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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に配設され、開口部の内側に図柄表示装置の表示部を臨ませた枠状装飾部材と、
該枠状装飾部材の左側の遊技盤前側に設けられて遊技球が流下する第１球流下経路と、該
枠状装飾部材の右側の遊技盤前側に設けられて遊技球が流下する第２球流下経路とを有す
るよう構成された遊技機において、
　前記第２球流下経路は、遊技球１個分の幅寸法より大きく、かつ遊技球２個分の幅寸法
より小さな幅寸法に設定され、
　前記枠状装飾部材において前記遊技盤の前面より前方へ突出するよう設けられた庇部が
前記第１球流下経路および第２球流下経路を流下する遊技球を案内するよう構成され、第
２球流下経路に突出するよう設けられた減勢部の突出端までの突出寸法が遊技球の半分の
幅寸法より小さく設定されて、当該第２球流下経路を流下する遊技球が当該減勢部に接触
可能に構成され、
　前記遊技盤には、前記第１球流下経路を流下する遊技球に比べて前記第２球流下経路を
流下する遊技球の方が入口を通る割合が高くなる遊技部品が配設され、
　前記第２球流下経路を通過した遊技球が流下する流路は、前記庇部において前記開口部
側に凹むよう設けられた凹状部分によって前記第２球流下経路よりも大きな幅寸法に形成
され、
　前記第２球流下経路の下流端部に第２の減勢部が設けられ、該第２の減勢部と接触した
遊技球が前記流路において前記凹状部分により形成される側へ導かれ得るよう構成された



(2) JP 5814416 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第２球流下経路には、前記第２の減勢部に接触して前記流路に導かれる遊技球が通
過する通路の前側を被覆する覆い部が設けられた請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、特定条件が成立した際に所謂「右打ち」により遊技が行なわれるよう構成
された遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、遊技盤の盤面に画成した遊技領域の略中央位置に
枠状の枠状装飾部材(所謂センター役物)が配設されており、この枠状装飾部材の開口部を
介して複数の図柄を変動表示する液晶式やドラム式等の図柄表示装置を後方から臨ませる
と共に、該遊技盤における枠状装飾部材の下方位置に、パチンコ球(遊技球)の入賞により
図柄表示装置での変動を開始させる始動入賞装置や大当り時等に開放する特別入賞装置を
配設するよう構成されたものが多数提案されている。このようなパチンコ機では、前記枠
状装飾部材の左側に画成されている遊技領域にパチンコ球を打ち込んで流下させる「左打
ち」の遊技が行なわれ、該パチンコ球が遊技領域内に植設された遊技釘等との接触により
跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過程で前記始動入賞装置
に入賞することにより、前記図柄表示装置で図柄変動に伴うリーチ演出等の各種の遊技演
出がなされる。そして、図柄変動の結果、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、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、遊技者が多数の賞球を獲得し得る好機を与えるようになっている。
【０００３】
　またパチンコ機には、大当りのように特定の条件が発生した場合に、打球力を高めて枠
状装飾部材の右側に画成されている遊技領域にパチンコ球を打ち出す、所謂「右打ち」に
より遊技を行なうよう構成し、受動的になりがちな遊技者に能動的な遊技を行なわせるこ
とで遊技の興趣を向上するようにしたものがある。例えば、特許文献１に記載されたパチ
ンコ機は、大当り時に開放する特別入賞装置(大入賞口)を右側に偏倚して設けることで、
大当り時に右打ちが行なわれるよう構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２５２６２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年の図柄表示装置の大型化に伴い、前記枠状装飾部材の左右方向の寸法も大きくなり
、枠状装飾部材の右側に確保し得る遊技領域の幅寸法は小さく、該右側の遊技領域に遊技
釘等のようにパチンコ球の流下方向を変更等する部材を配置するのが困難となっている。
ここで、前記ラウンド遊技等に際して前記右打ちを行なう場合は、パチンコ球を打ち出す
打球力が強く、遊技釘等の障害物が少ない枠状装飾部材より右側の遊技領域ではパチンコ
球が速く流下し、ラウンド遊技等の遊技を速く進行させることができる。しかしながら、
枠状装飾部材より右側の遊技領域を流下するパチンコ球の勢いが強過ぎると、該右側の遊
技領域に配設される通過ゲートや入賞装置等の遊技部品にパチンコ球が衝突した際の衝撃
は大きく、該遊技部品が損傷するおそれがあった。
【０００６】
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　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記問題に鑑み、これらを好適
に解決するべく提案されたものであって、遊技球の衝突による遊技部品の損傷を抑制し得
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】
【０００７】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　遊技盤(12)に配設され、開口部(27a)の内側に図柄表示装置(14)の表示部を臨ませた枠
状装飾部材(27)と、該枠状装飾部材(27)の左側の遊技盤(12)前側に設けられて遊技球(P)
が流下する第１球流下経路(20a)と、該枠状装飾部材(27)の右側の遊技盤(12)前側に設け
られて遊技球(P)が流下する第２球流下経路(20c)とを有するよう構成された遊技機におい
て、
　前記第２球流下経路(20c)は、遊技球(P)１個分の幅寸法より大きく、かつ遊技球(P)２
個分の幅寸法より小さな幅寸法に設定され、
　前記枠状装飾部材(27)において前記遊技盤(12)の前面より前方へ突出するよう設けられ
た庇部(44)が前記第１球流下経路(20a)および第２球流下経路(20c)を流下する遊技球(P)
を案内するよう構成され、第２球流下経路(20c)に突出するよう設けられた減勢部(67)の
突出端までの突出寸法が遊技球(P)の半分の幅寸法より小さく設定されて、当該第２球流
下経路(20c)を流下する遊技球(P)が当該減勢部(67)に接触可能に構成され、
　前記遊技盤(12)には、前記第１球流下経路(20a)を流下する遊技球(P)に比べて前記第２
球流下経路(20c)を流下する遊技球(P)の方が入口を通る割合が高くなる遊技部品(28,31,3
4)が配設され、
　前記第２球流下経路(20c)を通過した遊技球が流下する流路は、前記庇部(44)において
前記開口部(27a)側に凹むよう設けられた凹状部分(66b)によって前記第２球流下経路(20c
)よりも大きな幅寸法に形成され、
　前記第２球流下経路(20c)の下流端部に第２の減勢部(75)が設けられ、該第２の減勢部(
75)と接触した遊技球(P)が前記流路において前記凹状部分(66b)により形成される側へ導
かれ得るよう構成されたことを要旨とする。
　請求項１に係る発明によれば、右打ち時において第２球流下経路を流下する遊技球は、
減勢部に接触して勢いが弱められる。従って、第２球流下経路の下流側に配設される遊技
部品に遊技球が衝突した際の衝撃を弱めることができ、該遊技部品の損傷を抑制し得る。
また、減勢部に接触した遊技球の勢いが弱まり過ぎて第２球流下経路で遊技球の流れが滞
るのを防ぐことができる。
　請求項２に係る発明は、
　前記第２球流下経路(20c)には、前記第２の減勢部(75)に接触して前記流路に導かれる
遊技球(P)が通過する通路(73)の前側を被覆する覆い部(76)が設けられたことを要旨とす
る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る遊技機によれば、遊技球の衝突による遊技部品の損傷を抑制することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図３】実施例に係る遊技盤を、全ての遊技部品を取外した状態で示す正面図である。
【図４】実施例に係る設置部材を示す正面図である。
【図５】実施例に係る設置部材から第１～第３発光装置を分離して前側から視た状態で示
す斜視図である。
【図６】実施例る枠状装飾部材を前側から視た斜視図である。
【図７】実施例る枠状装飾部材の右側面図である。
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【図８】実施例に係るステージの要部を一部破断して示す斜視図である。
【図９】実施例に係る遊技盤を、ステージの上段球転動部が見える状態で示す要部横断平
面図である。
【図１０】実施例に係る遊技盤を、ステージの下段球転動部が見える状態で示す要部横断
平面図である。
【図１１】実施例に係る遊技盤における第２経路部分を示す要部正面図である。
【図１２】実施例に係る遊技盤の要部縦断側面図であって、減勢経路部の下流端部を示し
ている。
【図１３】実施例に係る遊技盤の要部横断平面図であって、減勢経路部の下流端部を示し
ている。
【図１４】実施例に係る庇部品を示す正面図である。
【図１５】実施例に係る庇部品と通路形成部材とを分解状態で示す平面図である。
【図１６】実施例に係る球通過ゲートを前側から視た分解斜視図である。
【図１７】実施例に係る球通過ゲートを後側から視た分解斜視図であって、装飾部材にお
ける一点鎖線で囲んだ部分の拡大図を併せて示している。
【図１８】実施例に係る遊技盤を球通過ゲートの配設部位で横断した要部平面図であって
、球通過ゲートの本体部に検出スイッチを取付けた状態を示している。
【図１９】実施例に係る遊技盤を球通過ゲートの配設部位で横断した要部平面図であって
、球通過ゲートの本体部から検出スイッチを取外した状態を示している。
【図２０】実施例に係る遊技盤を球通過ゲートの配設部位で縦断した要部側面図であって
、球通過ゲートの本体部に検出スイッチを取付けた状態を示している。
【図２１】実施例に係る遊技盤を球通過ゲートの配設部位で縦断した要部側面図であって
、球通過ゲートの本体部から検出スイッチを取外した状態を示している。
【図２２】実施例に係る第１～第３発光装置を前側から視た分解斜視図である。
【図２３】実施例に係る左前飾り部材および左普通入賞装置を前側から視た斜視図である
。
【図２４】実施例に係る第２発光装置を後側から視た分解斜視図である。
【図２５】実施例に係る遊技盤を第２発光装置の配設部位で縦断した要部側面図である。
【図２６】実施例に係る右前飾り部材および右普通入賞装置を前側から視た斜視図である
。
【図２７】実施例に係る第３発光装置を後側から視た分解斜視図である。
【図２８】実施例に係る遊技盤を第３発光装置の配設部位で縦断した要部側面図である。
【図２９】実施例に係る第４発光装置を前側から視た分解斜視図である。
【図３０】実施例に係る第４発光装置を後側から視た分解斜視図である。
【図３１】実施例に係る遊技盤をステージにおける第１の球通過口の位置で縦断した要部
側面図である。
【図３２】実施例に係る遊技盤をステージにおける第２の球通過口の位置で縦断した要部
側面図である。
【図３３】図３２における第４発光装置とステージの第２後壁部との関係を拡大して示す
要部縦断側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　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、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機１０を前側(遊技者側)か
ら見た状態で指称する。
【実施例】
【００１１】
(パチンコ機１０について)
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　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の開
口前面側に、遊技盤１２を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１３が開閉および着脱
可能に組み付けられて、該遊技盤１２の裏側に、各種図柄を変動表示可能な図柄表示装置
１４が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１３の前面側には、前記遊技盤１２を
透視保護するガラス板や透明な合成樹脂材により形成された透視保護板１５ａ(透明部材)
で前後に開口する窓部を覆うよう構成された前枠１５が開閉可能に組み付けられると共に
、該前枠１５の下方にパチンコ球Ｐを貯留する下球受け皿１７が開閉可能に組み付けられ
る。なお、実施例では、前記前枠１５の下部位置に、パチンコ球Ｐを貯留する上球受け皿
１６が一体的に組み付けられており、前枠１５の開閉に合わせて上球受け皿１６も一体的
に開閉するよう構成される。なお、実施例では、前記図柄表示装置１４としては、各種図
柄を表示可能な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用されるが、これに
限られるものではなく、ドラム式の図柄表示装置やドットマトリックス式の図柄表示装置
等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の図柄表示装置を採用し得る。
また、前記上球受け皿１６は、前記前枠１５と別体に形成してもよい。
【００１２】
　前記中枠１３の右下方位置には、該中枠１３に配設された打球発射装置(図示せず)を作
動する操作ハンドル１８が設けられる。この操作ハンドル１８は、左回転方向に付勢され
た操作レバー１８ａを備えており、該操作レバー１８ａを右回転するよう遊技者が回動操
作することで打球発射装置が作動されて、前記上球受け皿１６に貯留されたパチンコ球Ｐ
が前記遊技盤１２に向けて発射されるようになっている。ここで、前記操作レバー１８ａ
の回動量に応じて前記打球発射装置によるパチンコ球Ｐの打球力が強弱変化するよう構成
されており、遊技者が操作レバー１８ａを操作して回動量を調節することで、前記遊技盤
１２に形成された第１経路２０ａ(後述)をパチンコ球Ｐが流下する所謂「左打ち」と、該
遊技盤１２に形成された第２経路２０ｂ(後述)をパチンコ球Ｐが流下する所謂「右打ち(
ゴム打ち)」とを打ち分け得るようになっている。
【００１３】
(遊技盤１２について)
　前記遊技盤１２は、図２および図３に示すように、アクリルやポリカーボネート等の透
明合成樹脂から所定板厚の略矩形状に形成された透明板であって、該遊技盤１２の表面(
盤面)に配設された略円形状に湾曲形成する案内レール１９により、パチンコ球Ｐが流下
可能な遊技領域２０が画成されている。また、前記遊技盤１２の裏面に、前記図柄表示装
置１４が取付けられた設置部材３６(後述)が配設されている。
【００１４】
　ここで、前記案内レール１９は、図２に示す如く、遊技盤１２の左下部から右上部に至
るよう左方向に膨出する円弧状に形成された外レール２１と、該外レール２１の内側に配
置されて、遊技盤１２の右上部、右下部および左上部に至るよう右方向に膨出する円弧状
に形成された内レール２２,２３とから構成されている。前記内レール２２,２３は、遊技
盤１２の右上部から下部に亘って配設され、左端縁が右方に凹む円弧状に形成された盤面
飾り部材２２と、遊技盤１２の下部から左上部に亘って配設されて盤面飾り部材２２の下
端部に連接し、前記外レール２１の右方に離間して位置するレール部材２３とから構成さ
れ、該外レール２１およびレール部材２３により１個のパチンコ球Ｐが通過可能な発射通
路１９ａが画成されている。ここで、前記内レールを構成するレール部材２３は、図２に
示す如く、前記遊技盤１２の左上部に開放端を臨ませるよう構成されて、前記打球発射装
置から発射されたパチンコ球Ｐが発射通路１９ａの下方開口から飛翔して、レール部材２
３の開放端側から遊技領域２０内に打ち出されるようになっている。
【００１５】
　図２、図１１に示すように、前記外レール２１と盤面飾り部材２２とが遊技盤１２の右
上部で接接続する接続位置は、該外レール２１および盤面飾り部材２２の曲率の相違から
段差が形成されており、該段差部分に緩衝ゴム２４が配設されている。すなわち、前記外
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レール２１の終端位置に臨むよう緩衝ゴム２４が配設されて、前記打球発射装置から発射
されて外レール２１に沿って終端位置まで移動したパチンコ球Ｐを緩衝ゴム２４で減勢す
るようになっている。なお、前記緩衝ゴム２４は、後述する第２経路２０ｂに位置してい
る。
【００１６】
　前記遊技盤１２には、前後に貫通する装着口１２ａ,１２ｂ,１２ｃ,１２ｄ,１２ｆが前
記遊技領域２０内に複数開設されて(図３参照)、各装着口１２ａ,１２ｂ,１２ｃ,１２ｄ,
１２ｆに対して各種部品が前側から取付けられると共に、遊技領域２０の最下部位置には
、該遊技領域２０に打ち出されたパチンコ球Ｐを排出するアウト口２５が開設されている
。また遊技盤１２には、前記遊技領域２０内に多数の遊技釘２６が植設されており、遊技
領域２０を流下するパチンコ球Ｐが遊技釘２６に接触することでパチンコ球Ｐの流下方向
を不規則に変化させるようになっている。なお、前記装着口の形成数は、遊技盤１２に対
して取付けられる各種部品の個数や配設位置等により必要に応じて適宜決定される。
【００１７】
　実施例の前記遊技盤１２には、前記案内レール１９で囲まれた遊技領域２０の略中央の
大部分が開口する第１装着口１２ａに、前後に開口する窓口(開口部)２７ａが形成された
枠状装飾部材２７が取付けられ、該枠状装飾部材２７の窓口２７ａを介して図柄表示装置
１４の表示部が遊技盤１２の前面側に臨むよう構成される。そして、第１装着口１２ａ(
枠状装飾部材２７)の下方に開設された第２装着口１２ｂに、遊技領域２０(第１経路２０
ａおよび第２経路２０ｂ)を流下するパチンコ球Ｐが入賞可能な始動入賞口２８ａ,２８ｂ
を有する始動入賞装置(入賞装置)２８が取付けられ、該第２装着口１２ｂの下方に連通状
態で形成された第３装着口１２ｃに、遊技領域２０を流下するパチンコ球Ｐが入賞可能な
特別入賞装置２９が取付けられている(図２参照)。また、第３装着口１２ｃの左右両側に
開設された第４装着口１２ｄ,１２ｅに、遊技領域２０(第１経路２０ａまたは第２経路２
０ｂ)を流下するパチンコ球Ｐが入賞可能な普通入賞装置３０,３１および前飾り部材３２
,３３が取付けられている。更に、右側の第４装着口１２ｅの上方に開設された第５装着
口１２ｆに、第２経路２０ｂを流下するパチンコ球Ｐが通過可能な球通過ゲート３４が取
付けられている。なお、第４装着口１２ｄ,１２ｅに関しては、第３装着口１２ｃの左側
に位置するものを左第４装着口１２ｄと指称すると共に、第３装着口１２ｃの右側に位置
するものを右第４装着口１２ｅと指称する場合もあり、これに対応して普通入賞装置３０
,３１および前飾り部材３２,３３に関しても同様に左普通入賞装置３０、右普通入賞装置
３１および左前飾り部材３２、右前飾り部材３３と指称する場合もある。
【００１８】
(始動入賞装置２８について)
　前記始動入賞装置２８は、上下に始動入賞口２８ａ,２８ｂが設けられており、上側の
第１始動入賞口２８ａは遊技領域２０に常時開放すると共に、下側の第２始動入賞口２８
ｂは、所定の開放条件および閉鎖条件(何れも後述)に従って開閉部材２８ｃにより開閉さ
れるよう構成されている。始動入賞装置２８には、パチンコ機１０の裏側に配設された制
御装置(図示せず)に接続された第１始動入賞球検出センサ(図示せず)が配設されて、前記
第１始動入賞口２８ａに入賞したパチンコ球Ｐを第１始動入賞球検出センサで検出するよ
う構成される。また始動入賞装置２８には、前記制御装置に接続された第２始動入賞球検
出センサ(図示せず)が配設されて、前記第２始動入賞口２８ｂに入賞したパチンコ球Ｐを
第２始動入賞球検出センサで検出するよう構成されている。そして、第１始動入賞球検出
センサまたは第２始動入賞球検出センサによるパチンコ球Ｐの検出(すなわち第１始動入
賞口２８ａへの入賞または第２始動入賞口２８ｂへの入賞)に伴って、前記図柄表示装置
１４において図柄が変動表示されて図柄変動演出が展開され、該図柄変動演出の結果、図
柄表示装置１４に所定の図柄組み合わせ(例えば同一図柄の３つ揃い等)で図柄が停止表示
されることで所謂大当りが発生し、大当りの発生に伴って前記特別入賞装置２９が開放し
て多数の賞球を獲得し得る機会が与えられるようになっている。すなわち、各始動入賞球
検出センサによるパチンコ球Ｐの検出に伴って、前記大当りを発生するか否か(特別入賞
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装置２９を開放するか否か)を決定する大当り抽選が前記制御装置で行なわれるよう設定
され、該大当り抽選の結果に基づいて前記図柄表示装置１４において図柄変動演出が行な
われるようになっている。
【００１９】
(特別入賞装置２９について)
　前記特別入賞装置２９は、遊技領域２０に臨む横長の特別入賞口が開閉扉２９ａで常に
は閉鎖されており、前記始動入賞口２８ａ,２８ｂへのパチンコ球Ｐの入賞を契機とした
前記大当り抽選の結果、該図柄表示装置１４に所定の図柄組み合わせで図柄が停止表示さ
れることで所謂「大当り」が発生し、これにより開閉扉２９ａが開放するよう作動制御さ
れて、特別入賞口への入賞により多数の賞球を獲得し得るよう構成されている。なお、特
別入賞装置２９には、前記制御装置に接続された特別球検出センサ(図示せず)が配設され
て、前記特別入賞口に入賞したパチンコ球Ｐを該特別球検出センサで検出するよう構成さ
れる。
【００２０】
　前記特別入賞装置２９では、前記「大当り」の発生時に行なわれる大当り遊技において
、前記特別入賞口へのパチンコ球Ｐの入賞が阻まれる不利な第１状態(特別入賞口の閉鎖)
と、特別入賞口へのパチンコ球Ｐの入賞が許容される第２状態(特別入賞口の開放)とに変
動されるラウンド遊技を繰返すよう構成される。ここで、特別入賞装置２９におけるラウ
ンド遊技とは、不利な第１状態から有利な第２状態に移行し、再び不利な第１状態に移行
するまでを云い、大当り遊技において予め決定された継続回数のラウンド遊技が繰返され
るようになっている。また、ラウンド遊技において第１状態から第２状態への移行は、第
１状態から第２状態へ移行してからの第２状態の継続時間(特別入賞口の開放時間)、また
は第２状態での特別入賞口へのパチンコ球Ｐの入賞数(特別球検出センサによる設定数の
パチンコ球Ｐの検出)の何れかが、予め設定された値となったことを条件として行なわれ
る。
【００２１】
　ここで、実施例のパチンコ機１０では、前記大当り遊技以外の遊技が行なわれる遊技状
態として、３つの状態が設定されている。すなわち、パチンコ機１０において通常行なわ
れる通常状態と、該通常状態に較べて大当りの発生確率が高く、かつ前記始動入賞装置２
８の第２始動入賞口２８ｂへの入賞確率が高く設定された確率変動状態と、通常状態に較
べて大当りの発生確率が同等で、かつ始動入賞装置２８の第２始動入賞口２８ｂへの入賞
確率が高く設定された時間短縮状態が設定されている。そして、前記上下の始動入賞口２
８ａ,２８ｂへパチンコ球Ｐが入賞した際に、前記遊技状態を変更するか否かが前記制御
装置で決定される。
【００２２】
　また、前記右前飾り部材３３より上方の遊技領域２０(第２経路２０ｂ)に位置する前記
球通過ゲート３４は、後述するように遊技領域２０ａ(第２経路２０ｂ)を流下するパチン
コ球Ｐが通過可能に構成されたものであって、パチンコ球Ｐを検出する検出スイッチ(検
出手段)３５(図１６,図１７,図１８,図２０参照)を備えている。前記球通過ゲート３４の
検出スイッチ３５は、パチンコ機１０裏側に配設された前記制御装置に接続されており、
該検出スイッチ３５の検出に伴って制御装置において前記始動入賞装置２８における第２
始動入賞口２８ｂを開放するか否かの始動口開放抽選が行なわれ、該始動口開放抽選の結
果が当選の場合に、第２始動入賞口２８ｂを開放するよう始動入賞装置２８が駆動制御さ
れるようになっている。すなわち、実施例のパチンコ機１０では、前記球通過ゲート３４
の検出スイッチ３５がパチンコ球Ｐを検出して行なわれる始動口開放抽選の結果が当選と
なることが、前記始動入賞装置２８の第２始動入賞口２８ｂを開放する開放条件とされて
いる。
【００２３】
　そして、前記第２始動入賞口２８ｂを開放してから所定の閉鎖条件が成立することで、
該第２始動入賞口２８ｂが閉鎖されるようになっている。ここで、前記第２始動入賞口２
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８ｂを閉鎖する閉鎖条件としては、例えば前記開閉部材２８ｃが入賞許容位置に移動して
からの経過時間(第２始動入賞口２８ｂの開放時間)や、第２始動入賞球検出センサによる
設定数のパチンコ球Ｐの検出等が挙げられるが、これに限られるものではない。すなわち
、パチンコ機１０において入賞口を開閉する開閉式の始動入賞装置に採用される開閉部材
２８ｃの開放条件および閉鎖条件に従って、該開閉部材２８ｃを開閉作動するソレノイド
(図示せず)が駆動制御される。
【００２４】
(特定条件について)
　また、実施例のパチンコ機１０では、前記始動入賞装置２８の第２始動入賞口２８ｂを
開放する開放条件および該第２始動入賞口２８ｂを閉鎖する閉鎖条件は、遊技状態に応じ
て設定される。すなわち、遊技状態が前記確率変動状態および時間短縮状態の場合には、
遊技状態が通常状態の場合に較べて、前記始動入賞装置２８の第２始動入賞口２８ｂが開
放され易くなるよう前記開放条件や閉鎖条件が設定されて、第２始動入賞口２８ｂへの入
賞率を高くするよう構成されている。具体的には、実施例では、遊技状態が前記確率変動
状態および時間短縮状態の場合には、遊技状態が通常状態の場合に較べて、前記始動口開
放抽選の結果が確定するまでの時間が短くなるよう設定されると共に、第２始動入賞口２
８ｂの１回の開放毎の開放時間を長く設定することで、確率変動状態および時間短縮状態
における第２始動入賞口２８ｂへの入賞確率を高くしている。例えば、遊技状態が通常状
態の場合には、始動口開放抽選の結果が確定するまでの時間が略３０秒で、かつ第２始動
入賞口２８ｂの開放時間が０．１秒／１回に設定されるのに対し、遊技状態が確率変動状
態および時間短縮状態の場合には、始動口開放抽選の結果が確定するまでの時間が略２秒
で、かつ第２始動入賞口２８ｂの開放時間が２秒／１回に設定されている。
【００２５】
　そして、前記始動入賞装置２８の第２始動入賞口２８ｂを開放するか否かの始動開放抽
選を行なう契機となる球検出を行なう検出スイッチ３５を備える前記球通過ゲート３４を
、前記遊技盤１２の右側部に配置したことで、パチンコ球Ｐが前記第２経路２０ｂを流下
する場合にのみ、該パチンコ球Ｐが球通過ゲート３４を通過可能になっている。従って、
実施例のパチンコ機１０は、特定の条件が成立した場合(遊技状態が確率変動遊技状態ま
たは時間短縮遊技状態となった場合)に、パチンコ球Ｐを第２経路２０ｂへ打ち出す「右
打ち」を実施することで、第２始動入賞口２８ｂへの入賞確率が高い状態である遊技者に
とって有利な遊技を享受させ得るよう構成される。また、実施例のパチンコ機１０では、
前記遊技盤１２の第２経路２０ｂにおける遊技釘２６の配設数を少なくして、前記大当り
状態(特定の条件の成立)に際して「右打ち」を実施することで、当該大当り状態で行なわ
れるラウンド遊技を早く消化して短時間で多くの賞球を獲得し得る有利な遊技を行ない得
るよう構成されている。これに対し、特定条件が不成立の場合(遊技状態が通常状態の場
合)には、「右打ち」を実施したとしても遊技者に有利な遊技が行なわれない(逆にパチン
コ球Ｐが早く消費されて遊技者にとっては不利となる)ことから、該特定条件が不成立の
場合にはパチンコ球Ｐを第１経路２０ａへ打ち出す「左打ち」を実施することで、所定の
遊技が行なわれるよう構成されている。このように、遊技者が遊技状態(特定条件の成立
・不成立)に応じて前記操作ハンドル１８を操作してパチンコ球Ｐの打ち出し位置を変更
するよう構成することで、遊技者に能動的な遊技参加を促し、遊技の興趣を高めるように
なっている。そして、実施例において特定条件の成立とは、パチンコ球Ｐを第２経路２０
ｂへ打ち出す「右打ち」を実施するのに適した条件の成立をいうものである。
【００２６】
(設置部材３６について)
　前記設置部材３６は、略矩形状の背面板３６ａと、該背面板３６ａの外周縁部から前方
に突出する画壁部３６ｂ(図５参照)とから前方に開口した箱状に形成されて、該画壁部３
６ｂの開口前端部を前記遊技盤１２の裏面に当接させた状態で、当該遊技盤１２と設置部
材３６とがネジにより固定される。なお、設置部材３６における前端の大きさおよび形状
が、前記遊技盤１２の外郭形状と略整合するよう形成されている。そして、前記設置部材
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３６において前記遊技盤１２との間に画成される空間に、図４に示す如く、各種の可動演
出装置３７や各種の発光装置３８,３９,４０,４１や各種の飾り部材９７,９８等が設置さ
れて、設置部材３６を基材とする１つのユニットとして扱い得るようになっている。また
、前記設置部材３６の背面板３６ａには、前記枠状装飾部材２７の窓口２７ａと前後に整
列する位置に、略矩形状の開口部３６ｃが前後に開口するよう開設されると共に、該背面
板３６ａの裏側に前記図柄表示装置１４が着脱自在に取付けられて、該開口部３６ｃを介
して図柄表示装置１４の表示部が遊技盤１２の前側に臨むようになっている。
【００２７】
(枠状装飾部材２７について)
　前記遊技盤１２に配設される前記枠状装飾部材２７は、図２、図６、図７に示すように
、前記遊技盤１２に開設された前記第１装着口１２ａに沿って延在する環状に形成された
薄板状の固定板４２と、該固定板４２の開口内周に沿って後方へ突出する内周壁部４３と
、該固定板４２の開口内周に沿って設けられて、遊技盤１２の前面より前方へ突出する庇
部４４とを備える。そして、枠状装飾部材２７は、第１装着口１２ａ内に内周壁部４３を
挿入した状態で、遊技盤１２に固定板４２が前側からネジ止めされている。前記固定板４
２、内周壁部４３および庇部４４の夫々は一体に樹脂形成する構成であっても、別部材と
して形成する構成であってもよい。
【００２８】
(ステージ４５について)
　前記枠状装飾部材２７には、図６に示す如く、窓口２７ａの下側(枠状装飾部材２７の
内周下縁部)に、光透過性のステージ４５が配設されると共に、窓口２７ａの左側に、前
記第１経路２０ａ(遊技領域２０)に球入口４６ａを開口して該第１経路２０ａを流下する
パチンコ球Ｐを取り込む球導入部４６が設けられ、該球導入部４６の球出口４６ｂがステ
ージ４５に連通するよう構成される。そして、球導入部４６の球出口４６ｂからステージ
４５に通出されたパチンコ球Ｐは、ステージ４５上を左右に転動した後に、前記各入賞装
置２８,２９,３０,３１が配設されている遊技領域２０に排出される。すなわち、ステー
ジ４５は、球導入部４６を通過したパチンコ球Ｐを一時的に受け入れ、該パチンコ球Ｐの
流下方向を振り分けるよう構成されている。
【００２９】
　前記ステージ４５は、図８,図９,図１０に示す如く、左右方向に延在し、前記球導入部
４６から通出されたパチンコ球Ｐが左右方向に転動可能な上段球転動部４７と、該上段球
転動部４７より下方位置において左右方向に延在して設けられ、上段球転動部４７から後
述する球通過口５７,５８を通過したパチンコ球Ｐが左右方向に転動可能な下段球転動部
４８とを備える２段構成となっている。そして、ステージ４５に通入したパチンコ球Ｐは
、最終的には下段球転動部４８の前縁(後述する球排出口５９)から遊技領域２０に排出さ
れる。
【００３０】
　前記上段球転動部４７は、図８に示す如く、全体が下方に突出する凹形状に形成された
ものであって、左右方向の中央部に位置する中央転動部分４９は上下方向に緩やかに起伏
する波形に形成され、該中央転動部分４９に接続する左転動部分５０は左方に向かうにつ
れて上方傾斜すると共に、該中央転動部分４９に接続する右転動部分５１は右方に向かう
につれて上方傾斜するよう形成される。そして、前記球導入部４６から通出されるパチン
コ球Ｐは、左転動部分５０を中央転動部分４９に向けて転動し、該中央転動部分４９上の
パチンコ球Ｐは、上下方向に変位しながら左右に転動するようになっている。なお、球導
入部４６からステージ４５に通出されるパチンコ球Ｐの勢いが強い場合は、パチンコ球Ｐ
は中央転動部分４９を通過して右転動部分５１に至り、該右転動部分５１から再び中央転
動部分４９に転動するよう構成される。実施例の上段球転動部４７における中央転動部分
４９は、上方に突出した凸形状部分(山状の部分)が１箇所設けられると共に、下方に突出
した凹形状部分(谷状の部分)を凸形状部分の左右両側部の２箇所に備えた起伏形状に形成
される。
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【００３１】
　前記枠状装飾部材２７には、図８および図９に示す如く、前記上段球転動部４７におけ
る左右の転動部分５０,５１の前端縁に沿って上方向に延在する第１前壁部５２が設けら
れ、該第１前壁部５２における左右の転動部分５０,５１から上方に延出する部分で、該
転動部分５０,５１を転動するパチンコ球Ｐが前方(遊技領域２０側)へ移動するのを規制
するよう構成される。また、枠状装飾部材２７には、上段球転動部４７における中央転動
部分４９の前端縁に沿って上方向に延在する第２前壁部５３が設けられ、該第２前壁部５
３における中央転動部分４９から上方に延出する部分で、該中央転動部分４９を転動する
パチンコ球Ｐが前方(遊技領域２０側)へ移動するのを規制するよう構成される。なお、第
２前壁部５３の高さ寸法は、第１前壁部５２より小さく設定され、後述する第２庇状部６
４との間に前開口部５３ａが形成されて、枠状装飾部材２７より下方の遊領域領２０に位
置する遊技釘２６等に当って跳ね上がったパチンコ球Ｐが、上段球転動部４７(中央転動
部分４９)へ入るのを許容し得るようになっている。
【００３２】
　前記枠状装飾部材２７には、上段球転動部４７における左右の転動部分５０,５１の後
端縁に沿って上方向に延在する第１後壁部５４が設けられ、該第１後壁部５４における左
右の転動部分５０,５１から上方に延出する部分で、該転動部分５０,５１を転動するパチ
ンコ球Ｐが遊技盤１２の後方(図柄表示装置１４の表示部側)へ移動するのを規制するよう
構成される。なお、図８に示す如く、上段球転動部４７における中央転動部分４９の後端
縁には上方向に延在する壁部はなく、該中央転動部分４９を転動するパチンコ球Ｐの後方
への移動を許容するよう構成されている。
【００３３】
　前記下段球転動部４８は、図８、図１０に示す如く、上段球転動部４７の真下に位置す
る前転動部分４８ａと、該前転動部分４８ａの後端縁に連続するよう形成されて上段球転
動部４７より後側に変位して位置する後転動部分４８ｂとを備える。前記枠状装飾部材２
７には、後転動部分４８ｂの左右の端縁に沿って上方向に延在する側壁部５５,５５が設
けられると共に、後転動部分４８ｂの後端縁に沿って上方向に延在する第２後壁部(仕切
板)５６が、両側壁部５５,５５間に亘って設けられている。そして、両側壁部５５,５５
および第２後壁部５６における後転動部分４８ｂから上方に延出する部分で、該後転動部
分４８ｂを転動するパチンコ球Ｐが遊技盤１２の後方(図柄表示装置１４の表示部側)へ移
動するのを規制するよう構成される。また両側壁部５５,５５は、前記第１後壁部５４,５
４における対応する中央側の端縁に夫々接続しており、ステージ４５上を転動するパチン
コ球Ｐが遊技盤１２の後方へ移動するのを、これら壁部５４,５４,５５,５５,５６で規制
している。なお、第２後壁部５６は、透明(光透過性)な合成樹脂材から形成されて、前記
設置部材３６に配設された後述する第４発光装置４１での発光により浮かび上がる図柄１
０７ａ,１０８ａやその他の発光演出を、該第２後壁部５６を透して前側から視認可能に
構成される。実施例では、ステージ４５上のパチンコ球Ｐの前方および後方への移動を規
制する全ての壁部５２,５３,５４,５４,５５,５５,５６が、透明(光透過性)な合成樹脂材
から形成されている。
【００３４】
　前記第２後壁部５６は、図３２に示す如く、前記上段球転動部４７(中央転動部分４９)
より上方に延在すると共に、該延在部分における左右方向の中央に、図８に示す如く、左
右方向に離間する一対の画壁５６ａ,５６ａが前方に向けて延出するよう形成される。両
画壁５６ａ,５６ａは、前端が上段球転動部４７における中央転動部分４９の後端縁に接
続すると共に、両画壁５６ａ,５６ａ間に画成された第１の球通過口５７を、中央転動部
分４９の奥側で開口するよう構成される。第１の球通過口５７は、１個のパチンコ球Ｐが
通過可能な幅寸法に設定されると共に、該第１の球通過口５７は、中央転動部分４９にお
ける凸形状部分の頂部に対応する上方位置で開口し、中央転動部分４９を転動するパチン
コ球Ｐが第１の球通過口５７に通入可能に構成される。なお、中央転動部分４９における
凸形状部分には、後方(第１の球通過口５７)に向けて下方傾斜する傾斜凹部４９ａが形成
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され、中央転動部分４９を左右方向に転動するパチンコ球Ｐの勢いが弱まって傾斜凹部４
９ａに到来した際には、該傾斜凹部４９ａによって該パチンコ球Ｐが第１の球通過口５７
に案内されるようになっている。また中央転動部分４９の奥側において、前記第１の球通
過口５７の左右両側には、左側の画壁５６ａと左側の側壁部５５との間、および右側の画
壁５６ａと右側の側壁部５５との間に第２の球通過口５８が夫々形成されており、中央転
動部分４９上のパチンコ球Ｐは、第１の球通過口５７および２つの第２の球通過口５８,
５８の何れかを通って下段球転動部４８に移動するよう構成される。
【００３５】
　前記両画壁５６ａ,５６ａ間には、図８に示す如く、前端から所定長さだけ後方の位置
に、上下方向に延在する後画壁５６ｂが設けられると共に、該後画壁５６ｂの前面には、
前端面が上方から下方に向かうにつれて後方傾斜する案内リブ５６ｃが設けられる。すな
わち、前記中央転動部分４９から第１の球通過口５７に通入したパチンコ球Ｐは、案内リ
ブ５６ｃによって下方に向けて案内されるようになっている。なお、両画壁５６ａ,５６
ａの下端は、前記後転動部分４８ｂの上面との間にパチンコ球Ｐが移動可能な隙間をあけ
て位置して、両画壁５６ａ,５６ａの下方において後転動部分４８ｂをパチンコ球Ｐが左
右方向に転動するのを許容するよう構成される。また実施例では、前記第１の球通過口５
７に通入して案内リブ５６ｃで案内されるパチンコ球Ｐは、前記下段球転動部４８におけ
る前後の転動部分４８ａ,４８ｂの境界位置に落下するようになっている。
【００３６】
　前記下段球転動部４８における前転動部分４８ａは、左右方向の幅寸法が、パチンコ球
Ｐの複数個分の広さ(実施例では３個分以上の広さ)に設定されると共に、該前転動部分４
８ａの前縁には、図８および図１０に示す如く、前転動部分４８ａの幅寸法で前後に開口
する球排出口５９が形成され、前転動部分４８ａを前側に向けて転動する全てのパチンコ
球Ｐが球排出口５９から遊技領域２０に排出されるよう構成される。なお、前転動部分４
８ａは、球排出口５９に向けて下方傾斜している。また、前転動部分４８ａにおける左右
方向の中央であって、前記第１の球通過口５７の下方に臨む位置に、左右方向に離間する
一対の突条６０ａ,６０ａを前後方向に延在するよう形成して構成された球排出経路部６
０が設けられている。この球排出経路部６０は、一対の突条６０ａ,６０ａが略球１個分
の幅で離間して、１個のパチンコ球Ｐを球排出口５９まで案内し得るよう構成される。ま
た、前転動部分４８ａの上方に対向する壁(上段球転動部４７の底面)と突条６０ａの上端
との離間寸法は、パチンコ球Ｐの直径より大きく設定されてパチンコ球Ｐが該突条６０ａ
が越えることが可能に構成されて、球排出経路部６０と、該球排出経路部６０の左右両側
の前転動部分４８ａとの間でのパチンコ球Ｐの移動を許容し得るようになっている。
【００３７】
　ここで、前記球排出経路部６０における球排出口５９に臨む前端(下流端)は、前記始動
入賞装置２８に設けた第１始動入賞口２８ａの鉛直上方に位置して(図２、図１０参照)、
球排出経路部６０で案内されて球排出口５９から排出されるパチンコ球Ｐは、第１始動入
賞口２８ａに入賞し易くなっている。これに対し、球排出経路部６０を挟んで左右両側に
位置する前転動部分４８ａにおける球排出口５９に臨む前端(下流端)は、第１始動入賞口
２８ａに対して左右に偏倚して位置しており、球排出経路部６０を挟んで左右両側の前転
動部分４８ａを転動して球排出口５９から排出されるパチンコ球Ｐは、第１始動入賞口２
８ａに入賞し難くなっている。
【００３８】
　前記後転動部分４８ｂの左右方向の幅寸法は、図１０に示す如く、前記前転動部分４８
ａより広く設定されると共に、該後転動部分４８ｂは、全体が下方に突出する弧状に形成
されている。また後転動部分４８ｂには、左右方向の中央位置に、前側に向けて下方傾斜
する中央傾斜凹部６１ａが形成されると共に、該中央傾斜凹部６１ａの左右両側に、前側
に向けて下方傾斜する側部傾斜凹部６１ｂ,６１ｂが形成されている。中央傾斜凹部６１
ａの前端は、前記球排出経路部６０の後端に接続し、該中央傾斜凹部６１ａを前側に向け
て転動するパチンコ球Ｐは、球排出経路部６０に入り易くなっている。これに対し、各側
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部傾斜凹部６１ｂの前端は、前転動部分４８ａにおける球排出経路部６０の左側または右
側の部位の後端に接続し、該側部傾斜凹部６１ｂを前側に向けて転動するパチンコ球Ｐは
、球排出経路部６０に入り難くなっている。
【００３９】
　前記中央傾斜凹部６１ａおよび２つの側部傾斜凹部６１ｂ,６１ｂの後端は、前記第２
後壁部５６から所定長さ前側に位置するよう設定されて、これら凹部６１ａ,６１ｂ,６１
ｂの後側の後転動部分４８ｂをパチンコ球Ｐが凹部６１ａ,６１ｂ,６１ｂに入り込むこと
なく左右方向に転動可能に構成される。すなわち、前記上段球転動部４７から後転動部分
４８ｂに移動したパチンコ球Ｐは、中央傾斜凹部６１ａから球排出経路部６０に入り得る
ようになっている。後転動部分４８ｂは、前記３つの傾斜凹部６１ａ,６１ｂ,６１ｂを形
成することで、上下の起伏が左右方向で繰り返すようになっており、該後転動部分４８ｂ
を左右方向に転動するパチンコ球Ｐは上下方向にも変位する。また、中央傾斜凹部６１ａ
および２つの側部傾斜凹部６１ｂ,６１ｂは、何れも後端から前端に向かうにつれて深さ
が大きくなり、各前端の底部分が前記前転動部分４８ａの後端より僅かに高い位置に位置
するよう設定されている。なお、中央傾斜凹部６１ａと各側部傾斜凹部６１ｂとの間にお
ける上方に突出した凸形状部分(山状の部分)の前端は、前記球排出経路部６０の各突条６
０ａの後端に対応して位置すると共に、該凸形状部分の頂部は突条６０ａより高に位置に
位置している。このように構成することで、各側部傾斜凹部６１ｂに入ったパチンコ球Ｐ
が凸形状部分を越える勢いがあれば、球排出経路部６０へ入ることは可能になっている。
【００４０】
　図８および図９に示す如く、前記上段球転動部４７における中央転動部分４９の各凹形
状部分に対応する後端縁に、後方に向けて延在する張出し部６２が夫々形成されている。
左側の張出し部６２の上面には、中央転動部分４９から張出し部６２に移動したパチンコ
球Ｐを左方に案内する案内片６２ａが突設されると共に、右側の張出し部６２の上面には
、中央転動部分４９から張出し部６２に移動したパチンコ球Ｐを右方に案内する案内片６
２ａが突設される。すなわち、中央転動部分４９から各張出し部６２に移動したパチンコ
球Ｐは、対応する案内片６２ａによって前記下段球転動部４８の後転動部分４８ｂにおけ
る左右方向の端部側に向けて案内されるようになっている。なお、前記画壁５６ａ,５６
ａと張出し部６２,６２との間の第２の球通過口５８を通過したパチンコ球Ｐは、前記側
部傾斜凹部６１ｂ上に落下するよう設定されている。
【００４１】
(庇状部６３,６４について)
　前記第１後壁部５４の上端縁に、前方に向けて延在する透明な第１庇状部６３が設けら
れている。また、前記第２後壁部５６の上端縁に、前方に向けて延在する透明な第２庇状
部(庇状部)６４が設けられている。第２庇状部６４は、図６に示す如く、上庇状部分６４
ａと、該上庇状部分６４ａの左右両端に連設された側庇状部分６４ｂ,６４ｂとから下向
きの略コ字状に形成されて、各側庇状部分６４ｂに前記側壁部５５および第１庇状部６３
が連設されている。上庇状部分６４ａに対して左右の側庇状部分６４ｂ,６４ｂは、下方
に向かうにつれて外方に傾斜するよう連設される。また上庇状部分６４ａは、図３１、図
３２に示す如く、第２後壁部５６から前側に向かうにつれてステージ４５(上段球転動部
４７)から離間するように上方傾斜し、左右の両側庇状部分６４ｂ,６４ｂは、上庇状部分
６４ａが傾斜するのに合わせて第２後壁部５６から前側に向かうにつれて相互に離間する
方向に傾斜するよう構成される。なお、前記左右の側壁部５５,５５についても、第２後
壁部５６から前側に向かうにつれて相互に離間する方向に傾斜するよう構成されている。
すなわち、第２後壁部５６の前側において左右の側壁部５５,５５および第２庇状部６４
とで画成される空間が、第２後壁部５６から前側に向かうにつれて上方および左右方向に
広がり、前側からの第２後壁部５６の視認性が向上するよう構成されている。
【００４２】
　前記第１庇状部６３および第２庇状部６４の前端部は同一位置に位置すると共に、該前
端部は、図３１、図３２に示す如く、前記透視保護板１５ａの裏面に近接するよう位置決
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めされている。第１庇状部６３および第２庇状部６４の前端部と透視保護板１５ａとの隙
間は、パチンコ球Ｐの直径より小さく設定されており、遊技領域２０を流下するパチンコ
球Ｐが、前記枠状装飾部材２７の窓口２７ａから後方へ移動するのを両庇状部６３,６４
で確実に防止するよう構成されている。
【００４３】
(庇部４４について)
　前記枠状装飾部材２７の庇部４４は、枠状装飾部材２７(固定板４２)の左側縁の中間位
置から上縁および右下縁に亘って連続して延在するよう設けられており、図柄表示装置１
４の前面側を横切ってパチンコ球Ｐが流下(落下)するのを規制している。また庇部４４は
、最上部位置から左右方向に下方傾斜するよう形成されて、遊技領域２０に打ち出された
パチンコ球Ｐが庇部４４上で滞ることなく前記枠状装飾部材２７の左側方または右側方へ
誘導案内されるよう形成されている。以下の説明では、前記庇部４４について、図６に示
す如く、前記枠状装飾部材２７の最上部から左側縁に沿って下方傾斜するよう延在する部
分を左傾斜庇部分６５と指称し、該枠状装飾部材２７の最上部から右側縁に沿って下方傾
斜するよう延在する部分を右傾斜庇部分６６と指称して便宜上区別することもある。
【００４４】
　すなわち、前記遊技盤１２に画成された遊技領域２０には、前記枠状装飾部材２７の左
側方をパチンコ球Ｐが流下する第１経路(第１球流下経路)２０ａ、および該枠状装飾部材
２７の右側方をパチンコ球Ｐが流下する第２経路２０ｂが設けられており、前記庇部４４
の左傾斜庇部分６５に到来したパチンコ球Ｐが第１経路２０ａを流下し、該庇部４４の右
傾斜庇部分６６に到来したパチンコ球Ｐが第２経路２０ｂを流下するようになっている。
換言すると、前記打球発射装置により遊技領域２０内に発射されたパチンコ球Ｐは、到達
位置に応じて前記枠状装飾部材２７およびレール部材２３(内レール２２,２３)の間に形
成される第１経路２０ａか、或いは枠状装飾部材２７および盤面飾り部材２２(内レール
２２,２３)の間に形成される第２経路２０ｂの何れかを流下する。
【００４５】
(右傾斜庇部分６６について)
　前記右傾斜庇部分６６は、図１１に示す如く、前記外レール２１と盤面飾り部材２２と
の接続位置に対応する位置を始端として枠状装飾部材２７の上下方向の略中間位置までに
亘って略一定の曲率で湾曲するように延在する上部庇部分６６ａと、該上部庇部分６６ａ
の下端に接続されて所定長さに亘り枠状装飾部材２７の窓口２７ａ側に凹むように形成さ
れた中部庇部分６６ｂと、該中部庇部分６６ｂの下端に接続されて前記始動入賞装置２８
側に向けて略直線状に下方傾斜する下部庇部分６６ｃとを備える。
【００４６】
(第１の減勢部６７について)
　図６に示すように、前記右傾斜庇部分６６における上部庇部分６６ａの外周面には、前
後方向へ延在する突条の第１の減勢部(減勢部)６７が外方(第２経路２０ｂ側)へ突出する
よう複数箇所(実施例では２箇所)に形成されている。また、前記外レール２１と盤面飾り
部材２２との接続位置より下側において前記第２経路２０ｂを形成する前記枠状装飾部材
２７(上部庇部分６６ａ)と盤面飾り部材２２との間は、パチンコ球１個分の幅寸法より大
きく、かつパチンコ球２個分の幅寸法より小さな幅寸設に設定されている。第２経路２０
ｂにおいて、幅寸法がパチンコ球１個分の幅寸法より大きく、かつパチンコ球２個分の幅
寸法より小さな幅寸設に設定された領域について、減勢経路部(第２球流下経路)２０ｃと
指称して区別する場合もある。すなわち、前記特定条件成立時に第２経路２０ｂへ打ち出
されたパチンコ球Ｐが、前記上部庇部分６６ａに沿って減勢経路部２０ｃを転動した際に
、前記第１の減勢部６７に接触することで減勢されるよう構成してある。
【００４７】
　また、前記第１の減勢部６７は、図６および図１１に示す如く、外方(第２経路２０ｂ)
に向けて三角形状に突出するリブからなり、上部庇部分６６ａの外周面から該第１の減勢
部６７の第２経路２０ｂ(減勢経路部２０ｃ)側の突出端までの突出寸法は、パチンコ球Ｐ
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の半分の幅寸法(パチンコ球Ｐの半径)より小さく設定される。すなわち、第１の減勢部６
７の前記突出寸法をパチンコ球Ｐの半分の幅寸法より大きくすると、上部庇部分６６ａに
沿って転動するパチンコ球Ｐが第１の減勢部６７に接触した際に勢いが大きく減勢されて
しまい、第２経路２０ｂ(減勢経路部２０ｃ)でのパチンコ球Ｐの流れが滞るおそれがある
。従って、第１の減勢部６７の突出寸法をパチンコ球Ｐの半分の幅寸法より小さく設定す
ることで、第２経路２０ｂ(減勢経路部２０ｃ)でのパチンコ球Ｐの流れを滞らせることな
く、該パチンコ球Ｐの勢いを適度に減勢し得るようになっている。
【００４８】
(第２の減勢部７５および第３の減勢部６９について)
　前記中部庇部分６６ｂは、実施例では、枠状装飾部材２７における庇部４４および固定
板４２を一部切欠き、該切欠き部に装飾品を兼ねる庇部品６８を嵌め合わせた状態で枠状
装飾部材２７に複数箇所でネジ止めすることで構成されている。この庇部品６８は、図１
２～図１５に示す如く、前記上部庇部分６６ａの下端に連設する第３の減勢部として機能
する案内壁６９と、該案内壁６９の下端から枠状装飾部材２７の窓口２７ａ側に向けて延
在する上壁７０および該上壁７０の左端から下方に向けて延在して前記下部庇部分６６ｃ
に接続する側壁７１とを備える。また、庇部品６８における案内壁６９の後端には、第２
経路２０ｂ側に延在する固定部７２が一体に設けられ、該固定部７２は遊技盤１２にネジ
止め固定される。なお、庇部品６８の固定部７２は、枠状装飾部材２７の切欠かれた固定
板４２の下端に連続するように位置すると共に、該固定部７２および固定板４２の前面は
面一となっており、固定板４２と固定部７２との間で段差が生じないよう構成される。
【００４９】
　前記庇部品６８における案内壁６９の第２経路２０ｂに臨む外面は、上部庇部分６６ａ
の外周面から前記窓口２７ａ側に変位した位置で上下方向に延在している。また庇部品６
８には、案内壁６９との間に上下方向に開口する通路７３を画成する通路形成部材７４が
取付けられている。この通路形成部材７４は、図１３、図１５に示す如く、案内壁６９か
ら右方に離間して対向する第２の減勢部として機能する側壁部７５と、該側壁部７５の前
端から案内壁６９側に向けて前記固定部７２と平行に延在する取付部７６とを備える。ま
た、取付部７６の延出端部に、後方に向けて延出する固定用突部７６ａが突設されると共
に、側壁部７５の後端に位置決めピン７５ａが突設されている。一方、庇部品６８には、
案内壁６９の左側(窓口２７ａ側)に、前方に開口する凹部６８ａが形成されると共に、該
凹部６８ａの底部(後端部)にネジ用通孔６８ｂが形成されている。また、前記固定部７２
の右端部に位置決め孔７２ａが形成されると共に、該位置決め孔７２ａを挟む上下両側に
ネジ用通孔７２ｂが夫々形成されている。そして、固定用突部７６ａを凹部６８ａに嵌挿
すると共に、位置決めピン７５ａを位置決め孔７２ａに嵌挿したもとで、各ネジ用通孔６
８ｂ,７２ｂに挿通したネジを対応する固定用突部７６ａおよび側壁部７５に形成したネ
ジ孔に螺挿することで、案内壁６９、固定部７２、側壁部７５および取付部７６によって
上下方向に開口する通路７３を画成した状態で、庇部品６８に通路形成部材７４が位置決
め固定される。案内壁６９と側壁部７５との間に画成される通路７３の幅は、パチンコ球
Ｐの通過を許容する球１個分の寸法(実際には球１個分より僅かに大きく、パチンコ球Ｐ
のスムーズな通過を許容する寸法)に設定され、前記上部庇状部６６ａを転動してくるパ
チンコ球Ｐが該通路７３を通過して下側に移動するよう構成される。
【００５０】
　前記通路形成部材７４を固定した庇部品６８を枠状装飾部材２７に配設した状態で、通
路形成部材７４の側壁部７５は、上部庇部分６６ａの外周面に沿って転動してくるパチン
コ球Ｐの流下経路上に位置し、該上部庇部分６６ａの外周面に沿って転動してくるパチン
コ球Ｐは側壁部７５に接触して流下方向が庇部品６８の案内壁６９に向けて変更させられ
るようになっている。すなわち、側壁部７５に接触したパチンコ球Ｐは、案内壁６９に接
触して通路７３を通過するよう構成される。前記側壁部７５の上端面は、前記盤面飾り部
材２２側から案内壁６９側に向けて下方傾斜するよう形成されて、該側壁部７５の上端面
に接触したパチンコ球Ｐがスムーズに案内壁６９に向けて変位されるようにしてある。な
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お、実施例では庇部品６８および通路形成部材７４を別体で形成して枠状装飾部材２７に
配設したが、該庇部品６８および通路形成部材７４を枠状装飾部材２７に一体形成しても
よい。また実施例では、前記案内壁６９と側壁部７５との間に画成される通路７３の下端
までが前記減勢経路部２０ｃとして設定され、該減勢経路部２０ｃの下流端部に第２の減
勢部である側壁部７５および第３の減勢部である案内壁６９が位置している。
【００５１】
　なお、前記第２経路２０ｂを形成する前記枠状装飾部材２７の中部庇部分６６ｂと盤面
飾り部材２２との間は、図１１に示す如く、前記減勢経路部２０ｃの通路幅より広く、該
減勢経路部２０ｃ(通路７３)を通過したパチンコ球Ｐは、左右方向に大きく移動可能に構
成される。また、第２経路２０ｂを形成する枠状装飾部材２７の下部庇部分６６ｃは、後
述する右前飾り部材３３の延出壁９４ｃの上方に対向し、該下部庇部分６６ｃと延出壁９
４ｃとの間は、前記減勢経路部２０ｃの通路幅と略同一に設定され、第２経路２０ｂを流
下するパチンコ球Ｐは、全て右前飾り部材３３の延出壁９４ｃで左方(始動入賞装置２８
側)に向けて案内されるようになっている。
【００５２】
(球通過ゲート３４について)
　前記球通過ゲート(遊技部品)３４は、遊技盤１２に設けられた前記第５装着口１２ｆに
一部が挿入された状態で、遊技盤１２に前側からネジ止めされている。図１６、図１７に
示す如く、前記球通過ゲート３４は、遊技盤１２に取付けられる本体部７７と、該本体部
７７に対して着脱自在に取付けられる装飾部材７８と、該本体部７７に着脱自在に配設さ
れる検出スイッチ(検出手段)３５とを備える。球通過ゲート３４は、図１１に示す如く、
前記減勢経路部２０ｃより下流側の第２経路２０ｂに位置して、減勢経路部２０ｃを通過
したパチンコ球Ｐが通過するようになっている。
【００５３】
(本体部７７について)
　前記球通過ゲート３４の本体部７７は、図１６～図２１に示す如く、遊技盤１２に前側
から取付けられる基部７９と、該基部７９に設けられて遊技盤１２の前面から前側に突出
して前記遊技領域２０に位置する支持部８０とを備える。基部７９は、前記第５装着口１
２ｆを前面から覆い得る寸法に設定した平板状の台板７９ａを備え、該台板７９ａには前
後方向に貫通するスイッチ装着孔７９ｂが開設されている。また台板７９ａの裏面には、
スイッチ装着孔７９ｂを囲繞する筒状の挿入筒部７９ｃが突設され、該挿入筒部７９ｃを
第５装着口１２ｆに前側から挿入すると共に台板７９ａの裏面を遊技盤１２の前面に当接
した状態で、該台板７９ａを複数箇所で遊技盤１２にネジ止めすることで、本体部７７が
遊技盤１２に固定される。なお、台板７９ａの裏面には、挿入筒部７９ｃを挟む左右両側
に位置決めピン７９ｄが夫々突設され、該位置決めピン７９ｄを遊技盤１２に設けた対応
する位置決め孔(図示せず)に挿入することで、本体部７７は遊技盤１２に正確に位置決め
されるようになっている。
【００５４】
　前記支持部８０は、台板７９ａにおけるスイッチ装着孔７９ｂを挟む左右両側から前方
に延在する一対の支持片８０ａ,８０ａから構成され、各支持片８０ａには、他方の支持
片８０ａとの対向面側に開放すると共に前後方向に延在する溝部８１が夫々形成されてい
る。該溝部８１は、図１６に示す如く、正面視において横向き凸状に形成されており、実
施例では支持片８０ａの対向面から離間する側に位置する上下寸法の小さな溝部分を第１
溝８１ａと称し、対向面側に位置する上下寸法の大きな溝部分を第２溝８１ｂと指称する
ものとする。両支持片８０ａ,８０ａにおける両第１溝８１ａ,８１ａ間の離間寸法Ｌ１は
、前記装飾部材７８における後述する一対の取付片８５ａ,８５ａにおける離間寸法Ｍ１
と対応するのに対し、両第２溝８１ｂ,８１ｂ間の離間寸法Ｌ２は、前記検出スイッチ３
５の左右方向の幅寸法Ｍ２に対応するよう設定されている。また両支持片８０ａ,８０ａ
の対向面間の離間寸法は、パチンコ球Ｐの直径より大きく設定され、両支持片８０ａ,８
０ａの間に形成される上下方向に開口する球通過口(開口部)８２を、遊技領域２０(第２
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経路２０ｂ)を流下するパチンコ球Ｐが通過し得るようになっている。
【００５５】
　ここで、一方(実施例では右側)の支持片８０ａにおける第１溝８１ａを画成する下壁の
前端面は、図１６、図２１に示す如く、前側から後側に向かうにつれて上方傾斜する向き
規制面８０ｂとされており、該向き規制面８０ｂが、後述するように前記装飾部材７８の
逆付け防止手段として機能するよう構成される。また各支持片８０ａにおける第１溝８１
ａを画成する側壁の前端面には、外側から内側に向かうにつれて後方傾斜する傾斜案内面
８０ｃが夫々形成されており、装飾部材７８の後述する取付部８５の第１溝８１ａ,８１
ａに対する挿入を容易に行ない得るようにしてある。
【００５６】
　前記挿入筒部７９ｃの内周における左右両側は、各支持片８０ａの溝部８１に整合する
横向き凸状に夫々形成され(図１７参照)、各支持片８０ａの溝部８１に前側から挿通され
た前記装飾部材７８の後述する取付片８５ａ,８５ａおよび検出スイッチ３５の後部がス
イッチ挿着孔７９ｂを挿通可能に構成されている。また、挿入筒部７９ｃの内周における
左右両側には、各第１溝８１ａと対応する部分を更に外方に広げることで係合部７９ｅが
夫々形成され、該係合部７９ｅに対応する取付片８５ａの爪部８５ｂが係脱自在に係合す
るよう構成される(図１８、図１７参照)。
【００５７】
　前記挿入筒部７９ｃの後端に、図２０、図２１に示す如く、前記スイッチ装着孔７９ｂ
の下側において後方に向けて延在するスイッチ係止片８３が設けられ、該スイッチ係止片
８３の上面後端には、上方に突出する爪部８３ａが設けられている。このスイッチ係止片
８３は、スイッチ装着孔７９ｂに挿通された検出スイッチ３５を下側から支持すると共に
、爪部８３ａが検出スイッチ３５の後端に係合することで、該検出スイッチ３５の後方移
動を規制するよう構成される。
【００５８】
(装飾部材７８について)
　前記装飾部材７８は、図１６～図２１に示す如く、平板状で前面および外周面に装飾が
施された意匠体８４と、該意匠体８４の裏面に突設された取付部８５とを備える。取付部
８５は、左右方向に離間して後方に向けて所定長さで延在する弾性変形可能な一対の取付
片８５ａ,８５ａから構成され、各取付片８５ａにおける他方の取付片８５ａから離間す
る外側面の後端部に、外方に突出する爪部８５ｂが夫々設けられている。両取付片８５ａ
,８５ａにおける外側面間の離間寸法Ｍ１は、前記支持部８０における一対の第１溝８１
ａ,８１ａの離間寸法Ｌ１と略同一に設定されると共に、各取付片８５ａの上下寸法は第
１溝８１ａの上下寸法と略同一に設定されて、両取付片８５ａ,８５ａを対応する第１溝
８１ａ,８１ａに前側から挿入した際には略ガタ付きなく嵌挿されるようになっている。
また、取付片８５ａの意匠体８４裏面からの突出寸法は、図１８、図１９に示す如く、第
１溝８１ａに前側から取付片８５ａを挿入し、意匠体８４の裏面が前記支持片８０ａの前
面に当接した状態で、該取付片８５ａの爪部８５ｂが前記挿入筒部７９ｃの係合部７９ｅ
に係脱自在に係合するよう設定される。すなわち、前記爪部８５ｂ,８５ｂを対応する係
合部７９ｅ,７９ｅに係合して本体部７７に装飾部材７８を取付けた状態では、取付部８
５(両取付片８５ａ,８５ａおよび爪部８５ｂ,８５ｂ)は支持部８０(両支持片８０ａ,８０
ａ)で覆われて遊技領域２０に露出しないようになっている。なお、前記意匠体８４に施
される装飾としては、メッキや塗装、その他シールを貼着することで形成し得るが、彫刻
等によって立体的な装飾とすることで、他機種との差別化が図られて好適である。
【００５９】
　また、前記本体部７７に装飾部材７８を取付けた状態で支持部８０の前側に位置する意
匠体８４の前面は、前記透視保護板１５ａの裏面に近接し、遊技領域２０を流下するパチ
ンコ球Ｐが意匠体８４に接触する可能性は低くなっている(図２０、図２１参照)。ここで
、パチンコ機１０を遊技店の設置枠台に取付けた状態において遊技盤１２は上端側が後傾
するようになっており、遊技領域２０を流下するパチンコ球Ｐは遊技盤１２の前面(盤面)
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を転動して透視保護板１５ａに接触し難くなっている。すなわち、前記球通過ゲート３４
が配設されている領域(第２経路２０ｂ)を盤面に沿って流下するパチンコ球Ｐが盤面から
前方に延在する支持部８０に接触する可能性より、該パチンコ球Ｐが支持部８０の前側に
位置する意匠体８４に接触する可能性の方が低くなっている。
【００６０】
　なお、前記向き規制面８０ｂが形成された支持片８０ａの第１溝８１ａに挿入される一
方の取付片８５ａにおける意匠体８４側の根元部下面に、該向き規制面８０ｂの傾斜に対
応する後側から前側に向かうにつれて下方傾斜する傾斜面が形成された第１取付け規制部
(逆付け防止手段)８５ｃが突設されている(図１７参照)。すなわち、意匠体８４に施した
装飾の上下方向が正しい向きで支持片８０ａの第１溝８１ａに対応する一方の取付片８５
ａを挿入した場合は、向き規制面８０ｂと第１取付け規制部８５ｃの傾斜面とが整合当接
することで、取付片８５ａは意匠体８４の裏面が支持片８０ａの前面に当接する位置まで
挿入し得る。これに対し、意匠体８４に施した装飾の上下方向が不正となる向き(上下が
逆となる向き)で支持片８０ａの第１溝８１ａに取付片８５ａを挿入した場合は、第１取
付け規制部８５ｃが、向き規制面を形成していない支持片８０ａの上壁前端に当接して、
意匠体８４の裏面が支持片８０ａの前面に当接する位置までの取付片８５ａの挿入が阻ま
れるようになっている。
【００６１】
　また、前記第１取付け規制部８５ｃが設けられていない他方(実施例では左側)の取付片
８５ａにおける意匠体８４側の根元部内面に、図１８、図１９に示す如く、後側から前側
に向かうにつれて一方(右側)の取付片８５ａに近接するように傾斜する傾斜面が形成され
た第２取付け規制部８５ｄが突設されており、該第２取付け規制部８５ｄが、検出スイッ
チ３５の逆付け防止手段として機能するよう構成される。なお、第２取付け規制部８５ｄ
は、第１取付け規制部８５ｃが設けられている取付片８５ａに設けてもよく、検出スイッ
チ３５の後述する逆付け規制面３５ｃと対応する側に設けられていればよい。
【００６２】
(検出スイッチ３５について)
　前記球通過ゲート３４に配設される前記検出スイッチ３５は、図１６、図１７に示す如
く、矩形状のスイッチ本体３５ａに、略円形状をなす球通過孔３５ｂを備え、該球通過孔
３５ｂの内径は、パチンコ球Ｐの直径よりもやや大きく設定される。スイッチ本体３５ａ
の左右方向の幅寸法Ｍ２は、前記本体部７７の支持部８０における第２溝８１ｂ,８１ｂ
の離間寸法Ｌ２、すなわち第１溝８１ａ,８１ａに挿入された取付片８５ａ,８５ａの対向
面間の離間寸法と略同一に設定される。そして、検出スイッチ３５は、スイッチ本体３５
ａが前記本体部７７における挿入筒部７９ｃの後側からスイッチ装着孔７９ｂに挿入され
ると共に、該スイッチ本体３５ａの左右両端部が支持部８０の第２溝８１ｂ,８１ｂに挿
通支持された状態で本体部７７に取付けられる。また検出スイッチ３５は、スイッチ本体
３５ａの前端が本体部７７に取付けられている意匠板８４の裏面に当接した状態で、該ス
イッチ本体３５ａの後端に前記スイッチ係止片８３の爪部８３ａが係脱自在に係合するこ
とで、本体部７７に対して上下・左右・前後の位置決めがなされるようになっている(図
１８、図２０参照)。そして、検出スイッチ３５が本体部７７に取付けられた状態におい
て、前記球通過孔３５ｂは、前記支持部８０に形成された球通過口８２内に位置するよう
になっている。これにより、検出スイッチ３５は、球通過孔３５ｂ(球通過口８２)を通過
するパチンコ球Ｐを検出し得るよう構成される。そして、検出スイッチ３５は、パチンコ
球Ｐの通過を検出して球検出信号を前記制御装置に出力するようになっている。
【００６３】
　前記検出スイッチ３５が本体部７７に取付けられた状態において、前記スイッチ本体３
５ａの左右両側面が、図１８に示す如く、前記第１溝８１ａ,８１ａに挿入されている取
付片８５ａ,８５ａの内側面に当接し、該取付片８５ａ,８５ａの内側への弾性変形を規制
するよう構成される。すなわち、一対の取付片８５ａ,８５ａの間にスイッチ本体３５ａ
が存在している状態では、前記本体部７７に設けた係合部７９ｅから爪部８５ｂの係合を
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解除する取付片８５ａの内側への弾性変形が規制されており、本体部７７から装飾部材７
８の脱落は確実に防止されるようになっている。
【００６４】
　なお、前記スイッチ本体３５ａにおいて、前記装飾部材７８の第２取付け規制部８５ｄ
が設けられている他方の取付片８５ａと対応する前側の一方の角部には、第２取付け規制
部８５ｄに形成されている傾斜面に対応する前側から後側に向かうにつれて外方へ傾斜す
る逆付け規制面３５ｃが形成されている。すなわち、検出スイッチ３５の上下方向が正し
い向きでスイッチ本体３５ａの両側部が支持部８０の第２溝８１ｂ,８１ｂに挿通された
場合は、逆付け規制面３５ｃと第２取付け規制部８５ｄの傾斜面とが整合当接することで
、スイッチ本体３５ａは、後端に前記スイッチ係止片８３の爪部８３ａが係合する位置ま
で挿通し得る。これに対し、検出スイッチ３５の上下方向が不正となる向き(上下が逆と
なる向き)でスイッチ本体３５ａの両側部が支持部８０の第２溝８１ｂ,８１ｂに挿通され
た場合は、スイッチ本体３５ａの逆付け規制面３５ｃが形成されていない他方の角部が第
２取付け規制部８５ｄに当接することで、スイッチ本体３５ａは、後端に前記スイッチ係
止片８３の爪部８３ａが係合する位置までの挿通が阻まれるようになっている。
【００６５】
(第１発光装置３８について)
　前記ステージ４５における後転動部分４８ｂの下方で、前記始動入賞装置２８の後方に
配設された前記第１発光装置３８について説明する。第１発光装置３８は、図５、図２２
に示す如く、全体が金属メッキされた取付体８６を基本とし、該取付体８６が前記設置部
材３６の下側の背面板３６ａに前側からネジ止め固定される。取付体８６の中央部には、
始動入賞装置２８における遊技盤１２の後側に延出する部分の挿通を許容する下方に開口
する凹部８６ａが形成されている。また、取付体８６における凹部８６ａを挟む左右両側
に、複数の通孔８６ｂが形成されると共に、該取付体８６における凹部８６ａを挟む左右
両側の裏側には、各通孔８６ｂと対応する位置に光拡散部８７ａを設けた光透過性の光透
過部材８７が夫々配設されている。また取付体８６の裏側には、各光透過部材８７の裏面
に対向するように第１装飾用ＬＥＤ基板８８が夫々配設されており、該装飾用ＬＥＤ基板
８８に実装したＬＥＤ８８ａの光が光拡散部８７ａに照射されて、始動入賞装置２８の左
右両側の遊技領域２０を遊技盤１２を介して発光装飾するよう構成されている。
【００６６】
　前記取付体８６の上端部裏側には、図３１、図３２に示す如く、前記ステージ４５にお
ける後転動部分４８ｂの下側を後方に向けて略水平に延在する延出部８９が設けられてお
り、該延出部８９における後転動部分４８ｂの下方に対向する部位に、上下方向に貫通す
る複数の光透過孔８９ａが設けられている。また、延出部８９の下面に第２装飾用ＬＥＤ
基板９０が配設され、該基板９０には、各光透過孔８９ａと対応する位置にＬＥＤ９０ａ
が実装されている。すなわち、第２装飾用ＬＥＤ基板９０に設けたＬＥＤ９０ａを発光す
ることで、前記後転動部分４８ｂを下側から照明し得るようになっている。なお、取付体
８６には、パチンコ機１０裏側に配設された電源基板(図示せず)に電気的に接続するアー
ス線(図示せず)が接続されて、該取付体８６(第１発光装置３８)をアースしている。
【００６７】
(前飾り部材３２,３３について)
　前記左第４装着孔１２ｄに対応して遊技盤１２に配設される左前飾り部材(飾り部材)３
２は、図２３、図２５に示す如く、後側に開口する箱状に形成されて左第４装着孔１２ｄ
を前側から部分的に覆い得る第１箱状本体９１と、該第１箱状本体９１の後端において外
方に延出するように設けられた第１取付片９２と、該第１箱状本体９１に配設されて後方
へ所定長さ延出する第１導光部材９３とから構成される。そして、第１取付片９２を遊技
盤１２の前面に当接させ、該第１取付片９２を遊技盤１２に金属製(導電性)のネジでネジ
止めすることで、第１箱状本体９１が遊技領域２０に位置する状態で当該左前飾り部材３
２が遊技盤１２に固定される。第１箱状本体９１を遊技盤１２に固定した状態で、第１導
光部材９３が左第４装着孔１２ｄに挿入されると共に、該第１導光部材９３の後端は、遊
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技盤１２の裏面と略同一位置に位置している。なお、第１箱状本体９１は、前記左第４装
着口１２ｄにおいて、該第４装着口１２ｄに配設された前記左普通入賞装置３０により塞
がれていない部分を覆い得る寸法および形状に形成されると共に、該第１箱状本体９１に
は左普通入賞装置３０が部分的にネジ止め固定されている。
【００６８】
　前記第１箱状本体９１の前板９１ａには、複数の光透過部９１ｂが形成されている。こ
の光透過部９１ｂは、光透過性の合成樹脂材から形成された第１箱状本体９１に、非光透
過性の金属メッキや塗装で部分的に装飾を施し、該装飾を施していない部分として形成し
たり、あるいは前板９１ａに通孔を形成し、該通孔にレンズ部材等の透明部材を嵌め込む
等の各種の形態で形成される。前記第１導光部材９３は、非光透過性の合成樹脂材から形
成されると共に、第１箱状本体９１の各光透過部９１ｂに対応して前後方向に延在する光
導通路９３ａが前後に開口して設けられ、前記第２発光装置３９のＬＥＤ９９ａ(後述)か
らの光を各光導通路９３ａを介して第１箱状本体９１の光透過部９１ｂに導くよう構成さ
れる。また第１箱状本体９１の裏面には、前記光透過部９１ｂを除く部分に金属メッキが
施されており、前記第１取付片９２の金属メッキが施された裏面を遊技盤１２に当接する
ことで、該第１箱状本体９１(左前飾り部材３２)は遊技盤１２に対して電気的に導通状態
で取付けられている。なお、第１箱状本体９１の前板９１ａの外周縁から後側に延在する
延出壁９１ｃは、図２、図２３に示す如く、遊技領域２０を流下するパチンコ球Ｐが当接
可能な位置にあって、該パチンコ球Ｐを左普通入賞装置３０に向けて案内し得るよう構成
される。ここで、延出壁９１ｃの表面に金属メッキを施し、パチンコ球Ｐとの接触により
該パチンコ球Ｐに帯電している静電気を左前飾り部材３２に流し得るようにするのが好ま
しい。
【００６９】
　前記右第４装着口１２ｅに配設される右前飾り部材３３の構成は、基本的には前記左前
飾り部材３２と同じであって、図２６、図２８に示す如く、後側に開口する箱状に形成さ
れて右第４装着孔１２ｅを前側から部分的に覆い得る第２箱状本体９４と、該第１箱状本
体９４の後端において外方に延出するように設けられた第２取付片９５と、該第１箱状本
体９４に配設されて後方へ所定長さ延出する第２導光部材９６とから構成される。そして
、第２取付片９５を遊技盤１２の前面に当接させ、該第２取付片９５を遊技盤１２に金属
製(導電性)のネジでネジ止めすることで、第２箱状本体９４が遊技領域２０に位置する状
態で当該前右飾り部材３３が遊技盤１２に固定される。第２箱状本体９４を遊技盤１２に
固定した状態で、第２導光部材９６が右第４装着孔１２ｅに挿入されると共に、該第２導
光部材９６の後端は、遊技盤１２の裏面と略同一位置に位置している。なお、第２箱状本
体９４は、前記右第４装着口１２ｅにおいて、該右第４装着口１２ｅに配設された前記右
普通入賞装置３１により塞がれていない部分を覆い得る寸法および形状に形成されると共
に、該第２箱状本体９４には右普通入賞装置３１が部分的にネジ止め固定されている。
【００７０】
　前記第２箱状本体９４の前板９４ａには、前記第１箱状本体９１の形態と同様の複数の
光透過部９４ｂが形成されている。前記第２導光部材９６は、非光透過性の合成樹脂材か
ら形成されると共に、第２箱状本体９４の各光透過部９４ｂに対応して前後方向に延在す
る光導通路９６ａが前後に開口して設けられ、前記第３発光装置４０のＬＥＤ１０３ａ(
後述)からの光を各光導通路９６ａを介して第２箱状本体９４の光透過部９４ｂに導くよ
う構成される。また第２箱状本体９４の裏面には、前記光透過部９４ｂを除く部分に金属
メッキが施されており、前記第２取付片９５の金属メッキが施された裏面を遊技盤１２に
当接することで、該第２箱状本体９４(右前飾り部材３３)は遊技盤１２に対して電気的に
導通状態で取付けられている。なお、第２箱状本体９４の前板９４ａの外周縁から後側に
延在する延出壁９４ｃは、図２、図２６に示す如く、遊技領域２０を流下するパチンコ球
Ｐが当接可能な位置にあって、該パチンコ球Ｐを右普通入賞装置３１に向けて案内し得る
よう構成される。ここで、延出壁９４ｃの表面に金属メッキを施し、パチンコ球Ｐとの接
触により該パチンコ球Ｐに帯電している静電気を右前飾り部材３３に流し得るようにする
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のが好ましい。
【００７１】
(後飾り部材９７,９８について)
　前記第１発光装置３８における取付体８６の左側に、遊技盤１２に形成した前記左第４
装着口１２ｄの裏側に臨む左後飾り部材９７が、該取付体８６に金属性(導電性)のネジを
介してネジ止め固定されている。また、該取付体８６の右側に、遊技盤１２に形成した前
記右第４装着口１２ｅの裏側に臨む右後飾り部材９８が、該取付体８６に金属性(導電性)
のネジを介してネジ止め固定されている。左右の後飾り部材９７,９８は、前記設置部材
３６に対しても金属性(導電性)のネジを介してネジ止め固定されている。図５、図２２に
示す如く、左後飾り部材９７に、前記第２発光装置３９の後述する箱状体１０１を収容す
る収容開口９７ａが形成されると共に、右後飾り部材９８に、前記第３発光装置４０の後
述する箱状体１０５を収容する収容開口９８ａが形成されている。また左右の後飾り部材
９７,９８は、何れも透明な(光透過性の)合成樹脂材料で形成された本体部に、各種図柄
が塗装により形成されたり、あるいはメッキ等により不透明とされた各種装飾体を部分的
に配設して構成される。なお、実施例では、左右の後飾り部材９７,９８の一部に、他の
部材との接触により電気的に導通可能な金属メッキが施された導通部９７ｂ,９８ｂが設
けられている。
【００７２】
(第２発光装置３９について)
　前記左後飾り部材９７には、前記左第４装着口１２ｄの形成位置に対応して、前記左前
飾り部材３２の光透過部９１ｂを裏側から照明可能な前記第２発光装置３９が配設される
。この第２発光装置３９は、図５、図２２、図２４に示す如く、前面に複数のＬＥＤ(発
光体)９９ａを実装した第１飾り用発光基板(発光基板)９９と、該第１飾り用発光基板９
９の前面を覆った状態で該第１飾り用発光基板９９を保持する第１カバー体(カバー体)１
００とを備える。第１カバー体１００は、絶縁材料である透明な合成樹脂材から形成され
たものであって、平板状の板部の外周縁に後側に突出するよう壁部を形成した後方に開口
する箱状体１０１を備える。この箱状体１０１の板部には、第１飾り用発光基板９９に実
装したＬＥＤ９９ａと対応する位置に光透過部としての貫通孔１０１ａが前後に開口する
よう形成されている。また箱状体１０１には、壁部から内側に延出して第１飾り用発光基
板９９の外周縁部に係脱自在に係合する第１係止片(係合部)１０１ｂが一体で設けられる
。更に、箱状体１０１には、第１飾り用発光基板９９を挟んで第１係止片１０１ｂとは反
対側の位置に、第１飾り用発光基板９９の外周縁部に係脱自在に係合する弾性変形可能な
第１係合フック(係合部)１０１ｃが一体で設けられている。そして、第１係止片１０１ｂ
および第１係合フック１０１ｃが外周端部に係合した第１飾り用発光基板９９は、各ＬＥ
Ｄ９９ａが対応する貫通孔１０１ａ内に臨む状態で、箱状体１０１の内部に収容保持され
、第１カバー体１００と第１飾り用発光基板９９とは一体で取扱い得るようになっている
。すなわち、第１カバー体１００に対し、第１飾り用発光基板９９は絶縁材料からなる第
１係止片１０１ｂおよび第１係合フック１０１ｃによってのみ保持される。
【００７３】
　前記箱状体１０１の外周縁には、複数のフランジ部１０１ｄが、前記第１飾り用発光基
板９９が収容される部位から離間する外方に向けて延在するように形成される。そして、
箱状体１０１の各フランジ部１０１ｄを、前記設置部材３６に配設されている前記左後飾
り部材９７に対して金属性のネジ(導電性のネジ)１０２でネジ止めすることで、第２発光
装置３９が左後飾り部材９７に位置決め固定される。なお、前記第１カバー体１００は、
左後飾り部材９７の前記収容開口９７ａに箱状体１０１の後部側が収容された状態で、該
収容開口９７ａの外側においてフランジ部１０１ｄが左後飾り部材９７にネジ止めされて
いる。すなわち、左後飾り部材９７に対する第１カバー体１００のネジ止め位置は、該第
１カバー体１００に保持されている前記第１飾り用発光基板９９の保持部位から外側に離
間し、遊技盤１２側からネジ１０２に静電気が流れた際のＬＥＤ９９ａに及ぼす影響を少
なくし得るようになっている。



(21) JP 5814416 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

【００７４】
　ここで、前記設置部材３６を遊技盤１２の裏側に取付けた際に、図２５に示す如く、該
第２発光装置３９の第１カバー体１００の前面が前記第１導光部材９３の裏面に対向する
と共に、該第１導光部材９３の各導光通路９３ａの後側に夫々ＬＥＤ９９ａが対応して位
置し、該ＬＥＤ９９ａを発光することで、前記左前飾り部材３２の光透過部９１ｂを裏側
から照らし得るよう構成されている。
【００７５】
(第３発光装置４０について)
　前記右後飾り部材９８には、前記右第４装着口１２ｅの形成位置に対応して、前記右前
飾り部材３３の光透過部９４ｂを裏側から照明可能な前記第３発光装置４０が配設される
。この第３発光装置４０の基本構成は、前記第２発光装置３９と同じであって、図５、図
２２、図２７に示す如く、前面に複数のＬＥＤ(発光体)１０３ａを実装した第２飾り用発
光基板(発光基板)１０３と、該第２飾り用発光基板１０３の前面を覆った状態で該第２飾
り用発光基板１０３を保持する第２カバー体(カバー体)１０４とを備える。第１カバー体
１０４は、絶縁材料である透明な合成樹脂材から形成されたものであって、平板状の板部
の外周縁に後側に突出するよう壁部を形成した後方に開口する箱状体１０５を備える。こ
の箱状体１０５の板部には、第２飾り用発光基板１０３に実装したＬＥＤ１０３ａと対応
する位置に光透過部としての貫通孔１０５ａが前後に開口するよう形成されている。また
箱状体１０５には、壁部から内側に延出して第２飾り用発光基板１０３の外周縁部に係脱
自在に係合する第２係止片(係合部)１０５ｂが一体で設けられる。更に、箱状体１０５に
は、第２飾り用発光基板１０３を挟んで第２係止片１０５ｂとは反対側の位置に、第２飾
り用発光基板１０３の外周縁部に係脱自在に係合する弾性変形可能な第２係合フック(係
合部)１０５ｃが一体で設けられている。そして、第２係止片１０５ｂおよび第２係合フ
ック１０５ｃが外周端部に係合した第２飾り用発光基板１０３は、各ＬＥＤ１０３ａが対
応する貫通孔１０５ａ内に臨む状態で、箱状体１０５の内部に収容保持され、第２カバー
体１０４と第２飾り用発光基板１０３とは一体で取扱い得るようになっている。すなわち
、第２カバー体１０４に対し、第２飾り用発光基板１０３は絶縁材料からなる第２係止片
１０５ｂおよび第２係合フック１０５ｃによってのみ保持される。
【００７６】
　前記箱状体１０５の外周縁には、複数のフランジ部１０５ｄが、前記第２飾り用発光基
板１０３が収容される部位から離間する外方に向けて延在するように形成される。そして
、箱状体１０５の各フランジ部１０５ｄを、前記設置部材３６に配設されている前記右後
飾り部材９８に対して金属性のネジ(導電性のネジ)１０２でネジ止めすることで、第３発
光装置４０が右後飾り部材９８に位置決め固定される。なお、前記第２カバー体１０４は
、右後飾り部材９８の前記収容開口９８ａに箱状体１０５の後部側が収容された状態で、
該収容開口９８ａの外側においてフランジ部１０５ｄが右後飾り部材９８にネジ止めされ
ている。すなわち、右後飾り部材９８に対する第２カバー体１０４のネジ止め位置は、該
第２カバー体１０４に保持されている前記第２飾り用発光基板１０３の保持部位から外側
に離間し、遊技盤１２側からネジ１０２に静電気が流れた際のＬＥＤ１０３ａに及ぼす影
響を少なくし得るようになっている。なお、第３発光装置４０では、第２カバー体１０４
を右後飾り部材９８に固定するネジ１０２は、該右後飾り部材９８に設けた前記導通部９
８に接触している。また、右後飾り部材９８を前記設置部材３６に固定するネジに関して
も、該導通部９８に接触しており、遊技盤１２に帯電している静電気をネジ１０２および
導通部９８ｂを介して設置部材３６に逃し得るようになっている。なお、第２発光装置３
９に関しても、第３発光装置４０と同様にネジ１０２および左後飾り部材９７の導通部９
７ｂを介して静電気を設置部材３６に逃し得るよう構成してもよい。
【００７７】
　ここで、前記設置部材３６を遊技盤１２の裏側に取付けた際に、図２８に示す如く、該
第３発光装置４０の第２カバー体１０４の前面が前記第２導光部材９６の裏面に対向する
と共に、該第２導光部材９６の各導光通路９６ａの後側に夫々ＬＥＤ１０３ａが対応して
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位置し、該ＬＥＤ１０３ａを発光することで、前記右前飾り部材３３の光透過部９４ｂを
裏側から照らし得るよう構成されている。
【００７８】
(第４発光装置４１について)
　次に、前記ステージ４５の後方に配設された前記第４発光装置(演出装置)４１について
説明する。第４発光装置４１は、図２９～図３３に示すように、後方に開口する箱状の収
容部材１０６と、該収容部材１０６に内部画成した収容部１０６ａ,１０６ｂに収容され
る前後に重なる複数(実施例では２枚)の透明パネル(表示部材)１０７,１０８と、各透明
パネル１０７,１０８に対して外周端面側から光を照射する第１ＬＥＤ(第１発光体,別の
発光体)１０９ａ,１０９ｂを実装した第１発光基板(発光基板)１０９と、最後部の透明パ
ネル１０８に対して後面(板面)側から光を照射する第２ＬＥＤ(第２発光体,発光体)１１
０ａを実装した第２発光基板１１０とを基本的に備える。
【００７９】
(収容部材１０６について)
　前記収容部材１０６は、所要の装飾が施された前壁１１１と、該前壁１１１の外周縁か
ら後方に延在する前周壁１１２と、該前周壁１１２の左右両側縁から外側方に延在する後
壁１１３,１１３と、左右の後壁１１３,１１３の外周縁から後方に延在する後周壁１１４
とから、後方に開口する箱状に形成されている。そして、前壁１１１および前周壁１１２
とにより第１収容部１０６ａが画成されると共に、該第１収容部１０６ａの後方に連通す
る状態で左右の後壁１１３,１１３および後周壁１１４とにより第２収容部１０６ｂが画
成される。なお、第１収容部１０６ａの前後方向の奥行き寸法は、第２収容部１０６ｂの
前後方向の奥行き寸法より大きく設定される。
【００８０】
　前記収容部材１０６の前壁１１１には、前後方向に貫通する表示開口(可視部)１１１ａ
が、左右方向に離間して複数箇所(実施例では２箇所)に形成されている。そして、第４発
光装置４１を前記設置部材３６に配設した状態で、収容部材１０６の表示開口１１１ａ,
１１１ａが、前記ステージ４５における第２後壁部５６の後方に臨み、該第２後壁部５６
を透して表示開口１１１ａ,１１１ａ内を前側から視認し得るようになっている。実施例
では、第２後壁部５６において、前記画壁５６ａ,５６ａで画成される第１の球通過口５
７を挟む左右両側に表示開口１１１ａ,１１１ａが臨んでいる。なお、収容部材１０６は
、全体に金属メッキが施されて光を透過しないよう構成されており、前側からは表示開口
１１１ａ,１１１ａ内のみが視認可能に構成してある。また、第２後壁部５６の後方に臨
む両表示開口１１１ａ,１１１ａは、図３２に示す如く、前記第２庇状部６４の後端より
下方、すなわち第２庇状部６４における下面の後方への延長線Ｔより下方に位置するよう
設定されて、該第２庇部６４によって表示開口１１１ａ,１１１ａ内で行なわれる発光演
出(具体的には図柄１０７ａ,１０８ａの表示)が見え難くならないようになっている。
【００８１】
　前記収容部材１０６の前壁１１１の裏面には、図３０に示す如く、複数(実施例では３
つ)の第１取付け突部１１５が後方に所定長さで延出するよう設けられ、各第１取付け突
部１１５には、後側に開口するネジ孔が形成されている。実施例では、前壁１１１の上側
において左右方向に離間して２つの第１取付け突部１１５,１１５が設けられると共に、
該前壁１１１の下側において左右方向の略中央に１つの第１取付け突部１１５が設けられ
ている。また、第１収容部１０６ａにおける下部側を画成する前周壁１１２の左右方向(
前後方向と交差する方向)で対向する内面に、対向方向(第１収容部１０６ａ側)に開放す
る一対のガイド溝１１２ａ,１１２ａが前後方向に延在して形成される。なお、ガイド溝
１１２ａ,１１２ａは、後側に開放し、両ガイド溝１１２ａ,１１２ａに対して後側から第
１発光基板１０９を挿通し得るようになっている。前壁１１１と前周壁１１２との連設部
の１箇所に、第１収容部１０６ａに突出する嵌合突起１１６が設けられており、該嵌合突
起１１６は、後述するように前記複数の透明パネル１０７,１０８の取付け順および取付
け向きを規定するものとして機能する。なお、実施例の嵌合突起１１６の前後寸法は、第
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１透明パネル１０７の厚みと第１遮光部材１１９(後述)の厚みを合わせた値に設定される
。
【００８２】
　前記収容部材１０６における左右の後壁１１３,１１３に、後側に開口するネジ孔が形
成された第２取付け突部１１７と位置決めピン１１８とが夫々後方に向けて突設され、該
第２取付け突部１１７および位置決めピン１１８を介して第２発光基板１１０が第２収容
室１０６ｂに収容された状態で位置決め固定される。なお、収容部材１０６に第２発光基
板１１０を配設した状態で、該第２発光基板１１０と前周壁１１２における下部側の後端
面との間に隙間が画成されるよう構成され、該隙間を介して前記第１収容部１０６ａに収
容した第１発光基板１０９から導出する配線(図示せず)を後方に引き出し得るようにして
ある。
【００８３】
(透明パネル１０７,１０８について)
　前記収容部材１０６の第１収容部１０６ａには、図３１、図３２、図３３に示す如く、
前側から後側へ第１透明パネル１０７、第１遮光部材１１９、第２透明パネル１０８、第
２遮光部材１２０およびレンズ部材１２１の順に重ねた状態で収容されている。第１透明
パネル１０７は、透明で平板状の部材であって、前記収容部材１０６の前壁１１１に形成
した２つの表示開口１１１ａ,１１１ａに対応する位置に、外周端面から内部に導入され
る光が反射することで前側から視認可能となる第１図柄(図柄)１０７ａが夫々形成されて
いる。また第２透明パネル１０８は、第１透明パネル１０７と同じく透明で平板状の部材
であって、収容部材１０６の前壁１１１に形成した２つの表示開口１１１ａ,１１１ａに
対応する位置に、外周端面から内部に導入される光が反射することで前側から視認可能と
なる第２図柄(図柄)１０８ａが夫々形成されている。すなわち、実施例では第１透明パネ
ル１０７の第１図柄１０７ａと、第２透明パネル１０８の第２図柄１０８ａとが、対応す
る表示開口１１１ａの後側で夫々前後に重なるように位置している。実施例では、図２９
に示す如く、第１透明パネル１０７に、第１図柄１０７ａとして、数字の「１」と「２」
が形成されると共に、第２透明パネル１０８に、第２図柄１０８ａとして、数字の「３」
と「４」が形成されている。なお、各透明パネル１０７,１０８に形成される各図柄１０
７ａ,１０８ａは、数字に限らず、パチンコ機１０のモチーフとなるキャラクターに関連
する文字や図形等、その他のものであってもよい。
【００８４】
　ここで、前記第１および第２透明パネル１０７,１０８に対して前側および後側の板面(
前面,後面)から照射される光は、前記図柄１０７ａ,１０８ａで殆ど反射することなく透
過して、該図柄１０７ａ,１０８ａは前側から殆ど視認されないよう構成される。すなわ
ち、透明パネル１０７,１０８の図柄１０７ａ,１０８ａは、裏側に位置する第２ＬＥＤ１
１０ａからの光が裏面に照射されたときには浮かび上がるように表示されることなく、第
１ＬＥＤ１０９ａ,１０９ｂから照射された光が外周端面から内部に導入されたときに前
側から視認可能となって浮かび上がるように表示される。
【００８５】
　前記図柄１０７ａ,１０８ａの形成方法としては、レーザー彫刻方法等、各種の方法を
用いることができる。例えば、印刷基材の表面に印刷によってインクの凹凸からなる印刷
パターンを形成し、この印刷パターンを有する印刷基材を配置した成形金型を用いて透明
パネルを成形し、得られた透明パネルから印刷基材および印刷パターンを剥離することで
、インクによる凹凸の転写により形成された凸凹からなる図柄を表面に形成する方法。ま
た、フィルムの表面に、透明な紫外線硬化樹脂による転写用の凸模様と、その凸模様に施
した転写用の印刷インク層とを形成し、前記フィルムを凸模様の印刷インク層をキャビテ
ィに向けて配置した金型を用いてインモールド成形により透明パネルを成形し、得られた
透明パネルからフィルムを剥離することで、紫外線硬化樹脂による印刷インク層の転写に
より図柄を表面に形成する方法も採用可能である。
【００８６】
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　前記第１および第２透明パネル１０７,１０８には、図２９、図３０に示す如く、前記
収容部材１０６の前壁１１１に設けた３つの第１取付け突部１１５に対応する位置に、前
後方向に開口す貫通孔１０７ｂ,１０８ｂが夫々が形成されており、３つの第１取付け突
部１１５を対応する貫通孔１０７ｂ,１０８ｂに夫々挿通することで、第１および第２透
明パネル１０７,１０８は上下方向が正しい向きで収容部材１０６に対して取付けられる
。また第１透明パネル１０７には、収容部材１０６の前壁１１１に突設した前記嵌合突起
１１６に対応する位置に、該嵌合突起１１６が嵌合可能な位置決め凹部１０７ｃが形成さ
れており、該位置決め凹部１０７ｃに嵌合突起１１６が嵌合した状態で、該第１透明パネ
ル１０７は前後が正しい向きで収容部材１０６に取付けられるようになっている。これに
対し、第２透明パネル１０８には、前壁１１１の嵌合突起１１６に対応する位置に凹部は
形成されておらず、第２透明パネル１０８を第１透明パネル１０７より前側に取付けよう
としても、嵌合突起１１６がパネル板面に当接することで第２透明パネル１０８が傾いて
正しい姿勢で取付けられないよう構成される。なお、第２透明パネル１０８には、上下お
よび前後の各向きが正しい状態で、嵌合突起１１６と対向する側とは左右方向の反対側の
側端部に切欠部１０８ｃが形成されており、該切欠部１０８ｃは、前記複数の遮光部材１
１９,１２０の取付け順および取付け向きを規定するものとして機能する。
【００８７】
(遮光部材１１９,１２０について)
　前記第１遮光部材(遮光部材)１１９は、図２９、図３０に示す如く、前記両透明パネル
１０７,１０８と略同一外形形状に形成された非光透過性の平板状の部材であって、両透
明パネル１０７,１０８に形成された各図柄１０７ａ,１０８ａと対応する位置に、該図柄
１０７ａ,１０８ａを囲む寸法で前後方向に開口する第１開口部(開口部)１１９ａが夫々
開設されている。すなわち、両透明パネル１０７,１０８は、第１開口部１１９ａに対応
する部位(図柄１０７ａ,１０８ａの形成領域)を除く部分が非光透過性の第１遮光部材１
１９で隔てられて、第１開口部１１９ａ以外の部分での前後方向の光の透過は該第１遮光
部材１１９で阻止されるようになっている。なお、図柄の形成領域とは、実際に図柄が形
成されている部位のみを指すのではなく、該図柄を含む周囲の所定の領域を意味する。
【００８８】
　前記第１遮光部材１１９には、前記収容部材１０６の前壁１１１に設けた３つの第１取
付け突部１１５に対応する位置に、前後方向に開口す貫通孔１１９ｂが夫々が形成されて
おり、３つの第１取付け突部１１５を対応する貫通孔１１９ｂに夫々挿通することで、第
１遮光部材１１９は上下方向が正しい向きで収容部材１０６に対して取付けられる。また
、第１遮光部材１１９における収容部材１０６の前壁１１１に突設した嵌合突起１１６に
対応する位置に、該嵌合突起１１６が嵌合可能な位置決め凹部１１９ｃが形成され、該位
置決め凹部１１９ｃに嵌合突起１１６が嵌合した状態で、該第１遮光部材１１９は前後が
正しい向きで収容部材１０６に取付けられるようになっている。なお、第１遮光部材１１
９には、上下および前後の各向きが正しい状態で、嵌合突起１１６と対向する側とは左右
方向の反対側の側端部に、後側に突出する突起１１９ｄが形成されており、該突起１１９
ｄは、当該第１遮光部材１１９および該第１遮光部材１１９より後側に取付けられる第２
透明パネル１０８および第２遮光部材１２０の取付け向きを規定するものとして機能する
。
【００８９】
　前記第１遮光部材１１９は、該第１遮光部材１１９の前後に第１および第２透明パネル
１０７,１０８を重ねた状態で、両透明パネル１０７,１０８の下端から下方に延出する下
遮光部分１１９ｅが設けられている。この下遮光部分１１９ｅの下端は、第１遮光部材１
１９が収容部材１０６に取付けられた状態で、前記第１発光基板１０９の上面に近接して
、後述するように前第１ＬＥＤ１０９ａと後第１ＬＥＤ１０９ｂの配設位置を前後に仕切
り、前第１ＬＥＤ１０９ａの光が第２透明パネル１０８の外周端面に照射されるのを防ぐ
と共に、後第１ＬＥＤ１０９ｂの光が第１透明パネル１０７の外周端面に照射されるのを
防ぐよう構成される。
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【００９０】
　前記第２遮光部材(遮光部材,保持部材)１２０は、図２９、図３０に示す如く、第１遮
光部材１１９と同様に、前記両透明パネル１０７,１０８と略同一外形形状に形成された
非光透過性の平板状の部材であって、両透明パネル１０７,１０８に形成された各図柄１
０７ａ,１０８ａと対応する位置に、該図柄１０７ａ,１０８ａを囲む寸法で前後方向に開
口する第２開口部(開口部)１２０ａが夫々開設されている。第２遮光部材１２０には、前
記収容部材１０６の前壁１１１に設けた３つの第１取付け突部１１５に対応する位置に、
前後方向に開口す貫通孔１２０ｂが夫々が形成されており、３つの第１取付け突部１１５
を対応する貫通孔１２０ｂに夫々挿通することで、第２遮光部材１２０は上下方向が正し
い向きで収容部材１０６に対して取付けられる。また、第２遮光部材１２０における第１
遮光部材１１９の突起１１９ｄと対応する位置に、該突起１１９ｄが嵌合可能な位置決め
凹部１２０ｃが形成され、該位置決め凹部１２０ｃに突起１１９ｄが嵌合した状態で、該
第２遮光部材１２０は前後が正しい向きで収容部材１０６に取付けられるようになってい
る。
【００９１】
　前記第２遮光部材１２０の下端縁には、前記第２透明パネル１０８より下方に延出する
複数(実施例では２つ)の保持片１２０ｄが左右方向に離間して形成されている。この保持
片１２０ｄ,１２０ｄは、前記第１発光基板１０９の後端に当接して、該第１発光基板１
０９の後方移動を規制するべく機能する。
【００９２】
(レンズ部材１２１)
　前記レンズ部材１２１は、前記第２遮光部材１２０における２つの第２開口部１２０ａ
,１２０ａを後側から覆い得る寸法に設定される。このレンズ部材１２１の外周縁には、
図２９、図３０に示す如く、前記収容部材１０６の前壁１１１に設けた３つの第１取付け
突部１１５の夫々に対応する位置に、該第１取付け突部１１５の後端が嵌合する筒受部１
２１ａが設けられている。そして、各筒受部１２１ａに形成した通孔に後側から挿通した
ネジを、対応する第１取付け突部１１５のネジ孔に螺挿することで、当該レンズ部材１２
１が収容部材１０６に取付けられる。このとき、２枚の透明パネル１０７,１０８および
２枚の遮光部材１１９,１２０は、収容部材１０６の前壁１１１とレンズ部材１２１とで
挟持されて、これら４つの部材１０７,１０８,１１９,１２０は前後方向に相互に重なっ
た状態に保持されるようになっている(図３１、図３２、図３３参照)。なお、下部央央に
設けた筒受部１２１ａに、下方に延出する位置決め片１２１ｂが設けられ、該位置決め片
１２１ｂが第２遮光部材１２０の下端後部に後側から当接することで、該第２遮光部材１
２０の下端側での位置決めを行なうよう構成される。
【００９３】
　前記レンズ部材１２１には、第２遮光部材１２０の各第２開口部１２０ａと対応する位
置にレンズ部１２１ｃが夫々形成されると共に、各レンズ部１２１ｃの裏面には光拡散加
工が施されている(図３０参照)。そして、各レンズ部１２１ｃに、後述するように第２Ｌ
ＥＤ１１０ａからの光が照射され、該光が光拡散加工の作用によって拡散することで、前
記透明パネル１０７,１０８の図柄１０７ａ,１０８ａがより視認し難くなるよう構成され
る。実施例では、光拡散加工が施されたレンズ部１２１ｃが光拡散部となるが、板面に光
拡散加工のみを施してレンズ作用を奏しない部分を光拡散部としてもよい。
【００９４】
(第１発光基板１０９について)
　前記第１発光基板１０９は、前記収容部材１０６に形成した前記一対のガイド溝１１２
ａ,１１２ａに両側端縁を挿入したもとで、前端をガイド溝１１２ａ,１１２ａを画成する
前側の壁(前壁１１１)に当接すると共に、後端に前記第２遮光部材１２０の保持片１２０
ｄ,１２０ｄが当接した状態で、前記透明パネル１０７,１０８の下方に略水平姿勢で位置
決め保持される。第１発光基板１０９には、収容部材１０６に位置決め保持された状態で
、前記第１遮光部材１１９の下遮光部分１１９ｅより前側の領域に、前記第１透明パネル
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１０７の下端面(外周端面)に向けて光を照射する複数の前第１ＬＤＥ１０９ａが、該第１
透明パネル１０７に形成された各第１図柄１０７ａ,１０７ａに対応して実装されている
。そして、前第１ＬＥＤ１０９ａを発光することで、第１透明パネル１０７に下端面から
導入された光が第１図柄１０７ａで反射して、該第１図柄１０７ａが浮かび上がるように
表示される。実施例では、左右の各第１図柄１０７ａの下方に夫々４つの前第１ＬＥＤ１
０９ａが左右方向(第１透明パネル１０７の下端面の延在方向)に離間して実装されており
、以後の説明において左側の第１図柄１０７ａに対応する前第１ＬＥＤ１０９ａを左前第
１ＬＥＤと指称し、右側の第１図柄１０７ａに対応する前第１ＬＥＤ１０９ａを右前第１
ＬＥＤと指称する場合もある。
【００９５】
　前記左前第１ＬＥＤ１０９ａと右前第１ＬＥＤ１０９ａとは個別に点灯・消灯制御可能
に構成されており、左前第１ＬＥＤ１０９ａを点灯(発光)した場合は、左側の第１図柄１
０７ａが表示され、右前第１ＬＥＤ１０９ａを点灯(発光)した場合は、右側の第１図柄１
０７ａが表示され、左右の前第１ＬＥＤ１０９ａ,１０９ａを点灯(発光)した場合は、左
右の第１図柄１０７ａ,１０７ａが表示されるように構成されている。
【００９６】
　前記第１発光基板１０９には、前記第１遮光部材１１９の下遮光部分１１９ｅより後側
の領域に、前記第２透明パネル１０８の下端面(外周端面)に向けて光を照射する複数の後
第１ＬＤＥ１０９ｂが、該第２透明パネル１０８に形成された各第２図柄１０８ａ,１０
８ａに対応して実装されている。そして、後第１ＬＥＤ１０９ｂを発光することで、第２
透明パネル１０８に下端面から導入された光が第２図柄１０８ａで反射して、該第２図柄
１０８ａが浮かび上がるように表示される。実施例では、左右の各第２図柄１０８ａの下
方に夫々３つの後第１ＬＥＤ１０９ｂが左右方向(第２透明パネル１０８の下端面の延在
方向)に離間して実装されており、以後の説明において左側の第２図柄１０８ａに対応す
る後第１ＬＥＤ１０９ｂを左後第１ＬＥＤと指称し、右側の第２図柄１０８ａに対応する
後第１ＬＥＤ１０９ｂを右後第１ＬＥＤと指称する場合もある。
【００９７】
　前記左後第１ＬＥＤ１０９ｂと右後第１ＬＥＤ１０９ｂとは個別に点灯・消灯制御可能
に構成されており、左後第１ＬＥＤ１０９ｂを点灯(発光)した場合は、左側の第２図柄１
０８ａが表示され、右後第１ＬＥＤ１０９ｂを点灯(発光)した場合は、右側の第２図柄１
０８ａが表示され、左右の後第１ＬＥＤ１０９ｂ,１０９ｂを点灯(発光)した場合は、左
右の第２図柄１０８ａ,１０８ａが表示されるように構成されている。なお、第１ＬＥＤ
１０９ａ,１０９ｂの発光色については、左右で異なる色(例えば赤と緑)としたり、同色
としてもよい。また、各第１ＬＥＤ１０９ａ,１０９ｂとして、フルカラーＬＥＤを採用
してもよい。
【００９８】
(第２発光基板１１０について)
　前記第２発光基板１１０は、前記収容部材１０６の後壁１１３,１１３の夫々に設けた
第２取付け突部１１７と位置決めピン１１８とを介して前記レンズ部材１２１の後方に前
面を対向した姿勢で収容部材１０６に位置決め固定されている。第２発光基板１１０の前
面には、レンズ部材１２１の各レンズ部１２１ｃに対応する位置に、複数の第２ＬＥＤ１
１０ａが夫々実装されている。すなわち、第２ＬＥＤ１１０ａは、レンズ部１２１ｃおよ
び２枚の透明パネル１０７,１０８を介して前記第２後壁部５６と対向し、第２ＬＥＤ１
１０ａを発光することで、各レンズ部１２１ｃで光が拡散した状態を、第２後壁部５６を
透して前記収容部材１０６の対応する表示開口１１１ａから視認し得るよう構成される。
以後の説明において、左側のレンズ部１２１ｃ(図柄１０７ａ,１０８ａ)に対応する第２
ＬＥＤ１１０ａを左第２ＬＥＤと指称し、右側のレンズ部１２１ｃ(図柄１０７ａ,１０８
ａ)に対応する第２ＬＥＤ１１０ａを右第２ＬＥＤと指称する場合もある。また、左第２
ＬＥＤ１１０ａと右第２ＬＥＤ１１０ａとは個別に点灯・消灯制御可能で、かつ前記第１
ＬＥＤ１０９ｂ,１０９ｂに対しても個別に点灯・消灯制御可能に構成される。



(27) JP 5814416 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

【００９９】
(実施例の作用)
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【０１００】
　前記中枠１３の前面側に設けられた前記操作ハンドル１８の操作レバー１８ａを遊技者
が回転操作すると、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球Ｐが前記遊技盤１２に設
けた案内レール１９により画成された発射通路１９ａを介して遊技領域２０内に打ち出さ
れる。このとき、前記操作レバー１８ａの回動量に応じてパチンコ球Ｐの打ち出し位置が
変化し、打ち出し位置に応じて遊技領域２０の第１経路２０ａまたは第２経路２０ｂをパ
チンコ球Ｐが流下する。前記特定条件が成立していない状態(大当り状態、確率変動状態
、時間短縮状態となっていない状態)では、第１経路２０ａを流下する「左打ち」となる
ようパチンコ球Ｐが打ち出される。
【０１０１】
(ステージ４５の作用)
　前記第１経路２０ａを流下するパチンコ球Ｐが前記球導入部４６の球入口４６ａに通入
すると、該パチンコ球Ｐは球導入部４６の球出口４６ｂから前記ステージ４５における前
記上段球転動部４７上に通出される(図８参照)。このパチンコ球Ｐは、上段球転動部４７
を左端から右端に向けて転動した後に、該上段球転動部４７を右端から左端に転動し、勢
いがある程度弱くなった該パチンコ球Ｐは、主に前記中央転動部分４９を左右方向に転動
する。そして、勢いが弱くなったパチンコ球Ｐは、最終的には前記第１の球通過口５７ま
たは第２の球通過口５８,５８から前記下段球転動部４８に移動する。すなわち、中央転
動部分４９を左右方向に転動しているパチンコ球Ｐが前記傾斜凹部４９ａから第１の球通
過口５７に通入した場合は、該パチンコ球Ｐは、下段球転動部４８の中央に設けられてい
る前記球排出経路部６０の後端部に落下する。球排出経路部６０の後端部に落下した多く
のパチンコ球Ｐは、該球排出経路部６０に沿って前側に案内され、前記球排出口５９の中
央から前記始動入賞装置２８の第１始動入賞口２８ａに向けて前記遊技領域２０に排出さ
れる。しかし実施例のステージ４５では、第１の球通過口５７を構成する画壁５６ａ,５
６ａ,５６ｂは、球排出経路部６０に接続されておらず、画壁５６ａ,５６ａ,５６ｂの下
端と球排出経路部６０との間には隙間があるため、球排出経路部６０上に落下したパチン
コ球Ｐが跳ねた際に、下段球転動部４８における球排出経路部６０の外側に位置する左右
何れかの前転動部分４８ａに移動する場合もある。そして、球排出経路部６０の左外側ま
たは右外側の前転動部分４８ａに移動したパチンコ球Ｐは、該前転動部分４８ａに沿って
前側に案内されて前記球排出口５９における左側または右側に偏った位置から前記遊技領
域２０に排出される。このように、上段球転動部４７から第１の球通過口５７にパチンコ
球Ｐが通入したとしても、該パチンコ球Ｐが球排出経路部６０で案内されない場合もあり
、ステージ４５内でのパチンコ球Ｐの動きが単調とならず、遊技の興趣を向上し得る。
【０１０２】
　前記中央転動部分４９を左右方向に転動しているパチンコ球Ｐが前記第２の球通過口５
８を通って左右何れかの前記張出し部６２に移動した場合は、該パチンコ球Ｐは、対応す
る前記案内片６２ａで案内されて前記下段球転動部４８の後転動部分４８ｂにおける左端
部または右端部に向けて移動する(図８参照)。後転動部分４８ｂに移動したパチンコ球Ｐ
は、該後転動部分４８ｂが下方に突出する弧状に形成されていることから、後転動部分４
８ｂを左右方向に転動し、該パチンコ球Ｐの勢いの強・弱によって、前記中央傾斜凹部６
１ａまたは側部傾斜凹部６１ｂ,６１ｂによって前側に案内される。中央傾斜凹部６１ａ
で前側に案内されるパチンコ球Ｐは、該中央傾斜凹部６１ａに接続する前記球排出経路部
６０に移動し、該球排出経路部６０で案内されて球排出口５９の中央から遊技領域２０に
排出される。これに対し、側部傾斜凹部６１ｂで案内されるパチンコ球Ｐは、球排出経路
部６０の外側に位置する左右何れかの前転動部分４８ａに移動し、該前転動部分４８ａに
沿って前側に案内されたパチンコ球Ｐは、前記球排出口５９における左側または右側に偏
った位置から遊技領域２０に排出される。また、球排出経路部６０を構成する一対の突条
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６０ａ,６０ａの高さ寸法は、後転動部分４８ｂから前転動部分４８ａに向けて転動する
パチンコ球Ｐの勢いによっては該突条６０ａを越えて球排出経路部６０に入り込み得る値
に設定されている。従って、後転動部分４８ｂを転動するパチンコ球Ｐは、中央傾斜凹部
６１ａを介して球排出経路部６０に入る態様とは別に、突条６０ａを越えて球排出経路部
６０に入る可能性もある。このように、上段球転動部４７から第２の球通過口５８にパチ
ンコ球Ｐが通入したとしても、後転動部分４８ｂを転動するパチンコ球Ｐが球排出経路部
６０に入って前記始動入賞装置２８の第１始動入賞口２８ａに案内される場合もあり、ス
テージ４５内でのパチンコ球Ｐの動きを長く注目させることができ、遊技を飽きさせるこ
となく楽しませ得る。
【０１０３】
　また、前述したように球排出経路部６０の突条６０ａの高さは、下段球転動部４８を転
動する勢いによってはパチンコ球Ｐが越えることが可能な寸法に設定されているから、球
排出経路部６０で案内されているパチンコ球Ｐに、後転動部分４８ｂから前転動部分４８
ａに向けて転動しているパチンコ球Ｐが接触した際に、球排出経路部６０上のパチンコ球
Ｐが該球排出経路部６０から弾き出される(流下経路が変更される)可能性もあり、遊技者
にステージ４５内でのパチンコ球Ｐの動きを長く注目させ得る。更に、後転動部分４８ｂ
は、前記３つの傾斜凹部６１ａ,６１ｂ,６１ｂを形成することで、上下の起伏が左右方向
で繰り返すようになっているから、該後転動部分４８ｂを左右方向に転動するパチンコ球
Ｐは上下方向にも変位し得るようになっており、該後転動部分４８ｂを転動するパチンコ
球Ｐの動きが複雑となって興趣を向上し得る。このように、ステージ４５に受け入れられ
たパチンコ球Ｐが遊技領域２０に排出されるまでの間でのパチンコ球Ｐの動きが多様とな
り、遊技者を飽きさせることなく長く遊技を楽しませることができる。
【０１０４】
　前記始動入賞装置２８の第１始動入賞口２８ａにパチンコ球Ｐが入賞すると、前記制御
装置の制御に基づいて前記図柄表示装置１４での図柄変動演出が開始され、図柄変動演出
の結果、図柄表示装置１４に所定の図柄組み合わせが表示されると大当りが発生する。大
当りが発生すると、図柄表示装置１４に表示された図柄組み合わせに応じて、前記遊技盤
１２に設けられた特別入賞装置２９の特別入賞口が開放されると共に、前記制御装置の制
御に基づいて図柄表示装置１４において大当り演出が行なわれる。
【０１０５】
(第２、第３発光装置３９,４０の作用)
　前記パチンコ機１０では、各種遊技状態に応じて、前記可動演出装置３７が制御装置に
より作動制御されて、動的な演出により遊技の興趣が高められる。また、前記遊技盤１２
の裏側に配設されている第１発光装置３８、第２発光装置３９、第３発光装置４０および
第４発光装置４１が、制御装置の制御下に発光演出を行ない、発光による演出により遊技
を盛り上げる。
【０１０６】
　前記遊技盤１２の前側に配設された前記前飾り部材３２,３３の裏側に位置する前記第
２発光装置３９および第３発光装置４０の各ＬＥＤ９９ａ,１０３ａを発光すると、該Ｌ
ＥＤ９９ａ,１０３ａの光は、対応する導光部材９３,９６の導光通路９３ａ,９６ａを通
って、前飾り部材３２,３３の光透過部９１ｂ,９４ｂに照射される(図２５、図２８参照)
。
【０１０７】
　実施例の遊技盤１２は、アクリルやポリカーボネートからなる合成樹脂製の透明板から
構成されており、該遊技盤１２には前記遊技領域２０を流下する金属製のパチンコ球Ｐと
の接触によって遊技中に静電気が発生し易い性質がある。前記第２発光装置３９および第
３発光装置４０は、図２５、図２８に示す如く、遊技盤１２の裏側に近接して該遊技盤１
２に帯電した静電気の影響を受け易い位置にある。実施例では、第２発光装置３９の第１
飾り用発光基板９９は、絶縁材料で形成された第１カバー体１００に対して第１係止片１
０１ｂおよび第１係合フック１０１ｃを介して保持されている。また、第３発光装置４０
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の第２飾り用発光基板１０３についても同様に、絶縁材料で形成された第２カバー体１０
４に対して第２係止片１０５ｂおよび第２係合フック１０５ｃを介して保持されている。
このように、第１飾り用発光基板９９および第２飾り用発光基板１０３は、何れも対応す
るカバー体１００,１０４に対して導電性の金属ネジ等を介して保持されていないから、
遊技盤１２からの静電気が第１飾り用発光基板９９および第２飾り用発光基板１０３に流
れ難く、該基板９９,１０３に実装されているＬＥＤ９９ａ,１０３ａへの影響を抑制する
ことができる。
【０１０８】
　前記第１カバー体１００は、前記設置部材３６に取付けられている前記左後飾り部材９
７に対し、該第１カバー体１００に保持されている前記第１飾り用発光基板９９の保持部
位から外側に離間した位置において金属製のネジ１０２を介してネジ止め固定されている
。また第２カバー体１０４についても、設置部材３６に取付けられている前記右後飾り部
材９８に対し、該第２カバー体１０４に保持されている前記第２飾り用発光基板１０３の
保持部位から外側に離間した位置において金属製のネジ１０２を介してネジ止め固定され
ている。このように、第１カバー体１００および第２カバー体１０４は、対応する飾り用
発光基板９９,１０３の保持部位から離間した位置が金属製のネジ１０２で対応する後飾
り部材９７,９８に固定されているから、遊技盤１２側からネジ１０２に流れた静電気が
ＬＥＤ９９ａ,１０３ａ側に流れる可能性を低くすることができ、静電気に起因する影響
を抑制し得る。また、後飾り部材９７,９８は、何れも設置部材３６に対して金属製のネ
ジを介して固定されているから、前記ネジ１０２に流れた静電気を、設置部材３６に固定
するネジを介して該設置部材３６に逃すことができ、前記ＬＥＤ９９ａ,１０３へ影響を
より抑制し得る。
【０１０９】
　特に、前記第３発光装置４０については、右後飾り部材９８に設けた導通部９７ｂにネ
ジ１０２が接触すると共に、該右後飾り部材９８を設置部材３６に固定するネジについて
も導通部９７ｂに接触しているから、前記遊技盤１２からネジ１０２に流れた静電気を効
果的に設置部材３６に逃すことができる。また、左右の後飾り部材９７,９８がネジ止め
固定される前記第１発光装置３８の取付体８６は、電源基板にアースされているから、前
記遊技盤１２から後飾り部材９７,９８に流れた静電気は取付体８６側に流れ易く、前記
ＬＥＤ９９ａ,１０３への影響をより抑えることができる。
【０１１０】
　前記左右の前飾り部材３２,３３は、何れも遊技盤１２に対する取付片９２,９５に施し
た金属メッキを介して該遊技盤１２に電気的な導通状態で取付けられている。すなわち、
前記第２発光装置３９および第３発光装置４０の前側に位置する前飾り部材３２,３３と
遊技盤１２とが電気的に導通しているから、該遊技盤１２に帯電した静電気は第２発光装
置３９および第３発光装置４０に比較して前飾り部材３２,３３に流れ易く、該第２発光
装置３９および第３発光装置４０への静電気に起因する影響を抑えることができる。
【０１１１】
　ここで、前記左右の前飾り部材３２,３３は、図２３、図２６に示す如く、前記遊技領
域２０を流下するパチンコ球Ｐが転動可能な延出壁９１ｃ,９４ｃを備え、該延出壁９１
ｃ,９４ｃを転動するパチンコ球Ｐを対応する普通入賞装置３０,３１に向けて案内するよ
う構成されている。そこで、各延出壁９１ｃ,９４ｃの表面に金属メッキを施しておけば
、該延出壁９１ｃ,９４ｃにパチンコ球Ｐが接触した際に該パチンコ球Ｐに帯電している
静電気を前飾り部材３２,３３に逃すことができ、静電気が第２発光装置３９および第３
発光装置４０側に流れて悪影響を及ぼすのを抑えることができて好適である。
【０１１２】
(第４発光装置４１の作用)
　ここで、前記始動入賞装置２８は、パチンコ球Ｐの入賞が前記図柄表示装置１４での図
柄変動開始や賞球獲得の契機となることから、始動入賞装置２８および該始動入賞装置２
８の第１始動入賞口２８ａに向けてパチンコ球Ｐを案内し得る球排出経路部６０を備える
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ステージ４５は、パチンコ機１０に備えられた装置の中でも遊技者の注意が特に強く惹き
付けられる。すなわち、前記第１発光装置３８の第１装飾用ＬＥＤ基板８８,８８に実装
したＬＥＤ８８ａ,８８ａを発光することで、遊技者の注目度が高い前記始動入賞装置２
８の左右両側を遊技盤１２の裏側から明輝させることができ、演出効果により遊技の興趣
を高め得る。また、第１発光装置３８の第２装飾用ＬＥＤ基板９０に実装したＬＥＤ９０
ａは、図３２に示す如く、前記ステージ４５における後転動部分４８ｂの下方に位置して
おり、該ＬＥＤ９０ａを発光することで、遊技者の注目度が高いステージ４５の後転動部
分４８ｂを下側から照明することができ、演出効果により遊技の興趣を高め得る。
【０１１３】
　前記ステージ４５の後方に配設されている前記第４発光装置４１では、図３１、図３２
、図３３に示す如く、前記レンズ部材１２１の後方に位置する前記第２ＬＥＤ１１０ａを
点灯すると共に、前記各透明パネル１０７,１０８の下方に位置する前記第１ＬＥＤ１０
９ａ,１０９ｂを消灯した状態では、前記第１透明パネル１０７に形成されている第１図
柄１０７ａおよび第２透明パネル１０８に形成されている第２図柄１０８ａは、前側から
殆ど視認されない状態となる。すなわち、ステージ４５における前記第２後壁部５６を透
して見える第４発光装置４１の表示開口１１１ａ内には、第２ＬＥＤ１１０ａから透明パ
ネル１０７,１０８の裏面に照射された光が明輝した状態が表われ、遊技者は単なる光の
発光演出が行なわれているに過ぎないという認識を持つこととなる。
【０１１４】
　また、前記第４発光装置４１では、前記第２ＬＥＤ１１０ａの光を透明パネル１０７,
１０８の裏面に直接照射するのではなく、該第２ＬＥＤ１１０ａの光をレンズ部材１２１
を介して照射しているから、該レンズ部材１２１によるレンズ作用で光の明輝度合が強く
なることで、図柄１０７ａ,１０８ａをより視認し難くし得る。更に、レンズ部材１２１
における第２ＬＥＤ１１０ａが照射されるレンズ部１２１ｃには光拡散加工が施されてい
るので、該光拡散加工により光が拡散し、図柄１０７ａ,１０８ａを更に視認し難くする
ことができる。更にまた、前記透明パネル１０７,１０８の図柄１０７ａ,１０８ａは、前
記遮光部材１１９,１２０に形成された開口部１１９ａ,１２０ａで囲われ、該開口部１１
９ａ,１２０ａで囲われた領域に前記第２ＬＥＤ１１０ａからの光が照射されるので、該
光は図柄１０７ａ,１０８ａに集中し、図柄１０７ａ,１０８ａの視認性をより低下させ得
る。
【０１１５】
　これに対し、制御装置の制御下に第４発光装置４１の前記第２ＬＥＤ１１０ａを消灯し
たもとで、前記前第１ＬＥＤ１０９ａを点灯し、後第１ＬＥＤ１０９ｂを消灯した状態で
は、前第１ＬＥＤ１０９ａからの光は第１透明パネル１０７の下端面に向けて照射され、
該光が第１透明パネル１０７に導入されて前記第１図柄１０７ａで反射することで該図柄
１０７ａが前側から視認可能に浮かび上がるように表示される。また、前記第２ＬＥＤ１
１０ａを消灯したもとで、前記前第１ＬＥＤ１０９ａを消灯し、後第１ＬＥＤ１０９ｂを
点灯した状態では、後第１ＬＥＤ１０９ｂからの光は第２透明パネル１０８の下端面に向
けて照射され、該光が第２透明パネル１０８に導入されて前記第２図柄１０８ａで反射す
ることで該図柄１０８ａが前側から視認可能に浮かび上がるように表示される。すなわち
、遊技者には、ステージ４５における第２後壁部５６の裏側に、不意に第１図柄１０７ａ
や第２図柄１０８ａが浮かび上がるように表示されるから、意外性のある発光演出を行な
うことができ、興趣を向上し得る。
【０１１６】
　このように、遊技者の注目度が高い前記ステージ４５の後方に、単に発光するだけの演
出でなく、不意に図柄１０７ａ,１０８ａが浮かび上がるように表示し得る演出を行なう
第４発光装置４１を設けたことで、該第４発光装置４１を利用した演出効果により遊技の
興趣を高め得ると共に、該ステージ４５に対する注目度を一層高めて遊技の興趣を向上し
得るようになる。すなわち、ステージ４５の後方に不意に図柄１０７ａ,１０８ａが浮か
び上がるように表示し得る第４発光装置４１を設けることで、演出効果を高めて遊技の興
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趣を向上すると共に他機種との差別化を図ることができる。またステージ４５において、
前記上段球転動部４７を転動するパチンンコ球Ｐが通入可能な前記第１の球通過口５７は
、前記始動入賞装置２８の第１始動入賞口２８ａへの入賞確率が高い前記球排出経路部６
０にパチンコ球Ｐを案内可能であるために遊技者の注目度が格段に高い部位である。そし
て実施例では、第１の球通過口５７を挟む左右両側に前記表示開口１１１ａ,１１１ａを
臨ませているから(図２参照)、第４発光装置４１で行なわれる演出により遊技の興趣をよ
り向上し得る。
【０１１７】
　前記第４発光装置４１では、第１透明パネル１０７において、前記収容部材１０６に形
成した２つの表示開口１１１ａ,１１１ａに対応して２つの第１図柄１０７ａ,１０７ａを
形成すると共に、第２透明パネル１０８において、前記収容部材１０６に形成した２つの
表示開口１１１ａ,１１１ａに対応して２つの第２図柄１０８ａ,１０８ａを形成している
(図２９参照)。また、各図柄１０７,１０８ａに対応する第１ＬＥＤ１０９ａ,１０９ｂお
よび第２ＬＥＤ１１０ａは夫々個別に点灯・消灯制御し得るよう構成されている。これに
より、２つの表示開口１１１ａ,１１１ａに、第１図柄１０７ａと第２図柄１０８ａとを
各種の組合わせで表示することができる。例えば、左前第１ＬＥＤ１０９ａおよび右第２
ＬＥＤ１１０ａを点灯すると共に、他の全ての第１ＬＥＤ１０９ａ,１０９ｂおよび第２
ＬＥＤ１１０ａを消灯すれば、第４発光装置４１の左側の表示開口１１１ａに「１」の第
１図柄１０７ａのみを表示し得る。また、左前第１ＬＥＤ１０９ａおよび左第２ＬＥＤ１
１０ａを点灯すると共に、他の全ての第１ＬＥＤ１０９ａ,１０９ｂおよび第２ＬＥＤ１
１０ａを消灯すれば、第４発光装置４１の右側の表示開口１１１ａに「２」の第１図柄１
０７ａのみを表示し得る。更に、左右の前第１ＬＥＤ１０９ａ,１０９ａを点灯すると共
に、左右の後第１ＬＥＤ１０９ｂ,１０９ｂおよび第２ＬＥＤ１１０ａを全て消灯すれば
、第４発光装置４１の左右の表示開口１１１ａに「１」と「２」の第１図柄１０７ａを並
んで表示し得る。なお、前記第２透明パネル１０８に形成した「３」と「４」の第２図柄
１０８ａについても、各ＬＥＤ１０９ａ,１０９ｂ,１１０ａを夫々個別に点灯・消灯制御
することで、「３」,「４」の第２図柄１０８ａを夫々単独で表示したり並んで表示する
ことができる。
【０１１８】
　更に、前記第１図柄１０７ａおよび第２図柄１０８ａの形態として、前後に重なること
で１つの合体図柄を形成するものを採用した場合は、前後の第１ＬＥＤ１０９ａ,１０９
ｂを同時に点灯することで、前後に重なる第１図柄１０７ａと第２図柄１０８ａとで形成
される合体図柄を表示することができる。このように、２枚の透明パネル１０７,１０８
を、図柄１０７ａ,１０８ａが前後に重なるよう配置すると共に、各図柄１０７ａ,１０８
ａに対応する各ＬＥＤ１０９ａ,１０９ｂ,１１０ａを個別に点灯・消灯制御するよう構成
したから、図柄１０７ａ,１０８ａを選択して表示することができ、演出の幅が広がり、
遊技の興趣を高めることができる。また、前後に重なる図柄１０７ａ,１０８ａで合体図
柄を形成する場合であって、各図柄１０７ａ,１０８ａ単体でも意味のある図柄とすれば
、更に演出の幅を広げることができる。しかも、第４発光装置４１は、各ＬＥＤ１０９ａ
,１０９ｂ,１１０ａを個別に点灯・消灯制御する簡単な構成で多様な演出を行なうことが
できるものであるから、液晶等のような表示装置を用いることなく低コストで興趣に富ん
だ演出を提供できる。
【０１１９】
　前記第４発光装置４１では、図３１、図３２、図３３に示す如く、前記第１透明パネル
１０７と第２透明パネル１０８との間に第１遮光部材１１９を配置すると共に、前記第１
発光基板１０９に実装されている第１透明パネル１０７に対応する前第１ＬＥＤ１０９ａ
および第２透明パネル１０８に対応する後第１ＬＥＤ１０９ｂとを、該第１遮光部材１１
９の下遮光部分１１９ｅで前後に隔てている。従って、前第１ＬＥＤ１０９ａを点灯した
場合に、該前第１ＬＥＤ１０９ａからの光が第２透明パネル１０８の下端面に照射される
ことはなく、また後第１ＬＥＤ１０９ｂを点灯した場合に、該後第１ＬＥＤ１０９ｂから
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の光が第１透明パネル１０７の下端面に照射されることはない。これにより、隣接する別
の透明パネル１０７,１０８に向けて照射される光によって意図しない透明パネル１０７,
１０８の図柄１０７ａ,１０８ａが表示されてしまうことを防止できる。また、前記左右
の第２ＬＥ１１０ａ,１１０ａの光は、前記第２遮光部材１２０に形成された第２開口部
１２０ａ,１２０ａを介して対応する側の図柄１０７ａ,１０８ａの形成領域にのみ照射す
るよう構成してある。従って、左右何れか一方の図柄１０７ａ,１０８ａのみを表示する
場合に、他方の図柄１０７ａ,１０８ａを視認し難くするために対応する側で点灯した第
２ＬＥＤ１１０ａの光が一方の図柄１０７ａ,１０８ａの形成領域に入り込むことがなく
、意図する図柄１０７ａ,１０８ａを鮮明に表示し得る。
【０１２０】
　ここで、前記第４発光装置４１では、前記第１透明パネル１０７および第２透明パネル
１０８を非光透過性とした前記収容部材１０６(第１収容部１０６ａ)に収容すると共に、
第１透明パネル１０７の前後面および第２透明パネル１０８の前後面を、図柄１０７ａ,
１０８ａの形成領域(表示開口１１１ａや開口部１１９ａ,１２０ａで囲われる領域)を除
いて非光透過性の前壁１１１、第１遮光部材１１９および第２遮光部材１２０で覆ってい
るから、該透明パネル１０７,１０８に、第４発光装置４１の外部からの光が導入されて
しまうことはない。すなわち、前記第１ＬＥＤ１０９ａ,１０９ｂを点灯したときには、
対応する図柄１０７ａ,１０８ｂが鮮明に浮かび上がるように表示され、演出効果を向上
することができる。
【０１２１】
　前記第４発光装置４１において、前記透明パネル１０７,１０８の図柄１０７ａ,１０８
ａは、板面(前面や裏面)と平行な光が外周端面から導入されることで鮮明に表示されるよ
うになるため、該透明パネル１０７,１０８の下端面に対する第１発光基板１０９の第１
ＬＥＤ１０９ａ,１０９ｂからの光の照射方向が重要になる。実施例では、第１発光基板
１０９の両側端縁を、前記収容部材１０６に形成した一対のガイド溝１１２ａ,１１２ａ
に挿通して、収容部材１０６に対して第１発光基板１０９の上下方向および左右方向の位
置決めを行なっている。また、透明パネル１０７,１０８および第１遮光部材１１９を、
収容部材１０６の前記前壁１１１と第２遮光部材１２０とで挟持して収容部材１０６に固
定保持する構成において、第１発光基板１０９の前端および後端を同じ前壁１１１と第２
遮光部材１２０(保持片１２０ｄ)とに当接して保持するよう構成しているから、第１ＬＥ
Ｄ１０９ａ,１０９ｂと対応する透明パネル１０７,１０８との位置関係を適正に保持し得
る。従って、第１ＬＥＤ１０９ａ,１０９ｂを点灯したときには、対応する図柄１０７ａ,
１０８ａを鮮明に表示することができる。
【０１２２】
　ここで、複数の透明パネル１０７,１０８を備え、かつ複数の図柄１０７ａ,１０８ａを
選択して表示し得るように各第１ＬＥＤ１０９ａ,１０９ｂおよび第２ＬＥＤ１１０ａを
個別に点灯・消灯制御するよう構成した第４発光装置４１では、前記収容部材１０６に対
する透明パネル１０７,１０８の取付け順や取付け向きが重要になる。実施例では、図３
０に示す如く、収容部材１０６に３つの第１取付け突部１１５を、上側と下側とに離間し
、かつ上下で対象とならない関係で設けると共に、透明パネル１０７,１０８および遮光
部材１１９,１２０には第１取付け突部１１５が挿通される３つの貫通孔１０７ｂ,１０８
ｂ,１１９ｂ,１２０ｂを第１取付け突部１１５と対応して夫々形成してある。従って、３
つの第１取付け突部１１５が、夫々３つの貫通孔１０７ｂ,１０８ｂ,１１９ｂ,１２０ｂ
に挿通されるように透明パネル１０７,１０８および遮光部材１１９,１２０を収容部材１
０６に取付ければ、該透明パネル１０７,１０８および遮光部材１１９,１２０の上下にな
ることはない。また、前記前壁１１１に設けた嵌合突起１１６、第１透明パネル１０７に
設けた位置決め凹部１０７ｃ、第１遮光部材１１９に設けた位置決め凹部１１９ｃおよび
突起１１９ｄ、第２透明パネル１０８に設けた切欠部１０８ｃ、第２遮光部材１２０に設
けた位置決め凹部１２０ｃを夫々対応する関係で嵌合することで、両透明パネル１０７,
１０８の取付け順が逆になったり前後の向きが逆になることはない。すなわち、収容部材
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１０６に対して透明パネル１０７,１０８は、取付け順および取付け向きが決められた通
りに取付けられ、第１発光基板１０９に実装されている第１ＬＥＤ１０９ａ,１０９ｂを
個別に点灯・消灯制御した際には、意図した図柄１０７ａ,１０８ａを適正な姿勢で確実
に表示することができる。
【０１２３】
(庇状部６３,６４の作用)
　前記枠状装飾部材２７に設けた前記球導入部４６の球入口４６ａに通入することなく前
記第１経路２０ａを流下するパチンコ球Ｐは、前記複数の遊技釘２６に接触して流下方向
が変更される。このとき、パチンコ球Ｐが遊技釘２６に接触した際に勢いや向きによって
は、該パチンコ球Ｐが前記ステージ４５の前側を上方に跳ね上がることがある。この場合
に、前記ステージ４５における後壁部５４,５６の上端縁には、図３１、図３２に示す如
く、前記上段球転動部４７の前縁より前方に延出する庇状部６３,６４を設けてあるから
、該庇状部６３,６４によってステージ４５の前側を上方に跳ね上がるパチンコ球Ｐがス
テージ４５の裏側へ入り込むのを抑制し得る。また実施例では、庇状部６３,６４の前端
部が前記透視保護板１５ａに近接すると共に、該前端部と透視保護板１５ａとの離間寸法
をパチンコ球Ｐの直径より小さく設定したから、パチンコ球Ｐがステージ４５の裏側へ入
り込むのを該庇状部６３,６４で確実に防止し得る。
【０１２４】
　前記ステージ４５の前記上段球転動部４７における中央転動部分４９の上方に張り出す
ように位置する前記第２庇状部６４では、図３１、図３２に示す如く、該第２庇状部６４
における前記上庇状部分６４ａが上方傾斜しているから、前記第２後壁部５６の後方に配
設した前記第４発光装置４１で行なわれる演出の視認性が低下することはない。すなわち
、第２後壁部５６の裏面に対向するように位置する第４発光装置４１の表示開口１１１ａ
,１１１ａに対し、該表示開口１１１ａ,１１１ａより上庇状部分６４ａの後端が上方に位
置し、かつ該上庇状部分６４ａは後端から前端に向かうにつれて表示開口１１１ａ,１１
１ａから上方に離間するように上方傾斜しているから、該上庇状部分６４ａが表示開口１
１１ａ,１１１ａの前側に重なることはなく、表示開口１１１ａ,１１１ａの視認性が阻害
されない。また実施例では、第２後壁部５６の前側の空間を画成する左右の側壁部５５,
５５および第２庇状部６４が前側に向かうにつれて外方に広がるように形成されているか
ら、前側からの第２後壁部５６の視認性、すなわち該第２後壁部５６の後方に位置する表
示開口１１１ａ,１１１ａの視認性が良好となる。
【０１２５】
(減勢部６７,６９,７５の作用)
　前記パチンコ機１０において、特定条件が成立する前記大当りの発生や、確率変動状態
や時間短縮状態へ移行した際には、遊技者は前記操作ハンドル１８の操作レバー１８ａを
回転操作して打球発射装置によるパチンコ球Ｐの打球力を高め、前記第２経路２０ｂに向
けてパチンコ球Ｐを打ち出す「右打ち」を行なう。右打ちに際して第２経路２０ｂに打ち
出されたパチンコ球Ｐは、前記緩衝ゴム２４に当った後に前記枠状装飾部材２７における
右傾斜庇部分６６に沿って転動する(図１１参照)。この右傾斜庇部分６６における上部庇
部分６６ａに第１の減勢部６７を形成したことにより、該上部庇部分６６ａに沿って転動
するパチンコ球Ｐが第１の減勢部６７に接触して減勢される。また、第２経路２０ｂにお
ける第１の減勢部６７が位置する減勢経路部２０ｃは、パチンコ球Ｐが一列で通過可能な
通路幅に形成されているから、前記上部庇部分６６ａに沿って減勢経路部２０ｃを転動す
るパチンコ球Ｐを確実に第１の減勢部６７に接触させて勢いを弱めることができる。そし
て、第１の減勢部６７に接触したパチンコ球Ｐが減勢される(速度が遅くなる)ことで、下
流側に位置する前記球通過ゲート３４に衝突した際の衝撃を弱めることができ、該球通過
ゲート３４が損傷するのを抑制し得る。
【０１２６】
　前記第１の減勢部６７は、上部庇部分６６ａから三角形状に突出するよう形成すると共
に、該第１の減勢部６７の上部庇部分６６ａからの突出寸法を球半個分より小さく設定し



(34) JP 5814416 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

たから、該減勢部６７に接触したパチンコ球Ｐの勢いが弱まり過ぎてしまうことはない。
すなわち、パチンコ球Ｐが一列で通過可能な通路幅に形成されている減勢経路部２０ｃに
おいて、複数のパチンコ球Ｐが第２経路２０ｂに打ち出されても、該減勢経路部２０ｃで
パチンコ球Ｐの流れが滞ることはなく、該パチンコ球Ｐの勢いを第１の減勢部６７で弱め
つつスムーズに流下させ得る。
【０１２７】
　また実施例では、前記減勢経路部２０ｃを転動するパチンコ球Ｐは、前記側壁部７５に
接触することで流下方向が左方に変更されて前記案内壁６９に接触した後、前記通路７３
を通過して前記球通過ゲート３４に向けて流下する。すなわち、第１の減勢部６７で勢い
が弱められたパチンコ球Ｐは、減勢経路部２０ｃの下流端部で側壁部７５および案内壁６
９に夫々接触して更に減勢された後に、前記球通過ゲート３４が位置する第２経路２０ｂ
に流下するので、該球通過ゲート３４にパチンコ球Ｐが衝突した際の衝撃を更に弱めるこ
とができ、該球通過ゲート３４の損傷防止を効果的に図り得る。
【０１２８】
　前記側壁部７５は、後端が、前記遊技盤１２に固定されている前記庇部品６８の固定部
７２にネジ止め固定されている(図１３参照)。また、側壁部７５の前端から右方に延在す
る取付部７６に固定用突部７６ａが設けられ、該固定用突部７６ａが庇部品６８に設けた
凹部６８ａに嵌挿した状態で該固定用突部７６ａがネジ止め固定されている。すなわち、
第２の減勢部として機能する側壁部７５は、前後で支持されているから剛性は高く、該側
壁部７５にパチンコ球Ｐが接触した際に側壁部７５に加わる負担を軽減し、該側壁部７５
自体が損傷するのを防止し得る。また、側壁部７５の後端を固定部７２に対して位置決め
ピン７５ａで位置決めすると共に複数箇所でネジ止めし、前記取付部７６に設けた固定用
突部７６ａを凹部６８ａに挿通して庇部品６８にネジ止めしているから、側壁部７５は庇
部品６８に対して強固に固定されている。従って、側壁部７５にパチンコ球Ｐが接触する
ことが繰返されることで、該側壁部７５がガタ付いたりするのを抑制できる。
【０１２９】
(球通過ゲート３４の作用)
　前記通路７３を通過し、前記球通過ゲート３４が配設されている第２経路２０ｂを流下
するパチンコ球Ｐが該球通過ゲート３４の球通過口８２を通過すると、該ゲート３４の前
記検出スイッチ３５で検出される。検出スイッチ３５の球検出に応じて前記制御装置では
、前記始動入賞装置２８における第２始動入賞口２８ｂを開放するか否かの始動口開放抽
選が行なわれ、該始動口開放抽選の結果が当選の場合に、第２始動入賞口２８ｂを開放す
るよう始動入賞装置２８が駆動制御される。このように、前記球通過ゲート３４は、パチ
ンコ球Ｐの通過が第２始動入賞口２８ｂを開放するか否かの始動口開放抽選の契機となる
ことから、該ゲート３４における遊技者から見える前側に位置する前記意匠体８４には遊
技者の注意を惹き付けるための各種の装飾が施されている。
【０１３０】
　ここで、前記球通過ゲート３４が配設されている第２経路２０ｂを流下するパチンコ球
Ｐは、前記球通過口８２を通過することなく該球通過口８２を画成する支持部８０(支持
片８０ａ,８０ａ)に接触して流下する場合もある。特に、特定条件が成立して「右打ち」
が行なわれている場合は、前記第２経路２０ｂに多くのパチンコ球Ｐが打ち出されること
から、前記複数の減勢部６７,６９,７５によってパチンコ球Ｐの勢いが弱められていると
しても、支持部８０の表面に施されている塗装が経時的に剥がれる等の損傷を生ずること
がある。この場合に、球通過ゲート３４における前記装飾部材７８の意匠体８４は、前記
支持部８０の前側に位置すると共に該意匠体８４の前面は、図２０、図２１に示すように
、前記透視保護板１５ａの裏面に対してパチンコ球Ｐが通過不能な間隔で近接しているか
ら、該意匠体８４にパチンコ球Ｐが接触する可能性は低く、支持部８０が損傷したとして
も意匠体８４が損傷することは殆どない。このように、遊技者の注意を惹き付けるための
各種の装飾が施されている意匠体８４に損傷がない場合であっても、支持部８０(本体部
７７)が損傷した場合は、従来は意匠体８４(装飾部材７８)も含めて全体を交換する必要
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があった。
【０１３１】
　しかし実施例の球通過ゲート３４は、図１６、図１７に示す如く、前記遊技盤１２に固
定される前記本体部７７に対し、前記意匠体８４を備える装飾部材７８を着脱自在に取付
けるよう構成してある。しかも、装飾部材７８を本体部７７に取付けるための取付部８５
は本体部７７(支持部８０)で覆われているから、前記意匠体８４のみならず取付部８５に
パチンコ球Ｐが接触して損傷することはない。すなわち、本体部７７の前記支持部８０が
損傷した場合は、該本体部７７のみを交換して装飾部材７８はリサイクルすることができ
、交換時のコストを低廉に抑えることができる。また、本体部７７に対して装飾部材７８
は、該装飾部材７８の取付部８５と本体部７７の係合部７９ｅとの係合構造によって着脱
し得る構成であるから、装飾部材７８の交換時の作業性は容易である。更に、取付部８５
の爪部８５ｂと係合部７９ｅとの係合部位についても、本体部７７で覆われる位置にあり
(図１８、図１９参照)、該係合部位にパチンコ球Ｐが接触して損傷することはなく、また
該係合部位が遊技領域２０に露出して装飾性が低下することもない。すなわち、本体部７
７と装飾部材７８とを着脱する構成としても、当該球通過ゲート３４の見栄えが低下する
ことはない。
【０１３２】
　ここで、近年の環境問題の改善に対する強い要請から、異なる機種での部品の共通化が
求められている。その反面、前記球通過ゲート３４は、パチンコ機１０において遊技者の
注意を強く惹き付ける部品であることから、前記意匠体８４には機種毎に専用の装飾が施
される場合が多い。そして、このように意匠体８４に専用の装飾が施されている場合であ
っても、実施例のように装飾部材７８を本体部７７に着脱自在に取付ける構成を採用して
いる球通過ゲート３４によれば、本体部７７に関しては各機種共通の部品として使用する
ことができ、リサイクル性が高い。
【０１３３】
　また、前記球通過ゲート３４では、図１８に示す如く、前記検出スイッチ３５が本体部
７７に取付けられた状態において、前記スイッチ本体３５ａの左右両側面が、支持部８０
の前記第１溝８１ａ,８１ａに挿入されている装飾部材７８の取付片８５ａ,８５ａの内側
面に当接している。すなわち、一対の取付片８５ａ,８５ａの間にスイッチ本体３５ａが
存在している状態では、前記本体部７７に設けた係合部７９ｅから取付片８５ａにおける
爪部８５ｂの係合を解除する取付片８５ａの内側への弾性変形が規制されている。従って
、遊技中において球通過ゲート３４(遊技領域２０に位置する支持部８０)にパチンコ球Ｐ
が接触した際の衝撃が取付片８５ａ,８５ａに加わったとしても、前記係合部７９ｅと爪
部８５ｂとの係合が外れることはなく、本体部７７から装飾部材７８が脱落するのは確実
に防止される。
【０１３４】
　前記球通過ゲート３４では、前記本体部７７の一方の支持片８０ａに向き規制面８０ｂ
を設けると共に、前記装飾部材７８の一方の取付片８５ａに第１取付け規制部８５ｃを設
け(図１６、図１７参照)、向き規制面８０ｂと第１取付け規制部８５ｃとが整合する状態
でのみ、本体部７７に対して装飾部材７８が適正な向きで取付けられるよう構成してある
。すなわち、前記意匠体８４に施されている装飾が上下逆向きとなった状態で、装飾部材
７８が本体部７７に取付けられてしまうのを防止し得る。また、装飾部材７８の他方の取
付片８５ａに第２取付け規制部８５ｄを設けると共に、前記検出スイッチ３５のスイッチ
本体３５ａにおける一方の角部に逆付け規制面３５ｃを設け(図１７、図１８参照)、第２
取付け規制部８５ｄと逆付け規制面３５ｃとが整合する状態でのみ、本体部７７に対して
検出スイッチ３５が適正な向きで取付けられるよう構成してある。すなわち、前記検出ス
イッチ３５が上下逆向きとなった状態で本体部７７に取付けられてしまうのを防止し得る
。
【０１３５】
　前記球通過ゲート３４では、図示しないが、前記検出スイッチ３５の後端に接続する配
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線を側方から前記設置部材３６の裏側に引き回し、該設置部材３６の裏側に配設した中継
基板等に接続している。このため、前記配線の引き回し時には検出スイッチ３５に側方へ
の力が加わる。実施例では、前記本体部７７に対して検出スイッチ３５を保持するスイッ
チ係止片８３は、図２０に示す如く、検出スイッチ３５のスイッチ本体３５ａを下側から
支持した状態で、爪部８３ａをスイッチ本体３５ａの後端に係合している。従って、配線
の引き回し時にスイッチ本体３５ａに側方への力が加わったとしても、爪部８３ａとスイ
ッチ本体３５ａとの係合が外れることはなく、配線の引き回し作業を、爪部８３ａとスイ
ッチ本体３５ａとの係合が外れないように注意して行なう必要はなく、作業が容易となる
。
【０１３６】
(変更例)
　本願は前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に採用す
ることができる。
(1) 実施例では、枠状装飾部材の上部庇部分に２つの第１の減勢部を設けたが、該第１の
減勢部の数は１つあるいは３つ以上であってもよい。なお、第１の減勢部を複数設ける場
合は、隣り合う各第１の減勢部間の離間間隔について、上流側の第１の減勢部に接触する
ことで上部庇部分から離間する方向に移動したパチンコ球が盤面飾り部材に接触して再び
上部庇部分側に戻ってくる間隔より広く設定するのが好ましく、この場合は各第１の減勢
部の夫々に確実にパチンコ球を接触させて減勢することができる。
(2) 実施例では、第１の減勢部の形状として三角形状を挙げたが、断面が半円形状や角形
状等の各種の形状を採用し得る。
(3) 実施例では、第１の減勢部の配設位置より下流側に第２および第３の減勢部を設けた
が、該第３の減勢部のみを省略した構成、あるいは第２および第３の減勢部を省略した構
成を採用することは可能である。
(4) 実施例では、第２の減勢部を枠状装飾部材に設けたが、減勢経路部を構成する部材(
盤面飾り部材)に設ける構成を採用し得る。
(5) 実施例では、減勢経路部より下流側の第２経路に位置する遊技盤に、遊技部品として
の球通過ゲートを配設し、該球通過ゲートにパチンコ球が衝突する際の衝撃を弱めるため
に減勢経路部に複数の減勢部を設けたが、遊技部品としては球通過ゲートに限られるもの
ではなく、始動入賞装置や特別入賞装置、あるいは普通入賞装置等、その他の部品を対象
とする。
(6) 実施例では、アクリル等の透明な材料で形成した透明板から遊技盤を構成したが、木
製の板部材の表面にセル盤等を貼着したものであってもよい。
(7) 遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機やパチンコ
球を用いたスロットマシン等、その他各種の遊技機であってもよい。
【０１３７】
　また、本願には、以下のような技術的思想が含まれている。
(Ａ)　遊技盤(12)に配設され、開口部(27a)の内側に図柄表示装置(14)の表示部を臨ませ
た枠状装飾部材(27)と、該装飾部材(27)の左側の遊技盤(12)前側に設けられて遊技球(P)
が流下する第１球流下経路(20a)と、該装飾部材(27)の右側の遊技盤(12)前側に設けられ
て遊技球(P)が流下する第２球流下経路(20c)とを有し、特定条件の成立により遊技球(P)
を前記第２球流下経路(20c)へ打ち出して遊技が行なわれるよう構成された遊技機におい
て、
　前記枠状装飾部材(27)は、
　前記遊技盤(12)の前面より前方へ突出し、前記第１球流下経路(20a)および第２球流下
経路(20c)を流下する遊技球(P)を案内する庇部(44)と、
　前記庇部(44)における第２球流下経路(20c)側の面に設けられ、第２球流下経路(20c)に
突出する減勢部(67)を備え、
　前記第２球流下経路(20c)は、遊技球(P)１個分の幅寸法より大きく、かつ遊技球(P)２
個分の幅寸法より小さな幅寸法に設定されて、前記第２球流下経路(20c)を流下する遊技
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球(P)が前記減勢部(67)に接触するよう構成されたことを要旨とする。
　この構成によれば、右打ち時において第２球流下経路を流下する遊技球は、庇部に設け
た減勢部に接触して勢いが弱められる。従って、第２球流下経路の下流側に配設される遊
技部品に遊技球が衝突した際の衝撃を弱めることができ、該遊技部品の損傷を抑制し得る
。
(Ｂ)　前記(Ａ)記載の構成を含む遊技機に関し、前記第２球流下経路(20c)における前記
減勢部(67)より下流側には、前記庇部(44)から第２球流下経路(20c)の幅方向に離間する
位置に、該第２球流下経路(20c)を流下する遊技球(P)が接触する第２の減勢部(75)を備え
ることを要旨とする。
　この構成によれば、減勢部で勢いが弱められた遊技球を、第２の減勢部に接触させて勢
いを更に弱めることができ、遊技球の衝突による遊技部品の損傷をより抑制し得る。
(Ｃ)　前記(Ｂ)記載の構成を含む遊技機に関し、前記庇部(44)に、前記減勢部(67)が設け
られる面から前記開口部(27a)側に変位し、前記第２の減勢部(75)との間に遊技球(P)の通
過を許容する球１個分の幅寸法で上下に開口する通路(73)を画成する第３の減勢部(69)が
設けられ、第２の減勢部(75)に接触することで流下方向が変更された遊技球(P)が第３の
減勢部(69)に接触するよう構成されたことを要旨とする。
　この構成によれば、遊技球を第３の減勢部に接触させることで、該遊技球の勢いを更に
弱めることができる。
(Ｄ)　前記(Ｂ)記載の構成を含む遊技機に関し、前記第２の減勢部(75)は、前記枠状装飾
部材(27)に前後で支持されていることを要旨とする。
　この構成によれば、第２の減勢部の剛性を高め、該第２の減勢部に遊技球が接触した際
に第２の減勢部に加わる負担を軽減し得る。
(Ｅ)　前記(Ａ)記載の構成を含む遊技機に関し、前記減勢部(67)は、前記第２球流下経路
(20c)に向けて三角形状に突出するリブ(67)であり、該リブ(67)における第２球流下経路(
20c)側の突出端までの突出寸法は、遊技球(P)の半分の幅寸法より小さく設定されること
を要旨とする。
　この構成によれば、減勢部を三角形状にすると共に突出寸法を球半個分より小さく設定
したから、該減勢部に接触した遊技球の勢いが弱まり過ぎて第２球流下経路で遊技球の流
れが滞るのを防ぐことができる。
【符号の説明】
【０１３８】
　１２　遊技盤
　１４　図柄表示装置
　２０ａ　第１経路(第１球流下経路)
　２０ｃ　減勢経路部(第２球流下経路)
　２７ａ　窓口(開口部)
　２８　始動入賞装置(遊技部品)
　３１　右普通入賞装置(遊技部品)
　３４　球通過ゲート(遊技部品)
　４４　庇部
　６６ｂ　中部庇部分(凹状部分)
　６７　第１の減勢部(減勢部)
　７３　通路
　７５　側壁部(第２の減勢部)
　７６　取付部(覆い部)
　Ｐ　パチンコ球(遊技球)
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