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(57)【要約】
【課題】右打ちを可能とする遊技機において、相前後し
て右打ち発射される２つの遊技球を打ち出す速度を工夫
することによって、１ラウンド当りの大入賞口への最大
入賞個数を規定数を超えて増大させるという技法を実施
不能とする。
【解決手段】遊技球が流下する遊技領域１３を有する遊
技盤１２と、遊技盤面に配置される表示画面に遊技情報
を表示する表示手段１９と、表示手段の前方周辺部に配
置された役物１８と、役物の外縁部に沿って形成された
遊技球誘導経路Ｐ２と、を備え、遊技球誘導経路は、遊
技領域左側に位置する第１領域Ｆ１と、遊技領域右側に
位置する第２領域Ｆ２に跨って形成されており、遊技球
誘導経路の第２領域側に突出部５０を設け、該突出部か
ら第１領域に向けて下降傾斜させた。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と、
　遊技盤面に配置される表示画面に遊技情報を表示する表示手段と、
　前記表示手段の前方周辺部に配置された役物と、
　前記役物の外縁部に沿って形成された遊技球誘導経路と、を備えた遊技機であって、
　前記遊技球誘導経路は、遊技領域左側に位置する第１領域と、遊技領域右側に位置する
第２領域に跨って形成されており、前記遊技球誘導経路の前記第２領域側に突出部を設け
、該突出部から前記第１領域に向けて下降傾斜させ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】
　本発明は、大当たり時に遊技領域の右下方に配置された大入賞口内に入球させるために
行われる所謂右打ちにおいて、遊技球の発射方法を工夫することにより大入賞口内に入球
制限数以上の遊技球を入球させる行為を効果的に防止するようにした遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機においては、遊技盤の遊技領域内に遊技釘、入賞口、風車、図柄表示装
置、電飾装置等の各種盤面部品を設けて遊技内容の多様性を図っている。
　遊技領域の左縁部には、発射装置から発射された遊技球を遊技領域内にガイドするガイ
ドレール対が立設されている。
　遊技領域の右側下方に大入賞口（アタッカ）が配置された遊技機にあっては、発射レバ
ーを右打ち（強打ち）することにより発射された遊技球を、遊技領域の上縁部に沿って配
置された外側ガイドレールと内側ガイド部材との間の右打ち経路によりガイドして遊技領
域の右下に落下させるように構成されている。
【０００３】
　ところで、大当たり遊技では大入賞口を所定回数（所定ラウンド）開放する。１ラウン
ドは、遊技球が所定個数入賞するか、或いは所定時間経過するまでの期間とされる。１ラ
ウンドあたりの遊技球の最大入賞個数は、おおむね１０個以下とされている。この最大入
賞個数は、大当たり当選確率、１回の大当たりにおける出球数、ラウンド数、確変突入率
、時短回数等に応じて予め設計された数値となっている。このため、１回のラウンド遊技
で最大入賞個数以上の遊技球が毎回入賞すると、設計時の想定より多くの出球が発生して
しまうという不具合（オーバーフロー）が起きる。
　最大入賞個数という制限を越えた球数を入球させる不具合をもたらす方法としては、あ
る特殊技法が知られている。この特殊技法は、まず先行する遊技球を弱めに右打ちして遊
技球誘導経路内での移動速度を低下させておき、続いて遅滞なく次の遊技球を強く右打ち
することにより、速度の速い後続球を速度の遅い先行球に追い付かせて付勢して二球同時
に大入賞口に入賞させるようにする技法である。
　強く右打ちされた遊技球は外側ガイドレールに沿って高速で移動する一方で、弱く右打
ちされた遊技球は内側ガイド部材上で滞留するか、低速度で移動する。この速度差を利用
することにより、上記の特殊技法の実施が可能となる。
【０００４】
　特許文献１、及び特許文献２には、遊技者が大当り中の獲得価値を通常の遊技よりも多
くなるような上記特殊技法を行った場合であっても、適切に大当り中の出玉を管理し得る
遊技情報管理システムが開示されている。
　しかし、上記各特許文献１、２に記載された防止対策は遊技情報を管理する手法による
ものが主であり、構造的に上記特殊技法を阻止するという根本的な解決方法ではなかった
。
　特許文献１、２には、上記特殊技法自体を阻止するという課題と、この課題を解決する
手段については一切開示されていない。



(3) JP 2015-221105 A 2015.12.10

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１４６４３１公報
【特許文献２】特開２０１３－１４６４３０公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、入賞口への入賞個数を規定数を超えて増大
させるという技法を実施不能とすることができる遊技機を提供することを目的としている
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明に係る遊技機は、遊技球が流下する遊技領域
を有する遊技盤と、遊技盤面に配置される表示画面に遊技情報を表示する表示手段と、前
記表示手段の前方周辺部に配置された役物と、前記役物の外縁部に沿って形成された遊技
球誘導経路と、を備えた遊技機であって、前記遊技球誘導経路は、遊技領域左側に位置す
る第１領域と、遊技領域右側に位置する第２領域に跨って形成されており、前記遊技球誘
導経路の前記第２領域側に突出部を設け、該突出部から前記第１領域に向けて下降傾斜さ
せたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、入賞口への入賞個数を規定数を超えて増大させるという技法を実施不
能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明を適用した遊技機の一例としてのパチンコ遊技機の全体構成を示す正面図
である。
【図２】遊技盤を含めたユニットの全体構成を示す正面斜視図である。
【図３】各種盤面部品を搭載した遊技盤単体の正面図である。
【図４】（ａ）は遊技盤、センター部材、及び内外のガイドレール等の斜視図であり、（
ｂ）はセンター部材の分解斜視図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る内側ガイド部を備えた遊技盤において右打ちされ
た遊技球の移動状態を示す斜視図である。
【図６】センター部材の上側部分における内側ガイド部の特徴的な構成を説明する正面図
である。
【図７】内側ガイド部の特徴的な構成を示す他の斜視図である。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は右打ちされた遊技球が突出部により戻される状態を示す正面
図、及び右打ちされた遊技球が突出部を越えて右方向へ移動している状態を示す正面図で
ある。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は突出部の左側面の構成例を示す正面図、及び斜視図である。
【図１０】（ａ）及び（ｂ）は本発明の第２の実施形態に係る遊技機を構成する遊技球誘
導経路（突出部）の構成を示す斜視図、及び正面図である。
【図１１】（ａ）は本発明の第３の実施形態に係る遊技機を構成する遊技球誘導経路の構
成を示す要部斜視図であり、（ｂ）は要部正面図である。
【図１２】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）はこの遊技球誘導経路を移動する遊技球の挙動を示す
正面図である。
【図１３】本発明の他の実施形態に係る遊技機を構成する遊技球誘導経路の構成を示す要
部正面図である。
【図１４】特殊技法を説明するための要部正面拡大図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を図面に示した実施の形態例により詳細に説明する。
　図１は本発明を適用した遊技機の一例としてのパチンコ遊技機の全体構成を示す正面図
であり、図２は遊技盤を含めたユニットの全体構成を示す正面斜視図であり、図３は各種
盤面部品を搭載した遊技盤単体の正面図であり、図４（ａ）は遊技盤、センター部材、及
び内外のガイドレール等の斜視図であり、（ｂ）はセンター部材の分解斜視図である。
【００１１】
　図１において、遊技機１は、遊技店の島設備に取り付けられる外枠２と、外枠２により
一方の縦辺を回動可能に支持された内枠３と、を備えている。内枠３には遊技球が流下す
る遊技領域１３が形成された遊技盤（第１の部材）１２が設けられている。
　内枠３は、遊技盤１２の前方（遊技者側）において遊技領域１３を視認可能に覆うガラ
ス板（図示しない）を支持している。
　外枠２には、遊技盤１２、遊技盤の背面に固定されるベース枠体３０、及びベース枠体
の背面に固定される画像表示ユニット（画像表示装置、画像表示カバー）からなる遊技盤
ユニットＵが開閉自在に組み付けられている（図２）。
　内枠３には、回動操作されることにより遊技領域１３に向けて遊技球を発射させる操作
ハンドル４と、遊技球を貯留する受け皿６を有した皿ユニット５等が設けられている。
　遊技者が操作ハンドル４を回動させると、遊技球が遊技領域１３に発射される。発射さ
れた遊技球が外側ガイドレール１５と内側ガイドレール１６との間に形成される遊技球導
入経路Ｐ１を上昇して玉戻り防止片１７を超えると遊技領域１３に到達し、遊技領域１３
内を落下する。このとき、遊技領域１３に設けられた複数の釘や風車によって、遊技球は
予測不能に落下することとなる。
　遊技盤１２の遊技領域１３には、複数の一般入賞口２１が設けられている。これら各一
般入賞口２１に遊技球が入賞すると、所定の賞球（例えば１０個の遊技球）が払い出され
る。
【００１２】
　また、遊技領域１３の中央下側の領域には、遊技球が入球可能な始動領域を構成する第
１始動口２２および第２始動口２３が設けられている。
　第１始動口２２、又は第２始動口２３に遊技球が入球すると、特別図柄判定用乱数値等
を取得し、大当たり遊技を実行する権利獲得の抽選（以下、「大当たり抽選」という）が
行われる。また、第１始動口２２または第２始動口２３に遊技球が入球した場合には、所
定の賞球（例えば３個の遊技球）が払い出される。
　さらに、遊技領域１３の右側領域の下方には、遊技球が入球可能な大入賞装置２４が設
けられている。
【００１３】
　大入賞装置２４は、通常は大入賞装置可動片（開閉片）２４ｂによって大入賞口２４ａ
を閉状態に維持されており、遊技球の入球を不可能としている。これに対して、所定の特
別遊技が開始されると、開閉片２４ｂが開放されるとともに、この開閉片２４ｂが遊技球
を大入賞口２４ａ内に導く受け皿として機能し、遊技球が大入賞口に入球可能となる。大
入賞口に遊技球が入球すると予め設定された賞球（例えば１５個の遊技球）が払い出され
る。
　更には、遊技領域１３の最下部の領域には、一般入賞口２１、第１始動口２２、第２始
動口２３、第１大入賞装置２４のいずれにも入球しなかった遊技球を排出するためのアウ
ト口２５が設けられている。
【００１４】
　また、遊技領域１３の中央には開口部１３Ａが形成されており、開口部１３Ａの周縁に
沿って遊技球の流下に影響を与える環状の装飾部品（センター部材）１８が設けられてい
る。センター部材１８の外周には台板１８ａが張り出されており、台板１８ａを遊技盤に
ビス止めすることにより固定される。
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　装飾部品１８の略中央部分（開放部）であって遊技盤の背面（後面）側には、液晶表示
装置等からなる画像表示装置１９が設けられている。
【００１５】
　画像表示装置（表示手段）１９は、遊技が行われていない待機中にその表示画面に画像
を表示したり、遊技の進行に応じた画像を表示する。なかでも、後述する大当たり抽選の
結果を報知するための３個の演出図柄１９ａが表示され、特定の演出図柄１９ａの組合せ
（例えば、７７７等）が停止表示されることにより、大当たり抽選結果として大当たりが
報知される。
　具体的には、第１始動口２２または第２始動口２３に遊技球が入球したときには、３個
の演出図柄１９ａをそれぞれスクロール表示するとともに、所定時間経過後に当該スクロ
ールを停止させて、演出図柄１９ａを停止表示するものである。また、この演出図柄１９
ａの変動表示中に、さまざまな画像やキャラクター等を表示することによって、大当たり
に当選するかもしれないという高い期待感を遊技者に与えるようにもしている。
　遊技盤１２の左下方には、各種図柄を表示するための図柄表示装置２０が設けられてい
る。
【００１６】
　図４（ａ）に示すように遊技盤１２には、外側ガイドレール１５、センター部材１８、
第１及び第２始動口２２、２３、大入賞装置２４等の各種盤面部品が組み付けられ、セン
ター部材１８には他の装飾部材２７が組み付けられる。本例に係るセンター部材１８は、
図４（ｂ）に示すように内側ガイド部４０を備えた上側部分１８Ａと、下側部分１８Ｂと
から構成され、両部分の端部間を結合することにより環状に構成される。
【００１７】
　遊技盤１２の遊技領域１３は、その外周縁の左下部から右上部にかけて外側ガイドレー
ル１５によって包囲されている。センター部材１８の上部外周縁には外側ガイドレール１
５の上部１５ａとの間で右打ち経路（遊技球誘導経路）Ｐ２を形成する内側ガイド部４０
が設けられている。
　外側ガイドレール１５の右上部分には、右打ちされた遊技球を受けるための緩衝部材（
返しゴム）２６が配置されている。内側ガイド部４０は、返しゴム２６の手前側において
外側ガイドレール１５の上部１５ａとの間で遊技球誘導経路（右打ち経路）Ｐ２を形成す
る。本例に係る内側ガイド部４０は、センター部材の外周の一部を構成している。
　右打ちされて返しゴム２６の表面にて跳ね返った遊技球は、対向配置された内側ガイド
部４０に衝突して減速されて、大入賞装置２４が配置された下方へ流下してゆく。
【００１８】
［第１の実施形態］
　図５は本発明の第１の実施形態に係る内側ガイド部を備えた遊技盤において右打ちされ
た遊技球の移動状態を示す斜視図であり、図６はセンタ－部材の上側部分１８Ａにおける
内側ガイド部の特徴的な構成を説明する正面図であり、図７は内側ガイド部の特徴的な構
成を示す他の斜視図であり、図８（ａ）及び（ｂ）は右打ちされた遊技球が突出部により
戻される状態を示す正面図、及び右打ちされた遊技球が突出部を越えて右方向へ移動して
いる状態を示す正面図である。
【００１９】
　本発明に係る遊技機は、遊技球が流下する遊技領域１３を有する遊技盤１２と、遊技盤
面に配置されて表示画面に遊技情報を表示する画像表示装置（表示手段）１９と、画像表
示装置の前方周辺部に配置されたセンター部材（役物）１８と、センター部材１８の外縁
部に沿って形成された遊技球誘導経路（右打ち経路）Ｐ２と、を備え、遊技球誘導経路Ｐ
２は、遊技領域１３の左側に位置する第１領域Ｆ１と、遊技領域右側に位置する第２領域
Ｆ２に跨って形成されており、遊技球誘導経路Ｐ２の第２領域Ｆ２側に突出部（第１の障
害物）５０を設け、突出部から第１領域Ｆ１に向けて戻し経路６０を下降傾斜させた構成
が特徴的である。突出部５０の下流側には前進経路部７０が形成されている。
【００２０】
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　遊技領域１３の左右中心位置にセンターラインＣＬを想定した場合に、センターライン
の左側領域を第１領域Ｆ１と、右側領域を第２領域Ｆ２とする。遊技球誘導経路Ｐ２を構
成する内側ガイド部４０の外面（上面）適所、本例ではセンターラインＣＬよりも右側（
第２領域Ｆ２側）の部位に、外径方向（上向き）に突出した突出部５０が設けられている
。突出部５０は、その上方に対向配置された外側ガイドレールの上部１５ａとの間に遊技
球を通過させることができるギャップＧ１を形成している。
　突出部５０を遊技領域の右側領域Ｆ２内に配置することにより、センターラインＣＬを
越えて遊技球誘導経路Ｐ２内を右方向へ移動してきた低速の遊技球を効果的に捉え、突出
部を越えてギャップＧ１を通過して右方向へ前進することを阻止することが可能となる。
　なお、本明細書において低速とは遊技球がギャップＧ１内にノーバウンドで直接到達す
ることができず、且つギャップＧ１を通過し得ない程度の遅い速度を意味する。突出部５
０が存在しない場合には低速の遊技機であっても第２領域Ｆ２に到達することが可能であ
る。中速とは遊技球がノーバウンドでギャップＧ１に到達して通過することはできるが、
通過後に後続の高速球によって追い付かれて押圧されて同時に大入賞口に入賞し得る中程
度の速度を意味する。高速とは遊技領域内に打ち出された後からギャップＧ１に至る大半
の移動経路において外側ガイドレール上部１５ａと接触しつつそれに沿って移動すること
によりギャップＧ１を通過することができ、且つギャップＧ１を通過した後に後続の高速
球によって追い付かれることがない程度の速い速度を意味する。
【００２１】
　突出部（第１の障害物）５０よりも左側には戻し経路部６０が連続形成されており、戻
し経路部６０は突出部５０の下部から左下向きに傾斜し、遊技領域の第１領域Ｆ１内で終
端している。突出部５０よりも右側には前進経路部７０が連続形成されており、前進経路
部７０は突出部の上部から右下向きに傾斜（湾曲）している。突出部５０はその左側面５
０ａで、上流側から右方向へ低速で移動してきた遊技球Ｂ１を跳ね返して前進経路部７０
へ進入することを阻止する手段である。
　なお、図示した実施形態では前進経路部７０は突出部５０の上部から延びているが、突
出部の高さ方向中間部、或いは下部から右方向へ延在させるように構成してもよい。要す
るに、突出部５０は外側ガイドレール上部１５ａと接しながら移動してくる高速の遊技球
を通過させる一方で、外側ガイドレール上部１５ａよりも所定距離低い経路に沿ってギャ
ップＧ１に進入してくる低速の遊技球の通過を阻止するように構成されていればよく、前
進経路部７０との接続位置、高さに制限はない。
【００２２】
　ギャップＧ１内を直接通過し得る程度に強く打ち出された高速の遊技球は、突出部の手
前側位置とギャップＧ１を通過する際に外側ガイドレールの上部１５ａに接しながら移動
するため、突出部とは接触せずにギャップＧ１を通過して前進経路部７０へ進入すること
ができる。このような速度の速い遊技球は、最大入賞個数という制限を越えた球数を入球
させる不具合をもたらす上記特殊技法に供することができない。遊技者が前進経路７０へ
遊技球を確実に進入させるためには、高速球となるように強く打ち出す必要があるため、
特殊技法を効果的に防止することができる。
　ギャップＧ１を直接に通過して前進経路部７０に進入し得る遊技球は、高速で右打ちさ
れた遊技球か、中速で右打ちされた遊技球であるが、突出部５０を可能な限りに右方向に
配置することにより、中速で打ち出された遊技球がギャップＧ１を通過する確率を大幅に
低下させることができる。
【００２３】
　戻し経路部６０は、遊技球誘導経路Ｐ２を右方向に移動する過程で突出部５０の左側面
（頂部を含む）に突き当たってそれ以上の右方向への進行を阻止された遊技球Ｂ１を第１
領域Ｆ１に向けて戻すために左向きに下降傾斜するガイド手段であり、本例では、細幅帯
状の板部材を用いて構成されている。戻し経路部６０の傾斜角度θ（図６）、傾斜面の形
状は、突出部５０の左側面により右方向への移動を阻止された遊技球Ｂ１が重力により左
下方向へ転動して落下するのに充分な程度に設定する。戻し経路部６０の左側終端部は、
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更に傾斜角度が急なガイド面６２と連続しており、ガイド面６２に沿って流下した遊技球
は第１領域Ｆ１に落下してゆく。
　戻し経路部６０は、従来の遊技機において同位置に設けられる内側ガイド部に比して下
方に位置し、かつ左側下方に向けて傾斜するように構成されている。ただ、戻し経路部６
０を下方に偏位させ過ぎると、画像表示装置１９の上部と干渉して見栄えを悪化させる虞
があるために限界がある。図示した遊技機のレイアウトでは、戻し経路部６０の位置、傾
斜角度は図示した状態が適正となる。
【００２４】
　前進経路部７０は、突出部５０を通過し得た遊技球Ｂ２を遊技領域の第２領域Ｆ２側に
案内するガイド手段であり、本例では、細幅帯状の板部材を用いて構成されている。前進
経路部７０は遊技球を返しゴム２６に向けて案内するのに充分な傾斜面として構成される
。
　右打ちされた遊技球の移動速度が、遊技球誘導経路Ｐ２に進入した際に突出部５０と上
側ガイド部の上部１５ａとの間のギャップＧ１に直接（ノーバウンドで）到達し得ない程
度に低速である場合には、この遊技球Ｂ１は突出部（ギャップＧ１）の手前において外側
ガイドレールの上部１５ａから離間した下方の経路を移動するため、その多くは突出部５
０の手前に落下して戻し経路６０上でバウンドしてから突出部や外側ガイド部材上部１５
ａに衝突するか、或いは突出部に直接衝突して跳ね返り、戻し経路部６０上に落下する（
図５、図７、図８（ａ））。何れの場合もギャップＧ１を通過し難いため前進経路部７０
に進入することができない。
【００２５】
　一方、右打ちされた遊技球の移動速度が、遊技球誘導経路Ｐ２に進入した際に突出部５
０と上側ガイドレールの上部１５ａとの間のギャップＧ１に直接（ノーバウンドで）到達
して通過し得る程度に速い場合には、この遊技球Ｂ２は外側ガイドレール上部１５ａと接
触しながら移動してきているため、突出部５０により干渉されることなくギャップＧ１を
通過し、前進経路部７０上に移動し、最終的に第２領域Ｆ２に達することができる（図７
、図８（ｂ））。
　右打ちされた遊技球が中速である場合にはギャップＧ１を通過し得るが、ギャップＧ１
を可能な限り狭くするか、突出部５０の位置を可能な限り右方向に偏位させておくことに
より、通過する確率を大幅に低下させることができる。
　このように構成したため、大当たり発生時に、先行する遊技球を遅い速度で右打ちして
から次の打球を強打ちすることにより、２つの遊技球を連続して大入賞装置２４に入球さ
せる特殊技法を実施することが極めて困難となる。
【００２６】
　上述のように突出部５０を可能な限り右方向寄りに配置することにより、突出部越えを
狙って微妙な中速度で弱打ちされた遊技球が突出部を越えることを阻止することが可能と
なる。従って、特殊技法の実施を防止する効果は、突出部５０を可能な限り右方向寄りに
配置することにより高めることができる。また、ギャップＧ１の寸法を遊技球の直径に対
して必要最小限とすることにより、中速の遊技球が通過する可能性を低下させたり、低速
の遊技球が戻し経路部６０でバウンドしてからギャップＧ１を通過する確率を低下させる
ことができ、結果として上記特殊技法を阻止することができる。
【００２７】
　突出部５０の突出長（高さ）Ｈは、遊技球の直径を１１ｍｍとした場合、例えば３ｍｍ
程度とすることにより、低速の遊技球が前進経路部７０内に進入することを充分に阻止す
ることができる。
　また、ギャップＧ１の寸法には制限はなく、従来の遊技機における外側ガイドレール上
部１５ａと内側ガイド部４０との間のギャップの寸法と同等に広めであってもよい。
【００２８】
　ただ、ギャップＧ１の寸法を遊技球よりも１ｍｍ、或いは２ｍｍ大きい程度に狭く設定
することにより、中速の遊技球がギャップＧ１を通過する事態をより確実に阻止すること
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が可能になる、という利点を得られる。例えば、遊技球の直径を１１ｍｍとした場合に、
ギャップＧ１の寸法を１２ｍｍ～１３ｍｍ程度とする。このように遊技球の直径よりも１
ｍｍ～２ｍｍ程度大きいギャップとすることにより、強打ちされたことにより外側ガイド
レールの上部１５ａに沿って右方向へ移動する遊技球Ｂ２は突出部５０と接触せずに右方
向へ移動することができる。一方、外側ガイドレールの上部１５ａに沿って右方向へ移動
する遊技球よりも、１ｍｍ以上、或いは２ｍｍ以上低い弾道でギャップＧ１内に進入する
中速の遊技球は突出部先端による干渉を受けてギャップＧ１を通過することができない。
【００２９】
　これを言い換えれば、ギャップＧ１が遊技球の直径よりも２ｍｍを大幅に越えて大きい
場合には、発射装置から打ち出す際の勢いを微調整してギャップＧ１に直接到達すること
ができる程度の中間速度で打ち出すことによりギャップＧ１を通過させることが可能とな
る。これに対してギャップＧ１を可能な限り小さくすれば、ギャップＧ１に直接達するこ
とができる程度の中間速度で打ち出された遊技球がギャップＧ１を通過することをかなり
の確率で阻止することが可能となる。このため、先行して打ち出す遊技球を遊技球誘導経
路Ｐ２内でゆっくり移動させつつ、後続の遊技球を強く打ち出す特殊技法を効果的に防止
することが可能となる。
【００３０】
　次に、図９（ａ）及び（ｂ）は突出部の左側面の構成例を示す正面図、及び斜視図であ
る。
　上記実施形態では、突出部（第１の障害物）５０の左側面（遊技球阻止面）５０ａは、
図９（ａ）に示すように垂直面Ａに対して右方向へ角度θ１だけ傾斜した面Ｂに沿って延
びた平坦面であるが、突出部の左側面５０ａを垂直面Ａに沿った垂直面としてもよいし、
図９（ｂ）のように垂直面Ａよりも左方向へ角度θ２だけ傾斜した面Ｃに沿った平坦面と
してもよい。つまり、右方向に移動してきた遊技球と接してこれを確実に左方向へ跳ね返
して第１領域Ｆ１側へ戻せる構成であればどのような角度であっても良い。
【００３１】
　また、上記各実施形態では突出部の左側面５０ａを平坦面としたが、遊技球誘導経路Ｐ
２内を右方向に移動してきた遊技球と接してこれを確実に左方向へ跳ね返して第１領域Ｆ
１へ戻せる構成であれば、左側に膨出した凸面（湾曲面）、或いは左側に凹んだ凹面（湾
曲面）としてもよい。
　本実施形態によれば、外側ガイドレールの上部１５ａから離脱して遊技球誘導経路Ｐ２
内を下側の移動経路に沿って移動する低速、中速の遊技球を、高い確率で前進経路部７０
側へ移動させずに戻し経路部６０内に留め、第１領域Ｆ１内に落下させることができる。
戻し経路部６０を左下向きに傾斜する構造としたので、突出部により進行を阻止された遊
技球を確実に第１領域Ｆ１に落下させることが可能となる。
　突出部５０は、移動速度が所定値よりも低い遊技球と接することによりその進行を阻止
し、且つ移動速度が所定値よりも速い遊技球の通過を許容できるギャップＧ１を形成でき
る障害物（段差部）であれば、どのような構造、形状であってもよい。
【００３２】
［第２の実施形態］
　次に、図１０（ａ）及び（ｂ）は本発明の第２の実施形態に係る遊技機を構成する遊技
球誘導経路（突出部）の構成を示す斜視図、及び正面図である。なお、第１実施形態と同
一部分には同一符号を付して説明する。
【００３３】
　第１の実施形態では、突出部５０を、戻し経路部６０の終端部において内側ガイド部４
０の一部を段差状に突出させることにより構成している。これに対して本実施形態に係る
突出部５０は、戻し経路部６０、及び前進経路部７０を構成するガイド手段とは別部材の
板状部材から構成されており、戻し経路部６０の下流側端部と、前進経路部７０の上流側
端部との間に配置されている。この板状部材から成る突出部５０の左側面（遊技球阻止面
）５０ａの角度は図示のように垂直であっても良いし、図９に示した如く右方向へ傾斜し
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ていても左方向へ傾斜していていもよい。つまり、右方向に低速で移動してきた遊技球と
接してこれを確実に左方向へ跳ね返して第１領域Ｆ１側へ戻すことができ、且つ高速で移
動してきた遊技球がギャップＧ１を通過することを許容することができる障害物が存在す
ればよく、その左側面の角度、形状は問わない。
　別部材としての突出部５０は板状である必要はなく、上記の障害物としての機能を発揮
することができれば、どのような形状、構造であってもよい。
【００３４】
［第３の実施形態］
　次に、図１１（ａ）は本発明の第３の実施形態に係る遊技機を構成する遊技球誘導経路
の構成を示す要部斜視図であり、（ｂ）は要部正面図である。図１２（ａ）（ｂ）及び（
ｃ）はこの遊技球誘導経路内を移動する遊技球の挙動を示す正面図である。上記各実施形
態と同一部分には同一符号を付して説明する。
【００３５】
　本実施形態にかかる遊技機においては、遊技球誘導経路Ｐ２が、遊技領域１３の左側に
位置する第１領域Ｆ１と、遊技領域右側に位置する第２領域Ｆ２に跨って形成されており
、遊技球誘導経路Ｐ２の第２領域Ｆ２側に突出部５０（第１、又は第２の実施形態に係る
突出部）を設け、突出部から第１領域Ｆ１に向けて下降傾斜させた構成において、上記各
実施形態と同等である。
　本実施形態に係る遊技球誘導経路Ｐ２の構成が上記各実施形態と異なる点は、突出部５
０の上流側、即ち上側ガイドレールの上部１５ａと戻し経路部６０との間の中間高さ位置
に障害物（第２の障害物、他の障害物）８０を配置した点にある。
　障害物８０は、突出部５０上のギャップＧ１を通過可能な程度の中速で打ち出された先
行遊技球がギャップＧ１を通過してから前進経路部７０内を移動している間に、後続の強
く打ち出された遊技球を先行遊技球に追い付かせて最後には二球同時に大入賞装置２４内
に入賞させる特殊技法を防止するのに有効である。
　また、障害物８０は、低速で打ち出された遊技球が突出部手前（戻し経路部６０）でバ
ウンドしてギャップＧ１内を通過することを阻止する上でも有効に機能する。
【００３６】
　本実施形態に係る障害物８０は、左下向きに傾斜した戻しガイド部８１と、戻しガイド
部８１の右端部から上向きに突設した干渉部材（段差部）８２と、を有した板状体である
。障害物８０は、上側ガイドレールの上部１５ａと戻し経路部６０の何れにも接触しない
位置に配置されており、干渉部材８２の上端部と上側ガイドレールの上部１５ａとの間の
ギャップＧ２は、前記ギャップＧ１と同等程度に設定する。つまり、図１２（ａ）に示す
ように、上側ガイドレールの上部１５ａに沿って高速で右方向へ移動してきた遊技球Ｂ３
を確実に通過させ得る程度にギャップＧ２を設定する。戻しガイド部８１の左端部と戻し
経路部６０との間のギャップＧ３は、遊技球がスムーズに通過できる程度に設定する。
【００３７】
　次に、周辺部品のレイアウト上の理由から突出部５０を必要充分な程度に右寄りに配置
することができない場合には、外側ガイドレール上部１５ａの下面から離間しながら右方
向へ移動する中速度の遊技球がギャップＧ１を通過してしまう事態も想定される。このよ
うな事態は、干渉部材８２を活用することにより解決することができる。即ち、図１２（
ｂ）に示すように突出部５０の手前で外側ガイドレール上部１５ａから離間して進行する
遊技球Ｂ４は干渉部材８２と接触しながら通過することにより減速するか、或いは干渉部
材により通過を阻止されることにより、ギャップＧ１を通過することが不可能となる。
　つまり、突出部５０との関係における干渉部材８２の左右位置は、突出部５０をかろう
じて通過し得る程度の中速度で打ち出された遊技球Ｂ４を干渉部材８２が跳ね返すか、或
いは干渉部材と接触させることによりギャップＧ１を通過し得ない程度に減速させるよう
に設定する。言い換えれば、突出部５０と干渉部材８２との距離を適宜調整することによ
り、ギャップＧ２を通過する際の干渉部材８２との接触により遊技球を充分に減速させて
ギャップＧ１を通過する可能性を低減させることができる。
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【００３８】
　また、障害物３０が存在しない場合には、戻し経路部６０上で弾んだ遊技球が突出部５
０を越えてギャップＧ１を通過することも有り得るが、障害物８０を戻し経路部６０の上
方に離間配置することによりそのような事態を確実に防止することが可能となる。即ち、
図１２（ｃ）中に示すように、障害物８０が存在しない場合には戻し経路部６０上に落下
して弾むことによりギャップＧ１を通過しようとする遊技球Ｂ５が、障害物８０が存在す
る場合には戻しガイド部８１上に落下して減速して干渉部材８２によりギャップＧ２の通
過を阻止されるか、遊技球Ｂ５｀のようにギャップＧ２を通過しても戻し経路６０上に落
下して突出部５０を越えることが不可能となる。
　言い換えれば、干渉部材８２の左右方向位置（突出部５０との離間距離）は、図１２（
ｃ）に示すようにギャップＧ２を通過し得ない程度に低速の遊技球Ｂ５｀が一旦戻しガイ
ド部８１上に落下した後で弾むことによりギャップＧ２を通過したとしても、突出部５０
に達する手前で必ず戻し経路部６０上に落下するように設定する。
【００３９】
　このようにギャップＧ１の通過を狙いつつ弱めに打ち出された遊技球が上側ガイド部材
の上部１５ａから離間した下方の経路を移動する場合には、大半の遊技球はギャップＧ２
を通過する際に干渉部材８２によって通過を阻止される。また、上側ガイドレールの上部
１５ａと接触しないで移動する遊技球が仮に干渉部材８２を通過することができたとして
も、干渉部材と接触して減速して移動軌跡が更に低下することにより突出部５０上のギャ
ップＧ１を通過することが困難になる。
　なお、図１２（ａ）のように両ギャップＧ２、Ｇ１を順次通過し得る程度の速度で打ち
出された遊技球Ｂ３は充分に高速であり、上記特殊技法を実施するために利用されること
はあり得ない。
　なお、図示した実施形態では障害物８０として、戻しガイド部８１と、干渉部材８２と
を備えたものを例示したが、戻しガイド部８１を備えていない干渉部材８２のみの構成と
してもよい。この場合には、右打ちされてきた遊技球が干渉部材８２の下側を通過するこ
とが可能となるが、このような遊技球は低速であり、戻し経路部６０にてバウンドして突
出部５０に衝突して戻されるため、突出部を越えることはあり得ないからである。
【００４０】
［他の実施形態］
　次に、図１３は本発明の他の実施形態に係る遊技機を構成する遊技球誘導経路の構成を
示す要部正面図であり、図１４は特殊技法を説明するための要部正面拡大図である。
　上記各実施形態と同一部分には同一符号を付して説明する。
　本実施形態にかかる遊技機においては、右下に配置された大入賞装置（第１の大入賞装
置）２４の他に、遊技球導入経路Ｐ１の排出口Ｐ１－１の直近の下方の遊技盤領域に配置
された他の大入賞装置（第２の大入賞装置）９０を備えている。この大入賞装置９０は大
入賞口９０ａと、大入賞口を開閉する開閉片（大入賞装置可動片）９０ｂを有しており、
通常は開閉片９０ｂによって大入賞口９０ａを閉状態に維持されており、遊技球の入球を
不可能としている。これに対して、所定の特別遊技が開始されると、開閉片９０ｂが開放
されるとともに、この開閉片９０ｂが遊技球を大入賞口９０ａ内に導く受け皿として機能
し、遊技球が大入賞口に入球可能となる。大入賞口に遊技球が入球すると予め設定された
賞球（例えば１５個の遊技球）が払い出される。
【００４１】
　大入賞装置９０の開閉片９０ｂが開放状態となっている時に大入賞口９０ａに入賞させ
るためには、操作ハンドル４を操作することにより、センターラインＣＬよりも左側の第
１領域Ｆ１内に遊技球Ｂが落下するように弱く打ち出す必要がある。特に、最短距離で効
率的に大入賞口９０ａ内に入球させるためには、遊技球導入経路Ｐ１の排出口Ｐ１－１の
直近の右方向領域であって、大入賞口９０ａの上方に相当する領域に落下させるように更
に弱く打ち出すことが効果的である。
【００４２】
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　このように遊技球導入経路の排出口Ｐ１－１の直近の右方向領域に大入賞装置９０を配
置した場合においても、上記した右打ちの場合と同様の特殊技法によって１ラウンド当り
の大入賞口への入賞個数を規定数を超えて増大させることが可能である。
　即ち、この特殊技法では、図１４に示すようにまず先行する遊技球Ｂ６を打ち出して大
入賞装置９０の上方の領域（直上領域）を越えて右方向へ移動させつつ、移動の途中で減
速して左方向へ戻るようにしておく。続いて次の遊技球Ｂ７を先行遊技球よりも弱く打ち
出すことにより、速度の遅い後続球を、戻り経路上にある先行球Ｂ６に追い付かせて付勢
して二球同時に大入賞口９０ａに入賞させるようにする。
　即ち、強く打ち出された先行の遊技球Ｂ６は、大入賞装置９０の上方の領域を越えてセ
ンター部材１８の一部、本例では戻し経路部６０（又はガイド面６２）上に達してから左
方向へ戻ってくる。或いは、遊技球Ｂ６は、第１領域Ｆ１に配置された他の障害物９５（
ブロック、釘等）に当たって戻し経路部６０に沿う経路、その他の経路を経て左方向へ戻
ってくる。先行の遊技球Ｂ６が左方向へ戻ってくる際には減速され、低速で移動している
。
【００４３】
　次に、減速しながら左方向に戻ってくる先行遊技球Ｂ６が図１４中に示すように大入賞
装置９０の直上位置に達する時に接触するタイミングで後続遊技球Ｂ７を弱く打ち出すこ
とにより、先行する遊技球Ｂ６に追い付かせて二球同時の入球を可能とする。
　このような特殊技法による二球同時の入球を防止するために、本発明は図１３に示すよ
うに遊技球導入経路の排出口Ｐ１－１と大入賞装置９０（大入賞口９０ａ）との間に障害
物１００を配置した。障害物１００を配置することにより、後続の遊技球Ｂ７が左方向へ
戻ってくる先行遊技球Ｂ６と合流して二球がほぼ同時に入球することを阻止するようにし
ている。
【００４４】
　即ち、図１３に示した遊技機において先行遊技球Ｂ６を障害物１００の上方を越えて右
方向へ移動させ、且つ突出部５０の手前側で減速して左方向へ戻り始めるような速度で打
ち出しておくことはできる。しかし、後続遊技球Ｂ７を、戻り途上にある先行遊技球Ｂ６
と大入賞装置９０の上方位置で合流するように弱く打ち出したとしても、障害物１００が
障害となって先行遊技球と一緒に入球させることは不可能となる。即ち、後続遊技球Ｂ７
を先行遊技球と接触させるためには図中に破線で一例を示したように障害物１００を経由
するルートで落下させる必要があるが、そのルート上には障害物１００があり、大入賞口
装置９０の上方からの入球が阻止されており、特殊技法を実施することは不可能となる。
　なお、障害物１００の構成として図示したものは一例に過ぎず、種々の形状、サイズと
することができる。例えば、障害物１００は障害物１００の上方を越えて右方向へ移動し
てから左方向へ戻ってくる遊技球（例えば、遊技球Ｂ６）が障害物１００の下方を経由し
て大入賞装置９０内に入球することを許容する一方で、排出口Ｐ１－１から排出された遊
技球が最短経路で直接大入賞装置９０に向かうことを阻止するように構成する。
【００４５】
　図示した例では障害物１００は大入賞装置９０の上方の全体を覆うように長尺な構成と
したが、図示よりも短尺な構成としてもよい。また、障害物１００は左下から右上に向か
うように傾斜しているが、これも一例であり、水平、その他の角度としてもよい。
　また、障害物１００は図示のような一つの部材ではなく、複数の遊技釘を配列すること
により障害物を構成してもよい。
　他の障害物９５は、ブロック体、遊技釘等々どのような物であってもよいが、必須では
無く、必要に応じて設ければ足りる。
　なお、図１３では、右打ちを可能とするタイプの遊技機に大入賞装置９０を配置した例
を示したが、これは一例であり、右打ちできないタイプで図示の位置に大入賞装置９０を
備えた遊技機にも本実施形態は適用することができる。また、図１３中に突出部５０を図
示したが、突出部５０や障害物８０が存在しないタイプの遊技機にも本実施形態は適用す
ることができる。
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【００４６】
　つまり、遊技球導入経路の排出口Ｐ１－１の直近の右下領域に大入賞装置９０を配置し
たタイプの遊技機一般に対して、本実施形態の特殊技法を阻止するための構成を採用する
ことができる。
　なお、開口部１３Ａの左辺の左側の遊技領域の最下部に大入賞装置を配置した遊技機も
あるが、通常、この大入賞装置と排出口Ｐ１－１との間には遊技釘、その他の盤面部品等
の障害物が存在するため、遊技球の速度のコントロールが難しく特殊技法を実施すること
が難しい。仮に、左最下部に位置する大入賞装置と排出口Ｐ１－１との間に遊技釘等の障
害物が存在しないために特殊技法が可能となる場合には、図１３に示した障害物１００を
当該大入賞装置の上方に配置すればよい。
【００４７】
［本発明の構成、作用、効果のまとめ］
　第１の本発明に係る遊技機は、遊技球が流下する遊技領域１３を有する遊技盤１２と、
遊技盤面に配置される表示画面に遊技情報を表示する表示手段１９と、表示手段の前方周
辺部に配置されたセンター部材（役物）１８と、センター部材の外縁部に沿って形成され
た遊技球誘導経路Ｐ２と、を備え、遊技球誘導経路Ｐ２は、遊技領域左側に位置する第１
領域Ｆ１と、遊技領域右側に位置する第２領域Ｆ２に跨って形成されており、遊技球誘導
経路の第２領域側に突出部５０を設け、該突出部から第１領域に向けて下降傾斜させたこ
とを特徴とする。
【００４８】
　通常、強く右打ちされた遊技球は、遊技球誘導経路Ｐ２の上側ガイドレール上部１５ａ
に接しながら高速で移動するが、打ち出し速度を工夫して低速で打ち出した場合には上側
ガイドレール上部１５ａと接触せずに移動し、内側ガイド部４０上落下した後は内側ガイ
ド部４０上面に沿って右方向へ移動する。この先行遊技球の打ち出し直後に高速で後続遊
技球を打ち出すと、後続遊技球が遊技球誘導経路内で先行遊技球に追い付いて付勢し、２
つの遊技球をほぼ同時に大入賞口に入賞させる特殊技法の実施が可能となる。このような
行為を許すと、大当たり時における１ラウンドあたりの遊技球の最大入賞個数を越えた入
球が可能となる。
　本発明では、内側ガイド部４０上を低速で移動する遊技球が返しゴム２６の位置を越え
て右下に流下することを阻止するための遊技球誘導経路Ｐ２の構造を提案するものである
。
　本発明では、遊技領域１３のセンターラインＣＬよりも右側の領域（第２領域Ｆ２）に
相当する遊技球誘導経路Ｐ２（内側ガイド部４０）の適所に、低速の遊技球の通過を阻止
する突出部５０を設けたことにより、上記特殊技法に利用され得る低速の遊技球が突出部
を越えて右方向へ進入しないように構成している。突出部５０を越える程度に高速の遊技
球は通常は充分に高速であるため、上記特殊技法に利用されることはない。
【００４９】
　一方、突出部５０を越えることができなかった低速の遊技球は、突出部５０から左方向
に延びる戻り経路部６０上に落下して第１領域Ｆ１に流下するように構成した。
　突出部５０はできる限り右寄りに配置するか、或いはギャップＧ１の寸法を可能な限り
狭くすることにより、遊技者が打ち出し速度を微調整することにより低速、或いは中速で
ありながら突出部を越えさせようとする行為を更に効果的に阻止することが可能となる。
【００５０】
　また、突出部５０と外側ガイドレール上部１５ａとのギャップＧ１が遊技球の直径に比
して大幅に（遊技球の直径を２ｍｍ越える程度に）大きく設定されていたとしても、突出
部が発揮する低速球の進入阻止機能によってこれらの遊技球が突出部を越えてその下流側
に進行することを阻止することが可能となる。
　ただ、ギャップＧ１を可能な限り狭くすることにより、ギャップＧ１を通過させ得る程
度に速度を低く微調整した遊技球の通過をもかなりの確率で防止することが可能となる。
【００５１】
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　第２の本発明では、遊技球誘導経路Ｐ２内の突出部５０の左側に、他の障害物８０（干
渉部材８２）を配置したことを特徴とする。
　障害物８０には遊技球誘導経路Ｐ２内に向けて突出した干渉部材８２が設けられており
、この干渉部材８２が突出部５０を通過し得る程度の速度に微調整して打ち出された遊技
球の通過を突出部５０の手前側において阻止する機能を発揮する。
　即ち、右打ちする強さを微調整することにより突出部５０上のギャップＧ１を通過させ
ようという試みがなされた場合には、手前に位置する干渉部材８２が障害となって下流に
達することができない。或いは、ギャップＧ２を通過するとしても、通過する際に干渉部
材８２と接触することにより減速して手前に落下し、ギャップＧ１に到達し得ない。要す
るに、ギャップＧ２を通過したとしても、弱い打球では突出部５０を越えることができな
い。
【００５２】
　一方、ギャップＧ２、及びギャップＧ１を順次越えることができる程度の高速で打ち出
された遊技球は、上記特殊技法に利用することができない。
　干渉部材８２は、例えば他の盤面部品とのレイアウト上の理由から突出部５０を必要充
分な程度に右方向に偏位させて配置できない場合に、突出部による通過阻止機能を補強す
るために突出部の手前側に配置することによりその効果を発揮する。
　本発明に係る遊技機は、パチンコ遊技機のみならず、パチスロ、その他の遊技機一般に
適用することができる。
【符号の説明】
【００５３】
１…遊技機、２…外枠、３…内枠、４…操作ハンドル、５…皿ユニット、Ｐ１…遊技球導
入経路、Ｐ２…遊技球誘導経路、１２…遊技盤、１３…遊技領域、１３Ａ…開口部、Ｆ１
…第１領域、Ｆ２…第２領域、１５…外側ガイドレール、１５ａ…外側ガイドレール上部
、１６…内側ガイドレール、１７…球戻り防止片、１８…センター部材（役物）、１８Ａ
…上側部分、１８Ｂ…下側部分、１８ａ…台板、１９…画像表示装置、１９ａ…演出図柄
、２１…一般入賞口、２２、２３…始動口、２４…大入賞装置、２４ａ…大入賞口、２４
ｂ…開閉片、２５…アウト口、２６…返しゴム、２７…装飾部材、３０…ベース枠体、４
０…内側ガイド部、５０…突出部、５０ａ…左側面、６０…戻し経路部、７０…前進経路
部、８０…障害物、８１…ガイド部、８２…干渉部材、９０…大入賞装置、９５…障害物
、１００…障害物
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