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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄の変動表示が可能な図柄表示装置と、
　始動入賞口に遊技球が入賞する毎に乱数を取得する乱数取得手段と、
　前記乱数取得手段で取得された乱数に基づき特別遊技を実行するか否かの判定を実行す
る判定手段と、
　前記判定手段による判定結果に基づいて前記図柄表示装置に前記図柄を変動表示させた
後に停止表示させる図柄変動演出を制御する図柄制御手段と、
　前記図柄制御手段により停止表示された前記図柄が予め定められた当たり図柄であると
きに、遊技領域に設けられた可変入賞口を入賞容易とする遊技を行わせる特別遊技実行手
段と、
　前記判定手段による判定結果に基づいて、前記遊技球の保留表示状態を変更する機械的
表示装置を備え、
　前記機械的表示装置は、更に、前記図柄変動演出に対応した複数の遊技球保留部と、前
記始動入賞口と前記遊技球保留部にそれぞれ連通しており、前記始動入賞口に入賞した前
記遊技球を保留球として、抽選された前記図柄変動演出に対応した前記遊技球保留部に振
り分けて保留させる保留球振分手段とを備えたことを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、パチンコ遊技機等の弾球遊技機に関し、特に始動入賞口に遊技球が入賞する
ことにより所定の機械的な演出表示を行う弾球遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、弾球遊技機の１つであるパチンコ遊技機は、遊技機盤面に設けられている始
動入賞口に遊技球が入賞すると、それを契機に大当たり等の抽選を行う。そして、その抽
選結果に基づいて遊技機盤面に設けられている図柄表示装置において図柄を変動表示及び
停止表示等させるようになっている。このようなパチンコ遊技機に対し、さらに、大当た
り等に付随する遊技内容の演出表示を行うパチンコ遊技機が提案されている。このパチン
コ遊技機は、始動入賞口に入賞した遊技球を保留しておき、保留した遊技球を用いて抽選
結果を機械的に演出表示するようになっている。このようなパチンコ遊技機によれば、図
柄表示装置等の画面表示のみによって演出表示する場合に比べ、抽選過程が遊技者に分か
り易く、興趣性の高い演出を行うことができる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３８７８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した従来のパチンコ遊技機は、入賞した遊技球を一旦保留してから、演出表示を行
っている。したがって、基本的には画面表示によって演出表示するものと同様であって、
興趣性が低かった。
【０００５】
　本発明は、上記のような種々の課題に鑑みなされたものであり、その目的は、より興趣
性の高い機械的な演出表示を行うことができる弾球遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的達成のため、本発明に係る弾球遊技機では、図柄の変動表示が可能な図柄表示
装置と、始動入賞口に遊技球が入賞する毎に乱数を取得する乱数取得手段と、前記乱数取
得手段で取得された乱数に基づき特別遊技を実行するか否かの判定を実行する判定手段と
、前記判定手段による判定結果に基づいて前記図柄表示装置に前記図柄を変動表示させた
後に停止表示させる図柄変動演出を制御する図柄制御手段と、前記図柄制御手段により停
止表示された前記図柄が予め定められた当たり図柄であるときに、遊技領域に設けられた
可変入賞口を入賞容易とする遊技を行わせる特別遊技実行手段と、前記判定手段による判
定結果に基づいて、前記遊技球の保留表示状態を変更する機械的表示装置を備え、前記機
械的表示装置は、更に、前記図柄変動演出に対応した複数の遊技球保留部と、前記始動入
賞口と前記遊技球保留部にそれぞれ連通しており、前記始動入賞口に入賞した前記遊技球
を保留球として、抽選された前記図柄変動演出に対応した前記遊技球保留部に振り分けて
保留させる保留球振分手段とを備えたことを特徴としている。これにより、特別遊技を実
行するか否かの判定結果に基づいて遊技球を保留する際に、その表示状態を機械的に変更
することができるので、遊技者はその表示状態を見て容易に遊技状況を把握できる。また
、入賞直後の遊技球を使って機械的保留表示を行うことができるので、遊技者にとっては
、入賞した球に対して、容易に遊技状況が把握できるため、当該入賞球に対しての図柄抽
選結果に対しての期待感を高められる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、特別遊技を実行するか否かの判定結果に基づいて遊技球を保留する際
に、入賞直後の遊技球を使用してその表示状態を機械的に変更することができるので、よ
り興趣性の高い機械的な演出表示を行うことができ、保留表示状態の変更によって、遊技
者に対して遊技状況を分かり易く表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１３】
　図１は、本発明の実施形態に係る弾球遊技機の遊技機盤面の外観を示す正面図である。
この弾球遊技機１の遊技機盤面１０の略中央には、図柄を変動表示及び停止表示等する図
柄表示装置１１が配設されている。この図柄表示装置１１は、主に液晶ディスプレイが使
用されるが、画面上に画像を表示可能であれば例えばＣＲＴ、ドットマトリックス等の表
示装置でも良い。
【００１４】
　図柄表示装置１１の下方には、遊技球が入賞可能な始動入賞口１２と、この始動入賞口
１２に続く本発明の特徴的な部分である機械的表示装置１００が配設されている。始動入
賞口１２は、遊技球の入賞を契機として図柄表示装置１１における特別図柄の変動表示の
開始に係る機能を有している。この始動入賞口１２の上部の開口部には、開口幅を拡大す
る拡大装置１３が配設されている。この拡大装置１３は、通常は遊技球が１個通過可能で
あるが２個同時通過不可能な幅を保つことにより、始動入賞口１２への遊技球の入賞を困
難なものとしているが、拡大時は広い範囲で遊技球を拾うことにより、始動入賞口１２へ
の遊技球の入賞を容易なものとする機能を有している。機械的表示装置１００は、始動入
賞口１２へ入賞した遊技球の保留表示状態を変更する装置であり、詳細は後述する。
【００１５】
　機械的表示装置１００の下方には、アタッカーユニット１４が配設されている。このア
タッカーユニット１４の正面略中央には、特別遊技である大当たり遊技の際に開放する大
入賞口１５が設けられている。大当たり遊技とは、図柄表示装置１１に停止表示される特
別図柄が例えば同一であるときの大当たり図柄の場合に遊技者に特別の利益が提供される
ような遊技をいう。例えば通常は閉鎖している大入賞口１５が３０秒という所定時間の経
過または１０球という所定個数の遊技球の入賞の何れかが起こるまで開放することを、１
５回という所定回数繰り返すような遊技をいう。
【００１６】
　機械的表示装置１００の左右両端には、入賞口１６が配設され、機械的表示装置１００
と入賞口１６の間には、遊技球が通過可能なゲート１７が配設されている。ゲート１７は
、遊技球の通過を契機として普通図柄表示部３における普通図柄の変動表示の開始に係る
機能を有している。普通図柄は、普通図柄表示部３に設けられたランプの表示によって行
われる。ランプの点灯が所定の状態に点灯すると、始動入賞口１２の拡大装置１３を所定
時間作動させる。遊技機盤面１０の下端には、始動入賞口１２、大入賞口１５、入賞口１
６の何れにも入賞しなかった遊技球が排出されるアウト口１８が配設されている。さらに
、遊技機盤面１０には、遊技球の落下方向に変化を付けるための風車１９及び図示しない
釘が配設されている。そして、遊技機盤面１０の前面は、図示しないガラス板で覆われて
いる。さらに、遊技機盤面１０の下方には、遊技球を遊技機盤面１０の下端から上端へ打
ち出すための図示しない弾球ハンドルや、始動入賞口１２、大入賞口１５、入賞口１６に
遊技球が入賞したときに複数個の遊技球が払い出される図示しない賞球払出口及びそれら
の遊技球を受ける球受け皿が配設されている。
【００１７】
　図２（Ａ）、（Ｂ）は、上記機械的表示装置１００の詳細を示す正面図及び側断面図で
ある。この機械的表示装置１００は、始動入賞口１２の下方に配設されており、始動入賞
口１２に入賞した遊技球を保留球として振り分ける保留球振分手段１１０と、この保留球
振分手段１１０で振り分けられた遊技球を一時的に保留する遊技球保留部１２０と、この
遊技球保留部１２０で保留された保留球を排出する保留球排出部１３０を備えている。
【００１８】
　保留球振分手段１１０は、始動入賞口１２の下部から下方へ延びる筒状の振分管１１１
と、この振分管１１１の途中に所定間隔を空けて配設された開閉手段を構成する３つの板
状のシャッタ１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃ及び各シャッタ１１２ａ、１１２ｂ、１１２
ｃに連接されたソレノイド１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃを備えている。遊技球保留部１
２０は、振分管１１１の下方で左右方向に４つ並設された筒状の保留管１２１ａ、１２１
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ｂ、１２１ｃ、１２１ｄと、振分管１１１と各保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１
２１ｄとを繋ぐ筒状の導入管１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃ、１２２ｄを備えている。保
留球排出部１３０は、各保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄの下方に配設さ
れた回転体１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃ、１３１ｄ及び各回転体１３１ａ、１３１ｂ、
１３１ｃ、１３１ｄと図示しないギア機構等で連結されたモータ１３２を備えている。
【００１９】
　振分管１１１は、上部の開口部が始動入賞口１２の下部の開口部と繋がれており、始動
入賞口１２に入賞した遊技球を下方へ案内するようになっている。この振分管１１１は例
えば透明のプラスチックで形成されており、遊技者は遊技機盤面１０の前面を覆っている
ガラス板を介して振分管１１１内部を通る遊技球を視認することができる。シャッタ１１
２ａ、１１２ｂ、１１２ｃは、ソレノイド１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃの駆動により水
平方向に移動、すなわち振分管１１１の管路を開閉するように移動するようになっている
。各シャッタ１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃの開閉を組み合わせることにより、遊技球を
各シャッタ１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃ上に位置させ、もしくは各シャッタ１１２ａ、
１１２ｂ、１１２ｃを通過させることができる。
【００２０】
　各導入管１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｄは、上部の開口部が各シャッタ１１２ａ、１１
２ｂ、１１２ｃで仕切られる区画に対応した振分管１１１の周壁に空けられた穴１１４ａ
、１１４ｂ、１１４ｃと繋がれ、導入管１２２ｃは、振分管１１１の下部の開口部と繋が
れており、各シャッタ１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃ上に位置した遊技球、もしくは各シ
ャッタ１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃを通過した遊技球を各保留管１２１ａ、１２１ｂ、
１２１ｃ、１２１ｄへ導入するようになっている。各導入管１２２ａ、１２２ｂ、１２２
ｃ、１２２ｄは例えば透明のプラスチックで形成されており、遊技者は遊技機盤面１０の
前面を覆っているガラス板を介して各導入管１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃ、１２２ｄ内
部を通る遊技球を視認することができる。
【００２１】
　各保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄは、上部の開口部が各導入管１２２
ａ、１２２ｂ、１２２ｃ、１２２ｄの下部の開口部と繋がれ、下部の開口部の下方に各回
転体１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃ、１３１ｄが配置されており、遊技球を縦に複数個重
ねて保留できるようになっている。各保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄは
例えば透明のプラスチックで形成されており、遊技者は遊技機盤面１０の前面を覆ってい
るガラス板を介して各保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄに保留されていく
遊技球を視認することができる。
【００２２】
　各回転体１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃ、１３１ｄは、例えばプラスチックで周面に保
持羽根１３３ａで３等配された半球状の凹部１３３を備えた円筒形状に形成されており、
回転することにより各保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄの下部の開口部か
ら遊技球を凹部１３３で１個ずつ受け取って遊技機盤面１０の後方に配設されたトレイ等
に排出するようになっている。各回転体１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃ、１３１ｄはモー
タ１３２とギア機構等により連結されて個別にステップ回転可能に構成されており、各保
留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄに保留されている遊技球のうち所望の遊技
球を排出することができる。
【００２３】
　このような機械的表示装置１００は、始動入賞口１２に遊技球が入賞する毎に行われる
特別遊技の実行可否の判定結果に従って当該遊技球を振り分けて保留し排出するようにな
っている。すなわち、保留球振分手段１１０、遊技球保留部１２０及び保留球排出部１３
０は、上記判定結果に基づいて図柄表示装置１１に特別図柄を変動表示させた後に停止表
示させる図柄変動演出、例えばハズレ、リーチ、スーパーリーチ、大当たりに対応して区
分されている。具体的には、振分管１１１から各導入管１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃ、
１２２ｄを介して繋がっている各保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄ及び各
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回転体１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃ、１３１ｄは、ハズレ、リーチ、スーパーリーチ、
大当たりにそれぞれ対応して配設されている。
【００２４】
　ここで、リーチとは、例えば３つの図柄変動表示を行う場合に２つの図柄が揃い、あと
１つの図柄が揃えば大当たりになるという状態の表示演出を行うことをいい、スーパーリ
ーチとは、通常のリーチよりも大当たりとなる確率の高い状態の表示演出を行うことを意
味している。以上のような機械的表示装置１００によれば、入賞直後の遊技球を使って、
ハズレ、リーチ、スーパーリーチ、大当たりの何れかに振り分けて保留するという機械的
演出表示を行うことができるので、遊技者にとっては次の変動演出がどのようになるかを
期待しつつ、白熱しながら遊技を行えるとともに、遊技の状況が分かり易く把握できる。
【００２５】
　以上のような構成の弾球遊技機１の遊技の概要を図１及び図２を参照して説明する。遊
技者が弾球ハンドルを操作すると、遊技球が発射されガイドレール２に案内されて遊技機
盤面１０の上方に放出される。遊技球は、風車１９や釘等に接触して落下方向が変化しな
がら、一部は入賞口１６あるいは始動入賞口１２に入り、入賞口１６あるいは始動入賞口
１２に入らなかった遊技球は、アウト口１８に入る。遊技球が入賞口１６に入賞すると、
賞球払出口から例えば５球の賞球が遊技者に払い出される。
【００２６】
　また、遊技球がゲート１７を通過すると、図示しないセンサからの通過信号を契機に抽
選が行われ、普通図柄表示部３のランプが変動を開始する。そして、変動開始してから例
えば３０秒が経過すると、抽選された結果の態様でランプが停止する。このときランプの
停止態様が予め定められた当たりの態様であれば、始動入賞口１２の拡大装置１３が例え
ば０．５秒作動する。これにより、始動入賞口１２の開口幅が拡大するので、始動入賞口
１２への入賞が容易となる。また、停止表示される普通図柄が５または６のときは、始動
入賞口１２の拡大装置１３は作動しないが、この場合でも始動入賞口１２への入賞は可能
である。なお、図柄表示装置１１において普通図柄の変動中に遊技球がゲート１７を通過
した場合には、その分の変動は保留されて順次実行される。
【００２７】
　また、遊技球が始動入賞口１２に入賞すると、後述する始動入賞検出器１２ａ（図３参
照）からの検出信号を契機に賞球払出口から例えば５球の賞球が遊技者に払い出されると
ともに、入賞した遊技球は振分管１１１から入賞時に決定された例えばハズレ、リーチ、
スーパーリーチ、大当たりの中の１つの図柄変動演出に該当する導入管１２２ａ、１２２
ｂ、１２２ｃ、１２２ｄを通って保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄに向か
って落下する。一方、保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄに保留されている
保留球のうち所定の保留球が、対応する回転体１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃ、１３１ｄ
により排出されると、図柄表示装置１１において特別図柄が変動を開始して、排出された
保留球が保留されていた保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄに対応する特別
図柄で変動が停止する。
【００２８】
　このとき停止表示される特別図柄が大当たり図柄であるときは、大当たり遊技が発生し
て普段は閉鎖している大入賞口１５が開放する。そして、遊技球が大入賞口１５に入賞す
ると、賞球払出口から例えば１５球の賞球が遊技者に払い出される。この大入賞口１５は
、例えば開放してから３０秒経過するか、１０球の入賞があるかの何れかにより一旦閉鎖
する。そして、この大入賞口１５が開放している間に、この大入賞口１５の内部に設けら
れているＶゾーンへの入賞があると、大入賞口１５は一旦閉鎖した後、再度開放するよう
になっている。このような大入賞口１５の開放及び閉鎖の繰り返し、すなわちラウンドは
、例えば最大１５回連続するようになっている。一方、大入賞口１５が１５回開閉を繰り
返すか、大入賞口１５の開放中にＶゾーンへの入賞が無かった場合には、この大当たり遊
技は終了する。
【００２９】
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　図３は、上記弾球遊技機１に係る機能を制御する装置のブロック図である。主制御装置
２０は、始動入賞口入賞判定手段２１、表示概要決定手段（乱数取得手段、判定手段）２
２、大入賞口駆動制御手段（特別遊技実行手段）２３及びコマンド送信手段２４を備えて
いる。始動入賞口入賞判定手段２１は、始動入賞口１２に配設された始動入賞検出器１２
ａからの検出信号により、始動入賞口１２に遊技球が入賞したか否かを判定する。この始
動入賞検出器１２ａは、例えば受発光素子を有する光センサを備え、発光素子からの光を
遊技球が遮ることにより遊技球を検出するようになっている。なお、始動入賞検出器１２
ａとしては、上述した透過型の光センサのみならず、反射型の光センサや磁気センサ、容
量センサ、機械式センサ等を使用することができる。
【００３０】
　表示概要決定手段２２は、抽選手段２５、停止図柄決定手段２６、概要変動パターン決
定手段２７を備えている。抽選手段２５は、始動入賞口１２に遊技球が入賞する毎に当た
り乱数を取得し、この当たり乱数に基づいて特別遊技を実行するか否かを判定する。停止
図柄決定手段２６は、抽選手段２５の判定結果に基づいて図柄表示装置１１に図柄を変動
表示させた後に停止表示させる図柄変動演出の際の停止図柄を決定する。概要変動パター
ン決定手段２７は、図柄変動演出の際の概要変動パターンを決定する。大入賞口駆動制御
手段２３は、アタッカーユニット１４の大入賞口１５に配設されたソレノイドで成る大入
賞口駆動源１４ａを駆動させて大入賞口１５を開閉制御する。コマンド送信手段２４は、
表示概要決定手段２２で決定された表示概要のコマンドを副制御装置３０へ送信する。
【００３１】
　副制御装置３０は、コマンド受信手段３１、可動物駆動判定手段３２、画像制御手段（
図柄制御手段）３３及び保留制御手段３４を備えている。コマンド受信手段３１は、コマ
ンド送信手段２４から送信される表示概要決定手段２２で決定された表示概要のコマンド
を受信する。可動物駆動判定手段３２は、詳細表示内容確認手段３５、予告時駆動判定手
段３６、タイミング判定手段３７を備えている。詳細表示内容確認手段３５は、表示概要
の内容の詳細を確認する。予告時駆動判定手段３６は、抽選手段３８と抽選判定テーブル
３９を備えている。抽選手段３８は、表示概要に従って低確率作動用の抽選判定テーブル
３９ａまたは高確率作動用の抽選判定テーブル３９ｂから所定の可動物作動判定乱数を取
得する。タイミング判定手段３７は、表示概要のタイミングを判定する。
【００３２】
　画像制御手段３３は、抽選手段４１を有する詳細表示内容決定手段４２を備えている。
抽選手段４１は、表示概要に従って概要変動パターン決定乱数を取得する。保留制御手段
３４は、保留球振分選択手段４３と振分駆動制御手段４４を備えている。保留球振分選択
手段４３は、表示概要に従って遊技球を保留する保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、
１２１ｄを選択する。振分駆動制御手段４４は、保留球振分選択手段４３で選択された保
留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄに遊技球を導入するために、前後変位駆動
源１１３であるソレノイド１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃを駆動制御して各シャッタ１１
２ａ、１１２ｂ、１１２ｃを開閉する。なお、保留球振分手段１１０の基準位置センサ１
１５は、各シャッタ１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃの基準位置、例えば閉位置を常時検出
して開閉不良を防止する。
【００３３】
　このような構成において、上記弾球遊技機１の始動入賞口１２に係る動作を図４のフロ
ーチャートを参照して説明する。始動入賞口入賞判定手段２１は、始動入賞検出器１２ａ
からの検出信号により、始動入賞口１２に遊技球が入賞するまで判定し（ステップＳ１）
、始動入賞口１２に遊技球が入賞したら停止図柄をセットする（ステップＳ２）。詳細表
示内容決定手段４２の抽選手段４１は、概要変動パターン決定乱数を取得し（ステップＳ
３）、予告時駆動判定手段３６の抽選手段３８は、可動物作動判定乱数を取得する（ステ
ップＳ４）。
【００３４】
　そして、表示概要決定手段２２の抽選手段２５は、当たり乱数を取得して格納し（ステ
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ップＳ５）、この乱数により大当たりか否かを判定する（ステップＳ６）。そして、大当
たりの場合は、表示概要決定手段２２の停止図柄決定手段２６は、上記乱数に該当する当
たり停止図柄を決定し（ステップＳ７）、表示概要決定手段２２の概要変動パターン決定
手段２７は、当たり変動パターンから概要変動パターンを決定する（ステップＳ８）。保
留制御手段３４の保留球振分選択手段４３は、リーチ、スーパーリーチ、大当たりに該当
する保留管１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄの中から概要変動パターンに該当する保留管１
２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄを選択する（ステップＳ９）。
【００３５】
　一方、ハズレの場合は、表示概要決定手段２２の停止図柄決定手段２６は、上記乱数に
該当するハズレ停止図柄を決定し（ステップＳ１０）、リーチか否かを判定する（ステッ
プＳ１１）。そして、リーチである場合は、リーチ変動パターンから概要変動パターンを
決定し（ステップＳ１２）、リーチでない場合は、ハズレ変動パターンから概要変動パタ
ーンを決定する（ステップＳ１３）。保留制御手段３４の保留球振分選択手段４３は、ハ
ズレ、リーチ、スーパーリーチに該当する保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｄの中から
概要変動パターンが条件を満たす保留管１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｄを選択する（ステ
ップＳ１４）。そして、コマンド送信手段２４は、概要変動パターンのコマンドをコマン
ド受信手段３１へ送信してステップＳ１へ戻って上述した処理を繰り返す（ステップＳ１
５）。
【００３６】
　ここで、保留制御手段３４の保留球振分選択手段４３が、リーチに該当する保留管１２
１ｂを選択したときの、振分駆動制御手段４４による前後変位駆動源１１３の駆動制御の
具体例を図５～図１０を参照して説明する。なお、各図の（Ｂ）は（Ａ）の一点鎖線に沿
った断面図である。図５に示すように、始動入賞口１２を通過した遊技球Ｂをリーチに該
当する保留管１２１ｂへ導入するために、図６に示すように、ソレノイド１１３ａを駆動
制御してシャッタ１１２ａを開き、遊技球Ｂをシャッタ１１２ｂ上まで落下させる。
【００３７】
　すると、図７に示すように、遊技球Ｂは、振分管１１１の周壁に空けられた穴１１４ｂ
から導入管１２２ｂを通り、図８に示すように、保留管１２１ｂに既に保留されている保
留球ＢＢの最上部に積み重ねられる。なお、振分駆動制御手段４４は、遊技球Ｂがシャッ
タ１１２ａを通過した直後にソレノイド１１３ａを駆動制御してシャッタ１１２ａを閉じ
ることにより、以降の遊技球を通過させないようになっている。そして、この振分動作の
終了後、図９に示すように、回転体１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃ、１３１ｄの中の１つ
の回転体１３１ｂがステップ回転し、保留管１２１ｂに保留されている最下部の保留球Ｂ
Ｂを凹部１３３の中に落し込み、図１０に示すように、さらに回転体１３１ｂがステップ
回転し、凹部１３３の中に落し込んだ保留球ＢＢを遊技機盤面１０の後方に配設されたト
レイ等に排出する。なお、この排出動作は、振分動作の開始前あるいは平行して行うよう
にしても良い。
【００３８】
　図１１（Ａ）、（Ｂ）は、機械的表示装置の別例の詳細を示す正面図及び側面図である
。この機械的表示装置２００は、始動入賞口１２の下方に配設されており、始動入賞口１
２に入賞した遊技球を保留球として振り分ける保留球振分手段２１０と、この保留球振分
手段２１０で振り分けられた遊技球を一時的に保留する遊技球保留部２２０と、この遊技
球保留部２２０で保留された保留球を排出する保留球排出部２３０を備えている。
【００３９】
　保留球振分手段２１０は、始動入賞口１２の下部から下方へ略Ｌ字状に一旦延びた後、
右上方へ略Ｓ字状に延びる筒状の案内管２１１と、この案内管２１１の上側に沿って略Ｓ
字状に配設されたベルト２１２、プーリ２１３及びモータ２１４と、ベルト２１２に連結
された遊技球吸着部２１５を備えている。遊技球保留部２２０は、案内管２１１の右上方
端部の下方で左右方向に４つ並設された筒状の保留管２２１ａ、２２１ｂ、２２１ｃ、２
２１ｄを備えている。保留球排出部２３０は、各保留管２２１ａ、２２１ｂ、２２１ｃ、
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２２１ｄの下方に配設された回転体２３１ａ、２３１ｂ、２３１ｃ、２３１ｄ及び各回転
体２３１ａ、２３１ｂ、２３１ｃ、２３１ｄと図示しないギア機構等で連結されたモータ
２３２を備えている。
【００４０】
　案内管２１１は、左端上部の開口部が始動入賞口１２の下部の開口部と繋がれており、
始動入賞口１２に入賞した遊技球を下方へ案内するようになっている。遊技球吸着部２１
５は、モータ２１４によるベルト２１２の駆動により、遊技球を吸着した状態で案内管２
１１の左下方から右上方へ移動し、遊技球を離脱させた状態で案内管２１１の右上方から
左下方へ移動するようになっている。この案内管２１１は例えば透明のプラスチックで形
成されており、遊技者は遊技機盤面１０の前面を覆っているガラス板を介して案内管２１
１内部を通る遊技球を視認することができる。遊技球吸着部２１５は例えば電磁石等の遊
技球を吸着できる手段であれば良く、また、例えばクレーンのような遊技球を把持して運
搬できる手段であっても良い。
【００４１】
　各保留管２２１ａ、２２１ｂ、２２１ｃ、２２１ｄは、上部の開口部が案内管２１１の
右上方端部の下部の開口部と繋がれ、下部の開口部の下方に各回転体２３１ａ、２３１ｂ
、２３１ｃ、２３１ｄが配置されており、遊技球を縦に複数個重ねて保留できるようにな
っている。各保留管２２１ａ、２２１ｂ、２２１ｃ、２２１ｄは例えば透明のプラスチッ
クで形成されており、遊技者は遊技機盤面１０の前面を覆っているガラス板を介して各保
留管２２１ａ、２２１ｂ、２２１ｃ、２２１ｄに保留されていく遊技球を視認することが
できる。
【００４２】
　各回転体２３１ａ、２３１ｂ、２３１ｃ、２３１ｄは、例えばプラスチックで周面に保
持羽根２３３ａで３等配された半球状の凹部２３３を備えた円筒形状に形成されており、
回転することにより各保留管２２１ａ、２２１ｂ、２２１ｃ、２２１ｄの下部の開口部か
ら遊技球を凹部２３３で１個ずつ受け取って遊技機盤面１０の後方に配設されたトレイ等
に排出するようになっている。各回転体２３１ａ、２３１ｂ、２３１ｃ、２３１ｄはモー
タ２３２とギア機構等により連結されて個別にステップ回転可能に構成されており、各保
留管２２１ａ、２２１ｂ、２２１ｃ、２２１ｄに保留されている遊技球のうち所望の遊技
球を排出することができる。
【００４３】
　このような機械的表示装置２００は、始動入賞口１２に遊技球が入賞する毎に行われる
特別遊技の実行可否の判定結果に従って当該遊技球を振り分けて保留し排出するようにな
っている。すなわち、保留球振分手段２１０、遊技球保留部２２０及び保留球排出部２３
０は、上記判定結果に基づいて図柄表示装置１１に特別図柄を変動表示させた後に停止表
示させる図柄変動演出、例えばハズレ、リーチ、スーパーリーチ、大当たりに対応して区
分されている。具体的には、案内管２１１に繋がっている各保留管２２１ａ、２２１ｂ、
２２１ｃ、２２１ｄ及び各回転体２３１ａ、２３１ｂ、２３１ｃ、２３１ｄは、ハズレ、
リーチ、スーパーリーチ、大当たりにそれぞれ対応して配設されている。以上のような機
械的表示装置２００によれば、入賞直後の遊技球を使ってハズレ、リーチ、スーパーリー
チ、大当たりの何れかに振り分けて保留するという機械的演出表示を行うことができるの
で、遊技者にとっては入賞した感激がそのまま継続するとともに、ハズレ、リーチ、スー
パーリーチ、大当たりの何れになるかという期待感が高まることになり、遊技者を白熱さ
せることができる。
【００４４】
　ここで、保留制御手段３４の保留球振分選択手段４３が、スーパーリーチに該当する保
留管２２１ｃを選択したときの、振分駆動制御手段４４によるモータ２１４の駆動制御及
び遊技球吸着部２１５の制御の具体例を図１２～図１９を参照して説明する。なお、各図
の（Ｂ）は（Ａ）の一点鎖線に沿った断面図である。図１２に示すように、始動入賞口１
２を通過した遊技球Ｂは、図１３に示すように、案内管２１１の下方へ落下して停止する



(9) JP 4409895 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

。このとき、図１２に示すように、案内管２１１の右上方に位置していた遊技球吸着部２
１５は、モータ２１４によるベルト２１２の駆動により、図１３に示すように、案内管２
１１の左下方に向かって移動する。
【００４５】
　そして、図１４に示すように、遊技球吸着部２１５が遊技球Ｂの上方に達したら遊技球
Ｂを吸着し、図１５に示すように、先程とは逆回転のモータ２１４によるベルト２１２の
駆動により、案内管２１１の右上方に向かって移動する。そして、図１６に示すように、
遊技球Ｂを吸着した遊技球吸着部２１５が保留管２２１ｃの上方に達したら、図１７に示
すように、遊技球Ｂを離脱させて保留管２２１ｃに既に保留されている保留球ＢＢの最上
部に積み重ねる。
【００４６】
　そして、この振分動作の終了後、図１８に示すように、回転体２３１ａ、２３１ｂ、２
３１ｃ、２３１ｄの中の１つの回転体２３１ｃがステップ回転し、保留管２２１ｃに保留
されている最下部の保留球ＢＢを凹部２３３の中に落し込み、図１９に示すように、さら
に回転体２３１ｃがステップ回転し、凹部２３３の中に落し込んだ保留球ＢＢを遊技機盤
面１０の後方に配設されたトレイ等に排出する。なお、この排出動作は、振分動作の開始
前あるいは平行して行うようにしても良い。
【００４７】
　なお、上述した各実施形態の機械的表示装置１００、２００では、実際の遊技球を用い
て機械的演出表示を行っているが、実際の遊技球の代替表示物、例えば予め保留している
遊技球、パチンコ玉以外の遊技球あるいは遊技球以外の物であっても同様の機械的演出表
示を行うことができる。また、機械的表示装置１００、２００は遊技機盤面１０の中央に
配設したが、遊技機盤面１０の左右何れか一方の側に配設するようにしても良い。また、
ソレノイドの代わりにモータとギア機構、弾性体であるバネやゴム等を利用して可動させ
るようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明は、遊技球を用いる弾球遊技機のみならず、始動入賞口を備えていれば遊技球以
外の物、例えばコイン等を用いる遊技機にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施形態に係る弾球遊技機の遊技機盤面の外観を示す正面図である。
【図２】図１の機械的表示装置の詳細を示す正面図及び側面図である。
【図３】図１の弾球遊技機の始動入賞口に係る機能を制御する装置のブロック図である。
【図４】図１の弾球遊技機の始動入賞口に係る動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【図５】図２の機械的表示装置の動作を示す第１の図である。
【図６】図２の機械的表示装置の動作を示す第２の図である。
【図７】図２の機械的表示装置の動作を示す第３の図である。
【図８】図２の機械的表示装置の動作を示す第４の図である。
【図９】図２の機械的表示装置の動作を示す第５の図である。
【図１０】図２の機械的表示装置の動作を示す第６の図である。
【図１１】図１の機械的表示装置の別例の詳細を示す正面図及び側面図である。
【図１２】図１１の機械的表示装置の動作を示す第１の図である。
【図１３】図１１の機械的表示装置の動作を示す第２の図である。
【図１４】図１１の機械的表示装置の動作を示す第３の図である。
【図１５】図１１の機械的表示装置の動作を示す第４の図である。
【図１６】図１１の機械的表示装置の動作を示す第５の図である。
【図１７】図１１の機械的表示装置の動作を示す第６の図である。
【図１８】図１１の機械的表示装置の動作を示す第７の図である。
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【図１９】図１１の機械的表示装置の動作を示す第８の図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　弾球遊技機、２　ガイドレール、３　普通図柄表示部、１０　遊技機盤面、１１　
図柄表示装置、１２　始動入賞口、１２ａ　始動入賞検出器、１３　拡大装置、１４　ア
タッカーユニット、１４ａ　大入賞口駆動源、１５　大入賞口、１６　入賞口、１７　ゲ
ート、１８　アウト口、１９　風車、２０　主制御装置、２１　始動入賞口入賞判定手段
、２２　表示概要決定手段、２３　大入賞口駆動制御手段、２４　コマンド送信手段、２
５　抽選手段、２６　停止図柄決定手段、２７　概要変動パターン決定手段、３０　副制
御装置、３１　コマンド受信手段、３２　可動物駆動判定手段、３３　画像制御手段、３
４　保留制御手段、３５　詳細表示内容確認手段、３６　予告時駆動判定手段、３７　タ
イミング判定手段、３８　抽選手段、３９　抽選判定テーブル、４１　抽選手段、４２　
詳細表示内容決定手段、４３　保留球振分選択手段、４４　振分駆動制御手段、１００、
２００　機械的表示装置、１１０、２１０　保留球振分手段、１１１　振分管、１１２ａ
、１１２ｂ、１１２ｃ　シャッタ、１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃ　ソレノイド、１２０
、２２０　遊技球保留部、１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄ、２２１ａ、２２１
ｂ、２２１ｃ、２２１ｄ　保留管、１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃ、１２２ｄ　導入管、
１３０、２３０　保留球排出部、１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃ、１３１ｄ、２３１ａ、
２３１ｂ、２３１ｃ、２３１ｄ　回転体、１３２、２３２　モータ、１３３、２３３　凹
部、１３３ａ、２３３ａ　保持羽根、２１１　案内管、２１２　ベルト、２１３　プーリ
、２１４　モータ、２１５　遊技球吸着部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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