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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の前面に取付けられたベースと、ベースの中央の開口から後側に窪む球取込部と
、球取込部の後面を構成する光透視性を有する後面パネルと、ベースの中央の開口の周囲
から前方に突出して遊技盤の前面の遊技領域から球取込部への球の流入を阻止する隔壁と
、隔壁に形成されて球を遊技領域から球取込部に取込む球入口部と、球取込部から遊技領
域に球を落下させる球落下部と、球入口部から球落下部に球を導く球踊部と、表示パネル
を有し表示パネルの下端が球取込部の下方の内側壁と後面パネルとの境界線よりも下方に
位置されるように後面パネルの裏側に配置された図柄表示装置とを備え、
　球入口部が、隔壁の上部の外側面に形成された球導入口と、隔壁の下部の内側面に形成
された終端口と、隔壁内に形成されて球導入口と終端口とをつなぐトンネル路とで形成さ
れ、
　球踊部が、球入口部の終端口から球取込部の前側を経由して球取込部の後側に下ってか
ら球取込部の前方に延長して球落下部につながる経路で形成されて球を球落下部に排出す
る球通路を備え、球落下部が左右間の中央に特別球落下部を備え、球落下部が特別球落下
部の部分を頂上部として頂上部の左右両側に設けられた頂上部より低い窪み部を備えた山
形に形成され、球通路の位置が窪み部より高い位置に形成され、特別球落下部が遊技盤の
前面に取付けられた図柄始動入賞装置の入賞口の真上に位置され、球通路の球排出部には
球を特別球落下部の方向に向けて排出させる方向制御部材を備えたことを特徴とする遊技
部品。　
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパチンコ機に設けられる遊技部品、特に、遊技盤に取付けられた飾り部品とこ
の飾り部品の裏側に配置される図柄表示装置とで構成される遊技部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技盤に取付けられた飾り部品とこの飾り部品の裏側に配置される図柄表示装置とで構
成される遊技部品として、飾り部品が、飾り部品の後面の裏側に位置する図柄表示装置の
表示パネルの下端より下に位置するステージと呼ばれるような球踊部を備えたものが知ら
れている（例えば、特許文献１、２参照）。また、後側のステージから前側のステージに
球の移動可能なステージ構造が知られている（例えば、特許文献１参照）。さらに、上下
のステージ構造が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００１－１７０２８４号公報
【特許文献２】特開２００３－２２５３８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１；２では、球踊部で踊る球と図柄表示装置の表示面に表示される図示しない
画像とが遊技領域の前側から見て上下に離れて見えるので、遊技者は球踊部での球の動き
と図柄変動とを視線を移動しながら確認しなければならず、遊技者は、煩わしくて遊技に
集中できないといった印象を持つこともある。また、特許文献１では、後側のステージか
ら前側のステージに移動してくる球に勢いがある場合に、球が前側のステージの前縁を乗
り越えて遊技領域に落下してしまって図柄始動入賞装置へ入賞しにくく、遊技者の期待を
削ぎ、遊技性に欠ける。また、特許文献２の上下ステージ構造では、上ステージの左右間
の中央に流下した球が下ステージに落下するだけなので、遊技性に欠ける。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の遊技部品は、遊技盤の前面に取付けられたベースと、ベースの中央の開口から
後側に窪む球取込部と、球取込部の後面を構成する光透視性を有する後面パネルと、ベー
スの中央の開口の周囲から前方に突出して遊技盤の前面の遊技領域から球取込部への球の
流入を阻止する隔壁と、隔壁に形成されて球を遊技領域から球取込部に取込む球入口部と
、球取込部から遊技領域に球を落下させる球落下部と、球入口部から球落下部に球を導く
球踊部と、表示パネルを有し表示パネルの下端が球取込部の下方の内側壁と後面パネルと
の境界線よりも下方に位置されるように後面パネルの裏側に配置された図柄表示装置とを
備え、球入口部が、隔壁の上部の外側面に形成された球導入口と、隔壁の下部の内側面に
形成された終端口と、隔壁内に形成されて球導入口と終端口とをつなぐトンネル路とで形
成され、球踊部が、球入口部の終端口から球取込部の前側を経由して球取込部の後側に下
ってから球取込部の前方に延長して球落下部につながる経路で形成されて球を球落下部に
排出する球通路を備え、球落下部が左右間の中央に特別球落下部を備え、球落下部が特別
球落下部の部分を頂上部として頂上部の左右両側に設けられた頂上部より低い窪み部を備
えた山形に形成され、球通路の位置が窪み部より高い位置に形成され、特別球落下部が遊
技盤の前面に取付けられた図柄始動入賞装置の入賞口の真上に位置され、球通路の球排出
部には球を特別球落下部の方向に向けて排出させる方向制御部材を備えたことを特徴とす
る。　
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、方向制御部材を備えたことで、図柄始動入賞装置への入賞率を上げる
ことができて、始動入賞への遊技者の期待を削ぐようなことを少なくでき、遊技性を向上
できる。また、球通路が、球入口部の終端から球取込部の前側を経由して球取込部の後側
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に下ってから球取込部の前方に延長して球落下部につながる経路で形成されたことで、図
柄表示装置の表示面の前側において球通路を通過する球が螺旋を描いて落下するので球の
動きに面白みを付与できて遊技性を向上できる。また、球落下部が左右間の中央に特別球
落下部を備え、球落下部が特別球落下部の部分を頂上部として頂上部の左右両側に設けら
れた頂上部より低い窪み部を備えた山形に形成され、球通路の位置が窪み部より高い位置
に形成されたことで、特別球落下部から落下しなかった球は窪み部で揺れ動くので、球の
動きに面白みを付与できて、遊技性を向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　図１－図４は本発明における最良の形態である。図１は本形態の遊技部品の構成する構
成要素の１つである飾り部品の下部部分であって、（ａ）は飾り部品の下部部分を上から
見た図を示し、（ｂ）は飾り部品の下部部分を正面から見た図を示し、図２は本形態の遊
技部品を備えたパチンコ機を示し、図３は飾り部品の外観を示し、図４は図２のＡ－Ａ断
面を示す。
【０００７】
　図２に示すように、パチンコ機１は遊技盤２が遊技機枠３内に収納されて構成される。
図２に図示された遊技盤２の前面４においてガイドレール１２で囲まれた内側には、飾り
部品５、図柄始動入賞装置６、可変入賞装置７、一般入賞装置８、ランプ９、風車１０、
釘１１等の前側遊技部品を備える。遊技盤２の裏側には図外の制御装置や球樋１４（図４
参照）、図柄表示装置１５などの裏側遊技部品を備える。遊技盤２の前面４の前方には光
透過性の有るガラスやプラスチック等の前方パネル１６が設けられる。よって、前側遊技
部品の取付けられた遊技盤２の前面４とガイドレール１２と前方パネル１６とで囲まれた
球（パチンコ球）の飛び交う遊技領域１７が形成される。本形態の遊技部品は、遊技盤２
に取付けられた飾り部品５と、この飾り部品５の裏側に配置される図柄表示装置１５とで
構成される。
【０００８】
　図３；図４に示すように、飾り部品５は、遊技盤２の前面４に取付けられたベース２１
と、ベース２１の中央の開口２２から後側に窪む球取込部２３と、球取込部２３の後面を
構成する光透視性を有する後面パネル２４と、ベース２１の中央の開口２２の上、左、右
の三方の周囲から前方に突出して遊技領域１７から球取込部２３への球の流入を阻止する
隔壁２５と、左側の隔壁２６に形成されて球を遊技領域１７から球取込部２３に取込む球
入口部２７と、球取込部２３から遊技領域１７に球を落下させる球落下部２８と、球入口
部２７の終端から球落下部２８に球を導く球踊部２９とを備える。
【０００９】
　球入口部２７は、隔壁２６の上部の外側面３１に形成された球導入口３２と隔壁２６の
下部の内側面３３に形成された終端口３４と隔壁２６内に形成されて球導入口３２と終端
口３４とをつなぐトンネル路３５とで形成される。従って、遊技領域１７から球導入口３
２に入った球はトンネル路３５を通過して球入口部２７の終端である終端口３４から球取
込部２３内に入る。球取込部２３を区画する上、左、右の三方の内側壁３６は隔壁２５の
内側面３７とつながる平坦な連壁である。球取込部２３の下方の内側壁３８は、中央側前
方の低地部４１と、この低地部４１の左右の両側から左右方向に上がって左右の隔壁２５
の内側面３７の下端及び球取込部２３の内側面の下端及び後面パネル２４の下端側につな
がる丘陵部４２と、低地部４１の後端から上方に立ち上がる立壁４３とで形成される。飾
り部品５の下側中央には特別球落下部４５を備える。特別球落下部４５は、低地部４１の
左右間の中央に形成された落下口４６と、ベース２１の下端側中央に形成された球落口４
７と、落下口４６と球落口４７とをつなぐトンネル路４８とで構成される。球落口４７は
、図柄始動入賞装置６の入賞口４９から一定距離離れた真上に配置される（図２参照）。
低地部４１及びこの低地部４１の左右の丘陵部４２の前縁４４には立壁がなく、球は前縁
４４から遊技領域１７に落下可能であるとともに、逆に、球は遊技領域１７から低地部４
１及び左右の丘陵部４２に乗上がることも可能である。球踊部２９は上記内側壁３８と球
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通路５０とで形成される。球通路５０は球入口部２７の終端口３４から低地部４１の左端
５１及び右端５２につながる螺旋状の立体路により形成される。
【００１０】
　球通路５０は、球入口部２７の終端口３４から球取込部２３の下部前方の中央位置まで
下るとともにその中央位置から右側の隔壁５３（２５）の下部前方の内側面５４まで上が
る導入路５５と、導入路５５の中央位置から球取込部２３の後方に下る傾斜路５６と、傾
斜路の終端５７に形成された分岐路５８と、分岐路５８から左側の隔壁２６の下部の方向
に延長した後に湾曲して低地部４１に繋がる湾曲路５９と、分岐路５８から右側の隔壁５
３の下部の方向に延長した後に湾曲して低地部４１に繋がる湾曲路６０とを備える。球通
路５０の通路両側にはガードレールのような立壁７０が設けられる。分岐路５８と湾曲路
５９；６０は丘陵部４２上に形成され、立壁７０により丘陵部４２と区画される。尚、湾
曲路５９；６０の排出部である終端６１側は丘陵部４２の上面が掘削されて下方に窪むよ
う形成され、丘陵部４２の上面と繋がる前壁６２及び後壁６３がガードレールとして機能
する。図１（ａ）に示すように、湾曲路５９；６０の終端６１側の前壁６２は前方に傾斜
して延長している。従って、この前壁６２だけであれば、湾曲路５９；６０の終端６１よ
り低地部４１に排出される球Ｐは矢印ａの方向、即ち、遊技盤２の前方に設けられる前方
パネル１６の方向に流れる可能性が多い。本形態では、この前壁６２の内側に方向制御部
材６５を設けているため湾曲路５９；６０の終端６１より排出される球Ｐは矢印ｂの方向
、即ち、低地部４１の後方中央方向に向けて流れる。方向制御部材６５は例えば樹脂やゴ
ム等で形成され、前壁６２の内側に取付けられる面６６と前壁６２より低地部４１の後方
の立壁４３に対して平行に近い球接触面６７とを備える。このように湾曲路５９；６０の
終端６１の前壁６２の内側に方向制御部材６５を設けたので、湾曲路５９；６０の終端６
１より排出される球Ｐは球接触面６７に衝突して低地部４１の後方中央の上面に形成され
た特別球落下部４５の落下口４６の方向に向けて流下する可能性が高くなるので、これに
より、図柄始動入賞装置６への入賞率を向上させることができる。
【００１１】
　低地部４１及び左右の丘陵部４２で形成される内側壁３８と球通路５０とを備えた球踊
部２９の位置は、球取込部２３の後面パネル２４と内側壁３８との境界線７１（図１（ｂ
）、図４参照）より上方に位置する。そして、この球踊部２９の内側壁３８や球通路５０
上で踊る球と図柄表示装置１５の表示面７２に表示される図示しない画像とが遊技領域１
７の前側から見て上下に重なって見えるように球踊部２９と図柄表示装置１５とが配置さ
れてそれぞれ遊技盤２に取付けられる。即ち、飾り部品５は後面パネル２４側を遊技盤２
に形成された逃げ孔８１に通して遊技盤２の裏側に突出させて遊技盤２の前面４にベース
２１を接触させた状態で止めねじ８２を取付孔８３に貫通させて遊技盤２に締結すること
で遊技盤２の前面４に取付けられる。図柄表示装置１５はケーシング７３内に表示パネル
７４と表示パネル制御装置７５とを搭載してなり、ケーシング７３に設けられた取付ステ
ー７６を遊技盤２の裏側の球樋１４に設けられた取付支柱７７に止めねじ７８で取付けら
れることで飾り部品５の後面パネル２４の裏側に配置される。即ち、図柄表示装置１５の
表示パネル７４の下端７９を境界線７１より下方に位置させる。以上により、球踊部２９
の内側壁３８や球通路５０上で踊る球と図柄表示装置１５の表示面７２に表示される図示
しない画像とが遊技領域１７の前側から見て上下に重なって見えるので、遊技者は視線を
移動することなく球踊部２９での球の動きと図柄表示装置１５の図柄変動との両方を視認
できるようになり、遊技に集中できるようになる。特に、球通路５０を通過する球が表示
パネル７４の下中央側の画像と重なるので、視線を集中でき、遊技に集中できる。
【００１２】
　低地部４１は、前方から見て、特別球落下部４５の落下口４６の部分である頂上部８５
と頂上部８５の左右両側に設けられた頂上部８５より低い窪み部８６とを備えた山形（図
１（ｂ）参照）に形成され、湾曲路５９；６０の終端６１の位置は窪み部８６より高い位
置にある。従って、湾曲路５９；６０の終端６１より排出されて特別球落下部４５の落下
口４６から落下しなかった球Ｐは窪み部８６で揺れ動くので、球の動きに面白みを付与で
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きて、遊技性を向上できる。
【００１３】
　図２に戻り、皿８７からパチンコ機１内の図外の発射装置に取り込まれた球は発射操作
装置（ハンドル）８８の人による操作で発射装置より発射され、ガイドレール１２に沿っ
て遊技領域１７に入る。例えば、遊技領域１７を流下してきた球が球取込部２３に取込ま
れて球踊部２９及び特別球落下部４５を経由することで図柄始動入賞装置６に入賞すると
、この入賞信号が制御装置で検出され、制御装置が入賞信号の検出タイミングで当たり外
れ抽選を行うとともに図柄表示装置１５の表示面に表示される画像による図柄を変動させ
る。制御装置は抽選結果が当たりであれば図柄表示装置１５の図柄を当たり図柄で停止さ
せ、可変入賞装置７の前後に開閉する開閉扉８９を開閉する当たりの遊技を行う。
【００１４】
　遊技領域１７から球入口部２７を経由して球取込部２３に入った球Ｐは図１（ｂ）のよ
うに導入路５５上に乗って左右の隔壁２６；５３間を揺れ動いた後に傾斜路５６に下り、
湾曲路５９；６０のいずれかを経由して低地部４１に入る。即ち、球Ｐは、導入路５５上
に乗って左右の隔壁２６；５３間を揺れ動き、さらに、傾斜路５６及び湾曲路５９；６０
を経て螺旋状に落ちていくので、球Ｐの動きに面白味が付与され、遊技性を向上できる。
また、球通路５０に球を長時間留めておくことができ、球通路５０内に複数の球Ｐが混在
しやすくなり、球Ｐに多様な動きを付与でき、遊技性を向上できる。また。山形に形成さ
れた低地部４１においても球Ｐが左右に揺れ動くので、球Ｐの動きに面白味を付与できる
。
【００１５】
　本形態によれば、螺旋状の立体路で形成された球通路５０が境界線７１より上方に位置
し、かつ、球通路５０の排出部である湾曲路５９；６０の終端６１の前壁６２の内側に方
向制御部材６５を備えるので、球通路５０を通過する球Ｐが螺旋を描いて落下するので球
Ｐの動きに面白みを付与できて遊技性を向上でき、球Ｐの動きと画像とが上下に重なるの
で、前方から見た場合に画像上を球Ｐが動いているような錯覚を与えることもでき、また
、球Ｐの動きを見ている状態から視線を大きく上方に移動せずとも図柄変動を視認できる
ので、視線を上下に大きく変えるような煩わしさをなくせ、遊技に集中できるようになり
、また、方向制御部材６５により図柄始動入賞装置６への入賞率を上げることができて、
始動入賞への遊技者の期待を削ぐようなことを少なくでき、遊技性を向上できる。
【産業上の利用可能性】
【００１６】
　方向制御部材６５は前壁６２の内側に一体に形成されたものでもよい。螺旋状の球通路
５０を設けずに、球入口部２７と低地部４１とを直線路でつないだ構成として、低地部４
１が境界線７１より上方に位置された構成の飾り部品５でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の最良の形態による遊技部品を構成する構成要素の１つである飾り部品の
下部部分であって、（ａ）は飾り部品の下部部分を上から見た図、（ｂ）は飾り部品の下
部部分を正面から見た図。
【図２】同形態の遊技部品を備えたパチンコ機を示す正面図。
【図３】同形態の遊技部品を構成する構成要素の１つである飾り部品の斜視図。
【図４】同形態の遊技部品を示す図２のＡ－Ａ断面図。
【符号の説明】
【００１８】
１　パチンコ機、２　遊技盤、４　遊技盤の前面、５　飾り部品、６　図柄始動入賞装置
、１５　図柄表示装置、１７　遊技領域、２１　ベース、２２　ベースの中央の開口、
２３　球取込部、２４　後面パネル、２５　隔壁、２７　球入口部、２８　球落下部、
２９　球踊部、４５　特別球落下部、５０　球通路、６５　方向制御部材、７２　表示面
、８５　頂上部、８６　窪み部。
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