように、遊技機本体４を中心としてその他のパネル状の構成部材がその前後
方向に積層状に配置されている。まず図２に基づいて各構成部材の概略の配置状態とそれ
らに付随する主要構成部材について説明し、次いで個々の構成部材について詳述する。
【００１６】
　遊技機本体４の上半身に形成された遊技盤取り付けスペース９には遊技盤５が嵌合され
ている。遊技盤５の前方には扉枠７が配設されている。扉枠７の上方位置にはガラス窓Ｇ
が嵌合されており、同ガラス窓Ｇの下方位置にはパチンコ球受け皿としての上受け皿８が
形成されている。
【００１７】
　遊技盤５の後方位置には遊技盤５を背面から覆うように機構盤１０が配設されている。
機構盤１０の直下には取り付けベース１１が配設されている。遊技盤５の下方位置にはカ
バープレート１３が配設されている。カバープレート１３は遊技機本体４に対して固着さ
れている。カバープレート１３には前方に突出形成した下受け皿１４が形成されている。
カバープレート１３は従来の機種における下部カバープレートに相当する。単にカバープ
レート１３としたのは本実施の形態では上受け皿８の扉枠７側への移動に伴って本来上受
け皿８が配設される上部カバープレートが不要となっているからである。下受け皿１４の
右側方には操作ハンドル１５が取付けられている。
【００１８】
　まず、遊技機本体４及び遊技盤５について詳しく説明する。
【００１９】
　図１、図７及び図８に示すように、遊技機本体４の上半身には横架フレーム１８及び左
右の縦フレーム１９によって額縁状に縁取られた遊技盤取り付けスペース９が形成されて
いる。遊技盤取り付けスペース９の下方は図１０に示すようにパチンコ球処理領域２１と
され、同パチンコ球処理領域２１の下方には更にパチンコ球発射機構２３及び音響機構２
４が配設されている。遊技盤５はパチンコ球処理領域２１の天板２２上に載置され遊技盤
取り付けスペース９に嵌合されている。図６に示すように、遊技盤５は略正方形のパネル
体であって、遊技盤５の前面にほぼ垂直に配置された遊技面２０上には内レール２５及び
外レール２６によって包囲された略円形の遊技領域２７が形成されている。遊技領域２７
内には入賞口２８及び可変表示装置２９等が所定位置に配設されている。内レール２５の
最下部位置にはアウト球回収口３０が形成されている。遊技が終了して入賞口２８に入賞
しなかったパチンコ球（遊技球）はアウト球としてアウト球回収口３０から後方に退場す
る。尚、釘については図示が省略されている。
【００２０】
　図７及び図８に示すように、遊技盤取り付けスペース９前面には前記遊技領域２７に応
じた形状に縁取られた幕板３１が形成されている。幕板３１は天板２２上に載置された遊
技盤５を保持するとともに前方への脱落を防止する機能を有する。
【００２１】
　図３及び図５に示すように遊技領域２７は出願人の従来の機種（上受け皿が遊技機本体
側に配設されているもの）と比較して大径とされるとともに、可変表示装置２９の表示画
面２９ａも大型化して遊技領域２７内においてかなり大きな面積を占めている。これは上
受け皿を遊技盤の下方位置に移動させることで上受け皿に関する機構を分散でき、その結
果遊技盤を上下方向により長く構成することができるようになったことが主たる理由であ
る。
【００２２】
　図１１に示すように、遊技盤５の裏面であって可変表示装置２９の下方位置には３箇所
にセーフ球集合樋３２が配設されている。セーフ球集合樋３２の下方にはセーフ球集合板
３４が配設されている。セーフ球集合樋３２は入賞したパチンコ球（セーフ球）が遊技領
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域２７から退場後に通過する背面側の通路であって、セーフ球集合樋３２に導かれたセー
フ球はセーフ球集合板３４の内部（遊技盤５との間でなす隙間）を通過して下方に落下す
る。
【００２３】
　図９～図１１に示すように、セーフ球集合樋３２及びセーフ球集合板３４の背面にはメ
イン基板３３が配設されている。メイン基板３３には遊技内容に応じたプログラムやこれ
を起動させるためのプログラム等が個々の機種に応じて封印されて配設されている。
【００２４】
　次に遊技盤５のパチンコ球処理領域２１の周辺の構造について説明する。
【００２５】
　パチンコ球処理領域２１には後述する払い出し機構４０から供給されるパチンコ球を前
面（遊技者側）に導く導入通路４５とパチンコ球を外部に導く排出通路４６とが配設され
ている。まず導入通路４５について説明する。
【００２６】
　導入通路４５は上受け皿８にパチンコ球を導く主通路４７と上受け皿８が一杯になった
場合に下受け皿１４方向にオーバーフローしたパチンコ球を導くバイパス通路４９とを備
えている。図９～図１１に示すように主通路４７は遊技機本体４の裏面側に導入口５０を
備え、図１、図５等に示すように遊技機本体４の表面側の導出口５１に連通されている。
図１３、図１４及び図１６に示すように、主通路４７内には導入口５０から導入したパチ
ンコ球を前方に流下させる流下面４７ａが形成されている。流下面４７ａには前方に向か
って緩やかな傾斜が設けられている。流下面４７ａはその途中で途切れており、導出口５
１は空間を隔てた流下面４７ａ前方に配置される。
【００２７】
　図９～図１１並びに図１５及び図１６に示すようにバイパス通路４９は遊技機本体４の
裏面側に導入口５２を備え遊技機本体４前面に配設されたオーバーフロー通路としての下
受け皿用通路５３内に連通されている。バイパス通路４９内には導入口５２から導入した
パチンコ球が前方に流下する流下面４９ａが形成されている。流下面４９ａには前方に向
かって緩やかな傾斜が設けられている。
【００２８】
　図１、図５、図９～図１１及び図１６に示すように下受け皿用通路５３は遊技機本体４
前面左側から右方向に横行して前記下受け皿１４の流入口１４ａに連通されている。下受
け皿用通路５３はパチンコ球処理領域２１の前面左方向においてバイパス通路４９の流下
面４９ａから流下するパチンコ球を下方に落下させる第１の通路５３ａと落下するパチン
コ球をスムーズに略９０度右方に方向転換させる曲面に形成された案内部５３ｂとパチン
コ球を斜め右下方に案内する第２の通路５３ｃから構成される。第２の通路５３ｃは遊技
機本体４の左右方向の略中央位置において下受け皿１４の流入口１４ａに接続されている
。図１６に示すように、第２の通路５３ｃの起点位置の上方は開放空間５４とされて前記
主通路４７の流下面４７ａの下端部が現れている。
【００２９】
　図１、図５、図１３及び図１４に示すように、導出口５１にはフラップ５５が立設され
ている。フラップ５５は回動軸５５ａによって回動可能に軸支されるとともに図示しない
バネによって付勢されている。図１４に示すように、扉枠７を閉鎖させることで後述する
差し込み受け皿５７が導出口５１から開放空間５４に差し込まれることとなる。差し込み
受け皿５７の流下面５７ａは開放空間５４に差し込まれた状態で主通路４７の流下面４７
ａよりも若干低い位置に配設され、同流下面４７ａを流下するパチンコ球をさらにすみや
かに下流に流下させるために前方に向かって緩やかな傾斜が設けられている。
【００３０】
　差し込み受け皿５７の差し込みに伴ってフラップ５５は開放空間５４側に倒伏させられ
るとともに、開放空間５４によって途切れた流下面４９ａの下流位置に導出口５１方向へ
の橋が架けられることとなる。この状態で主通路４７の流下面４７ａを流下してきたパチ
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ンコ球は差し込み受け皿５７上に流入し、更に導出口５１から上受け皿８に導かれること
となる。
【００３１】
　一方、扉枠７を開放した際には図１３に示すようにフラップ５５はバネの付勢力によっ
て起立位置に復帰する。この状態ではパチンコ球は導出口５１には導かれない。すなわち
、扉枠７と一体的に開放されてしまった上受け皿８にパチンコ球を導くことはできないた
め上流から流下するパチンコ球を下受け皿１４に導く必要がある。すなわち、差し込み受
け皿５７がなくなるためパチンコ球は開放空間５４から下方の第２の通路５３ｃ方向に落
下し下受け皿１４に流入することとなる。このとき、勢いよく流下面４９ａを流下してき
たパチンコ球はフラップ５５によって導出口５１からの外部への飛び出しが防止される。
【００３２】
　図１６に示すように、開放空間５４と隣接する第１の通路５３ａとはその途中に隔壁が
なく連通状態とされている。そのため、主通路４７に導かれるパチンコ球が多すぎて流下
できなくなった場合にはそのオーバーフローしたパチンコ球は主通路４７から差し込み受
け皿５７に至る途中で開放空間５４から第１の通路５３ａの方向に移動して下受け皿用通
路５３に導かれる（つまり下受け皿１４に流入する）ようになっている。つまり、バイパ
ス通路４９を通らないで主通路４７に導かれたパチンコ球が遊技機本体４前面に至った段
階でオーバーフロー状態となると、下受け皿１４方向に迂回することとなっている。
【００３３】
　ここに、図２５～図２７に示すように、従来の機種においては扉枠を開放した際に上受
け皿への通路が遮断されるためパチンコ球がこぼれないように下受け皿へパチンコ球を導
く通路１３０が遊技機本体に形成されていた（通路１３０は本実施の形態の下受け皿用通
路５３のように周囲が完全に覆われた通路ではなく上方が開放されたレール状部材に過ぎ
ない）。この通路１３０はオーバフローしたパチンコ球を下受け皿に導く機能は全くなく
、あくまで上受け皿１２７の開放によって本来上受け皿１２７方向へ流下すべきパチンコ
球の逃げ道として下受け皿に導く機能を有するに過ぎない。
【００３４】
　この点で、本実施の形態の下受け皿用通路５３はオーバフローしたパチンコ球を下受け
皿に導く機能と扉枠開放に伴う上受け皿への通路遮断によりパチンコ球を下受け皿に導く
機能の両方の機能を兼ね備えていることとなる。
【００３５】
　尚、差し込み受け皿５７は扉枠７の閉塞時に開放空間５４からパチンコ球が下受け皿１
４方向に流れてしまわないように設けられているものであって、この機構によって下受け
皿用通路５３が両方の機能を兼ね備えることが可能となっている。
【００３６】
　次に排出通路４６について説明する。図９～図１１に示すように、排出通路４６はアウ
ト球回収口３０から落下してくるアウト球及びセーフ球集合板３４から落下してくるセー
フ球を受け止めて下流（図１１では右方）に流下させる第１の傾斜面５８と、第１の傾斜
面５８を流下するアウト球及びセーフ球を受け止めて流下方向を逆転させて（図１１では
左方）中央寄りにアウト球及びセーフ球を導く第２の傾斜面５９とを備えている。第２の
傾斜面５９の下端には図示しない外部レールと連通する排出口６０が形成されている。
【００３７】
　ここに、従来の機種ではアウト球とセーフ球を排出する排出通路は本実施の形態のよう
な遊技機本体４に形成されているのではなく、その後方位置にある機構盤側に形成される
ような構成を採用していた。本実施の形態においてこのように排出通路を遊技機本体４側
に形成するようになった理由は主として上記取り付けベース１１を機構盤１０とは別体で
構成したいという要請（その理由については後述する）からである。近年の機種ではセー
フ球処理装置を廃した構造とされており、アウト球及びセーフ球を別個に回収せずとも構
わなくなりアウト球及びセーフ球の回収機構は簡単な構造となっている。そのため敢えて
機構盤側に設けずとも本実施の形態のように遊技機本体４側に設けることが可能となり、
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機構盤１０の下部にスペースを確保して取り付けベース１１を配設させることができるよ
うになったものである。
【００３８】
　次に、パチンコ球発射機構２３について説明する。図１、図９～図１２に示すように、
遊技機本体４の右下方寄り（裏面から見ると左下方寄り）にはパチンコ球発射機構２３が
配設されている。パチンコ球発射機構２３は前記操作ハンドル１５、発射ハンマ６３、モ
ータ装置６４、図示しない発射カム，図示しないコイルバネ等から構成されている。
【００３９】
　モータ装置６４は遊技者が操作ハンドル１５のハンドルリング１５ａに触れていること
を条件に所定タイミング（本実施の形態では一分間に１００回の割合）で回転する。モー
タ装置６４の回転軸には発射カムが固着され、発射カムが回転することによりコイルバネ
の付勢力に抗して 発射ハンマ６３を回動させる。発射ハンマ６３は回転した発射カムと
非係合となることによってコイルバネの付勢力によって一瞬に元の位置に戻ることとなる
。この時の勢いによって遊技球が発射される。操作ハンドル１５のハンドルリング１５ａ
を回動させることでコイルバネの付勢力を制御し、発射ハンマ６３のパチンコ球（遊技球
）への当接速度を調節するようになっている。
【００４０】
　図１及び図１２に示すように、前記下受け皿用通路５３の右方には発射案内レール６５
が配設されている。発射案内レール６５の下端（右端）は前記発射ハンマ６３の側方に配
置され、発射ハンマ６３の進退方向と重複して左斜め上方に向かって延出されている。発
射案内レール６５上端から先は発射されたパチンコ球（遊技球）がジャンプして飛び越え
るジャンプ領域６７が形成されている。ジャンプ領域６７の下方には前記下受け皿用通路
５３の第２の通路５３ｃを構成する天板６８が配置されている。天板６８上面は右下方に
向かって下がる傾斜面とされているため、発射されても遊技面２０に至らず戻ってきてし
まった勢いのないパチンコ球がジャンプ領域６７から天板６８上に落下し、そのパチンコ
球は天板６８上を右方向に流下して発射案内レール６５の下方から返却通路６９内に導入
されるようになっている。返却通路６９は下受け皿１４の流入口１４ａに連通されている
。
【００４１】
　ここに図５に示すように、前方から発射案内レール６５を正視した場合発射案内レール
４５の下端寄りはカバープレート１３の上端よりも下方位置に配置される。つまり、前方
からでは正視できない隠れた位置に配置されることとなっている。これは遊技盤５の上下
幅が上記のように拡張され従来の機種に比べて下方位置まで進出するようになったことに
伴い発射案内レール６５を全体に下方位置にずらしたことによるものである。本来ならば
発射案内レール６５が下がると操作ハンドル１５位置も下げることでこのように発射案内
レール６５の下部が隠れた状態になることはない。しかし、パチンコ遊技機において操作
ハンドル１５の位置は遊技者が操作しやすい位置に配置されるよう人間工学的に決まって
しまっている。そのため、操作ハンドル１５位置を下げることはできない。しかし、遊技
球の発射後の助走距離として所定長さの発射案内レール６５は必要である。そこで、この
ように構成したものである。
【００４２】
　ここに、発射案内レール６５の最下端位置（発射準備位置）には次々と打ち出される遊
技球が流入してくるため遊技球が確実に保持される必要がある。従来の機種では発射案内
レール６５はその前面に配置される上部カバープレートに隣接していたため上部カバープ
レートからの遊技球の排出口をちょうど発射準備位置に面するような設計が可能であった
。ところが、本実施の形態のようなカバープレート１３の上端から下方に隠れてしまって
いる発射準備位置ではこのような設計は困難である。そこで、本実施の形態では図１２及
び図１７に示すように発射案内レール６５の最下端位置に隣接して遊技球案内プレート７
０が配設されている。
【００４３】
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　遊技球案内プレート７０は扉枠７側の上受け皿８から発射案内レール６５上に供給され
た遊技球を前方から支持する。すなわち、図１２及び図１７に示すように、発射準備位置
に隣接した位置（前方位置）における同プレート７０の配置位置はその位置における発射
案内レール６５よりも若干高い位置に配設される。これによって、発射案内レール６５の
発射準備位置に配置される遊技球は同プレート７０よりも一段下がった位置において遊技
球案内プレート７０によって前方から保持されることとなり正確な発射が可能となる。
【００４４】
　カバープレート１３の下受け皿１４の左方には灰皿７２が配設されている。本実施の形
態ではこの灰皿７２の裏面に前記音響機構２４の図示しないスピーカが配設されている。
図１、図５及び図１２に示すように、発射案内レール６５の右方には鍵穴７３が形成され
ている。この鍵穴７３は遊技機本体４に対する扉枠７の開閉をつかさどるものである。
【００４５】
　次に、扉枠７について詳述する。
【００４６】
　図１～図４に示すように、遊技盤５の前面には扉枠７が配設されている。扉枠７はヒン
ジ金具６の回動軸６ａを中心に回動し（つまり遊技機本体４の回動軸と同軸で）遊技機本
体４に対して開閉可能にかつ着脱可能に装着されている。扉枠７は略長方形の外形を有し
、中央にほぼ円形の大型の窓穴７５が形成されている。窓穴７５を円形としたのは遊技盤
５の遊技面９の前記遊技領域２７に対応させたものである。窓穴７５には遊技盤５の遊技
面９を露出させるためのガラスＧがはめ込まれている。扉枠７の後面側であって窓穴７５
周縁には補強フレーム７４が配設されている。扉枠７の前面側であって窓穴７５の周縁に
は装飾用の装飾パネル７６が所定位置に配設されている。各装飾パネル７６内には図示し
ないランプが配設されメイン基板３３による制御に基づいて点滅させられる。
【００４７】
　窓穴７５の下方位置には球貸し用の操作ボタン７７とカードの残量を表示する７セグ表
示の表示パネル７８が配設されている。
【００４８】
　操作ボタン７７及び表示パネル７８の下方には上受け皿８が配設されている。図１８及
び図１９に示すように、上受け皿８は導入されてきたパチンコ球がプールされる流下面８
１と流下面８１を包囲する包囲壁８２を備えている。流下面８１には図示しないパチンコ
球貸し出し装置の配球ノズルから放出されたパチンコ球が落下当接する。流下面８１は右
側下がりの傾斜に形成されるとともに、下流側（右側）が徐々に狭くなってパチンコ球が
縦列配置されるような狭窄通路８４が形成されている。
【００４９】
　上受け皿８には上流側（左側）の扉枠７壁面に形成されたパチンコ球導入口８３から導
入されたパチンコ球がプールされると同時に徐々に下流側に流下して狭窄通路８４に至り
、更に狭窄通路８４最下流に配置された供給口８５から扉枠７の背面側に導かれる。図１
に示すように、供給口８５の扉枠７の対応する背面位置には前記遊技球案内プレート７０
に遊技球を導く遊技球案内通路８７が配設されている。
【００５０】
　図１及び図１４に示すように、パチンコ球導入口８３の扉枠７の対応する背面位置には
前記差し込み受け皿５７が後方に向かって突設形成されている。差し込み受け皿５７は扉
枠７が遊技機本体４前面に装着された状態で前記導出口５１から開放空間５４に差し込ま
れパチンコ球処理領域２１から供給されたパチンコ球をパチンコ球導入口８３から上受け
皿８に導く。前記操作ボタン７７及び表示パネル７８の裏面側には球貸し用基板が内蔵さ
れた球貸し用基板ボックス８８が配設されている。
【００５１】
　図１８及び図１９に示すように、上受け皿８の流下面８１を包囲する包囲壁８２はパチ
ンコ球導入口８３の周囲が他の部分よりも高く形成された高壁部８２ａとされている。高
壁部８２ａの上端はパチンコ球導入口８３の上端位置よりも高い位置とされており、正面
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から正視した状態でパチンコ球導入口８３は包囲壁８２及び高壁部８２ａによって完全に
覆われている。高壁部８２ａ（及び扉枠７の壁面）で包囲された流下面８１の左方位置（
パチンコ球導入口８３の前方）はパチンコ球貸し出し装置の配球ノズルからパチンコ球が
落下当接する位置である。
　従って、遊技盤５のサイズが大きくなって従来の機種に比べて上受け皿８が下方に配置
されることとなり配球ノズルから流下面８１までの距離が長くなったとしても、高壁部８
２ａによって配球ノズルから放出されたパチンコ球が飛び出すことがない。
【００５２】
　ここに、従来の機種では上受け皿は扉枠とは別体に上部カバープレートに配設されてい
た。上部カバープレートは扉枠の下方位置に配設される部材である。そのため、扉枠を開
放した際に上部カバープレートに設けられた上受け皿の壁の高さは扉枠の開放の邪魔とな
らないように（干渉しないように）高さに制限を設けざるを得なかった。そのためパチン
コ球貸し出し装置の配球ノズルから上受け皿までの距離が長いと上受け皿に落下したパチ
ンコ球が壁を乗り越えて外に飛び出してしまう可能性があった。従って、配球ノズルの位
置はできる限り低くなるように設定されていた。また、壁が余り高くなりすぎないように
配慮しながら上部カバープレートをデザインしなければならずデザイン上の制限があった
。ところが、本実施の形態では上受け皿８は扉枠７側にあって扉枠７と一体となって開放
されるため、高壁部８２ａの高さには制限はない（実際には遊技盤５の遊技面２０にかか
らない程度にする必要がある）。
【００５３】
　次に、機構盤１０について説明する。
【００５４】
　図２、図４及び図９に示すように、遊技盤５の背面側には機構盤１０が遊技機本体４に
対して開閉可能に装着されている。機構盤１０は上下に配設されたヒンジ部９０（本実施
の形態では下側のみ表示）によって遊技機本体４に支持されており、盤面に散点的に配置
された開閉ピン９１の引き出し及び押し込みによって遊技機本体４に対して着脱可能とさ
れる。機構盤１０の中央付近には大型開口部１０ａが形成されている。大型開口部１０ａ
の上半分はカバー９２によって背面から覆われている。
【００５５】
　図９に示すように、遊技機本体４に対して機構盤１０が閉塞された状態で同大型開口部
１０ａから遊技盤５の背面に配設された可変表示装置２９及びメイン基板３３が露出され
る。可変表示装置２９はカバー９２によって背面から覆われるが、メイン基板３３は目視
確認のために覆われない。
【００５６】
　機構盤１０の上部にはタンクＴが配設されている。タンクＴの下方にはタンクレール９
３が配設されている。タンクレール９３はタンクＴから導入されたパチンコ球を図９にお
いて左方から右方に移動させる。本実施の形態では従来の機種に比べて遊技盤５が上方に
も拡張されているためタンクＴは従来の機種に比べて若干浅めに形成されている。タンク
レール９３の右方には下方に向かって払い出し装置ユニット９５が配設されている。払い
出し装置ユニット９５は払い出し装置９６と、パチンコ球を払い出し装置９６に導く第１
の流路９７と、パチンコ機の廃棄等によってパチンコ機を島から取り外す際に同第１の流
路９７内の球抜きを行うための球抜き機構９８と、球抜きを行う際にパチンコ球が排出さ
れる球抜き流路９９と、払い出し装置９６の下流の第２の流路１００と、ベル１０１と、
ベル１０１の下流の第３の流路１０３とより構成されている。
【００５７】
　本実施の形態では２基の払い出し装置９６はセーフ球の発生に基づいて所定量のパチン
コ球（賞球）を払い出す。パチンコ球は第２の流路１００を流下し途中ベル１０１に当接
する。ベル１０１に当接したパチンコ球は第３の流路１０３を斜め下方（図９において左
斜め下方）に導かれる。第３の流路１０３を流下したパチンコ球は取り付けベース１１内
に至る。機構盤１０の背面を流下してきたパチンコ球はこの取り付けベース１１において
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前方に方向転換させられる。
【００５８】
　図２、図４及び図９に示すように、機構盤１０の下方には取り付けベース１１が配設さ
れている。取り付けベース１１は上下に配設されたヒンジ部１０５によって遊技機本体４
に開閉可能に支持されており、図９において左方に配置された開閉ピン１０７の引き出し
及び押し込みによって遊技機本体４に対して着脱可能とされている。図９、図２０及び図
２１に示すように、取り付けベース１１には発射基板が収納される発射基板ボックス１１
ａと、電源基板が収納される電源基板ボックス１１ｂが固着されている。図２１に示すよ
うに、払い出し基板が収納される払い出し基板ボックス１１ｃは着脱可能とされている。
これは、不正防止の点から払い出し基板ボックス１１ｃのみを別途ユーザに供給する必要
のためである。
【００５９】
　払い出し基板ボックス１１ｃの装着位置の背面には払い出し装置９６から流下するパチ
ンコ球を遊技機本体４方向に導く主通路用中間通路１０９及びバイパス通路用中間通路１
１０が形成されている。第３の流路１０３はパチンコ球を主通路用中間通路１０９に導く
ように斜めに傾斜して構成されているため特に主通路用中間通路１０９方向が渋滞（例え
ばパチンコ球の払い出し量が多くなって）しない限りパチンコ球は主通路用中間通路１０
９から前記主通路４７に導かれる。図２０～図２２に示すように、主通路用中間通路１０
９の上端位置であってバイパス通路用中間通路１１０との境界位置には案内部材１１２が
配設されている。案内部材１１２は基本的に第３の流路１０３を流下してきたパチンコ球
がバイパス通路用中間通路１１０方向に流れないように擁壁の役割を果たすとともに、速
やかにパチンコ球を主通路４７方向に導くための湾曲した傾斜面１１２ａが主通路用中間
通路１０９側を向くように形成されている。従って、第３の流路１０３を流下してきたパ
チンコ球は主通路用中間通路１０９及びバイパス通路用中間通路１１０付近で渋滞が生じ
ない限り主通路用中間通路１０９方向に導かれる。そして、渋滞が生じて停滞したパチン
コ球が案内部材１１２の高さ以上となるとバイパス通路用中間通路１１０方向に導かれる
。
【００６０】
　主通路用中間通路１０９、バイパス通路用中間通路１１０及び案内部材１１２はオーバ
ーフロー機構を構成する。
【００６１】
　ここに、取り付けベース１１は機構盤１０とは別体に構成されている。従来の機種では
発射基板、電源基板及び払い出し基板は機構盤に配設されており、かつ必ずしもこのよう
にまとまってチェックしやすい下方位置に配置されているわけではない。本実施の形態で
このように取り付けベース１１を機構盤１０と別体に構成するようになった理由は主とし
て１）従来の機構盤が大型化、重量化してきたこと、２）別体とすることでパチンコ遊技
機の組み立て作業が迅速化すること、３）逆に再利用する際の取り外しの容易さ等の理由
からである。
【００６２】
　更に、本実施の形態ではパチンコ遊技機としてゲーム内容に関わらず共通性のある基板
を取り付けベース１１に機構盤１０とは別体としてまとめることで、保守・点検がしやす
くなった。また、このように取り付けベース１１を設けることができるのは上記のように
遊技機本体４のパチンコ球処理領域２１に排出通路４６を移動させたことにより機構盤１
０位置のスペースに余裕ができたことによるものでもある。図９～図１１に示すように、
機構盤１０の上下幅は遊技盤５の上下幅とほぼ同等に構成されているため、機構盤１０を
開放することによって取り付けベース１１は開放あるいは取り外しをしなくとも遊技盤５
の保守・点検更に交換等の作業を行うことができる。
【００６３】
　また、発射基板ボックス１１ａ、電源基板ボックス１１ｂ及び払い出し基板ボックス１
１ｃを排出通路４６から隔絶することによってパチンコ球同士が接触する際に発生する静
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電気由来のノイズ（電気的信号）の影響を受け難くすることも取り付けベース１１を別体
で構成する理由である。
【００６４】
　次に、このように構成された本実施の形態のパチンコ遊技機の特に下受け皿用通路５３
付近の作用について説明する。
【００６５】
　機構盤１０の背面を流下してきたパチンコ球は第３の流路１０３から基本的に主通路用
中間通路１０９方向に導かれ、主通路４７に至る。一方、主通路用中間通路１０９及びバ
イパス通路用中間通路１１０付近で渋滞が生じ停滞したパチンコ球が案内部材１１２の高
さ以上となるとパチンコ球はバイパス通路用中間通路１１０に導かれ、バイパス通路４９
に至る。バイパス通路４９に至ったパチンコ球はそのまま前記下受け皿用通路５３を経て
下受け皿１４に至る。
【００６６】
　これに対して主通路４７に導かれたパチンコ球は基本的には導出口５１から差し込み受
け皿５７を介して上受け皿８に導かれるが、遊技機本体４側でもパチンコ球の渋滞が生じ
ていれば上記のように開放空間５４から第１の通路５３ａの方向に移動して下受け皿用通
路５３に導かれる。すなわち、遊技機本体４の前後２箇所でオーバーフローのパチンコ球
を下受け皿１４に迂回させる機構が設けられていることとなる。
【００６７】
　また、扉枠７が開放されている状態では開放空間５４上に架け渡されてた差し込み受け
皿５７がなくなるため、主通路４７の流下面４７ａを流下するパチンコ球は開放空間５４
から下受け皿用通路５３の第２の通路５３ｃ上に落下する。そして、落下したパチンコ球
は下受け皿１４に至る。
【００６８】
　このように構成することで本実施の形態では次のような効果を奏する。
（１）上受け皿８にパチンコ球が溜まってしまいオーバーフロー状態となった場合にはま
ず上受け皿８でパチンコ球の渋滞が生じ、差し込み受け皿５７、主通路４７、主通路用中
間通路１０９へと徐々にパチンコ球を供給する機構盤１０側に渋滞が延びていくこととな
る。ここに、本実施の形態では遊技機本体４の前方側、具体的には差し込み受け皿５７の
流下面５７ａから第１の通路５３ａの方向にオーバーフローしたパチンコ球が移動して下
受け皿用通路５３に導かれるようになっている。そのため、パチンコ球の渋滞は遊技機本
体４の前側で解消できることとなり、パチンコ球の渋滞が機構盤１０まで延びる可能性は
ほとんどない。つまり、球詰まりの原因の１つとなる通路におけるパチンコ球の長い渋滞
がなくなることとなる。また、万一球詰まりが生じた場合もまず扉枠７を開放するだけで
チェックでき従来のように必ず機構盤を背面からチェックするような面倒が解消される。
（２）扉枠７を開けたることで上受け皿８へのパチンコ球の流下が遮断された場合にパチ
ンコ球はオーバーフロー時と同じ下受け皿用通路５３を使用して下受け皿１４に迂回させ
ることができるため、従来のようにオーバーフロー時と上受け皿８へのパチンコ球の流下
が遮断された場合との別々の機構を設ける必要がなくなった。
（３）下受け皿用通路５３は露出されておらず全体が完全に封塞されているため、内部に
埃が溜まることがなく、パチンコ球の流下する勢いが妨げられることがない。
（４）オーバーフローの際に遊技機本体４の前後においてパチンコ球を下受け皿１４に迂
回させることができるので、より球詰まりしにくくなる。
（５）扉枠７を開けて上受け皿８へのパチンコ球の流下が遮断された場合には自動的にフ
ラップ５５が起立するので主通路４７を流下してきたパチンコ球が外部に飛び出すことが
ない。また、扉枠７を閉じた場合には差し込み受け皿５７が導出口５１に差し込まれ、そ
の差し込み受け皿５７が差し込まれるだけでフラップ５５は倒伏して容易に退避位置に退
避する。このように扉枠７を開け閉めする際に上受け皿８へのパチンコ球の流下許容と遮
断が格別な操作なく可能となっている。
【００６９】
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　尚、この発明は、次のように変更して具体化することも可能である。
【００７０】
　・遊技機本体４を金属製素材より構成し、長期間使用可能とした機種に応用するように
してもよい。
【００７１】
　・図２３に示すように、下受け皿用通路５３をユニット化してビス１１９によって着脱
可能としてもよい。特に上記のように遊技機本体４を金属製素材より構成した機種におい
ては、このように下受け皿用通路５３を着脱可能なユニット化したものでなければ配設は
困難である。下受け皿用通路５３は構造が複雑であり、遊技機本体４と一体的に金属製素
材で製造することは困難と考えられるからである。
【００７２】
　・フラップ５５は必ずしも必要ではない。要は後方から流下してきたパチンコ球が扉枠
７を開放して差し込み受け皿５７がない状態で導出口５１から外方に飛び出さなければよ
いからである。
【００７３】
　・上記実施の形態では遊技機本体４の前方側でのオーバーフローしたパチンコ球の誘導
は差し込み受け皿５７の流下面５７ａから隣接する第１の通路５３ａ方向へ移動させるよ
うにしていた。しかし、この位置に限定されるものではない。要は、遊技機本体４の前方
側でオーバーフロー時に主通路４７から下受け皿用通路５３にパチンコ球が迂回できれば
よい。例えば上記実施の形態では第１の通路５３ａ方向へ移動させた（つまりバイパス通
路４９を流れるパチンコ球と一緒に扱うようにした）が、逆方向（図５では主通路４７の
右方）に別途第２の通路５３ｃに連通する空間を設けてオーバーフローしたパチンコ球を
導くようにしてもよい。
【００７４】
　・差し込み受け皿５７やフラップ５５の形状は一例であって上記実施の形態に限定され
るものではない。
【００７５】
　・上記実施の形態では機構盤１０と取り付けベース１１は別体であったが、一体であっ
ても構わない。
【００７６】
　・上記実施の形態のような「従来に比べて大型化したパチンコ遊技機」以外の従来の機
種に応用してもよい。例えば、上記実施の形態では大型化に伴って扉枠７と上受け皿８と
が一体化しているが、上受け皿８が扉枠７とは別体で開閉される従来の機種に応用するこ
とももちろん構わない。
【００７７】
　・上記取り付けベース１１に設けられていた主通路用中間通路１０９やバイパス通路用
中間通路１１０は必ずしも取り付けベース１１になくともよい。たとえは機構盤１０に設
けるようにしても構わない。
【００７８】
　・取り付けベース１１に構成した主通路用中間通路１０９、バイパス通路用中間通路１
１０及び案内部材１１２等のオーバーフロー機構は必ずしもなくとも構わない。オーバー
フロー機構がなくとも遊技機本体４前面側の下受け皿用通路５３によってオーバーフロー
したパチンコ球を十分下受け皿１４に迂回しうるからである。
【００７９】
　・高壁部８２ａを形成しなくとも構わない。また、包囲壁８２や高壁部８２ａの形状は
適宜変更可能である。
【００８０】
　・本実施の形態はいわゆる現金機以外のＣＲ機にも応用可能である。
【００８１】
　・本発明はいわゆるパチロットと呼称されるパチンコ球を使ってのスロットマシンに応
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用するようにしてもよい。
【００８２】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない態様で実施することは自由である。
【００８３】
　本発明の目的を達成するために上記実施の形態から把握できるその他の技術的思想につ
いて下記に付記として説明する。
（１）前記オーバーフロー通路は前記上受け皿の開放時には同上受け皿方向へのパチンコ
球の流入が遮断され、同時に前記機構盤から供給されるパチンコ球が前記下受け皿方向に
導かれることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【００８４】
　これによって、オーバーフロー時と上受け皿の開放時における同上受け皿方向へのパチ
ンコ球の流入が遮断されたことにともなうパチンコ球の迂回操作との２つの処理をオーバ
ーフロー通路のみで行うことができる。
（２）前記上受け皿の閉塞時においては前記オーバーフロー通路には前記機構盤から供給
されるパチンコ球を同上受け皿方向へ導く導入手段が所定位置に配設されるとともに、同
上受け皿の開放時においては同導入手段が退避して同導入手段によって通行不能に封塞さ
れた通路方向にパチンコ球が流下して下受け皿に導かれるようにしたことを特徴とする請
求項１に記載の遊技機。
【００８５】
　これによって、オーバーフロー時と上受け皿の開放時における同上受け皿方向へのパチ
ンコ球の流入が遮断されたことにともなうパチンコ球の迂回操作との２つの処理をオーバ
ーフロー通路のみで行うことができる。
（３）前記オーバーフロー通路には前記上受け皿の開放時に同オーバーフロー通路に流入
してきたパチンコ球が同パチンコ球を同上受け皿方向に導く内部通路から外方に飛び出さ
ないように飛び出し防止手段を設けることを特徴とする請求項１若しくは付記１又は２の
いずれかに記載の遊技機。飛び出し防止手段とは例えば上記実施の形態のフラップ５５で
ある。
（４）前記導入手段は前記上受け皿から前記遊技台方向に突出する架設部材であって同上
受け皿閉塞状態にあっては同架設部材は前記パチンコ球を下受け皿方向に導く通路を塞ぐ
ことを特徴とする付記２又は３に記載の遊技機。導入手段とは例えば上記実施の形態の差
し込み受け皿５７である。
（５）前記飛び出し防止手段は前記上受け皿の閉塞状態にあっては前記架設部材によって
押動されて退避位置に退避することを特徴とする付記３に記載の遊技機。退避位置とは倒
伏したり左右いずれかの方向に回動したりしてパチンコ球の通
過を許容することをいう。
（６）前記オーバーフロー通路は前記遊技台に対して着脱可能に装着されることを特徴と
する請求項１若しくは付記１～５のいずれかに記載の遊技機。
（７）前記機構盤にはパチンコ球の供給が所定以上となった場合にオーバーフローしたパ
チンコ球を下受け皿に導くオーバーフロー機構が設けられている請求項１若しくは付記１
～６のいずれかに記載の遊技機。
（８）前記上受け皿に導かれるパチンコ球は前記遊技台の背面に配置される機構盤から同
遊技台を介して供給されることを特徴とする請求項１若しくは付記１～７のいずれかに記
載の遊技機。
【符号の説明】
【００８６】
　１…支持枠体としての外枠、４…遊技台としての遊技機本体、５…遊技盤、７…扉枠、
８…上受け皿、１４…下受け皿、２０…遊技面、５３…オーバーフロー通路としての下受
け皿用通路。
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