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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の遊技領域に対して開口する入賞口と、該入賞口を開閉する開閉部材とを有する
入賞手段を備え、当り判定手段が当りと判定した場合に、当該当り判定に基づく当り遊技
の実行中に前記開閉部材が変位して前記入賞手段の入賞口への遊技球の入賞を許容するよ
う構成された遊技機において、
　前記入賞手段には、前記入賞口から入賞した遊技球を案内する球導入路と、該球導入路
から分岐した第１領域および第２領域とが設けられ、
　前記第１領域へ遊技球が誘導されることで、当該当り遊技が終了後に遊技者に有利な特
定遊技状態が付与されるよう設定され、
　前記球導入路には、遊技球の移動方向を変向する導入屈曲部が設けられており、
　前記入賞手段は、前記遊技領域に配設されて表示手段を前側から視認可能とする枠状装
飾体における側部に設けられ、
　前記遊技領域を流下する遊技球が通過可能なゲート部と、該ゲート部を通過した遊技球
を前記入賞手段が位置する側へ案内する壁部とを有するゲート部材を備え、
　前記開閉部材は、前記入賞口を閉鎖する第１姿勢から前記ゲート部材の下方位置に向け
て揺動することで前記入賞口を開放して、揺動先端が前記壁部の下端側に向く第２姿勢に
変位するよう構成されると共に、前記遊技領域を流下する遊技球を受けて前記入賞口に案
内する受け面が、前記第２姿勢にある当該開閉部材の揺動先端側から揺動中心側に近づく
につれて傾斜が緩やかとなる凹曲面状に形成され、
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　前記開閉部材における揺動中心よりも揺動先端側に連係して該開閉部材の揺動範囲を規
制可能な規制手段を備えた
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、当り判定手段が当りと判定した場合に、当該当り遊技の実行中に入賞口が
開放して遊技球が入賞可能となる入賞手段を備え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、遊技店に設けられた設置枠台に固定される枠部材
である外枠と、該外枠に対して着脱および開閉可能に枢支され、遊技盤が交換可能に配設
される枠部材である中枠と、中枠の前面側に該中枠に着脱および開閉可能に枢支され、中
枠に配設した遊技盤を透視保護する透明板が配設される枠部材としての前枠とを備えてい
る。前枠には、透明板が配設される窓口の下方に、遊技球を貯留可能な上球貯留部や下球
貯留部が配設されると共に、下球貯留部の右方に、上球貯留部から供給される遊技球を遊
技盤に向けて発射させる打球発射装置を作動させる操作ハンドルが設けられている。
【０００３】
　前記遊技盤は、その前面に遊技領域が画成されていると共に該遊技領域内には前後に貫
通する開口が形成されて、枠状に構成された枠状装飾部材が該開口の開口縁に取り付けら
れて、該枠状装飾部材の内側には、遊技領域と区画された演出領域が画成されている。前
記遊技領域には、案内釘や、図柄表示装置による図柄変動演出の契機となる始動入賞装置
および普通入賞口や、大当りの実行時に入賞口を開口して多数の入賞球を発生させる特別
入賞装置や、その他の遊技部品等が配設されている。また、演出領域には、遊技盤の後側
に配設された図柄表示装置の表示部や可動演出装置等が臨んでおり、該図柄表示装置の表
示部での図柄変動演出や可動演出装置の可動体による演出が当該演出領域内で視認可能と
なっている。
【０００４】
　前述のように構成されたパチンコ機は、操作ハンドルの操作により遊技盤の遊技領域へ
打ち込まれた遊技球が始動入賞装置に入賞して入賞球検知手段により検知されると、演出
領域に臨む図柄表示装置の表示部での図柄変動演出が開始され、制御手段における当り判
定に基づいて該表示部に図柄が所定の組み合わせで停止することにより遊技者に有利な特
別遊技(例えば「大当り」)に当選すると、特別入賞装置における遊技領域に開口した入賞
口が開放されて多数の賞球を獲得し得るよう構成される。このようなパチンコ機は、特許
文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－２００７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、従来のパチンコ機は、前記遊技盤の遊技領域に前記特別入賞装置を配設した
態様が多く、また前記枠状装飾体の演出開口内に特別入賞装置を配設した態様もある。こ
こで、前記遊技領域に特別入賞装置を配設した態様では、該遊技領域における遊技球の流
下範囲が狭くなる課題がある。また、前記枠状装飾体の演出開口内に特別入賞装置を配設
した態様では、該演出領域が狭くなり、前記図柄表示装置の視認性が低下する課題がある
。
【０００７】
　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課題に鑑み、これを好適に
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解決するべく提案されたものであって、入賞手段に入賞した遊技球が減速、減勢された状
態で該入賞手段内を移動するよう構成した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】
【０００８】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本発明の請求項１に係る発明は、
　遊技盤(20)の遊技領域(24)に対して開口する入賞口(62)と、該入賞口(62)を開閉する開
閉部材(63)とを有する入賞手段(60)を備え、当り判定手段(170a)が当りと判定した場合に
、当該当り判定に基づく当り遊技の実行中に前記開閉部材(63)が変位して前記入賞手段(6
0)の入賞口(62)への遊技球の入賞を許容するよう構成された遊技機において、
　前記入賞手段(60)には、前記入賞口(62)から入賞した遊技球を案内する球導入路(90)と
、該球導入路(90)から分岐した第１領域(91)および第２領域(92)とが設けられ、
　前記第１領域(91)へ遊技球が誘導されることで、当該当り遊技が終了後に遊技者に有利
な特定遊技状態が付与されるよう設定され、
　前記球導入路(90)には、遊技球の移動方向を変向する導入屈曲部(111,112,113)が設け
られており、
　前記入賞手段(60)は、前記遊技領域(24)に配設されて表示手段(80)を前側から視認可能
とする枠状装飾体(40)における側部に設けられ、
　前記遊技領域(24)を流下する遊技球が通過可能なゲート部と、該ゲート部を通過した遊
技球を前記入賞手段(60)が位置する側へ案内する壁部とを有するゲート部材(73)を備え、
　前記開閉部材(63)は、前記入賞口(62)を閉鎖する第１姿勢から前記ゲート部材(73)の下
方位置に向けて揺動することで前記入賞口(62)を開放して、揺動先端が前記壁部の下端側
に向く第２姿勢に変位するよう構成されると共に、前記遊技領域(24)を流下する遊技球を
受けて前記入賞口(62)に案内する受け面(63b)が、前記第２姿勢にある当該開閉部材(63)
の揺動先端側から揺動中心側に近づくにつれて傾斜が緩やかとなる凹曲面状に形成され、
　前記開閉部材(63)における揺動中心よりも揺動先端側に連係して該開閉部材(63)の揺動
範囲を規制可能な規制手段(116,120)を備えたことを要旨とする。
【０００９】
　請求項１に係る発明によれば、入賞手段における入賞口から球導入路へ入賞した遊技球
が、導入屈曲部を通過する際に減速、減勢されるので、第１領域または第２領域へ適切に
分岐される。また、枠状装飾体における開口部の側部に入賞手段が設けられているので、
遊技盤の遊技領域における遊技球の流下範囲が狭くなることが回避され、遊技球の動きを
多様化させて遊技の興趣を向上させ得る。また、枠状装飾体に入賞手段を設けても、該枠
状装飾体の開口に臨む表示手段の視認性が低下することを防止し得る。
【００１０】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記第１領域(91)へ遊技球を振分ける姿勢および前記第２領域(92)へ遊技球を振分ける
姿勢に変位可能な振分け手段(95)を備え、
　前記振分け手段(95)を特定の作動条件に基づいて姿勢変位して、当該振分け手段(95)を
作動制御する期間における前記第１領域(91)へ振分けられる遊技球および第２領域(92)へ
振分けられる遊技球の割合を異ならせるよう構成され、
　前記第１領域(91)および第２領域(92)のうち遊技球が多く振分けられる領域は、他方の
領域よりも、前記遊技球の移動方向を変向する屈曲部(114)が多く設けられていることを
要旨とする。
　上記構成によれば、入賞手段における第１領域および第２領域のうち遊技球が多く振分
けられる領域は、他方の領域よりも屈曲部が多く設けられているので、該遊技球が多く振
分けられる領域へ誘導された遊技球が減速、減勢され易い。従って、遊技球が多く振分け
られる領域を画成する壁部は、遊技球の衝突による衝撃が軽減されるので、該遊技球が衝
突する頻度が高くても摩損や破損が抑制される。
【００１１】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
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　前記入賞口(62)から導入された前記遊技球の移動速度を低減させる減速手段(66)が前記
球導入路(90)に配設され、
　前記導入屈曲部(114)は、少なくとも前記減速手段(66)の下流側に設けられていること
を要旨とする。
　上記構成によれば、入賞口から球導入路へ導入された遊技球は、減速手段より下流側に
設けられた導入屈曲部に到達する前に該減速手段により減速、減勢されるので、前記導入
屈曲部を画成する壁部の摩損や破損を抑制し得る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る遊技機によれば、入賞手段に入賞した遊技球が減速、減勢した状態で該入
賞手段内を移動するようにし得る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施例に係るパチンコ機の正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機の遊技盤の正面図である。
【図３】遊技盤の前側に取り付けられる枠状装飾体と該遊技盤の後側に取り付けられる設
置部材とを分離して示す斜視図である。
【図４】第２特別入賞装置が配設された枠状装飾体の左側部の部分斜視図である。
【図５】枠状装飾体に配設された第２特別入賞装置の第２特別入賞口が第２特別開閉部材
により閉成された状態で示す遊技盤の部分断面図であって、パチンコ球がシャッタにより
球導入路から非特定領域へ振分けられることを示している。
【図６】枠状装飾体に配設された第２特別入賞装置の第２特別入賞口が開放された状態で
示す遊技盤の部分断面図であって、パチンコ球が球導入路から特定領域へ振分けられるこ
とを示している。
【図７】(ａ)は、図５のＸ１－Ｘ１線断面図であって、第２特別開閉部材が第２特別入賞
口を閉成する場合にシャッタが第１振分け姿勢となることを示し、(ｂ)は、図６のＸ２－
Ｘ２線断面図であって、第２特別開閉部材が第２特別入賞口を開放する場合にシャッタが
第２振分け姿勢となることを示している。
【図８】後方右斜め上方から見た第２特別入賞装置の分解斜視図である。
【図９】前方左斜め上方から見た状態で示す第２特別入賞装置の第２装置本体の分解斜視
図である。
【図１０】前方左斜め上方から見た状態で示す第２特別入賞装置の開閉機構の分解斜視図
である。
【図１１】前方左斜め上方から見た状態で示す第２特別入賞装置の振分け機構の分解斜視
図である。
【図１２】第２特別入賞装置における開閉機構の第２特別入賞ソレノイドおよび振分け機
構の振分けソレノイドの作動態様の一例を示すタイミングチャートである。
【図１３】実施例に係るパチンコ機の制御構成を示すブロック図である。
【図１４】各大当り遊技における規定回数のラウンドにおいて作動制御される特別入賞装
置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技機として、遊技媒体としてパチンコ球を用い
て遊技を行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、特に説明がなければ、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】
【００１５】
(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固定される固定枠としての外枠１１の開口前面側に、
後述する遊技盤２０(図２、図３参照)を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開
閉および着脱可能に組み付けられている。また、中枠１２の前面側には、遊技盤２０を透
視保護するガラス板等の透視保護体１３ａを備えた装飾枠としての前枠１３が開閉可能に
組み付けられると共に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉
可能に組み付けられる。なお、実施例では、前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留す
る上球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿
１４も一体的に開閉するよう構成される。また、中枠１２の右下方位置には、該中枠１２
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１６が設けられており、該
操作ハンドル１６の操作により打球発射装置が作動することで、上球受け皿１４に貯留さ
れたパチンコ球が遊技盤２０に向けて発射されるようになっている。なお、上球受け皿１
４は、前枠１３と別体に形成して中枠１２に対して開閉可能に組み付けるようにしてもよ
く、また上下の球受け皿の一方を省略して１つの球受け皿のみ設ける構成であってもよい
。
【００１６】
（中枠１２について）
　前記中枠１２は、図１に示すように、上縁をなす上枠部と、下縁をなして打球発射装置
等が設置された下枠部と、左側縁をなす左枠部と、右側縁をなす右枠部とから構成され、
全体が外枠１１の開口に整合する矩形枠状に形成される。中枠１２には、遊技盤２０を前
側から着脱可能に設置し得る遊技盤保持部が設けられている。そして中枠１２は、外枠１
１の左上および左下に設けられたヒンジ１７,１７を介して該外枠１１に枢支され、該外
枠１１に対して左側端部を中心として開閉し得るようになっている。なお中枠１２は、上
下左右の各枠部が一体成形されたものであってもよい。
【００１７】
(前枠１３について)
　前記前枠１３は、図１に示すように、中枠１２の外郭形状に略合致する板状に形成され
ると共に前後方向に開口する窓口１８が開設された枠本体の前側に、該窓口１８を囲むよ
うに複数の装飾部材１９が取り付けられている。窓口１８には、前記透視保護体１３ａが
配設されている。そして、装飾部材１９内には、ＬＥＤチップを実装しランプ装置２８が
配設され、該発光基板のＬＥＤチップが発光制御されることで装飾部材１９の光透過部分
が明輝されるようになっている。また、前枠１３の上部には、効果音等を発生可能なスピ
ーカ２９が配設されている。
【００１８】
(遊技盤２０について)
　前記遊技盤２０は、図２および図３に示すように、中枠１２に設けられた遊技盤保持部
の内縁形状に整合する外形形状に形成された略矩形の平板状の板材である。遊技盤２０は
、ベニア等を貼り合わせた木製合板または透明な合成樹脂板から形成されている。そして
、遊技盤２０の後側には、後述する設置部材７５が配設されており、該設置部材７５には
、可動演出装置８５(図１３参照)や球排出路部材(図示せず)等が配設されている。遊技盤
２０の前側には、左下部から右上部にかけて円弧状に延在する外レール２１と、この外レ
ール２１の内側に中央下部から左上部にかけて並べて配置された内レール２２と、外レー
ル２１の右上部から内レール２２の下部までの間に右方へ凹む湾曲形状に構成された盤面
飾り部材２３等が配設されており、両レール２１,２２および盤面飾り部材２３で囲まれ
た内側が遊技領域２４として構成されている。遊技盤２０には、前後に貫通する複数の装
着口２０ａ～２０ｃが遊技領域２４内に開設されて、各装着口２０ａ～２０ｃに対して各
種の遊技盤構成部品が前側から取り付けられる。また、遊技領域２４の最下部位置には、
該遊技領域２４に打ち出されたパチンコ球を排出するアウト口２５が開設されている。更
に、遊技盤２０には、遊技領域２４内に多数の遊技釘２６や回転体２７が配設されており
、遊技領域２４を流下するパチンコ球が、遊技釘２６や回転体２７に接触することで流下
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方向を不規則に変化したり誘導されるようになっている。なお、遊技盤２０に開設される
装着口２０ａ～２０ｃの形成数や大きさは、遊技盤２０に対して取り付けられる各種部品
の個数や配設位置等に応じて適宜決定される。
【００１９】
　図２および図３に示すように、前記遊技盤２０に開設された装着口２０ａ～２０ｃには
、後述する枠状装飾体４０や、遊技領域２４を流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞
装置３０および普通入賞具７０が取り付けられている。すなわち、枠状装飾体４０は、遊
技領域２４の中央に開口形成された装着口２０ａに取り付けられ、左側の第１遊技領域２
４ａおよび右側の第２遊技領域２４ｂに遊技領域２４を分けている。なお、第２遊技領域
２４ｂは、枠状装飾体４０と外レール２１および盤面飾り部材２３との間隔がパチンコ球
の直径の２倍以下である通路状となっている。また、枠状装飾体４０には、第１特別入賞
装置５０、第２特別入賞装置６０およびゲート部材７３、１つの普通入賞具７０などが取
り付けられている。一方、前記始動入賞装置３０は、枠状装飾体４０が取り付けられる装
着口２０ａの下方に開口形成された装着口２０ｂに取り付けられている。更に、複数(実
施例では３つ)の前記普通入賞具７０は、第１遊技領域２４ａの下部に設けられた装着口
２０ｃに取り付けられている。
【００２０】
(始動入賞装置３０について)
　前記始動入賞装置３０は、図２に示すように、上方に設けられた第１始動入賞口３１と
、該第１始動入賞口３１の下方に設けられた第２始動入賞口３２とを備えている。第１始
動入賞口３１は、該第１始動入賞口３１に入賞したパチンコ球(入賞球)を検出すると共に
検出信号をメイン制御手段としてのメイン制御基板１７０(図１３参照)へ送信する第１始
動入賞検出センサ３３(図１３参照)を備えている。この第１始動入賞口３１は、遊技領域
２４内で常に上方へ開口する常時開放タイプの入賞口であり、該遊技領域２４を流下する
パチンコ球が常時一定の確率で入賞可能に構成されている。そして、第１始動入賞検出セ
ンサ３３からの検出信号を受信したメイン制御基板１７０は、球払出装置が所定数の賞球
を払い出させるように球払出制御基板に制御信号を送信すると共に、入賞時情報(各種乱
数情報)を取得して、該入賞時情報に基づいて大当り(当り)判定(抽選)を行うようになる
。
【００２１】
　前記第２始動入賞口３２は、該第２始動入賞口３２に入ったパチンコ球(入賞球)を検出
すると共に検出信号をメイン制御基板１７０へ送信する第２始動入賞検出センサ３４(図
１３参照)を備えている。また、第２始動入賞口３２は、左右方向へ揺動して該第２始動
入賞口３２を開閉する始動開閉部材３５と、該始動開閉部材３５,３５を開閉動作させる
作動手段としての始動入賞ソレノイド３６(図１３参照)とを備え、始動開閉部材３５,３
５は、該始動入賞ソレノイド３６の作動により第２始動入賞口３２を閉鎖する閉鎖位置お
よび開放する開放位置に変位するよう構成されている。すなわち、実施例の第２始動入賞
口３２は、始動開閉部材３５,３５が変位することで、第２始動入賞口３２に対するパチ
ンコ球の入賞確率を可変し得るよう構成されている。そして、第２始動入賞検出センサ３
４からの検出信号を受信したメイン制御基板１７０は、前述したように、球払出装置が所
定数の賞球を払い出させるように球払出制御基板に制御信号を送信すると共に、入賞時情
報(各種乱数情報)を取得して、該入賞時情報に基づいて大当り(当り)判定(抽選)を行うよ
うになる。
【００２２】
(枠状装飾体４０について)
　図２および図３に示すように、前記枠状装飾体４０は、環状に形成された枠本体４１と
、該枠本体４１に配設された装飾部材４２とを備えている。そして、枠本体４１に、前記
第１特別入賞装置５０および第２特別入賞装置６０が配設されており、該枠本体４１内に
おいて、前記装飾部材４２および各特別入賞装置５０,６０で囲まれた内側が、前後に開
口する演出窓口４０ａとなっている。枠本体４１は、遊技盤２０の前面から前方へ突出し
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て形成された区画板４４と、該区画板４４の外側面から遊技盤２０の盤面に沿う方向へ延
出した取付板４５とを備えている。これにより、枠状装飾体４０は、該遊技盤２０に設け
られた前記装着口２０ａに対して該遊技盤２０の前側から取り付けることで、枠本体４１
の区画板４４が該装着口２０ａの開口内面を覆うと共に、取付板４５が遊技盤２０の前面
に当接する。そして、取付板４５を遊技盤２０にネジにより固定することで、枠状装飾体
４０が該遊技盤２０に固定される。この枠状装飾体４０の枠本体４１の区画板４４は、第
１遊技領域２４ａおよび第２遊技領域２４ｂを流下するパチンコ球が枠状装飾体４０の演
出窓口４０ａ側へ流入することを規制する。
【００２３】
　前記枠状装飾体４０の枠本体４１には、図２および図３に示すように、前記第１特別入
賞装置５０を設置する第１設置部４６と、前記第２特別入賞装置６０を設置する第２設置
部４７とが設けられている。第１設置部４６は、枠本体４１の区画板４４の内側において
、上部略中央に設けられている。また、第２設置部４７は、枠本体４１の区画板４４の内
側において、左側部に設けられている。更に、枠本体４１の区画板４４の内側における右
側部に、前記装飾部材４２を固定する固定部４８が設けられている。なお、前記枠本体４
１の区画板４４は、第１設置部４６に設置された前記第１特別入賞装置５０の第１特別入
賞口５２に対応する部分で分断されており、遊技領域２４から該第１特別入賞口５２への
パチンコ球の入賞を可能とする。同様に、枠本体４１の区画板４４は、第２設置部４７に
設置された前記第２特別入賞装置６０の第２特別入賞口６２に対応する部分で分断されて
おり、遊技領域２４から該第２特別入賞口６２へのパチンコ球の入賞を可能とする。
【００２４】
　ここで、図２に示すように、前記遊技領域２４の略中央において遊技盤２０の後側に配
設された図柄表示装置８０は、左右および上下の寸法を大きくして表示領域を広くした矩
形状の大型画面の表示部８１を備えている。このため、前記枠状装飾体４０は、表示部８
１の視認性を確保するために大型の環状部材とならざるを得ない。しかし、枠状装飾体４
０の左右寸法および上下寸法が大きくなると、該枠状装飾体４０と外レール２１および内
レール２２との間に画成される前記第１遊技領域２４ａが相対的に狭くなってしまう。従
って、枠状装飾体４０は、第１遊技領域２４ａを可能な限り広くするため、枠本体４１の
上側左部の上下寸法を小さくすると共に、該枠本体４１の左側部の左右寸法を可能な限り
小さくする必要がある。このため、特に枠本体４１の左側部に設けられた前記第２設置部
４７は、前記枠本体４１の区画板４４と前記図柄表示装置８０の表示部８１の左縁との間
において、上下寸法よりも左右寸法が小さい縦長となっている。
【００２５】
(第１特別入賞装置５０について)
　前記第１特別入賞装置５０は、図２および図３に示すように、第１遊技領域２４ａに開
口した第１特別入賞口５２が設けられた第１装置本体５１と、左右方向へ揺動して該第１
特別入賞口５２を開閉自在に閉鎖する第１特別開閉部材５３とを備えている。また、第１
特別入賞装置５０は、第１特別開閉部材５３を開閉する開閉手段としての第１特別入賞ソ
レノイド５４(図１３参照)と、第１特別入賞口５２に入賞したパチンコ球(入賞球)を検出
すると共に検出信号をメイン制御基板１７０へ送信する第１特別入賞検出センサ５５(図
１３参照)とを備えている。この第１特別入賞ソレノイド５４は、メイン制御基板１７０
のメイン制御ＣＰＵ１７０ａにより励磁、非励磁制御される。第１特別開閉部材５３は、
第１装置本体５１に回転自在に配設され、第１特別入賞ソレノイド５４の作動に伴って、
第１特別入賞口５２が閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置とに揺動する。そして、第１
特別入賞検出センサ５５からの検出信号を受信したメイン制御基板１７０は、球払出装置
が所定数の賞球を払い出させるように球払出制御基板に制御信号を送信する。ここで、第
１始動入賞口３１へパチンコ球が入賞して第１始動入賞検出センサ３３から検出信号がメ
イン制御基板１７０へ送信されたことを契機として、または第２始動入賞口３２へパチン
コ球が入賞して第２始動入賞検出センサ３４から検出信号がメイン制御基板１７０へ送信
されたことを契機として、メイン制御基板１７０が行う大当り抽選の結果として所定の大
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当り遊技が生起された場合に、該大当り遊技に設定された規定回数のラウンド遊技におけ
る決められたラウンドにおいて、第１特別入賞装置５０の第１特別開閉部材５３を動作さ
せて第１特別入賞口５２を所定の回数で開放するようになっている。すなわち、メイン制
御基板１７０は、所定の判定条件の成立を契機として当り判定を実行する当り判定手段と
しての機能を備えている。
【００２６】
(第２特別入賞装置６０について)
　前記第２特別入賞装置６０は、図２および図３に示すように、前記第２設置部４７に設
置可能に構成され、左右の寸法よりも上下の寸法が大きい縦長に構成されている。第２特
別入賞装置６０は、第１遊技領域２４ａに開口した第２特別入賞口６２が設けられた第２
装置本体６１と、左右方向へ揺動して該第２特別入賞口６２を開閉自在に閉鎖する第２特
別開閉部材６３とを備える。また、第２特別入賞装置６０は、第２特別開閉部材６３を開
閉する開閉手段としての第２特別入賞ソレノイド６４(図１３参照)と、第２特別入賞口６
２に入賞したパチンコ球(入賞球)を検出すると共に検出信号をメイン制御基板１７０へ送
信する第２特別入賞検出センサ６５(図１３参照)とを備えている。この第２特別入賞ソレ
ノイド６４は、メイン制御基板１７０のメイン制御ＣＰＵ１７０ａにより励磁、非励磁制
御される。第２特別開閉部材６３は、第２装置本体６１に揺動自在に配設され、第２特別
入賞ソレノイド６４の作動に伴って、第２特別入賞口６２が閉鎖する閉鎖位置と開放する
開放位置とに揺動する。そして、第２特別入賞検出センサ６５からの検出信号を受信した
メイン制御基板１７０は、前述したように、球払出装置が所定数の賞球を払い出させるよ
うに球払出制御基板に制御信号を送信する。ここで、第１始動入賞口３１へパチンコ球が
入賞して第１始動入賞検出センサ３３から検出信号がメイン制御基板１７０へ送信された
ことを契機として、または第２始動入賞口３２へパチンコ球が入賞して第２始動入賞検出
センサ３４から検出信号がメイン制御基板１７０へ送信されたことを契機として、メイン
制御基板１７０が行う大当り抽選の結果として所定の大当り遊技が生起された場合に、該
大当り遊技に設定された規定回数のラウンド遊技における決められたラウンドにおいて、
第２特別入賞装置６０の第２特別開閉部材６３を動作させて第２特別入賞口６２を所定の
回数で開放するようになっている。なお、第２特別入賞装置６０の詳細については、後述
する。
【００２７】
(普通入賞具７０)
　図２に示す前記各普通入賞具７０は、パチンコ球が入賞可能に遊技領域２４内で常に上
方へ開口する常時開口タイプの普通入賞口７１を備え、遊技領域２４を流下するパチンコ
球が常時一定の確率で入賞可能に構成されている。また、各普通入賞具７０は、普通入賞
口７１に入賞したパチンコ球を検出する普通入賞検出手段としての普通入賞検出センサ７
２(図１３参照)を備えている。各普通入賞検出センサ７２は、前記メイン制御基板１７０
(メイン制御ＣＰＵ１７０ａ)に配線接続されている(図１３参照)。普通入賞検出センサ７
２は、パチンコ球を検出すると検出信号をメイン制御基板１７０に出力し、該メイン制御
基板１７０の制御下に予め設定された数の賞球が払い出されるようになっている。なお、
実施例では、各普通入賞具７０の普通入賞口７１へパチンコ球が入球した際の賞球数が５
個に設定されている。
【００２８】
(ゲート部材７３について)
　図２および図４に示す前記ゲート部材７３は、そのゲート部を通過するパチンコ球を検
出するゲートセンサ７４(図１３参照)が設けられている。このゲートセンサ７４は、前記
メイン制御基板１７０(メイン制御ＣＰＵ１７０ａ)に配線接続されており(図１３参照)、
該ゲートセンサ７４からメイン制御基板１７０への球検出信号の入力(すなわちゲートセ
ンサ７４のパチンコ球の検出)に伴って各種情報(後述する普図当り判定用乱数)が取得さ
れ、この取得した情報に基づいて後述する普図当り判定(普図当り抽選)が行われるよう構
成されている。そして、この普図当り抽選の結果に応じて前記第２始動入賞口３２の始動
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入賞ソレノイド３６が駆動制御され、始動開閉部材３５,３５が開閉動作するようになっ
ている。
【００２９】
　前述のように構成された遊技盤２０では、打球発射装置から発射されたパチンコ球が外
レール２１と内レール２２との間を通って遊技領域２４の左側上部に打ち出された際に、
該打球発射装置による打球力を弱く調整した所謂左打ちの場合は、パチンコ球は主に遊技
領域２４の第１遊技領域２４ａを流下する。また、打球発射装置とによる打球力を強く調
整した場合は、パチンコ球は、遊技領域２４の第２遊技領域２４ｂへ移動するようになっ
ている。そして、遊技領域２４に打ち出されたパチンコ球が始動入賞装置３０の第１始動
入賞口３１または第２始動入賞口３２に入賞して第１始動入賞検出センサ３３または第２
始動入賞検出センサ３４が検出すると、当該パチンコ機１０を総合的に制御するメイン制
御基板１７０に対して該始動入賞検出センサ３３,３４から検出信号が送信される。これ
に基づいてメイン制御基板１７０は、大当り判定を行うと共に、当該大当り判定の判定結
果に基づいてサブ制御手段としての演出制御基板１７５に制御信号を出力して、後述する
図柄表示装置８０の表示部８１において図柄変動演出を行わせるようになっている。そし
て、図柄表示装置８０での図柄変動演出の結果、表示部８１に所定の図柄組み合わせ(例
えば同一図柄の３つ揃い等)で図柄が確定的に停止表示されると所謂大当り遊技が生起さ
れ、当該大当り遊技の規定回数の各ラウンド遊技において、第１特別入賞装置５０の第１
特別入賞口５２または第２特別入賞装置６０の第２特別入賞口６２が開放し、遊技者が多
数の賞球を獲得可能な機会が与えられる。なお、前述した各始動入賞口３１,３２、各特
別入賞口５２,６２および普通入賞口７１の何れにも入賞することなく遊技領域２４の下
部まで流下したパチンコ球は、アウト口２５を介して遊技盤２０の裏側へ回収される。
【００３０】
(大当り遊技について)
　実施例のパチンコ機１０では、前記メイン制御基板１７０のメイン制御ＣＰＵ１７０ａ
が大当り判定により大当りと判定した場合に、複数種類の大当り遊技の中から１つの大当
り遊技が決定される。実施例では、図１４に示すように、大当り遊技として、規定回数が
１５回のラウンド遊技から構成される第１大当り遊技と、規定回数が７回のラウンド遊技
から構成される第２大当り遊技との２種類が設定されている。各大当り遊技は、大当り遊
技の開始を示すオープニング演出ＯＰと、オープニング演出終了後に行われる規定ラウン
ド数(実施例では７ラウンドまたは１５ラウンド)だけラウンド間インターバル時間を挟ん
で繰り返されるラウンド遊技と、大当り遊技の終了を示すエンディング演出ＥＤとにより
構成されている。そして、各大当り遊技におけるラウンド遊技においては、第１特別入賞
口５２または第２特別入賞口６２の何れか一方が開放されて、該第１特別入賞口５２また
は第２特別入賞口６２に規定個数(例えば９個)のパチンコ球が入賞するか、あるいは各ラ
ウンド遊技の開始から規定時間(ラウンド遊技時間)が経過することで、当該のラウンド遊
技が終了する。なお、大当り遊技における各ラウンド遊技の間は、所定時間だけ第１特別
開閉部材５３または第２特別開閉部材６３が閉鎖状態で保持されるラウンド間インターバ
ル時間が設定されている。
【００３１】
　前記第１大当り遊技は、規定回数が１５回のラウンド遊技が設定されている。そして、
第１～第３ラウンド遊技および第５～第１５ラウンド遊技では、前記第１特別入賞装置５
０が作動制御されて、第１特別入賞口５２が開放するようになっている。また、第４ラウ
ンド遊技では、前記第２特別入賞装置６０が作動制御されて、第２特別入賞口６２が開放
するようになっている。一方、前記第２大当り遊技は、規定回数が７回のラウンド遊技が
設定されている。そして、第１～第３ラウンド遊技および第５～第７ラウンド遊技では、
前記第１特別入賞装置５０が作動制御されて、第１特別入賞口５２が開放するようになっ
ている。また、第４ラウンド遊技では、前記第２特別入賞装置６０が作動制御されて、第
２特別入賞口６２が開放するようになっている。
【００３２】
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(確変状態の付与について)
　また、実施例のパチンコ機１０は、大当り遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態として
特典遊技状態を付与する機能を備えている。ここで、特典遊技状態としては、前記第１特
別入賞装置５０の第１特別入賞口５２および第２特別入賞装置６０の第２特別入賞口６２
へのパチンコ球の入賞契機が、当該特典遊技状態が付与されていない状態に較べて増加す
る状態である。具体的には、特典遊技状態として、特図当り確率を低確率から高確率に変
動することにより特別入賞口５２,６２へのパチンコ球の入賞契機を増加する「確変状態
」が付与される。そして、実施例のパチンコ機１０では、前記第２特別入賞装置６０の第
２特別入賞口６２に入賞したパチンコ球が、該第２装置本体６１内に設けられた特定領域
９１へ振分けられて、該特定領域９１に配設された検出手段である特定入賞検出センサ６
６(図５、図１３参照)で検出された場合に、当該大当り遊技の終了後に特定遊技状態とし
て前記「確変状態」が付与されるように構成されている。
【００３３】
(設置部材７５について)
　前記遊技盤２０の後側に配設される設置部材７５は、図３に示すように、遊技盤２０の
外郭形状より僅かに小さい形状に形成された略矩形状の設置壁部７６と、該設置壁部７６
の外周縁部から前方に突出する外周壁部７７とを備え、設置壁部７６から前方に開口した
箱状に形成されている。そして、外周壁部７７の開口前端部に設けられた取付片部７７ａ
を、遊技盤２０の後面に当接させた状態で遊技盤２０にネジ止め固定することで、設置部
材７５は該遊技盤２０に取り付けられる。設置部材７５における設置壁部７６の前側には
、遊技盤２０の後面との間に空間が画成され、該空間には、可動演出装置８５(図１３参
照)を含む演出装置および球排出路部材等(図示せず)が配設される。設置壁部７６は、そ
の後面に図柄表示装置８０が着脱自在に取り付けられると共に、前記枠状装飾体４０の演
出窓口４０ａと前後に整列する位置に、略矩形状の表示開口７８が前後に開口するよう開
設される。表示開口７８には、設置壁部７６の後面に取り付けた図柄表示装置８０の表示
部８１が後方から臨むようになり、図柄表示装置８０の表示部８１は、表示開口７８およ
び演出窓口４０ａを介して遊技盤２０の前側から視認可能となる。
【００３４】
(図柄表示装置８０について)
　前記図柄表示装置８０は、各種図柄を表示可能な表示部８１をなす液晶パネルが収容ケ
ースに収容されたユニット部材であって、該収容ケースの後面には、該図柄表示装置８０
の表示部８１の表示制御を行う表示制御基板１８０(図１３参照)を収容した図柄表示基板
ケースと、当該パチンコ機１０の遊技演出を統括的に制御する演出制御基板１７５(図１
３参照)を収容した演出制御基板ケースとが配設されている。図柄表示装置８０の表示部
８１には、図２に示すように、飾図を変動表示可能な図柄列８２ａ,８２ｂ,８２ｃが複数
列(例えば３列)設定されており、始動入賞装置３０の第１始動入賞口３１または第２始動
入賞口３２へのパチンコ球の入賞を契機として、各図柄列８２ａ,８２ｂ,８２ｃの飾図が
変動開始されると共に背景画像等が表示され、選択された図柄変動演出(リーチ演出や外
れ演出等)を行った後に、予め決定された最終停止図柄を、入賞ライン８３上に停止表示
するようになっている。なお実施例では、図柄表示装置８０として、表示部８１が液晶パ
ネルである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表示装置も採用可能である。
【００３５】
(第２特別入賞装置６０について)
　次に、前記第２特別入賞装置６０について、図４～図１１を引用して説明する。この第
２特別入賞装置６０は、図５および図６に示すように、第２装置本体６１が上下寸法より
も左右寸法が小さい縦長の装置である。そして、第２特別入賞装置６０は、前記第２設置
部４７に設置した際に、第２装置本体６１の左側縁が枠本体４１の区画板４４に右側から
近接すると共に、該第２装置本体６１の右側縁が前記図柄表示装置８０の表示部８１の左
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縁と前後方向で略一致している。このような第２特別入賞装置６０は、第２装置本体６１
内に、前記第２特別開閉部材６３により開閉される前記第２特別入賞口(入賞口)３２から
入賞したパチンコ球を案内する球導入路９０と、該球導入路９０から２つに分岐した第１
領域としての特定領域９１および第２領域としての非特定領域９２とが設けられている。
球導入路９０は第２装置本体６１内の上側に設けられ、特定領域９１および非特定領域９
２は、該球導入路９０の下側に設けられている。また、前記球導入路９０の下流部には、
振分け手段としてのシャッタ９５が配設されており、該球導入路９０を通過したパチンコ
球が、該シャッタ９５により特定領域９１または非特定領域９２の何れか一方へ振分けら
れるよう構成されている。前記シャッタ９５により前記特定領域９１または非特定領域９
２へ振分けられたパチンコ球は、各々の領域９１,９２の下流部に設けられた球通出口を
介して、遊技盤２０の後側へ通出された後に機外へ排出される。
【００３６】
　前記第２特別入賞装置６０は、図８および図９に示すように、前記球導入路９０、特定
領域９１および非特定領域９２が画成された第２装置本体６１に、前記第２特別開閉部材
６３を備えた開閉機構９３と、前記シャッタ９５を備えた振分け機構９４とを備えている
。前記開閉機構９３および振分け機構９４は、前記第２装置本体６１の後部に設けられた
取付部に、上下に隣接して配設されている。また、第２特別入賞装置６０は、前記第２特
別入賞口６２から入賞して前記球導入路９０を通過するパチンコ球を検出する前記第２特
別入賞検出センサ(減速手段)６５と、前記特定領域９１に案内されたパチンコ球を検出す
る特定入賞検出センサ(検出手段)６６とを備えている。
【００３７】
(第２装置本体６１について)
　前記第２装置本体６１は、複数の部材を互いに組み付けることで、内部に前記球導入路
９０、特定領域９１および非特定領域９２が画成されている。実施例の第２装置本体６１
は、図８および図９に示すように、前本体部材１００および後本体部材１０１の２部材を
前後に組み付けることで、前記球導入路９０が当該装置本体６１の内部上側に画成され、
前記特定領域９１および非特定領域９２が、該球導入路９０の下方において横並びに画成
されている。
【００３８】
(前本体部材１００について)
　前記前本体部材１００は、図８および図９に示すように、上下に長い前板部１０２と、
該前板部１０２の後面から後方へ延出した壁部１０３とを備えている。前本体部材１００
は、透明な合成樹脂製の成形部材であり、前記球導入路９０、特定領域９１および非特定
領域９２を通過するパチンコ球を、前記前板部１０２を介して前側から視認可能になって
いる。また、前板部１０２の前面には、特定領域９１および非特定領域９２を通過するパ
チンコ球を視認可能な状態で、印刷または塗装およびシール１０４による加飾が施されて
いる。そして、前本体部材１００には、前記第２特別開閉部材６３を回転可能に支持する
支持軸１１５(図８参照)の前部を支持する軸支持部１０５が形成されている。更に、前本
体部材１００には、前記第２特別入賞検出センサ６５を設置する第１センサ設置部１０６
と、前記特定入賞検出センサ６６を設置する第２センサ設置部１０７とが設けられている
。
【００３９】
　前記壁部１０３は、図５、図６および図８に示すように、前記球導入路９０を画成する
導入壁部１０８と、前記特定領域９１を画成する特定壁部１０９と、前記非特定領域９２
を画成する非特定壁部１１０とから構成されている。これら導入壁部１０８、特定壁部１
０９および非特定壁部１１０は、前記前板部１０２の後面から後方への延出長が同じで、
パチンコ球の直径より僅かに大きい延出長となっている。
【００４０】
(導入壁部１０８について)
　前記導入壁部１０８は、図５および図６に示すように、複数の壁部(実施例では４つ)１
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０８ａ,１０８ｂ,１０８ｃ,１０８ｄとからなる。第１導入壁部１０８ａは、前記前板部
１０２の左上部から右下がりに延在すると共に下方へ湾曲して、該前板部１０２の右縁部
に沿って下方へ延在するように形成されている。第２導入壁部１０８ｂは、第１導入壁部
１０８ａの下縁から下方へ延在すると共に左方へ湾曲して、前板部１０２の左右略中央部
まで左下がりに延在するように形成されている。第３導入壁部１０８ｃは、前板部１０２
の左右略中央部から右下がりに延在すると共に下方へ折曲して下方へ延在するように形成
されている。この第３導入壁部１０８ｃは、パチンコ球の直径より大きくかつ直径の２倍
以下の間隔で前記第１導入壁部１０８ａから離間した位置に形成されている。また、第１
導入壁部１０８ａの左端部と第３導入壁部１０８ｃの左端部との間に、前記第２特別入賞
口６２が形成されていると共に、前記第２特別開閉部材６３が位置している。前記第４導
入壁部１０８ｄは、前記第３導入壁部１０８ｃの下端部に隣接した位置から左下がりに延
在すると共に下方へ湾曲して、前板部１０２の左縁部に沿って下方へ延在するように形成
されている。
【００４１】
(球導入路９０について)
　図５および図６に示すように、前記導入壁部１０８と、前記前板部１０２および後述す
る後板部１１７とより画成された前記球導入路９０は、１つ以上の屈曲部が形成されてい
る。実施例の球導入路９０は、該第１導入壁部１０８ａおよび第３導入壁部１０８ｃによ
り形成された第１導入屈曲部１１１と、前記第２導入壁部１０８ｂにより形成された第２
導入屈曲部１１２と、前記第４導入壁部１０８ｄにより形成された第３導入屈曲部１１３
とを有している。すなわち、球導入路９０は、左上部に形成された前記第２特別入賞口６
２から右下がりに延在し、第１導入屈曲部１１１により下方へ湾曲し、第２導入屈曲部１
１２により左方へ湾曲し、第３導入屈曲部１１３により下方へ延在している。ここで、前
記第１導入屈曲部１１１と第２導入屈曲部１１２との間は、略垂直に延在する第１直線部
９０ａとなっている。そして、第２導入屈曲部１１２と第３導入屈曲部１１３との間は、
左下がりに延在する第２直線部９０ｂとなっている。また、第３導入屈曲部１１３の出口
部は、略垂直下方に向いていると共に、前記第２特別開閉部材６３の配設位置の略垂直下
方に位置している。そして、第３導入屈曲部１１３の出口部の直下に、前記シャッタ９５
が配設されている。
【００４２】
　また、図５、図６および図８に示すように、前記第１導入屈曲部１１１と第２導入屈曲
部１１２に夫々連通する前記第１直線部９０ａの下流部に、前記第１センサ設置部１０６
が設けられている。更に、前記第１直線部９０ａにおいて、前記第１センサ設置部１０６
の直上となる位置に、球導入路９０内へ突出した突起１２１が設けられている。この突起
１２１は、前記前板部１０２の裏面に横長に突出しており、第１直線部９０ａを下方へ移
動するパチンコ球と接触可能となっている。すなわち、突起１２１は、第１直線部９０ａ
を下方へ移動するパチンコ球が接触することで、該パチンコ球の速度、勢いを減速、減勢
させるためのものである。なお、後板部１１７には、前記突起１２１と前後に対向する位
置に、後方へ凹んだ凹部１２２が設けられており(図９参照)、該突起１２１に接触したパ
チンコ球の下方への移動が規制されないように構成されている。
【００４３】
　従って、第２特別入賞口６２から入賞したパチンコ球は、球導入路９０を移動する間に
、右方へ移動した後に第１導入屈曲部１１１により下方へ変向され、下方へ移動した後に
第２導入屈曲部１１２により右方へ変向され、更に右方へ移動した後に第３導入屈曲部１
１３により下方へ変向されるようになっている。すなわち、球導入路９０は、第２特別入
賞口６２から勢いよく入賞したパチンコ球が前記第１～第３導入屈曲部１１１,１１２,１
１３を順次通過する際に変向することで、該パチンコ球を減速、減勢させ得る構造となっ
ている。更に、球導入路９０は、前記第１直線部９０ａが垂直に延在しているが、該第１
直線部９０ａに前記突起１２１を設けたことで、第１直線部９０ａを下方へ移動するパチ
ンコ球を減速、減勢させ得る。また、球導入路９０が前記第１～第３導入屈曲部１１１,
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１１２,１１３を備えていることで、該球導入路９０が前記第１～第３導入屈曲部１１１,
１１２,１１３を備えていない場合よりも、第２特別入賞口６２から入賞したパチンコ球
が当該球導入路９０を通過するのに要する時間が長くなるようになっている。
【００４４】
(特定壁部１０９について)
　前記特定壁部１０９は、図５および図６に示すように、複数の壁部(実施例では２つ)１
０９ａ,１０９ｂからなる。前記第１特定壁部１０９ａは、前記第４導入壁部１０８ｄの
左下部に連なり、前板部１０２の左縁部に沿って下方へ直線状に延在するように形成され
ている。第２特定壁部１０９ｂは、前記第３導入壁部１０８ｃの左縁部に対してパチンコ
球の直径より僅かに大きい間隔で下方に離間した位置から、下方へ略直線に延在するよう
に形成されている。また、第２特定壁部１０９ｂは、前記第１特定壁部１０９ａにおける
上下に延在する部分に対して、パチンコ球の直径より僅かに大きい間隔で右方に離間して
形成されている。
【００４５】
(特定領域９１について)
　図５および図６に示すように、前記特定壁部１０９と、前記前板部１０２および後板部
１１７とより画成された実施例の特定領域９１は、前記球導入路９０の下部から下方へ直
線状に延在している。そして、特定領域９１は、球導入路９０の前記第３導入屈曲部１１
３の出口部の真下に設けられており、前記第２特別開閉部材６３の下方に位置している。
従って、球導入路９０から特定領域９１へ振分けられたパチンコ球は、下方へ直線状に移
動するようになっている。
【００４６】
(非特定壁部１１０について)
　前記非特定壁部１１０は、図５および図６に示すように、複数の壁部(実施例では３つ)
１１０ａ,１１０ｂ,１１０ｃからなる。第１非特定壁部１１０ａは、前記第３導入壁部１
０８ｃの左縁部から右下がりに延在すると共に下方へ湾曲して、該前板部１０２の右縁部
に沿って下方へ延在するように形成されている。第２非特定壁部１１０ｂは、前記第１非
特定壁部１１０ａの上縁部から右下がりに延在している。第２非特定壁部１１０ｂは、前
記第１非特定壁部１１０ａに対してパチンコ球の直径より僅かに大きい間隔で離間して形
成されている。第３非特定壁部１１０ｃは、前記第２非特定壁部１１０ｂの右縁部から、
下方へ略直線に延在するように形成されている。また、第３非特定壁部１１０ｃは、前記
第１非特定壁部１１０ａにおける上下に延在する部分に対して、パチンコ球の直径より僅
かに大きい間隔で左方に離間して形成されている。
【００４７】
(非特定領域９２について)
　図５および図６に示すように、前記非特定壁部１１０と、前記前板部１０２および後板
部１１７とより画成された前記非特定領域９２は、屈曲部が形成されている。実施例の非
特定領域９２は、該第１非特定壁部１１０ａにより形成された１つの非特定屈曲部１１４
を有している。すなわち、非特定領域９２は、球導入路９０の下部から右下がりに延在し
、非特定屈曲部１１４により下方へ湾曲して下方へ直線状に延在している。そして、非特
定領域９２の右下がりに延在する部分は、前記球導入路９０の第２直線部９０ｂの真下に
位置し、該球導入路９０の垂直下方へ直線状に延在する部分は、前記球導入路９０の第１
直線部９０ａの真下において下方に離間して位置している。また、前記非特定屈曲部１１
４は、前記第２導入屈曲部１１２の真下に位置している。従って、球導入路９０から非特
定領域９２へ振分けられたパチンコ球は、非特定領域９２を移動する際に、右方へ移動し
た後に非特定屈曲部１１４により下方へ変向されるようになっている。すなわち、非特定
領域９２は、球導入路９０を通過したパチンコ球が前記非特定屈曲部１１４を通過する際
に変向することで、該パチンコ球を減速、減勢させ得る構造となっている。
【００４８】
(後本体部材１０１について)
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　前記後本体部材１０１は、図８および図９に示すように、後板部１１７と、該後板部１
１７の右縁部から後方へ延出すると共に下方へ延出する側板部１１８とを備えている。後
本体部材１０１は、透明な合成樹脂製の成形部材であり、前記球導入路９０、特定領域９
１および非特定領域９２の後壁を構成する。そして、後本体部材１０１には、前記第２特
別開閉部材６３を回転可能に支持する前記支持軸１１５(図８参照)が挿通する軸支持孔１
１９が形成されている。更に、後本体部材１０１には、連係ピン１１６(図８参照)の挿通
をする弧状貫通孔１２０が設けられている。この、弧状貫通孔１２０は、前記軸支持孔１
１９を中心とする円弧に沿って湾曲している。
【００４９】
(開閉機構９３について)
　前記開閉機構９３は、図８および図１０に示すように、前記第２特別開閉部材６３と、
該第２特別開閉部材６３を姿勢変位させる前記第２特別入賞ソレノイド６４と、該第２特
別入賞ソレノイド６４に連結された第１連係部材１２３と、該第１連係部材１２３に連係
されると共に第２特別開閉部材６３に連係された第２連係部材１２４とを備えている。第
２特別開閉部材６３は、第２特別入賞ソレノイド６４の非励磁時には図５に示す第１姿勢
となり、該第２特別入賞ソレノイド６４の励磁に伴って図６に示す第２姿勢となり、第１
姿勢および第２姿勢の間を姿勢変位する。そして、第２特別開閉部材６３の第１姿勢では
前記第２特別入賞口６２が閉鎖し、該第２特別入賞口６２へのパチンコ球の入賞が規制さ
れ、該第２特別開閉部材６３の第２姿勢では第２特別入賞口６２が開放し、該第２特別入
賞口６２へのパチンコ球の入賞が許容される。
【００５０】
(第２特別開閉部材６３について)
　前記第２特別開閉部材６３は、図５、図８および図１０に示すように、湾曲した羽根状
部材であって、長手の一方の端部側(固定端部)に設けた軸支孔６３ｃに前記支持軸１１５
が嵌入することで、該支持軸１１５に回転可能に支持されている。この支持軸１１５は、
スリーブを介して前記後本体部材１０１に設けられた前記軸支持孔１１９に支持されてい
る。これにより第２特別開閉部材６３は、該後本体部材１０１の後板部１１７から前方へ
延出した支持軸１１５を中心として他方の端部側(移動端部)が移動することで、該支持軸
１１５から上方へ起立した前記第１姿勢および該支持軸１１５から左斜め上方に向くよう
に倒れた第２姿勢の間を回転変位する。ここで、第２特別開閉部材６３は、前記第１姿勢
において前記第２特別入賞口６２から遊技領域２４(第１遊技領域２４ａ)に向いた第１当
受け面６３ａと、前記第２姿勢においてパチンコ球を前記球導入路９０へ案内する第２当
受け面６３ｂとを備えている。すなわち第２特別開閉部材６３は、第１姿勢において、第
１当受け面６３ａで第２特別入賞口６２を塞ぐことで、遊技領域２４を流下するパチンコ
球が第２特別入賞口６２へ入賞することを規制し得るようになっている。一方、第２特別
開閉部材６３は、第２姿勢において、第２特別入賞口６２を開放すると共に、第２当受け
面６３ｂが第３導入壁部１０８ｃに連なるように延在することで、該第２当受け面６３ｂ
で当て受けたパチンコ球を球導入路９０内へ誘導し得るようになっている。
【００５１】
　また、図５、図８および図１０に示すように、前記第２特別開閉部材６３には、該第２
特別開閉部材６３と前記第２連係部材１２４とを連係する前記連係ピン１１６が連結され
ている。この連係ピン１１６は、第２特別開閉部材６３において、前記支持軸１１５によ
る支持位置から移動端部側へ所要距離離間した位置に連結されている。また、第２特別開
閉部材６３に連結した連係ピン１１６は、前記後本体部材１０１に形成された前記弧状貫
通孔１２０に挿通されて後板部１１７の後側へ延出して、前記第２連係部材１２４に連結
されている。
【００５２】
(第２特別入賞ソレノイド６４について)
　前記第２特別入賞ソレノイド６４は、図８および図１０に示すように、鉄線を巻回して
構成されたコイル１２６と、該コイル１２６の一方端部から延出したロッド１２７と、該
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ロッド１２７に配設された圧縮コイルバネ１２８とからなる。第２特別入賞ソレノイド６
４は、図１３に示すように、前記メイン制御基板１７０のメイン制御ＣＰＵ１７０ａによ
り、コイル１２６が励磁、非励磁制御されてロッド１２７が進退移動する。すなわち、第
２特別入賞ソレノイド６４は、コイル１２６の非励磁状態において、圧縮コイルバネ１２
８の弾性力により、ロッド１２７がコイル１２６から延出した状態に保持される。一方、
第２特別入賞ソレノイド６４は、コイル１２６に電流を印加して該コイル１２６が励磁し
た状態において、ロッド１２７がコイル１２６内へ引き込まれた状態に保持される。そし
て、第２特別入賞ソレノイド６４が非励磁状態(ロッド１２７がコイル１２６から延出し
た状態)では、前記第２特別開閉部材６３が前記第１姿勢となり、該第２特別入賞ソレノ
イド６４が励磁状態(ロッド１２７がコイル１２６に引き込まれた状態)では、該第２特別
開閉部材６３が前記第２姿勢となる。このような第２特別入賞ソレノイド６４は、ロッド
１２７を下向きとした姿勢で開閉ケース体１３０に収容され、後本体部材１０１の後板部
１１７の後側に配設される。
【００５３】
(第１連係部材１２３について)
　前記第１連係部材１２３は、図８および図１０に示すように、前記第２特別入賞ソレノ
イド６４のロッド１２７の先端に固定され、前記開閉ケース体１３０にスライド移動可能
に配設される。第１連係部材１２３は、第２特別入賞ソレノイド６４のロッド１２７の先
端に係止される基部１２３ａと、該基部１２３ａから下方へ延出した係止部１２３ｂとか
ら構成され、側面視において略「Ｌ」形を呈している。前記係止部１２３ｂには、前記第
２連係部材１２４に設けられた係止受部１２４ｂ(図８参照)下方から当接する第１係止部
１２３ｃと、該係止受部１２４ｂに上方から当接する第２係止部１２３ｄとを備えている
。第１係止部１２３ｃは、第２特別入賞ソレノイド６４が励磁することでロッド１２７が
上方へ移動して第１連係部材１２３が上方へ移動する際に、第２連係部材１２４の係止受
部１２４ｂに下方から当接して、該第２連係部材１２４を姿勢変位させる。また、第２係
止部１２３ｄは、第２特別入賞ソレノイド６４が励磁状態から非励磁状態となることでロ
ッド１２７が下方へ移動して第１連係部材１２３が下方へ移動する際に、第２連係部材１
２４の係止受部１２４ｂに上方から当接して、該第２連係部材１２４を姿勢変位させる。
【００５４】
(第２連係部材１２４について)
　前記第２連係部材１２４は、図８および図１０に示すように、レバー状の部材であって
、長手の一方の端部側(固定端部)に形成された軸支孔１２４ａに貫通した支持ピン１２５
に対して回転可能に支持されている。この支持ピン１２５は、その前端部および後端部が
、前記開閉ケース体１３０に支持されている。これにより第２特別開閉部材６３は、支持
ピン１２５を中心として他方の端部側(移動端部)が移動することで、第１姿勢および第２
姿勢の間を回転変位する。また、第２連係部材１２４には、該第２連係部材１２４と前記
第２特別開閉部材６３とを連係する前記連係ピン１１６が連結されている。この連係ピン
１１６は、第２連係部材１２４において、前記支持ピン１２５による支持位置から移動端
部側へ所要距離離間した位置に形成した連係孔１２４ｃに係合している。従って、第２連
係部材１２４が支持ピン１２５を中心として第１姿勢および第２姿勢の間を回転変位する
ことで、連係ピン１１６により連結された第２特別開閉部材６３が、前記第１姿勢および
第２姿勢の間を回転変位するようになっている。なお、連係ピン１１６は、第２連係部材
１２４が回転変位に伴い、前記弧状貫通孔１２０に貫通した状態で、該弧状貫通孔１２０
に沿って円弧上に移動する。
【００５５】
(開閉ケース体１３０について)
　図８および図１０に示すように、前記開閉機構９３を構成する前記第２特別入賞ソレノ
イド６４、第１連係部材１２３および第２連係部材１２４は、開閉ケース体１３０に収容
されている。この開閉ケース体１３０は、前記後本体部材１０１に支持される第１開閉ケ
ース部材１３１と、該第１開閉ケース部材１３１に後側から組み付けられる第２開閉ケー
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ス部材１３２とからなり、第１開閉ケース部材１３１および第２開閉ケース部材１３２を
組み付けることで内部に空間が画成される。開閉ケース体１３０は、第２特別入賞ソレノ
イド６４を配設する第１配設部１３３と、第１連係部材１２３をスライド移動可能に配設
する第２配設部１３４と、第２連係部材１２４を回転可能に配設される第３配設部１３５
とを備えている。なお、第２配設部１３４には、前記ロッド１２７の移動方向に沿って延
在するガイド溝１３４ａが形成されていると共に、第１連係部材１２３には、該ガイド溝
１３４ａに係合するガイド片１２３ｅが形成されている。これにより、ロッド１２７の移
動に伴って、ガイド片１２３ｅがガイド溝１３４ａに沿って移動することで、スライド移
動する第１連係部材１２３の姿勢が保持されるようになっている。
【００５６】
　前述のように構成された開閉機構９３は、前記第２特別入賞ソレノイド６４が非励磁状
態では、前記圧縮コイルバネ１２８の弾性力により前記ロッド１２７が下方へ延出した状
態に保持されることで、図５に示すように、第１連係部材１２３および第２連係部材１２
４を介して前記第２特別開閉部材６３が前記第１姿勢に保持される。従って、第２特別開
閉部材６３が第２特別入賞口６２を閉鎖して、該第２特別入賞口６２から球導入路９０へ
のパチンコ球の入賞が規制される。一方、前記第２特別入賞ソレノイド６４が励磁状態で
は、前記ロッド１２７が上方へ移動してコイル１２６内へ引き込まれた状態となることで
、図６に示すように、第１連係部材１２３および第２連係部材１２４の姿勢変位に伴って
前記第２特別開閉部材６３が前記第２姿勢に変位して保持される。従って、第２特別開閉
部材６３が第２特別入賞口６２を開放して、該第２特別入賞口６２から球導入路９０への
パチンコ球の入賞が許容される。
【００５７】
(振分け機構９４について)
　前記振分け機構９４は、図８および図１１に示すように、前記シャッタ９５と、該シャ
ッタ９５を姿勢変位させる振分けソレノイド１４０と、該振分けソレノイド１４０に連結
された第３連係部材１４１と、該第３連係部材１４１に連係されると共にシャッタ９５に
連係された第４連係部材１４２とを備えている。シャッタ９５は、振分けソレノイド１４
０の非励磁時には図７(ａ)に示す第１振分け姿勢となり、該振分けソレノイド１４０の励
磁に伴って図７(ｂ)に示す第２振分け姿勢となり、第１振分け姿勢および第２振分け姿勢
の間を姿勢変位する。そして、シャッタ９５の第１振分け姿勢では、前記特定領域９１へ
のパチンコ球の移動を規制すると共に、前記非特定領域９２へのパチンコ球の移動を許容
する。一方、シャッタ９５の第２振分け姿勢では、前記特定領域９１へのパチンコ球の移
動を許容する。
【００５８】
(シャッタ９５について)
　前記シャッタ９５は、図８および図１１に示すように、球受け部１４４と、該球受け部
１４４を前部に設けたシャッタ本体部１４５と、該シャッタ本体部１４５の後部に設けた
検出片１４６とを備えている。シャッタ９５は、振分け機構９４を収容する振分けケース
体１５５に、前後にスライド移動が可能に配設されている。前記球受け部１４４は、シャ
ッタ本体部１４５の前部から前方へ延出した平面視で矩形状の舌片状部であり、前側から
見て右下がりに傾斜している(図５参照)。すなわち、球受け部１４４は、その上面に落下
したパチンコ球を右方へ変向させるように機能する。換言すると、球受け部１４４は、前
記球導入路９０を流下したパチンコ球が上方から衝突した際に、該パチンコ球が前記特定
領域９１へ移動するのを規制すると共に、該パチンコ球を前記非特定領域９２に向けて誘
導する。
【００５９】
　また、図７(ｂ)に示すように、前記シャッタ９５の球受け部１４４は、前記第１振分け
姿勢において、前記後板部１１７の前面から前方への延出した長さを、該後板部１１７と
前板部１０２との前後間隔よりも短くしてある。すなわち、シャッタ９５の第１振分け姿
勢となった場合には、球受け部１４４の前端と前板部１０２の後面との間に隙間が形成さ
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れる。但し、シャッタ９５の第１振分け姿勢において、球受け部１４４の前端と前板部１
０２の後面との間に形成される隙間の前後幅はパチンコ球の直径よりも小さく、該シャッ
タ９５が第１振分け姿勢となることで、パチンコ球が前記特定領域９１へ移動することを
規制する。なお実施例では、前記隙間の前後幅を、パチンコ球の直径の１／４程度に設定
してあるが、該隙間の前後幅は、パチンコ球の直径より小さければ様々に設定可能である
。このように、球受け部１４４の延出長さを短くすることで、シャッタ９５が第１振分け
姿勢から第２振分け姿勢へ姿勢変位するのに要する時間を、姿勢変位速度を変えずに短く
することが可能である。
【００６０】
　更に、図１１に示すように、前記シャッタ９５の球受け部１４４は、上下の厚みが、シ
ャッタ本体部１４５に連なる基端よりも延出端(前端)のほうが薄くなっている。具体的に
は、球受け部１４４は、その上面が、前後略中間部から前側部分が前下がりに傾斜してお
り、これにより基端よりも延出端が薄くなっている。このように球受け部１４４の延出端
が薄くなっていることで、例えばシャッタ９５が第２振分け姿勢から第１振分け姿勢に姿
勢変位する際に、球受け部１４４の先端と前記前板部１０２の後面との間にパチンコ球が
挟み込まれることが防止され、該シャッタ９５の姿勢変位が規制されて振分けソレノイド
１４０や各連係部材１４１,１４２の破損や故障が発生することを防止する。
【００６１】
　前記シャッタ本体部１４５は、図７および図８に示すように、前記第４連係部材１４２
と係合する係合孔１４５ａが設けられている。これにより、第４連係部材１４２が姿勢変
位することに伴い、該第４連係部材１４２に連係したシャッタ９５が、前記第１振分け姿
勢および第２振分け姿勢の間を姿勢変位する。また、前記検出片１４６は、シャッタ９５
が前記第２振分け姿勢となった際に、前記振分けケース体１５５に配設した位置検出セン
サ１４７(図１１参照)により検出されるように形成されている。
【００６２】
(振分けソレノイド１４０について)
　前記振分けソレノイド１４０は、図８および図１１に示すように、鉄線を巻回して構成
したコイル１５０と、該コイル１５０の一方端部から延出したロッド１５１と、該ロッド
１５１に配設された圧縮コイルバネ１５２とからなる。振分けソレノイド１４０は、図１
３に示すように、前記メイン制御基板１７０のメイン制御ＣＰＵ１７０ａにより励磁、非
励磁制御される。振分けソレノイド１４０は、コイル１５０の非励磁状態において、圧縮
コイルバネ１５２の弾性力により、ロッド１５１がコイル１５０から延出した状態に保持
される。一方、振分けソレノイド１４０は、コイル１５０に電流を印加して該コイル１５
０が励磁した状態において、ロッド１５１がコイル１５０内へ引き込まれた状態に保持さ
れる。そして、振分けソレノイド１４０が非励磁状態(ロッド１５１がコイル１５０から
延出した状態)では、前記シャッタ９５が前記第１振分け姿勢となり、該振分けソレノイ
ド１４０が励磁状態(ロッド１５１がコイル１５０に引き込まれた状態)では、該シャッタ
９５が前記第２振分け姿勢となる。このような振分けソレノイド１４０は、ロッド１５１
を横向きとした姿勢で前記振分けケース体１５５に収容され、後本体部材１０１の後板部
１１７の後側に配設される。
【００６３】
(第３連係部材１４１について)
　前記第３連係部材１４１は、図８および図１１に示すように、前記振分けソレノイド１
４０のロッド１５１の先端に固定され、前記振分けケース体１５５内にスライド移動可能
に配設される。第３連係部材１４１は、振分けソレノイド１４０のロッド１５１の先端に
係止される基部１４１ａと、該基部１４１ａから横方向へ延出した係合部１４１ｂとから
構成され、正面視において略「Ｌ」形を呈している。前記係合部１４１ｂには、前記第４
連係部材１４２に設けられた第１係合凸部１４２ｂ(図１１参照)に係合する係合凹部１４
１ｃが設けられている。この係合凹部１４１ｃは、振分けソレノイド１４０の励磁、非励
磁に伴うロッド１５１の進退移動に伴い、第３連係部材１４１がスライド移動することで
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左右方向へ移動する。
【００６４】
(第４連係部材１４２について)
　前記第４連係部材１４２は、図８および図１１に示すように、レバー状の部材であって
、上下方向に軸心が向いた状態で振分けケース体１５５に支持された支軸１５４に回転自
在に支持されている。第４連係部材１４２は、前記支軸１５４が挿通する支持孔１４２ａ
に対して前記第３連係部材１４１の係合部１４１ｂ側に位置する第１係合凸部１４２ｂと
、該支持孔１４２ａに対して前記シャッタ９５のシャッタ本体部１４５側に位置する第２
係合凸部１４２ｃとを備えている。そして、振分けソレノイド１４０のロッド１５１に進
退に伴って第３連係部材１４１が左右方向へスライド移動することで、第１係合凸部１４
２ｂが左右方向へ円弧状に移動し、これにより当該第４連係部材１４２が支軸１５４を中
心として回転変位する。一方、第４連係部材１４２の回転変位に伴って前記第２係合凸部
１４２ｃが前後方向へ円弧状に移動する。
【００６５】
(振分けケース体１５５について)
　図８および図１１に示すように、前記振分け機構９４を構成する前記振分けソレノイド
１４０、第３連係部材１４１および第４連係部材１４２は、振分けケース体１５５に収容
されている。この振分けケース体１５５は、第１振分けケース部材１５６と、該第１振分
けケース部材１５６に上側から組み付けられる第２振分けケース部材１５７とからなり、
第１振分けケース部材１５６および第２振分けケース部材１５７を組み付けることで内部
に空間が画成される。振分けケース体１５５は、振分けソレノイド１４０を配設する第４
配設部１５８と、第３連係部材１４１をスライド移動可能に配設する第５配設部１５９と
、第４連係部材１４２が回転可能に配設される第６配設部１６０と、シャッタ９５が配設
される第７配設部１６１とを備えている。なお、第５配設部１５９には、前記ロッド１５
１の移動方向に沿って延在するガイド溝１５９ａが形成されていると共に、第３連係部材
１４１には、該ガイド溝１５９ａに係合するガイド片１４１ｃが形成されている。これに
より、ロッド１５１の移動に伴って、ガイド片１４１ｃがガイド溝１５９ａに沿って移動
することで、スライド移動する第３連係部材１４１の姿勢が安定する。また、第７配設部
１６１には、前記シャッタ９５の移動方向に沿って延在するガイド溝１６１ａ,１６１ａ
が形成されていると共に、該シャッタ９５のシャッタ本体部１４５には、夫々のガイド溝
１６１ａ,１６１ａに係合するガイド片１４５ｂ,１４５ｂが形成されている。これにより
、ロッド１５１の移動に伴って、ガイド片１４５ｂがガイド溝１６１ａに沿って移動する
ことで、スライド移動するシャッタ９５の姿勢が安定する。
【００６６】
　そして、前記振分け機構９４は、前記振分けソレノイド１４０とシャッタ９５とが、上
下方向で隣接して第２装置本体６１に配設されている。しかも、振分けソレノイド１４０
は、ロッドが左右方向に往復移動する向きに配設され、シャッタ９５は、球受け部１４４
が前後方向に往復移動するように配設されている。これにより、第２特別入賞装置６０の
振分け機構９４は、左右寸法および前後寸法が抑えたコンパクトに構成されており、第２
装置本体６１の左右寸法や前後寸法が大きくなることが防止される。
【００６７】
　前述のように構成された振分け機構９４は、前記振分けソレノイド１４０が非励磁状態
では、前記圧縮コイルバネ１５２の弾性力により前記ロッド１５１が横方へ延出した状態
に保持されることで、図７(ａ)に示すように、第３連係部材１４１および第４連係部材１
４２を介して前記シャッタ９５が前記第１振分け姿勢に保持される。従って、シャッタ９
５の球受け部１４４が特定領域９１の上開口を閉成し、球導入路９０から特定領域９１へ
のパチンコ球の入賞が規制され、該パチンコ球が非特定領域９２へ誘導される。一方、前
記振分けソレノイド１４０が励磁すると、前記ロッド１５１がコイル１５０内へ引き込ま
れた状態となることで、図７(ｂ)に示すように、第３連係部材１４１および第４連係部材
１４２の姿勢変位に伴って前記シャッタ９５が前記第２振分け姿勢に変位して保持される
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。従って、シャッタ９５の球受け部１４４が特定領域９１の上開口から退避して該上開口
を開放し、球導入路９０から特定領域９１へパチンコ球が誘導される。
【００６８】
(第１センサ設置部１０６について)
　図５および図８に示すように、前記第２特別入賞検出センサ６５を設置する前記第１セ
ンサ設置部１０６は、前記球導入路９０において、前記第２導入屈曲部１１２よりも第２
特別入賞口６２側(上流側)に設けられている。そして、第１センサ設置部１０６に配設さ
れた第２特別入賞検出センサ６５は、パチンコ球が通過する検出孔６５ａが上下に開口し
ている。これにより、第２特別入賞口６２から導入されたパチンコ球が検出孔６５ａを通
過する際に、該検出孔６５ａの内壁面に該パチンコ球が適宜接触するので、当該パチンコ
球の移動速度が遅くなる。従って、第２特別入賞検出センサ６５は、検出孔６５ａを通過
するパチンコ球の移動速度を減速させ得るので、減速手段としての機能を有している。そ
して、第２特別入賞検出センサ６５は、前記メイン制御ＣＰＵ１７０ａに電気的に接続さ
れており(図１３参照)、パチンコ球の検出信号を該メイン制御ＣＰＵ１７０ａに出力する
。
【００６９】
(第２センサ設置部１０７について)
　図５および図８に示すように、前記特定入賞検出センサ６６を設置する前記第２センサ
設置部１０７は、前記特定領域９１の中途部分に設けられている。そして、第２センサ設
置部１０７に配設された特定入賞検出センサ６６は、パチンコ球が通過する検出孔６６ａ
が上下方向に開口すると共に、センサケースの長手が前後方向に向いている。これにより
、特定領域９１へ導入されたパチンコ球が検出孔６６ａを通過する際に、該検出孔６６ａ
の内壁面にパチンコ球が適宜接触するので、当該パチンコ球の移動速度が遅くなる。従っ
て、特定入賞検出センサ６６は、検出孔６６ａを通過するパチンコ球の移動速度を減速さ
せ得るので、減速手段としての機能を有している。そして、特定入賞検出センサ６６は、
前記メイン制御ＣＰＵ１７０ａに電気的に接続されており(図１３参照)、パチンコ球の検
出信号を該メイン制御ＣＰＵ１７０ａに出力する。
【００７０】
(第２特別入賞装置６０の作動について)
　図１２は、前記メイン制御ＣＰＵ１７０ａの制御に基づく実施例の第２特別入賞装置６
０の作動態様の一例を示している。第２特別入賞装置６０における前記第２特別開閉部材
６３の第１姿勢および第２姿勢の間の姿勢変位は、前記第２特別入賞ソレノイド６４をメ
イン制御ＣＰＵ１７０ａで制御することで実行される。また、前記シャッタ９５の第１振
分け姿勢および第２振分け姿勢の間の姿勢変位は、前記振分けソレノイド１４０を該メイ
ン制御ＣＰＵ１７０ａで制御することで実行される。そして、図１４に示すように、メイ
ン制御ＣＰＵ１７０ａの大当り判定において所定の大当り遊技が生起した場合に、当該大
当り遊技の規定回数のラウンド演出における第４回目の第４ラウンド遊技において、メイ
ン制御ＣＰＵ１７０ａにより、第２特別入賞装置６０が作動制御される。なお、大当り遊
技において、第２特別入賞装置６０が作動制御されないラウンド(第４ラウンド以外)にお
いては、前記第１特別入賞装置５０が作動制御されるようになっている。すなわち、大当
り遊技の各ラウンド遊技では、第１特別入賞装置５０または第２特別入賞装置６０の何れ
か一方だけが作動制御される。
【００７１】
　ここで、前記メイン制御ＣＰＵ１７０ａは、第２特別入賞装置６０が作動制御されるラ
ウンド遊技において、当該ラウンドの開始から終了までの間(第２特別入賞口６２に規定
個数(例えば９個)のパチンコ球が入賞するか、あるいはラウンド遊技時間が経過するまで
)、第２特別入賞ソレノイド６４をＯＮ状態に維持する。これにより、第２特別入賞ソレ
ノイド６４が当該ラウンド遊技の開始から終了までの間に亘り励磁されるので、第２特別
開閉部材６３が当該ラウンド遊技中は前記第２姿勢に保持され、多数のパチンコ球が開放
した第２特別入賞口６２から入賞可能となる。
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【００７２】
　一方、図１２に示すように、前記メイン制御ＣＰＵ１７０ａは、前記第４ラウンド遊技
において、前記第２特別入賞ソレノイド６４の作動により開放した第２特別入賞口６２に
前述した規定個数(９個)のパチンコ球の入賞が可能な時間に設定されたラウンド遊技時間
Ｔ１および該ラウンド遊技時間Ｔ１が経過してから所定のインターバル時間Ｔ２が経過す
るまでの間に、前記特定入賞検出センサ６６からの検出信号が入力されない場合に、前記
振分けソレノイド１４０をＯＦＦ状態に制御するようになっている(２点鎖線で表示)。こ
こで、前記インターバル時間Ｔ２は、前記第２特別入賞口６２に入賞したパチンコ球が、
球導入路９０を移動して特定領域９１と非特定領域９２の分岐部(前記シャッタ９５の球
受け部１４４の配設位置)に到来するのに要する時間より長く設定された時間である。す
なわち、前記インターバル時間Ｔ２が設定されていることで、前記ラウンド遊技時間Ｔ１
の経過に伴って前記第２特別開閉部材６３が開放位置から閉鎖位置に向けて姿勢変位する
タイミングで前記第２特別入賞口６２に入賞したパチンコ球が発生した場合に、当該パチ
ンコ球が、シャッタ９５が第２振分け姿勢にあるタイミングで特定領域９１と非特定領域
９２の分岐部に到来して該特定領域９１へ移動することを可能にする。従って、ラウンド
遊技の開始から、前記ラウンド遊技時間Ｔ１およびインターバル時間Ｔ２を合計した時間
(Ｔ１＋Ｔ２)が、振分け手段である前記振分けソレノイド１４０を作動制御する期間であ
る。また、特定入賞検出センサ６６からの球検出信号は、ラウンド遊技の開始から、前記
ラウンド遊技時間Ｔ１およびインターバル時間Ｔ２が経過して更に前記残存球処理時間Ｔ
３が経過するまでの間において有効になるよう構成されている。この残存球処理時間Ｔ３
が設定されていることで、前記ラウンド遊技時間Ｔ１の経過に伴って前記第２特別開閉部
材６３が第２姿勢から第１姿勢に向けて姿勢変位するタイミングで前記第２特別入賞口６
２に入賞したパチンコ球が特定領域９１に移動した際に、該パチンコ球を特定入賞検出セ
ンサ６６で確実に検知することができる。なお、実施例では、例えば前記ラウンド遊技時
間Ｔ１が２５０００ｍｓ程度に設定され、前記インターバル時間Ｔ２が２０００ｍｓに設
定され、前記残存球処理時間Ｔ３が２０００ｍｓに設定されている。
【００７３】
　また、図１２に示すように、実施例では、前記第１大当り遊技および第２大当り遊技に
おける第４ラウンド遊技の開始により第２特別入賞装置６０が作動開始して、第２特別入
賞ソレノイド６４のＯＮ制御が開始すると、前記振分けソレノイド１４０がＯＮ制御され
るようになっており、第２特別入賞ソレノイド６４のＯＮ制御開始が、シャッタ９５が第
１振分け姿勢から第２振分け姿勢へ姿勢変位する開放作動条件となっている。また、シャ
ッタ９５が第２振分け姿勢に保持されている状態において、パチンコ球を検出した第２特
別入賞検出センサ６５からの球検出信号がメイン制御ＣＰＵ１７０ａに入力されると、前
記振分けソレノイド１４０がＯＦＦ制御されるようになっており、第２特別入賞センサ６
５の遊技球検知が、シャッタ９５が第２振分け姿勢から第１振分け姿勢へ姿勢変位する閉
鎖作動条件(特定の作動条件)となっている。これにより、前記第２特別入賞ソレノイド６
４がＯＮ状態に制御されて前記第２特別開閉部材６３が第２姿勢に保持されている間の適
時に、開放した前記第２特別入賞口６２から入賞したパチンコ球が前記第２特別入賞検出
センサ６５で検出されて、該第２特別入賞検出センサ６５からの球検出信号がメイン制御
ＣＰＵ１７０ａに入力された場合は、該メイン制御ＣＰＵ１７０ａは、前記振分けソレノ
イド１４０をＯＮ状態からＯＦＦ状態に制御する(図１２に実線で表示)。すなわち、前記
第２特別入賞口６２から入賞したパチンコ球が、前記球導入路９０から前記特定領域９１
へ移動しないことで第２特別入賞検出センサ６５が球検出信号を出力しない場合(特定の
作動条件が成立しない場合)は、前記シャッタ９５が前記第２振分け姿勢に継続して保持
される。これにより、第２特別入賞口６２に入賞したパチンコ球は、前記特定領域９１へ
移動することが許容されて該特定領域９１へ移動する。一方、前記第２特別入賞口６２か
ら入賞したパチンコ球が、前記球導入路９０から前記特定領域９１へ移動して第２特別入
賞検出センサ６５が球検出信号を出力した場合(特定の作動条件が成立した場合)には、前
記シャッタ９５が前記第１振分け姿勢に姿勢変位する。これにより、シャッタ９５が第１
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振分け姿勢に姿勢変位した以降に該シャッタ９５に到来したパチンコ球は、その全てが前
記非特定領域９２へ移動する。
【００７４】
　そして、実施例の第２特別入賞装置６０は、前記球導入路９０の球流出部から真下に前
記特定領域９１が設けられた構造である。このため、ラウンド遊技が開始されて、前記第
２特別入賞ソレノイド６４がＯＮ状態に制御されて前記第２特別開閉部材６３が第２姿勢
に姿勢変位すると共に、振分けソレノイド１４０がＯＮ状態に制御されて前記シャッタ９
５が第２振分け姿勢に姿勢変位すると、第２特別入賞口６２に入賞したパチンコ球は、球
導入路９０から特定領域９１へ移動し易い。このため、第４ラウンド遊技が開始されると
、第２特別入賞口６２に入賞したパチンコ球が特定領域９１に移動して前記特定入賞検出
センサ６６で検出され易くなる。そして、該特定入賞検出センサ６６がパチンコ球を検出
したことを契機として振分けソレノイド１４０がＯＦＦ状態に制御され、前記シャッタ９
５が前記第２振分け姿勢から第１振分け姿勢へ姿勢変位する。これにより、シャッタ９５
が第１振分け姿勢へ姿勢変位するタイミングで第２特別入賞口６２に入賞したパチンコ球
および該シャッタ９５が第１振分け姿勢へ姿勢変位した後に該第２特別入賞口６２に入賞
したパチンコ球は、第１振分け姿勢に保持されている当該シャッタ９５により、前記特定
領域９１への移動が規制されて前記非特定領域９２へ移動するようになる。ここで、実施
例では、前述したように、ラウンド遊技において第２特別入賞口６２に入賞可能なパチン
コ球の規定個数を９個に設定してあることで、１個のパチンコ球が特定領域９１へ移動し
た場合に、該特定領域９１へ移動した当該パチンコ球を除く最大８個のパチンコ球は非特
定領域９２へ移動するようになる。すなわち、第２特別入賞装置６０は、前記第２特別入
賞口６２から規定個数のパチンコ球が入賞した場合に、特定領域９１へ振分けられるパチ
ンコ球および非特定領域９２へ振分けられるパチンコ球の割合を異ならせてある。そして
、実施例では、前記シャッタ９５の姿勢変位に基づき、前記特定領域９１へ振分けられる
パチンコ球よりも、前記非特定領域９２へ振分けられるパチンコ球の割合が高くなってい
る。
【００７５】
　そして、実施例の第２特別入賞装置６０は、前記特定領域９１および非特定領域９２の
うちパチンコ球が多く振分けられる領域に、他方の領域よりも、パチンコ球の移動方向を
変向する屈曲部が多く設けられている。実施例の第２特別入賞装置６０は、前述したよう
に、前記シャッタ９５を姿勢変位させる振分けソレノイド１４０を作動制御する期間にお
いて、前記特定領域９１よりも非特定領域９２の方がパチンコ球が多く振分けられるよう
構成されている。すなわち、球導入路９０から振分けられるパチンコ球が多い非特定領域
９２に、パチンコ球の移動方向を変向する非特定屈曲部１１４が設けられ、該非特定領域
９２よりも振分けられるパチンコ球が少ない特定領域９１には、パチンコ球の移動方向を
変向する屈曲部が設けられていない。従って、非特定領域９２へ振分けられたパチンコ球
は、非特定屈曲部１１４を通過する際に減速、減勢される。これにより、特定領域９１よ
りも振分けられるパチンコ球が多い非特定領域９２では、該非特定領域９２を画成する非
特定壁部１１０、前板部１０２および後板部１１７へのパチンコ球の衝突頻度が高いとし
ても、当該パチンコ球の移動速度や勢いが減速、減勢されているので、非特定壁部１１０
、前板部１０２および後板部１１７への衝撃が緩和される。従って、非特定領域９２へ振
分けられるパチンコ球が多くても、該パチンコ球の衝突による非特定壁部１１０、前板部
１０２および後板部１１７の摩損や破損を抑制し得る。
【００７６】
　また、実施例の第２特別入賞装置６０は、図５および図６に示すように、前記球導入路
９０に、パチンコ球の移動方向を変向する第１～第３の３つの導入屈曲部１１１,１１２,
１１３が設けられているので、パチンコ球の移動速度や勢いが各導入屈曲部１１１,１１
２,１１３を通過する際に順次減速、減勢される。これにより、球導入路９０を画成する
導入壁部１０８、前板部１０２および後板部１１７へのパチンコ球の衝突頻度が高いが、
当該パチンコ球の移動速度や勢いが各導入屈曲部１１１,１１２,１１３により減速、減勢
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されているので、導入壁部１０８、前板部１０２および後板部１１７への衝撃が緩和され
る。これにより、球導入路９０を移動するパチンコ球の衝突による導入壁部１０８、前板
部１０２および後板部１１７の摩損や破損を抑制し得る。また、パチンコ球がシャッタ９
５の球受け部１４４に衝突する際の衝撃も緩和されるので、該シャッタ９５の破損や振分
け機構９４の故障も抑制し得る。
【００７７】
　また、球導入路９０を移動するパチンコ球は、各導入屈曲部１１１,１１２,１１３を通
過することで順次減速、減勢されるので、第２特別入賞口６２からシャッタ９５に到来す
るまで時間がかかるようになっている。更に、球導入路９０を移動するパチンコ球は、前
記第２特別入賞検出センサ６５の検出孔６５ａを通過する際にも減速、減勢される。
【００７８】
(メイン制御基板１７０について)
　実施例のパチンコ機１０の遊技を総合的に制御する前記メイン制御基板１７０を収容し
たメイン制御基板ケースは、前記図柄表示装置８０の下方において、前記設置部材７５の
設置壁部７６に取り付けられる。メイン制御基板１７０は、図１３に示すように、制御動
作を所定の手順で実行することができるメイン制御ＣＰＵ１７０ａと、メイン制御ＣＰＵ
１７０ａの制御プログラムを格納するメイン制御ＲＯＭ１７０ｂと、必要なデータの書き
込みおよび読み出しができるメイン制御ＲＡＭ１７０ｃを備えている。メイン制御基板１
７０は、大当り判定用乱数、大当り図柄用乱数、変動パターン振分用乱数、普図当り判定
用乱数等の各種乱数の値を所定の周期毎に更新し、更新後の値をメイン制御ＲＡＭ１７０
ｃの設定領域に記憶(設定)することで更新前の値を書き換えており、乱数更新処理(乱数
生成処理)を実行するようになっている。例えば、メイン制御基板１７０では、前記第１
始動入賞検出センサ３３または第２始動入賞検出センサ３４から検出信号が入力されると
、メイン制御ＣＰＵ１７０ａがメイン制御ＲＯＭ１７０ｂから大当り判定用乱数を取得し
、この大当り判定用乱数とメイン制御ＲＯＭ１７０ｂに記憶されている大当り判定値とを
比較し、大当りとするか否かの大当り判定(大当り抽選)を行う。またメイン制御基板１７
０では、大当り判定の結果が肯定の場合には、変動パターンテーブルから大当り演出用の
変動パターンを決定する。これに対して、大当り判定の結果が否定の場合には、変動パタ
ーンテーブルからはずれ演出用の変動パターンを決定する。大当り演出用およびはずれ演
出用の変動パターンの決定は、大当り判定と同様に、メイン制御ＣＰＵ１７０ａがメイン
制御ＲＯＭ１７０ｂから取得した乱数により行う。なお、変動パターンテーブルから決定
される大当り演出およびはずれ演出の変動パターンは、少なくとも図柄変動ゲームの変動
時間および演出内容を特定するものである。そして、パチンコ機１０では、メイン制御基
板１７０の大当り判定の結果に応じて該メイン制御基板１７０から演出制御基板１７５へ
制御信号が出力され、演出制御基板１７５から出力される演出用の制御信号に基づいて、
表示制御基板１８０が図柄表示装置８０に所定の演出表示を行わせると共に、図示しない
球払出装置によって所定数の賞球が上球受け皿１４へ払い出される。
【００７９】
(演出制御基板１７５について)
　前記演出制御基板１７５には、図１３に示すように、演出制御ＣＰＵ１７５ａが備えら
れると共に、該演出制御ＣＰＵ１７５ａには、演出制御ＲＯＭ１７５ｂおよび演出制御Ｒ
ＡＭ１７５ｃが接続されている。また、演出制御ＣＰＵ１７５ａは、実行可否判定用乱数
や動作演出パターン抽選用乱数等の各種乱数の値を所定の周期毎に更新し、更新後の値を
演出制御ＲＡＭ１７５ｃの設定領域に記憶(設定)して更新前の値を書き換えている。更に
、演出制御ＲＯＭ１７５ｂには、図柄表示装置８０の表示部８１における演出内容を制御
する表示制御基板１８０(図１３参照)、前記ランプ装置２８等を制御するランプ制御基板
１８２(図１３参照)を演出的に制御するプログラムや、前記スピーカ２９を制御する音制
御基板１８４(図１３参照)等を演出的に制御するプログラムや、前記可動演出装置８５お
よびその他の演出装置を作動制御するプログラム等が記憶されている。演出制御ＣＰＵ１
７５ａは、各種制御コマンドを入力すると、演出制御プログラムに基づき各種制御を実行
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する。例えば、演出制御基板１７５では、メイン制御基板１７０のメイン制御ＣＰＵ１７
０ａから変動パターン指定コマンドが入力されると、演出制御ＣＰＵ１７５ａが演出制御
ＲＯＭ１７５ｂから実行可否判定用乱数を取得し、この実行可否判定用乱数と演出制御Ｒ
ＯＭ１７５ｂに記憶されている実行可否判定値とを比較し、可動演出装置８５の可動体演
出を実行するか否かの実行可否判定を行う。そして、演出制御基板１７５は、実行可否判
定の結果が肯定の場合において可動演出装置８５を動作させる。
【００８０】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００８１】
(第２特別入賞装置６０の作動について)
　当選した前記各大当り遊技における規定回数のラウンド遊技において、前記第２特別入
賞装置６０が作動する第４ラウンド遊技では、図１２に示すように、メイン制御ＣＰＵ１
７０ａの制御により、第２特別入賞ソレノイド６４が当該第４ラウンド遊技の開始から終
了までＯＮ状態に制御され、第２特別開閉部材６３が、当該第４ラウンド遊技の実行中に
おいて第２姿勢に保持される。これにより、第２特別入賞口６２が開放され、遊技領域２
４の第１遊技領域２４ａからパチンコ球が入賞可能となる。また、図１２に示すように、
メイン制御ＣＰＵ１７０ａの制御により、前記第２特別入賞ソレノイド６４の作動開始と
同時に、前記振分けソレノイド１４０がＯＮ状態に制御されて、前記シャッタ９５が、第
１振分け姿勢から第２振分け姿勢へ姿勢変位して該第２振分け姿勢に姿勢保持される。更
に、メイン制御ＣＰＵ１７０ａの制御により、第２特別入賞ソレノイド６４の作動開始と
同時に、前記特定入賞検出センサ６６が検出有効状態となる。なお、図１２に示すように
、第４ラウンド遊技において、前記ラウンド遊技時間Ｔ１およびインターバル時間Ｔ２が
経過するまでの間(作動制御の期間)において、前記特定入賞検出センサ６５からの検出信
号が前記メイン制御ＣＰＵ１７０ａに送信されない場合(作動条件が成立しない場合)は、
前記振分けソレノイド１４０はＯＮ状態に継続して制御され、前記シャッタ９５は第２振
分け姿勢に保持される。そして、前記ラウンド遊技時間Ｔ１およびインターバル時間Ｔ２
が経過した時点(作動制御の期間が終了した時点)において前記特定入賞検出センサ６５か
らの検出信号が前記メイン制御ＣＰＵ１７０ａに送信されなかった場合(作動条件が成立
しなかった場合)は、メイン制御ＣＰＵ１７０ａは前記振分けソレノイド１４０をＯＦＦ
状態に制御し、これにより前記シャッタ９５が第２振分け姿勢から第１振分け姿勢へ姿勢
変位する。
【００８２】
　前記第２特別入賞装置６０の作動開始すると、前記操作ハンドル１６の操作レバーを回
転操作に基づいて打球発射装置によるパチンコ球の打出し力を調整し、前記遊技領域２４
に打ち出されたパチンコ球が第１遊技領域２４ａを流下するようにする。これにより、第
１遊技領域２４ａを流下するパチンコ球の一部は、枠状装飾体４０の左側部に沿って流下
する際に、第２姿勢に保持されている前記第２特別開閉部材６３の第２当受け面６３ｂで
受け止められて、第２特別入賞口６２を介して球導入路９０内へ誘導される。
【００８３】
　前記第２特別入賞口６２に入賞して球導入路９０を移動したパチンコ球がシャッタ９５
の上方に到来したタイミングにおいて、該シャッタ９５が図７(ａ)に示す第２振分け姿勢
となっていた場合には、図５に示すように、該パチンコ球が、シャッタ９５の球受け部１
４４に当受けられることなく特定領域９１へ移動する。そして、特定領域９１へ振分けら
れたパチンコ球は、前記特定入賞検出センサ６６の検出孔６６ａを通過する際に適宜減速
、減勢された後、第２特別入賞装置６０から遊技盤２０の後側へ排出される。そして、特
定入賞検出センサ６６による球検出信号がメイン制御ＣＰＵ１７０ａに入力されることで
前記振分けソレノイド１４０の作動条件が成立し、該メイン制御ＣＰＵ１７０ａが前記振
分けソレノイド１４０をＯＦＦ状態に制御し、これにより前記シャッタ９５は前記第２振
分け姿勢から第１振分け姿勢へ姿勢変位する(図１２参照)。また、特定入賞検出センサ６
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６による球検出信号がメイン制御ＣＰＵ１７０ａに入力されることにより、前述したよう
に、当該大当り遊技の終了後に、特定遊技状態である「確変状態」が付与される条件が成
立する。
【００８４】
　一方、第２特別入賞口６２に入賞して球導入路９０を移動したパチンコ球がシャッタ９
５の上方に到来したタイミングにおいて、該シャッタ９５が図７(ｂ)に示す第１振分け姿
勢となっていた場合には、図６に示すように、該パチンコ球が、シャッタ９５の球受け部
１４４に当受けられて非特定領域９２に向けて移動する。そして、非特定領域９２へ振分
けられたパチンコ球は、非特定屈曲部１１４を通過する際に変向することで減速、減勢さ
れた状態で下方へ移動し、第２特別入賞装置６０から遊技盤２０の後側へ排出される。
【００８５】
　このように、実施例の第２特別入賞装置６０は、第４ラウンド遊技の開始と同時に前記
シャッタ９５が前記第２振分け姿勢に姿勢変位するので、第２特別入賞口６２から最初に
入賞して球導入路９０を通過したパチンコ球は、前記特定領域９１へ振分けられるように
なる。そして、特定領域９１に振分けられたパチンコ球が前記特定入賞検出センサ６６で
検出されて検出信号がメイン制御ＣＰＵ１７０ａに送信されることで、前記振分けソレノ
イド１４０の作動条件が成立して該振分けソレノイド１４０がＯＦＦ状態に制御され、前
記シャッタ９５が前記第１振分け姿勢に姿勢変位する。そして、作動条件の成立により、
振分けソレノイド１４０がＯＦＦ状態に制御されると、第４ラウンド遊技が終了するまで
該振分けソレノイド１４０がＯＦＦ状態に保持され、これによりシャッタ９５は第１振分
け姿勢に保持される。従って、実施例の第２特別入賞装置６０は、第２特別入賞口６２か
ら最初に入賞してパチンコ球が球導入路９０からが特定領域９１へ振分けられられるが、
前記振分けソレノイド１４０の作動条件が成立してシャッタ９５が第１振分け姿勢に姿勢
変位した時点で球導入路９０内を移動中のパチンコ球や、該シャッタ９５が第１振分け姿
勢に保持された以降に第２特別入賞口６２に入賞したパチンコ球は、非特定領域９２へ振
分けられるようになるので、特定領域９１へ振分けられるパチンコ球よりも非特定領域９
２へ振分けられるパチンコ球の割合が高くなる。
【００８６】
　そして、前記球導入路９０に、前記第１～第３の導入屈曲部１１１,１１２,１１３が設
けられているので、前記第２特別入賞口６２に入賞して該球導入路９０を移動するパチン
コ球が、第１～第３の導入屈曲部１１１,１１２,１１３を通過して変向する際に減速、減
勢される。更に、球導入路９０に、前記第２特別入賞検出センサ６５が設置されているの
で、該球導入路９０を移動するパチンコ球は、該第２特別入賞検出センサ６５の検出孔６
５ａを通過する際も適宜減速、減勢される。更に、球導入路９０に、突起１２１が設けら
れているので、該球導入路９０を移動するパチンコ球は、該突起１２１に接触した際も適
宜減速、減勢される。これにより、球導入路９０を移動したパチンコ球は、前記シャッタ
９５が前記第１振分け姿勢に保持されていれば、減速、減勢された状態でシャッタ９５の
球受け部１４４に落下した後に前記非特定領域９２へ振分けられる。また、球導入路９０
を移動したパチンコ球は、前記シャッタ９５が前記第２振分け姿勢に保持されていれば、
減速、減勢された状態で前記特定領域９１へ振分けられる。
【００８７】
　また、前記非特定領域９２に前記非特定屈曲部１１４が設けられているので、前記シャ
ッタ９５により該非特定領域９２へ振分けられたパチンコ球が、該非特定屈曲部１１４を
通過して変向する際に減速、減勢される。一方、前記特定領域９１に前記特定入賞検出セ
ンサ６６が設置されているので、該特定領域９１へ振分けられたパチンコ球は、該特定入
賞検出センサ６６の検出孔６６ａを通過する際に適宜減速、減勢される。
【００８８】
　前述のように構成された実施例のパチンコ機１０によれば、第２特別入賞装置６０にお
ける特定領域９１および非特定領域９２において、シャッタ９５による振分けによりパチ
ンコ球が誘導される割合が高い非特定領域９２が、非特定屈曲部１１４が形成されている
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ことで特定領域９１よりも屈曲部が多く設けられている。従って、第２特別入賞口６２に
入賞したパチンコ球のうち非特定領域９２へ誘導された多数のパチンコ球は、非特定屈曲
部１１４を追加する際に減速、減勢され易い。従って、非特定領域９２を画成する非特定
壁部１１０、前板部１０２および後板部１１７は、パチンコ球の衝突による衝撃が軽減さ
れて、該パチンコ球が衝突する頻度が高くても摩損や破損が抑制される。
【００８９】
　また、前記第２特別入賞装置６０は、第２特別入賞口６２に入賞したパチンコ球が球導
入路９０を移動する際に、第１～第３の３つの導入屈曲部１１１,１１２,１１３を通過す
ることで該パチンコ球の移動速度および勢いが減速、減勢されるので、シャッタ９５の姿
勢に応じて当該パチンコ球が特定領域９１または非特定領域９２へ適切に振分けられる。
また、球導入路９０を画成する導入壁部１０８、前板部１１０および後板部１１７にパチ
ンコ球が衝突した際の衝撃が緩和され、該導入壁部１０８、前板部１１０および後板部１
１７の摩損や破損を抑制し得る。更に、球導入路９０には、第２特別入賞検出センサ６５
の下流側に第２導入屈曲部１１２および第３導入屈曲部１１３が設けられているので、該
第２特別入賞検出センサ６５の検出孔６５ａを通過したパチンコ球の移動速度および勢い
を、各導入屈曲部１１２,１１３で更に減速、減勢させ得る。
【００９０】
　また、実施例のパチンコ機１０は、第２特別入賞装置６０を、枠状装飾体４０における
演出窓口４０ａを囲む枠本体４１において、左右の寸法を大きくすることができない左側
部に設置するために、第２装置本体６１が左右の寸法よりも上下の寸法を大きくした縦長
であるにも拘わらず、前記球導入路９０および非特定領域９２に屈曲部(第１～第３導入
屈曲部１１１,１１２,１１３および非特定屈曲部１１４)を設けたことで、第２特別入賞
口６２に入賞したパチンコ球の速度、勢いを好適に減速、減勢させ得る。更に、前記球導
入路９０に設置した前記第２特別入賞検出センサ６５や突起１２１により、該球導入路９
０を移動するパチンコ球の速度、勢いを更に減速、減勢させ得る。また更に、前記特定領
域９１に設置した前記特定入賞検出センサ６６により、該特定領域９１を移動するパチン
コ球の速度、勢いを減速、減勢させ得る。
【００９１】
　また、前記第２特別入賞装置６０は、枠状装飾体４０の枠本体４１における左側部の左
右の寸法に合わせて、第２装置本体６１の左右の寸法が設定されているので、当該第２特
別入賞装置６０を枠状装飾体４０の左側部に設置することで遊技盤２０の遊技領域２４(
第１遊技領域２４ａ)が狭くなることを回避し得るので、遊技領域２４を流下するパチン
コ球の動きを多様化させて遊技の興趣を向上させ得る。また、当該第２特別入賞装置６０
を枠状装飾体４０の左側部に設置しても、前記設置部材７５に配設されて該枠状装飾体４
０の演出窓口４０ａに臨む図柄表示装置８０の表示部８１や可動演出装置等の視認性が低
下することを防止し得る。
【００９２】
　また、前記シャッタ９５の球受け部１４４は、非特定領域９２の上流入部に向けて下方
傾斜しているので、該球受け部１４４で受けた遊技球を該非特定領域９２へスムーズかつ
迅速に振分けることができる。一方、シャッタ９５の球受け部１４４は、その基端から延
出端にいくにつれて前端)厚みが徐々に小さくなっており、例えばシャッタ９５が第２振
分け姿勢から第１振分け姿勢に姿勢変位する際に、球受け部１４４の先端と前記前板部１
０２の後面との間にパチンコ球が挟み込まれることが防止される。これにより、シャッタ
９５の姿勢変位が規制されることで振分けソレノイド１４０や各連係部材１４１,１４２
の破損や故障が発生することを防止する。
【００９３】
〔変更例〕
　本発明に係る遊技機は、実施例に例示の形態に限らず種々の変更が可能である。
（１）枠状装飾体に対する入賞手段の配設位置は、該枠状装飾体の左側部に限るものでは
なく、該枠状装飾体の開口部の周囲における右側部や下側部等であってもよい。



(26) JP 6420785 B2 2018.11.7

10

20

30

40

50

（２）実施例では、大当り遊技において、第４ラウンド遊技以外のラウンド遊技において
第１特別入賞装置が作動制御されると共に該第４ラウンド遊技において第２特別入賞装置
が作動制御される構成を例示したが、第１大当り遊技および第２大当り遊技における全て
のラウンド遊技において前記第２特別入賞装置が作動制御されるようにして、該第２特別
入賞装置だけを備えた構成であってもよい。
（３）入賞手段は、枠状装飾体に配設されたものに限らず、遊技盤の遊技領域に設置した
ものであってもよい。例えば、遊技盤の遊技領域に配設した枠状装飾体の右側に位置する
第２遊技領域に入賞手段を配設して、該第２遊技領域を移動した遊技球が入賞可能となる
よう構成することが可能である。
（４）振分け手段は、スライド式のシャッタタイプに限るものではなく、揺動式や回転式
等であってもよい。
（５）実施例では、振分けられる遊技球の割合が高い非特定領域に屈曲部を１つだけ設け
た構成を例示したが、屈曲部は２つ以上設けてもよい。また、振分けられる遊技球の割合
が少ない特定領域に屈曲部を設けない場合を例示したが、該特定領域に、非特定領域に設
けた屈曲部より少ない数の屈曲部を設けてもよい。　
（６）実施例では、球導入路に３つの導入屈曲部を設けた構成を例示したが、該導入屈曲
部の数は２つ以下または４つ以上であってもよい。
（７）実施例では、球導入路に設けた減速手段としての入賞検出センサ(第２特別入賞検
出センサ)を、遊技球が通過する検出孔が上下方向に開口する向きに設置した態様を例示
したが、該入賞検出センサは、当該球導入路の球移動方向に合わせて検出孔が横方向また
は斜め方向に開口する向きで設置するようにしてよい。
（８）実施例では、大当り遊技の実行中において、入賞手段の第１領域に振分けられた遊
技球を検出手段で検出したことを、振分け手段が第２振分け姿勢から第１振分け姿勢へ姿
勢変位する特定の作動条件としたが、該振分け手段の姿勢変位の契機となる特定の作動条
件はこれに限るものではない。例えば、前記振分け手段を作動制御する期間の開始からの
経過時間を計測する計時手段を備えると共に、所定の作動判定時間を設定しておき、前記
計時手段が前記作動判定時間を計時したことを、振分け手段が第２振分け姿勢から第１振
分け姿勢へ姿勢変位する作動条件としてもよい。すなわち、振分け手段を作動制御する期
間の開始に基づいて該振分け手段を前記第２振分け姿勢に姿勢変位し、該期間の開始から
前記作動判定時間が経過するまでに前記特定入賞検出センサによる検出信号が制御手段に
入力されない場合に、当該作動判定時間が経過したことを契機として、振分け手段を前記
第１振分け姿勢に姿勢変位させる。
（９）振分け手段の作動制御の期間は、当り遊技(大当り遊技)の特定のラウンド遊技の実
行中に限るものではない。例えば、当り遊技の生起前の遊技状態において、始動入賞装置
の始動入賞口に遊技球が入賞することを契機として入賞口が開放するよう入賞手段を構成
する。そして、当り遊技の生起前の遊技状態中に始動入賞口に遊技球が入賞した際に、小
当り遊技として、前記入賞口が開放すると共に振分け手段が姿勢変位する作動制御の期間
を設定してもよい。また、入賞手段が作動して遊技球が該入賞手段に入賞した際に、第１
領域へ該遊技球が誘導された場合には所定数の賞球が払い出されるようにし、第２領域へ
該遊技球が誘導された場合には賞球が払い出されないようにしてもよい。
（１０）第１領域へ遊技球が誘導されることで、当該当り遊技の終了後に遊技者に付与さ
れる有利な特定遊技状態は、当該当り遊技の終了後に付与される確変状態に限らない。例
えば、第１領域へ遊技球が誘導されることで、当該当り遊技の終了後に、遊技者に有利な
特定遊技状態として変短(変動短縮)状態が付与されるようにしてもよい。
（１１）特定の作動条件の成立に基づく振分け手段の姿勢変位は、第１領域へ遊技球を振
分ける第２振分け姿勢から第２領域へ遊技球を振分ける第１振分け姿勢への姿勢変位に限
るものではなく、該第１振分け姿勢から該第２振分け姿勢への姿勢変位であってもよい。
【００９４】
（１２）振分け手段の作動態様は、特定入賞検出センサがパチンコ球を検出したことを契
機として振分け手段が第２振分け姿勢から第１振分け姿勢に姿勢変位する態様に限らず、
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前記特定入賞検出センサの検出有無に関係なく該振分け手段が姿勢変位する態様であって
も、第１領域に振分けられる遊技球および第２領域へ振分けられる遊技球の割合を異なら
せることができる。
　例えば、振分け手段を作動制御する期間において、振分け手段が第２振分け姿勢に保持
されている期間と、該振分け手段が第１振分け姿勢に保持されている期間を設定する。こ
こで、振分け手段が第２振分け姿勢に保持されている期間は、該振分け手段が第１振分け
姿勢に保持されている期間よりも短い時間に設定する。そして、振分け手段を作動制御す
る期間が開始した際に、先ず振分け手段を第２振分け姿勢に所定時間に亘り保持して第１
領域への遊技球の移動を可能とし、該第１領域へ移動した遊技球の発生有無に関係なく、
当該所定時間が経過したら該振分け手段を当該作動制御する期間の終了まで第１振分け姿
勢に保持して遊技球が第２領域へ移動するようにする。このように作動態様によれば、振
分け手段が第２振分け姿勢に保持される時間よりも第１振分け姿勢に保持される時間のほ
うが長いので、第１領域へ振分けられる遊技球および第２領域へ振分けられる遊技球の割
合を異ならせることができる。
　一方、別の作動態様として、振分け手段を作動制御する期間において、振分け手段を第
１振分け姿勢と第２振分け姿勢とに一定の周期で切り替わるように設定する。ここで、振
分け手段が第１振分け姿勢に保持される時間のほうが、該振分け手段が第２振分け姿勢に
保持される時間よりも長く設定する。このような作動態様によれば、振分け手段を作動制
御する期間においては、第１領域へ振分けられる遊技球および第２領域へ振分けられる遊
技球の割合を異ならせることができる。
【００９５】
（１３）当り遊技の生起前の遊技状態において、遊技球がゲート部材を通過することによ
り実施される普図当り判定によって当りが判定されたことを契機として入賞口が開放する
よう入賞手段を構成して、当り遊技の生起前の遊技状態中にゲート部材を遊技球が通過し
て普図当り判定により当りが判定された際に、前記入賞口が開放すると共に振分け手段が
姿勢変位する作動制御の期間を設定してもよい。
（１４）実施例では、２種類の大当りのみを例示したが、大当りの種類はこれに限るもの
ではなく、ラウンド遊技の規定回数や遊技内容が異なる種々の大当りを設定することがで
きる。
（１５）大当り遊技のラウンド遊技において第１特別入賞装置または第２特別入賞装置を
作動させるラウンドは、実施例で例示した態様に限らない。例えば一例として、各大当り
遊技において、偶数回目のラウンド遊技では第１特別入賞装置を作動させる共に奇数回数
目のラウンド遊技では第２特別入賞装置を作動させるようにしてもよい。
（１６）第１始動入賞口への遊技球の入賞を契機とした当り判定において当り判定手段が
大当りと判定した場合に生起される大当り遊技では、第１特別入賞装置が規定回数のラウ
ンド遊技に作動するようにし、第２始動入賞口への遊技球の入賞を契機とした当り判定に
おいて当り判定手段が大当りと判定した場合に生起される大当り遊技では、第２特別入賞
装置が規定回数のラウンド遊技に作動するように構成してもよい。
（１７）メイン制御手段(メイン制御ＣＰＵ)が備える機能の全部または一部をサブ制御手
段(演出制御ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対にサブ制御手段が備える機能の全部
または一部をメイン制御手段が備えるようにしてもよい。そして、各実施例では、メイン
制御基板とサブ制御基板(演出制御基板)とを分けて設けるようにしたが、単一の制御基板
とすることもできる。すなわち、各実施例におけるメイン制御手段およびサブ制御手段の
機能を、単一の制御基板に設けた制御手段(ＣＰＵ)が備えるようにしてもよい。更に、別
途制御基板を備えて、各実施例のメイン制御手段やサブ制御手段が備える機能の全部また
は一部を、別の制御手段に備えさせてもよい。
（１８）実施例では、遊技媒体としてパチンコ球を使用したパチンコ機を例示したが、ア
レンジボール機であってもよい。
【符号の説明】
【００９６】
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　２０ 遊技盤
　４０ 枠状装飾体
　６０ 第２特別入賞装置(入賞手段)
　６２ 第２特別入賞口(入賞口)
　６３ 第２特別開閉部材(開閉部材)
　６３ｂ 第２当受け面(受け面)
　６５ 第２特別入賞センサ(減速手段)
　７３ ゲート部材
　８０ 図柄表示装置(表示手段)
　９０ 球導入路
　９１ 特定領域(第１領域)
　９２ 非特定領域(第２領域)
　９５ シャッタ(振分け手段)
　１１１ 第１導入屈曲部(導入屈曲部)
　１１２ 第２導入屈曲部(導入屈曲部)
　１１３ 第３導入屈曲部(導入屈曲部)
　１１６ 連係ピン(規制手段)
　１２０ 弧状貫通孔(規制手段)
　１７０ａ メイン制御ＣＰＵ(当り判定手段)

【図１】 【図２】
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