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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技を提供するために落下する遊技球の落下方向順に、
上記落下する遊技球の入口と、出口とを有する始動口と、
所定の条件を満たした場合に、上記落下する遊技球の入口が形成される変動入賞装置と、
上記変動入賞装置の近傍に配設され、上記始動口と、上記変動入賞装置とを通過した遊技
球が排出される排出部に、上記遊技球を誘導する誘導通路とが設けられた遊技機の遊技盤
であって、
上記始動口の出口と、上記誘導通路との間を連絡して、上記遊技球を通す連絡通路部材と
、
上記連絡通路部材の所定箇所に形成され、上記遊技球の通過が可能な形状の空き部と、
上記空き部と、上記排出部との間を連絡して、上記遊技球を通す迂回通路部材と
を備えることを特徴とする遊技機の遊技盤。
【請求項２】
上記変動入賞装置が、大入賞口を備えることを特徴とする請求項１に記載の遊技機の遊技
盤。
【請求項３】
上記誘導通路が、上記変動入賞装置によって形成されていることを特徴とする請求項１、
又は請求項２に記載の遊技機の遊技盤。
【請求項４】
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上記誘導通路は、上記変動入賞装置に取り付けられた誘導通路部材であることを特徴とす
る請求項１、又は請求項２に記載の遊技機の遊技盤。
【請求項５】
上記連絡通路部材が、上記変動入賞装置によって形成されていることを特徴とする請求項
１ないし請求項４の何れかに記載の遊技機の遊技盤。
【請求項６】
上記連絡通路部材は、上記変動入賞装置に取り付けられることを特徴とする請求項１ない
し請求項４の何れかに記載の遊技機の遊技盤。
【請求項７】
上記連絡通路部材と、上記誘導通路とは、相互の連結用の係止部材を有することを特徴と
する請求項１ないし請求項６の何れかに記載の遊技機の遊技盤。
【請求項８】
上記空き部が、上記変動入賞装置によって形成されていることを特徴とする請求項１ない
し請求項７の何れかに記載の遊技機の遊技盤。
【請求項９】
上記空き部が、上記変動入賞装置に、上記連絡通路部材を取り付けた境界に形成されてい
ることを特徴とする請求項１ないし請求項７の何れかに記載の遊技機の遊技盤。
【請求項１０】
上記空き部が、上記連絡通路部材の所定箇所を切り欠いた部分に構成されたことを特徴と
する請求項１ないし請求項９の何れかに記載の遊技機の遊技盤。
【請求項１１】
上記空き部が、上記連絡通路部材の所定箇所を開口した形状であることを特徴とする請求
項１ないし請求項９の何れかに記載の遊技機の遊技盤。
【請求項１２】
上記誘導通路に配設され、該誘導通路内の遊技球を検出して誘導通路内遊技球信号を出力
する誘導通路内遊技球センサと、
上記誘導通路内遊技球信号の出力が所定時間以上の場合に、誘導通路玉詰まり信号を出力
する玉詰まり信号出力手段とを加えたことを特徴とする請求項１ないし請求項１１の何れ
かに記載の遊技機の遊技盤。
【請求項１３】
上記迂回通路部材に配設され、該迂回通路部材内の遊技球を検出して迂回通路内遊技球信
号を出力する迂回通路内遊技球センサを加えたことを特徴とする請求項１ないし請求項１
２の何れかに記載の遊技機の遊技盤。
【請求項１４】
上記連絡通路部材から上記誘導通路に流れる上記遊技球が、上記誘導通路内に止まって、
上記空き部の近傍に達した場合に、上記遊技球が該空き部から上記迂回通路部材内に溢流
することを特徴とする請求項１ないし請求項１３の何れかに記載の遊技機の遊技盤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、始動口と、大入賞口などを有する変動入賞装置とを備えた遊技機の遊技盤の構
造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、所定の条件を満たした場合、例えば始動口への遊技球の入賞に基いて、特定遊技状
態になると、大入賞口を開けて、広い入賞領域を開放し、遊技球が極めて入りやすくなる
変動入賞装置を備えた遊技機が慣用されている。又、この様な遊技機は、遊技盤のほぼ中
央に特別図柄などの遊技画像を表示する表示装置を備え、その下に、始動口が設置され、
更に始動口の下に、変動入賞装置を備えるといった配置が一般的である。
【０００３】
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しかも、この種の遊技機は、始動口に入賞した遊技球（始動球とも言う）を証拠球として
一時蓄積したり、或いはセンサー等で検出して、計数するために、始動球と他の遊技球（
他の入賞領域に入った遊技球等）とを異なる経路で排出するように構成されている。
【０００４】
このため、始動口の下部に位置する変動入賞装置に入った遊技球は、変動入賞装置に形成
された誘導通路から、そのまま排出部に排出されているが、始動口に入った遊技球は、上
記誘導通路を経由することが出来ないため、下方に位置する変動入賞装置を避けて、始動
口の裏側から、遊技盤に添って、斜め下方に向かって配設された通路を経由して、排出部
に達するようにされている。
【０００５】
【特許文献１】
特開平５－６８７３５号
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、近年、遊技機は、遊技性の向上や斬新さの創出のために、特別図柄表示装
置等の表示装置が大型化されたり、ワープ通路や飾りもので作られた球通路などの奥行き
のある演出装置が遊技盤に取り付けられるようになってきた。
【０００７】
このため、この様な表示装置や演出装置が遊技盤の中で広い範囲を占め、結果として、始
動口の取付位置が下方に移動することとなり、始動口が変動入賞装置の近傍に配置される
場合が多くなっている。
従って、始動口と排出部とを連絡する通路が変動入賞装置に邪魔されて、傾斜の緩い構成
を採用するしかない場合がある。
【０００８】
この結果、通路内にゴミが入ったり、汚れが付着して、始動口に入った遊技球が通路内で
止まって、遊技の進行が停止する可能性が増大して、遊技機の安定性や信頼性を低下させ
る虞があった。
本発明は、始動口と変動入賞装置とが接近する構成で、始動口に入った遊技球が速やかに
排出される構成、及び玉詰まりによる遊技機の停止を回避することができる構造を提供す
ることで、遊技機の安定性や信頼性を向上、および設計の自由度の向上を図ることを目的
とする。
【０００９】
又、この構成を採用した上で、組み付け工数と、解体工数の低減を図ることを目的とする
。
【００１０】
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
上記課題を解決するための手段として、請求項１の発明の遊技機の遊技盤は、遊技を提供
するために落下する遊技球の落下方向順に、上記落下する遊技球の入口と、出口とを有す
る始動口と、所定の条件を満たした場合に、上記落下する遊技球の入口が形成される変動
入賞装置と、上記変動入賞装置の近傍に配設され、上記始動口と、上記変動入賞装置とを
通過した遊技球が排出される排出部に、上記遊技球を誘導する誘導通路とが設けられた遊
技機の遊技盤であって、上記始動口の出口と、上記誘導通路との間を連絡して、上記遊技
球を通す連絡通路部材と、上記連絡通路部材の所定箇所に形成され、上記遊技球の通過が
可能な形状の空き部と、上記空き部と、上記排出部との間を連絡して、上記遊技球を通す
迂回通路部材とを備えることを要旨とする。
【００１１】
これにより、遊技盤内に発射された遊技球は、始動口の入口に入ると、始動口の出口から
出て、連絡通路部材に入り、変動入賞装置の近傍に配設された誘導通路を経由して、排出
部から排出される。従って、遊技球を通す通路は、変動入賞装置を避けることなく変動入
賞装置の近傍に設けられた誘導通路と、その誘導通路と始動口との間を連絡する連絡通路
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部材とを経由して、排出部から排出される構造となるため、無理に変動入賞装置を避ける
必要がなくなって、遊技盤に添って、斜め下方に緩い傾斜で配設する必要がなくなる。従
って、始動口から、連絡通路部材と、誘導通路とを経由して、排出部に排出される遊技球
の通路は、始動口と変動入賞装置とが接近する構成でも、始動口に入った遊技球を急な傾
斜で誘導することが出来るため、玉詰まりが発生し難くい。
【００１２】
又、連絡通路部材は、その所定箇所に、遊技球の通過が可能な形状の空き部を備え、その
空き部と、排出部との間が迂回通路部材によって連絡されている。
従って、連絡通路部材の空き部を遊技球が通過すると、その遊技球は、迂回通路部材を経
由して、排出部に排出される。
【００１３】
これにより、仮に誘導通路で玉詰まりが発生しても、その始動口から入ってきた遊技球の
詰まりが、連絡通路部材の空き部に達すると、その空き部から遊技球が、迂回通路部材を
経由して、排出部に排出される様になるため、遊技球の詰まりが連絡通路部材を越えて、
始動口にまで達すると言うことが防止される。したがって始動口の機能を維持することが
出来る。
【００１４】
しかも、始動口から連絡通路部材と、誘導通路を経由して、排出部に排出される経路に、
仮に傾斜が緩い部分があったとしても、その部分の始動口側に連絡通路部材の空き部を配
置する構成にすることで、傾斜が緩い部分による玉詰まりが、始動口に波及することを防
止することが出来るため、誘導通路の設計の自由度が向上する。
【００１５】
この結果、始動口に入った遊技球の玉詰まりの可能性を極めて小さくできる構成の提供と
、万が一の玉詰まりが始動口にまで波及することを防止することが出来る構成の提供とに
より、遊技が止まってしまう事態の発生をなくして、遊技機の安定性や信頼性を向上する
ことが出来るという極めて優れた効果を奏する。
【００１６】
請求項２の発明の遊技機の遊技盤は、上記変動入賞装置が、大入賞口を備えることを特徴
とする請求項１に記載の遊技機の遊技盤を要旨とする。
これにより、遊技盤内に発射された遊技球は、始動口の入口に入ると、始動口の出口から
出て、連絡通路部材に入り、大入賞口の近傍に配設された誘導通路を経由して、排出部か
ら排出される。従って、遊技球を通す通路は、大入賞口を避けることなく大入賞口の近傍
に設けられた誘導通路と、その誘導通路と始動口との間を連絡する連絡通路部材とを経由
して、排出部から排出される構造となるため、無理に大入賞口を避ける必要がなくなって
、遊技盤に添って、斜め下方に緩い傾斜で配設する必要がなくなる。従って、始動口から
、連絡通路部材と、誘導通路とを経由して、排出部に排出される遊技球の通路は、始動口
と大入賞口とが接近する構成でも、始動口に入った遊技球を急な傾斜で誘導することが出
来るため、玉詰まりが発生し難くなる。
【００１７】
又、連絡通路部材は、その所定箇所に、遊技球の通過が可能な形状の空き部を備え、その
空き部と、排出部との間が迂回通路部材によって連絡されている。
従って、連絡通路部材の空き部を遊技球が通過すると、その遊技球は、迂回通路部材を経
由して、排出部に排出される。
【００１８】
これにより、仮に誘導通路で玉詰まりが発生して、始動口から入ってきた遊技球の詰まり
が、連絡通路部材の空き部に達すると、その空き部から遊技球が、迂回通路部材を経由し
て、排出部に排出される様になるため、遊技球の詰まりが連絡通路部材を越えて、始動口
にまで達すると言うことが防止される。従って始動口の機能を維持することが出来る。
【００１９】
しかも、始動口から連絡通路部材と、誘導通路を経由して、排出部に排出される経路に、
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仮に傾斜が緩い部分があったとしても、その部分の始動口側に連絡通路部材の空き部を配
置する構成にすることで、傾斜が緩い部分による玉詰まりが、始動口に波及することを防
止することが出来るため、誘導通路の設計の自由度が向上する。
【００２０】
この結果、始動口に入った遊技球の玉詰まりの可能性を極めて小さくできる構成の提供と
、万が一の玉詰まりが始動口にまで波及することを防止することが出来る構成の提供とに
より、遊技が止まってしまう事態の発生をなくして、遊技機の安定性や信頼性を向上する
ことが出来るという極めて優れた効果を奏する。
【００２１】
請求項３の発明の遊技機の遊技盤は、上記誘導通路が、上記変動入賞装置によって形成さ
れていることを特徴とする請求項１、又は請求項２に記載の遊技機の遊技盤を要旨とする
。
これにより、遊技盤内に発射された遊技球は、始動口の入口に入ると、始動口の出口から
出て、連絡通路部材に入り、変動入賞装置によって形成された誘導通路を経由して、排出
部から排出される。従って、遊技球を通す通路は、変動入賞装置を避けることなく変動入
賞装置によって形成された誘導通路と、その誘導通路と始動口との間を連絡する連絡通路
部材とを経由して、排出部から排出される構造となるため、無理に変動入賞装置を避ける
必要がなくなって、遊技盤に添って、斜め下方に緩い傾斜で配設する必要がなくなる。従
って、始動口から、連絡通路部材と、誘導通路とを経由して、排出部に排出される遊技球
の通路は、始動口と変動入賞装置とが接近する構成でも、始動口に入った遊技球を急な傾
斜で誘導することが出来るため、玉詰まりが発生し難くい。
【００２２】
又、連絡通路部材は、その所定箇所に、遊技球の通過が可能な形状の空き部を備え、その
空き部と、排出部との間が迂回通路部材によって連絡されている。
従って、連絡通路部材の空き部を遊技球が通過すると、その遊技球は、迂回通路部材を経
由して、排出部に排出される。
【００２３】
これにより、仮に誘導通路で玉詰まりが発生しても、その始動口から入ってきた遊技球の
詰まりが、連絡通路部材の空き部に達すると、その空き部から遊技球が、迂回通路部材を
経由して、排出部に排出される様になるため、遊技球の詰まりが連絡通路部材を越えて、
始動口にまで達すると言うことが防止される。したがって始動口の機能を維持することが
出来る。
【００２４】
しかも、始動口から連絡通路部材と、誘導通路を経由して、排出部に排出される経路に、
仮に傾斜が緩い部分があったとしても、その部分の始動口側に連絡通路部材の空き部を配
置する構成にすることで、傾斜が緩い部分による玉詰まりが、始動口に波及することを防
止することが出来るため、誘導通路の設計の自由度が向上する。
【００２５】
この結果、始動口に入った遊技球の玉詰まりの可能性を極めて小さくできる構成の提供と
、万が一の玉詰まりが始動口にまで波及することを防止することが出来る構成の提供とに
より、遊技が止まってしまう事態の発生をなくして、遊技機の安定性や信頼性を向上する
ことが出来るという極めて優れた効果を奏する。
【００２６】
請求項４の発明の遊技機の遊技盤は、上記誘導通路は、上記変動入賞装置に取り付けられ
た誘導通路部材であることを特徴とする請求項１、又は請求項２に記載の遊技機の遊技盤
を要旨とする。
これにより、遊技盤内に発射された遊技球は、始動口の入口に入ると、始動口の出口から
出て、連絡通路部材に入り、変動入賞装置に取り付けられた誘導通路を経由して、排出部
から排出される。従って、遊技球を通す通路は、変動入賞装置を避けることなく変動入賞
装置に取り付けられた誘導通路と、その誘導通路と始動口との間を連絡する連絡通路部材
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とを経由して、排出部から排出される構造となるため、無理に変動入賞装置を避ける必要
がなくなって、遊技盤に添って、斜め下方に緩い傾斜で配設する必要がなくなる。従って
、始動口から、連絡通路部材と、誘導通路とを経由して、排出部に排出される遊技球の通
路は、始動口と変動入賞装置とが接近する構成でも、始動口に入った遊技球を急な傾斜で
誘導することが出来るため、玉詰まりが発生し難くい。
【００２７】
又、連絡通路部材は、その所定箇所に、遊技球の通過が可能な形状の空き部を備え、その
空き部と、排出部との間が迂回通路部材によって連絡されている。
従って、連絡通路部材の空き部を遊技球が通過すると、その遊技球は、迂回通路部材を経
由して、排出部に排出される。
【００２８】
これにより、仮に誘導通路で玉詰まりが発生しても、その始動口から入ってきた遊技球の
詰まりが、連絡通路部材の空き部に達すると、その空き部から遊技球が、迂回通路部材を
経由して、排出部に排出される様になるため、遊技球の詰まりが連絡通路部材を越えて、
始動口にまで達すると言うことが防止される。したがって始動口の機能を維持することが
出来る。
【００２９】
しかも、始動口から連絡通路部材と、誘導通路を経由して、排出部に排出される経路に、
仮に傾斜が緩い部分があったとしても、その部分の始動口側に連絡通路部材の空き部を配
置する構成にすることで、傾斜が緩い部分による玉詰まりが、始動口に波及することを防
止することが出来るため、誘導通路の設計の自由度が向上する。
【００３０】
この結果、始動口に入った遊技球の玉詰まりの可能性を極めて小さくできる構成の提供と
、万が一の玉詰まりが始動口にまで波及することを防止することが出来る構成の提供とに
より、遊技が止まってしまう事態の発生をなくして、遊技機の安定性や信頼性を向上する
ことが出来るという極めて優れた効果を奏する。
【００３１】
請求項５の発明の遊技機の遊技盤は、上記連絡通路部材が、上記変動入賞装置によって形
成されていることを特徴とする請求項１ないし請求項４の何れかに記載の遊技機の遊技盤
を要旨とする。
これにより、遊技盤内に発射された遊技球は、始動口の入口に入ると、始動口の出口から
出て、変動入賞装置によって形成された連絡通路部材に入り、変動入賞装置の近傍に配設
された誘導通路を経由して、排出部から排出される。
【００３２】
従って、遊技球を通す通路は、変動入賞装置を避けることなく変動入賞装置の近傍に設け
られた誘導通路と、その誘導通路と始動口との間を連絡する連絡通路部材とを経由して、
排出部から排出される構造となるため、無理に変動入賞装置を避ける必要がなくなって、
遊技盤に添って、斜め下方に緩い傾斜で配設する必要がなくなる。従って、始動口から、
連絡通路部材と、誘導通路とを経由して、排出部に排出される遊技球の通路は、始動口と
変動入賞装置とが接近する構成でも、始動口に入った遊技球を急な傾斜で誘導することが
出来るため、玉詰まりが発生し難くい。
【００３３】
又、連絡通路部材は、その所定箇所に、遊技球の通過が可能な形状の空き部を備え、その
空き部と、排出部との間が迂回通路部材によって連絡されている。
従って、連絡通路部材の空き部を遊技球が通過すると、その遊技球は、迂回通路部材を経
由して、排出部に排出される。
【００３４】
これにより、仮に誘導通路で玉詰まりが発生しても、その始動口から入ってきた遊技球の
詰まりが、連絡通路部材の空き部に達すると、その空き部から遊技球が、迂回通路部材を
経由して、排出部に排出される様になるため、遊技球の詰まりが連絡通路部材を越えて、
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始動口にまで達すると言うことが防止される。したがって始動口の機能を維持することが
出来る。
【００３５】
しかも、始動口から連絡通路部材と、誘導通路を経由して、排出部に排出される経路に、
仮に傾斜が緩い部分があったとしても、その部分の始動口側に連絡通路部材の空き部を配
置する構成にすることで、傾斜が緩い部分による玉詰まりが、始動口に波及することを防
止することが出来るため、誘導通路の設計の自由度が向上する。
【００３６】
この結果、始動口に入った遊技球の玉詰まりの可能性を極めて小さくできる構成の提供と
、万が一の玉詰まりが始動口にまで波及することを防止することが出来る構成の提供とに
より、遊技が止まってしまう事態の発生をなくして、遊技機の安定性や信頼性を向上する
ことが出来るという極めて優れた効果を奏する。
【００３７】
請求項６の発明の遊技機の遊技盤は、上記連絡通路部材は、上記変動入賞装置に取り付け
られることを特徴とする請求項１ないし請求項４の何れかに記載の遊技機の遊技盤を要旨
とする。
これにより、遊技盤内に発射された遊技球は、始動口の入口に入ると、始動口の出口から
出て、変動入賞装置に取り付けられた連絡通路部材に入り、変動入賞装置の近傍に配設さ
れた誘導通路を経由して、排出部から排出される。
【００３８】
従って、遊技球を通す通路は、変動入賞装置を避けることなく変動入賞装置の近傍に設け
られた誘導通路と、その誘導通路と始動口との間を連絡する連絡通路部材とを経由して、
排出部から排出される構造となるため、無理に変動入賞装置を避ける必要がなくなって、
遊技盤に添って、斜め下方に緩い傾斜で配設する必要がなくなる。従って、始動口から、
連絡通路部材と、誘導通路とを経由して、排出部に排出される遊技球の通路は、始動口と
変動入賞装置とが接近する構成でも、始動口に入った遊技球を急な傾斜で誘導することが
出来るため、玉詰まりが発生し難くい。
【００３９】
又、連絡通路部材は、その所定箇所に、遊技球の通過が可能な形状の空き部を備え、その
空き部と、排出部との間が迂回通路部材によって連絡されている。
従って、連絡通路部材の空き部を遊技球が通過すると、その遊技球は、迂回通路部材を経
由して、排出部に排出される。
【００４０】
これにより、仮に誘導通路で玉詰まりが発生しても、その始動口から入ってきた遊技球の
詰まりが、連絡通路部材の空き部に達すると、その空き部から遊技球が、迂回通路部材を
経由して、排出部に排出される様になるため、遊技球の詰まりが連絡通路部材を越えて、
始動口にまで達すると言うことが防止される。したがって始動口の機能を維持することが
出来る。
【００４１】
しかも、始動口から連絡通路部材と、誘導通路を経由して、排出部に排出される経路に、
仮に傾斜が緩い部分があったとしても、その部分の始動口側に連絡通路部材の空き部を配
置する構成にすることで、傾斜が緩い部分による玉詰まりが、始動口に波及することを防
止することが出来るため、誘導通路の設計の自由度が向上する。
【００４２】
この結果、始動口に入った遊技球の玉詰まりの可能性を極めて小さくできる構成の提供と
、万が一の玉詰まりが始動口にまで波及することを防止することが出来る構成の提供とに
より、遊技が止まってしまう事態の発生をなくして、遊技機の安定性や信頼性を向上する
ことが出来るという極めて優れた効果を奏する。
【００４３】
請求項７の発明の遊技機の遊技盤は、上記連絡通路部材と、上記誘導通路とは、相互の連
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結用の係止部材を有することを特徴とする請求項１ないし請求項６の何れかに記載の遊技
機の遊技盤を要旨とする。
これにより、誘導通路の係止部材に、連結通路部材の係止部材を係止させることで、誘導
通路と、連結通路部材との連結が行われ、始動口から、連結通路部材と、誘導通路を経由
して、排出部までの通路が全て遊技盤に取り付けられる。従って、遊技盤単体として、備
える機能が多くなり、結果として遊技機全体における組立工数の低減を図ることが可能に
なる。
【００４４】
又、誘導通路と、連結通路部材とが係止部材によって連結される構造であるため、組み付
け、及び取り外しにねじ回しなど用いる必要がなくなり、組み付け、及び解体の工数を低
減することが可能になるという極めて優れた効果を奏する。
請求項８の発明の遊技機の遊技盤は、上記空き部が、上記変動入賞装置によって形成され
ていることを特徴とする請求項１ないし請求項７の何れかに記載の遊技機の遊技盤を要旨
とする。
【００４５】
これにより、空き部が変動入賞装置によって提供されるため、遊技球の詰まりが変動入賞
装置だけで解消され、変動入賞装置の始動口側に波及しなくなる。
従って、変動入賞装置の極めて近い位置に始動口を設けても、始動口に入った遊技球が詰
まることなく排出部に排出される構造を採用することが可能になり、極めて大きな表示装
置や演出装置を利用しても、これら装置と変動入賞装置との間に始動口を設ける慣用され
ている遊技盤の構成を採用することが可能になり、遊技盤の設計自由度が向上されると言
う極めて優れた効果を奏する。
【００４６】
請求項９の発明の遊技機の遊技盤は、上記空き部が、上記変動入賞装置に、上記連絡通路
部材を取り付けた境界に形成されていることを特徴とする請求項１ないし請求項７の何れ
かに記載の遊技機の遊技盤を要旨とする。
これにより、空き部が変動入賞装置と、連絡通路部材との境界に設けられるため、連絡通
路部材の連結部分の形状を工夫するだけで、空き部を作ることが可能になる。従って、変
動入賞装置の構造を大きく変更することなく空き部を作って、遊技球の詰まりが発生しな
い構成の提供が可能になる。しかも、この遊技球の詰まりが変動入賞装置の極近傍の位置
で、解消され、その位置から始動口側に波及しなくなる。
【００４７】
従って、変動入賞装置の極めて近い位置に始動口を設けても、始動口に入った遊技球が詰
まることなく排出部に排出される構造を採用することが可能になり、極めて大きな表示装
置や演出装置を利用しても、これら装置と変動入賞装置との間に始動口を設ける慣用され
ている遊技盤の構成を採用することが可能になり、遊技盤の設計自由度が向上されると言
う極めて優れた効果を奏する。
【００４８】
請求項１０の発明の遊技機の遊技盤は、上記空き部が、上記連絡通路部材の所定箇所を切
り欠いた部分に構成されたことを特徴とする請求項１ないし請求項９の何れかに記載の遊
技機の遊技盤を要旨とする。
これにより、連絡通路部材が誘導通路と連結される部分を切り欠いた形状にして、誘導通
路と、連結通路部材との境界部分に空き部を設けることが可能になる。つまり、連絡通路
部材の端部を切り欠くという簡単な構造で空き部を作ることが出来るという極めて優れた
効果を奏する。
【００４９】
又、これにより誘導通路の詰まりが連結通路部材に波及しなくなり、連結通路部材を極め
て短い構造のものとしても良くなる。
従って、誘導通路の極めて近い位置に始動口を設けても、始動口に入った遊技球が詰まる
ことなく排出部に排出される構造を採用することが可能になり、極めて大きな表示装置や
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演出装置を利用しても、これら装置と変動入賞装置との間に始動口を設ける慣用されてい
る遊技盤の構成を採用することが可能になり、遊技盤の設計自由度が向上されると言う極
めて優れた効果を奏する。
【００５０】
請求項１１の発明の遊技機の遊技盤は、上記空き部が、上記連絡通路部材の所定箇所を開
口した形状であることを特徴とする請求項１ないし請求項９の何れかに記載の遊技機の遊
技盤を要旨とする。
これにより、連絡通路部材が誘導通路と連結される部分を切り欠いた形状にして、誘導通
路と、連結通路部材との境界部分に空き部を設けたり、連結通路部材の下の方や中程に開
口を開けて、空き部を設けることが可能になる。つまり、連絡通路部材を誘導通路に連結
する構造に応じて、或いは連結通路部材、誘導通路、変動入賞装置の形状などに応じて、
適宜空き部を設ける位置を選択することが可能になり、設計の自由度が向上されると言う
極めて優れた効果を奏する。
【００５１】
請求項１２の発明の遊技機の遊技盤は、上記誘導通路に配設され、該誘導通路内の遊技球
を検出して誘導通路内遊技球信号を出力する誘導通路内遊技球センサと、上記誘導通路内
遊技球信号の出力が所定時間以上の場合に、誘導通路玉詰まり信号を出力する玉詰まり信
号出力手段とを加えたことを特徴とする請求項１ないし請求項１１の何れかに記載の遊技
機の遊技盤を要旨とする。
【００５２】
これにより、誘導通路内に位置する遊技球が止まって移動しなくなると、それを誘導通路
内遊技球センサと、玉詰まり信号出力手段とにより、検出して、誘導通路玉詰まり信号を
出力する。
この結果、誘導通路内に遊技球が玉詰まりを起こした場合に、誘導通路玉詰まり信号が出
力される。従って、この信号をモニタすることで、誘導通路内の玉詰まりの検出が可能に
なり、速やかに玉詰まりの解消を行うことが可能になり、遊技機の安定性や信頼性の向上
を図ることが可能になるという極めて優れた効果を奏する。
【００５３】
請求項１３の発明の遊技機の遊技盤は、上記迂回通路部材に配設され、該迂回通路部材内
の遊技球を検出して迂回通路内遊技球信号を出力する迂回通路内遊技球センサを加えたこ
とを特徴とする請求項１ないし請求項１２の何れかに記載の遊技機の遊技盤を要旨とする
。
【００５４】
これにより、迂回通路内遊技球センサが迂回通路部材に位置する遊技球を検出して、迂回
通路内遊技球信号を出力する。
この結果、誘導通路内に玉詰まりが発生して、遊技球が空き部から迂回通路部材内に流れ
出すと、迂回通路内遊技球信号が出力される。従って、この信号をモニタすることで、誘
導通路内の玉詰まり、および迂回通路部材内の玉詰まりの検出が可能になり、速やかに玉
詰まりの解消を行うことが可能になり、遊技機の安定性や信頼性の向上を図ることが可能
になるという極めて優れた効果を奏する。
【００５５】
特に、迂回通路部材内の玉詰まりは遊技の停止に直結し、これを検出することは、重要で
ある。従って、遊技機の安定性や信頼性の向上を図ることが可能になるという極めて優れ
た効果を奏する。
請求項１４の発明の遊技機の遊技盤は、上記連絡通路部材から上記誘導通路に流れる上記
遊技球が、上記誘導通路内に止まって、上記空き部の近傍に達した場合に、上記遊技球が
該空き部から上記迂回通路部材内に溢流することを特徴とする請求項１ないし請求項１３
の何れかに記載の遊技機の遊技盤を要旨とする。
【００５６】
これにより、遊技通路内の玉詰まりが空き部に達した場合に、外部からの動力に頼ること
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なく溢流により迂回通路部材内に流れる。
従って、高価なセンサやアクチュエータを用いることなく簡単で、かつ少ない部品数で遊
技球の迂回が出来、組み付け工数と、解体工数の低減、および部品コストの低減を図るこ
とが出来るという極め優れた効果を奏する。
【００５７】
【発明の実施の形態】
次に発明の実施の形態を説明する。
図１は本発明の一実施例である遊技機１の概略正面図である。この遊技機１はその表面に
円弧状の外レール３及び内レール５の２本のレール等により略円形状に囲まれた遊技部７
を備えた遊技盤９を有している。また、遊技部７の表面には図示していない複数の釘と数
カ所の入賞口が備えられている。この様に構成された遊技部７内に図示しない発射杵によ
り打ち出された遊技球２７は、外レール３と内レール５に導かれて遊技部７の上部に放た
れ、前述した複数の釘に当たって複雑に進行方向を変えながら落下し、途中その進行経路
上に入賞口があれば、入賞口に入るようになっている。
【００５８】
遊技部７のほぼ中央には、表示装置１１が設けられている。この表示装置１１は、その中
央に設けられ後述するスクロール表示が可能なＴＦＴタイプ等の液晶画面１３と、この液
晶画面１３の下方に位置し、保留球の数を表示するための４個のＬＥＤからなる保留球表
示領域１５とを備えている。そしてこれらを制御する制御部（図示せず）が遊技部７の背
面に備えられている。
【００５９】
遊技部７の表示装置１１の下方には、１つの遊技球２７が入ると後述するスクロール表示
を１回行う始動入賞口（以下「始動口１７」という。）が設けられている。この始動口１
７に連続して遊技球２７（以下始動口１７に入った遊技球２７を「始動球」という。）が
入った場合には、制御部により最大４個まで保留球として扱い、保留球の数を保留球表示
領域１５のＬＥＤを点灯して表示する。そして、保留球表示領域１５に表示された数に応
じて、制御部の動作によって液晶画面１３上で後述するスクロール表示を繰り返し行う。
【００６０】
また、上記始動口１７は、遊技球２７が入ると、遊技盤９の裏側に露出した出口１７ａか
ら遊技球２７が排出される構造を有している。始動口１７の下方には、変動入賞装置１９
が設けられている。この変動入賞装置１９は、前面に設けられた入賞領域（図示せず）を
塞ぐと共に、この入賞領域を開閉する開閉扉２１を備える。この開閉扉２１は、通常遊技
時には入賞領域を閉じている。
【００６１】
一方、始動口１７に遊技球２７が入賞すると、制御部の動作によって液晶画面１３におい
てスクロール表示が行われる。このスクロール表示は、例えば連続して並ぶ複数の図柄に
よって構成される列が複数列、液晶画面上で垂直方向に流れるように表示（スクロール）
され、一定時間経過後、各列が順に停止し、その時の停止図柄を表示する動作を意味する
。その停止図柄の組み合わせが、予め定められた図柄の組み合わせと等しい場合、特別遊
技を実行する（以下「特定遊技状態」という。）。そして、特定遊技状態では、所定時間
（例えば３０秒）を経過するかあるいは、変動入賞装置１９の入賞領域に所定個数（例え
ば１０個）の遊技球２７が入賞するまで開閉扉２１が開放され、遊技球２７が変動入賞装
置１９の入賞領域３３に入り易い状態になる。そして前記一連の動作が所定回数（例えば
１５ラウンド）繰り返された後に特別遊技状態が終了する。つまり、変動入賞装置１９の
開閉扉２１は、いわゆる大入賞口として機能する。
【００６２】
次に、変動入賞装置１９を図面に基づいて説明する。
図２は変動入賞装置１９の斜視図、図３は、変動入賞装置１９の分解図、図４は、連絡通
路部材２３の斜視図、図５は、誘導通路複合部材２５に連絡通路部材２３を連結する過程
の説明図、図６は、誘導通路複合部材２５に連絡通路部材２３を連結した状態の斜視図、
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図７は、誘導通路複合部材２５に連絡通路部材２３を連結した状態で、遊技球２７が始動
口１７に入賞した場合の説明図、図８は、誘導通路複合部材２５に連絡通路部材２３を連
結した状態で、遊技球２７が詰まり、迂回される状態の説明図である。
【００６３】
変動入賞装置１９の表飾り部２９には、図２に示すように、入賞口３１が複数設けられて
おり、中央には前述した開閉扉２１が設けられている。そしてこの開閉扉２１の内部には
入賞領域３３が設けられており、変動入賞装置１９の内部へ遊技球２７を導くように構成
されている。
【００６４】
又、各入賞口３１には、図３に示すような遊技球センサ３５が取り付けられており、入賞
口３１への入賞信号を出力する。尚、表飾り部２９の詳細な構成の説明は、省略する。
一方、変動入賞装置１９の背面において左右両側には、前述した入賞口３１に入った遊技
球２７を下方の遊技球排出樋（図示せず）に誘導する誘導部３７が設けられ、中央には、
開閉扉２１の開閉を行うアクチュエータ３９と、遊技球振り分け部材４３の作動を行うア
クチュエータ４５とを備える裏機構部４１が設けられている。またこれら変動入賞装置１
９の誘導部３７と裏機構部４１は、表飾り部２９から背面側に突出した形で構成されてお
り、その突出した部分が遊技盤９に穿設された孔（ルーター）に入り込む状態で、遊技盤
９に取り付けられている。
【００６５】
また、変動入賞装置１９には、裏機構部４１から更に突出した形で、誘導通路複合部材２
５と連絡通路部材２３とを備える遊技球始動球誘導部４７が設けられており、前述した開
閉扉２１内の入賞領域３３より入った遊技球２７を左右２つの経路に分け、遊技球排出口
４９を通り下方の遊技球排出樋（図示せず）へ排出するようになっている。
【００６６】
この様に、遊技球２７を遊技球排出樋（図示せず）へ導く遊技球始動球誘導部４７の誘導
通路複合部材２５は、既述したように、遊技球排出口４９に遊技球２７を導くと共に、こ
の２つの遊技球排出口４９を通る遊技球２７を検出する遊技球センサ５１を備え、入賞領
域３３に入った遊技球２７を検出する。ここでは、特定遊技状態において、入賞個数を反
映した信号を出力する。
【００６７】
又、誘導通路複合部材２５は、図５に示すように、連絡通路部材２３が連結される通路連
結部５３と、通路連結部５３に連結された連絡通路部材２３を通ってきた遊技球２７を遊
技球排出樋（図示せず）へ導く始動球誘導路５５と、始動球誘導路５５から溢れた遊技球
２７を遊技球排出樋（図示せず）へ導く迂回誘導路５７とを備えている。
【００６８】
連絡通路部材２３は、図４に示すように、４角筒状の連絡通路６１と、この連絡通路６１
の一端６１ａに形成された４角厚板状の架台６３と、この架台６３と連絡通路６１との境
界部分に形成されたクランク状の連結片６５とから構成されており、連絡通路６１の一端
６１ａには、切欠部６７が形成されている。この切欠部６７は、図６に示すように、連結
片６５側から連絡通路６１の筒幅６１ｈのほぼ半分程度まで切り取り幅６１ｌで、切り取
られた形状で構成されている。
【００６９】
又、連結片６５は、図４に示すように、連絡通路６１の筒壁６１ｂから直角方向に張り出
した腕部６５ｂと、この腕部６５ｂから連絡通路６１の筒壁６１ｂと平行に伸びた挿入部
６５ｃと、この挿入部６５ｃの先端部６５ａから腕部６５ｂと平行に張り出した係止面６
９ａを有する係止片６９とから構成されている。
【００７０】
この連絡通路部材２３は、詳細は後述するが連絡通路６１の他端６１ｃが遊技球２７の入
口になり、連絡通路６１の一端６１ａが遊技球２７の出口になる。
又、架台６３が連絡通路６１を誘導通路複合部材２５の通路連結部５３上に載置させ、連
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結片６５が連絡通路６１を誘導通路複合部材２５の通路連結部５３に連結させる。
【００７１】
連絡通路部材２３が連結される誘導通路複合部材２５の通路連結部５３は、図５に示すよ
うに、誘導通路複合部材２５の裏側壁板７１と一体に成型され、連絡通路部材２３の挿入
部６５ｃが挿入される挿入部７３と、架台６３を載置する載置部７５とを備えている。こ
の通路連結部５３の挿入部７３は、裏側壁板７１に沿った挿入孔７３ａを提供する挿入筒
７７と、この挿入筒７７に挿入された連結片６５の係止片６９の係止面６９ａが係止され
る係止部材７９とを備えている。
【００７２】
これにより、連結片６５の挿入部６５ｃが挿入部７３に挿入されると、係止片６９の係止
面６９ａと、係止部材７９とが係止状態になると共に、挿入部６５ｃが挿入筒７７で保持
される。従って、連結片６５の挿入部６５ｃが挿入部７３に挿入されると、挿入部６５ｃ
が挿入部７３に係止され、かつガタつきなどが殆ど生じない状態になって、連絡通路部材
２３と、通路連結部５３との連結が維持される状態になる。
【００７３】
又、この状態で、架台６３が載置部７５上に載置される様に構成されており、この載置部
７５上の架台６３と、連結片６５と挿入部７３との結合とによって、連絡通路部材２３が
誘導通路複合部材２５から抜けたり、ガタ付いたりすることなく連結状態が保持される。
【００７４】
尚、既述した連絡通路部材２３は、クランク状の連結片６５を１個備え、この連結片６５
が連結される誘導通路複合部材２５の通路連結部５３も１箇所備える片持ち連結構成であ
るが、更にもう１個、クランク状の連結片６５を４角筒状の連絡通路６１に備え、この追
加した連結片６５が連結される通路連結部５３を誘導通路複合部材２５に設けて、両持ち
連結構成にしても良い。この様に片持ちを両持ちにすることで、連絡通路部材２３と誘導
通路複合部材２５との連結力が向上されるとともに、ガタつきやぐらつきがより小さくな
って、連結通路部材２３が適切な連結位置を保持する能力が高くなり、耐久性が向上する
。
【００７５】
尚、図５は、連絡通路部材２３が誘導通路複合部材２５に連結される直前の状態を示し、
図６は、連結が完了した状態を示す。
この図６に示す様に、連絡通路部材２３と誘導通路複合部材２５との連結が完了した状態
では、連絡通路６１の一端６１ａである遊技球２７の出口は、始動球誘導路５５に隣接す
る（遊技機１を設置した状態で、始動球誘導路５５は、一端６１ａの下方に位置する）様
構成されている。この状態で、連絡通路６１の一端６１ａは、始動球誘導路５５との間が
遊技球２７を容易に通過させることが出来る間隔を保持するように構成されている。又、
連絡通路６１の一端６１ａに形成された切欠部６７は、以下に示す様に傾斜を有する始動
球誘導路５５に合わせて切り取り幅６１ｌが決定され、後述するように遊技球２７が始動
球誘導路５５から溢れて、迂回誘導路５７側に転がり落ちることが容易になるように構成
されている。
【００７６】
この遊技球２７の出口にある始動球誘導路５５は、傾斜路部８１と、垂直路部８３とから
構成され、傾斜路部８１は、始点８１ａから傾斜終点８１ｂまで徐々に下降する様構成さ
れている。尚、傾斜路部８１は、下降する形状であれば良く、途中で斜度が変化する構成
でも良い。
【００７７】
又、始点８１ａは、連絡通路部材２３から落下した遊技球２７が傾斜路部８１の始点８１
ａと傾斜終点８１ｂとの間に、当たる位置であればよいが、迂回誘導路５７に遊技球２７
を溢れさせる好適な構成を採用する場合には、図６に示すように、連絡通路６１の始点８
１ａ側（傾斜路部８１の上流側）に形成された切欠部６７に隣接する位置（切欠部６７の
直下の近傍の位置）になるように構成する。これにより、連絡通路部材２３から落下した
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遊技球２７は、連絡通路６１に案内されて、連絡通路６１の一端６１ａの直下の傾斜路部
８１上に落下し、そのまま、或いはバウンドしながら傾斜路部８１を傾斜終点８１ｂ側に
転がり落ちていき、垂直路部８３から落下して、遊技球排出樋（図示せず）へ排出される
。従って、傾斜路部８１の始点８１ａを越えて、迂回誘導路５７に入ることはない。
【００７８】
この通常は、遊技球２７が入ってこない迂回誘導路５７は、傾斜路部８１の始点８１ａか
ら傾斜終点８５まで徐々に下降する傾斜路部８７と、傾斜終点８５に隣接する垂直路部８
９とから構成されている。この構成により、迂回誘導路５７は、始点８１ａを越えてきた
遊技球２７を先ず傾斜路部８７上を転がし、その後垂直路部８９から落下させて、遊技球
排出樋（図示せず）へ排出させる。
【００７９】
以上のように構成された遊技球始動球誘導部４７の誘導通路複合部材２５は、変動入賞装
置１９を遊技盤９に組み付ける場合に、遊技盤９に穿設された孔（ルーター）を通って、
遊技盤９の裏側に露出する。この状態で、連絡通路部材２３を誘導通路複合部材２５の通
路連結部５３に連結することで、変動入賞装置１９の構成が完成する。
【００８０】
連絡通路部材２３が誘導通路複合部材２５に連結されると、連絡通路部材２３の他端６１
ｃは、遊技盤９の裏側に露出した出口１７ａに整合されるように、始動口１７の構造と、
位置とが構成されている。始動口１７と、連絡通路部材２３との整合状態の図示は省略す
る。これにより、図７に示すように、遊技盤９の表側から始動口１７に遊技球２７が矢印
ｙａに示すように入ると、出口１７ａから連絡通路部材２３の連絡通路６１に矢印ｙｂに
示すように入り、直下方向に誘導され、始動球誘導路５５上に落下する。その後、始動球
誘導路５５上を矢印ｙｃに示すように転がり落ちて、垂直路部８３に達すると、そこから
矢印ｙｄに示すように落下して遊技球排出樋（図示せず）へ排出される。これにより、遊
技機１の遊技が滞りなく提供される。
【００８１】
又、図８に示すように、遊技球排出樋（図示せず）に遊技球２７が排出されなくなって、
誘導通路複合部材２５の垂直路部８３から始動球誘導路５５上まで遊技球２７が詰まると
、連絡通路部材２３の連絡通路６１を落下してきた遊技球２７は、連絡通路６１直下の遊
技球２７Ａに当たって、矢印ｙｆに示すように、切欠部６７と、遊技球２７Ａとの間を通
って、迂回誘導路５７上に転がり落ち、その後、垂直路部８９から落下して、遊技球排出
樋（図示せず）へ排出される。
【００８２】
尚、この様に、連絡通路６１直下の遊技球２７Ａに当たって、切欠部６７と、遊技球２７
Ａとの間を通って、迂回誘導路５７上に転がり落ちる作用が確実に発揮されるために、始
点８１ａを越えることなく始動球誘導路５５上に止まっている遊技球２７Ａと、切欠部６
７との間は、確実に遊技球２７が通り抜けられるだけの間隙ｋｇが保持される様、各部の
寸法が設定されている。この好適な寸法は、実験により、適宜決定される。
【００８３】
又、垂直路部８３、又は、垂直路部８９に、停止状態の遊技球２７を検出する遊技球セン
サ９１、又は遊技球２７の通過を検出する遊技球センサ９３を取り付け、この検出信号を
出力するように構成しても良い。
遊技球センサ９１を取り付けると、始動球誘導路５５が詰まったことを検出することが出
来、遊技球センサ９３を取り付けると始動球誘導路５５に遊技球２７が入らなくなって、
迂回誘導路５７上に遊技球２７が溢れて来たことを検出することが出来る。何れの場合も
誘導通路複合部材２５に何らかの異常が生じていることを検出することが可能になり、遊
技球２７が完全に詰まって、遊技に支障が生じる前に、サービスを施すことが可能になり
、遊技機１の安定性、信頼性を維持するための役に立つという効果を奏する。
【００８４】
尚、連絡通路６１の通路長は、始動口１７と、変動入賞装置１９との位置関係に基づいて
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、適宜設定される設計値であり、始動口１７の出口１７ａに整合される連絡通路部材２３
の他端６１ｃの形状は、始動口１７の出口１７ａに合わせて適宜設計されるものである。
例えば、連絡通路部材２３は、連絡通路６１が他端６１ｃに近づくに従って、開口が徐々
に広がる形状にしたり、始動口１７の出口１７ａに内嵌（内側から填まる、或いは内側に
挿入される形状）、又は外嵌（外側から填まる、或いは外側を覆う形状）にしても良い。
【００８５】
以上に説明した遊技機１の遊技盤９は、特別図柄などの遊技図柄を表示する表示装置１１
と、その特別図柄などを始動させる始動口１７との下方に位置する変動入賞装置１９を備
える構成で、この変動入賞装置１９の一部分を構成する状態で、遊技球始動球誘導部４７
が設けられているので、連絡通路部材２３を変動入賞装置１９を避けて設ける必要がなく
、始動口１７と変動入賞装置１９とを従来に比べて密接する構成にすることが可能になる
。従って、限られたパチンコ遊技機盤面積の中で、表示装置１１や、変動入賞装置１９を
大きくすることができ、より、遊技者に魅力的なパチンコ遊技機を提供することが可能に
なる。
【００８６】
また、本実施例では連絡通路部材２３は変動入賞装置１９に対して一体で形成されておら
ず、変動入賞装置１９を遊技盤９に組み付けた後に、遊技盤背面側で、変動入賞装置１９
の通路連結部５３に組み付けるようになっている。このため遊技盤９に穿設された孔（ル
ーター）に変動入賞装置１９を組み付ける際、連絡通路部材２３が邪魔になることがない
。さらに本実施例では、連絡通路部材２３は、遊技盤９や変動入賞装置１９の通路連結部
５３にネジ等を用いて直接固定するのではなく、連絡通路部材２３に設けられた連結片６
５によって、変動入賞装置１９の挿入部７３に手作業にて装着されている。このため、パ
チンコ遊技機組立時の作業性が向上している。一方、解体時も、連絡通路部材２３を変動
入賞装置１９の通路連結部５３から手作業にて取り外し、その後、遊技盤９から変動入賞
装置１９を取り外せばよいことから、解体時の作業性も向上している。
【００８７】
その上、遊技球排出樋（図示せず）に遊技球２７が排出されなくなって、誘導通路複合部
材２５の垂直路部８３から始動球誘導路５５上まで遊技球２７が詰まると、連絡通路部材
２３の連絡通路６１を落下してきた遊技球２７は、連絡通路６１直下の遊技球２７Ａに当
たって、切欠部６７と、遊技球２７Ａとの間を通って、迂回誘導路５７上に転がり落ち、
その後、垂直路部８９から落下して、遊技球排出樋（図示せず）へ排出されるように構成
されていることから、始動口１７と変動入賞装置１９とが接近する構成で、始動口１７に
入った遊技球２７が速やかに排出される構成、及び玉詰まりによる遊技の停止を回避する
ことができる構成を提供することが可能になる。
【００８８】
これにより、仮に玉詰まりが発生して、始動口１７から入った遊技球２７が始動球誘導路
５５から遊技球排出樋（図示せず）に排出されない障害が発生しても、その詰まった遊技
球２７が始動球誘導路５５の始点８１ａに達すると、切欠部６７から迂回誘導路５７上に
排出される様になるため、遊技球２７の詰まりが連絡通路部材２３を越えて、始動口１７
にまで達すると言うことが防止される。
【００８９】
この結果、始動口１７に入った遊技球２７が速やかに排出される構成、及び玉詰まりによ
る遊技の停止を回避することができる構成が提供され、遊技機１の安定性や信頼性を向上
することが出来るという極めて優れた効果を奏する。
。
【００９０】
尚、この様に、連絡通路６１直下の遊技球２７Ａに当たって、切欠部６７と、遊技球２７
Ａとの間を通って、迂回誘導路５７上に転がり落ちる作用が確実に発揮されるために、始
点８１ａを越えることなく始動球誘導路５５上に止まっている遊技球２７Ａと、切欠部６
７との間は、確実に遊技球２７が通り抜けられるだけの間隙ｋｇが保持される様、各部の
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寸法が設定されている。この好適な寸法は、実験により、適宜決定される。
【００９１】
以上、本発明の実施例を説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、種
々の態様を採ることができる。
例えば上記実施例では連絡通路部材２３は爪型の連結片６５を用いたが、着脱時の作業性
は低下するがネジ止めしても構わない。ネジ止めする方法を取ることにより、一見して着
脱方法が理解できる利点がある。
【００９２】
さらに、連絡通路部材２３の取り外し方法はパチンコ遊技機の盤面を構成するベニア板に
印刷されているとよい。すなわち、それらを参照することにより着脱方法がすぐに理解で
き、着脱が容易に行えるようになる。
なお、本実施例ではパチンコ遊技機を取り上げたが、本発明はこの他にアレンジ遊技機や
雀球遊技機等の遊技機にも適用することができ、上記実施例と同様の作用及び効果が得ら
れる。
【００９３】
次に特許請求の範囲の構成と、発明の実施の形態との対応を説明する。
請求項１の遊技球は、遊技球２７、落下方向順は、表示装置１１、始動口１７、変動入賞
装置１９が並んでいる順番、出口は、出口１７ａ、始動口は、始動口１７、変動入賞装置
は、変動入賞装置１９、誘導通路は、始動球誘導路５５と垂直路部８３、遊技機は、遊技
機１、遊技盤は、遊技盤９、連絡通路部材は、連絡通路部材２３、空き部は、始動球誘導
路５５の始点８１ａ近傍に止まった遊技球２７Ａと切欠部６７とによって形成される間隙
ｋｇ、迂回通路部材は、迂回誘導路５７と垂直路部８９とがそれぞれ対応する。
【００９４】
請求項２の大入賞口は、開閉扉２１を備えた変動入賞装置１９が対応する。
請求項３の誘導通路が、変動入賞装置によって形成されていることは、始動球誘導路５５
と垂直路部８３とが、誘導通路複合部材２５によって形成され、誘導通路複合部材２５が
変動入賞装置１９の一部分を構成することが対応する。
【００９５】
請求項４の誘導通路は、変動入賞装置に取り付けられた誘導通路部材であることは、始動
球誘導路５５と垂直路部８３とが、誘導通路複合部材２５によって形成され、誘導通路複
合部材２５が裏機構部４１に取り付けられることで、変動入賞装置１９を構成することが
対応する。
【００９６】
請求項５の連絡通路部材が、変動入賞装置によって形成されていることは、連絡通路部材
２３が誘導通路複合部材２５に連結されることで、変動入賞装置１９の一部分を構成する
ことが対応する。
請求項６の連絡通路部材は、変動入賞装置に取り付けられることは、連絡通路部材２３が
誘導通路複合部材２５に連結されることで、変動入賞装置１９の一部分を構成することが
対応する。
【００９７】
請求項７の連絡通路部材と、誘導通路とは、相互の連結用の係止部材を有することは、連
絡通路部材２３が連結片６５を備え、誘導通路複合部材２５が係止部材７９を備えること
が対応する。
請求項８の空き部が、変動入賞装置によって形成されていることは、始動球誘導路５５の
始点８１ａの近傍に止まった遊技球２７Ａと切欠部６７とによって形成される間隙ｋｇが
変動入賞装置１９の誘導通路複合部材２５の構造によって、形成されることが対応する。
【００９８】
請求項９の空き部が、変動入賞装置に、連絡通路部材を取り付けた境界に形成されている
ことは、始動球誘導路５５と、連絡通路部材２３との連結箇所に間隙ｋｇが形成されるこ
とが対応する。
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請求項１０の空き部が、連絡通路部材の所定箇所を切り欠いた部分に構成されたことは、
連絡通路部材２３の切欠部６７によって、間隙ｋｇが形成されることが対応する。
【００９９】
請求項１１の空き部が、上記連絡通路部材の所定箇所を開口した形状であることは、連絡
通路部材２３の切欠部６７が開口形状であることが対応する。
請求項１２の誘導通路内遊技球センサと玉詰まり信号出力手段とを合わせたものは、遊技
球センサ９１が対応する。
【０１００】
請求項１３の迂回通路内遊技球センサは、遊技球センサ９３が対応する。
請求項１４の連絡通路部材から上記誘導通路に流れる上記遊技球が、上記誘導通路内に止
まって、上記空き部の近傍に達した場合に、上記遊技球が該空き部から上記迂回通路部材
内に溢流することは、図８に基づく説明の状態が対応する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　遊技機１の概略正面図である。
【図２】　変動入賞装置１９の斜視図である。
【図３】　変動入賞装置１９の分解図である。
【図４】　連絡通路部材２３の斜視図である。
【図５】　誘導通路複合部材２５に連絡通路部材２３を連結する過程の説明図である。
【図６】　誘導通路複合部材２５に連絡通路部材２３を連結した状態の斜視図である。
【図７】　誘導通路複合部材２５に連絡通路部材２３を連結した状態で、遊技球２７が始
動口１７に入賞した場合の説明図である。
【図８】　誘導通路複合部材２５に連絡通路部材２３を連結した状態で、遊技球２７が詰
まり、迂回される状態の説明図である。
【符号の説明】
１…遊技機、３…外レール、５…内レール、
７…遊技部、９…遊技盤、１１…表示装置、
１３…液晶画面、１５…保留球表示領域、１７…始動口、
１７ａ…出口、１９…変動入賞装置、２１…開閉扉、
２３…連絡通路部材、２５…誘導通路複合部材、２７…遊技球、
２７Ａ…遊技球、２９…表飾り部、３１…入賞口、
３３…入賞領域、３５、９１、９３…遊技球センサ、３７…誘導部、
３９、４５…アクチュエータ、４１…裏機構部、４３…遊技球振り分け部材、
４７…遊技球始動球誘導部、４９…遊技球排出口、５１…遊技球センサ、
５３…通路連結部、５５…始動球誘導路、５７…迂回誘導路、
６１…連絡通路、６１ａ…一端、６１ｂ…筒壁、
６１ｃ…他端、６１ｈ…筒幅、６１ｌ…切り取り幅、
６３…架台、６５…連結片、６５ａ…先端部、
６５ｂ…腕部、６５ｃ…挿入部、６７…切欠部、
６９…係止片、６９ａ…係止面、７１…裏側壁板、
７３…挿入部、７３ａ…挿入孔、７５…載置部、
７７…挿入筒、７９…係止部材、８１…傾斜路部、
８１ａ…始点、８１ｂ…傾斜終点、８３…垂直路部、
８５…傾斜終点、８７…傾斜路部、８９…垂直路部、
ｋｇ…間隙
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