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(57)【要約】
【課題】保有する遊技媒体数による遊技制御を確実に行
うことができる遊技システム及び遊技機を提供する。
【解決手段】遊技領域１６０に遊技球１９を発射可能な
発射装置９０８０と、発射装置９０８０に遊技球１９を
供給可能な球送り装置９０７０と、遊技者が保有する持
ち球数の増減数を検出する増減数検出器９００１と、増
減数検出器９００１からの増減数検出信号に基づいて、
遊技者が持ち球を保有しているか否かを判定可能な遊技
媒体管理装置２０と、を備え、増減数検出器９００１は
、球送り装置９０７０に設けられ、球送り装置９０７０
から発射装置９０８０に供給される遊技球１９を検出す
る球送りカウントセンサ９０７５を有し、主制御回路１
０６は、遊技媒体管理装置２０により遊技者が持ち球を
保有していないと判定される場合には、発射装置９０８
０の動作を可能とし、球送り装置９０７０の動作を不可
能とする。
【選択図】図２７４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体が流下可能な遊技領域を有する遊技盤と、
　前記遊技領域に遊技媒体を発射可能な発射手段と、
　前記発射手段に遊技媒体を供給可能な供給手段と、
　前記発射手段及び前記供給手段を制御可能な遊技制御手段と、
　前記発射手段から発射された遊技媒体を前記発射手段よりも上方に案内しつつ、上側端
部から前記遊技領域に遊技媒体を射出可能な案内手段と、
　前記遊技領域を流下した遊技媒体が流入可能な流入口と、
　前記流入口に流入した遊技媒体を前記供給手段に誘導可能な誘導手段と、
　遊技者が保有する遊技媒体数の増減数を検出する増減数検出手段と、
　前記増減数検出手段からの検出信号に基づいて、遊技者が遊技媒体を保有しているか否
かを判定可能な管理制御手段と、
　を備え、
　前記増減数検出手段は、
　前記供給手段に設けられ、前記供給手段から前記発射手段に供給される遊技媒体を検出
する使用球検出手段を有し、
　前記遊技制御手段は、前記管理制御手段により遊技者が遊技媒体を保有していないと判
定される場合には、前記発射手段の動作を可能とし、前記供給手段の動作を不可能とする
ことを特徴とする遊技システム。
【請求項２】
　遊技機に備えられまたは遊技機の外部に設けられた管理制御手段の情報に応じて制御可
能な遊技機であって、
　遊技媒体が流下可能な遊技領域を有する遊技盤と、
　前記遊技領域に遊技媒体を発射可能な発射手段と、
　前記発射手段に遊技媒体を供給可能な供給手段と、
　前記発射手段及び前記供給手段を制御可能な遊技制御手段と、
　前記発射手段から発射された遊技媒体を前記発射手段よりも上方に案内しつつ、上側端
部から前記遊技領域に遊技媒体を射出可能な案内手段と、
　前記遊技領域を流下した遊技媒体が流入可能な流入口と、
　前記流入口に流入した遊技媒体を前記供給手段に誘導可能な誘導手段と、
　遊技媒体を検出可能な検出手段と、
　を備え、
　前記検出手段は、前記供給手段に設けられ、前記供給手段から前記発射手段に供給され
る遊技媒体を検出する使用球検出手段を有し、
　前記遊技制御手段は、前記管理制御手段により、前記検出手段からの検出信号に応じて
更新された遊技者が保有する遊技媒体情報から遊技者が遊技媒体を保有していないと判定
される場合には、前記発射手段の動作を可能とし、前記供給手段の動作を不可能とするこ
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、遊技機及び遊技媒体管理装置を備える遊技システム及び遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機の技術は公知となっている。例えば、特許文献１に記載の如くである。
【０００３】
　特許文献１には、封入式の遊技機において、貸出操作に応じてカードの残高から所定の
金額が減算されて所定の持球数が付与された後、発射球検出センサが検知されると持球数
が１減算される処理、ファール球検出センサが検知されると持球数が１加算される処理、
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入賞球検出センサが検知されると所定数の持球数が加算される処理を行うとともに、現在
の持球数を情報表示部に表示し、持球数が０になるまで遊技が可能な遊技機が開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１８００８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１には、持球数が０のときに、どのように遊技を停止させるか
の具体的な開示はない。例えば、保有する遊技媒体がなくなった場合に発射装置を停止す
ることで遊技を停止する仕様だと、センサ類が検知するまでに複数の遊技媒体が発射され
てしまったり、発射球検出センサ（使用球センサ）を通過した後に遊技媒体が発射装置に
戻ってきた場合、次の発射が行えないという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、保有する遊技媒体数による遊技
制御を確実に行うことができる遊技システム及び遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る遊技システムは、遊技媒体が流下可能な遊技領域を有する遊技盤と、前記
遊技領域に遊技媒体を発射可能な発射手段と、前記発射手段に遊技媒体を供給可能な供給
手段と、前記発射手段及び前記供給手段を制御可能な遊技制御手段と、前記発射手段から
発射された遊技媒体を前記発射手段よりも上方に案内しつつ、上側端部から前記遊技領域
に遊技媒体を射出可能な案内手段と、前記遊技領域を流下した遊技媒体が流入可能な流入
口と、前記流入口に流入した遊技媒体を前記供給手段に誘導可能な誘導手段と、遊技者が
保有する遊技媒体数の増減数を検出する増減数検出手段と、前記増減数検出手段からの検
出信号に基づいて、遊技者が遊技媒体を保有しているか否かを判定可能な管理制御手段と
、を備え、前記増減数検出手段は、前記供給手段に設けられ、前記供給手段から前記発射
手段に供給される遊技媒体を検出する使用球検出手段を有し、前記遊技制御手段は、前記
管理制御手段により遊技者が遊技媒体を保有していないと判定される場合には、前記発射
手段の動作を可能とし、前記供給手段の動作を不可能とすることを特徴としている。
【０００８】
　また、本発明に係る遊技機は、遊技機に備えられまたは遊技機の外部に設けられた管理
制御手段の情報に応じて制御可能な遊技機であって、遊技媒体が流下可能な遊技領域を有
する遊技盤と、前記遊技領域に遊技媒体を発射可能な発射手段と、前記発射手段に遊技媒
体を供給可能な供給手段と、前記発射手段及び前記供給手段を制御可能な遊技制御手段と
、前記発射手段から発射された遊技媒体を前記発射手段よりも上方に案内しつつ、上側端
部から前記遊技領域に遊技媒体を射出可能な案内手段と、前記遊技領域を流下した遊技媒
体が流入可能な流入口と、前記流入口に流入した遊技媒体を前記供給手段に誘導可能な誘
導手段と、遊技媒体を検出可能な検出手段と、を備え、前記検出手段は、前記供給手段に
設けられ、前記供給手段から前記発射手段に供給される遊技媒体を検出する使用球検出手
段を有し、前記遊技制御手段は、前記管理制御手段により、前記検出手段からの検出信号
に応じて更新された遊技者が保有する遊技媒体情報から遊技者が遊技媒体を保有していな
いと判定される場合には、前記発射手段の動作を可能とし、前記供給手段の動作を不可能
とすることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、保有する遊技媒体数による遊技制御を確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】本実施形態に係る遊技システムの全体構成を示す図である。
【図２】本実施形態に係る遊技システムのデータの送受信について説明するためのブロッ
ク図である。
【図３】本実施形態に係る遊技機および遊技媒体管理装置の正面図である。
【図４】本実施形態の増減数検出信号処理のフローチャートであって、図４（ａ）は、遊
技機の増減数検出信号処理のフローチャートであり、図４（ｂ）は、遊技媒体管理装置の
増減数検出信号処理のフローチャートである。
【図５】本実施形態に係る遊技システムのネットワーク構成を示す図である。
【図６】本実施形態に係る遊技システムにおける遊技機および遊技媒体管理装置の電気的
構成を示すブロック図である。
【図７】本実施形態に係る遊技機の発射装置について説明するための図である。
【図８】本実施形態に係る遊技機の発射装置の平面図である。
【図９】本実施形態に係る遊技機の揚送装置について説明するための図である。
【図１０】本実施形態に係る遊技機の揚送装置の動作について説明するための図である。
【図１１】本実施形態に係る遊技機におけるメイン処理のフローチャートである。
【図１２】本実施形態に係る遊技機におけるシステムタイマ割込処理のフローチャートで
ある。
【図１３】本実施形態に係る遊技機における特別図柄制御処理のフローチャートである。
【図１４】本実施形態に係る遊技機で実行される特別図柄制御処理の状態遷移についての
説明図である。
【図１５】本実施形態に係る遊技機における特別図柄記憶チェック処理のフローチャート
である。
【図１６】本実施形態に係る遊技機における普通図柄制御処理のフローチャートである。
【図１７】本実施形態に係る遊技機における副制御回路メイン処理のフローチャートであ
る。
【図１８】本実施形態に係る遊技機におけるコマンド解析処理のフローチャートである。
【図１９】本実施形態に係る発射処理のフローチャートである。
【図２０】本発明の第２実施形態に係る遊技機を正面側から見た概略斜視図である。
【図２１】本発明の第２実施形態に係る遊技機の概略正面図である。
【図２２】本発明の第２実施形態における皿ユニットを切り離した状態を示す分解斜視図
である。
【図２３】本発明の第２実施形態におけるトップ飾りを切り離した状態を示す分解斜視図
である。
【図２４】本発明の第２実施形態における右側装飾部材及び左側装飾部材を切り離した状
態を示す分解斜視図である。
【図２５】皿ユニットの右斜め方向から示す概略斜視図である。
【図２６】皿ユニットの左斜め方向から示す概略斜視図である。
【図２７】皿ユニットの概略正面図である。
【図２８】皿ユニットの右側方を示す概略側面図である。
【図２９】皿ユニットの左側方を示す概略側面図である。
【図３０】皿ユニットの下斜め方向から示す概略斜視図である。
【図３１】皿ユニットの分解斜視図である。
【図３２】皿ユニットの一部部品を取り外した状態を示す概略斜視図である。
【図３３】皿ユニットの一部部品を取り外した状態を示す概略正面図である。
【図３４】皿ユニットにおけるスピーカ周辺の構成を説明するための分解斜視図である。
【図３５】皿ユニットにおけるスピーカ周辺の送風機構を説明するための分解斜視図であ
る。
【図３６】送風機構の動作を説明するための分解斜視図である。
【図３７】送風機構の動作を説明するための内部平面図である。
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【図３８】送風機構の動作を説明するための分解斜視図である。
【図３９】送風機構の動作を説明するための内部平面図である。
【図４０】本発明の第２実施形態に係る遊技機の制御回路を示すブロック図である。
【図４１】本発明の第２実施形態に係る遊技機の各種テーブルを説明するための図である
。
【図４２】右側装飾部材の分解斜視図である。
【図４３】右側装飾部材における内側導光板を示す概略平面図である。
【図４４】右側装飾部材における内側導光板の入射後端面を示す一部切り欠き斜視図であ
る。
【図４５】右側装飾部材における内側導光板の入射後端面を示す一部切り欠き背面図であ
る。
【図４６】右側装飾部材における内側導光板の出射前端面を示す一部切り欠き斜視図であ
る。
【図４７】右側装飾部材における内側導光板の出射前端面を示す一部切り欠き正面図であ
る。
【図４８】トップ飾りにおける中央飾り部材の分解斜視図である。
【図４９】トップ飾りにおける中央飾り部材の分解斜視図である。
【図５０】トップ飾りにおける中央飾り部材の内部構造を示す概略正面図である。
【図５１】トップ飾りにおける中央飾り部材の内部構造を示す分解斜視図である。
【図５２】トップ飾りにおける中央飾り部材の分解上面図である。
【図５３】トップ飾りにおける右側飾り部材の分解斜視図である。
【図５４】トップ飾りにおける右側飾り部材の一部部品を示す概略正面図である。
【図５５】トップ飾りにおける右側飾り部材の一部部品を示す概略上面図である。
【図５６】トップ飾りにおける右側飾り部材の一部部品の右側方を示す概略上面図である
。
【図５７】トップ飾りにおける右側飾り部材の一部部品の左側方を示す概略上面図である
。
【図５８】トップ飾りにおける右側飾り部材の一部部品を示す概略背面図である。
【図５９】送風機構の変形例を示す概略斜視図である。
【図６０】本発明の第３実施形態に係る遊技機の外観斜視図である。
【図６１】本発明の第３実施形態に係る遊技機の分解斜視図である。
【図６２】本発明の第３実施形態に係る遊技機における本体枠の分解斜視図である。
【図６３】本発明の第３実施形態に係る遊技機における取付枠の分解斜視図である。
【図６４】本発明の第３実施形態に係る遊技機における遊技盤の上面図である。
【図６５】本発明の第３実施形態の変形例に係る遊技機における遊技盤の上面図である。
【図６６】本発明の第３実施形態に係る遊技機における取付ベースの斜視図である。
【図６７】本発明の第３実施形態に係る遊技機における取付ベースの正面図である。
【図６８】本発明の第３実施形態に係る遊技機における本体枠の断面図である。
【図６９】本発明の第３実施形態に係る遊技機におけるプロジェクタユニットから出射さ
れた投影光の光軸を説明する図である。
【図７０】本発明の第３実施形態に係る遊技機におけるカバー部材の背面側から視た斜視
図である。
【図７１】本発明の第３実施形態に係る遊技機におけるカバー部材の前面側から視た斜視
図である。
【図７２】本発明の第３実施形態に係る遊技機における遊技盤中継基板と、取付ベースの
基板用孔及びカバー部材の開口部との位置関係を説明する図である。
【図７３】本発明の第３実施形態に係る遊技機の上面図である。
【図７４】本発明の第３実施形態に係る遊技機における本体枠の分解斜視図である。
【図７５】本発明の第３実施形態に係る遊技機における第１誘導樋及び第２誘導樋の分解
斜視図である。
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【図７６】本発明の第３実施形態に係る遊技機における第１誘導樋及び第２誘導樋の分解
斜視図である。
【図７７】本発明の第３実施形態に係る遊技機における払出装置を示す全体斜視図である
。
【図７８】本発明の第３実施形態に係る遊技機における払出装置に含まれる球通路ユニッ
トを示す斜視図である。
【図７９】本発明の第３実施形態に係る遊技機における球通路ユニットを示す分解斜視図
である。
【図８０】図７９とは異なる向きで球通路ユニットを示す分解斜視図である。
【図８１】本発明の第３実施形態に係る遊技機における球通路ユニットの第１誘導路を示
す平面図である。
【図８２】本発明の第３実施形態に係る遊技機における球通路ユニットの第２誘導路を示
す平面図である。
【図８３】本発明の第３実施形態に係る遊技機における遊技盤のアウト口を示す斜視図で
ある。
【図８４】本発明の第３実施形態に係る遊技機における遊技盤を取り外した状態でアウト
口の背後に位置する球検知ユニットを示す斜視図である。
【図８５】本発明の第３実施形態に係る遊技機における球検知ユニットの全体を示す斜視
図である。
【図８６】本発明の第３実施形態に係る遊技機における球検知ユニットを示す分解斜視図
である。
【図８７】図８６とは異なる向きで球検知ユニットを示す分解斜視図である。
【図８８】本発明の第３実施形態に係る遊技機における球検知ユニットを構成する右側構
成部材の内部側面図である。
【図８９】本発明の第３実施形態に係る遊技機における球検知ユニットを構成する左側構
成部材の内部側面図である。
【図９０】本発明の第３実施形態に係る遊技機における球検知ユニットを構成する突片部
材の上面図である。
【図９１】本発明の第３実施形態に係る遊技機における皿ユニットが設けられたガラスド
アを示す全体斜視図である。
【図９２】本発明の第３実施形態に係る遊技機におけるガラスドアの正面を示す全体正面
図である。
【図９３】本発明の第３実施形態に係る遊技機における皿ユニットの全体を示す拡大斜視
図である。
【図９４】本発明の第３実施形態に係る遊技機における皿ユニットの分解斜視図である。
【図９５】本発明の第３実施形態に係る遊技機における皿ユニットの上面図である。
【図９６】本発明の第３実施形態に係る遊技機における皿ユニットの受け皿カバー部材を
取り外した状態の上面図である。
【図９７】本発明の第３実施形態に係る遊技機における本体部、球抜き通路部材及び蓋開
閉部を背面側から視た斜視図である。
【図９８】図９７に示す図の分解図である。
【図９９】本発明の第３実施形態に係る遊技機における球抜き通路部材の斜視図である。
【図１００】図９９中のＡＡ’断面図である。
【図１０１】図９９中のＢＢ’断面図である。
【図１０２】本発明の第３実施形態に係る遊技機における球抜き通路部材の分解斜視図で
ある。
【図１０３】本発明の第３実施形態に係る遊技機の回路構成を示すブロック図である。
【図１０４】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットの斜視図である。
【図１０５】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットの斜視図である。
【図１０６】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットの正面図である。
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【図１０７】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ケースの斜視図である。
【図１０８】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ケースの斜視図である。
【図１０９】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ケースの分解斜視図である。
【図１１０】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ケースの分解斜視図である。
【図１１１】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ケースの正面図である。
【図１１２】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ケースの背面図である。
【図１１３】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ケースにおける上側部材の側面図
である。
【図１１４】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ケースにおける上側部材の側面図
である。
【図１１５】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ケースにおける上側部材の一部拡
大側面図である。
【図１１６】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ケースにおける下側部材の内部正
面図である。
【図１１７】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ケースにおける上側部材及び下側
部材の組付け前の状態を示す斜視図である。
【図１１８】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ケースにおける上側部材及び下側
部材の組付け後の状態を示す斜視図である。
【図１１９】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットにおける基板ケースの回
転状態を示す斜視図である。
【図１２０】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットにおける基板ケースの回
転状態を示す斜視図である。
【図１２１】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットのベース部材に対する基
板ケースの取付状態を示す斜視図である。
【図１２２】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットのベース部材に対する基
板ケースの取付状態を示す斜視図である。
【図１２３】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットのベース部材に対する基
板ケースの取付状態を示す斜視図である。
【図１２４】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットのベース部材に対する基
板ケースの取付前の状態を示す分解斜視図である。
【図１２５】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットのベース部材に対する基
板ケースの取付前の状態を示す分解斜視図である。
【図１２６】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットのベース部材に対する基
板ケースの取付前の状態を示す分解斜視図である。
【図１２７】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットにおける基板ケースの回
転状態を示す斜視図である。
【図１２８】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットのベース部材に取り付け
られる封止部材を示す分解斜視図である。
【図１２９】本発明の第４実施形態に係る遊技機の基板ユニットにおける基板ケースの回
転状態を示す上面図である。
【図１３０】本発明の第４実施形態に係る遊技機の前面ドアを示す斜視図である。
【図１３１】本発明の第４実施形態に係る遊技機の前面ドアを示す側面図である。
【図１３２】本発明の第４実施形態に係る遊技機の前面ドアを示す分解斜視図である。
【図１３３】本発明の第４実施形態に係る遊技機の前面ドアにおける透明板ユニットを示
す分解斜視図である。
【図１３４】本発明の第４実施形態に係る遊技機の前面ドアにおける透明板ユニットを示
す分解斜視図である。
【図１３５】本発明の第４実施形態に係る遊技機の前面ドアにおける透明板ユニットを示
す正面図である。
【図１３６】本発明の第４実施形態に係る遊技機の前面ドアにおける透明板ユニットを示
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す背面図である。
【図１３７】本発明の第４実施形態に係る遊技機の前面ドアにおける透明板ユニット　　
を示す側面図である。
【図１３８】本発明の第４実施形態に係る遊技機の前面ドアの組み付け状態を示す分解斜
視図である。
【図１３９】本発明の第４実施形態に係る遊技機の前面ドアの組み付け状態を示す分解斜
視図である。
【図１４０】本発明の第４実施形態に係る遊技機の発射ハンドルを示す斜視図である。
【図１４１】本発明の第４実施形態に係る遊技機の発射ハンドルを示す分解斜視図である
。
【図１４２】本発明の第４実施形態に係る遊技機の発射ハンドルを示す分解斜視図である
。
【図１４３】本発明の第４実施形態に係る遊技機の発射ハンドルを示す分解側面図である
。
【図１４４】本発明の第４実施形態に係る遊技機の発射ハンドルにおけるハンドルグリッ
プを示す正面図である。
【図１４５】本発明の第４実施形態に係る遊技機の発射ハンドルにおけるハンドルグリッ
プを示す背面図である。
【図１４６】本発明の第４実施形態に係る遊技機の発射ハンドルにおけるベース部材を示
す正面図である。
【図１４７】本発明の第４実施形態に係る遊技機の発射ハンドルにおけるベース部材を示
す背面図である。
【図１４８】本発明の第４実施形態に係る遊技機の送風機構を示す斜視図である。
【図１４９】本発明の第４実施形態に係る遊技機の送風機構を示す分解斜視図である。
【図１５０】本発明の第４実施形態に係る遊技機の送風機構の内部を示す内部平面図であ
る。
【図１５１】本発明の第４実施形態に係る遊技機の送風機構の動作を説明するための内部
平面図である。
【図１５２】本発明の第４実施形態に係る遊技機の送風機構の動作を説明するための左側
面図である。
【図１５３】本発明の第４実施形態に係る遊技機の送風機構の動作を説明するための内部
平面図である。
【図１５４】本発明の第４実施形態に係る遊技機の送風機構の動作を説明するための左側
面図である。
【図１５５】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットを示す斜視図である
。
【図１５６】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットを示す斜視図である
。
【図１５７】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットを示す正面図である
。
【図１５８】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットを示す分解斜視図で
ある。
【図１５９】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットを示す分解斜視図で
ある。
【図１６０】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットを示す斜視図である。
【図１６１】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットを示す正面図である。
【図１６２】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットを示す背面図である。
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【図１６３】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットを示す側面図である。
【図１６４】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの一部を示す上面図である。
【図１６５】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための正面図である。
【図１６６】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための背面図である。
【図１６７】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための正面図である。
【図１６８】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための背面図である。
【図１６９】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための斜視図である。
【図１７０】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための正面図である。
【図１７１】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための背面図である。
【図１７２】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための側面図である。
【図１７３】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための斜視図である。
【図１７４】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための正面図である。
【図１７５】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための背面図である。
【図１７６】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための側面図である。
【図１７７】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための上面図である。
【図１７８】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための斜視図である。
【図１７９】本発明の第５実施形態に係る遊技機の第１演出ユニットにおける下可動体、
左可動体、及び右可動体を示す斜視図である。
【図１８０】本発明の第５実施形態に係る遊技機の第１演出ユニットにおける下可動体、
左可動体、及び右可動体を示す分解斜視図である。
【図１８１】本発明の第５実施形態に係る遊技機の第１演出ユニットにおける右可動体を
示す分解斜視図である。
【図１８２】本発明の第５実施形態に係る遊技機の第１演出ユニットにおける下可動体及
び右可動体の一部を示す斜視図である。
【図１８３】本発明の第５実施形態に係る遊技機の第１演出ユニットにおける下可動体、
左可動体、及び右可動体を示す一部切り欠き側面図である。
【図１８４】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第２演出ユ
ニットを示す斜視図である。
【図１８５】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第２演出ユ
ニットを示す正面図である。
【図１８６】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第２演出ユ
ニットを示す上面図である。
【図１８７】本発明の第５実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第２演出ユ
ニットを示す背面図である。
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【図１８８】本発明の第５実施形態に係る遊技機の第２演出ユニットにおける上下ユニッ
トの動作を説明するための斜視図である。
【図１８９】本発明の第５実施形態に係る遊技機の第２演出ユニットにおける上下ユニッ
トの動作を説明するための正面図である。
【図１９０】本発明の第５実施形態に係る遊技機の第２演出ユニットにおける上下ユニッ
トの動作を説明するための背面図である。
【図１９１】本発明の第５実施形態に係る遊技機の遊技盤を示す正面図である。
【図１９２】本発明の第５実施形態に係る遊技機の遊技盤の要部を示す分解斜視図である
。
【図１９３】本発明の第５実施形態に係る遊技機の遊技盤の要部を示す分解斜視図である
。
【図１９４】本発明の第５実施形態に係る遊技機の遊技盤における球通路カバーを示す斜
視図である。
【図１９５】本発明の第５実施形態に係る遊技機の遊技盤における球通路カバーを示す背
面図である。
【図１９６】本発明の第５実施形態に係る遊技機の遊技盤における開閉ユニットを示す斜
視図である。
【図１９７】本発明の第５実施形態に係る遊技機の遊技盤における開閉ユニットの動作を
説明するための斜視図である。
【図１９８】本発明の第５実施形態に係る遊技機の遊技盤における開閉ユニットの動作を
説明するための一部切り欠き斜視図である。
【図１９９】本発明の第５実施形態に係る遊技機の遊技盤における開閉ユニットの動作を
説明するための一部切り欠き上面図である。
【図２００】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットを示す一部分解斜視
図である。
【図２０１】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットを示す斜視図である
。
【図２０２】本発明の第６実施形態に係る遊技機の遊技盤を示す正面図である。
【図２０３】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットを示す分解斜視図で
ある。
【図２０４】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための斜視図である。
【図２０５】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための正面図である。
【図２０６】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための背面図である。
【図２０７】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための斜視図である。
【図２０８】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための正面図である。
【図２０９】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための背面図である。
【図２１０】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための斜視図である。
【図２１１】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための正面図である。
【図２１２】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの動作を説明するための背面図である。
【図２１３】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットを示す斜視図である。
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【図２１４】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットのスライド駆動機構を示す斜視図である。
【図２１５】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットのスライド駆動機構を示す分解斜視図である。
【図２１６】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットのスライド駆動機構の動作を説明するための正面図である。
【図２１７】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットのスライド駆動機構の動作を説明するための分解正面図である。
【図２１８】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットのスライド駆動機構の動作を説明するための背面図である。
【図２１９】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットのスライド駆動機構の動作を説明するための正面図である。
【図２２０】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットのスライド駆動機構の動作を説明するための分解正面図である。
【図２２１】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットのスライド駆動機構の動作を説明するための背面図である。
【図２２２】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットのスライド駆動機構の動作を説明するための正面図である。
【図２２３】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットのスライド駆動機構の動作を説明するための分解正面図である。
【図２２４】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットのスライド駆動機構の動作を説明するための背面図である。
【図２２５】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットを示す分解斜視図である。
【図２２６】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットの発光態様を説明するための分解正面図である。
【図２２７】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットの左可動ユニットの発光態様を説明するための分解正面図である。
【図２２８】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第１演出ユ
ニットのベース部材の配線接続部を拡大して示す一部拡大斜視図である。
【図２２９】配線接続部のコネクタカバーを示す斜視図である。
【図２３０】配線接続部のコネクタカバーを示す背面図である。
【図２３１】ベース部材の配線接続部にコネクタカバーを取り付ける状態を説明するため
の一部切欠側面図である。
【図２３２】ベース部材の配線接続部にコネクタカバーを取り付ける状態を説明するため
の一部切欠側面図である。
【図２３３】ベース部材の配線接続部にコネクタカバーを取り付けた状態を説明するため
の一部切欠側面図である。
【図２３４】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける本体ケース
を示す斜視図である。
【図２３５】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける本体ケース
を示す正面図である。
【図２３６】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける本体ケース
を示す背面図である。
【図２３７】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける本体ケース
の配線収容部を拡大して示す一部拡大斜視図である。
【図２３８】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける導光板ユニ
ットを示す斜視図である。
【図２３９】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける導光板ユニ
ットを示す正面図である。
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【図２４０】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける導光板ユニ
ットの一部を拡大して示す一部拡大正面図である。
【図２４１】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける導光板ユニ
ットの変形例を示す正面図である。
【図２４２】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第３演出ユ
ニットの動作を説明するための斜視図である。
【図２４３】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第３演出ユ
ニットの動作を説明するための正面図である。
【図２４４】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第３演出ユ
ニットの動作を説明するための背面図である。
【図２４５】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第３演出ユ
ニットの動作を説明するための斜視図である。
【図２４６】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第３演出ユ
ニットの動作を説明するための斜視図である。
【図２４７】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第３演出ユ
ニットの動作を説明するための正面図である。
【図２４８】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第３演出ユ
ニットの動作を説明するための背面図である。
【図２４９】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第３演出ユ
ニットの動作を説明するための斜視図である。
【図２５０】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第２演出ユ
ニットの動作を説明するための斜視図である。
【図２５１】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第２演出ユ
ニットの動作を説明するための正面図である。
【図２５２】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第２演出ユ
ニットの動作を説明するための背面図である。
【図２５３】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第２演出ユ
ニットの動作を説明するための斜視図である。
【図２５４】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第２演出ユ
ニットの動作を説明するための正面図である。
【図２５５】本発明の第６実施形態に係る遊技機の本体サブユニットにおける第２演出ユ
ニットの動作を説明するための背面図である。
【図２５６】本発明の第６実施形態に係る遊技機の遊技盤におけるステージの一部を拡大
して示す一部拡大正面図である。
【図２５７】本発明の第６実施形態に係る遊技機の遊技盤におけるステージの一部を拡大
して示す一部拡大斜視図である。
【図２５８】本発明の第６実施形態に係る遊技機の遊技盤における大入賞口ユニットを示
す斜視図である。
【図２５９】大入賞口ユニットの開閉部材を示す一部切欠斜視図である。
【図２６０】大入賞口ユニットの開閉部材を示す一部切欠側面図である。
【図２６１】本発明の第７実施形態に係る遊技システムのデータの送受信について説明す
るためのブロック図である。
【図２６２】本発明の第７実施形態に係る遊技システムにおける遊技機および遊技媒体管
理装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図２６３】本発明の第７実施形態に係る遊技機を示す前上方斜視図である。
【図２６４】本発明の第７実施形態に係る遊技機を示す後上方斜視図である。
【図２６５】本発明の第７実施形態に係る遊技機の下部を示す前上方斜視図である。
【図２６６】本発明の第７実施形態に係る遊技機を示す後下方斜視図である。
【図２６７】本発明の第７実施形態に係る発射装置及び球送り装置を示す前上方分解斜視
図である。
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【図２６８】本発明の第７実施形態に係る発射装置及び球送り装置を示す後上方分解斜視
図である。
【図２６９】（ａ）本発明の第７実施形態に係る球送り装置を示す正面図である。（ｂ）
球送り装置の拡大斜視図である。
【図２７０】（ａ）本発明の第７実施形態に係る遊技機側の増減数検出信号処理のフロー
チャートである。（ｂ）遊技媒体管理装置側の第一増減数検出信号処理のフローチャート
である。（ｃ）遊技媒体管理装置側の第二増減数検出信号処理のフローチャートである。
【図２７１】（ａ）本発明の第７実施形態に係る持ち球数の管理仕様を示す図である。（
ｂ）本発明の第７実施形態に係る不明球数の管理仕様を示す図である。
【図２７２】本発明の第７実施形態に係る不明球報知処理のフローチャートである。
【図２７３】本発明の第７実施形態に係る発射処理のフローチャートである。
【図２７４】本発明の第７実施形態に係る球送り処理のフローチャートである。
【図２７５】本発明の第８実施形態に係る遊技機の下部を示す前上方斜視図である。
【図２７６】本発明の第８実施形態に係る遊技機の下部を示す後上方斜視図である。
【図２７７】本発明の第８実施形態に係る球交換処理のフローチャートである。
【図２７８】本発明の第９実施形態に係る遊技機の下部を示す前上方斜視図である。
【図２７９】本発明の第９実施形態に係る遊技機の下部を示す後上方斜視図である。
【図２８０】本発明の第９実施形態に係る遊技機を示す後下方斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
［遊技システムの概要］
　本実施形態に係る遊技システムについて図を用いて説明する。図１は、本実施形態に係
る遊技システムの全体構成を示す図である。図２は、本実施形態に係る遊技システムのデ
ータの送受信について説明するためのブロック図である。
【００１２】
　図１および図２に示すように、本実施形態に係る遊技システム５００は、遊技機１１に
対して遊技媒体管理装置２０をデータ通信可能に接続された構成であり、遊技に用いられ
る遊技媒体の増減に関するデータ等を遊技機１１および遊技媒体管理装置２０間で送受信
する。そして、遊技システム５００において、遊技媒体の増減数の管理を、遊技を制御す
る遊技機１１ではなく、遊技媒体管理装置２０が実行する。
【００１３】
　遊技システム５００は、遊技機１１と、遊技機１１とデータの送受信が可能に接続され
た遊技媒体管理装置２０とを有している。遊技機１１と遊技媒体管理装置２０とは、通信
ケーブル３９を介して接続されていて、これらの間でデータ通信が可能である。なお、通
信ケーブル３９には光ファイバを用い、光信号によってデータ通信が行われることとすれ
ばよい。
【００１４】
　遊技機１１は、いわゆるパチンコ機であり、遊技媒体として遊技球１９を用いる。遊技
機１１は、発射装置１１８と、磨き装置１２２と、揚送装置１３３とを有している。発射
装置１１８は、遊技機１１の前面に設置された透過性を有する板状の保護ガラスによって
覆われた遊技領域１６０の上方に位置し、遊技領域１６０に対して上方から遊技球１９を
発射する。これにより、遊技機１１ではいわゆる戻り玉を回避することができる。戻り玉
とは、遊技領域の下方に設けられた発射装置から発射された遊技球が上方に向かって通路
を通って当該通路終端から遊技領域へと放出される構造の一般的な遊技機において生じる
現象であり、通路を通って上方に向かった遊技球が通路終端から遊技領域に放出されず、
通路を上方から下方に向かって通り、再び発射装置へと戻ってくる現象をいう。
【００１５】
　磨き装置１２２は、遊技領域１６０を転動した後に遊技領域１６０から排出された遊技
球１９を磨く。揚送装置１３３は、磨き装置１２２により磨かれた遊技球１９を上方へと
搬送して、発射装置１１８へと導く。遊技球１９は遊技機１１の外部に排出されずに、遊
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技機１１において一定数（例えば、５０個）の遊技球１９が一連の経路を循環するように
構成されている。遊技球１９が遊技機１１の外部に排出されないため、遊技機１１には外
部に排出された遊技球１９を一時的に保持するための上皿や下皿は設けられていない。こ
こで、一連の経路とは、具体的には、発射装置１１８、遊技領域１６０、磨き装置１２２
、揚送装置１３３である。なお、発射装置１１８、磨き装置１２２および揚送装置１３３
については、後に詳述する。
【００１６】
　遊技機１１では遊技球１９が外部に排出されないことから、遊技者の手元に遊技球１９
が実際にあるわけではなく、遊技を行うことにより遊技球１９が現実に増減するわけでは
ない。遊技機１１において、遊技者は遊技媒体管理装置２０からの貸出により持ち球を得
てから遊技を開始する。ここで、持ち球を得るとは、遊技者が、データ管理上、遊技媒体
を得ることをいう。そして、発射装置１１８から遊技球１９が発射されることにより持ち
球が消費され、持ち球数が減少する。また、遊技球１９が遊技領域１６０に設けられた各
入賞口等を通過することにより、入賞口に応じて設定された条件に従った数だけ払出が行
われ、持ち球数が増加する。さらに、遊技媒体管理装置２０からの貸出によっても、持ち
球数が増加する。
【００１７】
　なお、本明細書において、「遊技媒体の消費、貸出および払出」とは、持ち球の消費、
貸出および払出が行われることを示す。また、「遊技媒体の増減」とは、消費、貸出およ
び払出によって持ち球数が増減することを示す。また、「遊技媒体の増減数を検出する」
とは、持ち球が増減する要因となる現象を検出することも含み、具体的な持ち球の増減数
を検出することに限定されるわけではない。また、「遊技媒体の消費、貸出および払出に
伴う遊技媒体の増減に関するデータ」とは遊技球１９が発射されることによる持ち球の減
少と、貸出および払出による持ち球の増加とに関するデータである。
【００１８】
　図２に示すように、遊技システム５００において、遊技媒体管理装置２０が遊技機１１
に対して、通信ケーブル３９を介して光信号によるデータの送受信が可能であるように接
続されている。遊技機１１は、遊技者が保有する遊技媒体の増減数を検出する増減数検出
手段としての増減数検出器１１１０（各入賞センサ１０６１および減算センサ１０１１）
と、遊技機１１を制御する制御手段である各種制御基板１０９９（主制御回路１０６、副
制御回路１０７、および検知制御回路９９）とを備える。増減数検出器１１１０は、遊技
者が保有する遊技媒体の増減数すなわち持ち球の増減数を示す増減数検出信号を、遊技媒
体管理装置２０へ出力する。この際、増減数検出信号は、各種制御基板１０９９を介さず
に遊技媒体管理装置２０に入力される。遊技媒体管理装置２０は、増減数検出器１１１０
からの増減数検出信号に基づいて遊技者の持ち球数を管理する、管理装置制御部２０２を
有している。本実施形態では、増減数検出信号は、遊技球１９が各入賞センサ１０６１お
よび減算センサ１０１１のいずれを通過したかを示す信号であり、遊技媒体管理装置２０
はこれに基づいて持ち球の増減数を決定する。なお、これに限定されず、例えば、各入賞
センサ１０６１および減算センサ１０１１が、持ち球の具体的な増減数を示す増減数検出
信号を遊技媒体管理装置２０へ出力することとしてもよい。
【００１９】
　このように、遊技媒体管理装置２０は、持ち球数を管理している。例えば、遊技球１９
が各入賞口を通過した場合には、各入賞口における遊技球１９の通過を検出する各入賞セ
ンサ１０６１から送信される増減数検出信号に基づき、遊技球１９の払出個数を持ち球数
に加算する。また、遊技球１９が発射された場合には、これを検出する減算センサ１０１
１から送信される増減数検出信号に基づき、持ち球数を減算する。遊技媒体管理装置２０
は、これら増減数検出信号に基づいて、持ち球数を管理する。そして、遊技媒体管理装置
２０は、現在の持ち球数に関するデータを遊技機１１に送信する。また、遊技媒体管理装
置２０は、遊技機１１で受け付けた遊技価値から持ち球への変換（球貸し）や、持ち球の
計数（返却）の要求に基づく処理を実行する。
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【００２０】
　ここで、「遊技価値」とは、貨幣・紙幣、プリペイド媒体、トークン、電子マネーおよ
びチケット等であり、遊技媒体管理装置２０によって持ち球に変換することが可能である
ものを示す。なお、本実施形態において、遊技媒体管理装置２０は、いわゆるＣＲユニッ
トであり、紙幣およびプリペイド媒体等を受付可能に構成されている。また、計数された
持ち球は、遊技システム５００が設置される遊技場などにおいて、景品交換等に用いるこ
とができる。
【００２１】
　遊技媒体管理装置２０は、紙幣を挿入可能な紙幣挿入口２１と、プリペイド媒体を挿入
可能なプリペイド媒体挿入口２２と、を有している。これにより、遊技媒体管理装置２０
は、外部から紙幣およびプリペイド媒体を受け付けることができ、遊技価値の管理を行う
ことができる。なお、図示していないが、遊技媒体管理装置２０は遊技者を特定するため
の会員ＩＤ等の情報が記録された会員カードを挿入可能な挿入口も有していてもよく、会
員カード挿入口をプリペイド媒体挿入口２２と兼用させてもよい。なお、本実施形態では
、遊技媒体管理装置２０で受け付けた遊技価値を「残高」という。遊技媒体管理装置２０
は、残高に関するデータおよび貸出に関するデータに基づいて持ち球数を算出し、遊技機
１１に残高および持ち球数に関するデータを送信する。そして、遊技機１１は残高および
持ち球数についての表示を行う。また、遊技機１１において遊技者が持ち球の計数（返却
）操作を行った場合は、そのことを知らせる信号が遊技機１１から遊技媒体管理装置２０
から送信される。
【００２２】
　上述したように、本実施形態では、増減数検出器１１１０から出力された増減数検出信
号が、遊技媒体管理装置２０に入力される際は、各種制御基板１０９９を介することがな
い。ただし、増減数検出器１１１０から出力された増減数検出信号が、各種制御基板１０
９９以外の回路基板や装置等を介して遊技媒体管理装置２０に入力されてもよい。例えば
、遊技機１１が各種信号を暗号化する暗号化回路を有し、当該暗号化回路が各種制御基板
１０９９による遊技機１１の制御とは独立して動作される場合、増減数検出信号が各種制
御基板１０９９の暗号化回路において暗号化された後に遊技媒体管理装置２０へ入力され
てもよい。
【００２３】
　ここで、増減数検出器１１１０が出力する増減数検出信号は、遊技媒体の増減数を算出
するための情報を含む信号であり、具体的には、各入賞センサ１０６１および減算センサ
１０１１について遊技球１９が通過したことを検出した際に出力される信号である。遊技
媒体管理装置２０の管理装置制御部２０２は、増減数検出器１１１０からの増減数検出信
号に基づき持ち球数の管理を行う。
【００２４】
　このように、遊技システム５００において、増減数検出器１１１０から出力された増減
数検出信号については、遊技機１１の各種制御基板１０９９を介して、遊技媒体管理装置
２０へ入力されることがなく、持ち球数の管理は遊技媒体管理装置２０が行う。したがっ
て、遊技機１１の各種制御基板１０９９において持ち球数の管理を行うことがなく、その
分、各種制御基板１０９９の負荷が軽減される。したがって、遊技システム５００におい
て、遊技機１１の各種制御基板１０９９の負荷を増加させることなく、持ち球数の管理を
問題なく行うことができる。そのため、遊技機１１における演出を制限する等、遊技機１
１の性能が低下することがない。
【００２５】
　また、遊技機１１の主制御回路１０６は、後述の始動口１６１を遊技球１９が通過した
ことに基づいて遊技者にとって有利な大当り遊技状態へ移行するか否かの大当り抽選を所
定の抽選条件で行う大当り抽選部１０６４を有している。
【００２６】
［パチンコ遊技の概要］
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　ここで、遊技機１１において実行されるパチンコ遊技の概要について図を用いて説明す
る。図３は、本実施形態に係る遊技機および遊技媒体管理装置の正面図である。
【００２７】
　図３に示すように、遊技機１１は、タッチパネル式である第１液晶表示装置１０２を有
している。第１液晶表示装置１０２は、遊技機１１の上部に位置している。第１液晶表示
装置１０２は、遊技媒体管理装置２０で管理する遊技価値から持ち球への変換（球貸し）
や、持ち球の計数（返却）の要求を遊技機１１において受け付け、持ち球の貸出に関する
データを遊技媒体管理装置２０へ送信する。遊技機１１の下方には、遊技球数表示装置１
０２４および計数ボタン１０２５が設けられている。遊技球数表示装置１０２４は液晶表
示装置であり、６桁までの持ち球が表示されるようになっている。計数ボタン１０２５は
、入力に応じて持ち球の計数を行うための信号を遊技媒体管理装置２０へ送信する。第１
液晶表示装置１０２の右方向には、ハンドル１０２６が設けられている。本体１９１の上
部の左右両側には、それぞれスピーカ１０７５が配設されている。
【００２８】
　遊技球１９が発射装置１１８から遊技領域１６０に発射されることで、管理された持ち
球が消費される。そして、遊技領域１６０において遊技球１９が各入賞口を通過すること
で、当該入賞口に設定される払い出しが行われ、持ち球数が加算される。各入賞口につい
て、具体的に説明する。図３に示すように、遊技領域１６０の前面中央には、始動口１６
１および大入賞口１６４が形成されている。また、遊技領域１６０の左右両側に、それぞ
れ２つ（合計４つ）の一般入賞口１６８が形成されている。始動口１６１の入口側には左
右に開閉する一対の羽根部材１６３が設けられており、大入賞口１６４の入口側には開閉
自在のシャッタ１６５が設けられている。各入賞センサ１０６１は、これら始動口１６１
、大入賞口１６４、および一般入賞口１６８のそれぞれに設けられ、遊技球１９が各入賞
口を通過したことを検出することができるようになっている。なお、各入賞センサ１０６
１のうちの１つである始動口入賞センサ１０６１ａは、始動口１６１を遊技球１９が通過
したことを検出する入賞検出手段として機能する。このように、各入賞センサ１０６１に
は、始動口入賞センサ１０６１ａ、大入賞口１６４に設けられたセンサ、および一般入賞
口１６８に設けられたセンサが含まれる。
【００２９】
　遊技球１９が始動口１６１を通過した場合、所定の払出しが行われるとともに、大当り
遊技状態へ移行するか否かの大当り抽選が大当り抽選部１０６４によって所定の抽選条件
に基づき行われる。所定の抽選条件とは、例えば、ハズレになる確率や大当たりに当選す
る確率などの抽選処理に必要な条件である。この抽選条件は、所定の条件（例えば、大当
り抽選の抽選結果）に基づき変動されるものであってもよい。遊技領域１６０の上部には
、特別図柄表示装置１６９が設けられており、この大当り抽選に基づいて動作される。具
体的に、特別図柄表示装置１６９は、７セグメント表示が可能な表示装置であり、大当り
抽選毎に行われる特別図柄ゲームにおいて特別図柄（図示せず）の可変表示を行うもので
ある。この特別図柄表示装置１６９における特別図柄は、一列の図柄列で構成されている
が、この構成に限定されるものではなく、例えば、複数の図柄列で構成されていてもよい
。
【００３０】
　この特別図柄は、数字や記号等からなる図柄であり、７セグメントの各セグメントを適
宜組み合わせて表示させることができ、“０”から“９”の数字や、“－”の絵柄を用い
ることができる。特別図柄ゲームは、始動口１６１を遊技球１９が通過したことを条件と
して開始され、特別図柄表示装置１６９において特別図柄が可変表示される。
【００３１】
　ここで、「可変表示」とは、変動可能に表示されることである。例えば、変動して表示
される「変動表示」、停止して表示される「停止表示」等を可能とするものである。また
、「可変表示」としては、特別図柄ゲームの結果として特別図柄が表示される「導出表示
」を行うことができる。
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【００３２】
　この特別図柄表示装置１６９において、大当り抽選の抽選結果に応じた特別図柄の導出
表示が行われ、導出表示された特別図柄が特定の表示態様（例えば、“０”から“９”の
いずれかの数字が導出表示される態様、いわゆる「大当り表示態様」）になったことに基
づいて、遊技状態を遊技者にとって有利な大当り遊技状態（特定遊技状態）に移行するこ
ととなる。この大当り遊技状態となった場合には、シャッタ１６５が開放状態に制御され
、大入賞口１６４は遊技球１９を受け入れ容易な開放状態となる。
【００３３】
　このように、遊技球１９が始動口１６１を通過した場合には、持ち球の加算が行われる
とともに、大当り抽選部１０６４において遊技者にとって有利な大当り遊技状態へ移行す
るか否かの大当り抽選が行われる。すなわち、各入賞センサ１０６１に含まれる増減数検
出手段としての始動口入賞センサ１０６１ａは、持ち球の増減数を検出し、持ち球の増減
数を示す増減数検出信号を遊技媒体管理装置２０へ出力する。そして、入賞検出手段とし
ての始動口入賞センサ１０６１ａは、始動口１６１を遊技球１９が通過したことを検出し
、入賞検出信号を主制御回路１０６へ出力する。
【００３４】
　つまり、遊技機１１は、遊技領域１６０に形成された、遊技球１９が通過することがで
きる始動口１６１と、始動口１６１を遊技球１９が通過したことに基づいて、遊技者にと
って有利な大当り遊技状態へ移行するか否かの大当り抽選を所定の抽選条件で行う大当り
抽選部１０６４と、始動口１６１を遊技球１９が通過したことを検出し、入賞検出信号を
出力する始動口入賞センサ１０６１ａと、を備え、入賞検出信号は、主制御回路１０６お
よび遊技媒体管理装置２０に入力される。
【００３５】
　これにより、遊技者にとって有利な大当り遊技状態へ移行するか否かの大当り抽選を行
うことを指示し、かつ、持ち球の払出を指示する入賞検出信号は、主制御回路１０６およ
び遊技媒体管理装置２０のいずれにも入力されることから、大当り抽選処理および遊技媒
体の払出処理がいずれも遅延することなく、速やかに行われる。
【００３６】
［遊技システムの動作］
　遊技システム５００において、各入賞センサ１０６１または減算センサ１０１１で遊技
球１９を検出したことに起因する遊技機１１および遊技媒体管理装置２０の動作について
、フローチャートを参照して具体的に説明する。図４は、本実施形態の増減数検出信号処
理のフローチャートであって、図４（ａ）は、遊技機の増減数検出信号処理のフローチャ
ートであり、図４（ｂ）は、遊技媒体管理装置の増減数検出信号処理のフローチャートで
ある。
【００３７】
　まず、図４（ａ）を参照して、遊技機１１の増減数検出信号処理について説明する。遊
技機１１において、各入賞センサ１０６１または減算センサ１０１１によって遊技球１９
が検出されたか否かが判定される（Ｓ１０１）。各入賞センサ１０６１または減算センサ
１０１１によって遊技球１９が検出されない場合は（Ｓ１０１でＮＯ）、後述のステップ
Ｓ１０３が実行される。一方、各入賞センサ１０６１によって遊技球１９が検出された場
合は（Ｓ１０１でＹＥＳ）、増減数検出信号が遊技媒体管理装置２０へ出力される（Ｓ１
０２）。
【００３８】
　ステップＳ１０２では、各入賞センサ１０６１のうち始動口１６１に設けられたセンサ
（始動口入賞センサ１０６１ａ）で遊技球１９が検出された場合には、始動口１６１で遊
技球１９が検出されたことを示す増減数検出信号が始動口入賞センサ１０６１ａから遊技
媒体管理装置２０へ出力される。また、各入賞センサ１０６１のうち大入賞口１６４に設
けられたセンサで遊技球１９が検出された場合には、大入賞口１６４で遊技球１９が検出
されたことを示す増減数検出信号が大入賞口１６４に設けられたセンサから遊技媒体管理
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装置２０へ出力される。また、各入賞センサ１０６１のうち一般入賞口１６８に設けられ
たセンサで遊技球１９が検出された場合には、一般入賞口１６８で遊技球１９が検出され
たことを示す増減数検出信号が一般入賞口１６８に設けられたセンサから遊技媒体管理装
置２０へ出力される。また、減算センサ１０１１で遊技球１９が検出された場合には、減
算センサ１０１１で遊技球１９が検出されたことを示す増減数検出信号が減算センサ１０
１１から遊技媒体管理装置２０へ出力される。
【００３９】
　そして、遊技球１９が検出されたセンサが始動口入賞センサ１０６１ａであるか否かが
判定される（Ｓ１０３）。そして、遊技球１９が検出されたセンサが始動口入賞センサ１
０６１ａでない場合は（Ｓ１０３でＮＯ）、後述のステップＳ１０５が実行される。一方
、遊技球１９が検出されたセンサが始動口入賞センサ１０６１ａである場合は（Ｓ１０３
でＹＥＳ）、始動口入賞センサ１０６１ａから入賞検出信号が主制御回路１０６へ送信さ
れる（Ｓ１０４）。
【００４０】
　そして、大当り抽選処理が行われる（Ｓ１０５）。大当り抽選処理は、主制御回路１０
６の大当り抽選部１０６４によって所定の抽選条件に基づき行われる大当り遊技状態へ移
行するか否かの大当り抽選を行う処理である。そして、特別図柄ゲーム処理が行われる（
Ｓ１０６）。特別図柄ゲーム処理では、主制御回路１０６から送信されたコマンドデータ
（大当り抽選の抽選結果を示す情報）に基づき、副制御回路１０７によって特別図柄表示
装置１６９の特別図柄の可変表示が行われる。さらに、普通図柄ゲーム処理が行われる（
Ｓ１０７）。
【００４１】
　そして、大当り抽選処理の結果が大当り（大当り遊技状態への移行）であるか否かが判
定される（Ｓ１０８）。大当りでない場合は（Ｓ１０８でＮＯ）、ステップＳ１０１が再
実行される。一方、大当りである場合は（Ｓ１０８でＹＥＳ）、シャッタ制御処理が行わ
れる（Ｓ１０９）。シャッタ制御処理では、主制御回路１０６から送信されたコマンドデ
ータ（大当り遊技状態への移行に当選したことを示す情報）に基づく検知制御回路９９の
制御によって、シャッタ１６５が開放状態にされた後、大当り遊技状態が完了した場合に
シャッタ１６５が閉鎖状態にされる。
【００４２】
　次に、図４（ｂ）を参照して、遊技媒体管理装置２０の増減数検出信号処理について説
明する。遊技媒体管理装置２０の管理装置制御部２０２において、増減数検出信号が受信
されたか否かが判定される（Ｓ２０１）。増減数検出信号が受信されない場合は（Ｓ２０
１でＮＯ）、ステップＳ１が再実行される。一方、増減数検出信号が受信された場合は（
Ｓ２０１でＹＥＳ）、増減数検出信号の出力元が特定される（Ｓ２０２）。具体的に、増
減数検出信号に基づいて、各入賞センサ１０６１および減算センサ１０１１のいずれから
送信されたものであるかを特定する。
【００４３】
　そして、持ち球管理処理が行われる（Ｓ２０３）。具体的に、始動口１６１、大入賞口
１６４、および一般入賞口１６８にはそれぞれ払い出される持ち球の増加数が予め設定さ
れており、特定された入賞口に応じて持ち球数が加算される。また、減算センサ１０１１
から出力される増減数検出信号は、遊技球１９の発射が行われ持ち球が消費されたことを
示す。そのため、この信号が出力された場合は、持ち球数が１減算される。そして、増減
数検出信号に応じて更新された持ち球数が遊技機１１へ送信される（Ｓ２０４）。遊技機
１１において持ち球数を受信した場合、表示されている持ち球の更新表示処理が行われる
。持ち球数の更新表示については後述する。
【００４４】
［遊技システムの電気的構成および動作］
　遊技システムのネットワーク構成、電気的構成および動作について、図を用いて説明す
る。図５は、本実施形態に係る遊技システムのネットワーク構成を示す図である。図６は
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、本実施形態に係る遊技システムにおける遊技機および遊技媒体管理装置の電気的構成を
示すブロック図である。
【００４５】
　図５に示すように、遊技機１１が設置される遊技場等において、遊技機１１および遊技
媒体管理装置２０を含む複数の遊技システム５００が、パケット通信による光信号のデー
タ通信が可能に、ホールコンピュータ（遊技場管理装置）５０と接続されている。また、
表示装置（遊技用装置）４０は、遊技機１１および遊技媒体管理装置２０に対応付けられ
ている。図示していないが、情報表示装置４９は遊技機１１の上方等に設置され、遊技機
１１における入賞数等を示す入賞履歴等の遊技情報を表示する。なお、情報表示装置４９
と第１液晶表示装置１０２とを一体としてもよい。この遊技情報は、遊技機１１から遊技
媒体管理装置２０を介して情報表示装置４９へ送信される。遊技機１１は、情報表示装置
４９と直接データ通信を行うことはできない。また、ホールコンピュータ５０は、遊技媒
体管理装置２０および情報表示装置４９のそれぞれとデータ通信可能に接続されている。
しかし、遊技機１１は、ホールコンピュータ５０と直接データ通信を行うことはできない
。
【００４６】
　遊技機１１は、遊技機固有情報と、遊技情報等の遊技に関する情報およびその情報が送
信された日時を示す日時情報を含む遊技機データと、を遊技媒体管理装置２０へ送信する
。ここで、遊技機固有情報とは、各遊技機１１を識別するための識別情報であり、各遊技
機１１に固有の情報である。遊技機固有情報は、遊技機データとセットで遊技機１１から
遊技媒体管理装置２０へ送信される。遊技機固有情報は、遊技機１１が有するＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ等の記憶手段に予め記憶されている。
【００４７】
　遊技媒体管理装置２０は、遊技機１１から送信された遊技機固有情報および遊技機デー
タを受信すると、遊技機データを情報表示装置４９へ送信するとともに、遊技機固有情報
および遊技機データをホールコンピュータ５０へ送信する。遊技媒体管理装置２０からホ
ールコンピュータ５０へ送信されたデータは、パケット通信による光信号として送信され
る。情報表示装置４９は、遊技媒体管理装置２０から遊技機データを受信した場合、表示
装置固有情報（遊技用装置固有情報）と遊技機データとをホールコンピュータ５０へ、パ
ケット通信による光信号として送信する。ここで、表示装置固有情報とは、各情報表示装
置４９を識別するための識別情報であり、各情報表示装置４９に固有の情報である。また
、遊技媒体管理装置２０および情報表示装置４９は、電気信号を光信号に変換する信号変
換器を有し、光信号をホールコンピュータ５０に送信する。
【００４８】
　ホールコンピュータ５０は、信号を受信する受信部５１と、受信部５１が受信した遊技
機データを集計して集計結果を表示する表示部５２と、互いに対応付けられた遊技機１１
と情報表示装置４９とを記憶している記憶部５３と、受信部５１で受信したデータを照合
することにより、不正行為が行われていないか判断する照合部５４とを有している。なお
、ホールコンピュータ５０は、いわゆるサーバであり、ＣＰＵ、メモリ、各種入出力デバ
イス等を有する構成である。ホールコンピュータ５０が有する上記各部は、ハードウェア
とメモリ内のソフトウェアとが協働して構築されている。
【００４９】
　受信部５１は、光信号を電気信号に変換する信号変換器を有し、パケット通信による光
信号を受信可能である。受信部５１は、遊技システム５００ごとに、遊技媒体管理装置２
０からの遊技機固有情報および遊技機データの信号をパケット通信により受信するととも
に、情報表示装置４９からの表示装置固有情報および遊技機データの信号をパケット通信
により受信する。表示部５２は、受信部５１により受信された遊技機データに基づいて各
遊技機の遊技に関するデータを集計し、集計結果を表示する。
【００５０】
　記憶部５３は、互いに対応している遊技機１１および情報表示装置４９を記憶している
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。つまり、互いに対応している遊技機１１と情報表示装置４９とについて、それらの遊技
機固有情報と表示装置固有情報とを対応付けて、予め記憶している。照合部５４は、情報
表示装置４９から受信した表示装置固有情報と、遊技媒体管理装置２０を介して遊技機１
１から受信した遊技機固有情報とを、記憶部５３に記憶された内容と照合する。照合部５
４の照合の結果、遊技機固有情報と表示装置固有情報とが、記憶部５３において対応付け
られているものとは異なっていると判断した場合には、表示部５２はその旨を表示する。
この場合は、不正行為が行われたと判断される。
【００５１】
　このように、ホールコンピュータ５０は、データを受信する受信部５１と、受信したデ
ータを集計して表示する表示部５２と、を備え、受信部５１は、遊技機固有情報と、日時
情報および遊技情報を含む遊技機データとを、情報表示装置４９および遊技媒体管理装置
２０を介して遊技機１１から信号変換器を通じてパケット通信による光信号により受信し
、表示部５２、受信した遊技機データに基づいて各遊技機１１のデータを集計し表示する
。
【００５２】
　これにより、パケット通信は送信容量が大きいことから、各遊技機１１は機種ＩＤやメ
イン基板のシリアル番号等の遊技機固有の情報や対応する情報表示装置４９に固有の情報
を、ホールコンピュータ５０に送信することができる。従来は遊技機と遊技機上部に備え
られた表示装置との管理は、遊技機と表示装置の番号を予め紐付けて管理していた。それ
に対して本実施形態では、上記構成により、遊技媒体管理装置２０および情報表示装置４
９から送信されるデータにより遊技機１１および情報表示装置４９を識別することにより
、これらを管理できる。したがって、遊技機１１を管理するホールコンピュータ５０側で
、予め、遊技機１１を設置場所に関連付けてデータ設定しておく必要がない。また、遊技
場内で遊技機の移動を行った際に、移動先の情報表示装置４９の番号を新たに遊技機１１
に関連付けて再設定する必要もない。これにより、遊技場の管理者の負担を軽減すること
ができる。
【００５３】
　また、ホールコンピュータ５０は、受信部５１と、表示部５２と、記憶部５３と、表示
部５２と、を備え、受信部５１は、ある遊技機１１とは異なる他の複数の遊技機１１それ
ぞれからデータを受信可能に配されるとともに、自身の表示装置固有情報を送信可能な情
報表示装置４９からの信号を受信可能に構成され、記憶部５３は、遊技機１１と情報表示
装置４９とを対応付けて記憶し、照合部５４は、情報表示装置４９から受信した表示装置
固有情報と、遊技機１１から受信した遊技機固有情報とを記憶部に記憶された情報と照合
し、表示部５２は、照合部５４による照合の結果、受信した表示装置固有情報と受信した
遊技機固有情報とが対応付けられたものでないと判断したときにはその旨を表示する。
【００５４】
　このような構成により、遊技機１１と情報表示装置４９とが対応付けられているか否か
を、遊技機１１から遊技媒体管理装置２０を介して受信された遊技機固有情報と情報表示
装置４９から受信された表示装置固有情報とを予め記憶された情報と照合することで判定
することができる。判定の結果、これらの情報が不一致である場合には、遊技機固有情報
が正しくないと判断できる。それにより、遊技機１１の制御基板等を不正に交換する等の
不正行為が行われたか否かを検出することができる。このように簡素な構成で不正行為を
検出可能である。なお、表示装置固有情報と遊技機固有情報とが対応付けられたものでな
いと照合部５４で判断された場合には、遊技機１１になんらかの不正行為が行われたので
はなく、情報表示装置４９になんらかの不正行為が行われた可能性も考えられるが、不正
行為を行う者は、普通、不正出玉獲得を行うことから、情報表示装置４９に不正行為が行
われることはほとんどない。
【００５５】
　ここで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によると、遊技機と外部装
置とは電気的に接続することが認められていないと解釈できる。そこで、例えば、特開２
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００８－１７３２０２号公報に開示されているように、従来の遊技機は、機械的に動作す
る電磁継電器を有する集中端子板を備え、この集中端子板と外部装置とが接続されていた
。この従来の遊技機の集中端子板は、外部装置との信号の送受信を複数の信号ごとに設置
された電磁継電器を用いて行っているため、大容量のデータを、簡単な構成により高速で
簡単に送受信することが困難であった。しかし、本実施形態では、上述したように、遊技
システム５００と外部装置であるホールコンピュータ５０とは、パケット通信による光信
号のデータ通信が可能に接続されている。そのため、ホールコンピュータ５０は、それぞ
れ大容量のデータである、遊技機固有情報および遊技機データの信号と、表示装置固有情
報および遊技機データとを、遊技システム５００ごとにパケット通信により一括して受信
することができる。それにより、簡素な構成で不正行為を検出可能である。
【００５６】
　図６に示すように、遊技機１１は、検知制御回路９９、表示装置制御基板１０３および
遊技機接続基板２０１、主制御回路１０６および副制御回路１０７を有している。これら
は、マイクロコンピュータを主要な構成部品として有している。マイクロコンピュータは
、ＣＰＵおよび処理プログラム等が記憶される記憶部（ＲＡＭ、ＲＯＭ等）により構成さ
れる。
【００５７】
　また、遊技機１１は電源供給用の電源１０８を有している。電源１０８は、遊技機１１
の各部に電力を供給する。なお、主制御回路１０６には検知制御回路９９を経由して、電
源１０８から電力が供給されている。また、表示装置制御基板１０３には副制御回路１０
７を経由して、電源１０８から電力が供給されている。
【００５８】
　表示装置制御基板１０３は第１液晶表示装置１０２と接続されている。表示装置制御基
板１０３は、第１液晶表示装置１０２の表示を制御する。例えば、第１液晶表示装置１０
２に送信される画像用の信号を第１液晶表示装置１０２においての表示に適するように変
換する。例えば、表示装置制御基板１０３は画像のサイズが第１液晶表示装置１０２の画
面のサイズに合うように画像用の信号を変換する。また、表示装置制御基板１０３は、第
１液晶表示装置１０２の入力信号に応じて、遊技媒体管理装置２０に指示を行う送信信号
を生成する。
【００５９】
　主制御回路１０６は、各入賞センサ１０６１、磁石センサ１０６２および第２電波セン
サ１０６３と接続され、これらセンサからの信号を受信する。また、主制御回路１０６は
、普通電動役物ソレノイド１０６４、大入賞口ソレノイド１０６５およびＬＥＤ１０６６
と接続され、これらの動作を制御する。
【００６０】
　副制御回路１０７は、演出用ボタン１０７１および演出用センサ１０７２と接続され、
これらからの信号を受信する。また、第２液晶表示装置１０７３、第１ＬＥＤ基板１０７
４、スピーカ１０７５、第２ＬＥＤ基板１０７６、アクチュエータ１０７７が接続され、
これらの動作を制御する。
【００６１】
　検知制御回路９９は、上述の各入賞センサ１０６１の他、第１電波センサ１００１、第
１開放センサ１００２、第２開放センサ１００３、遊技球ゼロセンサ１００４、適正数セ
ンサ１００５、アウト口センサ１００６、ハンドルボリューム１００７、停止スイッチ１
００８、タッチセンサ１００９、発射装置入口センサ１０１０、減算センサ１０１１、揚
送装置入口センサ１０１２、揚送モータセンサ基板１０１３、着脱ユニットセンサ１０１
４、磨きモータセンサ１０１５および磨き装置入口センサ１０１６と接続され、これらか
らの信号を受信する。また、球送りソレノイド１０１７、発射ソレノイド１０１８、揚送
モータ１０１９、着脱ユニットモータ１０２０および磨きモータ１０２１と接続され、こ
れらの動作を制御する。
【００６２】
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　また、検知制御回路９９は、計数スイッチ１０２３を有した表示基板１０２２と接続さ
れている。表示基板１０２２は、遊技球数表示装置１０２４（図３参照）を制御する。
【００６３】
　また、遊技機１１は、第１接続部１０４および第２接続部１０５を有している。第１接
続部１０４は、各入賞センサ１０６１および減算センサ１０１１に接続されている。各入
賞センサ１０６１および減算センサ１０１１は、第１接続部１０４を介して、遊技媒体管
理装置２０の遊技機接続基板２０１に接続されている。第２接続部１０５は、表示装置制
御基板１０３に接続されている。表示装置制御基板１０３は、第２接続部１０５介して、
遊技媒体管理装置２０の遊技機接続基板２０１に接続される。
【００６４】
　第１接続部１０４は、各入賞センサ１０６１および減算センサ１０１１からの信号を光
信号に変換する信号変換器を有しており、遊技媒体管理装置２０に対して光通信方式によ
る通信が可能である。ここで、上述の特開２００８－１７３２０２号公報に開示されてい
るように、従来の遊技機は、機械的に動作する電磁継電器を有する集中端子板を備え、こ
の集中端子板と外部装置とが接続されていた。この従来の遊技機に対して、遊技システム
５００は、以下に示すように様々な有利な効果を奏する。
【００６５】
　遊技システム５００において、従来の遊技機における外部装置と端子板を接続する場合
のように、これらの間に外部装置に対する信号の種別毎にそれぞれ電磁継電器を設ける必
要がない。遊技システム５００では、第１接続部１０４と遊技媒体管理装置２０との間に
信号変換器を１つ備えるだけでよく、コストの軽減を図ることができる。また、電磁継電
器を用いたリレー回路では、その構造上、空きピンを設けることが困難であるが、光通信
方式を用いる場合は、例えば受信側においても複数の空きピンを設けることが可能であり
拡張性が高い。また、電磁継電器は電磁石により機械的に動作するものであるため故障が
発生しやすいが、光通信方式では故障が少なく、電磁継電器を用いた場合よりも平均故障
時間を低減し信頼性を向上させることができる。また、電磁継電器はノイズが発生しやす
いが、光通信方式はノイズの影響を受けにくい。また、光通信方式の場合、電磁継電器を
用いた場合よりも応答速度が速く、一度のパケットで大容量データを転送することもでき
る。一度のパケット通信で大容量のデータを送ることができるので、通信回数が減り、デ
ータ生成量が減少される。例えば、持ち球を１５個増加させるという信号を送信する場合
、電磁継電器を用いた方式では、１個の持ち球を増加させる信号を１５回送信する必要が
ある。しかし、光通信方式では、１５個の持ち球を増加させる信号を一括で送信できる。
さらに、その他の信号（例えば、コマンド種別、通信日時などの日時データ、および、遊
技機固有番号等）を同時に送信することも可能である。その結果、通信における送信側の
制御および受信側の制御を、ともに簡素化することができる。それにより、各制御基板が
有するＣＰＵの小型化が可能となる。なお、各入賞センサ１０６１および減算センサ１０
１１から光通信ケーブルを、遊技媒体管理装置２０に直接接続してもよい。これにより、
第１接続部１０４が不要となり、コストの軽減を図ることができる。
【００６６】
　したがって、遊技媒体管理装置２０の管理装置制御部２０２は、遊技媒体管理装置２０
の遊技機接続基板２０１および遊技機１１の第１接続部１０４を介して、遊技機１１の各
入賞センサ１０６１および減算センサ１０１１に接続される。そして、遊技媒体管理装置
２０の管理装置制御部２０２は、遊技媒体管理装置２０の遊技機接続基板２０１および遊
技機１１の第２接続部１０５を介して、遊技機１１の表示装置制御基板１０３に接続され
る。管理装置制御部２０２はＣＰＵおよび処理プログラム等が記憶される記憶部（ＲＡＭ
、ＲＯＭ等）により構成される。
【００６７】
　以下、これらの構成の説明とともに遊技システム５００について説明する。遊技機１１
の各入賞センサ１０６１は、各入賞口を通過する遊技球１９を検出する。遊技媒体管理装
置２０の管理装置制御部２０２は、上述のように、各入賞センサ１０６１から出力される
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増減数検出信号に基づいて、各入賞に応じた球数を持ち球数に加算する。このように、遊
技システム５００は、入賞球を検出する機能を有している。
【００６８】
　磁石センサ１０６２は、遊技機１１における異常な磁気を検出する。これにより、磁石
を利用して遊技球１９を操作するといった不正行為を防止することができる。第２電波セ
ンサ１０６３は、遊技機１１における異常な電波を検出する。これにより、遊技機１１に
対して電波を照射したり放電させたりすることにより、遊技機１１の誤動作を誘発させる
といった不正行為を防止することができる。
【００６９】
　普通電動役物ソレノイド１０６４は、始動口１６１に設けられる羽根部材１６３を有し
た普通電動役物１６２（図３参照）に接続されており、主制御回路１０６から供給される
駆動信号に応じて、羽根部材１６３が開放状態または閉鎖状態とする。また、大入賞口ソ
レノイド１０６５は、シャッタ１６５を有した大入賞口１６４に接続されており、主制御
回路１０６から供給される駆動信号に応じて、シャッタ１６５を駆動させ、大入賞口１６
４を開放状態または閉鎖状態とする。ＬＥＤ１０６６は、始動口１６１に遊技球が入球し
たことに基づいて大入賞口１６４を開放させるか否かの抽選結果である特別図柄表示装置
、普通電動役物を開放するか否かの普通図柄表示装置、またはこれらの保留数である保留
表示装置等の状態を表示するものであり、主制御回路１０６から供給される駆動信号に応
じて点灯態様が変動する。
【００７０】
　例えば、針金等を用いて大入賞口１６４のシャッタ１６５を強制的に開放状態とする不
正行為を行ったとしても、シャッタ１６５を駆動させる駆動信号が供給されているか否か
を検出することにより、不正が行われていることを検出することができ、不正行為を防止
することができる。
【００７１】
　表示基板１０２２は、遊技者が有している持ち球数を表示する遊技球数表示装置１０２
４を制御する。具体的には、図３に示すように、遊技機１１の前面における下部には、遊
技球数表示装置１０２４が設けられている。遊技球数表示装置１０２４は液晶表示装置で
あり、６桁までの持ち球数が表示されるようになっている。持ち球数は、上述したとおり
、遊技媒体管理装置２０によって管理されている。遊技が実行されることにより持ち球数
は増減する。遊技媒体管理装置２０は、各入賞センサ１０６１または減算センサ１０１１
から送信される増減数検出信号に基づいて加算および減算を行い、持ち球数を管理してい
る。そして、遊技媒体管理装置２０は、持ち球数に関する信号を表示基板１０２２へと送
信する。表示基板１０２２は、検知制御回路９９から持ち球数の増減に関する信号を受信
して、遊技球数表示装置１０２４に表示される持ち球数を更新する。また、表示基板１０
２２は、持ち球数が０であった場合には、その旨を示す信号を検知制御回路９９へ送信す
る。これにより、検知制御回路９９は、遊技球１９を発射してもよいか判定を行うことが
できる。なお、遊技機１１の制御において必要であれば持ち球数が０以外であっても、持
ち球数に関する信号を検知制御回路９９に送信することとしてもよい。また、このような
持ち球数に関する信号は、表示基板１０２２を介して検知制御回路９９に送信されるので
はなく、遊技媒体管理装置２０から検知制御回路９９へ直接送信されることとしてもよい
。
【００７２】
　上述のように、各入賞センサ１０６１で遊技球１９が検出された場合、入賞ごとに設定
される獲得遊技球数が持ち球数に加算される。つまり、増減数検出信号が遊技媒体管理装
置２０へ送信され、遊技媒体管理装置２０では各入賞に応じた獲得遊技球数が現在の持ち
球数に加算される。そして、遊技媒体管理装置２０は、加算後の持ち球数に関するデータ
を表示基板１０２２に送信し、表示基板１０２２により遊技球数表示装置１０２４が表示
される持ち球を更新する。
【００７３】
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　減算センサ１０１１は、発射装置１１８における遊技球１９の出口に設けられており、
発射装置１１８から遊技球１９が発射されること（発射球）を検出する。遊技媒体管理装
置２０は、減算センサ１０１１から送信される増減数検出信号を受信すると、現在の持ち
球数を減算する。これにより、遊技媒体管理装置２０により管理される持ち球数が更新さ
れる。遊技媒体管理装置２０は、減算後の持ち球数に関するデータを検知制御回路９９に
送信する。そして、検知制御回路９９から表示基板１０２２に持ち球数が送信されること
により、遊技球数表示装置１０２４の持ち球数の表示が更新される。なお、戻り玉が生じ
た場合は、実際には遊技球１９が遊技領域１６０に発射されていないにも関わらず、減算
センサ１０１１では遊技球１９が発射されたと誤って検出をする可能性がある。しかし、
上述したように、遊技機１１は戻り玉を回避することができる構造であるため、遊技媒体
管理装置２０は持ち球数を正しく管理できる。
【００７４】
　表示基板１０２２が有する計数スイッチ１０２３は、図３に示すように遊技球数表示装
置１０２４の左側に配設される計数ボタン１０２５への入力を検出する。遊技者が計数ボ
タン１０２５を押下すると、計数スイッチ１０２３から検出信号が出力される。表示基板
１０２２は計数スイッチ１０２３からの検出信号を受信すると、遊技球数表示装置１０２
４に表示された持ち球数を徐々に減少させる。そして、同時に、遊技球数表示装置１０２
４に表示された持ち球数の減少分に関してのデータが遊技媒体管理装置２０に送信される
。管理装置制御部２０２はこのデータに応じて、遊技球数表示装置１０２４に表示された
持ち球数の減少分を、計数球数として遊技媒体管理装置２０の表示装置（図示せず）に表
示させる。つまり、持ち球を計数球に変換する。
【００７５】
　また、計数ボタン１０２５の押下時間が長くなればなるほど、遊技球数表示装置１０２
４に表示された持ち球数の減少速度が速くなるようにしてもよい。その場合は、持ち球数
の減少速度に対応して、遊技媒体管理装置２０に表示される計数球数の増加速度も速くな
る。そして、持ち球数が所望の値となったところで、計数ボタン１０２５の押下操作を停
止すれば、計数球への変換が停止する。これにより、遊技者は容易に、持ち球のうち所望
の数の球を計数球に変換することができる。
【００７６】
　また、遊技者が第１液晶表示装置１０２における特定領域（後述の返却表示領域１０２
ｂ）を押下した後、１０秒以内に計数ボタン１０２５を押下した場合には、遊技球数表示
装置１０２４に表示された持ち球数がゼロになり、遊技球数表示装置１０２４に表示され
ていた持ち球数が計数球数に加算されて、遊技媒体管理装置２０に表示されることとして
もよい。これにより、持ち球を一括で計数球数とすることができるため、すべての持ち球
を計数する場合に、遊技者の操作が容易である。また、計数スイッチ１０２３を１回操作
するだけですべての持ち球を一括で計数するようにしてもよい。また、第１液晶表示装置
１０２において、計数球に変換する持ち球の数を設定できることとしてもよい。これによ
り、遊技者は任意の数の持ち球を容易に計数球に変換することができる。
【００７７】
　遊技球１９は各入賞口を通過して磨き装置１２２に到達するか、各入賞口を通過せずに
遊技領域１６０の下部に形成されたアウト口１６６を通過して磨き装置１２２に到達する
かのいずれかである。したがって、各入賞センサ１０６１およびアウト口センサ１００６
の検出信号に基づいて、遊技領域１６０から磨き装置１２２へと到達して循環されるすべ
ての遊技球１９の個数（アウト球数）を検出することができる。なお、アウト球数を検出
する際の各入賞センサ１０６１からの信号は、各入賞口を通過したか否かを示すものであ
り、持ち球の増減数を示すものではない。また、アウト球検出機能は、遊技媒体管理装置
２０が有していてもよい。その場合は、アウト口センサ１００６は、遊技球１９を検出し
た際に、当該検出信号を遊技媒体管理装置２０へ送信することとすればよい。
【００７８】
　また、遊技システム５００は、エラー検出機能を有している。例えば、発射球の検出信
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号およびアウト球の検出信号により、遊技領域１６０に発射された遊技球１９の個数と、
遊技領域１６０から磨き装置１２２へ到達する遊技球１９の個数とを比較することができ
る。すなわち、外部から遊技球１９が遊技領域１６０内へ投入されるような不正行為を検
出することができる。このように、遊技システム５００は、遊技球数オーバーフローエラ
ーを検出することができる。なお、遊技球数オーバーフローエラーは、遊技機１１におい
て、認識できる持ち球数を超えた場合に生じるエラーとしてもよい。例えば、持ち球数が
、遊技球数表示装置１０２４に表示可能な６桁の持ち球を超えた場合に、遊技球数オーバ
ーフローエラーが検出されることとしてもよい。
【００７９】
　また、発射球の検出信号およびアウト球の検出信号により、遊技領域１６０に発射され
た遊技球１９の個数と、遊技領域１６０から磨き装置１２２に到達する遊技球１９の個数
とを比較し、アウト球が検出され続ける一方で発射球が検出されない状態が生じた場合に
は、減算センサエラーを検出することができる。すなわち、遊技球１９が発射装置１１８
において球詰まりしていることを検出することができる。
【００８０】
　また、発射球の検出信号およびアウト球の検出信号により、遊技領域１６０に発射され
た遊技球１９の個数と、遊技領域１６０から磨き装置１２２に到達する遊技球１９の個数
とを比較し、発射球が検出され続ける一方で、発射球に応じたアウト球が検出されない状
態が生じた場合には、入賞センサエラーを検出することができる。すなわち、遊技球１９
が各入賞口等において球詰まりしていることを検出することができる。
【００８１】
　第１液晶表示装置１０２は、球貸に関する遊技者の入力を受け付けるための入力装置で
あると共に、遊技価値の残高を表示する表示装置として機能する。図３に示すように、遊
技機１１の上方には、第１液晶表示装置１０２が設けられている。第１液晶表示装置１０
２の画面上には、再プレイ表示領域１０２ａ、返却表示領域１０２ｂ、球貸表示領域１０
２ｃおよび残高表示領域１０２ｄが形成されている。残高表示領域１０２ｄには、遊技媒
体管理装置２０において、外部から紙幣またはプリペイド媒体等の遊技価値を受け付けた
場合に、その遊技価値のうち持ち球に変換可能である額が表示される。
【００８２】
　再プレイ表示領域１０２ａ、返却表示領域１０２ｂおよび球貸表示領域１０２ｃは、遊
技者の入力を受け付けるための入力用の領域である。第１液晶表示装置１０２が遊技者に
よるタッチ操作がなされた領域が球貸表示領域１０２ｃであることを検出したときは、表
示装置制御基板１０３は、球貸を要求する送信信号を遊技媒体管理装置２０に送信する。
遊技媒体管理装置２０では球貸要求に基づいて、残高を減算すると共に減算した分に対応
する持ち球数を加算する貸出処理を行う。そして、更新された残高は、表示装置制御基板
１０３を介して遊技媒体管理装置２０から第１液晶表示装置１０２へ送信され、残高表示
領域１０２ｄの残高表示が更新される。また、加算された持ち球数は、遊技媒体管理装置
２０から表示基板１０２２へ送信され、遊技球数表示装置１０２４の持ち球の表示が更新
される。
【００８３】
　また、遊技媒体管理装置２０において残高がない状態（例えば、遊技媒体管理装置２０
にプリペイド媒体が挿入されていない場合等）では、球貸表示領域１０２ｃへの入力は無
効となる。このような状態で、球貸表示領域１０２ｃにおける遊技者のタッチ操作を検出
した場合には、不正加算エラーが検出される。なお、残高があり、持ち球への変換が可能
な場合は、球貸表示領域１０２ｃが発光しているように表示し、残高がなく、持ち球への
変換が不可能な場合は、球貸表示領域１０２ｃはやや暗めとなるように表示してもよい。
【００８４】
　また、第１液晶表示装置１０２が遊技者によるタッチ操作がなされた領域が返却表示領
域１０２ｂであることを検出したときは、表示装置制御基板１０３は、遊技の終了を要求
する送信信号を遊技媒体管理装置２０に送信する。そして、遊技媒体管理装置２０は、遊
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技の終了を指示するための送信信号を表示基板１０２２に対して送信する。また、返却表
示領域１０２ｂがタッチ操作された後、１０秒以内に遊技者が計数ボタン１０２５を押下
した場合には、上述したように、持ち球数が一括で計数球数に変換されて遊技媒体管理装
置２０に表示される。
【００８５】
　なお、第１液晶表示装置１０２の再プレイ表示領域１０２ａは、再プレイ貯玉がある場
合にのみ入力の受け付けが有効となる。再プレイ貯玉とは、前日以前に遊戯した際の持ち
球を持ち越すことをいう。再プレイ球の数等の持ち越した持ち球に関する情報は、例えば
、遊技場以外の場所に設置された貯玉サーバに、遊技者を特定できる会員ＩＤ等の情報と
対応付けて記憶されている。遊技者は、例えば、遊技中はこの会員カードを遊技媒体管理
装置２０に挿入しておくこととすればよい。遊技者が、会員カードを遊技媒体管理装置２
０に挿入した状態で再プレイ表示領域１０２ａをタッチ操作することで、遊技媒体管理装
置２０は会員カードに記録された会員ＩＤを読み取り、貯玉サーバより当該会員ＩＤに対
応付けられた、再プレイ球の数等の情報を入手する。遊技媒体管理装置２０はこの情報に
基づいて再プレイ球の数を持ち球数に加算する。
【００８６】
　第１液晶表示装置１０２が遊技者によるタッチ操作がなされた領域が再プレイ表示領域
１０２ａであることを検出したときは、表示装置制御基板１０３において再プレイを要求
する送信信号が遊技媒体管理装置２０へ送信される。そして、遊技媒体管理装置２０は、
再プレイ球数の個数情報に基づいて増加された持ち球数の情報を表示基板１０２２に送信
し、遊技球数表示装置１０２４の持ち球数の表示が更新される。そして、貯玉サーバに記
憶された情報が更新される。
【００８７】
　また、図示していないが、第１液晶表示装置１０２には、画面切り替え領域が表示され
ていることとしてもよい。第１液晶表示装置１０２が遊技者によるタッチ操作がなされた
領域が画面切り替え領域であることを検出したときは、第１液晶表示装置１０２に表示さ
れる内容が切り替えられることとしてもよい。例えば、上述した貸出動作の結果内容や返
却動作の結果内容等の遊技媒体管理装置２０からの情報と、副制御回路１０７から送信さ
れる演出用の画像等の情報とで、切り替えが行われることとしてもよい。
【００８８】
　また、図示していないが、第１液晶表示装置１０２は、遊技媒体管理装置２０に挿入さ
れた会員カードに記録された会員ＩＤ等のカード情報や遊技機１１の遊技情報等を表示可
能であることとしてもよい。これらのカード情報や遊技情報の表示は、第１液晶表示装置
１０２のタッチ操作により、図３に示すような表示態様と切り替えが可能であることとし
てもよい。
【００８９】
　遊技機１１は、電源が投入されると、主制御回路１０６に設けられたＣＰＵの固有ＩＤ
、検知制御回路９９に設けられたＣＰＵの固有ＩＤ、遊技機１１に記憶された遊技機製造
業者コード、上述の認証・通信制御回路３００等の実現に用いられるセキュリティチップ
の製造業者コード、遊技機１１の型式コードおよび遊技場の整合性を判定する。
【００９０】
　第１開放センサ１００２は、本体１９１において、ガラス枠が開放されていることを検
出する。また、第２開放センサ１００３は、本体１９１において、内枠が開放されている
ことを検出する。
【００９１】
　第１電波センサ１００１は、遊技機１１の本体１９１に対する異常な電波を検出する。
【００９２】
　また、遊技機１１は、上記のようなエラーを検知した場合は、エラー報知を行う。エラ
ー報知としては、エラーを検出する基板にもよるが、遊技の停止、遊技媒体管理装置２０
によるエラー情報の表示、スピーカ１０７５によるエラー情報の音声出力、本体演出用の
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第１ＬＥＤ基板１０７４や盤面演出用の第２ＬＥＤ基板１０７６に接続されるＬＥＤの点
灯、アクチュエータ１０７７の駆動およびタッチパネル式である第１液晶表示装置１０２
におけるエラー情報の表示等とすればよい。
【００９３】
　遊技機１１は、遊技媒体管理装置２０に対して、遊技状態の情報を出力する。具体的に
は、遊技機１１は、遊技媒体管理装置２０に対して、アウト球数、入賞により得た持ち球
数、入賞毎に出力される入賞種別（始動口、大当り、小当り、出玉大の大当り、出玉小の
大当り、出玉中の大当り）、大当りかつ時短状態、確変状態、時短状態、不正検出に関す
るセキュリティ、ガラス枠開放状態、内枠開放状態、遊技機エラー時、に関する情報を出
力する。
【００９４】
　電源１０８は、単相交流１００Ｖから遊技機１１に必要な電源を生成する。本実施形態
では、電源１０８は、検知制御回路９９と、副制御回路１０７とに直接電力を供給する。
そして、主制御回路１０６に検知制御回路９９を介して電力を供給する。また、表示装置
制御基板１０３には副制御回路１０７を介して電力を供給する。なお、電力の供給は上述
の態様に限定されるわけではない。
【００９５】
　また、電源１０８は、図示していないバックアップ電源を有している。そのため、電源
がＯＦＦにされても、主制御回路１０６および検知制御回路９９のそれぞれのＲＡＭに記
憶された情報を保持することができる。なお、電源１０８には、図示していないクリアス
イッチが設けられている。クリアスイッチを操作することにより、主制御回路１０６およ
び検知制御回路９９のそれぞれのＲＡＭに記憶された情報を初期化することができる。
【００９６】
　具体的には、主制御回路１０６のＲＡＭにおいて保持される内容は、大当り状態（ラウ
ンド回数含む）、高確率・時短状態、保留メモリ（特別図柄、普通図柄）の乱数値、エラ
ー状態、検知制御回路９９への未送信コマンドデータ、普通電動役物および特別電動役物
、である。また、検知制御回路９９のＲＡＭにおいて保持される内容は、持ち球数、エラ
ー状態、遊技媒体管理装置２０への未送信コマンドデータ、遊技台情報、遊技情報および
遊技媒体管理装置２０に挿入された会員カードのカード情報等、である。
【００９７】
　発射ソレノイド１０１８は、発射装置１１８に設けられ、検知制御回路９９からの駆動
制御信号に応じて遊技球１９の発射を行うための動作を行う。発射ソレノイド１０１８を
駆動するための駆動制御信号は、遊技者によってハンドル１０２６（図３参照）が操作さ
れることにより出力される。タッチセンサ１００９は、ハンドル１０２６の周縁に設けら
れており、遊技者がハンドル１０２６を握持した場合にはタッチセンサ１００９にも触れ
ることとなるような位置に配置されている。したがって、タッチセンサ１００９からの検
出信号により、遊技者がハンドル１０２６を握持しているか否かの検出を行うことができ
る（タッチ検出）。
【００９８】
　ハンドル１０２６は、回転可能なように本体１９１に設置されている。また、ハンドル
１０２６は、回転させた場合に、時計回りの反対方向へ付勢力が働くように設置されてい
る。したがって、ハンドル１０２６を回転させて手を離すと、ハンドル１０２６は回転し
て元の位置に戻る。
【００９９】
　ハンドル１０２６には、時計回り方向への回転角度に応じた検出信号を出力するハンド
ルボリューム１００７が設けられている。このハンドルボリューム１００７から出力され
る信号に応じて、発射装置１１８からの遊技球１９の発射強度が変更される。
【０１００】
　また、ハンドル１０２６には保持レバー１０２６ａが設けられており、遊技者が保持レ
バー１０２６ａを操作することで、ハンドル１０２６の回転位置が固定される。すなわち
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、ハンドル１０２６を回転させて、所望の位置で保持レバー１０２６ａを操作することに
より、ハンドル１０２６から手を離してもハンドル１０２６が回転することがなく、その
位置で保持される。これにより、長時間にわたる遊技による疲労を軽減することができる
。
【０１０１】
　さらに、図示していないが、ハンドル１０２６はスイング移動構造を有しており、ハン
ドル１０２６を上下左右にスイング移動させることができる。つまり、ハンドル１０２６
は一般的には、本体１９１に対して略垂直方向に突出しているが、スイング移動構造を有
することから、本体１９１に対してハンドル１０２６が傾斜するように配置することがで
きる。これにより、遊技者はハンドル１０２６の操作において操作しやすいように、ハン
ドル１０２６を適度にスイング移動させることができる。
【０１０２】
　また、停止スイッチ１００８は、例えばハンドル１０２６の近傍に設けられている。検
知制御回路９９は停止スイッチ１００８からの検出信号を受信した場合は、ハンドルボリ
ューム１００７から検出信号を受信している場合でも、発射ソレノイド１０１８の動作を
停止させる。つまり、遊技者が停止スイッチ１００８を操作している場合は、ハンドル１
０２６が回転させられていても、発射装置１１８から遊技球１９が発射されることはない
。なお、ハンドル１０２６が回転させられていても、タッチセンサ１００９からの検出信
号が出力されていない場合すなわち遊技者がハンドル１０２６を握持していない場合、お
よび、ハンドル１０２６の回転角度が小さすぎる場合には、発射装置１１８から遊技球１
９が発射されることはない。
【０１０３】
　ここで、発射装置１１８について図を用いて説明する。図７は、本実施形態に係る遊技
機の発射装置について説明するための図である。また、図８は、本実施形態に係る遊技機
の発射装置の平面図である。
【０１０４】
　図７に示すように、発射装置１１８は、発射ソレノイド１０１８、発射台１１１１、発
射杵１１１２および支持軸１１１３を有している。発射杵１１１２はその上端部が支持軸
１１１３に支持されており、支持軸１１１３を回転中心として回転可能に設置されている
。発射ソレノイド１０１８は発射杵１１１２の近傍に配置されている。発射ソレノイド１
０１８が検知制御回路９９により駆動させられることにより、発射杵１１１２は発射ソレ
ノイド１０１８に引き寄せられて、回転駆動する。発射杵１１１２が発射ソレノイド１０
１８に引き寄せられることにより遊技球１９を打撃し、遊技球１９が発射装置１１８から
斜め上方へと発射される。発射台１１１１は発射杵１１１２により打撃される遊技球１９
の待機位置である。遊技球１９が発射台１１１１に配置された状態で、発射杵１１１２の
反対側が発射方向であり、開放されている。
【０１０５】
　図８に示すように、発射装置１１８は、上述した部材以外に、球入口１１１４、発射装
置入口センサ１０１０、球通路１１１５、球送りソレノイド１０１７および減算センサ１
０１１を有している。遊技球１９は、球送りソレノイド１０１７によって発射台１１１１
へ送り出される。揚送装置１３３によって遊技機上部へ搬送された遊技球１９は球入口１
１１４に導かれる。さらに、球通路１１１５を通過し、待機位置にて待機する。球通路１
１１５に設けられた発射装置入口センサ１０１０は、遊技球１９が球通路１１１５を通過
することにより検出信号を出力する。遊技者がハンドル１０２６を操作した場合は、検知
制御回路９９により球送りソレノイド１０１７が駆動させられ、図示していない球送り杵
が発射台１１１１の方向（図８では下方向）へと、待機状態の遊技球１９を押し出す。こ
れにより、遊技球１９が発射台１１１１へ移動する。また、待機位置から発射台１１１１
への経路には減算センサ１０１１が設けられており、発射台１１１１へ移動する遊技球１
９を検出する。減算センサ１０１１によって、遊技球１９が検出された場合には、持ち球
数が１減算される。
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【０１０６】
　図３に示すように、遊技領域１６０において、始動口１６１や大入賞口１６４等の各入
賞口、または、アウト口１６６を通過した遊技球１９は、ガイド経路１６７を経由して磨
き装置１２２に案内される。
【０１０７】
　ここで、磨き装置１２２について説明する。磨き装置１２２の詳細は図示していないが
、磨き装置１２２は筐体と筐体に着脱自在な着脱ユニットとを有している。筐体には、ガ
イド経路１６７によって案内された遊技球１９を筐体の内部へ導くための球入口が形成さ
れている。球入口には、遊技球１９が投入されたことを検出する磨き装置入口センサ１０
１６が設けられている。筐体の前面側には、着脱ユニットを嵌め込むための嵌合凹部が形
成されている。また、嵌合凹部の内側には、遊技球１９の搬送経路となるガイド溝が形成
されている。また、球入口とガイド溝との間には遊技球１９を導くために入口案内経路が
形成されている。また、ガイド溝の端部には、球出口が形成されている。ガイド溝には、
ガイド溝に沿って遊技球１９を導くためのらせん状のスクリューが設置されている。ガイ
ド溝に導かれた遊技球１９は、このスクリューが回転することによりガイド溝に沿って搬
送され、球出口へと導かれる。
【０１０８】
　着脱ユニットは、遊技球１９を磨くための布を有している。当該布の一部は着脱ユニッ
トの外部に露呈しており残りは着脱ユニットの内部に設置されている。磨き装置１２２に
設けられた着脱ユニットモータ１０２０が駆動することにより、この布は一定方向に送ら
れ、外部に露呈される部分が変化する。つまり、着脱ユニットモータ１０２０が駆動する
ことにより、露呈された布が着脱ユニット内部へと送られていき、それに伴って、着脱ユ
ニット内部から布の新たな部分が外部に送られてくる。
【０１０９】
　着脱ユニットを筐体の嵌合凹部に嵌め込むことにより、ガイド溝１２０４の開放された
側に露呈された布が押し付けられる態様となる。つまり、スクリューが回転することによ
り遊技球１９がガイド溝に沿って搬送されている際に、遊技球１９が布に接触することと
なる。なお、筐体には、着脱ユニットが嵌合凹部に嵌め込まれていることを検出する着脱
ユニットセンサ１０１４が設けられている。磨き装置１２２は、さらに検知制御回路９９
によって制御される着脱ユニットモータ１０２０および磨きモータ１０２１を有する。
【０１１０】
　着脱ユニットが筐体の嵌合凹部に嵌め込まれている状態で、着脱ユニットモータ１０２
０および磨きモータ１０２１が駆動する。これにより、布は移動し始め、スクリューは回
転し始める。スクリューが回転することにより、遊技球１９がガイド溝に沿って搬送され
る。この際に、布は、遊技球１９の搬送方向とは逆方向に移動される。ガイド溝に沿って
搬送される遊技球１９は、遊技球１９の搬送方向とは逆方向に移動される布と接触するこ
とにより、遊技球１９が布により擦られて、遊技球１９は磨かれる。このように、遊技球
１９は、布によって磨かれながらガイド溝を搬送され、球出口から排出されて、揚送装置
１３３に導かれる。なお、着脱ユニットモータ１０２０および磨きモータ１０２１は、磨
き装置入口センサ１０１６によって遊技球１９が検出されたことを契機に駆動される。磨
きモータセンサ１０１５は磨きモータ１０２１の駆動を検出する。これにより、磨きモー
タ１０２１が正常に回転駆動されているかを検出することができる。
【０１１１】
　揚送装置について図を用いて説明する。図９は、本実施形態に係る遊技機の揚送装置に
ついて説明するための図である。図１０は、本実施形態に係る遊技機の揚送装置の動作に
ついて説明するための図である。
【０１１２】
　図９および図１０に示すように、揚送装置１３３は、球入口１３０１、球出口１３０２
、揚送部１３０３、スクリュー１３０４、揚送装置入口センサ１０１２および揚送モータ
１０１９を有している。また、揚送装置１３３は、揚送モータセンサ基板１０１３を備え
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ている。球入口１３０１には、磨き装置１２２によって搬送された遊技球１９が導かれる
。揚送装置入口センサ１０１２は、球入口１３０１に導入された遊技球１９を検出する。
揚送装置入口センサ１０１２による遊技球１９の検出に応じて揚送モータ１０１９が駆動
する。揚送部１３０３の内側に設けられたらせん状のスクリュー１３０４には、下部に設
けられたギアを介して、揚送モータ１０１９からの動力が伝達される。球入口１３０１を
通過した遊技球１９は、さらに球通路（図示せず）を通過して、筒状の揚送部１３０３の
下部に到達する。スクリュー１３０４は揚送モータ１０１９により回転しており、遊技球
１９はスクリュー１３０４により上方へ搬送される。揚送モータセンサ基板１０１３は、
揚送モータ１０１９の駆動を検出する。これにより、揚送モータ１０１９が正常に回転駆
動されているかを検出することができる。
【０１１３】
　スクリュー１３０４によって、揚送部１３０３の上部に到達した遊技球１９は、揚送部
１３０３の上側に設けられた球出口１３０２から排出され、球出口１３０２と連通された
発射装置１１８の球入口１１１４に導かれる。そして、遊技球１９は発射装置１１８に送
られる。
【０１１４】
　また、遊技システム５００は、遊技領域１６０における遊技球１９の数を管理している
。検知制御回路９９に接続される適正数センサ１００５は、遊技領域１６０内にある遊技
球１９の数が適正量か否かを検出する。遊技機１１内に５０個の遊技球１９が循環してい
るとすると、例えば遊技領域１６０内に存在する遊技球が１０個以下である場合を適正量
とし、遊技領域１６０内に存在する遊技機１１が１０個を超えると検出信号を出力し、異
常であることを知らせる。また、検知制御回路９９に接続される遊技球ゼロセンサ１００
４は、遊技領域１６０内に遊技球１９がない場合に検出信号を出力する。
【０１１５】
　検知制御回路９９は、接続された各種センサ等に基づき、省電力状態へ移行する。例え
ば、タッチセンサ１００９によって、所定の期間、遊技者がハンドル１０２６を握持して
いないことを検出した場合、省電力状態へ移行すればよい。例えば、副制御回路１０７に
接続された各種演出デバイスをＯＦＦとしてもよい。また、持ち球が０になった場合、プ
リペイド媒体が未挿入である場合、および現金が投入されていない場合等には、省電力状
態へ移行することとしてもよい。このように、検知制御回路９９は、遊技が行われている
か否かを判定し、遊技機１１を省電力状態に移行することができる。
【０１１６】
　電源１０８は、図示しないバックアップ電源を有している。これにより、夜間等に電源
をＯＦＦにした場合であっても、ＯＦＦにする直前のデータを保持することができる。ま
た、このバックアップ電源により、例えば、第２開放センサ１００３による内枠開放の検
出を継続して実行させてもよい。これにより、夜間に不正行為を行われることも防止する
ことができる。
【０１１７】
　なお、この場合は、内枠が開放された回数等の情報を記憶するものであってもよい。さ
らに、電源が投入された際に、内枠が開放された回数等の情報を、遊技機１１の第１液晶
表示装置１０２等に出力するものであってもよい。
【０１１８】
［遊技機の動作］
　以下に、遊技機１１で実行される処理動作について図を用いて説明する。
【０１１９】
［メイン処理］
　最初に、図１１に示すように、主制御回路１０６におけるＣＰＵ（以下、メインＣＰＵ
）は、ＲＡＭアクセス許可、バックアップ復帰処理、作業領域の初期化等の初期設定処理
を実行する（Ｓ１０）。そして、詳しくは図１３を用いて後述するが、メインＣＰＵは、
特別図柄ゲームの進行、液晶表示装置、特別図柄表示装置に表示される特別図柄、装飾図
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柄に関する特別図柄制御処理を実行する（Ｓ１１）。
【０１２０】
　そして、詳しくは図１６を用いて後述するが、メインＣＰＵは、普通図柄ゲームの進行
、普通図柄表示装置に表示される普通図柄に関する普通図柄制御処理を実行する（Ｓ１２
）。そして、メインＣＰＵは、特別図柄制御処理、普通図柄制御処理の実行の結果にした
がって、特別図柄、普通図柄などの可変表示の表示制御を行う図柄表示装置制御処理を実
行する（Ｓ１３）。
【０１２１】
　このように、メイン処理においては、初期設定処理が終了した後、特別図柄制御処理、
普通図柄制御処理、図柄表示装置制御処理を繰り返し実行することとなる。
【０１２２】
［システムタイマ割込処理］
　また、メインＣＰＵは、メイン処理を実行している状態であっても、メイン処理を中断
させ、システムタイマ割込処理を実行する場合がある。主制御回路１０６には、図示しな
いリセット用クロックパルス発生回路が設けられている。リセット用クロックパルス発生
回路は、所定の周期（例えば２ミリ秒）毎にクロックパルスを発生するものである。メイ
ンＣＰＵは、発生したクロックパルスに応じて、以下のシステムタイマ割込処理を実行す
る。このシステムタイマ割込処理について図１２を用いて説明する。
【０１２３】
　最初に、図１２に示すように、メインＣＰＵは、大当り判定用乱数カウンタ、大当り図
柄決定用乱数カウンタ等の各カウント値を“１”増加するように乱数更新処理を実行する
（Ｓ２０）。そして、メインＣＰＵは、始動口１６１等への遊技球１９の入賞または通過
を検知する入力検出処理を実行する（Ｓ２１）。例えば、入力検出処理は、始動口入賞セ
ンサ１０６１ａから入賞検出信号を受信したことにより実行される。そして、メインＣＰ
Ｕは、主制御回路１０６および副制御回路１０７間等の制御基板間の同期をとるための待
ち時間タイマ、大入賞口１６４の開放時間を計測するための大入賞口開放時間タイマ等、
各種のタイマの更新処理を実行する（Ｓ２２）。そして、各種の変数に基づいて駆動制御
するための信号をソレノイド、モータ等に供給するために、出力処理を実行する（Ｓ２３
）。
【０１２４】
　そして、メインＣＰＵは、各種のコマンドを検知制御回路９９や副制御回路１０７に供
給するコマンド出力処理を実行する（Ｓ２４）。この処理が終了した場合には、本サブル
ーチンを終了し、割込発生前のアドレスへ復帰し、メイン処理を実行させる。なお、各入
賞口を遊技球１９が通過することに基づいて行われる入賞による持ち球の加算は、上述の
通り、遊技媒体管理装置２０によって行われる。すなわち、始動口入賞センサ１０６１ａ
を含む入賞センサ１０６１から、主制御回路１０６を介さず遊技媒体管理装置２０へ増減
数検出信号が送信され、遊技媒体管理装置２０において払出処理が実行される。
【０１２５】
［特別図柄制御処理］
　図１１の特別図柄制御処理について図１３を用いて説明する。なお、図１３において、
各処理の側方に記載された数値は、それら各処理に対応する制御状態フラグを示し、その
制御状態フラグの数値に応じて、その数値に対応する一つのステップが実行され、特別図
柄ゲームが進行することとなる。
【０１２６】
　最初に、図１３に示すように、メインＣＰＵは、制御状態フラグをロードする処理を実
行する（Ｓ３０）。
【０１２７】
　なお、後述する各処理において、メインＣＰＵは、制御状態フラグの値に基づいて、各
ステップにおける各種の処理を実行するか否かを判断することとなる。この制御状態フラ
グは、特別図柄ゲームの遊技の状態を示すものであり、各処理のいずれかを実行可能にす
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るものである。また、それに加えて、メインＣＰＵは、各ステップに対して設定された待
ち時間タイマ等に応じて決定される所定のタイミングで各ステップにおける処理を実行す
る。
【０１２８】
　なお、この所定のタイミングに至る前においては、各ステップにおける処理を実行する
ことなく終了することとなり、他のサブルーチンを実行することとなる。もちろん、所定
の周期でシステムタイマ割込処理も実行する。
【０１２９】
　そして、メインＣＰＵは、特別図柄記憶チェック処理を実行する（Ｓ３１）。詳しくは
図１５を用いて後述するが、メインＣＰＵは、制御状態フラグが特別図柄記憶チェックを
示す値（００）である場合に、保留個数のチェックを行い、保留個数がある場合に、大当
り判定、導出特別図柄、特別図柄の変動パターン等の決定を行う。また、メインＣＰＵは
、特別図柄変動時間管理を示す値（０１）を制御状態フラグにセットし、今回の処理で決
定された変動パターンに対応する変動時間を待ち時間タイマにセットする。つまり、今回
決定された変動パターンに対応する変動時間を経過した後、後述する特別図柄変動時間管
理処理を実行するように設定することとなる。
【０１３０】
　一方、メインＣＰＵは、保留個数がない場合には、デモ画面を表示するためのデモ表示
処理を行う。
【０１３１】
　そして、メインＣＰＵは、特別図柄変動時間管理処理を実行する（Ｓ３２）。この処理
において、メインＣＰＵは、制御状態フラグが特別図柄変動時間管理を示す値（０１）で
あり、変動時間が経過した場合に、特別図柄表示時間管理を示す値（０２）を制御状態フ
ラグにセットし、確定後待ち時間を待ち時間タイマにセットする。つまり、確定後待ち時
間が経過した後、後述する特別図柄表示時間管理処理を実行するように設定することとな
る。
【０１３２】
　そして、メインＣＰＵは、特別図柄表示時間管理処理を実行する（Ｓ３３）。この処理
において、メインＣＰＵは、制御状態フラグが特別図柄表示時間管理を示す値（０２）で
あり、確定後待ち時間が経過した場合に、大当りか否かを判断する。メインＣＰＵは、大
当りである場合に、大当り開始インターバル管理を示す値（０３）を制御状態フラグにセ
ットし、大当り開始インターバルに対応する時間を待ち時間タイマにセットする。つまり
、大当り開始インターバルに対応する時間が経過した後、後述する大当り開始インターバ
ル管理処理を実行するように設定することとなる。
【０１３３】
　一方、メインＣＰＵは、大当りではない場合に、特別図柄ゲーム終了を示す値（０８）
をセットする。つまり、後述する特別図柄ゲーム終了処理を実行するように設定すること
となる。
【０１３４】
　そして、メインＣＰＵは、大当りであると判別した場合には、大当り開始インターバル
管理処理を実行する（Ｓ３４）。この処理において、メインＣＰＵは、制御状態フラグが
大当り開始インターバル管理を示す値（０３）であり、その大当り開始インターバルに対
応する時間が経過した場合に、大入賞口１６４を開放させるために、主制御回路１０６の
ＲＯＭから読み出されたデータに基づいて、主制御回路１０６のＲＡＭに位置付けられた
変数を更新する。メインＣＰＵは、大入賞口開放中を示す値（０４）を制御状態フラグに
セットするとともに、開放上限時間（例えば３０秒）を大入賞口開放時間タイマにセット
する。つまり、後述する大入賞口開放中処理を実行するように設定することとなる。
【０１３５】
　そして、メインＣＰＵは、大入賞口開放中処理を実行する（Ｓ３５）。この処理におい
て、メインＣＰＵは、制御状態フラグが大入賞口開放中を示す値（０４）である場合に、
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大入賞口入賞カウンタが所定数以上であるという条件、開放上限時間を経過した（大入賞
口開放時間タイマが“０”である）という条件のいずれかを満たす（所定の閉鎖条件が成
立した）か否かを判断する。
【０１３６】
　メインＣＰＵは、いずれかの条件を満たした場合に、大入賞口１６４を閉鎖させるため
に、メインＲＡＭに位置付けられた変数を更新する。そして、メインＣＰＵは、大入賞口
内残留球監視を示す値（０５）を制御状態フラグにセットする。メインＣＰＵは、大入賞
口内残留球監視時間を待ち時間タイマにセットする。つまり、大入賞口内残留球監視時間
が経過した後、後述する大入賞口内残留球監視処理を実行するように設定することとなる
。
【０１３７】
　そして、メインＣＰＵは、大入賞口内残留球監視処理を実行する（Ｓ３６）。この処理
において、メインＣＰＵは、制御状態フラグが大入賞口内残留球監視を示す値（０５）で
あり、大入賞口内残留球監視時間が経過した場合に、大入賞口開放回数カウンタが大入賞
口開放回数最大値以上である（最終ラウンドである）という条件を満たすか否かを判断す
る。
【０１３８】
　メインＣＰＵは、この条件を満たした場合に、大当り終了インターバルを示す値（０７
）を制御状態フラグにセットし、大当り終了インターバルに対応する時間を待ち時間タイ
マにセットする。つまり、大当り終了インターバルに対応する時間が経過した後、後述す
る大当り終了インターバル処理の処理を実行するように設定することとなる。
【０１３９】
　一方、メインＣＰＵは、この条件を満たさない場合に、大入賞口再開放待ち時間管理を
示す値（０６）を制御状態フラグにセットする。また、メインＣＰＵは、ラウンド間イン
ターバルに対応する時間を待ち時間タイマにセットする。つまり、ラウンド間インターバ
ルに対応する時間が経過した後、後述する大入賞口再開放前待ち時間管理処理を実行する
ように設定することとなる。
【０１４０】
　そして、メインＣＰＵは、大入賞口開放回数カウンタが大入賞口開放回数最大値以上で
はないと判別した場合に、大入賞口再開放前待ち時間管理処理を実行する（Ｓ３７）。こ
の処理において、メインＣＰＵは、制御状態フラグが大入賞口再開放待ち時間管理を示す
値（０６）であり、ラウンド間インターバルに対応する時間が経過した場合に、大入賞口
開放回数カウンタを“１”増加するように記憶更新する。メインＣＰＵは、大入賞口開放
中を示す値（０４）を制御状態フラグにセットする。メインＣＰＵは、開放上限時間（例
えば３０秒）を大入賞口開放時間タイマにセットする。つまり、上述した大入賞口開放中
処理を再度実行するように設定することとなる。
【０１４１】
　そして、メインＣＰＵは、大入賞口開放回数カウンタが大入賞口開放回数最大値以上で
あると判別した場合に、大当り終了インターバル処理を実行する（Ｓ３８）。この処理に
おいて、メインＣＰＵは、制御状態フラグが大当り終了インターバルを示す値（０７）で
あり、大当り終了インターバルに対応する時間が経過した場合に、特別図柄ゲーム終了を
示す値（０８）を制御状態フラグにセットする。つまり、後述する特別図柄ゲーム終了処
理を実行するように設定することとなる。
【０１４２】
　そして、メインＣＰＵは、大当り図柄が確変図柄である場合には、確変状態に移行させ
る制御を行うとともに、大当り図柄が非確変図柄である場合には、通常遊技状態に移行さ
せる制御を行うこととなる。
【０１４３】
　そして、メインＣＰＵは、大当り遊技状態が終了した場合、または、はずれとなった場
合には、特別図柄ゲーム終了処理を実行する（Ｓ３９）。この処理において、メインＣＰ
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Ｕは、制御状態フラグが特別図柄ゲーム終了を示す値（０８）である場合に、保留個数を
示すデータ（始動記憶情報）を“１”減少するように記憶更新する。そして、メインＣＰ
Ｕは、次回の変動表示を行うために、特別図柄記憶領域の更新を行う。メインＣＰＵは、
特別図柄記憶チェックを示す値（００）をセットする。つまり、上述した特別図柄記憶チ
ェック処理を実行するように設定することとなる。この処理が終了した場合には、本サブ
ルーチンを終了する。
【０１４４】
　上述したように、制御状態フラグをセットすることにより、特別図柄ゲームが実行され
ることとなる。具体的には、メインＣＰＵは、図１４に示すように、大当り遊技状態では
ない場合において、大当り判定の結果がハズレであるときには、制御状態フラグを“００
”、“０１”、“０２”、“０８”と順にセットすることにより、図１３に示す特別図柄
記憶チェック処理、特別図柄変動時間管理処理、特別図柄表示時間管理処理、特別図柄ゲ
ーム終了処理の処理を所定のタイミングで実行することとなる。
【０１４５】
　また、メインＣＰＵは、大当り遊技状態ではない場合において、大当り判定の結果が大
当りであるときには、制御状態フラグを“００”、“０１”、“０２”、“０３”と順に
セットすることにより、図１３に示す特別図柄記憶チェック処理、特別図柄変動時間管理
処理、特別図柄表示時間管理処理、大当り開始インターバル管理処理の処理を所定のタイ
ミングで実行し、大当り遊技状態への制御を実行することとなる。
【０１４６】
　更に、メインＣＰＵは、大当り遊技状態への制御が実行された場合には、制御状態フラ
グを“０４”、“０５”、“０６”と順にセットすることにより、図１３に示す大入賞口
開放中処理、大入賞口内残留球監視処理、大入賞口再開放前待ち時間管理処理の処理を所
定のタイミングで実行し、大当り遊技を実行することとなる。
【０１４７】
　なお、大当り遊技が実行されている場合において、大当り遊技状態の終了条件が成立し
た場合には、“０４”、“０５”、“０７”、“０８”と順にセットすることにより、図
１３に示す大入賞口開放中処理、大入賞口内残留球監視処理、大当り終了インターバル処
理、特別図柄ゲーム終了処理の処理を所定のタイミングで実行し、大当り遊技状態を終了
することとなる。
【０１４８】
［特別図柄記憶チェック処理］
　図１３の特別図柄記憶チェック処理について図１５を用いて説明する。
【０１４９】
　最初に、図１５に示すように、メインＣＰＵは、制御状態フラグが特別図柄記憶チェッ
クを示す値（００）であるか否かの判断を行う（Ｓ４０）。メインＣＰＵは、制御状態フ
ラグが特別図柄記憶チェックを示す値であると判別した場合（Ｓ４０でＹＥＳ）には、保
留個数が“０”であるか否かの判断を行う（Ｓ４１）。一方、メインＣＰＵは、制御状態
フラグが特別図柄記憶チェックを示す値であるとは判別しなかった場合（Ｓ４０でＮＯ）
には、本サブルーチンを終了する。
【０１５０】
　そして、メインＣＰＵは、保留個数を示すデータが“０”であると判別した場合（Ｓ４
１でＹＥＳ）には、デモ表示処理を実行する（Ｓ４２）。この処理が終了した場合には、
本サブルーチンを終了する。一方、メインＣＰＵは、保留個数を示すデータが“０”であ
るとは判別しなかった場合（Ｓ４１でＮＯ）には、制御状態フラグとして特別図柄変動時
間管理を示す値（０１）をセットする処理を実行する（Ｓ４３）。
【０１５１】
　そして、メインＣＰＵは、大当り判断処理を実行する（Ｓ４４）。この処理において、
メインＣＰＵは、高確率フラグを読み出し、読み出した高確率フラグに基づいて、大当り
の判定値（大当り判定値）の数が異なる複数の大当り判定テーブルから１つの大当り判定
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テーブルを選択する。
【０１５２】
　このように、高確率フラグが所定の値である場合、つまり遊技状態が確変状態である場
合には、大当り遊技状態に移行する確率は、通常時よりも向上することとなる。そして、
メインＣＰＵは、始動入賞時に抽出された大当り判定用乱数値と、選択された大当り判定
テーブルとを参照する。つまり、メインＣＰＵは、遊技者に有利な大当り遊技状態とする
か否かの判定を行うこととなる。
【０１５３】
　そして、メインＣＰＵは、特別図柄決定処理を実行する（Ｓ４５）。この処理において
、メインＣＰＵは、始動入賞時に抽出された大当り図柄用乱数値を読み出し、その大当り
図柄用乱数値と、上述した大当り判定の結果と、に基づいて、特別図柄を決定し、その特
別図柄を示すデータを、主制御回路１０６が有するメインＲＡＭの所定領域に記憶する。
また、メインＣＰＵは、特別図柄を特別の表示態様（大当り図柄が確変図柄となる表示態
様）として決定する場合には、確変状態に移行させる制御を行うこととなる。
【０１５４】
　このように記憶された特別図柄を示すデータは、特別図柄表示装置に供給される。これ
によって、特別図柄表示装置に、特別図柄が導出表示されることとなる。また、このよう
に記憶された特別図柄を示すデータは、主制御回路１０６のメインＣＰＵから副制御回路
１０７のＣＰＵに導出図柄指定コマンドとして供給される。これによって、副制御回路１
０７において、特別図柄に対応する装飾図柄が液晶表示装置に導出表示されることとなる
。
【０１５５】
　そして、メインＣＰＵは、変動パターン決定処理を実行する（Ｓ４６）。この処理にお
いて、メインＣＰＵは、演出条件選択用乱数値を抽出する。メインＣＰＵは、上述したよ
うに決定された特別図柄に基づいて、変動パターンを決定するための変動パターン振分テ
ーブルを選択する。そして、メインＣＰＵは、演出条件選択用乱数カウンタから抽出した
演出条件選択用乱数値と選択した変動パターン振分テーブルとに基づいて、変動パターン
を決定し、メインＲＡＭの所定領域に記憶する。メインＣＰＵは、このような変動パター
ンを示すデータに基づいて、特別図柄の変動表示態様（特に、変動表示時間）を決定する
こととなる。
【０１５６】
　このように記憶された変動パターンを示すデータは、特別図柄表示装置に供給される。
これによって、特別図柄表示装置に、特別図柄が決定した変動パターンで変動表示するこ
ととなる。また、このように記憶された変動パターンを示すデータは、主制御回路１０６
のメインＣＰＵから副制御回路１０７のＣＰＵに変動パターン指定コマンドとして供給さ
れる。副制御回路１０７のＣＰＵは、受信した変動パターン指定コマンドに応じた演出表
示を実行することとなる。
【０１５７】
　そして、メインＣＰＵは、決定した変動パターンに対応する変動時間を待ち時間タイマ
にセットし（Ｓ４７）、今回の変動表示に用いられた記憶領域をクリアする処理を実行す
る（Ｓ４８）。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。
【０１５８】
［普通図柄制御処理］
　図１１の普通図柄制御処理について図１６を用いて説明する。なお、図１６において、
各処理の側方に記載された数値は、それらのステップに対応する普通図柄制御状態フラグ
を示し、その普通図柄制御状態フラグの数値に応じて、その数値に対応する一つのステッ
プが実行され、普通図柄ゲームが進行することとなる。
【０１５９】
　最初に、図１６に示すように、普通図柄制御状態フラグをロードする処理を実行する（
Ｓ５０）。この処理において、メインＣＰＵは、普通図柄制御状態フラグを読み出す。
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【０１６０】
　なお、後述する処理において、メインＣＰＵは、普通図柄制御状態フラグの値に基づい
て、各ステップにおける各種の処理を実行するか否かを判断することとなる。この普通図
柄制御状態フラグは、普通図柄ゲームの遊技の状態を示すものであり、各処理のいずれか
を実行可能にするものである。また、それに加えて、メインＣＰＵは、各ステップに対し
て設定された待ち時間タイマ等に応じて決定される所定のタイミングで各ステップにおけ
る処理を実行する。
【０１６１】
　なお、この所定のタイミングに至る前においては、各ステップにおける処理を実行する
ことなく終了することとなり、他のサブルーチンを実行することとなる。もちろん、所定
の周期でシステムタイマ割込処理も実行する。
【０１６２】
　そして、メインＣＰＵは、普通図柄記憶チェック処理を実行する（Ｓ５１）。この処理
において、メインＣＰＵは、普通図柄制御状態フラグが普通図柄記憶チェックを示す値（
００）である場合に、普通図柄に関する保留個数のチェックを行い、保留個数がある場合
に、当り判定等を行う。そして、メインＣＰＵは、普通図柄変動時間管理を示す値（０１
）を普通図柄制御状態フラグにセットし、今回の処理で決定された変動時間を待ち時間タ
イマにセットする。つまり、今回決定された変動時間を経過した後、後述する普通図柄変
動時間監視処理を実行するように設定するのである。
【０１６３】
　そして、メインＣＰＵは、普通図柄変動時間監視処理を実行する（Ｓ５２）。この処理
において、メインＣＰＵは、普通図柄制御状態フラグが普通図柄変動時間管理を示す値（
０１）であり、変動時間が経過した場合に、普通図柄表示時間監視を示す値（０２）を普
通図柄制御状態フラグにセットし、確定後待ち時間（例えば０．５秒）を待ち時間タイマ
にセットする。つまり、確定後待ち時間が経過した後、後述する普通図柄表示時間監視処
理を実行するように設定するのである。
【０１６４】
　そして、メインＣＰＵは、普通図柄表示時間監視処理を実行する（Ｓ５３）。この処理
において、メインＣＰＵは、普通図柄制御状態フラグが普通図柄表示時間監視を示す値（
０２）であり、確定後待ち時間が経過した場合に、当りか否かを判断する。メインＣＰＵ
は、当りである場合に、普通電動役物開放設定処理を実行し、普通電動役物開放を示す値
（０３）を普通図柄制御状態フラグにセットする。つまり、後述する普通電動役物開放処
理を実行するように設定するのである。
【０１６５】
　一方、メインＣＰＵは、当りではない場合に、普通図柄ゲーム終了を示す値（０４）を
セットする。つまり、後述する普通図柄ゲーム終了処理を実行するように設定するのであ
る。
【０１６６】
　そして、メインＣＰＵは、普通電動役物開放処理を実行する（Ｓ５４）。この処理にお
いて、メインＣＰＵは、普通図柄制御状態フラグが普通電動役物開放を示す値（０３）で
ある場合に、普通電動役物の開放中において所定数の始動入賞があったという条件、普通
電動役物開放時間タイマが“０”であるという条件のいずれかを満たすか否かを判断する
。
【０１６７】
　メインＣＰＵは、いずれかの条件を満たした場合に、普通電動役物である羽根部材を閉
鎖状態にさせるために、メインＲＡＭに位置付けられた変数を更新する。メインＣＰＵは
、普通図柄ゲーム終了を示す値（０４）を普通図柄制御状態フラグにセットする。つまり
、後述する普通図柄ゲーム終了処理を実行するように設定するのである。
【０１６８】
　そして、メインＣＰＵは、普通図柄ゲーム終了処理を実行する（Ｓ５５）。この処理に
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おいて、メインＣＰＵは、普通図柄制御状態フラグが普通図柄ゲーム終了を示す値（０４
）である場合に、普通図柄に関する保留個数を示すデータを“１”減少するように記憶更
新する。メインＣＰＵは、次回の普通図柄の変動表示を行うために、普通図柄記憶領域の
更新を行う。メインＣＰＵは、普通図柄記憶チェックを示す値（００）をセットする。つ
まり、上述した普通図柄制御状態フラグをロードする処理を実行するように設定するので
ある。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。
【０１６９】
［副制御回路メイン処理］
　一方、副制御回路１０７は、副制御回路メイン処理を実行することとなる。この副制御
回路メイン処理について図１７を用いて説明する。なお、この副制御回路メイン処理は、
電源が投入されたときに開始される処理である。
【０１７０】
　最初に、図１７に示すように、副制御回路１０７のＣＰＵ（以下、サブＣＰＵと称す）
は、ＲＡＭアクセス許可、作業領域を初期化等の初期設定処理を実行する（Ｓ６０）。そ
して、サブＣＰＵは、ワークＲＡＭの所定領域に位置付けられた各種の乱数カウンタの乱
数値を更新する乱数更新処理を実行する（Ｓ６１）。
【０１７１】
　そして、詳しくは図１８を用いて後述するが、サブＣＰＵは、受信したコマンドを解析
し、その解析したコマンドに応じたコマンド解析処理を実行する（Ｓ６２）。そして、サ
ブＣＰＵは、遊技領域１６０内に設けられる第２液晶表示装置１０７３における画像の表
示制御を行う表示制御処理を実行する（Ｓ６３）。そして、サブＣＰＵは、スピーカ１０
７５から発生させる音の制御を行う音声制御処理（Ｓ６４）、各種のランプの発光制御を
行うランプ制御処理を実行する（Ｓ６５）。この処理が終了した場合には、再度、乱数更
新処理（Ｓ６１）に処理を移す。
【０１７２】
　このように、副制御回路メイン処理においては、初期設定処理が終了した後、乱数更新
処理からランプ制御処理を繰り返し実行することとなる。
【０１７３】
［コマンド解析処理］
　図１７のコマンド解析処理について図１８を用いて説明する。
【０１７４】
　最初に、図１８に示すように、サブＣＰＵは、コマンドバッファにコマンドが格納され
ているか否かによって、主制御回路１０６からの受信コマンドがあるか否かを判断する（
Ｓ７１）。この処理において、サブＣＰＵは、受信コマンドがあると判別した場合には、
ワークＲＡＭの所定領域に位置付けられたコマンドバッファから、コマンドデータを読み
出す（Ｓ７２）。これ以降の処理については以下に詳しく説明する。一方、サブＣＰＵは
、受信コマンドがないと判別した場合（Ｓ７１でＮＯ）には、本サブルーチンを終了する
。
【０１７５】
　受信コマンドがあると判別した場合（Ｓ７１でＹＥＳ）には、サブＣＰＵは、読み出し
たコマンドデータに基づいて、変動パターン指定コマンドを受信したか否かを判断する（
Ｓ７３）。サブＣＰＵは、変動パターン指定コマンドを受信したと判別した場合（Ｓ７３
でＹＥＳ）には、装飾図柄の変動パターン、背景画像を表示する画像演出パターンなど、
各種の演出パターンを決定する演出パターン決定処理を実行する（Ｓ７４）。なお、演出
パターンの決定には、現在行われている演出の状況を検出する演出用センサ１０７２から
の信号および遊技者が演出用ボタン１０７１を操作したことにより出力される信号も考慮
される。この処理が終了した場合には、本サブルーチンを終了する。
【０１７６】
　一方、サブＣＰＵは、変動パターン指定コマンドを受信していないと判別した場合（Ｓ
７３でＮＯ）には、読み出したコマンドデータに基づいて、導出図柄指定コマンドを受信
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したか否かを判断する（Ｓ７５）。サブＣＰＵは、導出図柄指定コマンドを受信したと判
別した場合（Ｓ７５でＹＥＳ）には、導出図柄指定コマンドに基づいて、導出表示させる
装飾図柄を決定する導出装飾図柄決定処理を実行し（Ｓ７６）、本サブルーチンを終了す
る。一方、サブＣＰＵは、導出図柄指定コマンドを受信していないと判別した場合（Ｓ７
５でＮＯ）には、受信コマンドに対応する演出制御データをセットし（Ｓ７７）、本サブ
ルーチンを終了する。
【０１７７】
［発射処理］
　次に、遊技システム５００において遊技球１９を発射させたときの遊技機１１の主な動
作について、フローチャートを用いて説明する。図１９は、本実施形態の発射処理のフロ
ーチャートである。図１９に示すように、まず、遊技者によるハンドル１０２６への操作
を検出したか否かが判定される（Ｓ３０１）。ハンドル１０２６が操作された場合、ハン
ドルボリューム１００７から検知制御回路９９へ検出信号が出力される。つまり、検知制
御回路９９がハンドルボリューム１００７からの検出信号を受信したか否かで、遊技者に
よるハンドル１０２６への操作を検出したか否かが判定される。ハンドル１０２６への操
作が検出されない場合は（Ｓ３０１でＮＯ）、ステップＳ３０１が再実行される。一方、
ハンドル１０２６への操作が検出された場合は（Ｓ３０１でＹＥＳ）、持ち球数が０であ
るか否かが判定される。（Ｓ３０２）。ステップＳ３０２においては、表示基板１０２２
から持ち球数が０である旨を示す信号を受信しているか否かで持ち球数の判定が行われる
。持ち球数が０である場合は（Ｓ３０２でＹＥＳ）、ステップＳ３０１が再実行される。
つまり、持ち球数が０である場合には、球送りソレノイド１０１７によって遊技球１９が
発射台１１１１へ送られることがなく、遊技球１９は発射装置１１８から発射されない。
【０１７８】
　一方、持ち球数が０ではない場合は（Ｓ３０２でＮＯ）、遊技球発射処理が行われる（
Ｓ３０３）。遊技球発射処理では、球送りソレノイド１０１７（図６、図８参照）が動作
されて遊技球１９が発射台１１１１へ送られる。このときに減算センサ１０１１によって
遊技球１９が検出されることになる。そして、発射ソレノイド１０１８（図６、図７参照
）が、ハンドルボリューム１００７が検出したハンドル１０２６への操作に応じた強度で
動作され、遊技球１９が発射される。
【０１７９】
　そして、図４（ａ）を参照して説明した遊技機側増減数検出信号処理が実行される（Ｓ
３０４）。具体的には、ステップＳ３０３において減算センサ１０１１が遊技球１９を検
出することを契機として、遊技機側増減数検出信号処理が実行される。その後、ステップ
Ｓ３０１が再実行される。
【０１８０】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、上述の実施形態は具体例を例示したに過
ぎず、特に本発明を限定するものではなく、具体的構成などは適宜設計変更可能である。
また、上述の作用および効果は、本発明から生じる最も好適な作用および効果を列挙した
に過ぎず、本発明による作用および効果は、本実施形態に記載されたものに限定されるも
のではない。
【０１８１】
　例えば、本実施形態においては、複数の制御基板を備える構成としたが、例えば、これ
ら複数の制御基板のすべてをワンボードに構成してもよい。
【０１８２】
　なお、上述した実施形態においては、液晶表示装置付きのパチンコ遊技機を例に挙げた
が、これに限らず、羽根モノ、ヒコーキモノと称されるパチンコ遊技機、権利モノと称さ
れるパチンコ遊技機、その他別の態様であってもよい。
【０１８３】
　以下、本発明の一実施形態に係る遊技機について、添付図面を参照しつつ説明する。な
お、本発明に係る遊技機としては、封入式のパチンコ遊技機を含めパチンコ遊技機全般及
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びパチスロ遊技機全般を対象とするが、本実施形態ではそれぞれ図に示す形態のパチンコ
遊技機を想定する。まず、本発明の第２実施形態に係る遊技機について以下に説明する。
【０１８４】
「第２実施形態」
＜遊技機の特徴的構成＞
　図２０～図２４に示すように、本実施形態に係るパチンコ遊技機は、表枠３に特徴的な
構成要素を備えている。表枠３の構成要素としては、表枠ベース板を構成する右側ベース
板３ａａ、左側ベース板３ａｂ及び全体ベース板３ａｃのほか、透明板ユニット７、皿ユ
ニット８、トップ飾り１４、右側装飾部材１５、左側装飾部材１６がある。皿ユニット８
は、全体ベース板３ａｃの下部に取り付けられる。トップ飾り１４は、右側ベース板３ａ
ａ及び左側ベース板３ａｂの上部に取り付けられる。右側装飾部材１５は、右側ベース板
３ａａの下部に取り付けられ、左側装飾部材１６は、左側ベース板３ａｂの下部に取り付
けられる。以下に主たる特徴的な構成要素について図面を参照して説明する。
【０１８５】
＜皿ユニット８について＞
　図２５～図３３に示すように、皿ユニット８は、上皿上部カバー８ａ、下皿カバー８ｂ
、アンダーカバー８ｃ、支持部材８ｄ、第１操作ユニット９Ａ、第２操作ユニット９Ｂ、
スピーカユニット１０、送風機構１１０、発光ユニット１２、上皿１７、下皿１８等を有
する。上皿１７は、支持部材８ｄの上部左寄りの位置に設けられ、第１操作ユニット９Ａ
は、上皿１７の右隣りとなる支持部材８ｄの上部中央の位置に設けられ、第２操作ユニッ
ト９Ｂは、第１操作ユニット９Ａの右隣りとなる支持部材８ｄの上部右寄りの位置に設け
られる。下皿１８は、上皿１７の下方となる支持部材８ｄの下部左寄りの位置に設けられ
、スピーカユニット１０は、下皿１８の右隣りとなる支持部材８ｄの下部中央の位置に設
けられ、送風機構１１０は、スピーカユニット１０の右隣りとなる支持部材８ｄの下部右
寄りの位置に設けられ、発光ユニット１２は、送風機構１１０の右隣りで発射装置２６の
左隣りとなる支持部材８ｄの下部右寄りの位置に設けられる。第１操作ユニット９Ａ、第
２操作ユニット９Ｂ、スピーカユニット１０、送風機構１１０、発光ユニット１２、上皿
１７、及び下皿１８は、第１操作ユニット９Ａ及び第２操作ユニット９Ｂの後述する操作
部材（操作ボタン）や上皿１７及び下皿１８の上面を露出させるように上皿上部カバー８
ａ、下皿カバー８ｂ、アンダーカバー８ｃにより覆われる。上皿上部カバー８ａ、下皿カ
バー８ｂの一部、アンダーカバー８ｃは、着脱自在となっている。
【０１８６】
［上皿１７及び下皿１８］
　上皿１７は、遊技球を貯留可能な上皿本体１７ｐ等のほか、上皿本体１７ｐに遊技球を
払い出すための払出口１７０を有する。下皿１８は、遊技球を貯留可能な下皿本体１８ｐ
等のほか、下皿本体１８ｐに遊技球を排出するための排出口１８０や、下皿本体１８ｐの
下方外部に遊技球を落下させるための球抜き部１８１を有する。
【０１８７】
［第１操作ユニット９Ａ］
　第１操作ユニット９Ａは、遊技者が操作可能な操作部材（操作ボタン）２０００のほか
、押下検出センサ２０３５（図示略）や電飾基板２１８３（図示略）等を有する。第１操
作ユニット９Ａの操作部材２０００は、上皿上部カバー８ａの中央に設けられた開口から
露出し、操作部材２０００の押圧操作面が円形状に形成されている。この操作部材２００
０は、後述する演出抽選テーブル（図４１参照）から明らかなように、比較的使用頻度が
高い操作演出用のボタンとして設けられている。押下検出センサ２０３５及び電飾基板２
１８３は、専用の図示しないハーネス等の配線を介して後述するサブ制御基板３３（図４
０参照）に接続されている。これにより、操作部材２０００の押下操作に際しては、押下
検出センサ２０３５による操作信号がサブ制御基板３３に供給される。
【０１８８】
［第２操作ユニット９Ｂ］
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　第２操作ユニット９Ｂは、球貸ボタン２３や返却ボタン２４とともに、遊技者が操作演
出に際して操作するための押圧ボタン３０００や遊技者が選択操作するための十字ボタン
３１００を共通基板３２００に実装して構成されたものである。球貸ボタン２３、返却ボ
タン２４、押圧ボタン３０００、及び十字ボタン３１００は、それぞれに対応して共通基
板３２００に設けられた押下検出センサにより変位動作が検出される。共通基板３２００
は、図示しないハーネス等の配線を介して後述するサブ制御基板３３やカードユニット装
置ＣＵ（図４０参照）に接続されている。これにより、球貸ボタン２３や返却ボタン２４
の押下操作に際しては、共通基板３２００から押下検出センサによる球貸操作信号や返却
操作信号がカードユニット装置ＣＵに供給される一方、押圧ボタン３０００や十字ボタン
３１００の押下操作に際しては、共通基板３２００から押下検出センサによる演出操作信
号や選択操作信号がサブ制御基板３３に供給される。このような第２操作ユニット９Ｂの
押圧ボタン３０００は、上皿上部カバー８ａの右寄りの位置に設けられた開口から露出し
、押圧ボタン３０００の押圧操作面が四角形状に形成されている。この押圧ボタン３００
０は、後述する演出抽選テーブル（図４１参照）から明らかなように、比較的使用頻度が
低い操作演出用のボタンとして設けられている。ここで、十字ボタン３１００と押圧ボタ
ン３０００とは、共に直線状の辺を備えた略四角形状で構成され、直線状の辺が互いに対
向して配置されている。
【０１８９】
［スピーカユニット１０］
　スピーカユニット１０は、低音域の音を増幅するバスレフ型のものであり、スピーカ１
０ｃ及びエンクロージャ１０ｅを有する。スピーカ１０ｃは、エンクロージャ１０ｅの前
面に設けられており、下皿カバー８ｂの前面中央部に設けられたスピーカカバー１０ｋに
よってスピーカ１０ｃの前部が覆われる。スピーカ１０ｃの前部で発生した音は、スピー
カカバー１０ｋを通って遊技者に直接伝わる一方、スピーカ１０ｃの後部で発生した音は
、エンクロージャ１０ｅの内部に一旦籠る。
【０１９０】
　エンクロージャ１０ｅは、スピーカ１０ｃの後部から発生した音をその前部から発生し
た音と干渉させないように封じ込めるものであり、比較的大きな容積をもつように形成さ
れている。図３３に示すように、エンクロージャ１０ｅの左上部１０ｅａは、下皿１８の
右側上方まで迫り出すように形成されている。また、エンクロージャ１０ｅの左上部１０
ｅａは、上皿本体１７ｐの底部と接触するように配置される。さらに、エンクロージャ１
０ｅの左下部１０ｅｂは、下皿本体１８ｐの右端部と接触するように配置される。
【０１９１】
　図３５に示すように、エンクロージャ１０ｅの右下端部には、内部に設けられた導管（
図示略）へと通じる開口１０ｅｃが設けられている。このような導管及び開口１０ｅｃは
、いわゆるヘルムホルツ共鳴の原理により、スピーカ１０ｃの後部からエンクロージャ１
０ｅの内部に発せられた音を共振・増強しつつ外部へと伝播する。開口１０ｅｃから外部
へと伝播する音は、スピーカ１０ｃの前部から発せられた音と重なることにより、豊かで
力強い低音として感じられる。また、スピーカ１０ｃから音が発生する際には、その音の
発生に連動して開口１０ｅｃから外部へと空気が流出する。スピーカ１０ｃから音が発生
していない状態では、開口１０ｅｃから外部へと空気が流出しない。
【０１９２】
　このようなスピーカユニット１０によれば、エンクロージャ１０ｅの左上部１０ｅａが
部分的に膨出した形状であるので、例えば直方体状のエンクロージャよりも容積を十分確
保することができ、スピーカ１０ｃから十分な音圧で迫力のある低音を発生させることが
できる。
【０１９３】
　また、スピーカ１０ｃから音を発生させる際には、それと同時にエンクロージャ１０ｅ
の開口１０ｅｃから外部へと十分な風圧で風を送出することができる。
【０１９４】
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　さらに、スピーカ１０ｃで音を発生させる際には、エンクロージャ１０ｅ全体が音圧に
応じて振動するが、エンクロージャ１０ｅの左上部１０ｅａ及び左下部１０ｅｂが上皿本
体１７ｐ及び下皿本体１８ｐの一部と接触しているので、その振動が上皿本体１７ｐや下
皿本体１８ｐ全体にも伝わる。これにより、上皿本体１７ｐや下皿本体１８ｐに多くの遊
技球が貯留されている場合にあっても、払出口１７０や排出口１８０から出てくる遊技球
の球詰まりを振動によって効果的に防ぐことができる。
【０１９５】
［送風機構１１０］
　送風機構１１０は、エンクロージャ１０ｅの開口１０ｅｃから送出される風の方向を切
り替えるものであり、エンクロージャ１０ｅの右側面に隣接して配置される。図３６及び
図３８に示すように、送風機構１１０は、左右に２分割可能なカバー部材１１０Ａ，１１
０Ｂ、ソレノイド１１１、スライド部材１１２、リンク部材１１３、バネ１１４、開閉部
材１１５、及び開閉検知センサ１１６を有する。ソレノイド１１１、スライド部材１１２
、リンク部材１１３、バネ１１４、開閉部材１１５、及び開閉検知センサ１１６は、カバ
ー部材１１０Ａ，１１０Ｂの内部に収容される。
【０１９６】
　図３８及び図３９に示すように、カバー部材１１０Ａには、エンクロージャ１０ｅの開
口１０ｅｃからまっすぐ向かう方面を開閉部材１１５が閉鎖・開放可能な空間部１１０ａ
が設けられている。空間部１１０ａの下方は、開閉部材１１５の閉鎖・開放に関係なく常
に開放されており、アンダーカバー８ｃに設けられた通気口８ｃａが位置する（図３５参
照）。図３６及び図３８に示すように、カバー部材１１０Ｂには、空間部１１０ａと対向
する位置に開口部１１０ｂが設けられている。開口部１１０ｂの右側には、下皿カバー８
ｂの一部として着脱自在の右下側面カバー８ｂａに設けられた送風口８０が位置する（図
３１、図３４、図３５参照）。これにより、開閉部材１１５が空間部１１０ａを閉鎖した
状態の場合、開口１０ｅｃから送出された風は、開閉部材１１５に当って遮られ、開口部
１１０ｂを抜けることなく空間部１１０ａの下方へと導かれる。空間部１１０ａの下方へ
と導かれた風は、アンダーカバー８ｃの通気口８ｃａを通って外部へと送出される。一方
、開閉部材１１５が空間部１１０ａを開放した状態の場合、開口１０ｅｃから送出された
風は、開閉部材１１５に遮られることなく概ねまっすぐ流れ、空間部１１０ａ及び開口部
１１０ｂを抜けた後、右下側面カバー８ｂａの送風口８０を通って外部へと送出される。
送風口８０と概ねまっすぐ対向する位置には、発射装置２６の発射ハンドル２６ｂが配置
されており、送風口８０から出た風は、発射ハンドル２６ｂを把持する遊技者の手に当た
る。すなわち、開口１０ｅｃから空間部１１０ａ及び開口部１１０ｂ並びに送風口８０を
経て発射ハンドル２６ｂへと風が流れる流路は、概ねまっすぐ形成されるので、発射ハン
ドル２６ｂを握る遊技者の手まで風圧をできる限り弱めることなく風を到達させることが
でき、遊技者に対して確実に風を感じさせることができる。また、開閉部材１１５の閉鎖
・開放状態のいずれにしても、開口１０ｅｃから風と共に送出される音は、送風口８０あ
るいは通気口８ｃａのいずれかを通って外部に放出されるので、ヘルムホルツ共鳴による
音響効果を低減させることなく重低音を十分体感させることができる。
【０１９７】
　図３６～図３９に示すように、ソレノイド１１１は、オン・オフ動作に連動して突出・
退避可能なプランジャ１１１ａを有する。プランジャ１１１ａの先端部は、スライド部材
１１２と連結されている。スライド部材１１２は、水平方向に沿って移動可能にカバー部
材１１０Ａに支持されている。スライド部材１１２には、垂直方向に沿って長く伸びるよ
うに長孔１１２ａが形成されている。この長孔１１２ａには、リンク部材１１３の連結部
１１３ａが移動自在に係止される。リンク部材１１３の基端部１１３ｂは、回転可能にカ
バー部材１１０Ａに支持され、リンク部材１１３の先端部寄りの部位には、バネ１１４の
一端が係止される。バネ１１４の他端は、カバー部材１１０Ａの適部に係止されている。
リンク部材１１３の先端部には、長孔１１３ｃが形成されている。この長孔１１３ｃには
、開閉部材１１５に設けられた連結ピン１１５ａが移動自在に係止される。開閉部材１１
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５は、空間部１１０ａに留まる閉鎖位置と空間部１１０ａからずれた開放位置との間を移
動可能にカバー部材１１０Ａに案内されている。開閉検知センサ１１６は、例えばタッチ
センサあるいは近接センサにより構成され、開閉部材１１５が開放位置にあるとき、リン
ク部材１１３の一部が当接あるいは近接することにより、空間部１１０ａが開放状態にあ
ることを検知する。開閉部材１１５が閉鎖位置にあるとき、リンク部材１１３が開閉検知
センサ１１６から離間することにより、空間部１１０ａが閉鎖状態にあることを検知する
。開閉検知センサ１１６は、サブ制御基板３３と電気的に接続されている。
【０１９８】
　図３６及び図３７に示すように、ソレノイド１１１がオフ状態でプランジャ１１１ａが
突出位置にあるとき、スライド部材１１２が図中左寄りに位置し、リンク部材１１３の先
端部側がバネ１１４によって引っ張られる結果、その先端部の長孔１１３ｃに連結ピン１
１５ａを介して連結された開閉部材１１５は、空間部１１０ａの閉鎖位置に留まり、空間
部１１０ａを閉鎖状態とする。このとき、リンク部材１１３は、開閉検知センサ１１６か
ら離間した位置にあるため、開閉検知センサ１１６からは、閉鎖状態を示す検知信号がサ
ブ制御基板３３に供給される。
【０１９９】
　一方、図３８及び図３９に示すように、ソレノイド１１１がオン状態となると、プラン
ジャ１１１ａが突出位置から退避位置へと移動する。プランジャ１１１ａが退避位置へと
移動すると、スライド部材１１２が図中右側へと移動し、それに伴いリンク部材１１３の
先端部側がバネ１１４の引っ張り力に抗して基端部１１３ｂを軸に反時計回りの方向に回
動する。その結果、リンク部材１１３の長孔１１３ｃに連結ピン１１５ａを介して連結さ
れた開閉部材１１５は、空間部１１０ａから図中右側の退避した位置へと移動し、これに
より空間部１１０ａが開放状態となる。このとき、リンク部材１１３は、開閉検知センサ
１１６と当接あるいは近接するため、開閉検知センサ１１６からは、開放状態を示す検知
信号がサブ制御基板３３に供給される。
【０２００】
　このような送風機構１１０によれば、開口１０ｅｃから送風口８０を経て発射ハンドル
２６ｂへと至る風の流路が概ね直線状となり、この開口１０ｅｃと送風口８０との間に位
置する空間部１１０ａが閉鎖・開放状態に制御され、空間部１１０ａを閉鎖状態とした場
合、開口１０ｅｃからの風の流れを空間部１１０ａの下方に位置する通気口８ｃａへと導
くことができる一方、空間部１１０ａを開放状態とした場合、開口１０ｅｃからの風の流
れを空間部１１０ａから開口部１１０ｂを通ってまっすぐ送風口８０へと直線的に導くこ
とができる。送風口８０を出た風は、さらにまっすぐ直線的に発射ハンドル２６ｂの方へ
と流れ、発射ハンドル２６ｂを把持する遊技者の手に当たることとなる。これにより、重
低音を聞く聴覚とともに皮膚感覚によって風を感じさせることができる。開口１０ｅｃか
らの風が通気口８ｃａへと導かれる場合、通気口８ｃａ付近に遊技者の手が添えられるこ
とはないため、例えば風を感じさせずに聴覚によって重低音のみを感じさせることができ
る。
【０２０１】
［発光ユニット１２］
　発光ユニット１２は、発射ハンドル２６ｂを把持する遊技者の手に照射光を当てるもの
であり、発射ハンドル２６ｂの左斜め上方に配置される。発光ユニット１２は、その詳細
について図示説明を省略するが、発光手段としての複数のＬＥＤ、複数のＬＥＤを搭載し
た発光基板、複数のＬＥＤからの光を所定方向に導くための導光板等を有して構成される
。図３２及び図３３に示すように、発光ユニット１２からの光が導かれる所定方向には、
下皿カバー８ｂの一部として着脱自在の右上側面カバー８ｂｂに設けられた照射窓８１が
設けられている。発光ユニット１２からの光は、照射窓８１を通って発射ハンドル２６ｂ
の方に照射され、発射ハンドル２６ｂを把持する遊技者の手にスポットライトとして映る
。これにより、皮膚感覚に訴える風や聴覚に訴える重低音とは別に、照射光によっても視
覚を刺激して感じさせることができる。
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【０２０２】
［遊技機の電気的構成］
　次に、図４０を用いて、本実施形態に係る遊技機の制御回路について説明する。なお、
図４０においては、「スイッチ」を「ＳＷ」と略記し、「ソレノイド」を「ＳＯＬ」と略
記する。
【０２０３】
　図４０に示すように、遊技機は、遊技の制御を行う主制御手段としての主制御基板２８
と、遊技の進行に応じた演出の制御を行う副制御手段としてのサブ制御基板３３とを有す
る。
【０２０４】
　主制御基板２８は、メインＣＰＵ２８０、読み出し専用メモリであるメインＲＯＭ２８
１、読み書き可能メモリであるメインＲＡＭ２８２、初期リセット回路２８３、Ｉ／Ｏポ
ート２８４、コマンド送信手段としてのコマンド出カポート２８５、リセット用クロック
パルス発生回路２８６、及び遊技情報出力回路２８７を備えている。主制御基板２８は、
各種のデバイス（機器やスイッチ等）と接続されている。
【０２０５】
　メインＣＰＵ２８０は、メインＲＯＭ２８１及びメインＲＡＭ２８２と接続されており
、メインＲＯＭ２８１に記憶されたプログラムにしたがって、各種の処理を実行する機能
を有する。
【０２０６】
　主制御基板２８には、遊技盤１における第１始動口（図示略）の後方に配置された第１
始動口スイッチ３１１が接続されている。第１始動口スイッチ３１１によって遊技球が検
出されると、当り抽選が行われる。
【０２０７】
　主制御基板２８には、遊技盤１における第２始動口（図示略）の後方に配置された第２
始動口スイッチ３１２が接続されている。第２始動口スイッチ３１２によって遊技球が検
出されると、当り抽選が行われる。
【０２０８】
　これらの第１始動口スイッチ３１１及び第２始動口スイッチ３１２は、第１始動口及び
第２始動口に遊技球が入球したことを検出した場合に入賞したとして、所定の検出信号を
主制御基板２８に供給する。
【０２０９】
　主制御基板２８には、遊技盤１における通過ゲート（図示略）の後方に配置された通過
ゲートスイッチ３１４が接続されている。通過ゲートスイッチ３１４によって遊技球が検
出された場合、通過ゲートに遊技球が入賞したとして、普通図柄抽選が行われる。この普
通図柄抽選の結果は、遊技盤１に設けられた普通図柄表示部５Ａにおいて表示される。な
お、普通図柄表示部５Ａにおいて特定の図柄が停止表示された場合には、普通図柄抽選の
結果が当選であることを遊技者に把握させる演出画像が液晶表示装置４の画面上に表示さ
れるようにしてもよい。
【０２１０】
　通過ゲートスイッチ３１４は、通過ゲートを遊技球が通過したことを検出した場合に入
賞したとして、所定の検出信号を主制御基板２８に供給する。これにより、通過ゲートス
イッチ３１４は、第２始動口を開放する契機を与える。
【０２１１】
　主制御基板２８には、遊技盤１に設けられた一般入賞口（図示略）の後方に配置された
一般入賞口スイッチ３１０が接続されている。一般入賞口スイッチ３１０によって遊技球
が検出されると、払出装置３５により予め設定されている数の賞球が行われる。
【０２１２】
　主制御基板２８には、遊技盤１における第１大入賞口（図示略）の奥方に配置された第
１大入賞口カウントスイッチ３１５が接続されている。第１大入賞口カウントスイッチ３
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１５は、第１大入賞口への遊技球の入賞数をカウントするためのものである。第１大入賞
口カウントスイッチ３１５により遊技球の入賞が検出されると、払出装置３５は、予め設
定されている数の遊技球を賞球として払出口１７０又は排出口１８０を通じて上皿１７又
は下皿１８に払い出しを行う。
【０２１３】
　主制御基板２８には、遊技盤１における第２大入賞口（図示略）の奥方に配置された第
２大入賞口カウントスイッチ３１６が接続されている。第２大入賞口カウントスイッチ３
１６は、第２大入賞口への遊技球の入賞数をカウントするためのものである。第２大入賞
口カウントスイッチ３１６により遊技球の入賞が検出されると、払出装置３５は、予め設
定されている数の遊技球を賞球として払出口１７０又は排出口１８０を介して上皿１７又
は下皿１８に払い出しを行う。
【０２１４】
　これらの第１大入賞口カウントスイッチ３１５及び第２大入賞口カウントスイッチ３１
６は、第１大入賞口及び第２大入賞口を遊技球が通過した場合に、所定の検出信号を主制
御基板２８に供給する。
【０２１５】
　主制御基板２８には、第２大入賞口の内部にある特定領域及び非特定領域（図示略）に
配置された特定領域スイッチ３１７Ａ及び非特定領域スイッチ３１７Ｂが接続されている
。特定領域スイッチ３１７Ａは、大当り遊技状態において特定領域を遊技球が通過したこ
とを検出した場合にＶ入賞として、所定の検出信号を主制御基板２８に供給する。非特定
領域スイッチ３１７Ｂは、大当り遊技状態において非特定領域を遊技球が通過したことを
検出した場合に非Ｖ入賞として、所定の検出信号を主制御基板２８に供給する。
【０２１６】
　主制御基板２８は、第１大入賞口を開閉する第１大入賞口シャッタ（図示略）を駆動す
る第１大入賞口ソレノイド３１５Ａと、第２大入賞口を開閉する第２大入賞口シャッタ（
図示略）を駆動する第２大入賞口ソレノイド３１６Ａとを排他的に制御する。これにより
、第１大入賞口シャッタは、第１大入賞口への遊技球の入賞が容易な開放状態（第１態様
）と、遊技球の入賞が不可能又は困難な閉鎖状態（第２態様）とに変動するように駆動さ
れ、第１大入賞口が少なくとも閉鎖状態とされる状況において、第２大入賞口シャッタは
、第２大入賞口への遊技球の入賞が可能な開放状態と、遊技球の入賞が不可能又は困難な
閉鎖状態とに変動するように駆動される。このような第１大入賞口シャッタ及び第２大入
賞口シャッタによる第１大入賞口及び第２大入賞口の開放駆動は、遊技盤１に設けられた
第１特別図柄表示部５Ｃ又は第２特別図柄表示部５Ｄにおいて特別図柄が特定の停止表示
態様となって、大当り遊技状態に移行された場合に行われる。
【０２１７】
　主制御基板２８は、第２始動口に設けられた羽根部材（図示略）を開閉する羽根部材ソ
レノイド３１３を制御する。これにより、普通図柄表示部５Ａにおいて所定の発光態様で
普通図柄が停止表示されたときに、羽根部材が所定の時間、所定の回数だけ開放状態とな
り、第２始動口に遊技球を入りや易くなる。
【０２１８】
　例えば、本実施形態の普通図柄ゲームにおいて、時短遊技状態ではない遊技状態（非確
変・非時短遊技状態）における普通図柄の当り確率は、１／２５６であり、羽根部材が開
放されることはない。一方、高確率状態（時短遊技状態）における普通図柄の当り確率は
、例えば２５５／２５６であり、これに当選した場合に、羽根部材が例えば１．３秒間、
３回開放される。また、普通図柄ゲームにおいて当り図柄となる普通図柄の数は１個であ
り、第２始動口の開放時に上限となる入賞カウント数は１０カウント（１０個）である。
【０２１９】
　主制御基板２８は、第２大入賞口内の特定領域の変位部材（図示略）を開閉するように
動作させる変位部材ソレノイド３１８を制御する。これにより、大当り遊技状態のラウン
ドゲームを実行中にある場合に、変位部材が所定の時間、所定の回数だけ開放状態となり



(45) JP 2021-13513 A 2021.2.12

10

20

30

40

50

、特定領域に対して遊技球が通過し易くなる。一方、大当り遊技状態であっても変位部材
が閉鎖状態となる場合は、特定領域を遊技球が通過不可能又は困難となり、非特定領域を
遊技球が通過し易くなる。
【０２２０】
　第１特別図柄保留表示部５Ｅは、第１特別図柄表示部５Ｃ又は第２特別図柄表示部５Ｄ
が変動表示しているときに、第１始動口スイッチ３１１によって遊技球が検出された場合
、第１特別図柄表示部５Ｃ又は第２特別図柄表示部５Ｄにおいて変動表示中の第１特別図
柄又は第２特別図柄が停止表示されるまで、第１始動口への遊技球の入賞に基づく第１特
別図柄の変動表示の実行（開始）が保留される数、すなわち第１特別図柄に係る保留数を
表示する。変動表示していた第１特別図柄又は第２特別図柄が停止表示された場合には、
第１特別図柄に係る保留数として保留されていた第１特別図柄の変動表示が開始される。
【０２２１】
　第２特別図柄保留表示部５Ｆは、第１特別図柄表示部５Ｃ又は第２特別図柄表示部５Ｄ
が変動表示しているときに、第２始動口スイッチ３１２によって遊技球が検出された場合
、第１特別図柄表示部５Ｃ又は第２特別図柄表示部５Ｄにおいて変動表示中の第１特別図
柄又は第２特別図柄が停止表示されるまで、第２始動口への遊技球の入賞に基づく第２特
別図柄の変動表示の実行（開始）が保留される数、すなわち第２特別図柄に係る保留数を
表示する。変動表示していた第１特別図柄又は第２特別図柄が停止表示された場合には、
第２特別図柄に係る保留数として保留されていた第２特別図柄の変動表示が開始される。
【０２２２】
　ここで、本実施形態のパチンコ遊技機において、第１特別図柄及び第２特別図柄の変動
表示の優先順位は、第２特別図柄の方が第１特別図柄よりも優先するように設定されてい
るが、第１始動口及び第２始動口への入賞順にしたがって、対応する第１特別図柄及び第
２特別図柄を入賞順通りに変動表示させるようにしてもよい。
【０２２３】
　また、特別図柄の変動表示の実行が保留される保留数には、上限数が設定されており、
本実施形態において、メインＣＰＵ２８０は、第１始動口及び第２始動口に遊技球が入賞
して第１始動口スイッチ３１１及び第２始動口スイッチ３１２によって遊技球が検出され
たときの第１特別図柄及び第２特別図柄の変動表示の保留数を、それぞれ最大で４個（す
なわち、４検出回数）まで記憶させており、５個目以降は保留数として記憶させないよう
になっている。この際、特別図柄の変動表示の終了により保留数が減った時には、再び保
留数が４個を上限として加算される。
【０２２４】
　第１特別図柄表示部５Ｃにおける第１特別図柄ゲームの保留数が例えば４個まで保留さ
れる場合、変動中の第１特別図柄表示部５Ｃに対応する特別図柄ゲームの情報は、メイン
ＲＡＭ２８２の第１特別図柄始動記憶領域（０）に始動記憶として記憶され、以降、保留
数が４個分の特別図柄ゲームの情報は、メインＲＡＭ２８２の第１特別図柄始動記憶領域
（１）～（４）に始動記憶として順次記憶される。
【０２２５】
　第２特別図柄表示部５Ｄにおける第２特別図柄ゲームについても同様に、第２特別図柄
ゲームの保留数が例えば４個まで保留される場合、変動中の第２特別図柄表示部５Ｄに対
応する第２特別図柄ゲームの情報は、メインＲＡＭ２８２の第２特別図柄始動記憶領域（
０）に始動記憶として記憶され、以降、保留数が４個分の第２特別図柄ゲームの情報は、
メインＲＡＭ２８２の第２特別図柄始動記憶領域（１）～（４）に始動記憶として順次記
憶される。
【０２２６】
　したがって、第１始動口及び第２始動口への入賞に伴う特別図柄ゲームに係る遊技球の
保留数は、合計で最大８個となり、第１特別図柄保留表示部５Ｅ及び第２特別図柄保留表
示部５Ｆによる保留表示数もそれぞれ４個となる。
【０２２７】



(46) JP 2021-13513 A 2021.2.12

10

20

30

40

50

　第１大入賞口シャッタによる第１大入賞口の開放状態は、第１大入賞口カウントスイッ
チ３１５によるカウント値（遊技球の入賞数）が所定数（例えば、入賞数１０個）となる
か、あるいは予め規定された後述の開放時間を経過するといったいずれか一方の条件を満
たすまで維持される。遊技球の入賞数が所定数となった場合、又は第１大入賞口シャッタ
の開放時間が経過した場合は、第１大入賞口シャッタが第１大入賞口を閉鎖するように駆
動される。
【０２２８】
　第２大入賞口シャッタによる第２大入賞口の開放状態も同様に、第２大入賞口カウント
スイッチ３１６によるカウント値（遊技球の入賞数）が所定数（例えば、入賞数１０個）
となるか、あるいは予め規定された後述の開放時間を経過するといったいずれか一方の条
件を満たすまで維持される。遊技球の入賞数が所定数となった場合、又は第２大入賞口シ
ャッタの開放時間が経過した場合は、第２大入賞口シャッタが第２大入賞口を閉鎖するよ
うに駆動される。
【０２２９】
　大当り遊技状態では、予め設定された大入賞口開閉パターン（当り開閉パターン）に基
づき、第１大入賞口及び第２大入賞口の開放状態と閉鎖状態とが繰り返される。大当り遊
技状態において、第１大入賞口及び第２大入賞口のそれぞれが大入賞口開閉パターン（当
り開閉パターン）に基づいて所定回数にわたり開放状態及び閉鎖状態となる遊技は、「ラ
ウンドゲーム（ラウンド遊技）」という。ラウンドゲーム（ラウンド遊技）は、単にラウ
ンドという場合もある。１回のラウンドゲームにより第１大入賞口又は第２大入賞口が閉
鎖状態とされてから、次回のラウンドゲームとして第１大入賞口又は第２大入賞口が開放
状態となるまでの状態については、「ラウンド間ゲーム」又は「ラウンド間インターバル
」あるいは単に「インターバル」ともいう。１回のラウンドゲームにおいては、第１大入
賞口及び第２大入賞口のそれぞれが複数回にわたり開放状態及び閉鎖状態となる場合があ
る。また、１回のラウンドゲームでは、第１大入賞口及び第２大入賞口の開閉状態が排他
的に制御される。すなわち、１回のラウンドゲームにおいては、一方の大入賞口が所定回
数繰り返し開放状態となる間、他方の大入賞口が継続して閉鎖状態とされる。
【０２３０】
　なお、本実施形態の遊技機には、大当り遊技状態とは異なる性質の遊技状態として、い
わゆる小当り遊技状態が設けられている。小当り遊技状態は、大当り遊技状態とは異なり
ラウンドゲームという概念によって規定されず、本実施形態の小当り遊技状態では、第２
大入賞口が所定回数繰り返し開放状態とされるように規定されている。もちろん、小当り
遊技状態においては、任意あるいは特定の大入賞口を１回あるいは複数回数にわたり繰り
返し開放状態となるように制御してもよい。この小当り遊技状態とは、特別図柄抽選によ
る小当りの当選を契機に移行する遊技状態である。小当り遊技状態に移行する前とその終
了後においては、基本的に遊技状態が変化しない。例えば、非確変遊技状態において小当
り当選となって小当り遊技状態に移行した場合、この小当り遊技状態の終了後の遊技状態
は、小当り遊技状態に移行する前の非確変遊技状態のままであり、確変遊技状態に移行す
ることはない。同様に、確変遊技状態において小当り当選となって小当り遊技状態に移行
した場合、この小当り遊技状態の終了後の遊技状態は、確変遊技状態のゲーム数が残存す
る限り、小当り遊技状態に移行する前の確変遊技状態のままであり、非確変遊技状態に移
行することもない。
【０２３１】
　ラウンドゲームは、１ラウンド、２ラウンドのようにラウンド数（回数）として計数さ
れる。１回のラウンドゲームにおいて、第１大入賞口又は第２大入賞口が所定回数開放状
態となる前に、１ラウンドあたりの上限入賞数に到達した場合は、第１大入賞口及び第２
大入賞口が閉鎖状態となり、残りの開放回数分について第１大入賞口及び第２大入賞口が
開放状態とされることなく、当該ラウンドゲームが終了させられる。
【０２３２】
　また、大当り遊技状態において第２大入賞口が開放状態となる特定のラウンドゲームで
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は、予め設定された作動パターン（変位部材作動パターン）に基づき、変位部材が制御さ
れる。これにより、特定領域は、大当り遊技状態の特定のラウンドゲームにおいて、開放
状態及び閉鎖状態となる。すなわち、特定のラウンドゲームにおいては、特定領域を遊技
球が通過してＶ入賞となる可能がある一方、特定のラウンドゲーム以外のラウンドゲーム
では、仮に第２大入賞口に遊技球が入賞したとしても、特定領域を遊技球が通過不可能又
は困難な状態となる。すなわち、大当り遊技状態の種類には、特定のラウンドゲームを含
む大当り遊技状態と、特定のラウンドゲームを含まない大当り遊技状態とがある。
【０２３３】
　液晶表示装置４の画面上には、第１特別図柄表示部５Ｃ及び第２特別図柄表示部５Ｄに
おいて表示される特別図柄と関連する演出画像が表示される。例えば、第１特別図柄表示
部５Ｃ及び第２特別図柄表示部５Ｄで表示される特別図柄の変動表示中において、特定の
場合を除いて、液晶表示装置４の画面上には、数字からなる図柄（装飾図柄）、例えば、
「０」、「１」、「２」・・・「７」のような数字が３列変動表示される。
【０２３４】
　一方、第１特別図柄表示部５Ｃ及び第２特別図柄表示部５Ｄにおいて変動表示されてい
た特別図柄が停止表示されると、液晶表示装置４の画面上においても装飾図柄が停止表示
される。
【０２３５】
　また、第１特別図柄表示部５Ｃ及び第２特別図柄表示部５Ｄにおいて、変動、停止され
た特別図柄が特定の停止表示態様である場合には、「大当り」であることを遊技者に把握
させる演出画像が液晶表示装置４の画面上に表示される。
【０２３６】
　具体的には、第１特別図柄表示部５Ｃ及び第２特別図柄表示部５Ｄのいずれか一方にお
いて特別図柄が、例えば「大当り」に対応する特定の表示態様で停止表示された場合には
、液晶表示装置４の画面上に表示される演出用の装飾図柄の組み合わせが特定の表示態様
（例えば、複数の図柄列のそれぞれに同一の図柄がすべて揃った状態で停止表示される態
様）となり、さらに、大当り用の演出画像が液晶表示装置４の画面上に表示される。
【０２３７】
　このような主制御基板２８のメインＣＰＵ２８０は、遊技領域１ｐにおける所定の領域
（第１始動口、第２始動口）を遊技球が通過した場合に、遊技者に有利な特別遊技（大当
り遊技状態）を実行するか否かを抽選可能な抽選手段を実現している。
【０２３８】
　メインＲＯＭ２８１は、大当り抽選や図柄抽選等といった各種の処理をメインＣＰＵ２
８０に実行させるためのプログラムや、各種テーブルを記憶している。
【０２３９】
　例えば、図４１に示すように、メインＲＯＭ２８１に記憶されたテーブルとしては、大
当り抽選テーブルや図柄抽選テーブルがある。大当り抽選テーブルは、大当り抽選を乱数
抽選により行う際に用いられ、例えば乱数範囲０～２５５のうち、０～２５４の乱数値が
抽出されるとハズレで、２５５の乱数値が抽出されると大当りの当選となる旨を規定して
いる。図柄抽選テーブルは、大当り当選の際、第１特別図柄（特図１）及び第２特別図柄
（特図２）を乱数抽選により決定付けるために用いられる。このような図柄抽選テーブル
は、例えば、第１特別図柄（特図１）に関し、乱数範囲０～９９のうち、０～３５の乱数
値が抽出されると４Ｒ通常大当りに対応する４Ｒ通常図柄を決定し、３６～６５の乱数値
が抽出されると１６Ｒ通常大当りに対応する１６Ｒ通常図柄を決定し、６６～８５の乱数
値が抽出されると４Ｒ確変大当りに対応する４Ｒ確変図柄を決定し、８６～９９の乱数値
が抽出されると１６Ｒ確変大当りに対応する１６Ｒ確変図柄を決定する旨を規定している
。また、図柄抽選テーブルは、例えば、第２特別図柄（特図１）に関し、乱数範囲０～９
９のうち、０～３３の乱数値が抽出されると４Ｒ確変大当りに対応する４Ｒ確変図柄を決
定し、３４～９９の乱数値が抽出されると１６Ｒ確変大当りに対応する１６Ｒ確変図柄を
決定する旨を規定している。
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【０２４０】
　メインＲＡＭ２８２は、メインＣＰＵ２８０の一時記憶領域として、種々のデータ（フ
ラグ、カウンタ、タイマ、及び変数の値等）を記憶する機能を有する。メインＣＰＵ２８
０の一時記憶領域としては、メインＲＡＭ２８２に代えて、他の読み書き可能な記憶媒体
を用いることもできる。
【０２４１】
　初期リセット回路２８３は、電源投入時においてリセット信号を生成するものであり、
メインＣＰＵ２８０に接続されている。
【０２４２】
　Ｉ／Ｏポート２８４は、各種のデバイスからの入力信号をメインＣＰＵ２８０に、メイ
ンＣＰＵ２８０からの出力信号を各種のデバイスに送信するものである。
【０２４３】
　コマンド出カポート２８５は、メインＣＰＵ２８０からの各種コマンドをサブ制御基板
３３に送信するものである。
【０２４４】
　リセット用クロックパルス発生回路２８６は、タイマ割込処理を実行するためのクロッ
クパルスを所定の周期（たとえば２ｍｓｅｃ）毎に発生するものである。
【０２４５】
　遊技情報出力回路２８７は、外部接続されたホールコンピュータＨＰや外部情報表示装
置ＥＤに各種の情報を出力するためのものである。
【０２４６】
　主制御基板２８に接続される各種のデバイスには、第１大入賞口ソレノイド３１５Ａ、
第２大入賞口ソレノイド３１６Ａ、羽根部材ソレノイド３１３、変位部材ソレノイド３１
８、及び外部端子板３２０が含まれる。
【０２４７】
　外部端子板３２０は、略して外端板と称され、ホール係員を呼び出す機能や大当り回数
を表示するといった機能を有する外部情報表示装置ＥＤ、あるいはホールに設置された複
数の遊技機を管理するホールコンピュータＨＰ等の外部機器との間でデータ通信するため
のものである。
【０２４８】
　主制御基板２８に接続される各種のスイッチには、一般入賞口スイッチ３１０、第１始
動口スイッチ３１１、第２始動口スイッチ３１２、通過ゲートスイッチ３１４、第１大入
賞口カウントスイッチ３１５、第２大入賞口カウントスイッチ３１６、特定領域スイッチ
３１７Ａ、非特定領域スイッチ３１７Ｂ、及びバックアップクリアスイッチ３１９が含ま
れる。
【０２４９】
　バックアップクリアスイッチ３１９は、電断時等における主制御基板２８及び後述する
払出・発射制御基板３４のバックアップデータを、ホール管理者の操作に応じてクリアす
るものである。
【０２５０】
　また、主制御基板２８には、払出・発射制御基板３４を介して、発射装置２６、払出装
置３５、及びカードユニット装置ＣＵが接続されている。
【０２５１】
　主制御基板２８は、払出・発射制御基板３４に賞球制御コマンドを送信する。払出・発
射制御基板３４は、主として発射装置２６及び払出装置３５を制御するものであり、発射
装置２６、払出装置３５、及びカードユニット装置ＣＵが接続されている。
【０２５２】
　カードユニット装置ＣＵは、遊技者の操作に応じて遊技球の貸し出しを要求する信号を
出力する第２操作ユニット９Ｂと接続されており、この第２操作ユニット９Ｂとの間で信
号を送受信可能である。
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【０２５３】
　払出・発射制御基板３４は、主制御基板２８から供給される賞球制御コマンドと、カー
ドユニット装置ＣＵから供給される貸し球制御信号とを受け取り、払出装置３５に対して
所定の信号を送信することにより、払出装置３５に遊技球を払い出させる。払出装置３５
は、例えば、第１始動口又は第２始動口への入賞１個あたり賞球数として３個の遊技球を
払い出し、一般入賞口や第１大入賞口又は第２大入賞口への入賞１個あたり賞球数として
１０個の遊技球を払い出す。
【０２５４】
　払出・発射制御基板３４は、発射装置２６の発射ハンドル２６ｂが遊技者によって把持
され、かつ、時計回りの方向へ回動操作された場合に、その回動量に応じて発射ソレノイ
ド（図示略）に電力を供給し、遊技球を遊技領域１ｐに向けて発射させる制御を行う。
【０２５５】
　サブ制御基板３３は、主制御基板２８に接続されており、主制御基板２８から各種のコ
マンドが供給されるように構成されている。
【０２５６】
　サブ制御基板３３は、主制御基板２８から供給される各種のコマンドに応じて、各種の
制御、主として演出動作に係る制御を行うものであり、サブＣＰＵ３３０、プログラムＲ
ＯＭ３３１、ワークＲＡＭ３３２、コマンド入力ポート３３３、リアルタイムクロック（
以下、「ＲＴＣ：Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ」という）３３４、表示制御回路３３
５、音響制御回路３３６、発光制御回路３３７、及び演出装置制御回路３３８を有する。
表示制御回路３３５には、液晶表示装置４が接続されている。音響制御回路３３６には、
スピーカ１０ａ，１０ｂ，１０ｃが接続されている。発光制御回路３３７には、ランプや
各種のＬＥＤ（図４０においては、まとめてランプ・ＬＥＤ２６０と表記）が接続されて
いる。演出装置制御回路３３８は、各種の可動演出役物や可動部材の可動機構（図４０に
おいては、まとめて可動演出装置２７０と表記）が接続されている。
【０２５７】
　また、サブ制御基板３３は、第１操作ユニット９Ａと接続され、当該第１操作ユニット
９Ａに設けられたセンサ類（図示略）からの信号が入力可能とされる。例えば、操作部材
（操作ボタン）２０００が押下された状態を押下検出センサが検出すると、この押下検出
センサからサブ制御基板３３に操作部材２０００の操作に応じた操作信号が入力される。
サブ制御基板３３はまた、第２操作ユニット９Ｂと接続され、当該第２操作ユニット９Ｂ
に設けられたセンサ類（図示略）からの信号が入力可能とされる。例えば、押圧ボタン３
０００が押下された状態を押下検出センサが検出すると、この押下検出センサからサブ制
御基板３３に押圧ボタン３０００の操作に応じた操作信号が入力される。
【０２５８】
　サブＣＰＵ３３０は、プログラムＲＯＭ３３１に記憶されたプログラムにしたがって、
各種の処理、主として演出動作に係る処理を実行するものである。液晶表示装置４は、表
示手段として機能する。特に、サブＣＰＵ３３０は、主制御基板２８から供給される各種
のコマンドにしたがって、サブ制御基板３３全体の制御を行う。
【０２５９】
　プログラムＲＯＭ３３１は、サブＣＰＵ３３０が主として各種演出を制御するためのプ
ログラムや各種のテーブルを記憶している。
【０２６０】
　例えば、図４１に示すように、プログラムＲＯＭ３３１に記憶されたテーブルとしては
、演出抽選テーブルがある。演出抽選テーブルは、例えば、スピーカユニット１０及び送
風機構１１０を用いた送風に係る演出（送風演出）、発光ユニット１２を用いた光照射に
係る演出（光照射演出）、操作部材２０００あるいは押圧ボタン３０００を用いた操作演
出（第１操作演出、第２操作演出）といった各種演出の実行有無を決定するための演出抽
選を乱数抽選により行う際に用いられる。なお、送風演出が実行される際は、それと同時
にスピーカ１０ｃを用いて低音を発生させる音響演出も実行される。第１操作演出は、第
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１操作ユニット９Ａの操作部材２０００を用いた演出であり、第２操作演出は、第２操作
ユニット９Ｂの押圧ボタン３０００を用いた演出である。
【０２６１】
　具体的に、演出抽選テーブルは、大当り抽選によるハズレ、４Ｒ通常大当りの当選、１
６Ｒ通常大当りの当選、４Ｒ確変大当りの当選、１６Ｒ確変大当りの当選といった場合に
、送風演出、光照射演出、操作演出の各演出を実行させるか否かを乱数抽選（乱数範囲０
～９９による抽選）により決定するための抽籤値を規定している。
【０２６２】
　このような演出抽選テーブルによれば、送風演出については、大当り抽選結果がハズレ
の場合、必ず０～９９の乱数値が抽出されることで「演出なし」が決定され、４Ｒ通常大
当りの場合、０～３０の乱数値が抽出されると「演出なし」が決定される一方、３１～９
９の乱数値が抽出されると「演出あり」が決定され、１６Ｒ通常大当りの場合、０～９５
の乱数値が抽出されると「演出なし」が決定される一方、９６～９９の乱数値が抽出され
ると「演出あり」が決定され、４Ｒ確変大当りの場合、０～５０の乱数値が抽出されると
「演出なし」が決定される一方、５１～９９の乱数値が抽出されると「演出あり」が決定
され、１６Ｒ確変大当りの場合、０～５０の乱数値が抽出されると「演出なし」が決定さ
れる一方、５１～９９の乱数値が抽出されると「演出あり」が決定される。
【０２６３】
　光照射演出については、大当り抽選結果がハズレの場合、０～９０の乱数値が抽出され
ると「演出なし」が決定される一方、９１～９９の乱数値が抽出されると「演出あり」が
決定され、４Ｒ通常大当りの場合、０～９０の乱数値が抽出されると「演出なし」が決定
される一方、９１～９９の乱数値が抽出されると「演出あり」が決定され、１６Ｒ通常大
当りの場合、必ず０～９９の乱数値が抽出されることで「演出あり」が決定され、４Ｒ確
変大当りの場合、０～９０の乱数値が抽出されると「演出なし」が決定される一方、９１
～９９の乱数値が抽出されると「演出あり」が決定され、１６Ｒ確変大当りの場合、必ず
０～９９の乱数値が抽出されることで「演出あり」が決定される。
【０２６４】
　第１操作演出については、大当り抽選結果がハズレの場合、０～９５の乱数値が抽出さ
れると「演出なし」が決定される一方、９６～９９の乱数値が抽出されると「演出あり」
が決定され、４Ｒ通常大当りの場合、０～５０の乱数値が抽出されると「演出なし」が決
定される一方、５１～９９の乱数値が抽出されると「演出あり」が決定され、１６Ｒ通常
大当りの場合、０～５０の乱数値が抽出されると「演出なし」が決定される一方、５１～
９９の乱数値が抽出されると「演出あり」が決定され、４Ｒ確変大当りの場合、０～８５
の乱数値が抽出されると「演出なし」が決定される一方、８６～９９の乱数値が抽出され
ると「演出あり」が決定され、１６Ｒ確変大当りの場合、０～９５の乱数値が抽出される
と「演出なし」が決定される一方、９６～９９の乱数値が抽出されると「演出あり」が決
定される。
【０２６５】
　第２操作演出については、大当り抽選結果がハズレの場合、必ず０～９９の乱数値が抽
出されることで「演出なし」が決定され、４Ｒ通常大当りの場合、０～９７の乱数値が抽
出されると「演出なし」が決定される一方、９８～９９の乱数値が抽出されると「演出あ
り」が決定され、１６Ｒ通常大当りの場合、必ず０～９９の乱数値が抽出されることで「
演出なし」が決定され、４Ｒ確変大当りの場合、０～９０の乱数値が抽出されると「演出
なし」が決定される一方、９１～９９の乱数値が抽出されると「演出あり」が決定され、
１６Ｒ確変大当りの場合、０～６０の乱数値が抽出されると「演出なし」が決定される一
方、６１～９９の乱数値が抽出されると「演出あり」が決定される。
【０２６６】
　このような演出抽選テーブルによれば、送風演出、光照射演出、第１操作演出、第２操
作演出といった演出が同時に発生する組み合わせパターンが、ハズレあるいは大当りの種
類に応じて確率的に異なる。すなわち、発生する演出の組み合わせパターンに応じてハズ
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レや大当りの種類について見当をつけやすくすることができる。
【０２６７】
　また、操作演出についての規定内容からも明らかなように、第２操作ユニット９Ｂの押
圧ボタン３０００を用いた第２操作演出よりも、第１操作ユニット９Ａの操作部材２００
０を用いた第１操作演出の方が出現頻度が高くなっている。すなわち、第１操作演出にお
いて用いられる操作部材２０００よりも第２操作演出において用いられる押圧ボタン３０
００の方が使用頻度が低いので、押圧ボタン３０００の近隣に配置される操作演出とは関
係ない十字ボタン３１００といったボタンの誤操作を未然に防ぐとともに、使用頻度の高
い操作部材２０００を独立した操作ユニットに備えることで配線や基板を簡易に専用設計
することができる。
【０２６８】
　ワークＲＡＭ３３２は、サブＣＰＵ３３０の一時記憶領域として種々のデータ（フラグ
、カウンタ、タイマ、及び変数の値等）を記憶するものである。
【０２６９】
　コマンド入力ポート３３３は、主制御基板２８のメインＣＰＵ２８０から送信された各
種コマンドを受信し、サブＣＰＵ３３０へと伝えるものである。
【０２７０】
　ＲＴＣ３３４は、現在の日付を示す日付信号や現在の時刻を示す時刻信号をサブＣＰＵ
３３０に入力する。ＲＴＣ３３４は、通常、遊技機本体に電源が供給されているときには
遊技機本体からの電源によって動作し、遊技機本体の電源が切られているときには、電源
基板（図示略）に搭載されたバックアップ電源から供給される電源によって動作する。こ
れにより、ＲＴＣ３３４は、遊技機本体の電源が切られている場合であっても現在の日時
を計時することができる。なお、ＲＴＣは、サブ制御基板上に設けた電池によって動作す
るようにしてもよい。また、ＲＴＣに代わるものとしては、バックアップＲＡＭとしての
機能を有するワークＲＡＭに設けたカウンタを、所定時間ごと（例えば２ｍｓ毎）にカウ
ントアップすることによって時間を計時する手段として用いてもよい。
【０２７１】
　表示制御回路３３５は、サブＣＰＵ３３０から供給されるデータに応じて、液晶表示装
置４における表示制御を行うためのものであり、例えば画像データプロセッサ（ＶＤＰ）
と、各種の画像データを生成するためのデータが記憶されている画像データＲＯＭと、画
像データを一時記憶するフレームバッファと、画像データを画像信号として変換するＤ／
Ａコンバータとから構成されている。なお、表示制御回路３３５の構成は、あくまでも一
例であり、これに限定されるものではない。
【０２７２】
　表示制御回路３３５は、サブＣＰＵ３３０から供給される画像表示命令に応じて、液晶
表示装置４の画面上に表示させるための画像データを一時的にフレームバッファに格納す
る。画像データとしては、例えば装飾図柄画像データ、背景画像データ、各種演出用画像
データ、各種不正報知画像データ等が含まれる。
【０２７３】
　また、表示制御回路３３５は、所定のタイミングで、フレームバッファに格納された画
像データをＤ／Ａコンバータ（図示略）に供給する。Ｄ／Ａコンバータは、画像データを
画像信号として変換し、所定のタイミングで、この画像信号を液晶表示装置４に供給する
。液晶表示装置４の画面上には、Ｄ／Ａコンバータからの画像信号に基づいて画像が表示
される。
【０２７４】
　音響制御回路３３６は、スピーカ１０ａ，１０ｂ，１０ｃから発生させる音楽や音声な
どのサウンドに関する制御を行うためのものであり、サウンド出力に関する制御を行う音
源ＩＣ、各種のサウンドデータを記憶するサウンドデータＲＯＭ、サウンド信号を増幅す
るための増幅器（ＡＭＰ）を含んでいる。なお、音響制御回路３３６の構成も、あくまで
も一例であり、これに限定されるものではない。
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【０２７５】
　音源ＩＣは、スピーカ１０ａ，１０ｂ，１０ｃから発生させるサウンドの制御を行うも
のであり、サブＣＰＵ３３０から供給されるサウンド発生命令に応じて、サウンドデータ
ＲＯＭに記憶されている複数のサウンドデータから一つのサウンドデータを選択すること
ができる。
【０２７６】
　また、音源ＩＣは、選択されたサウンドデータをサウンドデータＲＯＭから読み出し、
サウンドデータを所定のサウンド信号に変換し、そのサウンド信号を増幅器に供給する。
なお、この増幅器は、サウンド信号を増幅させ、スピーカ１０ａ，１０ｂ，１０ｃから音
を発生させる。
【０２７７】
　発光制御回路３３７は、装飾ランプ等を含むランプ・ＬＥＤ２６０の制御を行うための
ものであり、発光制御信号を供給するためのドライブ回路、複数種類のランプ装飾パター
ンが記憶されている装飾データＲＯＭ等から構成されている。なお、発光制御回路３３７
の構成も、あくまでも一例であり、これに限定されるものではない。
【０２７８】
　演出装置制御回路３３８は、例えば、大当り遊技状態において可動演出役物等を作動さ
せる等の演出動作を制御する。
【０２７９】
＜右側装飾部材１５及び左側装飾部材１６について＞
　右側装飾部材１５及び左側装飾部材１６は、互いに概ね左右対称の形状に形成されてお
り、共に同様の部材を備えて構成される。以下の説明においては、便宜上、右側装飾部材
１５について説明する。
【０２８０】
　右側装飾部材１５及び左側装飾部材１６は、所定の遊技条件が成立した場合に光の演出
を行うものである。図４２～図４７に示すように、右側装飾部材１５は、支持部材１５０
、発光基板（図示略）、外側導光部材１５１、内側導光部材１５２、及び装飾カバー１５
３を有する。支持部材１５０、発光基板、外側導光部材１５１、及び内側導光部材１５２
は、装飾カバー１５３により覆われる。装飾カバー１５３の主な前面部は、半透明あるい
は透明で光透過性を有する。
【０２８１】
　支持部材１５０及び発光基板は、右側ベース板３ａａに取り付けられる。支持部材１５
０の裏面側には、発光基板が配置される。支持部材１５０には、複数のスリット１５０ａ
が形成されており、これら複数のスリット１５０ａに臨むように発光基板に設けられた複
数のＬＥＤ（図示略）が位置する。支持部材１５０の前部には、複数のスリット１５０ａ
に沿うように外側導光部材１５１及び内側導光部材１５２が取り付けられる。ＬＥＤは、
光量の確保とコスト面とを考慮し、所定の間隔（例えば、２０ｍｍから３０ｍｍの間隔）
で配置されている。
【０２８２】
　外側導光部材１５１及び内側導光部材１５２は、各々板状部材で構成され、外側導光部
材１５１よりも内側導光部材１５２が大きくなるように形成されている。外側導光部材１
５１及び内側導光部材１５２は、互いに左右に所定間隔離れるように位置する。これら外
側導光部材１５１及び内側導光部材１５２は、大きさや配置が異なる以外は同様の構成か
らなるため、以下の説明においては、便宜上、内側導光部材１５２について説明する。
【０２８３】
　図４３～図４７に示すように、内側導光部材１５２は、光入射面となる入射後端面１５
２ａと、光出射面となる出射前端面１５２ｂとを有する。入射後端面１５２ａは、支持部
材１５０の複数のスリット１５０ａに臨むように配置される。これにより、複数のＬＥＤ
は、入射後端面１５２ａの長手方向に沿って並ぶように位置する。出射前端面１５２ｂは
、装飾カバー１５３の内面に沿うように配置され、全体的に湾曲状に形成されている。
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【０２８４】
　図４４及び図４５に示すように、入射後端面１５２ａは、長手方向に沿って凹凸をなす
ように鋸歯状のレンズカットが形成されている。これにより、スリット１５０ａを通って
入射後端面１５２ａに入射したＬＥＤからの光は、内側導光部材１５２の内部を概ね長手
方向に拡散しながら進む。出射前端面１５２ｂは、いわゆるダイヤカット状のレンズカッ
トが形成されている。これにより、入射後端面１５２ａから内側導光部材１５２の内部へ
と進行してきた光は、ある程度広がりをもって前方へと照射される。なお、内側導光部材
１５２の出射前端面１５２ｂは、外側導光部材１５１の出射前端面よりも遊技者が位置す
る手前側に配置されている。
【０２８５】
　このような右側装飾部材１５によれば、その内部を進行する光を側方に漏らすことなく
出射前端面１５２ｂから効率よく拡散することができ、視覚を効果的に刺激するように光
の演出を実行することができる。左側装飾部材１６も、右側装飾部材１５と同様の構成さ
れていることから、右側装飾部材１５による光の演出と同時に、あるいは右側装飾部材１
５による光の演出とは異なるタイミングで視覚を効果的に刺激するように光の演出を実行
することができる。
【０２８６】
＜トップ飾り１４について＞
　図２３に示すように、トップ飾り１４は、中央装飾ユニット１４ａ、右側装飾ユニット
１４ｂ、左側装飾ユニット１４ｃを有する。右側装飾ユニット１４ｂ及び左側装飾ユニッ
ト１４ｃは、互いに概ね左右対称の形状に形成されており、共に同様の部材を備えて構成
される。以下の説明においては、便宜上、中央装飾ユニット１４ａ及び右側装飾ユニット
１４ｂについて説明する。
【０２８７】
［中央装飾ユニット１４ａ］
　中央装飾ユニット１４ａは、例えば大当り開始時に発光することによって光の演出を行
う正面視逆三角形状のものである。図４８～図５２に示すように、中央装飾ユニット１４
ａは、本体カバー１４０、前面カバー１４１、上部カバー１４２、支持部材１４３、発光
基板１４４、遮光部材１４５、複数の導光部材１４６ａ～１４６ｃを有する。支持部材１
４３、発光基板１４４、遮光部材１４５、及び複数の導光部材１４６ａ～１４６ｃは、本
体カバー１４０、前面カバー１４１、及び上部カバー１４２により覆われる。前面カバー
１４１の前面部１４１ａは、半透明あるいは透明で光透過性を有する。この前面部１４１
ａは、下部より上部に至るほど前方に位置するようなせり出す面であって、鉛直方向に対
して傾斜した透光面をなすように配置される。
【０２８８】
　本体カバー１４０の内側には、支持部材１４３が取り付けられる。支持部材１４３の前
部には、発光基板１４４が取り付けられるとともに、発光基板１４４の前方に位置するよ
うに遮光部材１４５が取り付けられる。遮光部材１４５の下部には、複数の導光部材１４
６ａ～１４６ｃが互いに所定間隔離れて取り付けられる。
【０２８９】
　発光基板１４４の前面下部には、複数の導光部材１４６ａ～１４６ｃに対応する複数の
ＬＥＤ１４４ａが設けられており、発光基板１４４の前面上部には、後述する遮光部材１
４５の上部に設けられた複数の開口１４５ｃに対応する複数のＬＥＤ１４４ｂが設けられ
ている。
【０２９０】
　遮光部材１４５には、その上部と下部とを仕切るように隔壁１４５ａが形成されている
。遮光部材１４５の下部には、複数の導光部材１４６ａ～１４６ｃに対応するように複数
のスリット１４５ｂａ，１４５ｂｂ，１４５ｂｃが形成されている。遮光部材１４５の上
部には、後述する発光基板１４４のＬＥＤ１４４ｂが露出するように複数の開口１４５ｃ
が形成されている。遮光部材１４５の隔壁１４５ａの上面は、ＬＥＤ１４４ｂからの光を
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前方に向けて反射しやすい表面加工が施され、開口１４５ｃの周縁部も、ＬＥＤ１４４ｂ
からの光を前方に向けて反射しやすいように凹面状に形成されている。
【０２９１】
　複数の導光部材１４６ａ～１４６ｃは、各々板状部材で構成され、正面視略Ｕ字状ある
いは略Ｖ字状に形成されている。複数の導光部材１４６ａ～１４６ｃは、下方より上方に
位置するものほど小さくなるように形成されており、導光部材１４６ａよりも導光部材１
４６ｂの方が小さく、導光部材１４６ｂよりも導光部材１４６ｃの方が小さくなっている
。複数の導光部材１４６ａ～１４６ｃは、互いに所定間隔離れるように位置する。
【０２９２】
　図５２に示すように、複数の導光部材１４６ａ～１４６ｃは、光入射面となる入射後端
面１４６ａａ，１４６ｂａ，１４６ｃａと、光出射面となる出射前端面１４６ａｂ，１４
６ｂｂ，１４６ｃｂとを有する。入射後端面１４６ａａ，１４６ｂａ，１４６ｃａは、遮
光部材１４５のスリット１４５ｂａ，１４５ｂｂ，１４５ｂｃに臨むように配置される。
出射前端面１４６ａｂ，１４６ｂｂ，１４６ｃｂは、鉛直方向に対して傾斜した前面カバ
ー１４１の前面部１４１ａに沿うように配置される。
【０２９３】
　入射後端面１４６ａａ，１４６ｂａ，１４６ｃａは、先述した右側装飾部材１５の内側
導光部材１５２の入射後端面１５２ａと同様に、長手方向に沿って凹凸をなすように鋸歯
状に形成されている。これにより、入射後端面１４６ａａ，１４６ｂａ，１４６ｃａに入
射したＬＥＤ１４４ａからの光は、導光部材１４６ａ～１４６ｃの内部を概ね長手方向に
拡散しながら進む。出射前端面１４６ａｂ，１４６ｂｂ，１４６ｃｂは、先述した右側装
飾部材１５の内側導光部材１５２の出射前端面１５ｂと同様に、いわゆるダイヤカット状
に形成されている。これにより、入射後端面１４６ａａ，１４６ｂａ，１４６ｃａから導
光部材１４６ａ～１４６ｃの内部へと進行してきた光は、ある程度広がりをもって前方へ
と照射される。
【０２９４】
　このような中央装飾ユニット１４ａによれば、複数の導光部材１４６ａ～１４６ｃの出
射前端面１４６ａｂ，１４６ｂｂ，１４６ｃｂから照射された光は、前面カバー１４１の
前面部１４１ａを通って外方に導かれるが、出射前端面１４６ａｂ，１４６ｂｂ，１４６
ｃｂが前面部１４１ａに対して比較的近くに位置し、この出射前端面１４６ａｂ，１４６
ｂｂ，１４６ｃｂに沿って光強度が比較的強い細長い領域が形成されるので、前面カバー
１４１の下部の領域においては、出射前端面１４６ａｂ，１４６ｂｂ，１４６ｃｂからの
光が複数のライン状に見える。一方、前面カバー１４１の上部の領域においては、複数の
ＬＥＤ１４４ｂからの光が遮光部材１４５の開口１４５ｃの周縁部等によって乱反射しつ
つ前面カバー１４１の前面部１４１ａを通って外方に放射されるが、導光部材１４６ａ～
１４６ｃの出射前端面１４６ａｂ，１４６ｂｂ，１４６ｃｂよりも前面部１４１ａに対し
て遠い奥方から反射光として前面部１４１ａへと導かれるので、前面カバー１４１の上部
の領域においては、平均的に光が広がった広配光として見える。すなわち、遊技者の目線
となる前面カバー１４１の斜め下方からは、上方からの万遍なくぼんやりとした光の中に
下方においてライン状の光が立体的に浮かび上がるように見える。
【０２９５】
［右側装飾ユニット１４ｂ］
　右側装飾ユニット１４ｂは、例えば大当り開始時に音の発生や発光により演出を行うも
のである。図５３～図５８に示すように、右側装飾ユニット１４ｂは、スピーカユニット
１０Ａ、本体支持部材１４７Ａ、本体カバー１４７Ｂ、前面カバー１４７Ｃ、発光基板１
４８、導光部材１４９を有する。スピーカユニット１０Ａ及び発光基板１４８は、本体支
持部材１４７Ａの後部に取り付けられ、発光基板１４８は、スピーカユニット１０Ａの前
部に取り付けられる。導光部材１４９は、本体支持部材１４７Ａの前側内部に取り付けら
れ、前面カバー１４７Ｃによって覆われる。前面カバー１４７Ｃの前面１４７Ｃａは、網
目状に形成されており、隙間からスピーカ１０ｂの振動面や導光部材１４９が視認可能と
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される。
【０２９６】
　スピーカユニット１０Ａは、スピーカ１０ｂの振動面（出音部）を前方に向けて露出さ
せる開口（図示略）を有し、この開口の周縁部に沿うように発光基板１４８が取り付けら
れる。発光基板１４８には、スピーカ１０ｂの周縁に沿って環状に並ぶように複数のＬＥ
Ｄ１４８ａが設けられている。
【０２９７】
　本体支持部材１４７Ａには、スピーカ１０ｂの振動面及び発光基板１４８の複数のＬＥ
Ｄ１４８ａを露出させて周縁に導光部材１４９を取り付け可能な開口部１４７Ａａが形成
されている。
【０２９８】
　導光部材１４９は、スピーカ１０ｂの振動面で発生した音を前方に導くための筒部１４
９ａ、筒部１４９ａの周縁後側にあって光入射面となる入射後端面１４９ｂ、筒部１４９
ａの周縁前側にあって光出射面となる出射前端面１４９ｃ、出射前端面１４９ｃの周縁か
ら前方へと広がりつつ延出する突出部１４９ｄを有する。
【０２９９】
　筒部１４９ａの後部には、スピーカ１０ｂの振動面が配置され、振動面で発生した音は
、筒部１４９ａを通って前方へと導かれる。入射後端面１４４９ｂは、発光基板１４８の
ＬＥＤ１４８ａと対向するように配置される。入射後端面１４９ｂは、先述した右側装飾
部材１５の内側導光部材１５２の入射後端面１５２ａと同様に、周方向に沿って凹凸をな
すように鋸歯状に形成されている。これにより、入射後端面１４９ｂに入射したＬＥＤ１
４８ａからの光は、筒部１４９ａを概ね周方向に拡散しながら進む。
【０３００】
　出射前端面１４９ｃは、前面カバー１４７Ｃの前面１４７Ｃａから所定距離後方に離れ
て位置する。この出射前端面１４９ｃも、入射後端面１４９ｂと同様に、周方向に沿って
凹凸をなすように鋸歯状に形成されている。これにより、入射後端面１４９ｂから筒部１
４９ａへと進行してきた光は、正面から見て主として周方向に広がりつつリング状に見え
るように前方へと照射される。
【０３０１】
　突出部１４９ｄは、左右両側の一部が部分的に前方へと延出するように形成されており
、その先端が前面カバー１４７Ｃの前面１４７Ｃａの裏側に当接するように配置される。
なお、突出部１４９ｄは、前面１４７Ｃａの裏側に接触させることなく近接するように配
置してもよい。また、突出部１４９ｄに代えて出射前端面１４９ｃを前面１４７Ｃａの裏
側に当接するように配置したり、あるいは近接するように配置してもよい。
【０３０２】
　このような右側装飾ユニット１４ｂによれば、スピーカ１０ｂから発生する音に合わせ
てスピーカ１０ｂの周りがリング状に光って見える演出を行うことができる。また、前面
カバー１４７Ｃの前面１４７Ｃａは、網目状に形成されているため、それだけでは外部か
らの衝撃や押圧によって破損しやすいが、導光部材１４９の突出部１４９ｄが当接するこ
とで補強支持された状態にあるため、外部からの衝撃や押圧による破損を効果的に防ぐこ
とができる。すなわち、網目状（格子状）の前面カバー１４７Ｃは、導光部材１４９に沿
ってスピーカ１０ｂからの音が前面カバー１４７Ｃの裏面まで導かれるので、美観を損ね
ることなくスピーカ１０ｂからの音を支障なく外方に伝えることができる。また、導光部
材１４９が前面カバー１４７Ｃの支持部材としての機能を果たすため、前面カバー１４７
Ｃの剛性を高めることができる。
【０３０３】
　以上説明した第２実施形態に係る遊技機によれば、以下のような作用効果を得ることが
できる。
【０３０４】
　スピーカユニット１０やその周辺の構成によれば、スピーカ１０ｃから音が出力される
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のに伴いエンクロージャ１０ｅの開口１０ｅｃから空気流が流出する。このとき、送風機
構１１０の開閉部材１１５が空間部１１０ａを開放した状態にあると、開口１０ｅｃから
の空気流が送風口８０へとまっすぐ向かう方向に導かれ、送風口８０から発射ハンドル２
６ｂの方へと十分な風圧をもって風が流れる。その結果、遊技者は、発射ハンドル２６ｂ
を把持する手に風を感じるとともに、スピーカ１０ｃからの音も送風口８０から風と共に
出力される音とのヘルムホルツ共鳴によって重低音に感じることができる。
【０３０５】
　その一方、送風機構１１０の開閉部材１１５が空間部１１０ａを閉鎖した状態にあり、
開口１０ｅｃからの空気流が空間部１１０ａの下方へと略直角に曲がって流れるような方
向に導かれると、アンダーカバー８ｃの通気口８ｃａから風が排出されることとなり、発
射ハンドル２６ｂへと風が導かれなくなる。これにより、遊技者は、発射ハンドル２６ｂ
を把持する手に風を感じることなく、スピーカ１０ｃからの音のみを通気口８ｃａから風
と共に出力される音とのヘルムホルツ共鳴によって重低音に感じることができる。
【０３０６】
　すなわち、スピーカユニット１０の開口１０ｅｃから流出する風の方向を送風機構１１
０により切り替えるだけで低音と風を感じさせたり、あるいは低音のみを感じさせること
ができるので、スピーカユニット１０の小型化及び簡素化を図りつつ音と風による演出を
臨機応変に行うことができる。
【０３０７】
　また、スピーカユニット１０の開口１０ｅｃから出る風の方向を送風機構１１０により
切り替えるだけで音と風を感じさせたり、あるいは音のみを感じさせることができ、着脱
自在の右下側面カバー８ｂａやアンダーカバー８ｃに送風口８０や通気口８ｃａを形成し
、これらとスピーカユニット１０との間に送風機構１１０配置するように各々個別に設計
すればよいので、スピーカユニット１０及びその周辺の構成について、製造コストや設計
自由度、メンテナンス性に優れたものとすることができる。
【０３０８】
　また、バスレフ型でエンクロージャ１０ｅの容積が比較的大きいスピーカユニット１０
でも、上皿１７や下皿１８に貯留された遊技球を取り扱う遊技者の手の支障とならならな
いスペースに配置することができるので、スピーカユニット１０の配置スペースを確保し
つつスピーカ装置を効率よくレイアウトすることができる。
【０３０９】
　また、エンクロージャ１０ｅの左上部１０ｅａが上皿本体１７ｐの底部に当接するとと
もに左下部１０ｅｂ下皿本体１８ｐに当接するので、上皿１７ｐを支持するとともに、ス
ピーカ１０ｃの作動に応じてエンクロージャ１０ｅからの振動が上皿１７や下皿１８に伝
えられ、この振動により上皿１７や下皿１８における遊技球の詰まりを効果的に解消する
ことができる。
【０３１０】
　また、押圧ボタン３０００を用いた第２操作演出よりも操作部材２０００を用いた第１
操作演出の方が発生頻度が高くなるように設定されており、すなわち、使用頻度が高い操
作部材２０００が操作ユニット９Ａに単独で設けられる一方、使用頻度が低い押圧ボタン
３０００が球貸ボタン２３や返却ボタン２４と兼用の共通基板３２００に設けられるので
、使用頻度に応じて使いやすい位置に操作部材２０００及び押圧ボタン３０００を各々配
置して各基板への配線を簡素化することができ、ひいては製造コスト及び配置スペースの
節減化を図ることができる。
【０３１１】
　また、使用頻度が高い操作部材２０００が円形状として覚えられる一方、使用頻度が低
い押圧ボタン３０００が円形状とは異なる四角形状として覚えやすくなるので、使用頻度
に応じて操作部材２０００及び押圧ボタン３０００を区別しやすい外形形状として設ける
ことができ、ひいては複数の操作手段を使いやすくすることができる。また、四角形状の
押圧ボタン３０００と十字状の十字ボタン３１００については、互いに直線部分となる一
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部の端部が対向するように隣接して配置されるので、狭いスペースにあってもこれらの複
数のボタンを配置することができる。
【０３１２】
　また、１６Ｒ通常大当りあるいは１６Ｒ確変大当りといった遊技者にとって有利な遊技
状態に移行する条件を満たす場合には、必ず光照射演出が実行され、それと同時に送風演
出が実行される場合があるので、遊技者は、発射ハンドル２６ｂを把持する手に視覚及び
触覚のいずれかによって光照射演出あるいは送風演出が実行されていることを感知するこ
とができ、そのような演出を見逃すことなく有利な遊技状態に移行することを察知するこ
とができる。また、送風演出が実行される際は、スピーカ１０ｃからの重低音による音響
演出も同時に実行されることとなり、重低音による振動も感じさせることができる。
【０３１３】
　また、例えば右側装飾部材１５において、外側導光部材１５１及び内側導光部材１５２
の入射後端面１５２ａでは、鋸歯状のレンズカットによりＬＥＤが並ぶ長手方向へと光を
拡散しながら入射することにより、導光体内を光が効率よく進行する一方、外側導光部材
１５１及び内側導光部材１５２の出射前端面１５２ｂでは、入射後端面１５２ａから導光
体内へと導かれた光をダイヤカット状のレンズカットにより外方へと効率よく散乱させる
ことができるので、色ムラを解消して光を効率よく照射することができる。
【０３１４】
　また、例えば右側装飾ユニット１４ｂにおいて、前面カバー１４７Ｃの網目状の前面１
４７Ｃａの裏面に当接するように導光部材１４９の突出部１４９ｄが配置され、出射前端
面１４９ｃが前面１４７Ｃａから所定間隔離れつつ、スピーカ１０ｂの振動面を遮らない
ようにその周縁に沿って環状に配置されるので、入射後端面１４９ｂ側に位置するＬＥＤ
１４８ａを前面カバー１４７Ｃの正面から見えなくすることができ、美観を損ねることな
くスピーカ１０ｂからの音を支障なく外方に放出することができる。
【０３１５】
　また、例えば中央装飾ユニット１４ａにおいて、複数の導光部材１４６ａ～１４６ｃの
出射前端面１４６ａｂ，１４６ｂｂ，１４６ｃｂは、ＬＥＤ１４４ｂが露出する遮光部材
１４５の開口１４５ｃの周縁部よりも発光基板１４４から遠い距離にあり、前面カバー１
４１の前面部１４１ａ付近に配置されるので、開口１４５ｃの周縁部で乱反射して前方へ
と導かれるＬＥＤ１４４ｂの光と、導光部材１４６ａ～１４６ｃの体内を通って出射前端
面１４６ａｂ，１４６ｂｂ，１４６ｃｂから照射されるＬＥＤ１４４ａの光とは、平均的
に拡散したような光とライン状の光となり、これらの光の視認性に明瞭な差を生じせしめ
ることができ、ひいては斬新な光の演出を実現することができる。
【０３１６】
　なお、送風機構１１０の変形例としては、図５９に示すようなものを適用してもよい。
図５９に示す送風機構１１０では、空間部１１０ａの下方及び開口部１１０ｂを排他的に
開閉可能な回動自在のシャッタ部材１１７が設けられる。図５９（ａ）に示すように、シ
ャッタ部材１１７は、図外の開口１０ｅｃからの風の流れを開口部１１０ｂへと導く場合
は、水平姿勢をなすように位置する。このとき、空間部１１０ａの下方へと完全に風が導
かれなくなる。一方、図５９（ｂ）に示すように、シャッタ部材１１７は、図外の開口１
０ｅｃからの風の流れを空間部１１０ａの下方へと導く場合は、図５９（ａ）に示す水平
姿勢から回動して起立姿勢をなすように位置する。このとき、空間部１１０ａの側方へと
まっすぐ進もうとする風の流れが阻害され、空間部１１０ａの下方へと略直角に曲がるよ
うに風が導かれる。このような送風機構１１０によれば、図外の送風口８０へと風を導く
際には、空間部１１０ａの下方へと風を漏らさずに充分な風圧をもって送風口８０へと風
を導くことができる。
【０３１７】
「第３実施形態」
　図６０～図１０３は、第３実施形態に係るパチンコ遊技機Ｙを説明する図である。
【０３１８】
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　第３実施形態に係るパチンコ遊技機Ｙは、表枠３（図２０参照）とは異なる構成の本体
枠を有し、上下方向に配列された２台のプロジェクタユニットを備える。なお、第３実施
形態に係るパチンコ遊技機Ｙは、矛盾の無い限り、第２実施形態のパチンコ遊技機の構成
を備え、同様の作用効果を得ることができる。
【０３１９】
　図６０は、パチンコ遊技機Ｙの外観斜視図、図６１は、パチンコ遊技機Ｙの分解斜視図
である。パチンコ遊技機Ｙは、本体枠（外枠）２と、本体枠２に回動自在に軸支された本
体ユニット４００と、本体ユニット４００の前面側に取り付けられた遊技盤１Ａと、遊技
盤１Ａの前面側において本体ユニット４００に取り付けられたガラスドア５と、を備える
。
【０３２０】
［本体及びガラスドア］
　外枠としての本体枠２は、第３実施形態と同様の構成であり、本体ユニット４００を、
一方の側縁近傍において、上下方向に延びる回転軸としての本体枠ヒンジ２ｂを中心に回
動可能に軸支する。ガラスドア５は、第３実施形態のガラスドア３０と同様の構成であり
、下部に、後述する皿ユニット９００が設けられている。
【０３２１】
［本体枠］
　図６２は、本体ユニット４００の分解斜視図である。本体ユニット４００は、前面側に
配置される取付枠４１０と、取付枠４１０の背面側に取り付けられ、遊技機構成部品を収
容可能であるカバー部材４３０と、取付枠４１０とカバー部材４３０との間に設けられる
取付ベース４２０と、を備える。
【０３２２】
　［取付枠］
　図６３は、取付枠４１０の分解斜視図である。取付枠４１０は、１対の縦枠４１１と、
１対の横枠４１２と、を有し、略長方形形状の外観を形成する。取付枠４１０は、貯留タ
ンク４１５を有し、後述するプロジェクタユニットｂによる照射光が投影されるスクリー
ン部ｂ４及び遊技盤１Ａ、発射装置２６等が取り付けられている。また、取付枠４１０は
、背面側において、遊技盤１Ａのアウト口５５（図６１参照）に対応する位置に、後述す
る球検知ユニット８００（図６２参照）が設けられている。また、１対の縦枠４１１は、
背面側にそれぞれ取付ベース４２０及びカバー部材４３０を別々に固定可能な固定部４１
１ａ（図６２参照）を有する。
【０３２３】
　１対の縦枠４１１の内側面には、遊技盤１Ａを着脱自在に固定する遊技盤可動止め具４
１３が、それぞれ取り付けられている。遊技盤可動止め具４１３は、縦枠４１１に沿って
、上下方向の任意の位置で固定されている。遊技盤可動止め具４１３は、遊技盤１Ａの側
縁を、着脱自在に挟持する。このような遊技盤可動止め具４１３により、例えば、遊技盤
１Ａの下辺を、取付枠４１０の下部に配置されている溝等の係止部に係止させ、上辺の両
端近傍を、遊技盤可動止め具４１３により挟持することで、遊技盤１Ａを、取付枠４１０
に固定することが可能となる。
【０３２４】
　また、１対の縦枠４１１の内側面には、スクリーン部ｂ４を着脱自在に固定するスクリ
ーン止め具４１４が、それぞれ取り付けられている。スクリーン止め具４１４は、縦枠４
１１に沿って、上下方向の任意の位置で固定されている。取付枠４１０の背面には、遊技
盤可動止め具４１３及びスクリーン止め具４１４を覆うようにカバー部材４３０が取り付
けられている。なお、遊技盤可動止め具４１３やスクリーン止め具４１４は、縦枠４１１
上を移動可能なように構成し、任意の位置で固定できるように構成してもよい。縦枠４１
１に、遊技盤１Ａ等の遊技部材や、スクリーン部ｂ４等の演出装置を、固定する治具を、
上下方向に移動可能に取り付けることで、遊技部材や演出装置の大きさや種類に応じて、
治具種類や位置を変更することが可能となるので、遊技機の多様なレイアウトが可能とな
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る。
【０３２５】
［遊技盤］
　図６４は、遊技盤１Ａの上面図である。遊技盤１Ａは、一般的な遊技盤１と同様の構成
を備え、更に、以下の構成を有する。遊技盤１Ａは、遊技領域１ｐを備え、遊技盤１Ａの
裏面側（背面側）に設けられた第１大入賞口ソレノイド５３ｂ等と、第１大入賞口ソレノ
イド５３ｂ等の配線部が接続される遊技盤中継基板１０１と、を有する。また、遊技盤１
Ａは、透過性を有する素材で形成され、背面側にスクリーンシートが貼付され、後述する
プロジェクタユニットｂから照射された投影光が投影されるスクリーンとしても機能する
。
【０３２６】
　遊技盤中継基板１０１は、裏面側（背面側）において、遊技盤１Ａの遊技領域１ｐが形
成された面に対して、略直角に背面側に延びる垂直ベース１０１Ａに取り付けられること
で、遊技盤１Ａに対し、略直角に立設する。遊技盤中継基板１０１は、他の基板に電気的
に接続するためのコネクタが接続されるコネクタ接続部１０１ａが設けられている。
【０３２７】
　また、遊技盤中継基板１０１は、後述する後述するカバー部材４３０の開口部４３２ｅ
を介して、カバー部材４３０の外部からコネクタ接続部１０１ａに対する接続操作が可能
な位置まで延設され、かつ、少なくとも遊技盤中継基板１０１の外側部分がカバー部材４
３０で覆われている状態で、コネクタ接続部１０１ａは、配線差込口１０１ｂが、後述す
るカバー部材４３０の開口部４３２ｅの方向に向くように配置されている。コネクタ接続
部１０１ａは、遊技盤コネクタ接続部の一例として機能し、後述する中継基板１００（図
７０参照）の特定部品コネクタ接続部の一例である中継基板コネクタ接続部１００ａ（図
７０参照）と配線部材（ケーブル）により接続される。
【０３２８】
　図６５は、遊技盤１Ａの変形例の上面図である。図６５では、遊技盤１Ａの垂直ベース
１０１Ａが設けられた部分を拡大して示している。変形例の遊技盤中継基板１０１は、遊
技盤１Ａに対し、略直角に立設した状態から、遊技盤１Ａと平行な状態となるように折り
畳み可能である。詳細には、変形例の垂直ベース１０１Ａは、遊技盤１Ａに対し、略直角
に立設したベース部材１０１Ａａと、遊技盤１Ａの遊技領域１ｐと並行して延びる回転軸
となるヒンジ１０１Ｂにより回動自在に、ベース部材１０１Ａａに連結され、遊技盤中継
基板１０１が取り付けられた回動部材１０１Ａｂと、を備える。また、変形例の垂直ベー
ス１０１Ａは、ベース部材１０１Ａａと回動部材１０１Ａｂとの接合面において、ベース
部材１０１Ａａと回動部材１０１Ａｂとのいずれか一方に、突起１０１ａが形成され、他
方に、突起１０１ａが挿入可能なボス穴１０１ｂが形成されている。回動部材１０１Ａｂ
が遊技盤１Ａに対し、略直角に立設され、突起１０１ａがボス穴１０１ｂに挿入されるこ
とで、遊技盤中継基板１０１が、遊技盤１Ａに対し、略直角に立設した状態で固定される
。また、この状態から回動部材１０１Ａｂが、ヒンジ１０１Ｂを中心に回動されることで
、突起１０１ａがボス穴１０１ｂから引き抜かれ、遊技盤中継基板１０１が、遊技盤１Ａ
と平行な状態となるように折り畳まれる。
【０３２９】
［取付ベース］
　図６６は取付ベース４２０の斜視図、図６７は取付ベース４２０の正面図、図６８は本
体ユニット４００の断面図である。取付ベース４２０は、遊技に関連する制御を実行可能
な遊技装置としてのプロジェクタユニットｂ及びミラー部材ｂ３が取り付けられる。取付
ベース４２０は、プロジェクタユニットｂが取り付けられる遊技装置取付部４２１と、遊
技装置取付部４２１の下に形成され、プロジェクタユニットｂから照射された投影光が通
過可能な投影光用孔４２２と、投影光用孔４２２の下に配置され、ミラー部材ｂ３が取り
付けられるミラー部材ベース４２３と、遊技盤１Ａの遊技盤中継基板１０１（図６５参照
）が挿通する基板用孔４２４と、を有する。取付ベース４２０は、遊技装置取付部４２１
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、投影光用孔４２２及びミラー部材ベース４２３から成る構成を２つ有し、これらの構成
が上下方向に配列されている。このような上の構成は、プロジェクタユニットｂから照射
された投影光を、スクリーン部ｂ４の背面に投影する。また、下の構成は、プロジェクタ
ユニットｂから照射された投影光を、遊技盤１Ａの背面に投影する。基板用孔４２４は、
遊技盤１Ａが取り付けられた取付枠４１０に、取付ベース４２０を取り付けた状態におい
て、遊技盤中継基板１０１の背面側に配置され、遊技盤中継基板１０１（図６５参照）が
挿通する孔である。
【０３３０】
　遊技装置取付部４２１は、背面側から前面側に向かって下り傾斜した板状体であり、背
面側に、プロジェクタユニットｂが、前面側斜め下方に向けて投影光を照射するように取
り付けられる。投影光用孔４２２は、プロジェクタユニットｂから照射された投影光を遮
らない範囲で形成された孔である。ミラー部材ベース４２３は、背面側から前面側に向か
って下り傾斜した板状体である。また、ミラー部材ベース４２３は、プロジェクタユニッ
トｂから照射された投影光を反射するのに必要な範囲で形成されている。具体的には、ミ
ラー部材ベース４２３は、背面側から前面側に向かって下り傾斜しているため、上方に取
り付けられたプロジェクタユニットｂからの距離が、背面側から前面側に行くほど遠くな
る。このため、プロジェクタユニットｂから照射された投影光を反射するのに必要な範囲
の幅は、前面側より背面側の方が狭くなる。すなわち、ミラー部材ベース４２３における
プロジェクタユニットｂから照射された投影光を反射するのに必要な範囲は、上面視で、
背面側の辺の幅が、前面側の辺の幅より狭い台形形状となる。このため、ミラー部材ベー
ス４２３は、図６７に示すように、上面視で、背面側の辺の幅が、前面側の辺の幅より狭
い台形形状に形成されている。
【０３３１】
　また、このミラー部材ベース４２３の上面に取り付けられたミラー部材ｂ３も、上面視
で、背面側の辺の幅が、前面側の辺の幅より狭い台形形状に形成されている。また、ミラ
ー部材ベース４２３は背面側から前面側に向かって下り傾斜しているので、図６７に示す
ように、ミラー部材ベース４２３及びミラー部材ｂ３は、正面視で、上方の辺の幅が、下
方の辺の幅より狭い台形形状に形成されている。また、ミラー部材ｂ３は、ミラー部材ベ
ース４２３に、台形形状の４隅近傍にそれぞれ設けられた調整部材４２３ａにより取り付
けられている。調整部材４２３ａは、例えば、ミラー部材ベース４２３とミラー部材ｂ３
とを締結する締結部材と、ミラー部材ベース４２３とミラー部材ｂ３との間に配置された
弾性部材とにより構成され、締結部材を緩めることでミラー部材ベース４２３とミラー部
材ｂ３とが離間し、締結部材を締めることでミラー部材ベース４２３とミラー部材ｂ３と
が近接する。このような調整部材４２３ａにより、ミラミラー部材ｂ３のミラー部材ベー
ス４２３に対する取り付け角度を調整することで、プロジェクタユニットｂから照射され
た投影光の、スクリーン部ｂ４又は遊技盤１Ａに投影される位置や角度を調整することが
できる。
【０３３２】
　このような遊技装置取付部４２１にプロジェクタユニットｂを取り付けることで、後述
するプロジェクタ装置本体ｂ２からの投影光を出射する投射レンズｂ２ａが設けられたプ
ロジェクタカバーｂ１の一方の端部側をパチンコ遊技機Ｙ（図６１参照）の前面側に、一
方の端部側の反対の端部を背面側に配置し、かつ一方の端部側を反対の端部側より低くな
るように設けることが可能となる。そして、プロジェクタユニットｂは、カバー部材４３
０に覆われる。これにより、投射レンズｂ２ａから出射される投影光を遮らない位置であ
って、カバー部材４３０とプロジェクタカバーｂ１の下部とカバー部材４３０との間に所
定の空間４０５が形成され、この所定の空間４０５に、後述するカバー部材４３０の凹部
４３１ａを配置し、この凹部４３１ａに主制御基板７０Ａを収容することが可能となる。
【０３３３】
　なお、取付ベース４２０には、プロジェクタユニットｂに限らず、液晶表示装置等のそ
の他の遊技装置を取付可能な形状に形成してもよい。すなわち、取付ベース４２０は、取
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付枠４１０とカバー部材４３０との間に形成された空間内に収容可能な範囲で、遊技装置
の種類に応じて、形状を変更可能である。
【０３３４】
［プロジェクタユニット］
　図６８に示すように、プロジェクタユニットｂは、投影光を生成可能な投影画像生成装
置としてのプロジェクタ装置本体ｂ２と、プロジェクタ装置本体ｂ２を収容可能な収容ケ
ースとしてのプロジェクタカバーｂ１と、プロジェクタ装置本体ｂ２からの投影光を出射
する照射部としての投射レンズｂ２ａと、を含む。プロジェクタ装置本体ｂ２は、副制御
回路２００（図１０３参照）に接続され、副制御回路２００により、プロジェクタ制御回
路９０（図１０３参照）が制御され、光学機構（図示略）による投射光を、投射レンズｂ
２ａにより拡大して出射し、この照射光をミラー部材ｂ３に反射させ、遊技盤１Ａやスク
リーン部ｂ４の背面に向けて照射光を投影することにより、視覚的な演出として映像を表
示する。このようなスクリーン部ｂ４は、プロジェクタユニットｂから照射される投影光
を反射可能な反射部の一例として機能する。また、スクリーン部ｂ４は、ミラー部材ｂ３
により反射される投影光により所定の画像を映し出すスクリーン部の一例として機能する
。また、上述した空間４０５に対応する位置において、カバー部材４３０の一部が凹形状
に形成されており、凹部内に主基板７０Ａを収容可能となっている。
【０３３５】
　図６９は、プロジェクタユニットｂから出射された投影光の光軸を説明する図である。
これらの照射光は、図６９に示すように、上部に設けられたプロジェクタユニットｂの投
射レンズｂ２ａからの投影光Ｌ１が、点線で示すような投影範囲を形成しつつ、下方に向
かって出射され、上部のミラー部材ｂ３により、前面側斜め上方に向かって反射してスク
リーン部ｂ４の背面側に投影される。本実施形態の投射レンズｂ２ａは、レンズ部材で構
成され、またレンズ部材の上半分側（前面側）は遮光された状態となっており、レンズ部
材の下半分側（背面側）から出射される投影光でもって投影画像を生成している。よって
、投射レンズｂ２ａから出射される投影光はレンズ部材の下半分側から広がるように形成
される。同様に、下部に設けられたプロジェクタユニットｂの投射レンズｂ２ａからの投
影光Ｌ２が、点線で示すような投影範囲を形成しつつ、下方に向かって出射され、下部の
ミラー部材ｂ３により、前面側斜め上方に向かって反射して、遊技盤１Ａの背面側に投影
される。
　このように、プロジェクタユニットｂまたはミラ一部材ｂ３を一定の設置角度にて配置
し、それらの背後に生じるスペースにプロジェクタユニットｂや基盤ケースなどを収容す
ることで複数の遊技装置を配しつつも他の遊技機構成部品を効率よく配置でき、省スペー
ス化を実現できる。
【０３３６】
［カバー部材］
　図７０はカバー部材４３０の背面側から視た斜視図、図７１はカバー部材４３０の前面
側から視た斜視図である。図７０に示すように、カバー部材４３０は、背面部４３１及び
互いに対向する２つの側面４３２から形成され、取付ベース４２０（図６８参照）との間
に形成される空間の内部に、遊技機構成部品の少なくとも一部を収容可能である。また、
カバー部材４３０は、最も背面側に設けられることにより、遊技盤の背面側に設けられ、
電気部品を覆うカバー部材の一例として機能する。
【０３３７】
　図７０に示すように、背面部４３１の幅は、取付ベース４２０の幅よりも狭く形成され
ている。背面部４３１は、主制御基板７０Ａを収容可能な凹部４３１ａと、凹部４３１ａ
を覆う蓋部４３１ｂと、プロジェクタユニットｂ（図６８参照）の廃熱口に対応する位置
に形成された開口部４３１ｃと、払出制御基板１２３Ａを収容可能な払出制御基板収容部
４３１ｄと、を有する。また、図７１に示すように、背面部４３１には、後述する第２誘
導樋４３４の受入部４３４ａ（図７５参照）が配置される第２誘導??用開口４３２ｆが形
成されている。図６８に示すように、凹部４３１ａ及び払出制御基板収容部４３１ｄは、
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カバー部材４３０の表面からパチンコ遊技機Ｙ内部側に突出するように形成され、主制御
基板７０Ａや払出制御基板１２３Ａをカバー部材４３０の表面よりパチンコ遊技機Ｙ背面
側に突出しないように収容可能である。凹部４３１ａは、カバー部材４３０が取付ベース
４２０（図６８参照）の背面側に取り付けられた状態で、プロジェクタカバーｂ１の下部
に形成される所定の空間４０５に配置され、主制御基板７０Ａが収容され、蓋部４３１ｂ
で覆われる。主制御基板７０Ａは、例えば、中継基板１００（図７０参照）と配線部材（
ケーブル）により接続される一般部品コネクタ接続部の一例である主制御基板コネクタ接
続部７０Ａａを備える。主制御基板コネクタ接続部７０Ａａは、主制御基板７０Ａの側縁
近傍に設けられ、凹部４３１ａに蓋部４３１ｂを取り付けた状態でも、蓋部４３１ｂに覆
われず、露出しており、配線部材（ケーブル）の着脱が可能に構成されている。これによ
り、背面部４３１の表面が略面一の状態となる。このように、カバー部材４３０は、背面
部４３１及び少なくとも２つの側面部４３２から形成される空間の内部に、第１の遊技機
構成部品の一例である主制御基板７０Ａを収容可能である。また、開口部４３１ｃは、２
つのプロジェクタユニットｂの廃熱口に対応する位置にそれぞれ形成されている。払出制
御基板収容部４３１ｄは、取付ベース４２０の背面側に取り付けられた状態で、下のミラ
ー部材ベース４２３の下部に形成された空間に配置される。また、凹部４３１ａは、カバ
ー部材４３０において、後述する球通路ユニット７３０（図７７参照）の配置位置より中
央寄りに配置されている。
【０３３８】
　図７０に示すように、互いに対向する側面４３２は、互いの幅が、前面側から背面側に
いくにつれて狭くなっている。側面４３２は、背面部４３１と隣接しない端部側に取付ベ
ース４２０に装着可能な取付部４３３を備えるとともに、少なくとも１つの側面４３２が
、取付部４３３が設けられた端部から背面部４３１と隣接する端部へ傾斜するように形成
されている。傾斜した側面４３２には、特定収容部である側面第１凹部４３２ａと、側面
第１凹部４３２ａを覆う側面第１蓋部４３２ｂと、一般収容部である側面第２凹部４３２
ｃと、側面第２凹部４３２ｃを覆う側面第２蓋部４３２ｄと、側面第１凹部４３２ａに形
成された開口部４３２ｅと、を有する。また、凹部４３１ａ及び側面第２凹部４３２ｃは
、少なくとも２つ以上の収容部より構成される一般収容部の一例であり、特定収容部の一
例である側面第１凹部４３２ａに隣接している。
【０３３９】
　側面第１凹部４３２ａは、カバー部材４３０の外側面に設けられ、背面部４３１の凹部
４３１ａや払出制御基板収容部４３１ｄと隣接する位置に形成され、特定の遊技機構成部
品又は第２の遊技機構成部品としての中継基板１００を収容可能である。側面第２凹部４
３２ｃは、カバー部材４３０の外側面に設けられ、側面第１凹部４３２ａに隣接する位置
に形成され、その他の複数種類の遊技機構成部品としての副制御基板８０Ａ（サブ制御基
板３３に相当）を収容可能である。側面第１凹部４３２ａ及び側面第２凹部４３２ｃは、
カバー部材４３０の表面からパチンコ遊技機Ｙ内部側に突出するように形成され、中継基
板１００や副制御基板８０Ａをカバー部材４３０の表面よりパチンコ遊技機Ｙ背面側に突
出しないように収容可能である。中継基板１００は、例えば、主制御基板７０Ａ（主制御
基板２８に相当）、副制御基板８０Ａ、遊技盤中継基板１０１（図６４参照）等と配線部
材（ケーブル）により接続される特定部品コネクタ接続部の一例である中継基板コネクタ
接続部１００ａを備える。副制御基板８０Ａは、例えば、中継基板１００等と配線部材（
ケーブル）により接続される一般部品コネクタ接続部の一例である副制御基板コネクタ接
続部８０Ａａを備える。すなわち、中継基板コネクタ接続部１００ａと、主制御基板コネ
クタ接続部７０Ａａや副制御基板コネクタ接続部８０Ａａと、は配線部材（ケーブル）に
より接続される。開口部４３２ｅは、背面部４３１及び２つの側面部４３２から形成され
る空間の内部に収容された遊技盤１Ａの遊技盤中継基板１０１（図６４参照）からの配線
をカバー部材４３０の外側に設けられた中継基板１００と接続可能なように設けられ、カ
バー部材４３０が取付枠４１０に取り付けられた状態で、遊技盤１Ａの背面側から立設す
る遊技盤中継基板１０１に対応する位置に形成されている。このような開口部４３２ｅが
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形成された側面第１凹部４３２ａは、側面部の外側面に設けられ、開口部を介して配線と
接続される特定の遊技機構成部品を収容可能な特定収容部の一例として機能する。また、
側面第２凹部４３２ｃは、カバー部材の外側の傾斜した側面部に、カバー部材の表面から
遊技機内部側に突出するように形成され、第１の遊技機構成部品とは異なる第２の遊技機
構成部品を収容可能な収容部の一例である。これにより、開口部４３２ｅから、遊技盤中
継基板１０１のコネクタ接続部１０１ａに接続したコネクタを介して、遊技盤中継基板１
０１と、例えば、側面第１凹部４３２ａに隣接する凹部４３１ａに収容された主制御基板
７０Ａと、を電気的に接続することが可能となる。このように、中継基板１００が収容可
能な側面第１凹部４３２ａは、その他の基板が収容可能な凹部の中心に配置されている。
【０３４０】
　図７２は、遊技盤中継基板１０１と、取付ベース４２０の基板用孔４２４及びカバー部
材４３０の開口部４３２ｅとの位置関係を説明する図である。図７２は、遊技盤中継基板
１０１が取り付けられている部分の拡大斜視図であり、（ａ）は取付枠４１０の背面側に
取付ベース４２０が取り付けられた状態を示し、（ｂ）は更に取付ベース４２０の背面側
にカバー部材４３０が取り付けられた状態を示している。図７２（ａ）に示すように、遊
技盤１Ａ（図６２参照）が取り付けられた取付枠４１０に、取付ベース４２０を取り付け
た状態では、遊技盤中継基板１０１のコネクタ接続部１０１ａが、取付ベース４２０基板
用孔４２４から背面側に突出している。そして、図７２（ｂ）に示すように、図７２（ａ
）に示す状態から、更に取付ベース４２０の背面側にカバー部材４３０を取り付けること
で、遊技盤中継基板１０１の側面がカバー部材４３０に覆われる。この状態において、コ
ネクタ接続部１０１ａの配線差込口１０１ｂは、カバー部材４３０の開口部４３２ｅの方
向に向いている。なお、図７２では、遊技盤中継基板１０１の全体をカバー部材４３０及
び側面第２蓋部４３２ｄによって覆っているが、遊技盤中継基板１０１の一部分のみを覆
うようにしてもよい。また、遊技盤中継基板１０１の外側面や内側面等１つの面のみを覆
うようにしてもよい。いずれにせよ、遊技盤中継基板１０１に加わる外力の少なくとも一
部を防ぐことができれば本発明の効果を奏することができる。なお、その場合、コネクタ
接続部１０１ａをカバー部材４３０に覆われていない部分に設けることが望ましい（例え
ば、遊技盤中継基板１０１の外側面をカバー部材４３０で覆うのであれば、遊技盤中継基
板１０１の内側面にコネクタ接続部１０１ａを設ける等）。
【０３４１】
　また、図７２（ａ）に示すように、取付ベース４２０は、ビス等で構成される固定部材
４２５により、取付枠４１０の背面の固定部４１１ａにビス止めさる。その後、図７２（
ｂ）に示すように、カバー部材４３０は、取付ベース４２０の背面側に配置され、取付部
４３３で固定部材４２５を覆い、取付ベース４２０を貫通するビス等で構成される固定部
材４３５により、取付枠４１０の背面の固定部４１１ａにビス止めさる。よって、カバー
部材４３０のビス止めを外した後でないと取付ベース４２０のビス止めを外すことができ
ない。
【０３４２】
　図７３は、パチンコ遊技機Ｙの上面図である。図７３は、本体枠２から本体ユニット４
００を開いた状態（本体枠２の内側に本体ユニット４００が配置された状態から、本体枠
ヒンジ２ｂを中心に９０度回動させた状態）を示している。カバー部材４３０は、本体枠
ヒンジ２ｂに軸支された方と反対側の側面４３２が、回転軸としての本体枠ヒンジ２ｂを
中心とし、本体枠２の内側側縁を通る仮想円ＶＣの内側に形成され、少なくとも一部が仮
想円に沿った形状に形成されている。
【０３４３】
［樋の接続部分］
　図７４は、本体ユニット４００の分解斜視図、図７５及び図７６は、第１誘導樋４１６
及び第２誘導樋４３４の分解斜視図である。図７５及び図７６は、図７４に示す第１誘導
樋４１６及び第２誘導樋４３４のみを示した図である。図７５は、取付枠４１０から視た
図であり、図７６は、カバー部材４３０から視た図である。図７４に示すように、取付枠
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４１０には、図示しない貯留ユニットから供給された遊技球を貯留可能な貯留タンク４１
５と、貯留タンク４１５から遊技球を下流に導く第１誘導樋４１６と、を有する。カバー
部材４３０は、遊技球を払出可能な払出装置７００と、払出装置７００に遊技球を導く第
２誘導樋４３４と、を有する。
【０３４４】
　第１誘導樋４１６と第２誘導樋４３４は、取付枠４１０にカバー部材４３０を装着した
際に、一方の開口部に他方の開口部が挿入するように接続されることで遊技球が流下可能
な状態となる。第１誘導樋４１６及び第２誘導樋４３４のいずれか一方（図７５及び図７
６に示す例では第２誘導樋４３４）には、他方（図７５及び図７６に示す例では第１誘導
樋４１６）の開口部の開口面積より広い開口面積にて形成された受入部４３４ａが設けら
れている。受入部４３４ａは、受入部４３４ａに挿入される開口部を接続位置まで案内す
る接続位置案内手段としてのリブ４３４ｂを有する。リブ４３４ｂは、開口を中心とする
放射方向に延び、受入部４３４ａの外縁から内縁に向かって、側縁が下り傾斜している板
状体であり、開口を囲むように、複数配置されている。第１誘導樋４１６及び第２誘導樋
４３４のいずれか他方（図７５及び図７６に示す例では第１誘導樋４１６）には、開口の
外縁に設けられ、リブ４３４ｂにより囲まれた部分の形状と略同一形状の外形で形成され
、接続位置において、リブ４３４ｂと係合する係合手段としての係合部４１６ａを有する
。
【０３４５】
　また、図６２に示すように、取付枠４１０は、皿ユニット９００の払出口９０１（図６
０参照）に遊技球を導く第３誘導樋４１８を有する。また、カバー部材４３０は、後述す
る払出装置７００から遊技球を下流に導く第４誘導樋としての第４誘導樋（図７８参照）
を有する。
【０３４６】
　第３誘導樋４１８と第１誘導路７３０Ｃ及び第２誘導路７３０Ｄ（図７９参照）は、取
付枠４１０にカバー部材４３０を装着した際に、一方の開口部に他方の開口部が挿入する
ように接続されることで遊技球が流下可能な状態となる。第３誘導樋４１８と、第１誘導
路７３０Ｃ及び第２誘導路７３０Ｄとのいずれか一方（図６２に示す例では第３誘導樋４
１８）には、受入部４１８ａが設けられている。受入部４１８ａは、受入部４３４ａと同
様に、複数のリブを有する。第１誘導路７３０Ｃ及び第２誘導路７３０Ｄの排出口７３０
Ｂ（図７８参照）は、第１誘導樋４１６と同様に、受入部４１８ａの複数のリブと係合す
る係合部を有する。
【０３４７】
［払出装置］
　図７７は、払出装置７００を示す全体斜視図、図７８は、払出装置７００に含まれる球
通路ユニット７３０を示す斜視図である。払出装置７００は、球供給路７１０、球送出機
構７２０、及び球通路ユニット７３０を有して構成される。球供給路７１０は、上部に設
けられた貯留タンク４１５（図７４参照）から球送出機構７２０へと遊技球を導く配管部
品である。球送出機構７２０は、入賞に応じた賞球数を計数しながら当該賞球数分の遊技
球を繰り出すものである。球通路ユニット７３０は、カバー部材４３０（図７４参照）の
背面側の端部に配置され、球送出機構７２０から繰り出された遊技球を後述する皿ユニッ
ト９００の払出口９０１へ導くためのものである。
【０３４８】
　球供給路７１０は、貯留タンク４１５（図７４参照）から、互いに接続された第１誘導
樋４１６及び第２誘導樋４３４（図７６参照）を介して、球送出機構７２０へと遊技球を
１つずつ自然に流下させることが可能に鉛直状に設けられている。球供給路７１０の下端
出口（図示略）は、球送出機構７２０の上部入口（図示略）に連接される。
【０３４９】
　球送出機構７２０は、球供給路７１０から流下してきた遊技球を上部入口（図示略）か
ら内部に導きつつ下部出口（図示略）から１つずつ繰り出し可能に構成されている。球送
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出機構７２０は、遊技球を１ずつ繰り出し可能な内部機構やこれを動作させるためのソレ
ノイド、繰り出した遊技球を計数するためのカウントセンサ（図示略）を有する。球送出
機構７２０は、入賞がないとき、遊技球を繰り出さないように内部機構及びソレノイドを
非作動状態とする一方、入賞があると、当該入賞に応じた賞球数の遊技球を繰り出すまで
内部機構及びソレノイドを作動状態としつつ遊技球をカウントセンサにより計数し、賞球
数分の遊技球を繰り出すと、再び内部機構及びソレノイドを非作動状態とする。これによ
り、球送出機構７２０は、入賞時に賞球数分の遊技球を１つずつ繰り出すことができる。
球送出機構７２０の下部出口は、球通路ユニット７３０の上部に設けられた導入口７３０
Ａに連接され、球送出機構７２０から繰り出された遊技球が１つずつ球通路ユニット７３
０の導入口７３０Ａへと流下する。なお、球送出機構７２０から繰り出された遊技球は、
基本的に導入口７３０Ａへと導かれるが、導入口７３０Ａに隣接する後述の球抜き口７３
０ａへと導かれる場合がある。
【０３５０】
　球通路ユニット７３０は、球送出機構７２０から繰り出された多数の遊技球を数珠状に
並べて通過させることが可能な誘導路を有し、この誘導路を通じて後述する皿ユニット９
００の払出口９０１へと遊技球を導くように構成されている。図７９は、球通路ユニット
７３０を示す分解斜視図、図８０は、図７９とは異なる向きで球通路ユニット７３０を示
す分解斜視図である。球通路ユニット７３０は、通路隔壁部材７３１、満タン検知レバー
７３２、満タン検知センサ７３３、第１カバー部材７３４、第２カバー部材７３５、及び
球抜き部材７３６を有して構成される。球通路ユニット７３０の誘導路としては、パチン
コ遊技機Ｙの正面側からみて通路隔壁部材７３１の左側部と第１カバー部材７３４との間
に第１誘導路７３０Ｃが形成され、パチンコ遊技機Ｙの正面側からみて通路隔壁部材７３
１の右側部と第２カバー部材７３５との間に第２誘導路７３０Ｄが形成される。第１誘導
路７３０Ｃ及び第２誘導路７３０Ｄは、それぞれ多数の遊技球を並べることが可能な十分
な経路長を有する。
【０３５１】
　通路隔壁部材７３１の左側部には、第１誘導路７３０Ｃの路側壁が前後に蛇行しつつ上
部の導入口７３０Ａから下部の排出口７３０Ｂへと延びるように形成されている。この通
路隔壁部材７３１の左側部に形成された路側壁は、第１誘導路７３０Ｃの右半分を溝状に
形成している（図８０参照）。通路隔壁部材７３１の右側部には、第２誘導路７３０Ｄの
路側壁が上部の導入口７３０Ａから下部の排出口７３０Ｂへと延びるように形成されてい
る。この通路隔壁部材７３１の右側部に形成された路側壁は、第２誘導路７３０Ｄの左半
分を溝状に形成している（図７９参照）。このような第２誘導路７３０Ｄは、第１誘導路
７３０Ｃと隔壁を挟んで隣接している。すなわち、第１誘導路７３０Ｃと第２誘導路７３
０Ｄとは、互いに並んで同方向に遊技球を導くように並設されている。
【０３５２】
　一方、通路隔壁部材７３１の左側部に対向する第１カバー部材７３４の対向面にも、第
１誘導路７３０Ｃの路側壁が前後に蛇行しつつ導入口７３０Ａから排出口７３０Ｂへと延
びるように形成されている。これら通路隔壁部材７３１の左側部と第１カバー部材７３４
の対向面にある路側壁どうしが合わさることにより第１誘導路７３０Ｃが形成されるとと
もに、導入口７３０Ａ及び排出口７３０Ｂが形成される。また、通路隔壁部材７３１の右
側部に対向する第２カバー部材７３５の対向面にも、第２誘導路７３０Ｄの路側壁が排出
口７３０Ｂへと延びるように形成されている。これら通路隔壁部材７３１の右側部と第２
カバー部材７３５の対向面にある路側壁どうしが合わさることにより第２誘導路７３０Ｄ
が形成される。第１誘導路７３０Ｃは、横方向に比較的大きな第１の幅でもって形成され
る一方、第２誘導路７３０Ｄは、第１誘導路７３０Ｃの横幅（第１の幅）よりも横方向に
小さい第２の幅でもって形成され、排出口７３０Ｂより上流側において第１誘導路７３０
Ｃと合流するようになっている。また、排出口７３０Ｂは、横方向に第１誘導路７３０Ｃ
の横幅（第１の幅）と同じ第１の幅でもって形成される。なお、導入口７３０Ａは、第１
誘導路７３０Ｃのみに導通しており、基本的に球送出機構７２０から繰り出された遊技球
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は、導入口７３０Ａへと入るようになっている。ただし、導入口７３０Ａに隣接する部位
には、通路隔壁部材７３１の右側部と第２カバー部材７３５とが合わされることによって
球抜き部材７３６へと通じる球抜き口７３０ａが形成される。これにより、第１誘導路７
３０Ｃが詰まって導入口７３０Ａに入りきれない遊技球は、球抜き口７３０ａへと導かれ
る。第２誘導路７３０Ｄの下端部は、排出口７３０Ｂの近傍で第１誘導路７３０Ｃと合流
するように形成されている。これにより、排出口７３０Ｂ付近における遊技球の詰まりが
解消されると、第１誘導路７３０Ｃと第２誘導路７３０Ｄとに貯まった遊技球がまとまっ
て一気に排出口７３０Ｂから排出される。
【０３５３】
　図８１は、球通路ユニット７３０の第１誘導路７３０Ｃを示す平面図、図８２は、球通
路ユニット７３０の第２誘導路７３０Ｄを示す平面図である。通路隔壁部材７３１の上部
には、その右側部から左側部へと遊技球を案内するための貫通口７３１Ａが形成されてい
る。通路隔壁部材７３１の右側部において第１誘導路７３０Ｃの上部途中には、貫通口７
３１Ａへと遊技球を案内可能な分岐路７３０Ｅが形成されている。貫通口７３１Ａの反対
側は、第２誘導路７３０Ｄの上端部に連通している。これにより、第１誘導路７３０Ｃの
遊技球が上部まで詰まって下方へと流れない状態になると、導入口７３０Ａから第１誘導
路７３０Ｃの上部へと流下してきた遊技球がこの第１誘導路７３０Ｃを??回して分岐路７
３０Ｅへと導かれ、さらに分岐路７３０Ｅへと導かれてきた遊技球は、貫通口７３１Ａを
通って第２誘導路７３０Ｄの上端部へと導かれ、第１誘導路７３０Ｃのみならず第２誘導
路７３０Ｄまでもが遊技球で満タン状態となるまで球通路ユニット７３０の内部に賞球と
して払い出される遊技球が一時的に貯留される。
【０３５４】
　また、通路隔壁部材７３１の右側部においては、第２誘導路７３０Ｄの途中部分に先端
部が突き出た姿勢で揺動可能な満タン検知レバー７３２と、満タン検知レバー７３２の先
端部が突き出た姿勢から奥方に変位した状態を検知する満タン検知センサ７３３とが、設
けられている。満タン検知レバー７３２は、第２誘導路７３０Ｄの略鉛直部分に設けられ
ており、この部分まで詰まって流下できない遊技球に圧接されると、奥方に変位した状態
となる。満タン検知センサ７３３は、奥方に変位した満タン検知レバー７３２が所定時間
にわたり接した状態になると、第２誘導路７３０Ｄに遊技球が詰まって満タンになった状
態と検知し、それに応じた信号を払出・発射制御回路１２３（図１０３参照）に出力する
。これにより、第１誘導路７３０Ｃにおける遊技球の流下が停滞しても第２誘導路７３０
Ｄが満タン状態となるまで球送出機構７２０の遊技球繰り出し動作を継続させることがで
きる。
【０３５５】
　さらに、パチンコ遊技機Ｙの正面側からみて第２カバー部材７３５の右側部には、球抜
き部材７３６が付設される。球抜き部材７３６は、球抜き口７３０ａから導かれてきた遊
技球を下端口７３６Ａから排出する。球抜き部材７３６の下端口７３６Ａから排出された
遊技球は、図外の球抜き管路へと導かれ、最終的にはパチンコ遊技機Ｙの外部に置かれた
ドル箱に放出される。
【０３５６】
［球検知ユニット］
　図８３は、遊技盤１Ａのアウト口５５を示す斜視図、図８４は、遊技盤１Ａを取り外し
た状態でアウト口５５の背後に位置する球検知ユニット８００を示す斜視図である。図８
３に示すように、遊技盤１Ａの遊技領域１ｐにおける中央下部には、入賞せずに流下して
きた遊技球を背後に導くためのアウト口５５が設けられている。図８４に示すように、ア
ウト口５５の背後には、アウト口５５から導かれてきた複数の遊技球を受けるとともに、
アウト口５５と対向する箇所に遊技球を集めてさらに背後へと遊技球を導くための開口８
０１Ａを有するアウト球受け部材８０１が設けられている。球検知ユニット８００は、取
付枠４１０において、アウト球受け部材８０１の開口８０１Ａの直後に設けられている。
【０３５７】
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　図８５は、球検知ユニット８００の全体を示す斜視図、図８６は、球検知ユニット８０
０を示す分解斜視図、図８７は、図８６とは異なる向きで球検知ユニット８００を示す分
解斜視図である。球検知ユニット８００は、左側構成部材８１０、右側構成部材８２０、
突片部材８３０、第１検知センサ８４０、第２検知センサ８５０を有して構成される。球
検知ユニット８００は、流入口としてのアウト口５５を通過して排出される遊技球をアウ
ト球として検知するためのものである。左側構成部材８１０には、第１検知センサ８４０
が設けられ、右側構成部材８２０には、第２検知センサ８５０が設けられており、これら
の第１検知センサ８４０及び第２検知センサ８５０と一体に突片部材８３０を中央に挟み
込んだ状態で左側構成部材８１０と右側構成部材８２０とが接合される。第１検知センサ
８４０及び第２検知センサ８５０は、複数の遊技球が流入可能な流入口と、流入口より下
流において、流入した遊技球を検知可能な複数の検知手段の一例として機能する。
【０３５８】
　図８８は、球検知ユニット８００を構成する左側構成部材８１０の内部側面図、図８９
は、球検知ユニット８００を構成する右側構成部材８２０の内部側面図、図９０は、球検
知ユニット８００を構成する突片部材８３０の上面図である。左側構成部材８１０及び右
側構成部材８２０は、概ね左右対称形に形成されており、それぞれ前面開口部８１０Ａ，
８２０Ａ、導入空間部８１０Ｂ，８２０Ｂ、センサ配置部８１０Ｃ，８２０Ｃ、遊動空間
部８１０Ｄ，８２０Ｄを有する。
【０３５９】
　前面開口部８１０Ａ，８２０Ａは、互いに一体となってアウト球受け部材８０１の開口
８０１Ａの直ぐ背後に位置し、開口８０１Ａを通過した遊技球を受け入れる受入口（流入
口）を形成する。前面開口部８１０Ａ，８２０Ａは、それぞれ１個の遊技球が余裕をもっ
て通過可能な開口面積を有する。これにより、一体となった受入口には、少なくとも２個
の遊技球が同時に進入することができる。
【０３６０】
　導入空間部８１０Ｂ，８２０Ｂは、基本的にそれぞれ前面開口部８１０Ａ，８２０Ａか
らセンサ配置部８１０Ｃ，８２０Ｃへと遊技球を導く通路であり、それぞれ１個の遊技球
が余裕をもって通過可能である。導入空間部８１０Ｂ，８２０Ｂの底面８１０Ｂａ，８２
０Ｂａは、水平面より若干傾斜しており、奥側に進むほど下降するように形成されている
。
【０３６１】
　センサ配置部８１０Ｃ，８２０Ｃは、それぞれ第１検知センサ８４０、第２検知センサ
８５０が配置される箇所である。センサ配置部８１０Ｃ，８２０Ｃには、導入空間部８１
０Ｂ，８２０Ｂの底面８１０Ｂａ，８２０Ｂａよりも第１検知センサ８４０、第２検知セ
ンサ８５０それぞれの前端が若干低位となるように配置される。第１検知センサ８４０、
第２検知センサ８５０は、それぞれ前端から後端にいくほど上位となるように傾斜姿勢で
配置される。第１検知センサ８４０、第２検知センサ８５０には、１個の遊技球が通過可
能な通過孔が設けられており、この通過孔を遊技球が通過するとアウト球として検知され
、下方に排出された後に収集される。これにより、導入空間部８１０Ｂ，８２０Ｂからセ
ンサ配置部８１０Ｃ，８２０Ｃへと導かれてきた遊技球は、第１検知センサ８４０、第２
検知センサ８５０の通過孔へと導かれやすくなっている。
【０３６２】
　遊動空間部８１０Ｄ，８２０Ｄは、アウト口５５より下流において、センサ配置部８１
０Ｃ，８２０Ｃより奥側上方に設けられ、センサ配置部８１０Ｃ，８２０Ｃよりも狭小な
空間を形成している。遊動空間部８１０Ｄ，８２０Ｄは、互いに一体となった状態で概ね
１個の遊技球が十分遊動し得るだけの広さを有する。遊動空間部８１０Ｄ，８２０Ｄの底
面８１０Ｄａ，８２０Ｄａは、水平面より若干傾斜しており、奥側に進むにつれて上昇（
隆起）するように形成されている。底面８１０Ｄａ，８２０Ｄａの前端は、第１検知セン
サ８４０、第２検知センサ８５０の後端よりも上位に位置するように形成されている。こ
れにより、第１検知センサ８４０、第２検知センサ８５０を越えて奥方の遊動空間部８１
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０Ｄ，８２０Ｄへと１個の遊技球が導かれることがあり、この遊動空間部８１０Ｄ，８２
０Ｄへと導かれた遊技球にあっても、第１検知センサ８４０、第２検知センサ８５０へと
転落しやすくなっている。なお、遊動空間部８１０Ｄ，８２０Ｄは、互いに一体となった
状態で２個以上の遊技球が遊動し得るだけの広さを有する部分としてもよい。
【０３６３】
　突片部材８３０は、センサ配置部８１０Ｃ，８２０Ｃ（第１検知センサ８４０，第２検
知センサ８５０）のほか、導入空間部８１０Ｂ，８２０Ｂや遊動空間部８１０Ｄ，８２０
Ｄを分け隔てるように設けられる。図８８及び図８９に示すように、突片部材８３０は、
流入した遊技球の少なくとも一部が乗り上げ可能なように流入口となる前面開口部８１０
Ａ，８２０Ａの底部から奥方へと延設するように配置され、前面開口部８１０Ａ，８２０
Ａの底部から遊動空間部８１０Ｄ，８２０Ｄへと進むにつれて上昇（隆起）した傾斜状の
上端８３０Ａを有する。この上端８３０Ａは、導入空間部８１０Ｂ，８２０Ｂや遊動空間
部８１０Ｄ，８２０Ｄを完全に仕切ることなく、これらの底面８１０Ｂａ，８２０Ｂａ，
８１０Ｄａ，８２０Ｄａよりも若干上方に突出している。また、図９０に示すように、突
片部材８３０の上端８３０Ａは、遊技球進入方向に沿って左右に波打つように形成されて
いるとともに、流入した遊技球が乗り上げても滑りやすいように峰状に形成されている。
これにより、センサ配置部８１０Ｃ，８２０Ｃの遊技球は、突片部材８３０の上端８３０
Ａを左右方向に越えて第１検知センサ８４０及び第２検知センサ８５０のいずれかに落下
しやすい。また、センサ配置部８１０Ｃ，８２０Ｃより奥方の遊動空間部８１０Ｄ，８２
０Ｄへと進んだ遊技球は、突片部材８３０の上端８３０Ａに不安定に接した状態となり、
第１検知センサ８４０及び第２検知センサ８５０のいずれかの方へと振り落とされる。
【０３６４】
　［皿ユニット］
　図９１は、皿ユニット９００が設けられたガラスドア５を示す全体斜視図、図９２は、
ガラスドア５の正面を示す全体正面図である。ガラスドア５の正面に向かって左下部には
、皿ユニット９００が設けられる。なお、本実施形態の遊技機においては、一つの皿ユニ
ット９００しか存在しないが、例えば上皿ユニットと下皿ユニットとを設け、いずれか一
方を本実施形態の皿ユニット９００として適用してもよい。皿ユニット９００は、入賞に
応じて払い出される遊技球を貯留し、貯留した遊技球を発射装置２６へと順次誘導すると
ともに、遊技者の球抜き操作に応じて下方に配置したいわゆるドル箱（図示略）へと遊技
球を排出可能とするものである。皿ユニット９００の後方には、遊技球を払い出す払出口
９０１が設けられ、この払出口９０１から複数の遊技球が皿ユニット９００へと払い出さ
れる。払出口９０１の背後には、発射装置２６からの遊技球を受けつつ払出口９０１へと
送り出すための球送出受け部材９０２が設けられる（図９３参照）。
【０３６５】
　図９３は、皿ユニット９００の全体を示す拡大斜視図、図９４は、皿ユニット９００の
分解斜視図、図９５は、皿ユニット９００の上面図、図９６は、皿ユニット９００の受け
皿カバー部材９３０を取り外した状態の上面図である。皿ユニット９００は、装飾カバー
９１０、本体部９２０、受け皿カバー部材９３０、球抜き通路部材９４０、蓋開閉部９５
０などを有して構成される。装飾カバー９１０は、本体部９２０の下部に配置される球抜
き通路部材９４０などを覆うように皿ユニット９００の前面及び側面に取り付けられる。
図９４に示すように、本体部９２０には、パチンコ遊技機Ｙ内部の発射装置２６へと複数
の遊技球を順序よく列状に整列させる整列部９２０Ａと、遊技者による蓋開閉部９５０の
操作により、球抜き通路部材９４０へと遊技球を導くための第１開閉蓋９２０Ｂ及び第２
開閉蓋９５３Ｂが設けられる。受け皿カバー部材９３０は、本体部９２０の上部に配置さ
れるものであり、払出口９０１から払い出された遊技球を最初に受けて貯留するとともに
、貯留した遊技球を下方の整列部９２０Ａへと導くものである。受け皿カバー部材９３０
には、本体部９２０の整列部９２０Ａを上方から覆うカバー部９３０Ａと、カバー部９３
０Ａの外側壁９３０Ａａとの間に遊技球が通過し得る間隔をあけて周壁を形成する外周部
９３０Ｂと、この外側壁９３０Ａａと外周部９３０Ｂとの間に形成され、下方の整列部９
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２０Ａへと遊技球を導く整流部９３０Ｃと、払出口９０１から払い出された複数の遊技球
を滑り落とすことが可能なスロープ部９３０Ｄと、スロープ部９３０Ｄから滑り落ちてき
た複数の遊技球を貯留しつつ整流部９３０Ｃへと流動させることが可能な貯留部９３０Ｅ
と、貯留部９３０Ｅの底面にあって第１開閉蓋９２０Ｂの上方に設けられる第１開口部９
３０Ｆとが設けられる。なお、図９３においては、払出口９０１の図示を省略している。
図９４においては、装飾カバー９１０の図示を省略している。
【０３６６】
　本体部９２０の整列部９２０Ａは、皿ユニット９００の後端側において払出口９０１（
球送出受け部材９０２）が配置される側とは反対側の右寄りの箇所において左右にまっす
ぐ延びるように設けられる。整列部９２０Ａは、複数の遊技球が一列に並んで流動するよ
うに、右側から左側へと下降傾斜しつつガイド片９２０Ａａにより直線的な溝状に形成さ
れている。すなわち、整列部９２０Ａにおいて遊技球が整列する方向の上流側（整列方向
上流側）は、払出口９０１から離間した整列部９２０Ａの右端部に相当し、この整列部９
２０Ａの右端部にカバー部９３０Ａの整流部９３０Ｃから遊技球が流下してくる。整列部
９２０Ａの整列下流側となる左端部には、内部の発射装置２６へと遊技球を導くための導
入口９２０Ａｂが設けられ、整列部９２０Ａの底面にあって第２開閉蓋９５３Ｂの上方に
設けられる第２開口部９３０Ｇが設けられる。整列部９２０Ａに並んだ遊技球は、１つず
つ導入口９２０Ａｂへと直線的に導かれる。このような整列部９２０Ａは、右端部が一部
露出しつつその余の部分が受け皿カバー部材９３０のカバー部９３０Ａによって覆われる
。また、本体部９２０において受け皿カバー部材９３０が配置される部分は、概ね受け皿
カバー部材９３０の外周部９３０Ｂや整流部９３０Ｃ、スロープ部９３０Ｄや貯留部９３
０Ｅ、第１開口部９３０Ｆと整合する形状に形成されている。また、整列部９２０Ａの整
流部９３０Ｃ側には、カバー部９３０Ａが装着されなかった場合でも整列部９２０Ａに整
列している遊技球に流下してくる遊技球が乗り上げないような壁部９２０Ａｃが設けられ
ている。遊技者による第１蓋開閉部９５０Ａの操作により、本体部９２０の第１開閉蓋９
２０Ｂが開放されると、受け皿カバー部材９３０の貯留部９３０Ｅにある遊技球が第１開
口部９３０Ｆを通じて下方へと排出される。排出された遊技球は、球抜き通路部材９４０
を通じてドル箱の直上に位置する落下口９４０Ａへと導かれ、落下口９４０Ａからドル箱
へと遊技球が排出される。一方、第１開閉蓋９２０Ｂが閉鎖状態にある場合、貯留部９３
０Ｅの遊技球が第１開口部９３０Ｆから落下せずにそのままとどまり、整流部９３０Ｃへ
と導かれる。また、遊技者による第２蓋開閉部９５０Ｂの操作により、本体部９２０の第
２開閉蓋９５３Ｂが開放されると、整列部９２０Ａに並んだ遊技球が第２開口部９３０Ｇ
を通じて下方へと排出される。排出された遊技球は、球抜き通路部材９４０を通じてドル
箱の直上に位置する落下口９４０Ａへと導かれ、落下口９４０Ａからドル箱へと遊技球が
排出される。一方、第２開閉蓋９５３Ｂが閉鎖状態にある場合、整列部９２０Ａに並んだ
遊技球が第２開口部９３０Ｇから落下せずに導入口９２０Ａｂから内部の発射装置２６へ
と導かれる。
【０３６７】
　受け皿カバー部材９３０のカバー部９３０Ａは、皿ユニット９００の後端側において払
出口９０１（球送出受け部材９０２）が配置される側とは反対側の右寄りの箇所に位置す
る。カバー部９３０Ａの外側壁９３０Ａａは、湾曲状に形成されており、整列部９２０Ａ
の右端部と対応する部位に開口９３０Ａｂが形成されている。また、外周部９３０Ｂは、
外側壁９３０Ａａとの間に整流部９３０Ｃを形成するように、外側壁９３０Ａａに概ね沿
うような湾曲状に形成されている。これにより、整流部９３０Ｃは、貯留部９３０Ｅの遊
技球を開口９３０Ａｂへと湾曲状に曲げつつ導くような通路として形成される。また、貯
留部９３０Ｅの外壁部９３０Ｅａと整流部９３０Ｃの外周部９３０Ｂは、払出口９０１か
ら放出された遊技球が接触しつつ転動して整流部９３０Ｃまで辿り着けるように連続した
一つの面を形成している。これにより、貯留部９３０Ｅに遊技球が貯留されていない状態
では、放出された遊技球が外壁部９３０Ｅａまで転動し、連続面（外壁部９３０Ｅａ、外
周部９３０Ｂ）にて方向を変えられつつ整流部９３０Ｃへと導かれる。ここで、遊技球を
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貯留部９３０Ｅの外部に排出可能な第１開口部９３０Ｆ及び遊技球を貯留可能な閉鎖状態
と遊技球を外部へと排出可能な開放状態とに切替可能な第１開閉蓋９２０Ｂは、遊技球が
連続面（外壁部９３０Ｅａ、外周部９３０Ｂ）に接触しつつ転動可能なように、貯留部９
３０Ｅの内部側（遊技盤１Ａ側）に連続面から所定の間隔をあけて設けられている。この
所定の間隔としては、少なくとも遊技球の直径以上の距離となることが望ましい。これは
、払出口９０１から放出された遊技球が全て第１開口部９３０Ｆから外部へと排出されて
しまうことを防止するためであり、例えば、貯留している遊技球が少ない場合、払出口９
０１から放出された遊技球は、連続面（外壁部９３０Ｅａ、外周部９３０Ｂ）に接触しな
がら転動し、第１開口部９３０Ｆに至ることなく第１開口部９３０Ｆから落下せずに整流
部９３０Ｃへと導かれるので、仮に第１開閉蓋９２０Ｂが開放状態であっても、遊技球が
第１開口部９３０Ｆからほとんど落下してしまって発射装置２６へと供給される遊技球が
途切れてしまうようなことがない。
【０３６８】
　整流部９３０Ｃは、貯留部９３０Ｅから開口９３０Ａｂの方へと若干下降傾斜するよう
に形成されている。また、整流部９３０Ｃは、外側壁９３０Ａａと外周部９３０Ｂとによ
り開口９３０Ａｂの方へと進むに従って徐々に幅狭くなるように形成されている。これに
より、貯留部９３０Ｅにおいて乱雑に山積した遊技球は、整流部９３０Ｃによって徐々に
曲がった列をなして開口９３０Ａｂへと流れるようになる。また、払出口９０１から勢い
よく払い出されることにより、スロープ部９３０Ｄ及び貯留部９３０Ｅを越えて整流部９
３０Ｃにまで達する遊技球があっても、遊技球は、湾曲した外周部９３０Ｂの内面に当た
ることで推進力が弱められつつ整流部９３０Ｃを経て開口９３０Ａｂへと導かれる。
【０３６９】
　図９７は、本体部９２０、球抜き通路部材９４０及び蓋開閉部９５０を背面側から視た
斜視図、図９８は、図９７に示す図の分解図である。本体部９２０の下には、蓋開閉部９
５０が設けられ、蓋開閉部９５０の下には、球抜き通路部材９４０が設けられている。
【０３７０】
　図９９は、球抜き通路部材９４０の斜視図、図１００は、図９９中のＡＡ’断面図、図
１０１は、図９９中のＢＢ’断面図である。図９９に示すように、球抜き通路部材９４０
は、上面視で略Ｌ字形状に形成され、前面側から視て左右方向に延び、中空形状に形成さ
れ、内部を遊技球が流下する第１通路９４１と、第１通路９４１の下流側端部に接続され
、第１通路９４１と直交する方向（前面背面方向）に延び、中空形状に形成され、内部を
遊技球が流下し、下流側端部において下方が開放した落下口９４０Ａが形成された第２通
路９４２と、を備える。第１通路９４１及び第２通路９４２は、上流側から下流側に向か
って、底面が下り傾斜して配置されることで、内部を遊技球が上流から下流に向かって流
下する。
【０３７１】
　第１通路９４１は、球抜き通路部材９４０内に遊技球を導くための第１受け口９４１ａ
及び第２受け口９４１ｂを備える。第１受け口９４１ａは、上流側端部において、本体部
９２０の第１開口部９３０Ｆ（図９８参照）及び第１蓋開閉部９５０Ａの第１開閉蓋９５
３Ａ（図９８参照）の下に形成され、上方が開放されている。第１受け口９４１ａは、第
１通路９４１の側面から突出し、湾曲して上方が開放されている。これにより、第１開口
部９３０Ｆから落下した遊技球をスムーズに第１通路９４１の内部に導くことができる。
第２受け口９４１ｂは、上流側端部と下流側端部との間において、本体部９２０の第２開
口部９３０Ｇ（図９８参照）及び第２蓋開閉部９５０Ｂの第２開閉蓋９５３Ｂ（図９８参
照）の下に形成され、上方が開放されている。第２受け口９４１ｂは、第１通路９４１の
側面から突出し、湾曲して上方が開放されている。これにより、第２開口部９３０Ｇから
落下した遊技球をスムーズに第１通路９４１の内部に導くことができる。
【０３７２】
　また、図１００に示すように、第１通路９４１は、上流下流方向に延びる２つの側面の
少なくとも一方の側面が、底面に向かって下り傾斜する傾斜壁９４１ｃを形成している。
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また、傾斜壁９４１ｃは、図１０１に示すように、中間から下流側端部に向かって、他方
の側面側にせり出している。すなわち、傾斜壁９４１ｃは、底面に向かって下り傾斜しつ
つ、他方の側面側にせり出している。これにより、第１通路９４１内部の幅は、中間から
下流側端部に向かって、また、底面に向かって、徐々に狭くなっている（例えば、遊技球
２個分の幅から遊技球１個分の幅になっている）。これにより、例えば、第１通路９４１
内に多量の遊技球が流入しても、遊技球を１列に整流して、第２通路９４２に流下させる
ことが可能となる。また、第１通路９４１は、上流下流方向に延びる側面において、第１
受け口９４１ａ（図９９参照）と対面する部分に、第１受け口９４１ａが設けられた側の
側面側から他方の側面側に斜めに延びるガイド壁９４１ｄが形成されている。これにより
、第１受け口９４１ａから流入した遊技球をスムーズに第１通路９４１の内部に導くこと
ができる。
【０３７３】
　第２通路９４２は、第１通路９４１の接続部分において、外側のコーナーを形成するコ
ーナー壁９４２ａを備える。コーナー壁９４２ａは、第１通路９４１の下流側端部から第
２通路９４２の上流側端部に連なる部分であり、遊技球が流下する方向に膨出した湾曲形
状に形成されている。
【０３７４】
　図１０２は、球抜き通路部材９４０の分解斜視図である。球抜き通路部材９４０は、第
１部材９４０ａと、第２部材９４０ｂと、が互いに組み合わされることで、内部を遊技球
が流下可能な中空形状に形成される。第１部材９４０ａは、第１通路９４１の天面、底面
及び一方の側面と、第２通路９４２の天面及び２つの側面を構成する。第２部材９４０ｂ
は、第１通路９４１の他方の側面と、第２通路９４２のコーナー壁９４２ａ及び底面を構
成する。第１部材９４０ａには、第２通路９４２の２つの側面を構成する部分の下端に、
それぞれ下端から斜め上方に向かって欠き込まれた欠き込み９４０ａ’が形成されている
。第２部材９４０ｂには、第２通路９４２の底面を構成する部分の２つの側縁に、それぞ
れ斜め上方に向かって突出する突起９４０ｂ’が形成されている。欠き込み９４０ａ’と
突起９４０ｂ’は、第１部材９４０ａ及び第２部材９４０ｂが互いに組み合わされるとき
に、互いに係合され、図１０１に示す状態となる。よって、第１部材９４０ａ及び第２部
材９４０ｂをネジ止めしなくとも、２つの部材を組み合わせた状態に維持できる。
【０３７５】
　図９８に示すように、蓋開閉部９５０は、本体部９２０の第１開口部９３０Ｆを開閉す
るための第１蓋開閉部９５０Ａと、本体部９２０の第２開口部９３０Ｇを開閉するための
第２蓋開閉部９５０Ｂと、を備える。第１蓋開閉部９５０Ａは、本体部９２０の下に配置
された基端から前面側に延び、先端が本体部９２０より前面方向に突出し、遊技者が操作
可能な第１把持部９５１Ａと、第１把持部９５１Ａの基端側をスライド自在に保持する第
１蓋開閉部本体９５２Ａと、第１把持部９５１Ａに固定され、第１蓋開閉部本体９５２Ａ
にスライド自在に取り付けられ、第１開口部９３０Ｆを塞ぐ閉状態と、第１開口部９３０
Ｆを開放する開状態とに変位可能な第１開閉蓋９５３Ａと、を備える。これにより、遊技
者は、第１把持部９５１Ａをスライド移動させることで、第１開閉蓋９５３Ａを開状態と
開状態との間で変位させ、第１開口部９３０Ｆを開閉させることができる。第２蓋開閉部
９５０Ｂは、本体部９２０の下に配置された基端から前面側に延び、先端が本体部９２０
より前面方向に突出し、遊技者が操作可能な第２把持部９５１Ｂと、第２把持部９５１Ｂ
の基端側をスライド自在に保持する第２蓋開閉部本体９５２Ｂと、第２蓋開閉部本体９５
２Ｂにスライド自在に取り付けられ、第２開口部９３０Ｇを塞ぐ閉状態と、第２開口部９
３０Ｇを開放する開状態とに変位可能な第２開閉蓋９５３Ｂと、第２把持部９５１Ｂと第
２開閉蓋９５３Ｂとに連結され、第２把持部９５１Ｂのスライド移動により、第２開閉蓋
９５３Ｂを開状態と開状態との間で変位させるリンク部９５４と、を備える。これにより
、遊技者は、第２把持部９５１Ｂをスライド移動させることで、第２開閉蓋９５３Ｂを開
状態と開状態との間で変位させ、第２開口部９３０Ｇを開閉させることができる。
【０３７６】
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［第３実施形態に係る遊技機の電気的構成］
　図１０３は、本発明の第３実施形態に係る遊技機の回路構成を示すブロック図である。
第３実施形態に係るパチンコ遊技機Ｙの電気的構成は、主制御回路７０に第１検知センサ
８４０及び第２検知センサ８５０が接続されている点と、払出・発射制御回路１２３に満
タン検知センサ７３３が接続されている点と、副制御回路２００に２つのプロジェクタ装
置本体ｂ２が接続されている点と、第３実施形態のパチンコ遊技機１と異なる。
【０３７７】
　第１検知センサ８４０及び第２検知センサ８５０は、アウト口５５（図８３参照）を通
過した遊技球をそれぞれアウト球として検知し、所定の出力信号を主制御回路７０に出力
する。満タン検知センサ７３３は、奥方に変位した満タン検知レバー７３２（図８２参照
）が所定時間にわたり接した状態になると、第２誘導路７３０Ｄ（図８２参照）に遊技球
が詰まって満タンになった状態と検知し、所定の出力信号を払出・発射制御回路１２３に
出力する。払出・発射制御回路１２３は、この所定の出力信号を受信した場合、賞球ケー
スユニット１７０による遊技球の払い出しを一旦停止する。また、満タン検知センサ７３
３は、満タン検知レバー７３２が前面側に変位し、満タン検知センサ７３３から離間した
状態になると、第２誘導路７３０Ｄに遊技球が詰まっていない状態と検知し、所定の出力
信号を払出・発射制御回路１２３に出力する。払出・発射制御回路１２３は、この所定の
出力信号を受信した場合、一旦停止していた賞球ケースユニット１７０による遊技球の払
い出しを再開する。
【０３７８】
　副制御回路２００は、第２実施形態のパチンコ遊技機と同様に、他の遊技装置等の演出
動作に応じて、プロジェクタ制御回路９０を制御し、２つのプロジェクタ装置本体ｂ２を
それぞれ又は連動させて、照射光を投影させ、遊技盤１Ａやスクリーン部ｂ４の背面に向
けて照射光を投影することにより、視覚的な演出として映像を表示する。
【０３７９】
　また、主制御回路７０に接続されている各種センサ、各種装置、他の回路等の遊技機構
成部品は、カバー部材４３０（図７０参照）に収容されている中継基板１００（図７０参
照）や、遊技盤１Ａ（図６４参照）の遊技盤中継基板１０１（図６４参照）を介して、主
制御回路７０に接続されている。
【０３８０】
　上記実施形態でのパチンコ遊技機では、貯留皿に貯留されている遊技球を遊技盤に発射
し、入賞が発生した場合に払出装置から遊技球を貯留皿に払い出す構成であったが、これ
に限定されるものではない。
【０３８１】
　例えば、遊技者によって遊技に必要な遊技球やメダルなどの遊技媒体が投入され、それ
に基づいて遊技が行われ、例えばパチスロ機やカジノマシンなど、その遊技の結果に基づ
いて特典が付与される形態全てについて、本発明を適用することができる。すなわち、物
理的な遊技者の動作によって遊技媒体を使用し、遊技結果に応じて遊技媒体が払い出され
る形態のみならず、主制御回路（主制御基板）自体が、遊技者が保有する遊技媒体を電磁
的に管理し、遊技媒体を遊技者が触れることなく遊技が可能とするものであってもよい。
また、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理するのは、主制御回路（主制御基板）に
装着され（接続され）、遊技媒体を管理する遊技媒体管理装置であってもよい。またその
場合、遊技盤に発射される遊技球は遊技者が触れることのない封入式遊技機であることが
望ましい。
【０３８２】
　遊技媒体管理装置は、ＲＯＭ及びＲＷＭ（あるいは、ＲＡＭ）を有して、遊技機に設け
られる装置であって、図示しない外部の遊技媒体取扱装置と所定のインターフェイスを介
して双方向通信可能に接続されるものであり、遊技媒体の貸出動作や遊技媒体の払出動作
によって生じる遊技の用に供する遊技媒体を電磁的に記録する動作を行い得るものとすれ
ばよい。また、遊技媒体管理装置は、これら実際の遊技媒体数の管理のみならず、例えば
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、その遊技媒体数の管理結果に基づいて、パチンコ機１又は１Ａの前面に、保有する遊技
媒体数を表示する保有遊技媒体数表示装置（不図示）を設けることとし、この保有遊技媒
体数表示装置に表示される遊技媒体数を管理するものであってもよい。すなわち、遊技媒
体管理装置は、遊技者が遊技の用に供することができる遊技媒体の総数を電磁的方法によ
り記録し、表示することができるものとすればよい。
【０３８３】
　また、この場合、遊技媒体管理装置は、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を
、外部の遊技媒体取扱装置に対して自由に送信させることできる性能を有し、また、遊技
者が直接操作する場合のほか、記録された遊技媒体数を減ずることができない性能を有し
、また、外部の遊技媒体取扱装置との間に外部接続端子板（不図示）が設けられる場合に
は、その外部接続端子板を介してでなければ、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信
号を送信できない性能を有することが望ましい。
【０３８４】
　遊技機には上記の他、遊技者が操作可能な貸出操作手段、返却（精算）操作手段、外部
接続端子板が設けられ、遊技媒体取扱装置には紙幣等の有価価値の投入口、記録媒体（例
えば、ＩＣカード）の挿入口、携帯端末から電子マネー等の入金を行うための非接触通信
アンテナ等、その他貸出操作手段、返却操作手段等の各種操作手段、遊技媒体取扱装置側
外部接続端子板が設けられるようにしてもよい（いずれも不図示）。
【０３８５】
　その際の遊技の流れとしては、例えば、遊技者が遊技媒体取扱装置に対しいずれかの方
法で有価価値を入金し、上記いずれかの貸出操作手段の操作に基づいて所定数の有価価値
を減算し、遊技媒体取扱装置から遊技媒体管理装置に対し減算した有価価値に対応する遊
技媒体を増加させる。そして遊技者は遊技を行い、さらに遊技媒体が必要な場合には上記
操作を繰り返し行う。その後、遊技の結果、所定数の遊技媒体を獲得し、遊技を終了する
際には、いずれかの返却操作手段を操作することにより、遊技媒体管理装置から遊技媒体
取扱装置に対し遊技媒体数を送信し、遊技媒体取扱装置はその遊技媒体数を記録した記録
媒体を排出する。遊技媒体管理装置は遊技媒体数を送信したときに自身が記憶する遊技媒
体数をクリアする。遊技者は排出された記録媒体を景品交換するために景品カウンター等
に持っていくか、又は他の台で記録された遊技媒体に基づいて遊技を行うために遊技台を
移動する。
【０３８６】
　このように、上述した遊技媒体管理装置を設けることにより、遊技媒体が物理的に遊技
に供される場合と比べて、遊技機内部の払出装置等を減らすことができ、遊技機の原価及
び製造コストを削減できるのみならず、遊技者が直接遊技媒体に接触しないようにするこ
ともでき、遊技環境が改善し、騒音も減らすことができるとともに、装置を減らしたこと
により遊技機の消費電力を減らすことにもなる。また、遊技媒体や遊技媒体の投入口や払
出口を介した不正行為を防止することができる。すなわち、遊技機をとりまく種々の環境
を改善することができる遊技機を提供することが可能となる。
【０３８７】
　第３実施形態に係るパチンコ遊技機Ｙによれば、以下の作用効果を奏する。パチンコ遊
技機Ｙによれば、プロジェクタユニットｂを、前面側から背面側方向の投射レンズｂ２ａ
から出射される投影光を遮らない位置において、傾斜させた状態で配置できるので、プロ
ジェクタユニットｂの前面側から背面側方向の設置スペースを抑えることができる。さら
に、このように配置したプロジェクタユニットｂの下部とカバー部材との間に形成された
所定の空間４０５に、主制御基板７０Ａを収容できるので、所定の空間４０５を利用せず
に、別の場所の主制御基板７０Ａを設けた場合に比べ、省スペース化が可能となる。した
がって、裏機構を省スペース化することが可能な遊技機を提供できる。
【０３８８】
　また、プロジェクタユニットｂを、投射レンズｂ２ａを設けた一方の端部側をパチンコ
遊技機Ｙの前面側に配置し、反対の端部を背面側に配置し、一方の端部側を反対の端部側
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より低くなるように設けたことで、プロジェクタユニットｂからの廃熱を、パチンコ遊技
機Ｙの裏機構内にこもらせることなく、斜め上方に逃がすことが可能となり、この廃熱が
他の精密部品に悪影響を及ぼすことを防止可能となる。
【０３８９】
　これにより、カバー部材４３０の凹部４３１ａに、主制御基板７０Ａを収容できるので
、主制御基板７０Ａをプロジェクタユニットｂの下部の所定の空間４０５に納めつつ、プ
ロジェクタユニットｂの廃熱から主制御基板７０Ａを保護し、この廃熱による主制御基板
７０Ａへの悪影響を防止することが可能となる。また、主制御基板７０Ａを、外側に配置
されているカバー部材４３０に収容することで、構成部品のメンテナンスが容易になる。
【０３９０】
　また、取付枠４１０とカバー部材４３０との間に設けられた取付ベース４２０に、プロ
ジェクタユニットｂ及びミラー部材ｂ３を取り付けることができるので、取付枠４１０の
前方から飛び出すようにミラー部材ｂ３を設ける必要がないので、パチンコ遊技機Ｙの美
観を損ねることなく、照射光を適切に、スクリーンに投影することが可能な遊技機を提供
できる。
【０３９１】
　また、取付ベース４２０の幅を、前面側から背面側にいくにつれて狭くし、カバー部材
４３０の背面部４３１に主基板７０Ａを収容可能とし、カバー部材４３０の側面４３２に
、主基板７０Ａとは異なる中継基板１００を収容可能としたので、遊技機内部の限られた
スペースを有効に利用することが可能となる。また、カバー部材４３０が、カバー部材４
３０の表面からパチンコ遊技機Ｙ内部側に突出するように形成され、主制御基板７０Ａを
カバー部材４３０の表面よりパチンコ遊技機Ｙ背面側に突出しないように収容可能な凹部
４３１ａを備えた。これにより、主制御基板７０Ａを、凹部４３１ａに収容することで、
取付ベース４２０とカバー部材４３０の表面との間において、パチンコ遊技機Ｙ背面側に
突出しないように設けることができるので、遊技機内部の限られたスペースを有効に利用
することが可能となる。
【０３９２】
　また、前面側に配置される取付枠４１０に取り付けられた可動止め具により、遊技盤１
Ａを着脱自在に固定し、取付枠４１０の背面側に取付ベース４２０及びカバー部材４３０
を取り付けたので、カバー部材４３０を外さないと、取付枠４１０に設けられた遊技盤可
動止め具４１３へのアクセスを困難とすることで、不正行為を防止することができる。ま
た、遊技盤１Ａの背面側に設ける各種部品を、遊技盤１Ａの背面側に設けられた取付ベー
ス４２０やカバー部材４３０に、取り付けることができるので、例えば、各種部品を変え
ずに、遊技盤１Ａだけ変更することも可能となり遊技機の設計が容易になる。また、遊技
機の組み立てる際には、遊技盤１Ａに関連する遊技盤可動止め具４１３を取付枠４１０の
側面に、主制御基板７０Ａが収容されているカバー部材４３０を取付枠４１０の背面に取
り付けるようにして、遊技盤１Ａに関わる部材、主制御基板７０Ａ等の裏機構に関わる部
材、というように、部材の大きなカテゴリ毎に取り付ける面を異なるように構成した。し
たがって、遊技機の設計変更や組み立て作業を容易にし、また組み立て作業における作業
水を低減することが可能な遊技機を提供できる。
【０３９３】
　また、取付枠４１０のどの面に、どの部材を取り付けるかを分けることで、取付枠４１
０に取り付ける部材の配置関係（内周か背面か）にしたがって組み立てることで、組み立
て作業における誤作業を防止できる。
【０３９４】
　また、取付枠４１０と、主制御基板７０Ａを収容可能なカバー部材４３０との間に取付
ベース４２０を設け、この取付ベース４２０にプロジェクタユニットｂが取り付け、カバ
ー部材に遊技装置を制御可能な制御基板を取り付け、取付枠４１０に、取付ベース４２０
及びカバー部材４３０を別々に固定可能な固定部４１１ａを備えることで、遊技装置の種
類に応じて、取付ベース４２０の形状を変更可能とすることができる。よって、裏機構を
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覆う部材を、カバー部材４３０と取付ベース４２０との２つの部材で構成することで、共
通した部材であるカバー部材４３０を使用しつつ、取付ベース４２０をパチンコ遊技機Ｙ
の演出特性に合わせた遊技装置の種類に応じた形状に変更することで、柔軟な機種開発を
行うことが可能となる。したがって、裏機構を覆う部材の汎用性を向上可能な遊技機を提
供できる。
【０３９５】
　また、カバー部材４３０を外さないと、遊技装置が取り付けられた取付ベース４２０を
操作できないので、いたずら等で外部から遊技装置を取り外されることを防止できる。
【０３９６】
　また、カバー部材４３０を取付枠４１０に取り付けることで、遊技機全体の剛性を向上
することが可能となる。また、裏機構を覆う部材を、カバー部材４３０と取付ベース４２
０との二重構造とすることで、さらに、遊技機全体の剛性を向上することが可能となる。
【０３９７】
　パチンコ遊技機Ｙによれば、カバー部材４３０の側面部４３２の少なくとも１つを傾斜
させたので、奥行き寸法が同じ場合に、側面部４３２を傾斜させない場合に比べ、副制御
基板８０Ａ等の遊技機構成部品の設置可能面積が大きくなるので、より多様な遊技機構成
部品を取り付けることが可能となる。また、背面部４３１及び少なくとも２つの側面部４
３２から形成される空間の内部に収容される主制御基板７０Ａとは別に、この傾斜した側
面部４３２に、副制御基板８０Ａを収容可能としたので、副制御基板８０Ａを背面部４３
１に集約した場合に比べ、副制御基板８０Ａがパチンコ遊技機Ｙの背面部４３１に突出す
るのを抑えることが可能となる。したがって、奥行き寸法を抑えることが可能な遊技機を
提供できる。
【０３９８】
　また、カバー部材４３０の背面部４３１に凹部４３１ａを設けることで、カバー部材４
３０の背面部４３１の折曲がり強度を高めることが可能となる。したがって、遊技機の背
面側を覆うカバー部材の強度を向上可能な遊技機を提供できる。
【０３９９】
　また、例えば、主制御基板７０Ａが背面部４３１から突出していた場合、パチンコ遊技
機Ｙの移動時等において、この突出した部分に外力が加わり、破損する可能性が高くなる
。本発明によれば、凹部４３１ａに主制御基板７０Ａを収容し、背面部４３１の表面を略
面一の状態とすることで、遊技機の移動時等において、遊技機構成部品に外力が加わり破
損する可能性を低減できる。
【０４００】
　また、カバー部材４３０の側面部４３２の少なくとも１つを傾斜させたので、奥行き寸
法が同じ場合に、側面部４３２を傾斜させない場合に比べ、副制御基板８０Ａ等の遊技機
構成部品の設置可能面積が大きくなるので、より多様な遊技機構成部品を取り付けること
が可能となる。また、本体枠２に軸支された側と反対側の側面部４３２の少なくとも一部
を、本体ユニット４００の本体枠ヒンジ２ｂを中心とし、本体ユニット４００の内側側縁
を通る仮想円ＶＣの内側に形成したので、本体枠２の内側を回動可能な範囲で、カバー部
材４３０内部の空間をより広くし、より多くの遊技機構成部品を配置することが可能とな
る。したがって、奥行き寸法を抑えることが可能な遊技機を提供できる。
【０４０１】
　また、カバー部材４３０の側面部４３２の少なくとも一部を仮想円ＶＣに沿った形状に
形成したので、本体枠２の内側を回動可能な範囲で、カバー部材４３０内部の空間を更に
広くし、更に多くの遊技機構成部品を配置することが可能となる。
【０４０２】
　また、カバー部材４３０の側面部４３２の少なくとも１つを傾斜させたので、奥行き寸
法が同じ場合に、側面部４３２を傾斜させない場合に比べ、副制御基板８０Ａ等の遊技機
構成部品の設置可能面積が大きくなるので、より多様な遊技機構成部品を取り付けること
が可能となる。また、カバー部材４３０において、開口部４３２ｅを、背面部４３１及び
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少なくとも２つの側面部４３２から形成される空間の内部に収容された遊技盤１Ａの遊技
盤中継基板１０１からの配線をカバー部材４３０の外側に設けられた中継基板１００と接
続可能なように設け、側面第１凹部４３２ａに開口部４３２ｅを介して配線と接続される
中継基板１００を収容可能とし、この側面第１凹部４３２ａに、主制御基板７０Ａや副制
御基板８０Ａをそれぞれ収容可能な凹部４３１ａや側面第２凹部４３２ｃを隣接させた。
これにより、より多彩な主制御基板７０Ａを取り付けることが可能であっても、多様な遊
技機構成部品を集約して配置可能となり、これらを接続するケーブルを短くすることが可
能となる。よって、多様な遊技機構成部品の確認作業やケーブル等の取り回しが容易にな
る。したがって、遊技機の組み立て作業やメンテナンスを簡素にすることが可能な遊技機
を提供できる。
【０４０３】
　パチンコ遊技機Ｙによれば、仮に貯留皿の払出口が塞がれることなどにより、払出装置
７００の内部において球送出機構７２０から排出口７３０Ｂへと通じる第１誘導路７３０
Ｃで賞球となる遊技球の流れが停滞して詰まりが生じても、この第１誘導路７３０Ｃの上
部途中から分岐した分岐路７３０Ｅ及び貫通口７３１Ａを通じて球送出機構７２０からの
遊技球が第２誘導路７３０Ｄへと??回して導かれ、第２誘導路７３０Ｄが遊技球で満タン
状態となっても、払出口（排出口７３０Ｂ）付近の閉塞状態が解消されると、第１誘導路
７３０Ｃ及び第２誘導路７３０Ｄにおいて満タン状態となった多数の遊技球を直ちにまと
めて排出口７３０Ｂから排出することができる。すなわち、払出装置７００の内部におけ
る遊技球の球詰まりを第２誘導路７３０Ｄが満タン状態となるまで可及的に遅らせて防ぐ
ことができる。
【０４０４】
　また、払出装置７００の内部に第１誘導路７３０Ｃ及び第２誘導路７３０Ｄが設けられ
るので、遊技者の手に誘導路内の遊技球が直接触れられるおそれもなく、外的な要因によ
って遊技球の球詰まりが発生してしまうことを防ぐことができる。
【０４０５】
　また、カバー部材４３０において、球通路ユニット７３０と基板の収容部を一体的なユ
ニットとして形成でき、また、カバー部材４３０の中央よりに制御基板を配置することで
、配線回しに柔軟性を持たせることが可能となり、また、制御基板に不正が行われている
かも確認しやすくなる。
【０４０６】
　また、第２誘導路７３０Ｄが満タン状態となって満タン検知レバー７３２及び満タン検
知センサ７３３により遊技球の停滞が検知されるまでは、球送出機構７２０により入賞に
応じた賞球としての遊技球を継続して繰り出すことができる。したがって、満タン状態と
なっても払い出し動作をすぐに中断させずに継続することができ、払出装置７００の内部
により多くの遊技球を貯留することができる。また、第１誘導路７３０Ｃと第２誘導路７
３０Ｄとの横方向の幅を変えることで、第１誘導部と第２誘導部とにおける遊技球の貯留
量や流量を変えることが可能となり、より適切な払い出し動作を行えるように調整するこ
とが可能となる。
【０４０７】
　また、第２誘導路７３０Ｄは、第１誘導路７３０Ｃに平面的に重なるように併設される
ことにより、別途設けられる第２誘導路７３０Ｄの占有スペースを大きく拡張せずとも有
効にスペースを確保して利用することができる。これにより、球通路ユニット７３０と共
に払出装置７００全体の小型化に貢献することができる。
【０４０８】
　また、第２誘導路７３０Ｄに満タン状態となって貯留された遊技球も排出口７３０Ｂへ
と合流するように導くことができる。これにより、第１誘導路７３０Ｃの遊技球もまとめ
て多数の遊技球を１箇所の排出口７３０Ｂから排出することができ、払出装置７００の内
部における遊技球の球詰まりを可及的かつ速やかに解消することができる。
【０４０９】
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　パチンコ遊技機Ｙによれば、突片部材８３０が第１検知センサ８４０，第２検知センサ
８５０を分け隔てつつも奥方の遊動空間部８１０Ｄ，８２０Ｄまで遊技球の進入を可能と
しており、遊動空間部８１０Ｄ，８２０Ｄの遊技球を突片部材８３０の上端８３０Ａに接
しながら底面８１０Ｄａ，８２０Ｄａに沿って第１検知センサ８４０及び第２検知センサ
８５０のいずれか一方に振り落とすことができるので、球検知ユニット８００の内部にお
いて遊技球どうしで球噛みを生じることがなく、ひいてはアウト口５５付近における遊技
球の球詰まりを効果的に防ぐことができる。
【０４１０】
　また、突片部材８３０は、遊技球が進入する方向に沿って手前から奥方へと遊技球を左
右に振り分けるように導くことができるので、遊技球どうしで球噛みを生じるおそれもな
く、第１検知センサ８４０及び第２検知センサ８５０のいずれかへとスムーズに遊技球を
導くことができる。
【０４１１】
　また、突片部材８３０の上端８３０Ａは、奥側にいくほど上昇（隆起）するように形成
されているので、遊動空間部８１０Ｄ，８２０Ｄへの遊技球の進入を許容しつつも可及的
に第１検知センサ８４０及び第２検知センサ８５０のいずれかへと徐々に遊技球を落下さ
せやすくすることができるとともに、上端８３０Ａの前側部分では、遊技球の進行方向を
規制せずに第１検知センサ８４０及び第２検知センサ８５０のいずれにも誘導することが
できる。
【０４１２】
　また、突片部材８３０は、第１検知センサ８４０及び第２検知センサ８５０を分け隔て
つつも完全にこれらを仕切ることなく、上端８３０Ａが峰状になっているので、進入した
遊技球を引っ掛かりなく第１検知センサ８４０及び第２検知センサ８５０のいずれかへと
スムーズに誘導することができる。
【０４１３】
　パチンコ遊技機Ｙによれば、遊技盤中継基板１０１を、遊技盤１Ａに対し略直角に立設
させたので、遊技盤１Ａに面で取り付けた場合に比べ、遊技盤１Ａの裏面側における遊技
盤中継基板１０１の設置スペースを抑えことが可能となる。また、カバー部材４３０によ
り第１大入賞口ソレノイド５３ｂを覆うことで、第１大入賞口ソレノイド５３ｂと遊技盤
中継基板１０１との接続部分を保護することが可能となる。したがって、遊技盤の裏面側
における基板の設置スペースを抑えつつ、基板を外部の衝撃から保護することが可能な遊
技機を提供できる。
【０４１４】
　また、カバー部材４３０に、遊技盤中継基板１０１に対応する位置に開口を設け、遊技
盤中継基板１０１を、この開口を介してカバー部材４３０の外部からコネクタ接続部１０
１ａに対する接続操作が可能な位置まで延設し、かつ、少なくとも遊技盤中継基板１０１
の外側部分をカバー部材で覆った。このため、遊技盤中継基板１０１を外部の衝撃から保
護しつつ、遊技盤中継基板１０１に接続されたコネクタをカバー部材４３０の外に引き出
したり、カバー部材４３０を取り付けた状態で、遊技盤中継基板１０１にコネクタを着脱
することが可能となるので、遊技機の組み立てや、メンテナンスの作業性を向上すること
が可能となる。
【０４１５】
　また、遊技盤中継基板１０１を、遊技盤１Ａに対し略直角に立設させたので、遊技盤１
Ａに面で取り付けた場合に比べ、遊技盤１Ａの裏面側における遊技盤中継基板１０１の設
置スペースを抑えことが可能となる。また、遊技盤中継基板１０１を遊技盤１Ａと平行な
状態となるように折り畳み可能とすることで、必要に応じて（例えば、遊技盤中継基板１
０１を取り付けた遊技盤１Ａを搬送したり、重ねて保管したりする場合等）、遊技盤中継
基板１０１を折り畳めるので、遊技盤１Ａから垂直に突出させたままの状態にしておく場
合に比べ、遊技盤中継基板１０１に外力がかかる可能性が低くなり、遊技盤中継基板１０
１が破損してしまうリスクを低減できる。したがって、遊技盤の裏面側における基板の設
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置スペースを抑えつつ、基板が損傷するリスクを低減することが可能な遊技機を提供でき
る。
【０４１６】
　また、カバー部材４３０に、遊技盤中継基板１０１に対応する位置に開口部４３２ｅを
設け、遊技盤中継基板１０１が、この開口部４３２ｅを介してカバー部材４３０の外部か
らコネクタ接続部１０１ａに対する接続操作が可能な位置まで延設し、かつ、少なくとも
遊技盤中継基板１０１の外側部分をカバー部材４３０で覆った状態でコネクタ接続部１０
１ａの配線差込口１０１ｂが開口部４３２ｅの方向に向くように配置した。このため、遊
技盤中継基板１０１を外部の衝撃から保護しつつ、遊技盤中継基板１０１に接続されたコ
ネクタをカバー部材４３０の外に引き出したり、カバー部材４３０を取り付けた状態で、
遊技盤中継基板１０１にコネクタを着脱することが可能となるので、遊技機の組み立てや
、メンテナンスの作業性を向上することが可能となる。
【０４１７】
　また、カバー部材４３０の側面部４３２の少なくとも１つを傾斜させたので、奥行き寸
法が同じ場合に、側面部４３２を傾斜させない場合に比べ、副制御基板８０Ａ等の遊技機
構成部品の設置可能面積が大きくなるので、より多様な遊技機構成部品を取り付けること
が可能となる。また、この傾斜した側面部４３２に、遊技機構成部品を収容可能としたの
で、遊技機構成部品を背面部４３１に集約した場合に比べ、遊技機構成部品が遊技機の背
面部４３１に突出するのを抑えることが可能となる。また、傾斜した側面部４３２におい
て、遊技盤中継基板１０１に対応する位置に開口部４３２ｅを設けることで、遊技盤１Ａ
の裏面側における遊技盤中継基板１０１の設置スペースを抑えつつ、カバー部材４３０の
側面部４３２における遊技機構成部品の設置可能面積をより大きくすることが可能となる
。
【０４１８】
　また、遊技盤中継基板１０１を、遊技盤１Ａに対し略直角に立設させたので、遊技盤１
Ａに面で取り付けた場合に比べ、遊技盤１Ａの裏面側における遊技盤中継基板１０１の設
置スペースを抑えことが可能となる。また、カバー部材４３０により第１大入賞口ソレノ
イド５３ｂを覆うことで、第１大入賞口ソレノイド５３ｂと遊技盤中継基板１０１との接
続部分を保護することが可能となる。したがって、遊技盤の裏面側における基板の設置ス
ペースを抑えつつ、基板を外部の衝撃から保護することが可能な遊技機を提供できる。
【０４１９】
　また、中継基板１００を収容可能な側面第１凹部４３２ａに、主制御基板７０Ａ、副制
御基板８０Ａをそれぞれ収容可能な側面第２凹部４３２ｃ、凹部４３１ａを隣接して配置
し、かつ側面第１凹部４３２ａには遊技盤１Ａからの配線と接続可能な開口部４３２ｅを
設けたので、遊技盤１Ａに設けられた部品と側面第２凹部４３２ｃや凹部４３１ａに収容
された主制御基板７０Ａや副制御基板８０Ａのそれぞれとの配線長さを短くすることがで
きる。よって、多様な遊技機構成部品の確認作業やケーブル等の取り回しが容易になる。
【０４２０】
　パチンコ遊技機Ｙによれば、パチンコ遊技機Ｙの組み立て作業において、取付枠４１０
にカバー部材４３０を取り付ける場合、大まかな位置を合わせて重ねることで、取付枠４
１０の第１誘導樋４１６及びカバー部材４３０の第２誘導樋４３４のいずれか他方の開口
部が、一方の開口部の受入部４３４ａのリブ４３４ｂに導かれ、一方の開口部に他方の開
口部が挿入するように接続されることで遊技球が流下可能な状態となる。このように、取
付枠４１０の第１誘導樋４１６及びカバー部材４３０の第２誘導樋４３４のいずれか一方
の開口部と他方の開口部を、厳密に位置合わせしなくとも、大まかな位置を合わせ、重ね
るだけで、一方の開口部に他方の開口部が挿入するように接続され、遊技球が流下可能な
状態となるので、組み立ての作業効率を向上可能となる。したがって、組み立ての作業効
率を向上可能な遊技機を提供できる。
【０４２１】
　また、パチンコ遊技機Ｙの組み立て作業において、取付枠４１０にカバー部材４３０を
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取り付ける場合、大まかな位置を合わせて重ねることで、取付枠４１０の第１誘導樋４１
６及びカバー部材４３０の第２誘導樋４３４のいずれか他方の開口部が、一方の開口部の
受入部４３４ａのリブ４３４ｂに導かれ、他方の開口部が一方の開口部に挿入するように
接続されることで遊技球が流下可能な状態となる。また、取付枠４１０の第３誘導樋４１
８及びカバー部材４３０の第４誘導樋のいずれか一方の開口部が、一方の開口部の受入部
４３４ａのリブ４３４ｂに導かれ、他方の開口部が一方の開口部に挿入するように接続さ
れることで遊技球が流下可能な状態となる。このように、取付枠４１０の第１誘導樋４１
６及びカバー部材４３０の第２誘導樋４３４のいずれか一方の開口部と他方の開口部や、
取付枠４１０の第３誘導樋４１８及びカバー部材４３０の第４誘導樋のいずれか一方の開
口部と他方の開口部を、厳密に位置合わせしなくとも、大まかな位置を合わせ、重ねるだ
けで、一方の開口部に他方の開口部が挿入するように接続され、遊技球が流下可能な状態
となるので、組み立ての作業効率を向上可能となる。さらに、第１誘導樋４１６及び第２
誘導樋４３４と、第３誘導樋４１８及び第４誘導樋と、の２ヶ所の連結部分で、取付枠４
１０にカバー部材４３０を取り付ける際の位置決めが可能となるので、大まかな位置を合
わせで、より正確な位置決めが可能となる。したがって、組み立ての作業効率を向上可能
な遊技機を提供できる。
【０４２２】
　また、パチンコ遊技機Ｙの組み立て作業において、取付枠４１０にカバー部材４３０を
取り付ける場合、大まかな位置を合わせて重ねることで、取付枠４１０の第１誘導樋４１
６及びカバー部材４３０の第２誘導樋４３４のいずれか他方の開口部が、一方の開口部の
受入部のリブ４３４ｂに導かれ、他方の開口部が一方の開口部に挿入するように接続され
ることで遊技球が流下可能な状態となる。また、取付枠４１０の第３誘導樋４１８及びカ
バー部材４３０の第４誘導樋のいずれか一方の開口部が、一方の開口部の受入部のリブ４
３４ｂに導かれ、他方の開口部が一方の開口部に挿入するように接続されることで遊技球
が流下可能な状態となる。このように、取付枠４１０の第１誘導樋４１６及びカバー部材
４３０の第２誘導樋４３４のいずれか一方の開口部と他方の開口部や、取付枠４１０の第
３誘導樋４１８及びカバー部材４３０の第４誘導樋のいずれか一方の開口部と他方の開口
部を、厳密に位置合わせしなくとも、大まかな位置を合わせ、重ねるだけで、一方の開口
部に他方の開口部が挿入するように接続され、遊技球が流下可能な状態となるので、組み
立ての作業効率を向上可能となる。さらに、第１誘導樋４１６及び第２誘導樋４３４と、
第３誘導樋４１８及び第４誘導樋と、の２ヶ所の連結部分で、取付枠４１０にカバー部材
４３０を取り付ける際の位置決めが可能となるので、大まかな位置を合わせで、より正確
な位置決めが可能となる。したがって、組み立ての作業効率を向上可能な遊技機を提供で
きる。
【０４２３】
　また、パチンコ遊技機Ｙの組み立て作業において、取付枠４１０にカバー部材４３０を
取り付ける場合、大まかな位置を合わせて重ねる。このとき、互いの開口部の位置が多少
ずれていても、カバー部材４３０を押し込むことで、他方の開口部は、一方の開口部のリ
ブ４３４ｂの傾斜に導かれ、リブ４３４ｂの外縁から内縁側に移動し、内縁に囲まれた部
分に嵌まり、一方の開口部に他方の開口部が挿入するように接続され、遊技球が流下可能
な状態となる。このように、取付枠４１０の第１誘導樋４１６及びカバー部材４３０の第
２誘導樋４３４のいずれか一方の開口部と他方の開口部を、厳密に位置合わせしなくとも
、大まかな位置を合わせ、重ねるだけで、一方の開口部に他方の開口部が挿入するように
接続され、遊技球が流下可能な状態となるので、組み立ての作業効率を向上可能となる。
したがって、組み立ての作業効率を向上可能な遊技機を提供できる。
【０４２４】
　また、パチンコ遊技機Ｙの組み立て作業において、取付枠４１０にカバー部材４３０を
取り付ける場合、大まかな位置を合わせて重ねることで、取付枠４１０の第１誘導樋４１
６及びカバー部材４３０の第２誘導樋４３４のいずれか他方の開口部の係合部４１６ａが
、一方の開口部の受入部４３４ａのリブ４３４ｂに導かれ、接続位置において、リブ４３
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４ｂにより囲まれた部分に嵌まり、一方の開口部に他方の開口部が挿入するように接続さ
れることで遊技球が流下可能な状態となる。このように、取付枠４１０の第１誘導樋４１
６及びカバー部材４３０の第２誘導樋４３４のいずれか一方の開口部と他方の開口部を、
厳密に位置合わせしなくとも、大まかな位置を合わせ、重ねるだけで、一方の開口部に他
方の開口部が挿入するように接続され、遊技球が流下可能な状態となるので、組み立ての
作業効率を向上可能となる。したがって、組み立ての作業効率を向上可能な遊技機を提供
できる。
【０４２５】
　また、他方の開口部を、一方の開口部のリブ４３４ｂで案内する場合、他方の開口部の
開口の外縁が、リブ４３４ｂに当接するが、このとき、開口の外縁に力が加わり、開口を
変形させてしまい、接続後に、遊技球の流下に支障をきたすおそれがある。本発明によれ
ば、他方の開口部の開口の外縁に係合部４１６ａを設けることで、係合部４１６ａをリブ
４３４ｂに当接させ、開口の外縁に加わる力を低減し、接続後に、遊技球の流下に支障を
きたすことを防止可能となる。
【０４２６】
　パチンコ遊技機Ｙによれば、払出口９０１から放出された遊技球は、外壁部９３０Ｅａ
に接触しつつこれに沿って転動し、さらに連続する湾曲状の外周部９３０Ｂに沿って転動
しながら整列部９２０Ａの整列方向上流側へと導かれ、整列部９２０Ａにおいては、複数
の遊技球が直線的な列をなすように整列して導入口９２０Ａｂまで誘導される。その際、
第１開口部９３０Ｆに設けられた第１開閉蓋９５３Ａが開放状態にあっても、払出口９０
１から放出された遊技球が第１開口部９３０Ｆに落下することなく外壁部９３０Ｅａから
外周部９３０Ｂに沿って転動しつつ整流部９３０Ｃから整列部９２０Ａへと導かれる。し
たがって、整流部９３０Ｃによって払出口９０１から整列部９２０Ａに至るまでの経路長
を比較的長く確保しつつも、第１開口部９３０Ｆから落下しないように、貯留部９３０Ｅ
の外壁部９３０Ｅａや整列部９２０Ａの外周部９３０Ｂが第１開口部９３０Ｆから所定の
間隔をあけて形成されるとともに、その外周部９３０Ｂが湾曲状に形成されているので、
整流部９３０Ｃから整列部９２０Ａへと円滑に落下・排出させることなく遊技球を導くこ
とができる。
【０４２７】
　また、払出口９０１から放出された遊技球は、直接整列部９２０Ａに達することなく整
流部９３０Ｃへと??回するように導かれ、その後、この整流部９３０Ｃから整列部９２０
Ａへと導かれ、整列部においてまっすぐ整列した状態で導入口９２０Ａｂへと導かれる。
これによっても、整流部９３０Ｃから整列部９２０Ａへと円滑に球詰まりさせることなく
遊技球を導くことができる。
【０４２８】
　また、整流部９３０Ｃと整列部９２０Ａとは、カバー部９３０Ａの外側と内側とに形成
されるので、これによっても、払出口９０１から整列部９２０Ａに至るまでの経路長を比
較的長く確保し、皿ユニット９００全体の幅寸法や設置スペースを抑えることができる。
【０４２９】
　また、整列部９２０Ａに整列している遊技球に、更に放出された遊技球が乗り上げ、整
列が乱れ球詰まりが発生したり、遊技球が皿ユニット９００から飛び出したりすることを
防止できる。
【０４３０】
　また、湾曲状の整流部９３０Ｃを形成することによっても、払出口９０１から整列部９
２０Ａに至るまでの経路長を比較的長く確保することができるので、皿ユニット９００全
体の幅寸法や設置スペースを抑えることができ、整流部９３０Ｃから整列部９２０Ａへと
円滑に遊技球を導くことができる。
　なお、本実施形態においては、受け皿カバー部材９３０自体のカバー部９３０Ａの外側
壁９３０Ａａと外周部９３０Ｂとの間に整流部９３０Ｃが形成されるが、単に整列部を覆
うだけのカバー部材を設け、このカバー部材の外側と皿ユニット本体部の湾曲した内周部
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との間に整列部のほか、スロープ部や貯留部を設けるようにしてもよい。
【０４３１】
「第４実施形態」
　次に、第４実施形態に係るパチンコ遊技機について図面を参照して説明する。なお、先
述した第１～第３実施形態に係るものと同一又は類似の構成要素については、同一符号を
付してその説明を省略する。図１０４～図１５４は、第４実施形態に係るパチンコ遊技機
を説明するための図である。
【０４３２】
　第４実施形態に係るパチンコ遊技機は、主として、主制御基板２８を収容する基板ケー
ス２８００の組付け構造、当該基板ケース２８００の基板ユニット３４における取付構造
、前面ドア（表枠）３の形状・構造、発射ハンドル２６ｂの内部構造、送風機構１１０の
可動構造に特徴を有する。これらの特徴的な構造について図面を参照して以下に順に説明
する。
【０４３３】
［基板ケースの組付け構造］
　図１０４及び図１０５は基板ユニット３４の斜視図、図１０６は基板ユニット３４の正
面図、図１０７及び図１０８は基板ケース２８００の斜視図、図１０９及び図１１０は基
板ケース２８００の分解斜視図、図１１１は基板ケース２８００の正面図、図１１２は基
板ケース２８００の背面図、図１１３及び図１１４は基板ケース２８００における上側部
材２８１０の側面図、図１１５は上側部材２８１０の一部拡大側面図、図１１６は基板ケ
ース２８００における下側部材２８２０の内部正面図、図１１７は上側部材２８１０及び
下側部材２８２０の組付け前の状態を示す斜視図、図１１８は上側部材２８１０及び下側
部材２８２０の組付け後の状態を示す斜視図である。
【０４３４】
　図１０４～図１０６に示すように、主制御基板２８を収容する基板ケース２８００は、
サブ制御基板３３を収容するサブ制御基板収容部材３３ａや中継基板３２と共に基板ユニ
ット３４のベース部材３４０に取り付けられる。中継基板３２は、ベース部材３４０の下
側部分に取り付けられ、サブ制御基板収容部材３３ａは、中継基板３２の左寄り上方に位
置し、ベース部材３４０の左上側部分に取り付けられ、基板ケース２８００は、中継基板
３２の右寄り上方に位置し、サブ制御基板収容部材３３ａに近接しつつベース部材３４０
の右上側部分に取り付けられる。
【０４３５】
　図１０７～図１１０に示すように、基板ケース２８００は、主たる部材要素として、上
側部材２８１０、下側部材２８２０、及びカバー部材２８３０を有する。上側部材２８１
０、下側部材２８２０、及びカバー部材２８３０は、内部を視認可能な透明素材で形成さ
れる。図１１０に示すように、上側部材２８１０の裏面には、ネジ２８４０を介して主制
御基板２８が固定される。主制御基板２８は、図示されないメインＣＰＵ２８０等の電子
部品が実装された主面を上側部材２８１０の表面２８１０ａに向けた姿勢で固定される。
主制御基板２８が裏面に固定された上側部材２８１０は、上下方向にスライドさせること
で下側部材２８２０に組み付けられ、さらに上側部材２８１０と下側部材２８２０とは、
互いに封止されることで一体化される。図１０９及び図１１０に示すように、カバー部材
２８３０は、互いに封止された上側部材２８１０及び下側部材２８２０の上端部２８１１
，２８２１を覆うように取り付けられる。
【０４３６】
　図１１１～図１１５に示すように、上側部材２８１０は、概ね上下方向を長手方向とし
て蓋状に形成されており、上端部２８１１、端子露出部２８１２、封止部２８１３、周縁
部２８１４を有する。
【０４３７】
　上端部２８１１と下側部材２８２０の上端部２８２１には、封印シール２８３０Ａが貼
着され、その上からシールストッパ２８３０Ｂが嵌め合わされ、さらにその上からカバー
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部材２８３０が被せられる（図１０９～図１１１参照）。
【０４３８】
　端子露出部２８１２は、主制御基板２８に設けられた各種の接続端子２８ａ～２８ｃを
露出させるための開口２８１２ａ～２８１２ｃを有する（図１１１参照）。主制御基板２
８の接続端子２８ａ～２８ｃは、端子露出部２８１２の開口２８１２ａ～２８１２ｃから
外方に露出され、図示しない外部の端子と接続される。
【０４３９】
　封止部２８１３は、上側部材２８１０の左端部に一体形成されている。封止部２８１３
は、下側部材２８２０の封止固定部２８２３とネジ２８５０等を介して結合・封止される
（図１０９及び図１１０参照）。図１１１及び図１１２に示すように、封止部２８１３は
、ネジ２８５０に対応する２つのネジ孔２８１３ａを有し、複数のブリッジ２８１３ｂを
介して上側部材２８１０の左端部に連接されている。このような封止部２８１３は、一つ
のネジ孔２８１３ａにネジ２８５０を介して下側部材２８２０の封止固定部２８２３に結
合される。ネジ２８５０が締結された封止部２８１３には、封止蓋２８５３が嵌め合わさ
れる。その後、封止部２８１３の結合を解除する際には、複数のブリッジ２８１３ｂのう
ち、ネジ２８５０が残存する方のブリッジ２８１３ｂを切断して封止部２８１３の半分を
分離・破壊し（図１１１参照）、封止固定部２８２３にネジ２８５０を残存させた状態で
結合が解除される。残存するネジ２８５０は、封止固定部２８２３に取り残される。さら
にその後、封止部２８１３は、半分破壊後に残った部分のネジ孔２８１３ａにネジ２８５
０を介して再び封止固定部２８２３に固定することができる。すなわち、上側部材２８１
０は、封止部２８１３を介して２回まで下側部材２８２０と結合・封止することができる
。
【０４４０】
　周縁部２８１４は、上側部材２８１０の周縁から後方に延出するように形成されている
。図１１２～図１１４に示すように、左右両側の周縁部２８１４には、複数の係合爪２８
１４Ａ，２８１４Ｂが形成されている。複数の係合爪２８１４Ａ，２８１４Ｂのうち、封
止部２８１３に最も近接する係合爪２８１４Ｂは、他の係合爪２８１４Ａと一部異なる。
以下においては、係合爪２８１４Ｂについて説明するが、他の係合爪２８１４Ａについて
係合爪２８１４Ｂと同様の部分については、特に断らない限りその説明を省略する。
【０４４１】
　図１１５に示すように、係合爪２８１４Ｂは、Ｌ字状に形成されており、基端部２８１
４Ｂａ、屈曲部２８１４Ｂｂ、先端部２８１４Ｂｃを有する。さらに、係合爪２８１４Ｂ
は、他の係合爪２８１４Ａと異なる点として切り欠き部２８１４Ｂｄを有する。
【０４４２】
　基端部２８１４Ｂａは、周縁部２８１４から後方向に突出するように形成されている。
屈曲部２８１４Ｂｂは、基端部２８１４Ｂａから先端部２８１４Ｂｃへと直角に曲がって
つながるように形成されている。先端部２８１４Ｂｃは、屈曲部２８１４Ｂｂから下方向
に延びるように形成されている。特に係合爪２８１４Ｂにおいては、封止部２８１３の方
へと延びるように形成されている。基端部２８１４Ｂａから屈曲部２８１４Ｂｂまでの部
分は、相対的に太い幅である一方、屈曲部２８１４Ｂｂから先端部２８１４Ｂｃまでの部
分は、相対的に細い幅になっている。これにより、基端部２８１４Ｂａは、比較的堅牢で
あり、先端部２８１４Ｂｃは、比較的脆弱である。切り欠き部２８１４Ｂｄは、屈曲部２
８１４Ｂｂと先端部２８１４Ｂｃとの間の細い幅の部分、より具体的には先端部２８１４
Ｂｃよりも屈曲部２８１４Ｂｂの内側に近い部分に形成されている。このような切り欠き
部２８１４Ｂｄは、屈曲部２８１４Ｂｂから先端部２８１４Ｂｃまでの細い幅の部分に前
後方向の力が加わると、その細い部分が欠損しやすくなるように設けられている。
【０４４３】
　図１１６に示すように、下側部材２８２０は、概ね上下方向を長手方向として上側部材
２８１０と対応する形状に形成されており、上端部２８２１、封止固定部２８２３、周縁
部２８２４を有するほか、後述する基板ユニット３４のベース部材３４０に対して連結す
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るための一対の軸部２８２５を有する。
【０４４４】
　上端部２８２１は、上側部材２８１０の上端部２８１１と図示しないカシメピン等を用
いて結合・封止される。結合・封止された上端部２８１１，２８２１は、封印シール２８
３０Ａが貼着され、その上からシールストッパ２８３０Ｂが嵌め合わされ、さらにその上
からカバー部材２８３０が被せられる（図１０９～図１１１参照）。
【０４４５】
　封止固定部２８２３は、上側部材２８１０の封止部２８１３と対応するように下側部材
２８２０の左端部に一体形成されている。封止固定部２８２３には、上側部材２８１０の
封止部２８１３を結合・封止する際にネジ２８５０を固定するための封止カバー２８５１
及び封止プレート２８５２が収容される（図１０９及び図１１０参照）。封止固定部２８
２３は、封止部２８１３のネジ孔２８１３ａを通じて封止カバー２８５１及び封止プレー
ト２８５２にネジ２８５０が締結されることにより、封止部２８１３が固定される。
【０４４６】
　周縁部２８２４は、係合爪２８１４Ａ，２８１４Ｂと対応する複数の箇所に係合孔２８
２４Ａを有する。係合孔２８２４Ａは、係合爪２８１４Ａ，２８１４Ｂの屈曲部２８１４
Ｂｂから先端部２８１４Ｂｃまでの部分を挿入可能に上下方向に沿った長孔状に形成され
ている。このような係合孔２８２４Ａに対して係合爪２８１４Ａ，２８１４Ｂが当初挿入
された状態では、図１１７に示すように、上側部材２８１０が下側部材２８２０に対して
若干上方向にずれた姿勢で組み合う。その後、上側部材２８１０全体を下方向に沿ってス
ライドさせることにより、係合孔２８２４Ａに対して係合爪２８１４Ａ，２８１４Ｂが係
合される。これにより、図１１８に示すように、上側部材２８１０は、係合爪２８１４Ａ
，２８１４Ｂを介して下側部材２８２０に完全に組み付けられる。こうして組み付けられ
、封止部２８１３及び封止固定部２８２３等で封止された上側部材２８１０及び下側部材
２８２０は、封止部２８１３付近を前後方向に無理にこじ開けようとすると、封止部２８
１３に最も近い係合爪２８１４Ｂに対して前後方向に過度な力が作用することとなる。そ
の結果、係合爪２８１４Ｂの切り欠き部２８１４Ｂｄが形成された付近が欠損しやすくな
る。
【０４４７】
　軸部２８２５は、基板ケース２８００全体をベース部材３４０に対して回転可能に取り
付けるための部分であり、下側部材２８２０の左端部に一体形成されている。軸部２８２
５には、下方向に突出するように回転軸２８２５Ａが形成されている。このような軸部２
８２５を介して基板ケース２８００がベース部材３４０に取り付けられるが、これについ
ては後述する。
【０４４８】
　このような基板ケース２８００の組付け構造によれば、互いに組み付けられた上側部材
２８１０及び下側部材２８２０に対し、係合爪２８１４Ａ，２８１４Ｂ及び係合孔２８２
４Ａをスライド係合させる際の上下方向に対して垂直な前後方向に外力を加えてこじ開け
ようとした場合には、係合爪２８１４Ｂの切り欠き部２８１４Ｂｄ付近が欠損しやすいの
で、不正な方法で基板ケース２８００をこじ開けようとした場合にその痕跡として欠損し
た係合爪２８１４Ｂを確実に残すことができる。
【０４４９】
　また、係合爪２８１４Ｂは、屈曲部２８１４Ｂｂから先端部２８１４Ｂｃへと延びる細
い部分に大きなせん断力が作用し、その部分の切り欠き部２８１４Ｂｄ付近が欠損しやす
くなるので、不正な方法で基板ケースをこじ開けようとした場合にその痕跡として欠損し
た係合爪２８１４Ｂを確実に残すことができる。
【０４５０】
　また、封止部２８１３及び封止固定部２８２３付近を無理にこじ開けようとした場合は
、その封止部２８１３に最も近い係合爪２８１４Ｂの細い部分に大きなせん断力が作用し
、切り欠き部２８１４Ｂｄ付近が欠損しやすくなるので、不正な方法で基板ケースをこじ
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開けようとした場合にその痕跡として欠損した係合爪２８１４Ｂを確実に残すことができ
る。
【０４５１】
［基板ケースの基板ユニットにおける取付構造］
　図１１９及び図１２０は、基板ユニット３４における基板ケース２８００の回転状態を
示す斜視図、図１２１～図１２３は、基板ユニット３４のベース部材３４０に対する基板
ケース２８００の取付状態を示す斜視図、図１２４～図１２６は、基板ユニット３４のベ
ース部材３４０に対する基板ケース２８００の取付前の状態を示す分解斜視図、図１２７
は、基板ユニット３４における基板ケース２８００の回転状態を示す斜視図、図１２８は
、基板ユニット３４のベース部材３４０に取り付けられる封止部材３４１０を示す分解斜
視図、図１２９は、基板ユニット３４における基板ケース２８００の回転状態を示す上面
図である。
【０４５２】
　図１１９及び図１２０並びに図１２７に示すように、基板ケース２８００は、基板ユニ
ット３４のベース部材３４０に対して回転可能に取り付けられる。具体的には、図１２５
及び図１２６に示すように、ベース部材３４０においてサブ制御基板収容部材３３ａの配
置箇所に近接する右側の箇所には、封止部材３４１０を固定・封止可能な封止固定部３４
０Ａと、基板ケース２８００の軸部２８２５を軸支可能な一対の軸受部３４０Ｂ，３４０
Ｃとが形成されている。上側の軸受部３４０Ｂは、封止固定部３４０Ａの直下に設けられ
ている。基板ケース２８００は、軸部２８２５の回転軸２８２５Ａを軸受部３４０Ｂ，３
４０Ｃに対して上方から挿入されることでベース部材３４０に組み付けられる。また、図
１１９及び図１２１に示すように、ベース部材３４０の右端部には、係合フック３４０ａ
が設けられているとともに、基板ケース２８００の右端部には、凹部２８００ａが設けら
れており、この凹部２８００ａに係合フック３４０ａが係止されることで基板ケース２８
００がベース部材３４０に対して回転不能に配置される。さらに、軸部２８２５を介して
基板ケース２８００がベース部材３４０に組み付けられた後、封止部材３４１０が封止固
定部３４０Ａに固定される。この封止部材３４１０の下端部は、上側の軸受部３４０Ｂに
挿入された軸部２８２５に近接あるいは当接する。これにより、封止部材３４１０は、軸
受部３４０Ｂにおける軸部２８２５の上下方向の??動を規制し、軸部２８２５を回転可能
としつつも軸受部３４０Ｂから抜けないようにストッパとしての役割を果たす。
【０４５３】
　図１２８に示すように、封止部材３４１０は、ネジ３４２０に対応する２つのネジ孔３
４１１を有する。２つのネジ孔３４１１の間には、封止部材３４１０を半壊しやすくする
ための縦溝３４１２が形成されている。一方、図１２６に示すように、封止固定部３４０
Ａには、封止部材３４１０を固定・封止する際にネジ３４２０を固定するための封止カバ
ー３４４０及び封止プレート３４５０が収容される。封止固定部３４０Ａには、封止部材
３４１０のネジ孔３４１１を通じて封止カバー３４４０及び封止プレート３４５０にネジ
３４２０が締結されることにより、封止部材３４１０が固定される。このような封止部材
３４１０は、一つのネジ孔３４１１（具体的には上側のネジ孔３４１１）にネジ３４２０
を介して封止固定部３４０Ａに固定される。ネジ３４２０が締結された封止部材３４１０
のネジ孔３４１１には、封止蓋３４３０が嵌め合わされる（図１２６参照）。その後、封
止部材３４１０の固定を解除する際には、縦溝３４１２に沿って封止部材３４１０を切断
して封止部材３４１０の上半分を分離・破壊し、封止固定部３４０Ａにネジ３４２０を残
存させた状態で固定が解除される。残存するネジ３４２０は、封止固定部３４０Ａに取り
残される。さらにその後、封止部材３４１０は、半分破壊後に残った下半分のネジ孔３４
１１にネジ３４２０を介して再び封止固定部３４０Ａに固定することができる。すなわち
、封止部材３４１０は、２回まで封止固定部３４０Ａに対して固定・封止することができ
る。また、封止部材３４１０は、上半分が破壊されても、その下半分の下端部に対して上
側の軸受部３４０Ｂに挿入された軸部２８２５が近接あるいは当接するので、軸部２８２
５の上下方向の??動を規制することができ、軸部２８２５が軸受部３４０Ｂから抜けない
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ようにストッパとしての役割を果たすことができる。
【０４５４】
　図１２３に示すように、基板ケース２８００がベース部材３４０に取り付けられ、封止
部材３４１０が封止固定部３４０Ａに固定された状態においては、上側の軸部２８２５が
封止部材３４１０と軸受部３４０Ｂとの間において上下方向の移動が規制される。これに
より、基板ケース２８００は、基板ユニット３４のベース部材３４０から取り外し不可と
される。一方、封止部材３４１０が封止固定部３４０Ａに固定された状態を解除すれば、
軸受部３４０Ｂから上方に軸部２８２５を抜き出し可能となり、基板ケース２８００をベ
ース部材３４０から取り外すことができる。
【０４５５】
　また、図１２７及び図１２９に示すように、基板ケース２８００の凹部２８００ａに対
して係合フック３４０ａの係合状態を解除すると、基板ケース２８００は、軸部２８２５
を回転中心としつつベース部材３４０に対して回転した姿勢をとることができる。これに
より、基板ケース２８００の表側だけでなく裏側からも内部に収容された主制御基板２８
の状態を目視で確認することができる。
【０４５６】
　このとき、図１２９に示すように、基板ケース２８００をある程度の角度（例えば３０
度あるいは４５度）まで回転させると、基板ケース２８００の左端部が封止部材３４１０
に当接する。これにより、基板ケース２８００は、その左側に近接するサブ制御基板収容
部材３３ａと干渉させずに裏側から内部を視認可能な回転姿勢まで回転させることができ
る。
【０４５７】
　このような基板ケース２８００の基板ユニット３４における取付構造によれば、基板ユ
ニット３４のベース部材３４０に対して封止部材３４１０で基板ケース２８００の上下方
向への移動を規制することができる一方、基板ケース２８００を回転可能としつつもその
回転角度を規制することができるので、基板ケース２８００をベース部材３４０から取り
外すことなくある程度の回転角度まで回転させた姿勢とし、基板ケース２８００の背面側
からケース内の主制御基板２８を容易に確認することができる。
【０４５８】
　また、基板ケース２８００をサブ制御基板収容部材３３ａの方へと回転させても、基板
ケース２８００の左端部が封止部材３４１０に当接するまでの回転角度、すなわちサブ制
御基板収容部材３３ａに当接しない回転角度まで基板ケース２８００を回転させることが
できるので、基板ケース２８００をサブ制御基板収容部材３３ａとは別にベース部材３４
０から取り外すことなくある程度の回転角度まで回転させた姿勢とし、基板ケース２８０
０の背面側からケース内の主制御基板２８を容易に確認することができる。
【０４５９】
［前面ドアの形状・構造］
　図１３０は、前面ドア３を示す斜視図、図１３１は、前面ドア３を示す側面図、図１３
２は、前面ドア３を示す分解斜視図、図１３３及び図１３４は、前面ドア３における透明
板ユニット７’を示す分解斜視図、図１３５は、前面ドア３における透明板ユニット７’
を示す正面図、図１３６は、前面ドア３における透明板ユニット７’を示す背面図、図１
３７は、前面ドア３における透明板ユニット７’を示す側面図、図１３８及び図１３９は
、前面ドア３の組み付け状態を示す分解斜視図である。なお、本実施形態においては、先
述した第２実施形態の表枠３に相当するものを前面ドア３と称する。
【０４６０】
　図１３０～図１３２に示すように、本実施形態の前面ドア３は、図２０等に示す第２実
施形態の表枠３と異なる構成要素として、透明板ユニット７’を有する。右側ベース板３
ａａ及び左側ベース板３ａｂは、全体ベース板３ａｃの前面に取り付けられる。全体ベー
ス板３ａｃには、開口部３ｈが形成されており、透明板ユニット７’は、主たる前面部分
が開口部３ｈから前方に張り出すように全体ベース板３ａｃの背面に取り付けられる。
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【０４６１】
　図１３３及び図１３４に示すように、透明板ユニット７’は、背面側に位置ずる第１透
明部材７Ａ、前面側に位置する第２透明部材７Ｂ、及び装飾シート７Ｃを有する。第１透
明部材７Ａ及び第２透明部材７Ｂは、例えばアクリル樹脂といった透明性を有して成形容
易な素材で形成される。装飾シート７Ｃは、透明あるいは半透明のシート素材で形成され
る。
【０４６２】
　図１３４及び図１３６に示すように、第１透明部材７Ａは、概ね平板状に形成されてお
り、開口部７Ａａ、一対の凹部７Ａｂ、一対の回転係止片７Ａｃを有する。開口部７Ａａ
は、遊技盤１の転動領域（遊技領域１ｐ）以外となる中央領域（液晶表示装置４の表示領
域４ｄを含む領域）を前方に露出させるように形成されている。すなわち、第１透明部材
７Ａは、転動領域（遊技領域１ｐ）における遊技球の前方への移動を規制しつつ、転動す
る遊技球を前方から視認可能とする一方、例えば可動演出役物１３２１を開口部７Ａａよ
り前方に移動可能としている（図１３８及び図１３９参照）。一対の凹部７Ａｂは、第１
透明部材７Ａの下端部に設けられており、一対の回転係止片７Ａｃは、第１透明部材７Ａ
の上端部に設けられている。第１透明部材７Ａは、凹部７Ａｂに第２透明部材７Ｂの後述
する係合爪７Ｂｄが掛けられた後、回転係止片７Ａｃを回転させて第２透明部材７Ｂの上
端部に係止させることにより第２透明部材７Ｂに組み付けられる。
【０４６３】
　図１３３～図１３５及び図１３７に示すように、第２透明部材７Ｂは、主たる部分が前
方に膨出するように形成されており、前面部７Ｂａ、側面部７Ｂｂ、周縁部７Ｂｃ、一対
の係合爪７Ｂｄ、一対の凸部７Ｂｅを有する。前面部７Ｂａ及び側面部７Ｂｂは、第２透
明部材７Ｂの主たる部分として形成されている。
【０４６４】
　図１３７に示すように、前面部７Ｂａは、下部から上部へといくにつれて次第に前方に
突き出るように傾斜面状に形成されている。このような前面部７Ｂａの奥方には、第１透
明部材７Ａの開口部７Ａａが配置される（図１３３、図１３４、及び図１３６参照）。こ
れにより、前面部７Ｂａは、遊技盤１と対向するように配置される（図１３８参照）。図
１３７～図１３９に示すように、前面部７Ｂａの上部は、その下部よりも遊技盤１との間
に可動演出役物１３２１が動作可能な十分なスペースを形成している。図１３５及び図１
３７に示すように、側面部７Ｂｂは、前面部７Ｂａの外周部から後方へと向かうにつれて
若干外側に広がるように傾斜面状に形成されており、前面部７Ｂａから周縁部７Ｂｃへと
連続するように形成されている。側面部７Ｂｂは、前後方向に垂直な面内において弧を描
くように前面部７Ｂａの周囲に曲面状に形成されている。側面部７Ｂｂには、装飾シート
７Ｃが貼着される。図１３３及び図１３４に示すように、周縁部７Ｂｃは、その裏面に対
して第１透明部材７Ａが当接させられる。図１３５及び図１３６に示すように、周縁部７
Ｂｃの下端部には、後方に突出するように係合爪７Ｂｄが形成されているとともに、下方
に突出するように凸部７Ｂｅが形成されている。第２透明部材７Ｂは、第１透明部材７Ａ
の凹部７Ａｂに係合爪７Ｂｄが掛けられ、その後、周縁部７Ｂｃの上端部に第１透明部材
７Ａの回転係止片７Ａｃが係止されることにより、第１透明部材７Ａと一体化される。図
１３２に示すように、第１透明部材７Ａ及び第２透明部材７Ｂが一体的に組み付けられた
透明板ユニット７’は、全体ベース板３ａｃの開口部ｈから前面部７Ｂａ及び側面部７Ｂ
ｂが前方に突き出る姿勢で全体ベース板３ａｃの裏面に凸部７Ｂｅ等を介して組み付けら
れる。
【０４６５】
　遊技者は、透明板ユニット７’の前面部７Ｂａ及び開口部７Ａａを通して液晶表示装置
４の表示領域４ｄや可動演出役物１３２１を視認することができる。また、図１３７～図
１３９に示すように、可動演出役物１３２１は、前後方向に大きく動作可能であり、可動
演出役物１３２１によるダイナミックな動きを遊技者に対して見せることができる。また
、遊技者は、前面部７Ｂａや側面部７Ｂｂから第１透明部材７Ａの開口部７Ａａの外縁部



(87) JP 2021-13513 A 2021.2.12

10

20

30

40

50

分を通して転動領域（遊技領域１ｐ）にて転動する遊技球を視認することができる。なお
、第１透明部材７Ａ及び第２透明部材７Ｂは、一体成形してもよい。
【０４６６】
　このような透明板ユニット７’を備えた前面ドア３によれば、第２透明部材７Ｂの前面
部７Ｂａにおいて前方にせり出した上部や前面部７Ｂａと曲面状に連なって一体的に形成
された側面部７Ｂｂが前面ドア３の飾り部分として構成され、これら前面部７Ｂａや側面
部７Ｂｂを通して境目なく電飾等が設けられた遊技盤１を視認することができるので、複
数の部材を用いることなく前面ドア３を容易に組み付けることができるとともに、軽量化
を図りつつ部品コストを抑えることができ、視覚的効果を高めることができる。
【０４６７】
［発射ハンドルの内部構造］
　図１４０は、発射ハンドル２６ｂを示す斜視図、図１４１及び図１４２は、発射ハンド
ル２６ｂを示す分解斜視図、図１４３は、発射ハンドル２６ｂを示す分解側面図、図１４
４は、発射ハンドル２６ｂにおけるハンドルグリップ２６ｄを示す正面図、図１４５は、
発射ハンドル２６ｂにおけるハンドルグリップ２６ｄを示す背面図、図１４６は、発射ハ
ンドル２６ｂにおけるベース部材２６ｋを示す正面図、図１４７は、発射ハンドル２６ｂ
におけるベース部材２６ｋを示す背面図である。
【０４６８】
　図１４１～図１４３に示すように、本実施形態の発射ハンドル２６ｂは、図１等に示す
第２実施形態の発射ハンドル２６ｂと異なる構成要素として、ベース部材２６ｋを有する
。ベース部材２６ｋは、非導電性の素材で形成されており、ハンドルキャップ２６ｈ及び
ハンドルグリップ２６ｄの背面側に位置し、収容ケース２６ｃの内部に収容される。
【０４６９】
　図１４１、図１４２、図１４４、及び図１４５に示すように、ハンドルグリップ２６ｄ
は、２つの貫通部２６ｄａと、発射ボリューム２６ｍから前方に突き出たハンドル軸２６
ｉを挿入・固定可能なボス部２６ｄｂとを有する。貫通部２６ｄａは、回転軸方向（前後
方向）に貫通するとともに、円周方向（回転方向）に沿って半円弧状に形成されている。
ハンドルグリップ２６ｄの周縁部は、導電性を有する素材で形成され、遊技者の手がハン
ドルグリップ２６ｄの周縁部に接触すると、タッチセンサ２６ｐによって接触が検知され
る。タッチセンサ２６ｐは、ハンドルグリップ２６ｄの背面側に設けられている（図１４
２及び図１４５参照）。
【０４７０】
　図１４２に示すように、収容ケース２６ｃには、複数のネジ孔２６ｃａが設けられてい
る。ハンドルキャップ２６ｈには、収容ケース２６ｃのネジ孔２６ｃａと対応する箇所に
ボス部２６ｈａが設けられている。ベース部材２６ｋには、収容ケース２６ｃのネジ孔２
６ｃａ及びハンドルキャップ２６ｈのボス部２６ｈａと対応する箇所にネジ孔ｋｂが設け
られている。ハンドルキャップ２６ｈ及びベース部材２６ｋは、ネジ孔２６ｃａに挿通さ
れたネジ２６ｃｂがボス部２６ｈａ及びネジ孔ｋｂに螺着されることで収容ケース２６ｃ
に固定される。一方、ハンドルグリップ２６ｄは、ボス部２６ｈａ及びネジ孔ｋｂに螺着
されたネジ２６ｃｂが貫通部２６ｄａを貫通しつつも回転方向に相対移動可能である。こ
れにより、ハンドルグリップ２６ｄは、ハンドル軸２６ｉを回転中心として回転可能であ
る。
【０４７１】
　図１４１、図１４２、図１４６、及び図１４７に示すように、ベース部材２６ｋは、周
縁部から外方に露出するように発射停止ボタン２６ｅが設けられ、前面側に凹部２６ｋａ
を有するとともに、背面側に発射停止スイッチ２６ｇ及び発射ボリューム２６ｍが設けら
れる。ハンドルグリップ２６ｄの背面側に設けられたタッチセンサ２６ｐは、凹部２６ｋ
ａの内部空間に位置し、この内部空間においてハンドルグリップ２６ｄと一体に回転可能
である。発射停止ボタン２６ｅは、押圧されると発射停止スイッチ２６ｇによって押圧が
検知される。発射ボリューム２６ｍは、ハンドルグリップ２６ｄの回動角度に応じて抵抗
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値を変化させ、その抵抗値に応じた電力を図示しない発射装置のソレノイドアクチュエー
タに供給する。このようなベース部材２６ｋによれば、電子部品としての発射停止スイッ
チ２６ｇや発射ボリューム２６ｍがベース部材２６ｋの背面側に設けられるので、ベース
部材２６ｋの前面側に配置される導電性のハンドルグリップ２６ｄからの沿面距離が比較
的大きく（図１４３に示す点線部参照）、ハンドルグリップ２６ｄ等との電気的絶縁が十
分確保されることとなり、発射停止スイッチ２６ｇや発射ボリューム２６ｍの誤作動を効
果的に防ぐことができる。また、ベース部材２６ｋは、外装として傷や汚れがつきやすい
収容ケース２６ｃやハンドルキャップ２６ｈ、ハンドルグリップ２６ｄとは異なり、収容
ケース２６ｃの内部に収容されるので、リサイクル品として有効に再利用することができ
る。
【０４７２】
　このような発射ハンドル２６ｂによれば、発射ハンドル２６ｂをリサイクル品として再
利用する際には、収容ケース２６ｃやハンドルキャップ２６ｈ、ハンドルグリップ２６ｄ
を取り替えるだけで発射停止スイッチ２６ｇや発射ボリューム２６ｍが設けられたベース
部材２６ｋをそのまま再利用することができるので、リサイクル品として再利用する際に
電子部品の取り外しといった煩雑な作業を要することなく、リサイクル性を高めることが
できる。
【０４７３】
　また、ベース部材２６ｋの背面側に発射停止スイッチ２６ｇや発射ボリューム２６ｍが
設けられているので、ベース部材２６ｋの前面側に配置されたハンドルキャップ２６ｈの
導電性を有する周縁部までの沿面距離を大きく確保することができ、発射停止スイッチ２
６ｇや発射ボリューム２６ｍの誤作動を有効に防ぐことができる。
【０４７４】
［送風機構の可動構造］
　図１４８は、送風機構１１０を示す斜視図、図１４９は、送風機構１１０を示す分解斜
視図、図１５０は、送風機構１１０の内部を示す内部平面図、図１５１は、送風機構１１
０の動作を説明するための内部平面図、図１５２は、送風機構１１０の動作を説明するた
めの左側面図、図１５３は、送風機構１１０の動作を説明するための内部平面図、図１５
４は、送風機構１１０の動作を説明するための左側面図である。
【０４７５】
　図１４９に示すように、本実施形態の送風機構１１０は、図３６等に示す第２実施形態
の送風機構１１０と異なる構成要素として、第１リンク部材１２０、第２リンク部材１２
１、可変フラップ１３０を有する。また、カバー部材１１０Ａ，１１０Ｂには、風を導く
ための楕円状の開口部１１０ｃ，１１０ｂが形成されている。
【０４７６】
　図１４９及び図１５３に示すように、カバー部材１１０Ａには、先述したエンクロージ
ャ１０ｅの開口１０ｅｃ（図３５参照）からまっすぐ向かう方面に開口部１１０ｃが形成
されており、開口部１１０ｃの内側に空間部１１０ａが設けられている。空間部１１０ａ
においては、可変フラップ１３０が傾斜姿勢・水平姿勢に変動可能である。空間部１１０
ａの下方は、可変フラップ１３０の傾斜姿勢・水平姿勢に関係なく常に開放されており、
先述した通気口８ｃａが位置する（図３５参照）。図１４９に示すように、カバー部材１
１０Ｂには、カバー部材１１０Ａの開口部１１０ｃから左右方向にまっすぐ向かう方面に
開口部１１０ｂが形成されている。
【０４７７】
　図１５１及び図１５３に示すように、ソレノイド１１１は、オン・オフ動作に連動して
退避・突出可能なプランジャ１１１ａを有し、プランジャ１１１ａの先端部は、第１リン
ク部材１２０の基端部１２０ａと連結されている。第１リンク部材１２０は、中間部１２
０ｂが回転可能にカバー部材１１０Ａに軸支されている。第１リンク部材１２０の先端部
１２０ｃは、第２リンク部材１２１の基端部１２１ａに連結されている。第２リンク部材
１２１は、長穴状の開口１２１ｂを有し、この開口１２１ｂにカバー部材１１０Ａの裏面
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に突設されたピン１１０ｄが相対的に遊動可能となるように配置される。これにより、第
２リンク部材１２１は、ピン１１０ｄを介して上下動可能に支持される。第２リンク部材
１２１の先端部１２１ｃは、可変フラップ１３０の一端部を左右移動可能としつつこの一
端部に連結されている。図１５１に示すように、ソレノイド１１１のプランジャ１１１ａ
が下方に突き出た状態では、第１リンク部材１２０を介して第２リンク部材１２１が相対
的に上位に位置し、これに伴い可変フラップ１３０が上端部を持ち上げられた姿勢（傾斜
姿勢）となる。一方、図１５３に示すように、ソレノイド１１１のプランジャ１１１ａが
退避した状態になると、第１リンク部材１２０を介して第２リンク部材１２１が相対的に
下位に位置し、これに伴い可変フラップ１３０が上端部を引き下げられた姿勢（水平姿勢
）となる。
【０４７８】
　図１４９に示すように、可変フラップ１３０は、空間部１１０ａにおいて下端部が回転
軸１３１を介して回転可能に支持されており、通常時は上端部が下端部よりも開口部１１
０ｃに近づくような傾斜姿勢に保たれる（図１４９において実線で示す姿勢）。一方、上
述したようにソレノイド１１１のプランジャ１１１ａが退避した状態になると、可変フラ
ップ１３０は、空間部１１０ａの下方を塞ぐような水平姿勢になる（図１４９において仮
想線で示す姿勢）。図１５０に示すように、カバー部材１１０Ｂの内側部分において開口
部１１０ｂの上縁付近には、弾力性を有する緩衝部材１３２が貼着されている。可変フラ
ップ１３０が傾斜姿勢の状態では、風の流れが可変フラップ１３０を緩衝部材１３２の方
方向へと押し出す力として作用し、可変フラップ１３０の上端部分が緩衝部材１３２に密
接する。これにより、開口部１１０ｂと可変フラップ１３０との隙間から風が漏れること
を効果的に防ぐことができる。開口部１１０ｂの右側には、先述した図３２、図３４、図
３５に示すような送風口８０が位置する。
【０４７９】
　可変フラップ１３０が傾斜姿勢の場合、開口１０ｅｃ（図３５参照）から送出された風
は、可変フラップ１３０に当って遮られ、開口部１１０ｂを抜けることなく空間部１１０
ａの下方へと導かれる（図１５２参照）。空間部１１０ａの下方へと導かれた風は、アン
ダーカバー８ｃの通気口８ｃａ（図３５参照）を通って外部へと送出される。一方、可変
フラップ１３０が水平姿勢の場合、開口１０ｅｃ（図３５参照）から送出された風は、可
変フラップ１３０に遮られることなく概ねまっすぐ流れ、空間部１１０ａを通って開口部
１１０ｂへとまっすぐ抜ける（図１５４参照）。開口部１１０ｂを抜けた風は、右下側面
カバー８ｂａの送風口８０（図３４、図３５参照）を通って外部へと送出される。送風口
８０と概ねまっすぐ対向する位置には、発射装置２６の発射ハンドル２６ｂが配置されて
おり、送風口８０から出た風は、発射ハンドル２６ｂを把持する遊技者の手に当たる。こ
のように、通常時は発射ハンドル２６ｂの方へと風が漏れることなく下方へと導かれる一
方、演出音等に応じて発射ハンドル２６ｂの方へと風を導く際には、開口１０ｅｃから空
間部１１０ａ及び開口部１１０ｃ，１１０ｂ並びに送風口８０へと至る風の流路が概ねま
っすぐ形成されるので、発射ハンドル２６ｂを握る遊技者の手まで風圧をできる限り弱め
ることなく風を到達させることができる。
【０４８０】
　このような送風機構１１０によれば、スピーカ１０ｃから音が出力されるのに伴いエン
クロージャ１０ｅの開口１０ｅｃから流出する空気流が、可変フラップ１３０の水平姿勢
によって直線的に案内されると発射ハンドル２６ｂの方へと導かれる一方、可変フラップ
１３０の傾斜姿勢によって曲折して下方へと案内されると発射ハンドル２６ｂの方へと導
かれなくなるので、送風機構１１０の小型化を図りつつも発射ハンドル２６ｂの方には抵
抗なく十分な風量をもって空気流を導くことができ、スピーカユニット１０の小型化及び
簡素化を図ることができる。
【０４８１】
　また、可変フラップ１３０が傾斜姿勢にあるときでも、可変フラップ１３０の上端部と
相対する接触面との間から緩衝部材１３２によって空気流が漏れないようにすることがで
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きるので、発射ハンドル２６ｂの方には抵抗なく十分な風量をもって空気流を導く一方、
下方へと空気流を導く際には発射ハンドル２６ｂの方に風が漏れないようにすることがで
きる。
【０４８２】
「第５実施形態」
　次に、第５実施形態に係るパチンコ遊技機について図面を参照して説明する。なお、先
述した第１～第４実施形態に係るものと同一又は類似の構成要素については、同一符号を
付してその説明を省略する。図１５５～図１９９は、第５実施形態に係るパチンコ遊技機
を説明するための図である。なお、図１５５～図１９９においては、便宜上、適宜部品の
図示を省略している。
【０４８３】
　第５実施形態に係るパチンコ遊技機は、主として、本体サブユニット４４０における第
１演出ユニット４０００の動作及び構造、本体サブユニット４４０における第２演出ユニ
ット５０００の動作及び構造、遊技盤１の球通路構造に特徴を有する。これらの特徴的な
構造について図面を参照して以下に順に説明する。
【０４８４】
［本体サブユニットの構造］
　図１５５及び図１５６は、本体サブユニット４４０を示す斜視図、図１５７は、本体サ
ブユニット４４０を示す正面図、図１５８及び図１５９は、本体サブユニット４４０を示
す分解斜視図である。
【０４８５】
　本実施形態の本体サブユニット４４０は、図示しない本体ユニット４００の取付枠４１
０（図６２及び図６３参照）に対して遊技盤１や液晶表示装置４等を一体的に装着するた
めのものである。図１５８及び図１５９に示すように、本体サブユニット４４０は、本体
ケース４４１、遊技盤１、液晶表示装置４、第１演出ユニット４０００、第２演出ユニッ
ト５０００、及び装飾ユニット６０００を有して構成される。
【０４８６】
　本体ケース４４１は、液晶表示装置４の表示領域４ｄを前方に露出させる開口部４４２
を有し、矩形箱状に形成されている。本体ケース４４１の背面には、液晶表示装置４が表
示領域４ｄを開口部４４２に対向させるように取り付けられる。本体ケース４４１の前面
奥側の左右側部から下部には、第１演出ユニット４０００が配置される。本体ケース４４
１の前方内部における左右側部から下部には、第１演出ユニット４０００が配置される。
本体ケース４４１の前方内部における上部には、第２演出ユニット５０００が取り付けら
れる。本体ケース４４１の前方内部における下部には、第１演出ユニット４０００よりも
前方に位置するように装飾ユニット６０００が取り付けられる。本体ケース４４１の前面
には、遊技盤１が取り付けられる。遊技盤１には、液晶表示装置４の表示領域４ｄを前方
に露出させるための開口領域１ｄが形成されており、この開口領域１ｄの外周に遊技球が
転動可能な遊技領域１ｐが形成される。開口領域１ｄは、液晶表示装置４の表示領域４ｄ
を前方に臨ませるだけでなく、表示領域４ｄと重なって出現した状態の第１演出ユニット
４０００や第２演出ユニット５０００を遊技者に対して視認可能とする。このような開口
領域１ｄは、第１演出ユニット４０００等の出現を見ることが可能な視野面となる。装飾
ユニット６０００は、遊技盤１の透明な下部分を通して遊技者に視認可能となるように配
置される。第１演出ユニット４０００及び第２演出ユニット５０００については後述する
。また、遊技盤１に設けられた球通路カバー７０００等についても後述する。
【０４８７】
［第１演出ユニット］
　図１６０は、第１演出ユニット４０００を示す斜視図、図１６１は、第１演出ユニット
４０００を示す正面図、図１６２は、第１演出ユニット４０００を示す背面図、図１６３
は、第１演出ユニット４０００を示す側面図、図１６４は、第１演出ユニット４０００の
一部を示す上面図、図１６５は、第１演出ユニット４０００における下ユニット４１００
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の動作を説明するための正面図、図１６６は、第１演出ユニット４０００における下ユニ
ット４１００の動作を説明するための背面図、図１６７は、第１演出ユニット４０００に
おける左ユニット４２００の動作を説明するための正面図、図１６８は、第１演出ユニッ
ト４０００における左ユニット４２００の動作を説明するための背面図、図１６９は、第
１演出ユニット４０００における左ユニット４２００の動作を説明するための斜視図、図
１７０は、第１演出ユニット４０００における右ユニット４３００の動作を説明するため
の正面図、図１７１は、第１演出ユニット４０００における右ユニット４３００の動作を
説明するための背面図、図１７２は、第１演出ユニット４０００における右ユニット４３
００の動作を説明するための側面図、図１７３は、第１演出ユニット４０００における右
ユニット４３００の動作を説明するための斜視図、図１７４は、第１演出ユニット４００
０における直立ユニット４４００の動作を説明するための正面図、図１７５は、第１演出
ユニット４０００における直立ユニット４４００の動作を説明するための背面図、図１７
６は、第１演出ユニット４０００における直立ユニット４４００の動作を説明するための
側面図、図１７７は、第１演出ユニット４０００における直立ユニット４４００の動作を
説明するための上面図、図１７８は、第１演出ユニット４０００における直立ユニット４
４００の動作を説明するための斜視図である。
【０４８８】
　図１６０～図１６４に示すように、第１演出ユニット４０００は、下ユニット４１００
、左ユニット４２００、右ユニット４３００、及び直立ユニット４４００を有して構成さ
れる。下ユニット４１００は、第１演出ユニット４０００の下方において上下方向に移動
可能に設けられる。左ユニット４２００は、第１演出ユニット４０００の左側において開
口領域１ｄ（視野面）に垂直な水平軸周りに回転可能に設けられる。右ユニット４３００
は、第１演出ユニット４０００の右側において開口領域１ｄに垂直な水平軸周りに回転可
能に設けられる。直立ユニット４４００は、右ユニット４３００よりも前方に配置され、
開口領域１ｄに沿う鉛直軸周りに反転可能に設けられる。
【０４８９】
　図１６１及び図１６２に示すように、下ユニット４１００は、主として、下可動体４１
１０、ベース部材４１２０、一対のリンク部材４１３０，４１４０、ラック部材４１５０
、複数の歯車４１６０～４１６２、及びモータ４１７０を有して構成される。左ユニット
４２００は、主として、左可動体４２１０、ベース部材４２２０、アーム部材４２３０、
複数の歯車４２４０～４２４２、及びモータ４２５０を有して構成される。右ユニット４
３００は、主として、右可動体４３１０、ベース部材４３２０、アーム部材４３３０、複
数の歯車４３４０～４３４３、及びモータ４３５０を有して構成される。図１６０～図１
６４に示すように、直立ユニット４４００は、主として、直立可動体４４１０、ベース部
材４４２０、複数の歯車４４３０～４４３３、及びモータ４４４０を有して構成される。
【０４９０】
［下ユニット］
　下ユニット４１００において、下可動体４１１０は、遊技者から見えない開口領域１ｄ
より下方の退避位置から開口領域１ｄの下縁付近の出現位置へと上下方向にスライド移動
可能な部材である。下可動体４１１０は、内部に発光手段を有しており、出現の際に発光
する。下可動体４１１０の構造については後述する。図１６２及び図１６６に示すように
、下可動体４１１０の裏面には、左右一対の支持部４１１１，４１１２が設けられており
、ベース部材４１２０に形成された上下縦長状の案内溝４１２１，４１２２に支持部４１
１１，４１１２が??動可能に支持されている。また、下可動体４１１０の下部は、リンク
部材４１３０，４１４０の先端部４１３２、４１４２に当接しており、リンク部材４１３
０，４１４０が所定方向に回転して先端部４１３２、４１４２が上方に移動すると、先端
部４１３２、４１４２に持ち上げられるようにして下可動体４１１０が上方に移動して出
現位置へと現れる。その逆に、リンク部材４１３０，４１４０が所定方向とは逆方向に回
転して先端部４１３２、４１４２が下方に移動すると、先端部４１３２、４１４２に持ち
下げられるようにして下可動体４１１０が下方に移動して退避位置へと戻る。
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【０４９１】
　図１６２、図１６５、及び図１６６に示すように、下ユニット４１００において、ベー
ス部材４１２０には、上記した案内溝４１２１，４１２２のほか、リンク部材４１３０，
４１４０の先端部４１３２、４１４２を??動可能に案内するための円弧状の湾曲溝４１２
３，４１２４が形成されている。リンク部材４１３０，４１４０の基端部には、ピニオン
４１３１，４１４１が設けられており、これらのピニオン４１３１，４１４１が回転する
と、リンク部材４１３０，４１４０の先端部４１３２、４１４２が湾曲溝４１２３，４１
２４に沿って回転移動する。ベース部材４１２０の背後には、左右方向に移動可能にラッ
ク部材４１５０が配置されている。ラック部材４１５０には、上向きのラック４１５１と
下向きのラック４１５２とが形成されている。上向きのラック４１５１は、左側のリンク
部材４１３０のピニオン４１３１と噛合されており、下向きのラック４１５２は、右側の
リンク部材４１４０のピニオン４１４１と噛合されている。
【０４９２】
　図１６６を参照して説明すると、図中右側のピニオン４１３１が図中で反時計回りに回
転すると、リンク部材４１３０の先端部４１３２が下方から上方へと湾曲溝４１２３に沿
って回転移動する。その際、ピニオン４１３１と噛合された上向きのラック４１５１が図
中右方向へと転移することとなり、ラック部材４１５０全体も図中右方向へと移動する。
すると、図中左側に配置された下向きのラック４１５２も図中右方向へと転移する。その
結果、下向きのラック４１５２と噛合されたピニオン４１４１が図中で時計回りに回転し
、リンク部材４１４０の先端部４１４２が下方から上方へと湾曲溝４１２４に沿って回転
移動する。図中右側のピニオン４１３１を図中で時計回りに回転させた場合は、上記とは
逆の挙動となる。これにより、一方のピニオン４１３１を回転させるだけで左右一対のリ
ンク部材４１３０，４１４０を連動させ、それらの先端部４１３２，４１４２を同時に上
下変位させることができ、ひいては下可動体４１１０を上下方向に容易にスライド移動さ
せることができる。
【０４９３】
　リンク部材４１３０，４１４０、ラック部材４１５０、複数の歯車４１６０～４１６２
、及びモータ４１７０は、下可動体４１１０を上下移動させるための駆動手段としてベー
ス部材４１２０に設けられている。リンク部材４１３０のピニオン４１３１は、複数の歯
車４１６０～４１６２を介してモータ４１７０の駆動力が伝えられ、モータ４１７０の回
転方向に応じて正逆両方向に回転可能である。
【０４９４】
［左ユニット］
　左ユニット４２００において、左可動体４２１０は、遊技者から見えない開口領域１ｄ
より左側の退避位置から開口領域１ｄに出現した下可動体４１１０の上端部左側に接する
開口領域１ｄの左側の出現位置へと前後方向に沿う水平軸周りに回転可能な部材である。
左可動体４２１０は、内部に発光手段を有しており、出現の際に発光する。左可動体４２
１０の構造については、下可動体４１１０の構造と同様であるため省略する。図１６６及
び図１６８に示すように、左可動体４２１０は、端部に支持部４２１１が設けられており
、この支持部４２１１が同図において省略されたベース部材４２２０に回転可能に支持さ
れている。支持部４２１１から離間した左可動体４２１０の端部には、アーム部材４２３
０の一端が回動自在に連結されている。アーム部材４２３０の他端は、歯車４２４２の側
部に回動自在に連結されている。
【０４９５】
　図１６８を参照して説明すると、歯車４２４２が図中で反時計回りに回転すると、アー
ム部材４２３０が左可動体４２１０の端部に回転モーメントを付与する。これにより、左
可動体４２１０は、支持部４２１１を中心に下方に向けて回転し、下可動体４１１０の上
端部左側と合体するように出現位置へと現れる。その逆に、歯車４２４２が図中で時計回
りに回転すると、アーム部材４２３０が左可動体４２１０の端部に逆方向の回転モーメン
トを付与する。これにより、左可動体４２１０は、支持部４２１１を中心に上方に向けて
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回転し、下可動体４１１０の左側上端部から離れるように退避位置へと戻る。
【０４９６】
　アーム部材４２３０、複数の歯車４２４０～４２４２、及びモータ４２５０は、左可動
体４２１０を回転移動させるための駆動手段としてベース部材４２２０に設けられている
。アーム部材４２３０は、複数の歯車４２４０～４２４２を介してモータ４２５０の駆動
力が伝えられ、モータ４２５０の回転方向に応じて正逆両方向に回転可能である。
【０４９７】
［右ユニット］
　右ユニット４３００において、右可動体４３１０は、遊技者から見えない開口領域１ｄ
より右側の退避位置から開口領域１ｄに出現した下可動体４１１０の上端部右側に接する
出現位置へと前後方向に沿う水平軸周りに回転可能な部材である。右可動体４３１０は、
退避位置にある状態において、直立可動体４４１０の背後に位置する。右可動体４３１０
は、内部に発光手段を備えておらず、出現の際には下可動体４１１０からの光を受けて自
ら発光しているように見える。これについては、右可動体４３１０の構造とともに後述す
る。図１６８及び図１７１に示すように、右可動体４３１０は、図示省略するが、左可動
体４２１０と同様に、端部に支持部が設けられており、この支持部が同図において省略さ
れたベース部材４３２０に回転可能に支持されている。支持部から離間した右可動体４３
１０の端部には、アーム部材４３３０の一端が回動自在に連結されている。アーム部材４
３３０の他端は、歯車４３４３の側部に回動自在に連結されている。
【０４９８】
　図１７１を参照して説明すると、歯車４３４３が図中で時計回りに回転すると、アーム
部材４３３０が右可動体４３１０の端部に回転モーメントを付与する。これにより、右可
動体４３１０は、支持部を中心に下方に向けて回転し、下可動体４１１０の上端部右側と
合体するように出現位置へと現れる。その逆に、歯車４３４３が図中で反時計回りに回転
すると、アーム部材４３３０が右可動体４３１０の端部に逆方向の回転モーメントを付与
する。これにより、右可動体４３１０は、支持部を中心に上方に向けて回転し、下可動体
４１１０の右側上端部から離れるように退避位置へと戻る。
【０４９９】
　アーム部材４３３０、複数の歯車４３４０～４３４３、及びモータ４３５０は、右可動
体４３１０を回転移動させるための駆動手段としてベース部材４３２０に設けられている
。アーム部材４３３０は、複数の歯車４３４０～４３４３を介してモータ４３５０の駆動
力が伝えられ、モータ４３５０の回転方向に応じて正逆両方向に回転可能である。
【０５００】
［直立ユニット］
　直立ユニット４４００において、直立可動体４４１０は、開口領域１ｄの右側に一部視
認し得る状態に配置されている（図１５７参照）。直立可動体４４１０は、前面部４４１
０Ａと背面部４４１０Ｂとを有し、これらのうち背面部４４１０Ｂが下可動体４１１０、
左可動体４２１０、及び右可動体４３１０と統一したモチーフのデザインで装飾が施され
ている。直立可動体４４１０は、背面部４４１０Ｂが裏向き状態となる退避位置から開口
領域１ｄの右側に背面部４４１０Ｂの一部が見える出現位置へと上下方向に沿う鉛直軸（
回転軸Ｓ）周りに回転可能な部材である。図１７２に示すように、直立可動体４４１０は
、背面部４４１０Ｂが退避位置にある状態（裏向き状態）において、前面部４４１０Ａが
回転軸Ｓよりも前方に位置するように側面視略コ字状に形成されている。これにより、背
面部４４１０Ｂが退避位置にある状態では、直立可動体４４１０の背後に大きな空間が形
成され、この空間を退避スペースとして右可動体４３１０が退避される。図１７６に示す
ように、右可動体４３１０が出現位置へと回転移動すると、右可動体４３１０の退避スペ
ースを占有しつつ背面部４４１０Ｂが反転可能となる。すなわち、直立可動体４４１０の
背面部４４１０Ｂが退避位置から反転して出現位置にある状態（表向き状態）になる。直
立可動体４４１０は、内部に発光手段を有しており、背面部４４１０Ｂが反転して表向き
状態となった際に発光する。なお、直立ユニット４４００の前方には、開口領域１ｄに露
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出することなく直立可動体４４１０と重ならない位置において上下方向に延びるように球
回収通路部材９０００が設けられる。
【０５０１】
　図１７８に示すように、直立可動体４４１０は、縦長フレーム状のベース部材４４２０
に回転可能に支持されている。図１６４に示すように、直立可動体４４１０の上部には、
歯車４４３３が設けられており、この歯車４４３３に連動して直立可動体４４１０が回転
軸Ｓ周りに回転する。
【０５０２】
　図１６４、図１７０～図１７２、図１７４～図１７６を参照して説明すると、図１７０
～図１７２に示すように、直立可動体４４１０の前面部４４１０Ａが表向きの状態（背面
部４４１０Ｂが裏向きの状態）において、歯車４４４３が図１６４で時計回りに回転する
と、図１７４～図１７６に示すように、直立可動体４４１０が１８０度反転して前面部４
４１０Ａが裏向きの状態となる。すなわち、背面部４４１０Ｂが表向きの状態となって出
現位置に現れる。その逆に、図１７４～図１７６に示すように、直立可動体４４１０の前
面部４４１０Ａが裏向きの状態（背面部４４１０Ｂが表向きの状態）において、歯車４４
４３が図１６４で反時計回りに回転すると、直立可動体４４１０が逆向きに反転し、図１
７０～図１７２に示すように、直立可動体４４１０の前面部４４１０Ａが表向きの状態と
なり、背面部４４１０Ｂが裏向きの状態となって退避位置に戻る。
【０５０３】
　複数の歯車４４４０～４４４３、及びモータ４４４０は、直立可動体４４１０を回転軸
Ｓ周りに反転させるための駆動手段としてベース部材４４２０に設けられている。直立可
動体４４１０は、複数の歯車４４４０～４４４３を介してモータ４４５０の駆動力が伝え
られ、モータ４４５０の回転方向に応じて正逆両方向に１８０度反転可能である。
【０５０４】
［第１演出ユニットの動作］
　次に、図１６５～図１７８を参照して第１演出ユニット４０００の動作について説明す
る。
【０５０５】
　まず、下可動体４１１０、左可動体４２１０、右可動体４３１０、及び直立可動体４４
１０は、当初において退避位置にある状態とする。この状態から、図１６５～図１６６に
示すように、下可動体４１１０が下方の退避位置から上方の出現位置へと移動する。する
と、特に図示しないが、遊技盤１の開口領域１ｄの下縁に沿って下可動体４１１０が出現
する。
【０５０６】
　次に、下可動体４１１０が出現位置にある状態において、図１６７～図１６９に示すよ
うに、左可動体４２１０が左側の退避位置から下方の出現位置へと回転移動する。これに
より、左可動体４２１０は、下可動体４１１０の上端部左側に合体した状態となる。
【０５０７】
　次に、下可動体４１１０及び左可動体４２１０が出現位置にある状態において、図１７
０～図１７３に示すように、右可動体４３１０が右側の退避位置から下方の出現位置へと
回転移動する。これにより、右可動体４３１０は、下可動体４１１０の上端部左側から上
端部中央にわたって合体した状態となる。
【０５０８】
　次に、最終的には、下可動体４１１０、左可動体４２１０、及び右可動体４３１０が出
現位置にある状態において、図１７４～図１７８に示すように、直立可動体４３１０の背
面部４４１０Ｂが裏向きとなった退避位置から表向きの出現位置へと反転する。これによ
り、直立可動体４３１０の背面部４４１０Ｂは、下可動体４１１０、左可動体４２１０、
及び右可動体４３１０と一体になって統一したモチーフの立体的な装飾が施された演出物
の全体像が完全に出現した状態となる。
【０５０９】
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　このような第１演出ユニット４０００によれば、上下移動する下可動体４１１０、水平
軸周りに回転移動する左可動体４２１０及び右可動体４３１０、並びに鉛直軸周りに反転
する直立可動体４４１０を各々異なる動作態様によって遊技盤１の開口領域１ｄに順次出
現させ、最終的に演出物の全体像を遊技者に視認させることができるので、動作態様が多
様となり、多彩な演出効果として合体時のダイナミックさを高め、ひいては面白味や興趣
を高めることができる。なお、下可動体４１１０、左可動体４２１０及び右可動体４３１
０、並びに直立可動体４４１０の動作態様は、互いに異なっていればよく、上記した上下
移動や水平軸周りの回転、鉛直軸周りの回転に限定されず、斜め方向や奥行き方向（前後
方向）の動きでもよいことはいうまでもない。
【０５１０】
　また、下可動体４１１０、左可動体４２１０、及び右可動体４３１０を遊技盤１の開口
領域１ｄに出現させた後、部分的に前面部４４１０Ａが見える直立可動体４４１０を反転
させることで背面部４４１０Ｂを出現させることにより、連続的な異なる動作によって演
出物の全体像を視認させることができるので、動作態様が多彩で連動性のある演出効果と
して面白味や興趣を高めることができる。なお、上記実施形態では、上下移動する下可動
体４１１０、水平軸周りに回転移動する左可動体４２１０及び右可動体４３１０、並びに
鉛直軸周りに反転する直立可動体４４１０でもって１つの構成物を形成したが、上記実施
形態よりも可動体の数を少なくしてもよいし、多くしてもよいことは言うまでもない。例
えば、可動体の数を少なくして、上下移動する可動体と、水平軸周りに回転移動する可動
体と、鉛直軸周りに反転する可動体の３つの可動体で１つの構成物を構成してもよい。
【０５１１】
［第１演出ユニットの導光構造］
　図１７９は、下可動体４１１０、左可動体４２１０、及び右可動体４３１０を示す斜視
図、図１８０は、下可動体４１１０、左可動体４２１０、及び右可動体４３１０を示す分
解斜視図、図１８１は、右可動体４３１０を示す分解斜視図、図１８２は、下可動体４１
１０及び右可動体４３１０の一部を示す斜視図、図１８３は、下可動体４１１０、左可動
体４２１０、及び右可動体４３１０を示す一部切り欠き側面図である。なお、第１演出ユ
ニット４０００においては、下可動体４１１０と右可動体４３１０との導光構造に特徴を
有するため、これらの導光構造を主として説明する。
【０５１２】
　図１８０に示すように、下可動体４１１０は、ベース板４１１３、発光基板４１１４、
中間フレーム部材４１１５、複数の導光部材４１１６、前面装飾部材４１１７、及び上縁
レンズ部材４１１８を有して構成される。左可動体４２１０は、上部装飾部材４２１２、
前面装飾部材４２１３、及び上縁レンズ部材４２１４を有して構成される。右可動体４３
１０は、上部装飾部材４３１１、支持部材４３１２、上縁レンズ部材４３１３、及び上縁
装飾部材４３１４を有して構成される。
【０５１３】
　下可動体４１１０において、ベース板４１１３の前面には、発光基板４１１４が取り付
けられる。図１８３に示すように、発光基板４１１４の前面には、複数のＬＥＤ４１１４
Ａが設けられており、ＬＥＤ４１１４Ａの光が概ね前方に向けて照射される。発光基板４
１１４の前面には、ＬＥＤ４１１４Ａを前方に露出させるように中間フレーム部材４１１
５が設けられる。中間フレーム部材４１１５の前面には、ＬＥＤ４１１４Ａからの光を前
方に導くように複数の導光部材４１１６が設けられる。導光部材４１１６は、ＬＥＤ４１
１４Ａからの光を前方だけでなく側方にも導く。また、中間フレーム部材４１１５の前面
には、複数の導光部材４１１６を覆うように前面装飾部材４１１７が取り付けられる。前
面装飾部材４１１７は、モチーフに応じたデザインで透光性を有する装飾レンズとして形
成されている。図１８３に示すように、ＬＥＤ４１１４Ａからの光は、導光部材４１１６
を通って前面装飾部材４１１７へと導かれ、さらに前面装飾部材４１１７を透過して前方
へと照射される。図１８２に示すように、前面装飾部材４１１７の上部中央には、右可動
体４３１０が合体時に近接する後述の上縁レンズ部材４３１３を位置決めするための凹部
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４１１７Ａが形成されている。また、中間フレーム部材４１１５の右上部分には、前面装
飾部材４１１７の右上端部に近接するように上縁レンズ部材４１１８が取り付けられる。
上縁レンズ部材４１１８は、モチーフに応じた横長波状のデザインで透光性を有する装飾
レンズとして形成されている。特に図示しないが、ＬＥＤ４１１４Ａからの光は、導光部
材４１１６を通って上縁レンズ部材４１１８へと導かれ、さらに上縁レンズ部材４１１８
を透過して前方へと照射される。なお、上縁レンズ部材４１１８は、後述する右可動体４
３１０の上縁レンズ部材４３１３と同様の形状に形成されている。
【０５１４】
　左可動体４２１０は、特に細部について図示しないが、下可動体４１１０と同様に発光
基板や導光部材を内蔵しており、発光基板のＬＥＤからの光が導光部材を通って前面装飾
部材４２１３や上縁レンズ部材４２１４へと導かれ、これら前面装飾部材４２１３及び上
縁レンズ部材４２１４を透過して前方へと照射される。
【０５１５】
　右可動体４３１０は、下可動体４１１０や左可動体４２１０とは異なり、発光基板を備
えておらず、下可動体４１１０のＬＥＤ４１１４Ａからの光を利用してあたかも自ら発光
して見えるように構成されている。図１８０に示すように、右可動体４３１０において、
上部装飾部材４３１１は、モチーフ（砲台及び甲板）に応じたデザインの装飾形状に形成
されている。上部装飾部材４３１１の左前上端部には、支持部材４３１２が取り付けられ
る。支持部材４３１２の前面には、合体時に下可動体４１１０の上縁レンズ部材４１１８
や左可動体４２１０の上縁レンズ部材４２１４と横方向に連続するように上縁レンズ部材
４３１３が設けられている。上縁レンズ部材４３１３は、下可動体４１１０との合体時に
凹部４１１７Ａに対応する凸部（図示略）を有し、この凸部が凹部４１１７Ａに嵌合する
ことで下可動体４１１０の上端部中央に位置決めされる。上縁レンズ部材４３１３は、上
縁レンズ部材４１１８等と統一したモチーフ（甲板の端部に設けられた手??）に基づく横
長波状のデザインで透光性を有する装飾レンズとして形成されている。図１８３に示すよ
うに、上縁レンズ部材４３１３は、下方から上方へと前方にせり出すように屈曲状に形成
されている。このような上縁レンズ部材４３１３は、合体時に下可動体４１１０のＬＥＤ
４１１４Ａからの光を凹部４１１７Ａに対応する凸部を含む下端部から受け、その光を内
部において屈折・反射させつつ上縁レンズ部材４３１３において前方に突出した部分（手
??部分）のみ前方へと光が照射するようになっている。ただし、下可動体４１１０が出現
位置にあっても右可動体４３１０が退避位置にある状態では、下可動体４１１０のＬＥＤ
４１１４Ａからの光が上縁レンズ部材４３１３に入射することはない。上縁レンズ部材４
３１３の下部には、上縁装飾部材４３１４が取り付けられる。上縁装飾部材４３１４は、
下可動体４１１０の前面装飾部材４１１７と統一したデザインの装飾形状に形成されてい
る。
【０５１６】
　このような右可動体４３１０によれば、発光基板を備えずに下可動体４１１０と合体す
るように出現させても、下可動体４１１０のＬＥＤ４１１４Ａからの光を受け、この光が
上縁レンズ部材４３１３を通って前方に照射されるので、発光演出による演出効果を高め
つつも部品のコストダウンを図ることができる。
【０５１７】
　また、下可動体４１１０のＬＥＤ４１１４Ａからの光は、下可動体４１１０の上縁レン
ズ部材４１１８を通じて屈折・反射しつつ前方に照射されるだけでなく、右可動体４３１
０の上縁レンズ部材４３１３によっても屈折・反射しつつ前方に照射されるので、同様の
統一感のある発光演出を行い、そのような発光演出による発光効率を高めることができる
。さらに、上縁レンズ部材４３１３は、合体時に下可動体４１１０の上縁レンズ部材４１
１８や左可動体４２１０の上縁レンズ部材４２１４と横方向に連続するように設けられて
いるので、それぞれの上縁レンズ部材の端部から入光してくる光によって光量が補填され
、さらに鮮やかな発光を実現できる。
【０５１８】
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　なお、本実施形態においては、左可動体４２１０が下可動体４１１０と同様に発光基板
を有して自ら発光するように構成されるが、左可動体４２１０を右可動体４３１０と同様
に発光基板を備えないものとし、左可動体４２１０においても下可動体４１１０のＬＥＤ
４１１４Ａからの光を受けて前方に導くように構成してもよい。
【０５１９】
［第２演出ユニット］
　図１８４は、第２演出ユニット５０００を示す斜視図、図１８５は、第２演出ユニット
５０００を示す正面図、図１８６は、第２演出ユニット５０００を示す上面図、図１８７
は、第２演出ユニット５０００を示す背面図、図１８８は、第２演出ユニット５０００に
おける上下動ユニット５２００の動作を説明するための斜視図、図１８９は、第２演出ユ
ニット５０００における上下動ユニット５２００の動作を説明するための正面図、図１９
０は、第２演出ユニット５０００における上下動ユニット５２００の動作を説明するため
の背面図である。
【０５２０】
　図１８４～図１８７に示すように、第２演出ユニット５０００は、揺動ユニット５１０
０及び上下動ユニット５２００を有して構成される。揺動ユニット５１００は、第２演出
ユニット５０００の上方の所定位置において左右方向の水平軸周りに揺動可能に設けられ
ている。揺動ユニット５１００は、開口領域１ｄの上端側に視認し得る状態に配置されて
いる（図１５７参照）。上下動ユニット５２００は、第２演出ユニット５０００の上方に
おいて揺動ユニット５１００の背後となる遊技者から見えない退避位置から揺動ユニット
５１００の下方の出現位置へと移動可能に設けられる。本実施形態においては、上下動ユ
ニット５２００に主な特徴を有するため、以下においては、上下動ユニット５２００につ
いて説明する。
【０５２１】
［上下動ユニットの構造・動作］
　図１８５～図１８７、図１８９、及び図１９０に示すように、上下動ユニット５２００
は、前面装飾部材５２１０、背面部材５２１１、連結支持部材５２２０、ガイド部材５２
３０、ばね部材５２４０、滑車部材５２４１、左右一対のアーム部材５２５０，５２５１
、歯車５２６０、モータ５２７０、揺動機構５２８０を有して構成される。なお、図１８
５に示すように、ガイド部材５２３０、滑車部材５３４１、ばね部材５２４０の他端５２
４０Ｂ等は、本体ケース４４１の内部面（図１５８参照）に固定されている。
【０５２２】
　上下動ユニット５２００において、前面装飾部材５２１０は、モチーフに応じたデザイ
ンで透光性を有する装飾レンズとして形成されており、背面部材５２１１に設けられた揺
動機構５２８０を介して背面部材５２１１に支持されている（図１８７及び図１９０参照
）。前面装飾部材５２１０の背面側には、図示しない発光基板や導光部材が設けられる。
前面装飾部材５２１０及び背面部材５２１１は、互いに一体となって連結支持部材５２２
０に支持されており、遊技者から見えない揺動ユニット５１００の背後の退避位置から揺
動ユニット５１００より下方の出現位置へと上下方向に移動可能である。
【０５２３】
　図１８７及び図１９０に示すように、連結支持部材５２２０は、背面部材５２１１を片
持ち支持するように背面部材５２１１の片側部分（左側部分）に連結されている。連結支
持部材５２２０の先端部５２２１は、??動部分としてガイド部材５２３０に沿って上下方
向に移動可能に支持されている。ガイド部材５２３０は、本体ケース４４１に固定されて
いる。ばね部材５２４０は、その一端５２４０Ａが連結支持部材５２２０の適部に係止さ
れるとともに、他端５２４０Ｂが本体ケース４４１の適部に係止される。ばね部材５２４
０は、連結支持部材５２２０が下方から上方へと移動する際に弾性収縮力によって移動を
補助する役割を果たす。ばね部材５２４０は、その中間部分の側部が本体ケース４４１に
固定された滑車部材５２４１に当接することで略直角に曲げられており、一端５２４０Ａ
から滑車部材５２４１に接するまでの部分がガイド部材５２３０によって移動案内される



(98) JP 2021-13513 A 2021.2.12

10

20

30

40

50

方向、すなわち概ね上下方向に沿うように配置される一方、滑車部材５２４１から他端５
２４０Ａまでの部分が概ね左右方向に沿うように配置される。これにより、ばね部材５２
４０は、弾性限界が比較的大きくて長いものが用いられる。その結果、連結支持部材５２
２０とともに前面装飾部材５２１０及び背面部材５２１１は、上下方向に移動するストロ
ークが相当大きくなっている。
【０５２４】
　図１９０に示すように、左右一対のアーム部材５２５０，５２５１は、それらの先端部
が背面部材５２１１に設けられた案内溝５２１１Ａ，５２１１Ｂに??動可能に連結されて
いる。アーム部材５２５０，５２５１の基端部は、前後方向に沿う水平軸周りに回転可能
に支持されている。一方のアーム部材５２５０の基端部は、図示しないリンク部材を介し
て歯車５２６０と連結されており、この歯車５２６０に連動してアーム部材５２５０が回
転することにより背面部材５２１１と一体となって前面装飾部材５２１０が上下方向に移
動する。アーム部材５２５０は、歯車５２６０を介してモータ５２７０の駆動力が伝えら
れ、モータ５２７０の回転方向に応じて正逆両方向に回転可能である。歯車５２６０やモ
ータ５２７０は、ベース部材に取り付けられている。
【０５２５】
　具体的には、図１８７に示すように、前面装飾部材５２１０及び背面部材５２１１が揺
動ユニット５１００背後の退避位置にある状態において、歯車５２６０が図１８７で反時
計回りに回転すると、図１９０に示すように、アーム部材５２５０，５２５１が下方向に
回転し、前面装飾部材５２１０及び背面部材５２１１が連結支持部材５２２０を介してガ
イド部材５２３０に案内されつつ下方の出現位置へと移動する。その際、ばね部材５２４
０は、連結支持部材５２２０に対して下方に変位するほど上向きの弾性収縮力を強める。
ただし、前面装飾部材５２１０及び背面部材５２１１が所定の出現位置にあって連結支持
部材５２２０が最下位に位置しても、ばね部材５２４０のみの弾性収縮力によってはこれ
らを引き上げるほどの力が発生せず、あくまでも上方に移動する際の補助的な弾性収縮力
が作用するにすぎない。そのため、図１９０に示す状態から図１８７に示す状態へとアー
ム部材５２５０，５２５１を介して前面装飾部材５２１０及び背面部材５２１１が上方へ
と移動させられる際には、これらを上方へと引き戻そうとする適度な弾性収縮力がばね部
材５２４０によって補助的に付与される。このようなばね部材５２４０は、左右方向に沿
う部分がガイド部材５２３０から離れて邪魔にならない上下動ユニット５２００の上方の
空きスペースに配置される。
【０５２６】
　このような上下動ユニット５２００によれば、ばね部材５２４０の一端５２４０Ａから
滑車部材５２４１までの部分については、前面装飾部材５２１０及び背面部材５２１１を
上下移動させる上下方向に伸長するように配置される一方、ばね部材５２４０の他端５２
４０Ｂから滑車部材５２４１までの部分については、上下移動の方向とは異なる左右方向
に伸長するように配置することができる。これにより、上下移動を補助するためのばね部
材５２４０の長さに応じて上下動ユニット５２００の移動ストロークをより大きくするこ
とができる。
【０５２７】
　また、上下動ユニット５２００において、構成部品等に邪魔されない空きスペースにば
ね部材５２４０を曲げた姿勢で配置することができるので、比較的長いばね部材５２４０
でも支障なく上下動ユニット５２００に配置することができる。
【０５２８】
　なお、本実施形態において、ばね部材５２４０は、滑車部材５２４１によって概ね上下
方向に沿う部分と左右方向に沿う部分とに屈曲変形する姿勢で配置されるが、配置スペー
スによっては、滑車部材５２４１を介してばね部材５２４０を例えば上下方向から前後方
向に屈曲変形する姿勢で配置するようにしてもよい。また、上記したばね部材５２４０以
外にも、ゴム等の弾性部材を用いてもよく、伸縮して付勢力が生じる部材であれば本発明
に適用できることはいうまでもない。
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【０５２９】
［遊技盤］
　図１９１は、遊技盤１を示す正面図、図１９２及び図１９３は、遊技盤１の要部を示す
分解斜視図、図１９３は、遊技盤１の要部を示す分解斜視図、図１９４は、遊技盤１にお
ける球通路カバー７０００を示す斜視図、図１９５は、遊技盤１における球通路カバー７
０００を示す背面図、図１９６は、遊技盤１における開閉ユニット８０００を示す斜視図
、図１９７は、遊技盤１における開閉ユニット８０００の動作を説明するための斜視図、
図１９８は、遊技盤１における開閉ユニット８０００の動作を説明するための一部切り欠
き斜視図、図１９９は、遊技盤１における開閉ユニット８０００の動作を説明するための
一部切り欠き上面図である。
【０５３０】
　図１５７及び図１９１に示すように、遊技盤１は、球発射通路４０、ステージ４１、第
１始動口４２、第２始動口４３、第２始動口４３を開閉する開閉ユニット８０００、通過
ゲート４４、第１大入賞口４５、第１大入賞口４５を開閉する第１大入賞口シャッタ４５
Ａ、第２大入賞口４６、第２大入賞口４６を開閉する大入賞口シャッタ４６Ａ、複数の一
般入賞口４７、アウト口４８、球通路カバー７０００（図１９１において図示略）等を備
える。なお、本実施形態のパチンコ遊技機では、第１始動口４２、第２始動口４３、通過
ゲート４４、第１大入賞口４５、第２大入賞口４６、及び一般入賞口４７により遊技球が
通過により入賞可能な入賞領域が形成される。図１９１は、球通路カバー７０００を取り
外した状態を示している。
【０５３１】
　球発射通路４０は、遊技盤１に向かって左側から概ね中央上部へと延びるように配設さ
れ、一対の外レールと内レールとによって形成される。外レールは、遊技領域１ｐ全体を
囲むように配置されている。内レールは、外レールとともに遊技球を遊技盤１の上部に案
内するためのものであり、遊技盤１の左側において外レールの内側に配設されている。
【０５３２】
　ステージ４１は、遊技領域１ｐにおける遊技球の流化領域を振り分けるものであり、開
口領域１ｄの下縁部に沿って配置されている。
【０５３３】
　図外の発射装置２６によって発射された遊技球は、遊技盤１に打ち込まれた遊技釘（符
号略）やステージ４１等との衝突により、その進行方向を変えながら遊技盤１の下方に向
かって流下する。この過程において、遊技球は、第１始動口４２、第２始動口４３、大入
賞口４６、一般入賞口４７のいずれかに入賞することで回収され、また、入賞しなかった
場合や、通過ゲート４４を通過してその後入賞しなかった場合にアウト口４８から排出さ
れることで回収される。
【０５３４】
　第１始動口４２及び第２始動口４３は、遊技球が入賞（通過）することを条件に抽選の
契機を与えるとともに、抽選の結果を図外の液晶表示装置４等に表示させる契機を与える
ものである。
【０５３５】
　第１始動口４２は、遊技盤１の中央で概ね下方位置に設けられている。第１始動口４２
に遊技球が入賞すると、予め設定されている数の遊技球が図外の上皿１７又は下皿１８に
払い出される。第１始動口４２への遊技球の入賞は、第１始動口スイッチ３１１（図４０
参照）により検出される。
【０５３６】
　第２始動口４３は、遊技盤１の右側で第１始動口４２より上方位置に設けられている。
第２始動口４３に遊技球が入賞すると、予め設定されている数の遊技球が図外の上皿１７
又は下皿１８に払い出される。第２始動口４３は、普通電動役物としての後述する開閉ユ
ニット８０００の動作により開閉される。第２始動口４３への遊技球の入賞は、第２始動
口スイッチ３１２（図４０、図１９１、図１９２参照）により検出される。
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【０５３７】
　通過ゲート４４は、第２始動口４３を開放する契機を与えるものである。通過ゲート４
４への遊技球の入賞は、通過ゲートスイッチ３１４（図４０、図１９１、図１９２参照）
により検出される。なお、この通過ゲート４４に遊技球が入賞しても、賞球は発生しない
。
【０５３８】
　第１大入賞口４５は、遊技者に有利な遊技状態である当り遊技状態（大当り遊技状態な
ど）のときに開放されるものである。第１大入賞口４５は、遊技領域１ｐの右側上部に設
けられている。
【０５３９】
　第１大入賞口４５には、これを開閉するための第１大入賞口シャッタ４５Ａが設けられ
ている。第１大入賞口シャッタ４５Ａは、棒部材が前後方向に移動することで第１大入賞
口４５に遊技球を導く状態と、導かない状態とに切替可能となるように構成されている。
このような第１大入賞口４５は、遊技者に有利な遊技状態である大当り遊技状態のときに
開放される。第１大入賞口シャッタ４５Ａは、第１大入賞口ソレノイド３１５Ａ（図４０
参照）により開閉可能に駆動される。第１大入賞口４５への遊技球の入賞は、第１大入賞
口カウントスイッチ３１５（図４０参照）により検出される。
【０５４０】
　第２大入賞口４６も、遊技者に有利な遊技状態である当り遊技状態（大当り遊技状態な
ど）のときに開放されるものである。第２大入賞口４６は、遊技領域１ｐの右側下部にあ
って、第１始動口４２の右側上方で第２始動口４３の概ね左側下方に設けられている。
【０５４１】
　第２大入賞口４６は、複数の遊技球が同時に入賞し得るように比較的左右方向の寸法が
大きい開口からなる。第２大入賞口４６は、第２大入賞口シャッタ４６Ａ及び後述する球
通路カバー７０００により形成される。第２大入賞口４６は、遊技領域１ｐの右側下部に
設けられている。第２大入賞口４６は、第２大入賞口シャッタ４６Ａが開放状態にある時
、遊技盤１の前面と球通路カバー７０００との間に開放口として形成され、第２大入賞口
シャッタ４６Ａが閉鎖状態にある時に閉鎖口となる。
【０５４２】
　第２大入賞口シャッタ４６Ａは、第２大入賞口４６を覆うように左右方向に沿う長手方
向寸法が比較的大きい板状部材である。第２大入賞口シャッタ４６Ａの短手方向寸法は、
遊技球の直径程度である。第２大入賞口シャッタ４６Ａは、遊技盤１の前後方向に突出・
退避可能に設けられている。第２大入賞口シャッタ４６Ａは、遊技盤１の前方に突出した
状態が第２大入賞口４６を閉鎖する閉鎖状態となり、遊技盤１の後方へと退避した状態が
第２大入賞口４６を開放する開放状態となる。第２大入賞口シャッタ４６Ａの上面は、閉
鎖状態において比較的緩やかな左下がり傾向の傾斜面になっている。第２大入賞口シャッ
タ４６Ａは、第２大入賞口ソレノイド３１６Ａ（図４０参照）により開閉可能に駆動され
る。第２大入賞口４６への遊技球の入賞は、第２大入賞口カウントスイッチ３１６（図４
０、図１９１、図１９２参照）により検出される。
【０５４３】
　一般入賞口４７は、遊技盤１の適宜位置に一つ以上設けられている。この一般入賞口４
７に遊技球が入賞すると、抽選が行われないものの、所定数の賞球が払い出される。一般
入賞口４７への遊技球の入賞は、一般入賞口スイッチ３１０（図４０参照）により検出さ
れる。
【０５４４】
［球通路カバー］
　図１９２～図１９５に示すように、球通路カバー７０００は、通過ゲート４４の付近か
ら第２始動口４３を経て第２大入賞口４６へと遊技球を導く球通路Ｔ１～Ｔ５を形成する
ものであり、遊技領域１ｐの前面に所定の間隔をあけて対向するように取り付けられる。
球通路カバー７０００の前面は、透明な素材で形成されており、球通路Ｔ１～Ｔ５を通る
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遊技球を前方から視認可能となっている。球通路カバー７０００の裏面には、複数のリブ
７１００，７１１０，７１２０，７１３０，７１４０、複数の凸部７２００、第１減速部
７３００、及び第２減速部７３１０が形成されている。
【０５４５】
　図１９４及び図１９５に示すように、球通路カバー７０００において、球通路Ｔ１は、
通過ゲート４４を通過した遊技球あるいは通過ゲート４４から逸れた遊技球を下方へと落
下するように導く縦長状の通路（縦通路）であり、遊技盤１の前面や開口領域１ｄの周縁
壁とリブ７１００により形成される。球通路Ｔ１の下方には、リブ７１１０が形成されて
いる。球通路Ｔ１を通って落下してきた遊技球は、リブ７１１０において略水平状に形成
された当接部７１１０Ａに突き当たる。当接部７１１０Ａの左側は、その先の第２始動口
４３へと遊技球を放出するように開放状の放出部７１１０Ｂが形成されている。また、当
接部７１１０Ａには、球通路Ｔ１を通って落下してきた遊技球を遊技領域１ｐの後面に向
けて一旦跳ね返らせるように、遊技領域１ｐの後面に向けて傾斜した姿勢の第１減速部７
３００が形成され、跳ね返った遊技球は、遊技盤１の壁部によって転動を阻止され、転動
速度が大幅に減速される。球通路Ｔ１を通って落下してきた遊技球は、第１減速部７３０
０に当たることにより、直ぐに放出部７１１０Ｂの方へと跳ね返ることなく放出部７１１
０Ｂへと向かう転動速度が低下させられる。これにより、球通路Ｔ１を経て放出部７１１
０Ｂから放出された遊技球は、比較的緩慢な転動速度でゆっくりと第２始動口４３へと向
かう。なお、第１減速部７３００は、当たった遊技球が遊技領域１ｐの前面に跳ね返るよ
うに形成してもよい。要するに、放出部７１１０Ｂ以外の方向に壁部が存在し、第１減速
部７３００に当たった遊技球がその壁部に転動を阻止されることで遊技球の転動速度が減
速されればよい。
【０５４６】
　次に、球通路カバー７０００において、球通路Ｔ２は、後述する開閉ユニット８０００
が第２始動口４３を閉状態としている場合に、放出部７１１０Ｂから放出された遊技球を
第２始動口４３の上から開閉ユニット８０００の内部を通過させつつさらに左側へと導く
若干左下がりの通路であり、主として開閉ユニット８０００により形成される。この球通
路Ｔ２については、開閉ユニット８０００の説明とあわせて後述する。
【０５４７】
　次に、球通路カバー７０００において、球通路Ｔ３は、球通路Ｔ２を通過してきた遊技
球をさらにその左側で落下させる通路であり、遊技盤１の前面とリブ７１２０，７１３０
により形成される。リブ７１２０は、第２始動口４３の左側に近接している。リブ７１３
０は、リブ７１２０より下方に形成されており、リブ７１２０と高低差のある段差部７１
３０Ａを有する。段差部７１３０Ａのさらに左側には、第２大入賞口４６が位置する。球
通路Ｔ３を経て落下した遊技球は、リブ７１３０の段差部７１３０Ａに突き当たる。この
段差部７１３０Ａにおいても、球通路Ｔ３を経て落下してきた遊技球を遊技領域１ｐの前
面に向けて一旦跳ね返らせるように、遊技領域１ｐの前面に向けて傾斜した姿勢の第２減
速部７３１０が形成されている。球通路Ｔ３を経て落下してきた遊技球は、第２減速部７
３１０に当たることにより、直ぐに第２大入賞口４６の方へと跳ね返ることなく第２大入
賞口４６へと向かう転動速度が低下させられる。これにより、球通路Ｔ３を経て第２大入
賞口４６へと向かう遊技球についても、比較的遅い転動速度で転動させることができる。
また、球通路Ｔ３に沿う球通路カバー７０００の裏面部分には、凸部７２００が形成され
ている。球通路Ｔ３を通過する際の遊技球は、凸部７２００に当たることによっても転動
速度が低下させられる。したがって、第２大入賞口４６へと向かう遊技球は、比較的遅い
転動速度で第２大入賞口４６へと誘導される。
【０５４８】
　次に、球通路カバー７０００において、球通路Ｔ４は、第２大入賞口４６を図外の第２
大入賞口シャッタ４６Ａにより閉状態としている場合に、その第２大入賞口シャッタ４６
Ａの上面に沿って遊技球をさらに左側へと導く若干左下がりの通路であり、第２大入賞口
シャッタ４６Ａと球通路カバー７０００の裏面により形成される。球通路Ｔ４に沿う球通
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路カバー７０００の裏面部分にも、凸部７２００が形成されている。これにより、球通路
Ｔ４を通過する際の遊技球は、凸部７２００に当たることによって転動速度が低下させら
れる。その結果、複数の遊技球が停滞しながら第２大入賞口シャッタ４６Ａ上を転動する
こととなり、その際に第２大入賞口シャッタ４６Ａが開状態となると、一度に複数の遊技
球が第２大入賞口４６から同時に落下することで多くの入賞球数が期待される。
【０５４９】
　次に、球通路Ｔ５は、球通路Ｔ４を通過してきた遊技球をさらにその左側で落下させる
通路であり、遊技盤１の前面とリブ７１４０により形成される。リブ７１４０は、第２大
入賞口４６の左側に近接している。球通路Ｔ５を経て落下した遊技球は、主として図外の
アウト口４８へと導かれる。
【０５５０】
［開閉ユニット］
　図１９６～図１９９に示すように、開閉ユニット８０００は、基本的な構成部品として
、本体部材８１００、後カバー部材８２００、羽根部材８３００、及び羽根部材ソレノイ
ド３１３（図示略）を有して構成される。
【０５５１】
　本体部材８１００及び後カバー部材８２００の内部には、球通路Ｔ２がＵ字状に形成さ
れる（図１９８、図１９９参照）。本体部材８１００の前面右側には、放出部７１１０Ｂ
（図１９４、図１９５参照）から転動してきた遊技球を内部に誘導するための入口部８１
１０が形成されているとともに、本体部材８１００の前面左側には、内部において転動す
る遊技球を外部に誘導するための出口部８１２０が形成されている。本体部材８１００の
内部には、入口部８１１０及び出口部８１２０を仕切ってＵ字状の球通路Ｔ２を形成する
ための仕切り部８１３０が形成されている。
【０５５２】
　後カバー部材８２００は、本体部材８１００の後部に取り付けられ、本体部材８１００
の仕切り部８１３０との間に遊技球が通過可能な内部空間を形成している。後カバー部材
８２００の内壁には、Ｕ字状の球通路Ｔ２に沿って転動する遊技球をスムーズに曲げるた
めの凹湾曲部８２１０，８２１１が設けられている。
【０５５３】
　羽根部材８３００は、第２始動口４３から本体部材８１００及び後カバー部材８２００
の内部にわたって球通路Ｔ２の底面を形成する可動部品である。羽根部材８３００は、図
示しない羽根部材ソレノイド３１３（図４０参照）によって遊技盤１の前後方向に突出・
退避するように駆動させられる。羽根部材８３００は、前方に突出した状態において、第
２始動口４３を閉状態とする一方、後方に退避した状態において、第２始動口４３を開状
態とする。羽根部材８３００は、第２始動口４３を閉状態とする前側部分が右側から左側
へと低位となるように段差状に形成されている。これにより、羽根部材８３００が第２始
動口４３を閉状態とした場合には、後カバー部材８２００の内部に遊技球をスムーズに流
入させるための誘導湾曲部７１１５によって入口部８１１０から本体部材８１００及び後
カバー部材８２００の内部に入ることで球通路Ｔ２に沿って導かれる。羽根部材８３００
が第２始動口４３を閉状態あるいは開状態のいずれの場合にあっても、羽根部材８３００
の後側部分８３２０は、本体部材８１００及び後カバー部材８２００の内部において球通
路Ｔ２の底面を形成している。この後側部分８３２０において、入口部８１１０の後方に
続く部分から出口部８１２０の後方へと続く部分にかけては、球通路Ｔ２の進行方向に沿
って低位となる傾斜状の連続面となっている。これにより、羽根部材８３００が第２始動
口４３を閉状態としている場合には、入口部８１１０から出口部８１２０へと球通路Ｔ２
に沿って複数の遊技球が比較的緩やかな速度でスムーズに導かれる。また、羽根部材８３
００が第２始動口４３を開状態とした場合には、羽根部材８３００の後側部分８３２０上
に滞留している複数の遊技球が出口部８１２０からスムーズに排出され、第２始動口４３
の下方へと落下して入賞することとなる。第２始動口４３への遊技球の入賞は、第２始動
口スイッチ３１２（図４０、図１９１、図１９２参照）により検出される。
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【０５５４】
　図１９４及び図１９５に示すように、球通路Ｔ２に進入する直前の遊技球は、球通路Ｔ
１を経て落下した後、第１減速部７３００に当たることで直ぐに第２始動口４３の方へと
跳ね返ることなく、第２始動口４３へと向かう転動速度が低下させられる。これにより、
球通路Ｔ２に進入する直前で第２始動口４３へと向かう遊技球は、比較的遅い転動速度で
転動させることができる。その結果、複数の遊技球が球通路Ｔ２に沿って停滞しながら羽
根部材８３００上を転動することとなり、その際に羽根部材８３００が開状態となると、
一度に複数の遊技球が第２始動口４３から同時に落下することで多くの入賞球数が期待さ
れる。
【０５５５】
　このような遊技盤１によれば、縦通路となる球通路Ｔ１に沿って落下してきた遊技球が
当接部７１１０Ａに突き当たって放出部７１１０Ｂから左方向に放出される際に、第１減
速部７３００によって遊技球の進行速度が減速されつつ当該遊技球が左方向に位置する第
１始動口４３及び羽根部材８３００へと案内され。さらに、第１始動口４３及び羽根部材
８３００を経て段差部７１３０Ａへと落下してきた遊技球は、第２減速部７３１０によっ
て進行速度が減速されつつ第２大入賞口４６及び第２大入賞口シャッタ４６Ａへと案内さ
れる。これにより、遊技球の跳ね返りを抑えてスムーズに遊技球を放出部７１１０Ｂから
第１始動口４３及び羽根部材８３００を経て第２大入賞口４６及び第２大入賞口シャッタ
４６Ａへと導くことができ、連続する複数の入賞領域に対しても複数の遊技球を十分減速
させて連続的に導くことができ、また、羽根部材８３００や第２大入賞口シャッタ４６Ａ
の傾斜を緩くしても球通路Ｔ１から球通路Ｔ５までの通路全体の落下距離を十分に維持す
ることができ、ひいては放出部７１１０Ｂ付近や第２始動口４３及び第２大入賞口４６の
羽根部材８３００上や及び第２大入賞口シャッタ４６Ａ上における遊技球の球噛みや球詰
まりを防ぎつつ多くの入賞球数を期待させることができる。
【０５５６】
「第６実施形態」
　次に、第６実施形態に係るパチンコ遊技機について図面を参照して説明する。なお、先
述した第１～第５実施形態に係るものと同一又は類似の構成要素については、同一符号を
付してその説明を省略する。図２００～図２６０は、第６実施形態に係るパチンコ遊技機
を説明するための図である。
【０５５７】
　第６実施形態に係るパチンコ遊技機は、主として、本体サブユニット４４０における第
１演出ユニット４０００の動作及び構造並びに発光態様、第１演出ユニット４０００のベ
ース部材４５００の配線接続構造、本体ケース４４１の配線収容構造、透明板ユニット７
’における導光板ユニット７００’の構造及び発光動作に特徴を有する。これらの特徴的
な構成について図面を参照して以下に順に説明する。
【０５５８】
［本体サブユニットの構成］
　図２００は、透明板ユニット７’を分解して本体サブユニット４４０を示す斜視図、図
２０１は、透明板ユニット７’を略して本体サブユニット４４０を示す斜視図、図２０２
は、遊技盤１を示す正面図、図２０３は、本体サブユニット４４０を示す分解斜視図であ
る。
【０５５９】
　図２００及び図２０３に示すように、本実施形態の本体サブユニット４４０は、透明板
ユニット７’、本体ケース４４１、遊技盤１、液晶表示装置４、ロゴ装飾部材１０００、
上部装飾パネル１１００、下部装飾部材１２００、第１演出ユニット４０００、第２演出
ユニット５０００、及び第３演出ユニット５０００’を有して構成される。
【０５６０】
　透明板ユニット７’は、遊技盤１の前面全体を覆うように配置される。透明板ユニット
７’は、図１３３～図１３６に示すものと概ね同様の構成を備えるほか、開口部７Ａａに



(104) JP 2021-13513 A 2021.2.12

10

20

30

40

50

対応するように設けられた導光板ユニット７００’（図２００において図示略、図２３８
、図２３９等参照）を備える。本体ケース４４１の内部奥方の上部には、第１演出ユニッ
ト４０００が配置される。本体ケース４４１の内部奥方の下部には、第３演出ユニット５
０００’が配置される。本体ケース４４１の内部において第１演出ユニット４０００の前
方上部には、第２演出ユニット５０００が配置される。本体ケース４４１の内部において
第１演出ユニット４０００の前方下部には、下部装飾部材１２００が配置される。本体ケ
ース４４１の内部において遊技盤１と第２演出ユニット５０００との間には、上部装飾パ
ネル１１００が配置される。遊技盤１の開口領域１ｄの上部において上部装飾パネル１１
００の前方には、ロゴ装飾部材１０００が配置される。上部装飾パネル１１００及び下部
装飾部材１２００は、透過性素材で形成された遊技盤１を通して前方から視認可能である
。一方、第１演出ユニット４０００、第２演出ユニット５０００、及び第３演出ユニット
５０００’は、夫々待機状態にある場合、上部装飾パネル１１００及び下部装飾部材１２
００の背後に位置し、遊技盤１を通しても前方から視認することができない。第１演出ユ
ニット４０００、第２演出ユニット５０００、及び第３演出ユニット５０００’は、各々
出現状態になると、液晶表示装置４の表示領域４ｄの前方にあって開口領域１ｄに出現し
た状態となり、遊技盤１の前方から視認可能となる。第１演出ユニット４０００、第２演
出ユニット５０００、第３演出ユニット５０００’、本体ケース４４１、及び導光板ユニ
ット７００’については後述する。また、遊技盤１に設けられたステージ４１及び大入賞
口ユニット４５０等についても後述する。
【０５６１】
［第１演出ユニット］
　次に、第１演出ユニット４０００の構成について、図２０４～図２２４を参照して説明
する。図２０４～図２１２は、第１演出ユニット４０００を示す図である。図２１３～図
２２４は、左可動ユニット４６００Ａの駆動伝達機構４６１０Ａを示す図である。なお、
図２０４～図２０６は、第１演出ユニット４０００の可動体が待機位置にある状態を示し
、図２０７～図２０９は、第１演出ユニット４０００の可動体が中間位置にある状態を示
し、図２１０～図２１２は、第１演出ユニット４０００の可動体が出現位置にある状態を
示している。また、図２１３～図２２４は、基本的に駆動伝達機構４６１０Ａが待機位置
にある状態を示しているが、図２１９～図２２４は、待機位置から中間位置へと移動する
直前の状態を示している。
【０５６２】
　図２０４～図２１２に示すように、第１演出ユニット４０００は、主なアセンブリパー
ツとして、ベース部材４５００、左可動ユニット４６００Ａ、及び右可動ユニット４６０
０Ｂを有して構成される。左可動ユニット４６００Ａ及び右可動ユニット４６００Ｂは、
互いに左右対称な動作を行うものであり、それぞれの可動体４６２０Ａ、４６２０Ｂがベ
ース部材４５００の左右両端の待機位置から中央の出現位置へと移動し、その後、再び出
現位置から待機位置へと移動可能である。なお、左可動ユニット４６００Ａ及び右可動ユ
ニット４６００Ｂは、互いに左右対称の動作を行うもので左右反対の動きを実現する以外
は同様の構成であるため、以下の説明においては、左可動ユニット４６００Ａ及び右可動
ユニット４６００Ｂに対応する構成パーツを末尾の符号「Ａ」及び「Ｂ」で分け、特に断
らない限り左可動ユニット４６００Ａの構成について説明する。右可動ユニット４６００
Ｂの構成要素の一部については、図中において適宜符号を省略する。
【０５６３】
　ベース部材４５００は、左可動ユニット４６００Ａ及び右可動ユニット４６００Ｂを保
持し、可動体４６２０Ａ，４６２０Ｂを左右方向に沿って往復移動可能に支持するもので
ある。ベース部材４５００の上部には、左可動ユニット４６００Ａ及び右可動ユニット４
６００Ｂの可動体４６２０Ａ，４６２０Ｂを懸架しつつ左右方向に案内するためのガイド
ロッド４５１０Ａ，４５１０Ｂが設けられている。ベース部材４５００の上部には、可動
体４６２０Ａ，４６２０Ｂの左右方向の移動に伴って上下方向の動作を発生させるための
カム溝４５１１Ａ，４５１１Ｂが設けられている。図２０６等に示すように、カム溝４５
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１１Ａ，４５１１Ｂは、概ね左右方向に延伸し、左右両端から中央へと進むに従って次第
に低位となるように形成されている。ベース部材４５００の下部には、可動体４６２０Ａ
，４６２０Ｂのそれぞれ下端部を支持しつつ左右方向に案内するためのガイドレール４５
２０Ａ，４５２０Ｂが設けられている。図２１０～図２１２によく示すように、ベース部
材４５００の内側下部には、可動体４６２０Ａ、４６２０Ｂが中央から左右両端へと進む
と可動体４６２０Ａ，４６２０Ｂの一部に突き当たる突出部４５３０Ａ，４５３０Ｂが設
けられている。ベース部材４５００の下部中央には、左可動ユニット４６００Ａ及び右可
動ユニット４６００Ｂの電子部品等と外部との電気的な接続を図るための配線接続部４５
４０が設けられている。配線接続部４５４０は、遊技機の組み立て時に保護カバー４５４
１で閉鎖される。配線接続部４５４０の構成については後述する。
【０５６４】
　左可動ユニット４６００Ａは、駆動伝達機構４６１０Ａ及び可動体４６２０Ａを有して
構成される。駆動伝達機構４６１０Ａは、主として可動体４６２０Ａを主として左右方向
に移動させる駆動力を発生・伝達するためのものであり、ベース部材４５００の上部に設
けられる。可動体４６２０Ａは、駆動伝達機構４６１０Ａの駆動力によりベース部材４５
００の左側で主として左右方向に移動するものである。また、可動体４６２０Ａは、移動
位置に応じて動作態様・発光態様が変化するものである。可動体４６２０Ａの動作態様・
発光態様については後述する。
【０５６５】
　次に、駆動伝達機構４６１０Ａについて、図２１３～図２２４を参照して説明する。図
２１３によく示すように、駆動伝達機構４６１０Ａは、駆動手段としてのモータ４６１１
、駆動ギヤ４６１２、回転体４６１３、及びラック部材４６１４を有して構成される。
【０５６６】
　モータ４６１１は、可動体４６２０Ａを移動させる駆動力を発生するものであり、正逆
両方向に回転制御される。駆動ギヤ４６１２は、モータ４６１１の駆動軸に回転可能に固
定されている。
【０５６７】
　図２１５に示すように、回転体４６１３は、ピニオン４６１３ａ、押出片４６１３ｂ、
ロック片４６１３ｃを一体化して構成される。ピニオン４６１３ａは、駆動ギヤ４６１２
に常時噛み合わされ、駆動ギヤ４６１２の回転に伴って回転する。押出片４６１３ｂは、
ピニオン４６１３ａの一側面側にロック片４６１３ｃを介して固定され、ピニオン４６１
３ａと一体になって回転する。図２１６等に示すように、押出片４６１３ｂは、全体的な
外径がピニオン４６１３ａの外径よりも小さい一方、ピニオン４６１３ａの外径よりも部
分的に大きく外方に突き出た突出部４６１３ｂａを有する。ロック片４６１３ｃは、ピニ
オン４６１３ａの一側面に一体形成され、ピニオン４６１３ａと一体になって回転する。
図２１７に示すように、ロック片４６１３ｃは、正面視小判形状に形成されており、押出
片４６１３ｂの外径より若干小さい外径を有する一対の湾曲部４６１３ｃａと、これらの
湾曲部４６１３ｃａよりも小径となり、湾曲部４６１３ｃａに直線状に連なる一対の直線
部４６１３ｃｂとを有する。
【０５６８】
　図２１３に示すように、ラック部材４６１４は、その左端部が可動体４６２０Ａ（ベー
ス部材４６３０）の上部に固定されており、可動体４６２０Ａと一体になって左右方向に
移動する。図２１５に示すように、ラック部材４６１４は、ラック４６１４ａ、案内部４
６１４ｂ、及び壁部４６１４ｃを有して構成される。
【０５６９】
　ラック４６１４ａは、左右方向に沿って歯を形成したものであり、回転体４６１３のピ
ニオン４６１３ａと噛み合わされる。ただし、可動体４６２０Ａが基本的に待機位置にあ
る場合、ラック４６１４ａは、ピニオン４６１３ａと噛み合わない状態となる。このよう
な駆動伝達機構４６１０Ａの動作については後述する。
【０５７０】
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　案内部４６１４ｂは、壁部４６１４ｃに対してラック４６１４ａの反対側に形成された
ものであり、主としてラック４６１４ａよりも低い平坦面をなすようにラック４６１４ａ
に平行して形成される。図２１６に示すように、案内部４６１４ｂの右端部には、回転体
４６１３の押出片４６１３ｂの突出部４６１３ｂａが入り込んで側壁部分に当接するよう
に凹部４６１４ｂａが形成されている。凹部４６１４ｂａを含めて案内部４６１４ｂの底
面は、押出片４６１３ｂの突出部４６１３ｂａが回転しつつも接触しない程度に形成され
ている。可動体４６２０Ａが基本的に待機位置にある場合、案内部４６１４ｂの凹部４６
１４ｂａには、押出片４６１３ｂの突出部４６１３ｂａが入り込んだ状態となる。このよ
うな駆動伝達機構４６１０Ａの動作については後述する。
【０５７１】
　壁部４６１４ｃは、ラック４６１４ａと案内部４６１４ｂとを仕切るように形成された
ものであり、主としてラック４６１４ａよりも高い平坦面をなすようにラック４６１４ａ
に平行して形成される。図２１３及び図２１７に示すように、壁部４６１４ｃの右端部に
は、回転体４６１３のロック片４６１３ｃの湾曲部４６１３ｃａが摺接するように窪み部
４６１４ｃａが形成されている。窪み部４６１４ｃａの内面は、ロック片４６１３ｃの湾
曲部４６１３ｃａが摺動しながら概ね接触可能である一方、ロック片４６１３ｃの直線部
４６１３ｃｂが接触することなく回転可能となるように形成されている（図２２０及び図
２２３参照）。可動体４６２０Ａが基本的に待機位置にある場合、壁部４６１４ｃの窪み
部４６１４ｃａには、その内面にちょうど添う姿勢でロック片４６１３ｃの湾曲部４６１
３ｃａが接触した状態となる。このような駆動伝達機構４６１０Ａの動作については後述
する。
【０５７２】
　図２１１及び図２１２によく示すように、可動体４６２０Ａは、ベース部材４６３０、
上可動部４６４０、中可動部４６５０、下可動部４６６０、連接部材４６７０、及び揺動
部材４６８０を有して構成される。上可動部４６４０、中可動部４６５０、下可動部４６
６０は、右可動ユニット４６００Ｂの可動体４６２０Ｂと一体になって演出役物を構成す
るものである。
【０５７３】
　図２１１及び図２１３等に示すように、ベース部材４６３０は、その上端部がラック部
材４６１４と一体になってベース部材４５００のガイドロッド４５１０Ａに懸架されてお
り、ガイドロッド４５１０Ａに沿って左右方向に移動可能である。ベース部材４６３０の
下端部は、ベース部材４５００のガイドレール４５２０Ａに案内された状態で左右方向に
移動可能である。このようなベース部材４６３０は、基本的に上下動することなく左右方
向に水平移動する。図２１２等に示すように、ベース部材４６３０には、連接部材４６７
０を介して上可動部４６４０が揺動可能に支持されるとともに、揺動部材４６８０を介し
て中可動部４６５０及び下可動部４６６０が揺動可能に支持される。
【０５７４】
　図２０９及び図２１２等に示すように、上可動部４６４０は、支点Ｘを軸として揺動可
能にベース部材４６３０に支持されている。上可動部４６４０は、支点Ｘから所定距離の
部位に案内ピン４６４０Ａを有する。案内ピン４６４０Ａは、ベース部材４６３０に形成
された上下方向に対して傾斜状の第１案内溝４６３０Ａ及び連接部材４６７０に形成され
たくの字状の案内溝４６７０Ａに挿通された状態で移動可能に係合されている。連接部材
４６７０の上端部には、上側案内ピン４６７０Ｂが設けられており、この上側案内ピン４
６７０Ｂがベース部材４５００のカム溝４５１１Ａに挿通された状態で移動可能に係合さ
れている。連接部材４６７０は、上下方向に長手状の案内溝４６７０Ｃを有し、この案内
溝４６７０Ｃにベース部材４６３０に設けられた一対の案内ピン４６３０Ｂが挿通された
状態で係合されることにより、ベース部材４６３０に対して上下方向に移動可能に支持さ
れている。連接部材４６７０の下端部は、バネ４６７１を介してベース部材４６３０に支
持されており、このバネ４６７１の弾性力によって常に下向きに付勢されている。これに
より、ベース部材４６３０の左右方向の移動に伴って連接部材４６７０が上下方向に変位
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し、連接部材４６７０の上下動に連動して第１案内溝４６３０Ａを案内ピン４６４０Ａが
移動することにより、上可動部４６４０が支点Ｘ周りに揺動する。ベース部材４６３０の
移動に連動する上可動部４６４０の揺動動作については後述する。
【０５７５】
　図２０９及び図２１２等に示すように、中可動部４６５０は、支点Ｙを軸として揺動可
能にベース部材４６３０に支持されている。中可動部４６５０は、支点Ｙから所定距離の
部位に案内ピン４６５０Ａを有する。案内ピン４６５０Ａは、ベース部材４６３０に形成
された第２案内溝４６３０Ｃに挿通された状態で揺動部材４６８０の一端部に連結されて
いる。揺動部材４６８０は、支点Ｙを軸として回転可能にベース部材４６３０に支持され
ている。揺動部材４６８０の支点Ｙから他端部に至るまでの中間部には、案内溝４６８０
Ａが形成されており、この案内溝４６８０Ａに対して連接部材４６７０に設けられた下側
案内ピン４６７０Ｄが挿通された状態で移動可能に係合されている。これにより、揺動部
材４６８０は、ベース部材４６３０の左右方向の移動に伴う連接部材４６７０の上下動に
連動して第２案内溝４６３０Ｃを案内ピン４６５０Ａが移動することにより支点Ｙ周りに
揺動し、それに連動して中可動部４６５０も支点Ｙ周りに揺動する。ベース部材４６３０
の移動に連動する中可動部４６５０の揺動動作については後述する。
【０５７６】
　図２０９及び図２１２等に示すように、下可動部４６６０は、支点Ｚを軸として揺動可
能にベース部材４６３０に支持されている。具体的に、下可動部４６６０は、支点Ｚとな
る揺動部材４６８０の他端部に回転可能に軸支されている。支点Ｚ（揺動部材４６８０の
他端部）は、ベース部材４６３０に形成された弧状の第４案内溝４６３０Ｅに挿通された
状態で移動可能に係合されている。下可動部４６６０は、支点Ｚから所定距離の部位に案
内ピン４６６０Ａを有する。案内ピン４６６０Ａは、ベース部材４６３０に形成されたく
の字状の第３案内溝４６３０Ｄに挿通された状態で移動可能に係合されている。図２０９
及び図２１２に示すように、案内ピン４６６０Ａは、揺動部材４６８０の他端部（支点Ｚ
）が支点Ｙ周りに揺動する際、第３案内溝４６３０Ｄの下側部分に沿うことで支点Ｚと同
心円状に支点Ｙ周りに移動する。一方、図２０６に示すように、可動体４６２０Ａが待機
位置へと移動してくると、下可動部４６６０の背面適部に突出部４５３０Ａが突き当たる
状態となり、その結果、案内ピン４６６０Ａは、第３案内溝４６３０Ｄの上側部分に進入
し、揺動部材４６８０の他端部（支点Ｚ）周りに移動することとなる。すなわち、下可動
部４６６０は、可動体４６２０Ａ（ベース部材４６３０）の左右移動に伴う上可動部４６
４０や中可動部４６５０の一定の支点Ｘ，Ｙ周りの揺動動作とは異なり、揺動中心となる
支点Ｙ，Ｚが左右移動の途中で切り替えられることで逆方向に揺動するような挙動を示す
。このようなベース部材４６３０の移動に連動する下可動部４６６０の揺動動作について
は後述する。
【０５７７】
［可動部の構成］
　次に、特に上可動部４６４０に着目し、この上可動部４６４０の構成について、図２２
５～図２２７を参照して説明する。図２２５～図２２７は、左可動ユニット４６００Ａの
可動体４６２０Ａを示している。なお、図２２５及び図２２６は、可動体４６２０Ａが待
機位置にある状態を示し、図２２７は、可動体４６２０Ａが出現位置にある状態を示して
いる。
【０５７８】
　図２２５に示すように、上可動部４６４０は、前面装飾カバー４６４１、前面レンズ４
６４２、赤色レンズ４６４３、白色レンズ４６４４、可動ベース部材４６４５、導光板４
６４６、及び発光基板４６４７を有して構成される。
【０５７９】
　前面装飾カバー４６４１は、可動ベース部材４６４５の前面全体を覆うように可動ベー
ス部材４６４５に装着される。前面装飾カバー４６４１は、可動ベース部材４６４５と一
体になって支点Ｘ周りに揺動する。
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【０５８０】
　前面レンズ４６４２は、例えば光を透過可能な半透明の黒色に着色された黒色レンズで
あり、前面装飾カバー４６４１の前面に装着される。前面レンズ４６４２は、前面装飾カ
バー４６４１と一体になって支点Ｘ周りに変位する。
【０５８１】
　赤色レンズ４６４３は、例えば光を透過可能な赤色に着色されたレンズであり、前面レ
ンズ４６４２の背後に対応するように可動ベース部材４６４５に取り付けられる。赤色レ
ンズ４６４３は、前面レンズ４６４２との相対的な位置関係を一定に保ちつつ可動ベース
部材４６４５と一体になって支点Ｘ周りに変位する。なお、特に図示しないが、赤色レン
ズ４６４３の中心部には、白色レンズ４６４４を装着するための貫通口が形成されている
。
【０５８２】
　白色レンズ４６４４は、例えば光を透過可能な白色に着色されたレンズであり、前面レ
ンズ４６４２の背後に対応するように赤色レンズ４６４３の中心部に装着される。白色レ
ンズ４６４４も、赤色レンズ４６４３と同様に、前面レンズ４６４２との相対的な位置関
係を一定に保ちつつ可動ベース部材４６４５と一体になって支点Ｘ周りに変位する。
【０５８３】
　可動ベース部材４６４５は、光を透過可能な部材であり、支点Ｘを軸として揺動可能に
ベース部材４６３０に支持され、支点Ｘから所定距離の部位に案内ピン４６４０Ａを有す
る（図２２６、図２２７参照）。
【０５８４】
　導光板４６４６は、発光基板４６４７からの光を前方へと導くものであり、可動ベース
部材４６４５の背後に概ね対応するようにベース部材４６３０に固定される。導光板４６
４６は、ベース部材４６３０に固定されているため、ベース部材４６３０の左右方向の移
動によっても支点Ｘ周りに変位することはない。
【０５８５】
　発光基板４６４７は、前面に複数のＬＥＤ４６４７ａ，４６４７ｂ，４６４７ｃを搭載
した基板であり、導光板４６４６の背後に対応するようにベース部材４６３０に固定され
る。ＬＥＤ４６４７ａは、前面装飾カバー４６４１において前面レンズ４６４２が設けら
れない領域全体を発光させるように導光板４６４６を通して光を照射する。ＬＥＤ４６４
７ｂは、赤色レンズ４６４３に対応して例えば赤色光を照射するものであり、一例として
本実施形態では４個設けられており、発光基板４６４７の前面に半円弧状に配列されてい
る。以下の説明において、ＬＥＤ４６４７ｂは、特に「赤色ＬＥＤ４６４７ｂ」という。
ＬＥＤ４６４７ｃは、白色レンズ４６４４に対応して例えば白色光を照射するものであり
、一例として本実施形態では１個設けられており、発光基板４６４７の前面において複数
のＬＥＤ４６４７ｂの中心に配置されている。以下の説明において、ＬＥＤ４６４７ｃは
、特に「白色ＬＥＤ４６４７ｃ」という。このような発光基板４６４７も、ベース部材４
６３０に固定されているため、ベース部材４６３０の左右方向の移動によっても支点Ｘ周
りに変位することはない。そのため、赤色レンズ４６４３及び白色レンズ４６４４の支点
Ｘ周りの変位状態によっては、４個全ての赤色ＬＥＤ４６４７ｂが赤色レンズ４６４３に
対応するように位置するとともに、１個の白色ＬＥＤ４６４７ｃが白色レンズ４６４４に
対応するように位置する状態と（図２２７参照）、４個のうち１個の赤色ＬＥＤ４６４７
ｂが白色レンズ４６４４に対応するように位置するとともに、１個の白色ＬＥＤ４６４７
ｃと２個の赤色ＬＥＤ４６４７ｂとが赤色レンズ４６４３に対応するように位置する状態
がある（図２２６参照）。赤色レンズ４６４３及び白色レンズ４６４４に対する赤色ＬＥ
Ｄ４６４７ｂ及び白色ＬＥＤ４６４７ｃの対応位置関係に応じて前面レンズ４６４２の発
光態様が変化する。このような上可動部４６４０の発光態様の変化については後述する。
【０５８６】
　なお、中可動部４６５０及び下可動部４６６０については、特に詳細な図示説明を省略
するが、互いに異なる色の光を発するＬＥＤやレンズを備えておらず、それ以外において
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は上可動部４６４０と同様の構成要素を有して構成される。また、右可動ユニット４６０
０Ｂも、上記した左可動ユニット４６００Ａと同様の構成要素を有するが、特に詳細な図
示説明を省略する。
【０５８７】
［ベース部材の配線接続構造］
　次に、ベース部材４５００の配線接続構造について、図２２８～図２３３を参照して説
明する。図２２８～図２３３は、ベース部材４５００における配線接続部４５４０の構成
を示している。
【０５８８】
　図２２８に示すように、配線接続部４５４０は、保護カバー４５４１、ベース部４５４
２、２つの接続端子部４５４３を備えた中継基板４５４４、及び接続端子部４５４３に付
設された開閉蓋４５４５を有して構成される。
【０５８９】
　図２２９及び図２３０に示すように、保護カバー４５４１は、配線接続部４５４０の前
面とその周囲を覆うものである。保護カバー４５４１の上部には、いわゆるフレキシブル
フラットケーブル（以下、「ＦＦＣ」という）の先端を内部に案内するための開口部４５
４１ａが形成されている。保護カバー４５４１の背面には、中継基板４５４４の接続端子
部４５４３に対応して位置するように凸部４５４１ｂが形成されている。このような保護
カバー４５４１は、中継基板４５４４の前面を覆うように配線接続部４５４０のベース部
４５４２に図示しないネジを介して取り付けられる。
【０５９０】
　中継基板４５４４は、第１演出ユニット４０００の電子部品等と外部との電気的な接続
を中継するためのものであり、電子部品等に接続されたＦＦＣを接続するための接続端子
部４５４３を有する。中継基板４５４４は、配線接続部４５４０のベース部４５４２に固
定される。
【０５９１】
　接続端子部４５４３は、ＦＦＣの先端を電気的に接続する部分である。接続端子部４５
４３の下端には、接続端子部４５４３にＦＦＣの先端を挿入する際に起立した開状態とな
り、接続端子部４５４３にＦＦＣの先端を接続する際に接続端子部４５４３との間にＦＦ
Ｃを介在させた状態で閉状態となる開閉蓋４５４５が設けられている。このような接続端
子部４５４３には、遊技機の組み立て時にＦＦＣの先端が接続された後に開閉蓋４５４５
が閉状態とされ、さらにそうした後に保護カバー４５４１がベース部４５４２に取り付け
られる。
【０５９２】
　図２３１に示すように、遊技機の組み立て時において、保護カバー４５４１がベース部
４５４２に取り付けられる前には、接続端子部４５４３にＦＦＣを接続する前の状態にあ
り、開閉蓋４５４５が起立した開状態とされる。
【０５９３】
　例えば、図２３２に示すように、接続端子部４５４３にＦＦＣを接続することなく保護
カバー４５４１をベース部４５４２に取り付けようとした場合には、起立した開状態の開
閉蓋４５４５の端部に保護カバー４５４１の凸部４５４１ｂが当接する。これにより、Ｆ
ＦＣの接続を忘れたまま保護カバー４５４１を取り付けることができないようになってい
る。これにより、ＦＦＣの接続を完了せずに遊技機の組み立てを完成してしまうといった
事態を防ぐことができる。
【０５９４】
　図２３３に示すように、接続端子部４５４３にＦＦＣを接続した状態で保護カバー４５
４１をベース部４５４２に取り付ける場合には、開閉蓋４５４５を閉状態としてこの開閉
蓋４５４５と接続端子部４５４３との間にＦＦＣの先端を挟んだ状態で確実に接続するこ
とができ、保護カバー４５４１の凸部４５４１ｂに対して開閉蓋４５４５の表面がほとん
ど接するか接しない状態で保護カバー４５４１をベース部４５４２に取り付けることがで
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きる。これにより、接続端子部４５４３に対してＦＦＣを確実に接続した状態で保護カバ
ー４５４１を取り付けることができ、ＦＦＣの接続を確実に完了した状態で遊技機の組み
立てを完成することができる。
【０５９５】
［本体ケースの配線収容構造］
　次に、本体ケース４４１の配線収容構造について、図２３４～図２３７を参照して説明
する。図２３４～図２３７は、本体ケース４４１の配線収容部４４３の構成を示している
。
【０５９６】
　図２３７に示すように、配線収容部４４３は、複数の配線を束ねた配線束Ｓをその先端
に設けられたコネクタＣと共に配線収容部４４３の外部から内部へとまとめて引き込むた
めの部分である。図２３４に示すように、配線収容部４４３は、一例として本体ケース４
４１の背面部４４１Ａの左側部分から左側部４４１Ｂにかけて設けられている。なお、左
側部４４１Ｂは、前後方向に概ね垂直状の面をなす第１壁部４４１Ｂａと、第１壁部４４
１Ｂａに連続して屈曲形成され、左右方向に概ね垂直状の面をなす第２壁部４４１Ｂｂと
によって形成される。
【０５９７】
　図２３５～図２３７に示すように、配線収容部４４３は、第１の開口領域４４３Ａ及び
第２の開口領域４４３Ｂを有して構成される。第１の開口領域４４３Ａは、背面部４４１
Ａを貫通するように形成される。第２の開口領域４４３Ｂは、左側部４４１Ｂの第１壁部
４４１Ｂａ及び第２壁部４４１Ｂｂを貫通し、第１の開口領域４４３Ａに連続するように
形成される。第２の開口領域４４３Ｂは、第１壁部４４１Ｂａに形成された挿通部４４３
Ｂａと、第２壁部４４１Ｂａに形成された連通部４４３Ｂｂとを有する。
【０５９８】
　第１の開口領域４４３Ａは、第２の開口領域４４３Ｂの連通部４４３Ｂｂを介して挿通
部４４３Ｂａへと連続するように形成されている。第１の開口領域４４３Ａには、連通部
４４３Ｂｂとの境目部分に凸部４４３Ａａが形成されている。また、第１の開口領域４４
３Ａの内側には、第１の開口領域４４３Ａを囲うように前後方向に沿う配線収容壁４４３
Ａｂが形成されている。凸部４４３Ａａと配線収容壁４４３Ａｂとの間には、配線束Ｓを
押し入れることができる隙間Ｇが形成される。このような第１の開口領域４４３Ａは、コ
ネクタＣを出し入れ不可能である一方、配線束Ｓをまとめて収容することが可能な開口部
分となる。
【０５９９】
　第２の開口領域４４３Ｂの挿通部４４３Ｂａは、コネクタＣを出し入れ可能な程度の開
口面積を有し、第１の開口領域４４３Ａよりも広く形成される。第２の開口領域４４３Ｂ
の連通部４４３Ｂｂは、挿通部４４３Ｂａから第１の開口領域４４３Ａへと連続するよう
に前後方向に細長いスリット状の開口部分として形成される。これにより、挿通部４４３
Ｂａには、本体ケース４４１の背後から前方へとコネクタＣと共に配線束Ｓを挿入するこ
とが可能であり、連通部４４３Ｂｂには、コネクタＣに続く配線束Ｓを内側へと押し入れ
ることが可能となる。
【０６００】
　配線収容部４４３において配線束Ｓを本体ケース４４１の背後から前方へと引き回す際
には、次のような手順で作業を行う。
【０６０１】
　図２３７の（１）に示すように、まず、配線束Ｓの先端に一体となったコネクタＣを挿
通部４４３Ｂａに差し込む。次に、（２）に示すように、コネクタＣに続く配線束Ｓをま
とめて連通部４４３Ｂｂに押し込む。その後、（３）に示すように、連通部４４３Ｂｂに
押し込んだ配線束Ｓをさらに凸部４４３Ａａを越えて隙間Ｇから挿通部４４３Ｂａへと押
しやる。これにより、挿通部４４３Ｂａの内側においては、配線収容壁４４３Ａｂによっ
て配線束Ｓがばらつくことなく纏まって収容・保持される。
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【０６０２】
［導光板ユニットの構成］
　次に、導光板ユニット７００’の構成について、図２３８～図２４１を参照して説明す
る。図２３８～図２４０は、導光板ユニット７００’の構成を示している。図２４１は、
導光板ユニット７００’の変形例を示している。
【０６０３】
　図２３８及び図２３９に示すように、導光板ユニット７００’は、透明パネル７４０、
発光基板７５０、及び２つの傾斜レンズ７６０，７７０を有して構成される。
【０６０４】
　透明パネル７４０は、全体が光を透過可能な面をなし、図２３９に示すように、部分的
な表面加工により上端部７４０Ａから導入された光を前方へと反射可能な発光領域７４１
，７４２，７４３を有する。発光領域７４１は、透明パネル７４０の上端部７４０Ａに対
して概ね垂直に導入された光を最も強く前方に向けて反射するように形成されている。一
方、発光領域７４２，７４３は、透明パネル７４０の上端部７４０Ａに対して若干斜め方
向に導入された光を最も強く前方に向けて反射するように形成されている。発光領域７４
２と発光領域７４３とは、発光領域７４１の両側に配置され、互いに最も強く反射する光
の導入方向が左右対称となるように形成されている。
【０６０５】
　発光基板７５０は、透明パネル７４０の上端部７４０Ａに配置され、その上端部７４０
Ａから透明パネル７４０の内部へと光を入射させるように複数のＬＥＤ７５１，７５２，
７５３を有する。ＬＥＤ７５１は、透明パネル７４０の上端部７４０Ａに沿うように配置
されており、上端部７４０Ａに対して概ね垂直に光を照射する。一方、ＬＥＤ７５２，７
５３は、傾斜レンズ７６０，７７０を介して透明パネル７４０の上端部７４０Ａに対して
若干斜め方向に光を照射するように配置されている。
【０６０６】
　傾斜レンズ７６０，７７０は、透明パネル７４０の上端部７４０Ａにおいて、各々の光
軸が発光領域７４２，７４３を通るように配置される。図２４０に示すように、傾斜レン
ズ７６０は、光入射面７６０Ａが透明パネル７４０の上端部７４０Ａに対して全体的に傾
斜状であり、ＬＥＤ７５２に対応する部分が凸面状に形成される。傾斜レンズ７６０の光
出射面７６０Ｂは、透明パネル７４０の上端部７４０Ａに対して平行な平坦状に形成され
る。このような傾斜レンズ７６０は、ＬＥＤ７５２からの光を集光しつつ上端部７４０Ａ
に対して斜め方向に光を出射する役割をはたす。傾斜レンズ７７０も同様である。このよ
うな導光板ユニット７００’の発光動作については後述する。
【０６０７】
［第２演出ユニットの構成・動作］
　次に、第２演出ユニット５０００の構成・動作について、図２５０～図２５５を参照し
て説明する。図２５０～図２５５は、第２演出ユニット５０００の構成を示している。な
お、図２５０～図２５２は、第２演出ユニット５０００の構成要素が待機位置にある状態
を示し、図２５３～図２５５は、第２演出ユニット５０００の構成要素が出現位置にある
状態を示している。
【０６０８】
　図２５０～図２５５に示すように、第２演出ユニット５０００は、主なアセンブリパー
ツとして、ベース部材５３００、左右一対のガイド部５３１０Ａ，５３１０Ｂ、中央前可
動ユニット５３２０、左可動ユニット５３３０Ａ、右可動ユニット５３３０Ｂ、中央後可
動ユニット５３４０、及び左右一対の駆動機構５３５０Ａ，５３５０Ｂを有して構成され
る。中央前可動ユニット５３２０の左右両側には、左可動ユニット５３３０Ａ及び右可動
ユニット５３３０Ｂが位置するように一体化されており、中央前可動ユニット５３２０の
背後には、中央後可動ユニット５３４０が配置される。中央前可動ユニット５３２０、左
可動ユニット５３３０Ａ、右可動ユニット５３３０Ｂ、及び中央後可動ユニット５３４０
は、上下方向に沿って待機位置から出現位置まで往復移動可能である。駆動機構５３５０
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Ａ，５３５０Ｂは、駆動手段としてのモータ５３５１、駆動ギヤ５３５２、従動ギヤ５３
５３、揺動アーム５３５４を有して構成される。なお、第２演出ユニット５０００は、互
いに左右対称の構成要素を有するが、主として上下方向の動きを実現するように構成され
ている。そのため、以下の説明においては、左側及び右側の構成パーツを末尾の符号「Ａ
」及び「Ｂ」で分け、特に断らない限り左側の構成要素について説明する。右側の構成要
素については、図中において適宜符号を省略する。
【０６０９】
　ベース部材５３００は、左可動ユニット５３３０Ａ及び右可動ユニット５３３０Ｂを介
して中央前可動ユニット５３２０を上下方向に沿って往復移動可能に支持するものである
。
【０６１０】
　ガイド部５３１０Ａ，５３１０Ｂは、ベース部材５３００の左右両端部に設けられる。
ガイド部５３１０Ａ，５３１０Ｂには、上下方向に沿ってバネ５３１１が巻回されたガイ
ドロッド５３１２と、ガイドロッド５３１２の上下方向所定位置に固定されたストッパ５
３１３とが設けられる。ガイドロッド５３１２には、バネ５３１１によって常に下向きの
弾性力が付勢された状態で左可動ユニット５３３０Ａ及び右可動ユニット５３３０Ｂの支
持部が上下方向に移動可能に支持される。左可動ユニット５３３０Ａ及び右可動ユニット
５３３０Ｂが待機位置にあるとき、これらの支持部の下端がストッパ５３１３に当接しな
い一方、左可動ユニット５３３０Ａ及び右可動ユニット５３３０Ｂが所定の出現位置に達
すると、これらの支持部の下端がストッパ５３１３に当接することでそれよりも下方に移
動不可能となる。
【０６１１】
　中央前可動ユニット５３２０は、その左右両側に左可動ユニット５３３０Ａ及び右可動
ユニット５３３０Ｂが固定され、これらと一体になって上下方向に移動する。ただし、中
央前可動ユニット５３２０と中央後可動ユニット５３４０とは、一体化されておらず、中
央前可動ユニット５３２０は、所定の出現位置まで中央後可動ユニット５３４０に追従し
て移動する。中央後可動ユニット５３４０は、中央前可動ユニット５３２０が所定の出現
位置に達した後にあっても、その所定の出現位置を通り越してさらに下方の最下限の出現
位置まで移動する。
【０６１２】
　図２５２及び図２５５に示すように、左可動ユニット５３３０Ａの背部には、上下方向
に沿って延伸するようにカム溝５３３１が形成されている。カム溝５３３１には、中央後
可動ユニット５３４０の背部に設けられた一対の案内ピン５３４１が挿通された状態で移
動可能に係合されている。右可動ユニット５３３０Ｂも、左可動ユニット５３３０Ａと同
様の構成からなる。このような左可動ユニット５３３０Ａ及び右可動ユニット５３３０Ｂ
は、中央後可動ユニット５３４０が待機位置から最下限の出現位置に達するまでの所定の
中間位置まで移動するのに伴い、バネ５３１１の下向き弾性付勢力によって案内ピン５３
４１がカム溝５３３１の上端に当接した状態のまま移動し、これらの支持部がストッパ５
３１３に当接する所定の出現位置まで移動する。
【０６１３】
　図２５２及び図２５５に示すように、中央後可動ユニット５３４０の背部には、左右方
向に沿って延伸するようにカム溝５３４２が形成されている。カム溝５３４２には、揺動
アーム５３５４の先端部が移動可能に係合されている。このような揺動アーム５３５４の
先端部が回転するのに伴い、カム溝５３４２を従節として中央後可動ユニット５３４０が
待機位置から最下限の出現位置まで移動する。このとき、揺動アーム５３５４の先端部が
カム溝５３４２の中間に位置し、中央後可動ユニット５３４０が待機位置から最下限の出
現位置までの間の中間位置に達すると、左可動ユニット５３３０Ａ及び右可動ユニット５
３３０Ｂは、ストッパ５３１３に当接することでそれより下方に移動することなく所定の
出現位置に達した状態となる。さらにその後、揺動アーム５３５４の先端部がカム溝５３
４２の中間から移動すると、左可動ユニット５３３０Ａ及び右可動ユニット５３３０Ｂが
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所定の出現位置に留まった状態のまま、案内ピン５３４１がカム溝５３３１の下方へと移
動することで中央後可動ユニット５３４０が中間位置から最下限の出現位置へと移動する
。すなわち、中央後可動ユニット５３４０が待機位置から中間位置へと移動するまでは、
中央前可動ユニット５３２０が中央後可動ユニット５３４０の前面全体を覆い隠す状態で
所定の出現位置まで移動し、中央前可動ユニット５３２０が所定の出現位置に止まった状
態の後、中央前可動ユニット５３２０の背後から中央後可動ユニット５３４０がさらに最
下限の出現位置へと現れるように移動する。出現位置から待機位置へと戻る際は、上記し
た動作とは逆の手順で中央前可動ユニット５３２０及び中央後可動ユニット５３４０が移
動する。
【０６１４】
　モータ５３５１は、主として中央後可動ユニット５３４０を上下方向に移動させる駆動
力を発生するものであり、正逆両方向に回転制御される。駆動ギヤ５３５２は、モータ５
３５１の駆動軸に回転可能に固定されている。従動ギヤ５３５３は、駆動ギヤ５３５２に
噛み合わされ、駆動ギヤ５３５２の回転に伴って回転する。このような従動ギヤ５３５３
は、揺動アーム５３５４の基端部に固定されており、従動ギヤ５３５３の回転に伴って揺
動アーム５３５４の先端部が回転する。
【０６１５】
　このような第２演出ユニット５０００によれば、中央前可動ユニット５３２０と中央後
可動ユニット５３４０との差動動作を簡単な仕組みによって実現することができ、斬新な
演出を行うことができる。
【０６１６】
［第３演出ユニットの構成・動作］
　次に、第３演出ユニット５０００’の構成・動作について、図２４２～図２４９を参照
して説明する。図２４２～図２４９は、第３演出ユニット５０００’の構成を示している
。なお、図２４２～図２４５は、第３演出ユニット５０００’の構成要素が待機位置にあ
る状態を示し、図２４６～図２４９は、第３演出ユニット５０００’の構成要素が出現位
置にある状態を示している。
【０６１７】
　図２４２～図２４９に示すように、第３演出ユニット５０００’は、主なアセンブリパ
ーツとして、ベース部材５５００、左前可動ユニット５５１０Ａ、右前可動ユニット５５
１０Ｂ、左後可動ユニット５５２０Ａ、右後可動ユニット５５２０Ｂ、及び左右一対の駆
動機構５５３０Ａ，５５３０Ｂを有して構成される。左前可動ユニット５５１０Ａ及び右
前可動ユニット５５１０Ｂは、ベース部材５５００の前面側に配置されており、左後可動
ユニット５５２０Ａ及び右後可動ユニット５５２０Ｂは、ベース部材５５００の前面側に
あって左前可動ユニット５５１０Ａ及び右前可動ユニット５５１０Ｂの背後に配置される
。左前可動ユニット５５１０Ａ及び右前可動ユニット５５１０Ｂは、互いに左右に開いた
待機位置の状態から、左後可動ユニット５５２０Ａ及び右後可動ユニット５５２０Ｂと概
ね一体になって起立した出現位置の状態まで変動可能である。駆動機構５５３０Ａ，５５
３０Ｂは、駆動手段としてのモータ５５３１、駆動ギヤ５３５２、従動ギヤ５３５３、従
動カム５５３４を有して構成される。なお、第３演出ユニット５０００’は、互いに左右
対称の構成要素を有するが、互いに左右に開いた待機状態から起立した出現状態へと揺動
する動きを実現するように構成されている。そのため、以下の説明においては、左側及び
右側の構成パーツを末尾の符号「Ａ」及び「Ｂ」で分け、特に断らない限り左側の構成要
素について説明する。右側の構成要素については、図中において適宜符号を省略する。
【０６１８】
　ベース部材５５００は、回転軸５５０１Ａ，５５０１Ｂを介して左前可動ユニット５５
１０Ａ及び右前可動ユニット５５１０Ｂを揺動可能に支持している。また、ベース部材５
５００には、左前可動ユニット５５１０Ａ及び右前可動ユニット５５１０Ｂが出現状態と
なる直前に後述する揺動レバー５５１２の基端部に当接可能な突設ピン５５００Ａ，５５
００Ｂ（図２４２、図２４４、図２４８参照）が設けられている。
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【０６１９】
　図２４４、図２４５、図２４８、及び図２４９に示すように、左前可動ユニット５５１
０Ａの基端部には、カム溝５５１１が形成されている。カム溝５５１１には、従動カム５
５３４が挿通された状態で移動可能に係合されている。また、左前可動ユニット５５１０
Ａの背部には、突設ピン５５００Ａに当接可能な揺動レバー５５１２と、揺動レバー５５
１２に連結されたリンク部材５５１３が支持されている。右前可動ユニット５５１０Ｂも
、左前可動ユニット５５１０Ａと同様の構成からなる。このような左前可動ユニット５５
１０Ａ及び右前可動ユニット５５１０Ｂは、従動カム５５３４の回転に伴い、回転軸５５
０１Ａ，５５０１Ｂを中心として揺動する。そうして待機位置から出現位置に達する直前
には、揺動レバー５５１２の基端部に突設ピン５５００Ａ，５５００Ｂが当接することに
より、揺動レバー５５１２及びリンク部材５５１３の相対的な姿勢が変化する。
【０６２０】
　図２４４、図２４５、図２４８、及び図２４９に示すように、左後可動ユニット５５２
０Ａの基端部は、回転軸５５２１を介して回転可能に左前可動ユニット５５１０Ａの背部
に支持されている。回転軸５５２１には、図示しないトーションバネが巻回されており、
このトーションバネの弾性力により左後可動ユニット５５２０Ａが常に左側へと開く方向
に付勢されている。一方、回転軸５５２１には、凸片５５２２が一体となって回転可能に
設けられている（図２４８、図２４９参照）。左後可動ユニット５５２０Ａが左前可動ユ
ニット５５１０Ａと共に待機位置にある場合、この凸片５５２２は、揺動レバー５５１２
及びリンク部材５５１３の連結部に当接する。これにより、凸片５５２２が当接する位置
よりも左後可動ユニット５５２０Ａが左側に揺動することなく、左前可動ユニット５５１
０Ａの背後に隠れた状態となる。その一方、左前可動ユニット５５１０Ａが出現位置に達
する直前になると、揺動レバー５５１２の基端部に突設ピン５５００Ａが当接し、揺動レ
バー５５１２及びリンク部材５５１３の連結部が凸片５５２２の変位に支障がない姿勢に
変化する。これにより、凸片５５２２によるストッパーの機能が解除され、左後可動ユニ
ット５５２０Ａは、左前可動ユニット５５１０Ａの出現位置よりもさらに左側へと揺動し
、左前可動ユニット５５１０Ａの背後から現れるように移動する。右後可動ユニット５５
２０Ｂも、左後可動ユニット５５２０Ａと同様の構成からなる。出現位置から待機位置へ
と戻る際は、上記した動作とは逆の手順で左前可動ユニット５５１０Ａ及び右前可動ユニ
ット５５１０Ｂ、並びに左後可動ユニット５５２０Ａ及び右後可動ユニット５５２０Ｂが
揺動する。
【０６２１】
　モータ５５３１は、主として左前可動ユニット５５１０Ａを揺動させる駆動力を発生す
るものであり、正逆両方向に回転制御される。駆動ギヤ５５３２は、モータ５３５１の駆
動軸に回転可能に固定されている。従動ギヤ５５３３は、駆動ギヤ５５３２に噛み合わさ
れ、駆動ギヤ５５３２の回転に伴って回転する。従動カム５５３４は、従動ギヤ５５３３
と一体になって回転し、カム溝５５１１に沿って移動する。
【０６２２】
　このような第３演出ユニット５０００’によれば、左前可動ユニット５５１０Ａ及び右
前可動ユニット５５１０Ｂと左後可動ユニット５５２０Ａ及び右後可動ユニット５５２０
Ｂとの差動動作を簡単な仕組みによって実現することができ、斬新な演出を行うことがで
きる。
【０６２３】
［遊技盤のステージ］
　次に、遊技盤１のステージ４１について、図２５６及び図２５７を参照して説明する。
図２５６及び図２５７は、ステージ４１の構造を示している。
【０６２４】
　第１始動口４２の上方となるステージ４１の中央部４１Ａには、周辺面よりも若干高く
隆起した頂面４１Ａａが形成されており、さらにこの頂面４１Ａａから窪むように窪み部
４１Ａｂが形成されている。窪み部４１Ａｂには、後方から前方へと延伸し、前端が凹状
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の開口をなすように凹溝４１Ａｃが形成されている。また、中央部４１Ａの左右両側にお
けるステージ４１の前端部には、ステージ４１上を転動する遊技球に当接可能で、ステー
ジ４１からの遊技球の落下を防ぐための壁部４１Ｂが形成されている。
【０６２５】
　窪み部４１Ａｂの上縁外径Ｗは、遊技球の直径よりも大きい寸法に形成されている。こ
れにより、窪み部４１Ａｂには、ステージ４１上を転動する遊技球が進入しやすい。また
、凹溝４１Ａｃは、その幅寸法ｗが遊技球の直径よりも小さく、深さが遊技球の半径より
も小さくなるように形成されている。さらに、凹溝４１Ａｃは、後方から前方へと進むほ
ど低位となるように前後方向にスロープ状に形成されている。これにより、窪み部４１Ａ
ｂに進入してきた遊技球は、凹溝４１Ａｃの左右両側の上縁に当接しながら凹溝４１Ａｃ
に沿って前方へと転がり、中央部４１Ａの前端から下方へと落下しやすくなる。
【０６２６】
　このようなステージ４１によれば、ステージ４１上へと導かれてきた遊技球が中央部４
１Ａから凹溝４１Ａｃに沿ってまっすぐ落下しやすくなり、ひいては第１始動口４２に対
して遊技球が入賞し易くなるので、ステージ４１上における遊技球の動きに注目度や関心
を高め、遊技の興趣を高めることができる。
【０６２７】
［大入賞口ユニット］
　次に、大入賞口ユニット４５０について、図２５８～図２６０を参照して説明する。図
２５８は、大入賞口ユニット４５０の全体を示し、図２５９及び図２６０は、大入賞口ユ
ニット４５０に含まれるシャッタ部材４５２を示している。
【０６２８】
　図２０２に示すように、大入賞口ユニット４５０は、遊技盤１の第１大入賞口４５を開
閉するためのものであり、第１大入賞口４５の背後において遊技盤１の背面に取り付けら
れる。図２５８に示すように、大入賞口ユニット４５０は、ユニット本体４５１及びシャ
ッタ部材４５２を有して構成される。
【０６２９】
　図２５８に示すように、ユニット本体４５１は、前面開口を開閉可能なシャッタ部材４
５２を有し、シャッタ部材４５２を第１大入賞口４５の後方から前方へと臨ませるように
第１大入賞口４５の背後に取り付けられる。ユニット本体４５１には、特に図示しないが
、シャッタ部材４５２を開閉動作させるためのソレノイドや前面開口から内部へと進入し
た遊技球を検知するためのセンサが設けられる。ユニット本体４５１の内部に進入した遊
技球は、図示しない球通路を通って回収される。なお、本実施形態の第１大入賞口４５に
対しては、基本的に右側から遊技球が転動してくる。
【０６３０】
　シャッタ部材４５２は、ユニット本体４５１の前面開口に対して前後方向に回転するこ
とで第１大入賞口４５を開閉するものであり、ユニット本体４５１の前面下部に回転可能
に軸支されている。シャッタ部材４５２は、図示しないソレノイドによって開閉動作する
。シャッタ部材４５２は、開状態の場合、ユニット本体４５１の前面開口から内部に複数
の遊技球を案内可能であり、閉状態の場合、ユニット本体４５１の前面開口を閉じた状態
で内部に遊技球を案内不可となる。
【０６３１】
　図２５９及び図２６０に示すように、シャッタ部材４５２は、左右方向に沿って長手状
の面をなす前面部４５２Ａを有する。前面部４５２Ａは、開状態の場合、遊技球が進入し
てくる右側において遊技球をユニット本体４５１の内部へと案内する右案内部４５２Ａａ
と、右案内部４５２Ａより左側において右案内部４５２Ａａを通ってきた遊技球をユニッ
ト本体４５１の内部へと案内する左案内部４５２Ａｂとを有する。右案内部４５２Ａａは
、全体の厚みが左案内部４５２Ａｂの全体の厚みよりも薄くなるように形成されており、
右端にいくほど薄くなるように形成されている。これにより、遊技球が進入してくるユニ
ット本体４５１の前面開口の右半分領域と右案内部４５２Ａａとの隙間が、その前面開口
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の左半分領域と左案内部４５２Ａｂとの隙間よりも大きくなる。また、前面部４５２Ａに
は、閉状態の場合、前面部４５２Ａの外面に沿って転動する遊技球に当接可能な複数の凸
部４５２Ａｃが形成されている。シャッタ部材４５２が閉状態の場合、前面部４５２Ａの
凸部４５２Ａｃに転動する遊技球が接触することにより、遊技球の転動速度が抑えられる
。
【０６３２】
　このようなシャッタ部材４５２を備えた大入賞口ユニット４５０によれば、シャッタ部
材４５２が開状態から閉状態へと変動する直前に、その右側から進入してくる遊技球があ
っても、ユニット本体４５１の前面開口の右半分領域と右案内部４５２Ａａとの隙間が左
側よりも大きいので、そのような隙間に遊技球を球噛みさせることなくユニット本体４５
１の内部へとスムーズに遊技球を導くことができる。
【０６３３】
［可動体の動作態様］
　次に、第１演出ユニット４０００の左側の可動体４６２０Ａの動作態様について、図２
０４～図２１２を参照して説明する。なお、右側の可動体４６２０Ｂの動作態様は、左側
の可動体４６２０Ａの動作態様と左右対称になるので、可動体４６２０Ｂの動作態様の説
明については省略する。
【０６３４】
　図２０４～図２０６に示すように、可動体４６２０Ａが待機位置にある場合、上可動部
４６４０、中可動部４６５０、及び下可動部４６６０は、各々に対応する支点Ｘ，Ｙ，Ｚ
で揺動可能に支持された状態にある。図２０５に示すように、正面から見た場合、上可動
部４６４０は、支点Ｘを中心として反時計方向の限度まで回り切った姿勢にあり、中可動
部４６５０は、支点Ｙを中心として時計方向の限度まで回り切った姿勢にあり、下可動部
４６６０は、支点Ｚを中心として反時計方向の限度まで回り切った姿勢にある。なお、下
可動部４６６０は、背部の外縁部分に突出部４５３０Ａが当接することで支点Ｚ周りに回
転した姿勢を保っている。
【０６３５】
　次に、図２０７～図２０９に示すように、可動体４６２０Ａが待機位置から中間位置ま
で移動した場合、連接部材４６７０が待機位置と同程度の高さ位置にあって上下方向にほ
とんど変位していないため、上可動部４６４０及び中可動部４６５０は、各々に対応する
支点Ｘ，Ｙを中心として待機位置と概ね同じ姿勢を保っている。一方、下可動部４６６０
は、突出部４５３０Ａに当接する状態が解除され、案内ピン４６６０Ａが第３案内溝４６
３０Ｄの上側部分から屈曲部分まで移動することにより、支点Ｚ周りに揺動した姿勢に変
化する。具体的には、図２０８に示すように、正面から見た場合、下可動部４６６０は、
第３案内溝４６３０Ｄの上側部分に沿うように支点Ｚを中心として時計方向に回転した姿
勢となる。このとき、支点Ｚ（揺動部材４６８０の他端部）は、揺動部材４６８０が待機
位置と同程度の姿勢に保たれているため、上下方向にほとんど高さ位置が変化していない
。
【０６３６】
　次に、図２１０～図２１２に示すように、可動体４６２０Ａが中間位置から出現位置ま
で移動した場合、連接部材４６７０が待機位置や中間位置よりも低位となり、それに応じ
て揺動部材４６８０が支点Ｙ周りに揺動した姿勢になることから、上可動部４６４０及び
中可動部４６５０は、各々に対応する支点Ｘ，Ｙを中心として揺動した姿勢に変化する。
また、下可動部４６６０は、支点Ｚ（揺動部材４６８０の他端部）の移動に追従するよう
に変動する。具体的には、図２１１に示すように、正面から見た場合、上可動部４６４０
は、支点Ｘを中心として時計方向に回った姿勢に変化し、中可動部４６５０は、支点Ｙを
中心として反時計方向に回った姿勢に変化する。下可動部４６６０は、支点Ｚに追従しつ
つ支点Ｙを中心として反時計方向に回った姿勢に変化する。すなわち、下可動部４６６０
は、待機位置から中間位置まで移動する際の回転中心（支点Ｚ）及び回転方向（正面から
見て時計回りの方向）が、中間位置から出現位置まで移動する際の回転中心（支点Ｙ）及
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び回転方向（正面から見て反時計回りの方向）に変転するようになっている。
【０６３７】
　なお、可動体４６２０Ａが出現位置から中間位置を経て待機位置へと戻る際には、上述
した流れとは逆の流れで上可動部４６４０、中可動部４６５０、及び下可動部４６６０の
姿勢が変化することとなる。また、右側の可動体４６２０Ｂも同様の流れで姿勢が変化す
る。
【０６３８】
　このような可動体４６２０Ａ，４６２０Ｂを備えた第１演出ユニット４０００によれば
、可動体４６２０Ａ，４６２０Ｂが待機位置から中間位置まで移動する際の姿勢変化や変
化方向と、中間位置から出現位置まで移動する際の姿勢変化や変化方向とが異なるように
切り替えられるので、可動体４６２０Ａ，４６２０Ｂの多彩な動きを実現することができ
、役物の演出効果として面白味や興趣を高めることができる。
【０６３９】
［可動体の発光態様］
　次に、可動体４６２０Ａの発光態様について、図２２６及び図２２７を参照して説明す
る。
【０６４０】
　まず、図２２６に示すように、可動体４６２０Ａが待機位置にある場合、赤色レンズ４
６４３は、２個の赤色ＬＥＤ４６４７ｂとその間に位置する１個の白色ＬＥＤ４６４７ｃ
とに対応するように位置する。また、白色レンズ４６４４は、１個の赤色ＬＥＤ４６４７
ｂのみに対応するように位置する。これにより、２個の赤色ＬＥＤ４６４７ｂから発せら
れた赤色光と１個の白色ＬＥＤ４６４７ｃから発せられた白色光とが混合しつつ赤色レン
ズ４６４３を透過するとともに、１個の赤色ＬＥＤ４６４７ｂから発せられた赤色光が白
色レンズ４６４４を透過する。その結果、図示しない外側の前面レンズ４６４２を通して
比較的低い明度や光量をもって赤色と白色とが混じった不鮮明なピンク色の発光態様が視
認される。可動体４６２０Ａが中間位置にある場合も、待機位置と同様に上可動部４６４
０の姿勢に変化がないため、上述したものと同様の発光態様が視認される。
【０６４１】
　一方、図２２７に示すように、可動体４６２０Ａが出現位置まで移動した場合、赤色レ
ンズ４６４３は、４個全ての赤色ＬＥＤ４６４７ｂに対応するように位置する。また、白
色レンズ４６４４は、１個の白色ＬＥＤ４６４７ｃのみに対応するように位置する。これ
により、４個の赤色ＬＥＤ４６４７ｂから発せられた赤色光が同色の赤色レンズ４６４３
を透過するとともに、１個の白色ＬＥＤ４６４７ｃから発せられた白色光も同色の白色レ
ンズ４６４４を透過する。その結果、図示しない外側の前面レンズ４６４２を通して比較
的高い明度や光量をもって赤色の中に白色がはっきりと鮮明に光って見えるような発光態
様が視認される。
【０６４２】
　このような可動体４６２０Ａの発光態様によれば、可動体４６２０Ａの移動位置に応じ
て赤色レンズ４６４３及び白色レンズ４６４４に各々対応するＬＥＤの色や個数を変化さ
せ、前面レンズ４６４２を通して視認し得る発光態様を点灯制御することなく変化させる
ことができるので、簡単な移動の仕組みだけで役物の演出効果として面白味や興趣を高め
ることができる。なお、本実施形態では、複数のＬＥＤ又は複数のレンズともに互いに異
なる色で構成しているが、ＬＥＤとレンズのうちいずれか一方を同色で構成してもよい。
例えば、２個のＬＥＤをともに白色で、２個のレンズを赤色と白色で構成したり、２個の
ＬＥＤを赤色と白色で、２個のレンズをともに赤色で構成してもよい。
【０６４３】
［駆動伝達機構の動作］
　次に、駆動伝達機構４６１０Ａの動作について、図２１６～図２２４を参照して説明す
る。なお、図２１６～図２２４は、可動体４６２０Ａと一体になってラック部材４６１４
が待機位置にある状態を示している。
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【０６４４】
　まず、図２１６～図２１８に示すように、ラック部材４６１４が待機位置にあり、回転
体４６１３の押出片４６１３ｂの突出部４６１３ｂａがラック部材４６１４の凹部４６１
４ｂａに進入する直前の姿勢にあり、ロック片４６１３ｃの湾曲部４６１３ｃａがラック
部材４６１４の窪み部４６１４ｃａに対してちょうど添う姿勢にある場合について考察す
る。この場合、ピニオン４６１３ａがラック４６１４ａと噛み合った状態にないものの、
湾曲部４６１３ｃａが窪み部４６１４ｃａに添って接した状態にあるため、可動体４６２
０Ａと共にラック部材４６１４を左右方向に揺らすような外力などが生じても、ラック部
材４６１４が左右方向に動くことはない。
【０６４５】
　次に、図２１９～図２２１に示すように、ラック部材４６１４が待機位置にある状態に
おいて、このラック部材４６１４を右方向に移動させるように回転体４６１３が回転し始
めた回転開始直後の場合について考察する。この場合、ラック部材４６１４が依然として
待機位置に留まる一方、回転体４６１３の押出片４６１３ｂの突出部４６１３ｂａがラッ
ク部材４６１４の凹部４６１４ｂａに進入した姿勢となり、ロック片４６１３ｃの湾曲部
４６１３ｃａがラック部材４６１４の窪み部４６１４ｃａから脱出する姿勢となる。また
、この段階においても、ピニオン４６１３ａがラック４６１４ａと噛み合った状態になく
、湾曲部４６１３ｃａの一部が窪み部４６１４ｃａに添って接した状態にあるため、ラッ
ク部材４６１４が左右方向に動くことはない。
【０６４６】
　さらに進んで、図２２２～図２２４に示すように、回転体４６１３が回転し始めてから
概ね４５度程度まで回転した場合について考察する。押出片４６１３ｂの突出部４６１３
ｂａが凹部４６１４ｂａの右側壁に当接して押し出す状態となり、ロック片４６１３ｃの
湾曲部４６１３ｃａがラック部材４６１４の窪み部４６１４ｃａから完全に離脱した姿勢
となる。これにより、ピニオン４６１３ａがラック４６１４ａと噛み合った状態となり、
ラック部材４６１４が右方向に移動し、待機位置から少し移動した待機位置直前の位置と
なる。なお、可動体４６２０Ａと共にラック部材４６１４が待機位置へと戻るように左方
向に移動する際には、上述した流れとは逆の流れで駆動伝達機構４６１０Ａが動作するこ
ととなる。
【０６４７】
　このような駆動伝達機構４６１０Ａを備えた第１演出ユニット４０００は、その前面に
導光板ユニット７００’が設けられ、導光板ユニット７００’を容易に取り外すことがで
きないので、遊技機の移送に際してがたつき防止用に可動部品の周囲に緩衝材を詰め込ん
だり、駆動伝達機構４６１０Ａに対して直接がたつき防止用のピン等を差し込んだりする
ことができない。一方、本実施形態の駆動伝達機構４６１０Ａによれば、可動体４６２０
Ａと共にラック部材４６１４を待機位置に移動させておくだけで、ラック部材４６１４を
左右方向にがたつかせることなく定位置に留めておくことができるので、遊技機の移送中
にあっては、第１演出ユニット４０００に含まれる可動部品を外力等による衝撃で想定外
の位置へと移動させることなく、可動部品やその周辺部材の破損を確実に防ぐことができ
る。
【０６４８】
［導光板ユニットの発光動作］
　次に、導光板ユニット７００’の発光動作について、図２３９及び図２４１を参照して
説明する。
【０６４９】
　図２３９に示す導光板ユニット７００’の場合、中央のＬＥＤ７５１を点灯させると、
中央の発光領域７４１がＬＥＤ７５１からの光を受けて最も強く発光する一方、左右の発
光領域７４２，７４３がＬＥＤ７５１からの光を受けるものの入射角度が斜めになってい
るため、中央の発光領域７４１よりも弱く発光する。
【０６５０】
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　また、図２３９に示す導光板ユニット７００’の場合、例えば左側のＬＥＤ７５２を点
灯させると、左の発光領域７４２がＬＥＤ７５２からの光を効率よく受けて最も強く発光
する。左側のＬＥＤ７５２は、傾斜レンズ７６０によって光の指向性が強められているの
で、中央の発光領域７４１には左側のＬＥＤ７５２からの光がほとんど入射せず、中央の
発光領域７４１がほとんど発光しない。右側のＬＥＤ７５３を点灯させた場合も同様に、
右の発光領域７４３が最も強く発光する一方、中央の発光領域７４１がほとんど発光しな
いこととなる。
【０６５１】
　図２４１に示す導光板ユニット７００’の変形例の場合、中央のＬＥＤ７５１を点灯さ
せると、下側の発光領域７４１がＬＥＤ７５１からの光を受けて強く発光する一方、左右
上側左右の発光領域７４２，７４３がＬＥＤ７５１からの光を受けるものの入射角度が斜
めになっているため、若干弱く発光する。
【０６５２】
　また、図２４１に示す導光板ユニット７００’の変形例の場合、例えば左側のＬＥＤ７
５２を点灯させると、上側左の発光領域７４２がＬＥＤ７５２からの光を効率よく受けて
最も強く発光する。左側のＬＥＤ７５２からの光は、下側左の発光領域７４１にも入射す
るが、下側左の発光領域７４１に対する入射角度が斜めになっており、また、上側左の発
光領域７４２よりも遠い位置にあるため、下側左の発光領域７４１は、上側左の発光領域
７４２よりも弱く発光するか、あるいはほとんど発光しない状態となる。右側のＬＥＤ７
５３を点灯させた場合も同様に、上側右の発光領域７４３が最も強く発光する一方、下側
左の発光領域７４１が弱く発光するか、あるいはほとんど発光しない状態となる。なお、
本実施形態では、それぞれのＬＥＤから近い発光領域が一番強く発光するように表面加工
を施しているが、ＬＥＤから近い場所に弱く発光する発光領域を設けてもよい。また、Ｌ
ＥＤの発光タイミングを、例えば左側から右側に順番に点灯、消灯を繰り返すことにより
、発光領域が左側から右側に流れるような発光演出を行うことも可能である。また、本実
施形態では、透明パネル７４０の上端部７４０Ａを直線的に形成しているが、例えば透明
パネル７４０の左端部のように、一定の角度をつけて形成したり、曲線にて形成してもよ
い。
【０６５３】
　このような導光板ユニット７００’によれば、透明パネル７４０の一端部となる上端部
７４０Ａに複数のＬＥＤ７５１，７５２，７５３や傾斜レンズ７６０，７７０を配置し、
中央のＬＥＤ７５１から照射した光によって一部の発光領域７４１を発光させる態様と、
左右のＬＥＤ７５２，７５３から照射した光によって他の発光領域７４２，７４３を発光
させる態様とで発光態様を変化させることができるので、ＬＥＤの配置スペースや個数を
抑えてコストを抑制しつつも多彩な発光演出を行うことができる。
【０６５４】
　上述した第１～第６実施形態の各構成にあっては、それぞれ他の実施形態において本発
明の範囲内で適宜援用したり変更したりして、任意の構成での組合せが可能である。
【０６５５】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態では、遊技機
としてパチンコ遊技機を例に挙げ説明したが、本発明はこれに限定されない。上述した本
発明の各種技術は、他の遊技機にも適用可能であり、例えば、弾球遊技機や封入式遊技機
にも適用することができる。また、汎用的な技術については、上記に挙げた遊技機のほか
、例えばゲーミングマシン、スロットマシン、あるいはパチスロ遊技機等といった各種遊
技機にも適用することができる。
【０６５６】
　また、上記実施形態で示した数値や情報、構成要素などは、あくまでも一例にすぎず、
本発明の範囲内において適宜変更することができるのはいうまでもない。
【０６５７】
　以上の実施形態に基づき、本発明の概要を以下に列挙する。
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【０６５８】
（付記１）
［背景技術］
　この種の遊技機には、可動体を動作させるための駆動手段として、ラック及び回転体を
備え、この回転体に設けられたピンを作動アームの連結部に当接させることで回転体の動
きを阻止し、ひいては可動体の動作をロックさせるように構成されたものが提案されてい
る（例えば、特開２００１－３４０５５７号公報参照）。
【０６５９】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、可動体のロック時にあって作動アームの連結部
にピンが当接した状態にあっては、外力などによって無理にロックが解除させられると、
作動アームやこれを駆動するソレノイドの軸部が曲がってしまう可能性があり、可動体の
動作に支障をきたすおそれがあった。
【０６６０】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、可動体のロック状態を無理に解除し
ようとしても、可動体を動作させる機構に支障をきたすことがないようにすることができ
る遊技機を提供することを目的とする。
【０６６１】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０６６２】
　本発明に係る遊技機は、
　可動体(例えば、可動体４６２０Ａ)と、前記可動体を駆動するための駆動手段（モータ
４６１１）と、前記駆動手段の駆動力を前記可動体に伝達する伝達機構（例えば、駆動伝
達機構４６１０Ａ）と、を備え、
　前記可動体は、第１の位置（例えば、待機位置）から第２の位置（例えば、出現位置）
へと移動可能であり、
　前記伝達機構は、前記駆動手段の駆動力により回転可能な歯車（例えば、ピニオン４６
１３ａ）を有する回転体（例えば、回転体４６１３）と、前記歯車と噛合可能なラック（
例えば、ラック４６１４ａ）を有するラック部材（例えば、ラック部材４６１４）と、を
有し、
　前記可動体は、前記ラック部材が一体的に設けられ、前記歯車と前記ラックとが噛合し
た状態において、前記第１の位置から前記第２の位置に至るまでの移動経路上にある第３
の位置（例えば、待機位置直前の位置）から前記第２の位置へと移動可能であり、
　前記ラック部材は、前記ラックの一端側に凹部（例えば、凹部４６１４ｂａ）及び窪み
部（例えば、窪み部４６１４ｃａ）を有し、
　前記回転体は、前記歯車とともに回転しつつ前記ラック部材の前記凹部に入り込むこと
で前記可動体を前記第３の位置から前記第１の位置へと押し出し可能な押出片（例えば、
押出片４６１３ｂ）と、前記歯車とともに回転しつつ前記ラック部材の前記窪み部に摺接
することで前記可動体を前記第１の位置に留止可能なロック片（例えば、ロック片４６１
３ｃ）と、を有し、
　前記可動体が前記第１の位置にあるとき、前記歯車と前記ラックとが噛合しない状態で
前記回転体が回転するのに応じて、前記ロック片が前記窪み部に対して摺接する留止状態
と、前記ロック片が前記窪み部に対して摺接しない非留止状態とに切替可能であることを
特徴とする。
【０６６３】
　このような構成によれば、ラック部材の窪み部に回転体のロック片が摺接した状態で可
動体が第１の位置において留止状態にある場合は、その留止状態を無理に解除しようとし
ても、窪み部に対してロック片が摺接するだけで回転体やラック部材に無理な力が作用し
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ないので、可動体を動作させるための回転体やラック部材に支障をきたすことがないよう
にすることができる。
【０６６４】
［発明の効果］
　本発明によれば、可動体のロック状態を無理に解除しようとしても、可動体を動作させ
る機構に支障をきたすことがないようにすることができる。
【０６６５】
（付記１－１）
［背景技術］
　この種の遊技機には、可動体を動作させるための駆動手段として、ラック及び回転体を
備え、この回転体に設けられたピンを作動アームの連結部に当接させることで回転体の動
きを阻止し、ひいては可動体の動作をロックさせるように構成されたものが提案されてい
る（例えば、特開２００１－３４０５５７号公報参照）。
【０６６６】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、可動体のロック時にあって作動アームの連結部
にピンが当接した状態にあっては、外力などによって無理にロックが解除させられると、
作動アームやこれを駆動するソレノイドの軸部が曲がってしまう可能性があり、可動体の
動作に支障をきたすおそれがあった。
【０６６７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、可動体のロック状態を無理に解除し
ようとしても、可動体を動作させる機構に支障をきたすことがないようにすることができ
る遊技機を提供することを目的とする。
【０６６８】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０６６９】
　本発明に係る遊技機は、
　可動体(例えば、可動体４６２０Ａ)と、前記可動体を駆動するための駆動手段（モータ
４６１１）と、前記駆動手段の駆動力を前記可動体に伝達する伝達機構（例えば、駆動伝
達機構４６１０Ａ）と、を備え、
　前記可動体は、第１の位置（例えば、待機位置）から第２の位置（例えば、出現位置）
へと移動可能であり、
　前記伝達機構は、前記駆動手段の駆動力により回転可能な歯車（例えば、ピニオン４６
１３ａ）を有する回転体（例えば、回転体４６１３）と、前記歯車と噛合可能なラック（
例えば、ラック４６１４ａ）を有するラック部材（例えば、ラック部材４６１４）と、を
有し、
　前記可動体は、前記ラック部材が一体的に設けられ、前記歯車と前記ラックとが噛合し
た状態において、前記第１の位置から前記第２の位置に至るまでの移動経路上にある第３
の位置（例えば、待機位置直前の位置）から前記第２の位置へと移動可能であり、
　前記ラック部材は、前記ラックの一端側に凹部（例えば、凹部４６１４ｂａ）及び窪み
部（例えば、窪み部４６１４ｃａ）を有し、
　前記回転体は、前記歯車とともに回転しつつ前記ラック部材の前記凹部に入り込むこと
で前記可動体を前記第３の位置から前記第１の位置へと押し出し可能な押出片（例えば、
押出片４６１３ｂ）と、前記歯車とともに回転しつつ前記ラック部材の前記窪み部に摺接
することで前記可動体を前記第１の位置に留止可能なロック片（例えば、ロック片４６１
３ｃ）と、を有し、
　前記可動体が前記第１の位置にあるとき、前記歯車と前記ラックとが噛合しない状態で
前記回転体が回転するのに応じて、前記ロック片が前記窪み部に摺接しつつも前記押出片
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が前記凹部に入り込まない状態から、前記押出片が前記凹部に入り込んで前記ロック片が
前記窪み部に摺接しない状態になると、前記可動体が前記第１の位置から前記第３の位置
へと押し出されることを特徴とする。
【０６７０】
　このような構成によれば、ラック部材の窪み部に回転体のロック片が摺接した状態で可
動体が第１の位置において留止状態にある場合は、回転体の押出片もラック部材の凹部に
入り込まずにラック部材を留止させた状態となり、その留止状態を無理に解除しようとし
ても、窪み部に対してロック片が摺接するだけで回転体やラック部材に無理な力が作用し
ないので、可動体を動作させるための回転体やラック部材に支障をきたすことがないよう
にすることができる。
【０６７１】
［発明の効果］
　本発明によれば、可動体のロック状態を無理に解除しようとしても、可動体を動作させ
る機構に支障をきたすことがないようにすることができる。
【０６７２】
（付記１－２）
［背景技術］
　この種の遊技機には、可動体を動作させるための駆動手段として、ラック及び回転体を
備え、この回転体に設けられたピンを作動アームの連結部に当接させることで回転体の動
きを阻止し、ひいては可動体の動作をロックさせるように構成されたものが提案されてい
る（例えば、特開２００１－３４０５５７号公報参照）。
【０６７３】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、可動体のロック時にあって作動アームの連結部
にピンが当接した状態にあっては、外力などによって無理にロックが解除させられると、
作動アームやこれを駆動するソレノイドの軸部が曲がってしまう可能性があり、可動体の
動作に支障をきたすおそれがあった。
【０６７４】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、可動体のロック状態を無理に解除し
ようとしても、可動体を動作させる機構に支障をきたすことがないようにすることができ
る遊技機を提供することを目的とする。
【０６７５】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０６７６】
　本発明に係る遊技機は、
　可動体(例えば、可動体４６２０Ａ)と、前記可動体を駆動するための駆動手段（モータ
４６１１）と、前記駆動手段の駆動力を前記可動体に伝達する伝達機構（例えば、駆動伝
達機構４６１０Ａ）と、を備え、
　前記可動体は、第１の位置（例えば、待機位置）から第２の位置（例えば、出現位置）
へと移動可能であり、
　前記伝達機構は、前記駆動手段の駆動力により回転可能な歯車（例えば、ピニオン４６
１３ａ）を有する回転体（例えば、回転体４６１３）と、前記歯車と噛合可能なラック（
例えば、ラック４６１４ａ）を有するラック部材（例えば、ラック部材４６１４）と、を
有し、
　前記可動体は、前記ラック部材が一体的に設けられ、前記歯車と前記ラックとが噛合し
た状態において、前記第１の位置から前記第２の位置に至るまでの移動経路上にある第３
の位置（例えば、待機位置直前の位置）から前記第２の位置へと移動可能であり、
　前記ラック部材は、前記ラックの一端側に凹部（例えば、凹部４６１４ｂａ）及び窪み
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部（例えば、窪み部４６１４ｃａ）を有し、
　前記回転体は、前記歯車とともに回転しつつ前記ラック部材の前記凹部に入り込むこと
で前記可動体を前記第３の位置から前記第１の位置へと押し出し可能な押出片（例えば、
押出片４６１３ｂ）と、前記歯車とともに回転しつつ前記ラック部材の前記窪み部に摺接
することで前記可動体を前記第１の位置に留止可能なロック片（例えば、ロック片４６１
３ｃ）と、を有し、
　前記可動体が前記第１の位置にあるとき、前記歯車と前記ラックとが噛合しない状態で
前記回転体が回転し、前記ロック片が前記窪み部に摺接しつつも前記押出片が前記凹部に
入り込まない回転角度から、前記押出片が前記凹部に入り込んで前記ロック片が前記窪み
部に摺接しない回転角度に回転可能であることを特徴とする。
【０６７７】
　このような構成によれば、ラック部材の窪み部に回転体のロック片が摺接した状態で可
動体が第１の位置において留止状態にある場合は、回転体の押出片もラック部材の凹部に
入り込まない回転角度を保ってラック部材を留止させた状態となり、その留止状態を無理
に解除しようとしても、窪み部に対してロック片が摺接するだけで回転体やラック部材に
無理な力が作用しないので、可動体を動作させるための回転体やラック部材に支障をきた
すことがないようにすることができる。
【０６７８】
［発明の効果］
　本発明によれば、可動体のロック状態を無理に解除しようとしても、可動体を動作させ
る機構に支障をきたすことがないようにすることができる。
【０６７９】
（付記２）
［背景技術］
　この種の遊技機には、駆動源によって所定方向に移動可能なスライドバーに支持された
前面可動演出役物と、前面可動演出役物の移動に連動して所定角度回転可能な複数の可動
演出役物を備えたものが提案されている（例えば、特開２０１５－４７４２９号公報参照
）。
【０６８０】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、可動演出役物の移動に連動して複数の可動演出
役物が一方向に回転するのみであり、役物の演出効果として面白味や興趣に欠けるという
難点があった。
【０６８１】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、役物の演出効果として面白味や興趣
を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。
【０６８２】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０６８３】
　本発明に係る遊技機は、
　可動体（例えば、４６２０Ａ）と、前記可動体を駆動するための駆動手段（例えば、モ
ータ４６１１）と、を備え、
　前記可動体は、
　前記駆動手段の駆動力により所定の移動方向（例えば、左右方向）に沿って第１の位置
（例えば、待機位置）から第２の位置（例えば、中間位置）を経て第３の位置（例えば、
出現位置）へと移動可能であり、
　前記所定の移動方向に沿う移動に連動して動作する複数の動作部（例えば、上可動部４
６４０、中可動部４６５０、下可動部４６６０）を有し、
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　前記複数の動作部のうち少なくとも一の動作部（例えば、下可動部４６６０）は、
　前記可動体の前記第１の位置から前記第２の位置までの移動に連動し、前記所定の移動
方向とは異なる第１の方向（例えば、支点Ｚを中心とした時計回りの方向）に動作するた
めの第１の動作機構（例えば、第３案内溝４６３０Ｄ）と、
　前記可動体の前記第２の位置から前記第３の位置までの移動に連動し、前記所定の移動
方向及び前記第１の方向とは異なる第２の方向（例えば、支点Ｙを中心とした反時計回り
の方向）に動作するための第２の動作機構（例えば、揺動部材４６８０）と、に連結され
ていることを特徴とする。
【０６８４】
　このような構成によれば、動作部について、可動体が第１の位置から第２の位置まで移
動するまでは第１の方向に動作する一方、可動体が第第２の位置から第３の位置まで移動
するまでは第１の方向から切り替わって第２の方向に動作するので、動作部の多彩な動き
を実現することができ、役物の演出効果として面白味や興趣を高めることができる。
【０６８５】
　本発明の好ましい実施の形態は、
　前記第１の動作機構は、前記複数の動作部のうち少なくとも一の動作部と前記可動体と
は別に設けられた突出部（例えば、突出部４５３０Ａ）とが当接した状態で、前記可動体
が前記第１の位置から前記第２の位置まで移動することにより、前記複数の動作部のうち
少なくとも一の動作部が前記第１の方向に動作することを特徴とする。
【０６８６】
　このような構成によれば、可動体が第１の位置から第２の位置まで移動する際に一の動
作部を突出部に当接させるだけで第１の方向に動作させることができる。
【０６８７】
［発明の効果］
　本発明によれば、役物の演出効果として面白味や興趣を高めることができる。
【０６８８】
（付記２－１）
［背景技術］
　この種の遊技機には、駆動源によって所定方向に移動可能なスライドバーに支持された
前面可動演出役物と、前面可動演出役物の移動に連動して所定角度回転可能な複数の可動
演出役物を備えたものが提案されている（例えば、特開２０１５－４７４２９号公報参照
）。
【０６８９】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、可動演出役物の移動に連動して複数の可動演出
役物が一方向に回転するのみであり、役物の演出効果として面白味や興趣に欠けるという
難点があった。
【０６９０】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、役物の演出効果として面白味や興趣
を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。
【０６９１】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０６９２】
　本発明に係る遊技機は、
　可動体（例えば、４６２０Ａ）と、前記可動体を駆動するための駆動手段（例えば、モ
ータ４６１１）と、を備え、
　前記可動体は、
　前記駆動手段の駆動力により所定の移動方向（例えば、左右方向）に沿って第１の位置
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（例えば、待機位置）から第２の位置（例えば、中間位置）を経て第３の位置（例えば、
出現位置）へと直線的に移動可能であり、
　前記所定の移動方向に沿う移動に連動して動作する複数の動作部（例えば、上可動部４
６４０、中可動部４６５０、下可動部４６６０）を有し、
　前記複数の動作部のうち少なくとも一の動作部（例えば、下可動部４６６０）は、
　前記可動体の前記第１の位置から前記第２の位置までの移動に伴って第１の支点（例え
ば、支点Ｚ）を中心に揺動し、
　前記可動体の前記第２の位置から前記第３の位置までの移動に伴って前記第１の支点と
は異なる第２の支点（例えば、支点Ｙ）を中心に揺動するように軸支されていることを特
徴とする。
【０６９３】
　このような構成によれば、動作部について、可動体が第１の位置から第２の位置まで直
線的に移動するまでは第１の支点を中心に揺動する一方、可動体が第第２の位置から第３
の位置まで直線的に移動するまでは第１の支点から切り替わって第２の支点を中心に揺動
するので、動作部の多彩な動きを実現することができ、役物の演出効果として面白味や興
趣を高めることができる。
【０６９４】
　本発明の好ましい実施の形態は、
　前記複数の動作部のうち少なくとも一の動作部は、前記可動体とは別に設けられた突出
部（例えば、突出部４５３０Ａ）に当接した状態で、前記可動体が前記第１の位置から前
記第２の位置まで移動することにより、前記第１の支点を中心に揺動することを特徴とす
る。
【０６９５】
　このような構成によれば、可動体が第１の位置から第２の位置まで移動する際に一の動
作部を突出部に当接させるだけで第１の支点を中心に揺動させることができる。
【０６９６】
［発明の効果］
　本発明によれば、役物の演出効果として面白味や興趣を高めることができる。
【０６９７】
（付記２－２）
［背景技術］
　この種の遊技機には、駆動源によって所定方向に移動可能なスライドバーに支持された
前面可動演出役物と、前面可動演出役物の移動に連動して所定角度回転可能な複数の可動
演出役物を備えたものが提案されている（例えば、特開２０１５－４７４２９号公報参照
）。
【０６９８】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、可動演出役物の移動に連動して複数の可動演出
役物が一方向に回転するのみであり、役物の演出効果として面白味や興趣に欠けるという
難点があった。
【０６９９】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、役物の演出効果として面白味や興趣
を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。
【０７００】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０７０１】
　本発明に係る遊技機は、
　可動体（例えば、４６２０Ａ）と、前記可動体を駆動するための駆動手段（例えば、モ
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ータ４６１１）と、を備え、
　前記可動体は、
　前記駆動手段の駆動力により所定の移動方向（例えば、左右方向）に沿って第１の位置
（例えば、出現位置）から第２の位置（例えば、中間位置）を経て第３の位置（例えば、
待機位置）へと直線的に移動可能であり、
　前記所定の移動方向に沿う移動に連動して動作する複数の動作部（例えば、上可動部４
６４０、中可動部４６５０、下可動部４６６０）と、
　前記所定の移動方向に沿う移動に連動して揺動する揺動部材（例えば、揺動部材４６８
０）と、を有し、
　前記揺動部材は、前記可動体の前記第１の位置から前記第２の位置までの移動に従って
第１の支点（例えば、支点Ｙ）を中心に揺動するように軸支されており、
　前記複数の動作部のうち少なくとも一の動作部（例えば、下可動部４６６０）は、
　前記可動体が前記第１の位置から前記第２の位置まで移動する際に前記揺動部材と一体
になって前記第１の支点を中心に揺動し、
　前記可動体が前記第２の位置から前記第３の位置まで移動する際に前記第１の支点とは
異なる第２の支点（例えば、支点Ｚ）を中心に揺動するように前記揺動部材に軸支されて
いることを特徴とする。
【０７０２】
　このような構成によれば、動作部について、可動体が第１の位置から第２の位置まで直
線的に移動するまでは揺動部材と一体になって第１の支点を中心に揺動する一方、可動体
が第第２の位置から第３の位置まで直線的に移動するまでは第１の支点から切り替わって
揺動部材に軸支された第２の支点を中心に揺動するので、動作部の多彩な動きを実現する
ことができ、役物の演出効果として面白味や興趣を高めることができる。
【０７０３】
　本発明の好ましい実施の形態は、
　前記複数の動作部のうち少なくとも一の動作部は、前記可動体とは別に設けられた突出
部（例えば、突出部４５３０Ａ）に当接した状態で、前記可動体が前記第２の位置から前
記第３の位置まで移動することにより、前記第２の支点を中心に揺動することを特徴とす
る。
【０７０４】
　このような構成によれば、可動体が第２の位置から第３の位置まで移動する際に一の動
作部を突出部に当接させるだけで第２の支点を中心に揺動させることができる。
【０７０５】
［発明の効果］
　本発明によれば、役物の演出効果として面白味や興趣を高めることができる。
【０７０６】
（付記３）
［背景技術］
　この種の遊技機には、可動演出役物の内部に発光基板を備え、可動演出役物の前面とし
て装飾カバーで発光基板を覆うように構成されたものが提案されている（例えば、特開２
０１０－２５９５５０号公報参照）。
【０７０７】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、可動演出役物が変動するものの、装飾カバーを
通じて視認し得る発光態様に変化がないので、役物の演出効果として面白味や興趣に欠け
るという難点があった。
【０７０８】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、役物の演出効果として面白味や興趣
を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。
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【０７０９】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０７１０】
　本発明に係る遊技機は、
　基板（例えば、発光基板４６４７）上に設けられた発光手段（例えば、ＬＥＤ４６４７
ａ、赤色ＬＥＤ４６４７ｂ、白色ＬＥＤ４６４７ｃ）と、前記発光手段から照射された光
が透過可能なレンズ部材（例えば、赤色レンズ４６４３、白色レンズ４６４４）と、前記
レンズ部材を変位させるための変位手段（例えば、上可動部４６４０、連接部材４６７０
）と、を備えた遊技機であって、
　前記発光手段は、前記基板上の所定の位置に固定され、
　前記変位手段は、前記レンズ部材について、前記発光手段から照射された光が前記レン
ズ部材を透過して第１の明度で発光する第１の位置（例えば、待機位置）と、前記発光手
段から照射された光が前記レンズ部材を透過して前記第１の明度より明るい第２の明度で
発光する第２の位置（例えば、出現位置）と、に変位可能であることを特徴とする。
【０７１１】
　このような構成によれば、レンズ部材を第１の位置に変位させると、レンズ部材を通じ
て第１の明度で発光するような発光態様となる一方、レンズ部材を第１の位置から第２の
位置に変位させると、レンズ部材を通じて第２の明度で発光するような発光態様となるの
で、レンズ部材の変位に応じて発光態様を変化させることができ、役物の演出効果として
面白味や興趣を高めることができる。
【０７１２】
［発明の効果］
　本発明によれば、役物の演出効果として面白味や興趣を高めることができる。
【０７１３】
（付記３－１）
［背景技術］
　この種の遊技機には、可動演出役物の内部に発光基板を備え、可動演出役物の前面とし
て装飾カバーで発光基板を覆うように構成されたものが提案されている（例えば、特開２
０１０－２５９５５０号公報参照）。
【０７１４】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、可動演出役物が変動するものの、装飾カバーを
通じて視認し得る発光態様に変化がないので、役物の演出効果として面白味や興趣に欠け
るという難点があった。
【０７１５】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、役物の演出効果として面白味や興趣
を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。
【０７１６】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０７１７】
　本発明に係る遊技機は、
　基板（例えば、発光基板４６４７）上に設けられた複数の発光手段（例えば、ＬＥＤ４
６４７ａ、赤色ＬＥＤ４６４７ｂ、白色ＬＥＤ４６４７ｃ）と、前記複数の発光手段から
照射された光が透過可能なレンズ部材（例えば、赤色レンズ４６４３、白色レンズ４６４
４）と、前記レンズ部材を変位させるための変位手段（例えば、上可動部４６４０、連接
部材４６７０）と、を備えた遊技機であって、
　前記複数の発光手段は、第１の発光手段（例えば、白色ＬＥＤ４６４７ｃ）と、前記第
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１の発光手段の周囲に配列された第２の発光手段（例えば、赤色ＬＥＤ４６４７ｂ）と、
を含み、
　前記レンズ部材は、第１のレンズ部材（例えば、白色レンズ４６４４）と、前記第１の
レンズ部材の周囲に配置された第２のレンズ部材（例えば、赤色レンズ４６４３）と、を
含み、
　前記第１の発光手段が照射する光の色と前記第２の発光手段が照射する光の色との組み
合わせ、及び前記第１のレンズ部材に着色された色と前記第２のレンズ部材に着色された
色との組み合わせのうち、少なくともいずれか一方の色の組み合わせが異なるように構成
され、
　前記変位手段は、前記第１の発光手段から照射された光が前記第２のレンズ部材を透過
するとともに前記第２の発光手段から照射された光が前記第１のレンズ部材を透過するこ
とで発光する第１の位置（例えば、待機位置）と、前記第１の発光手段から照射された光
が前記第１のレンズ部材を透過するとともに前記第２の発光手段から照射された光が前記
第２のレンズ部材を透過することで発光する第２の位置（例えば、出現位置）と、に移動
可能であることを特徴とする。
【０７１８】
　このような構成によれば、第１のレンズ部材及び第２のレンズ部材を第１の位置に変位
させると、第１の発光手段からの光が第２のレンズ部材を通じて発光しつつ第２の発光手
段からの光が第１のレンズ部材を通じて発光するような発光態様となる一方、第１のレン
ズ部材及び第２のレンズ部材を第１の位置から第２の位置に変位させると、第１の発光手
段からの光が第１のレンズ部材を通じて発光しつつ第２の発光手段からの光が第２のレン
ズ部材を通じて発光するような発光態様となるので、レンズ部材の変位に応じて発光態様
を多様に変化させることができ、役物の演出効果として面白味や興趣を高めることができ
る。
【０７１９】
［発明の効果］
　本発明によれば、役物の演出効果として面白味や興趣を高めることができる。
【０７２０】
（付記３－２）
［背景技術］
　この種の遊技機には、可動演出役物の内部に発光基板を備え、可動演出役物の前面とし
て装飾カバーで発光基板を覆うように構成されたものが提案されている（例えば、特開２
０１０－２５９５５０号公報参照）。
【０７２１】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、可動演出役物が変動するものの、装飾カバーを
通じて視認し得る発光態様に変化がないので、役物の演出効果として面白味や興趣に欠け
るという難点があった。
【０７２２】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、役物の演出効果として面白味や興趣
を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。
【０７２３】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０７２４】
　本発明に係る遊技機は、
　基板（例えば、発光基板４６４７）上に設けられた複数の発光手段（例えば、ＬＥＤ４
６４７ａ、赤色ＬＥＤ４６４７ｂ、白色ＬＥＤ４６４７ｃ）と、前記複数の発光手段から
照射された光が透過可能なレンズ部材（例えば、赤色レンズ４６４３、白色レンズ４６４
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４）と、前記レンズ部材を変位させるための変位手段（例えば、上可動部４６４０、連接
部材４６７０）と、を備えた遊技機であって、
　前記複数の発光手段は、
　第１の発光手段（例えば、白色ＬＥＤ４６４７ｃ）と、
　前記第１の発光手段の周囲に配列された複数の第２の発光手段（例えば、赤色ＬＥＤ４
６４７ｂ）と、を含み、
　前記レンズ部材は、
　第１のレンズ部材（例えば、白色レンズ４６４４）と、
　前記第１のレンズ部材の周囲に配置された第２のレンズ部材（例えば、赤色レンズ４６
４３）と、を有し、
　前記変位手段は、前記第１の発光手段が前記第２のレンズ部材に対応するとともに前記
第２の発光手段が前記第１のレンズ部材に対応する第１の位置（例えば、待機位置）と、
前記第１の発光手段が前記第１のレンズ部材に対応するとともに前記第２の発光手段が前
記第２のレンズ部材に対応する第２の位置（例えば、出現位置）と、に移動可能であり、
　前記第１の位置よりも前記第２の位置の方が前記レンズ部材に対応する前記複数の発光
手段の個数が多くなることを特徴とする。
【０７２５】
　このような構成によれば、第１のレンズ部材及び第２のレンズ部材を第１の位置に変位
させると、第１の発光手段からの光が第２のレンズ部材を通じて発光しつつ第２の発光手
段からの光が第１のレンズ部材を通じて発光するような発光態様となる一方、第１のレン
ズ部材及び第２のレンズ部材を第１の位置から第２の位置に変位させると、第１の発光手
段からの光が第１のレンズ部材を通じて発光しつつ第２の発光手段からの光が第２のレン
ズ部材を通じて発光し、レンズ部材に対応する発光手段の個数も多くなるような発光態様
となるので、レンズ部材の変位に応じて発光態様を多様に変化させることができ、役物の
演出効果として面白味や興趣を高めることができる。
【０７２６】
［発明の効果］
　本発明によれば、多彩な演出効果として面白味や興趣を高めることができる遊技機を提
供することができる。
【０７２７】
（付記４）
［背景技術］
　この種の遊技機に適用可能な配線接続構造としては、フレキシブルケーブルの先端部を
コネクタ接続部の開口に挿入し、アクチュエータを開状態から閉状態へと回転させること
により、フレキシブルケーブルの先端部をコネクタ接続部に固定するように構成されたも
のが提案されている（例えば、特開２００２－１２４３３０号公報参照）。
【０７２８】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の配線接続構造では、遊技機の組立作業に際してアクチュエー
タを閉状態とすることを忘れたまま気付かないことがあり、そうした場合にフレキシブル
ケーブルの先端部がコネクタ接続部から抜けた状態で組み立てられてしまうおそれがあっ
た。
【０７２９】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、配線接続部に対して配線を確実に接
続した状態で組み立てることができる遊技機を提供することを目的とする。
【０７３０】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０７３１】
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　本発明に係る遊技機は、
　配線（例えば、ＦＦＣ）が接続される配線接続部（例えば、接続端子部４５４３）と、
　前記配線が前記配線接続部に接続された状態で、前記配線を固定可能な配線固定手段（
例えば、開閉蓋４５４５）と、
　前記配線接続部及び前記配線固定手段を覆う保護カバー（例えば、保護カバー４５４１
）と、
　前記保護カバーを取付可能なベース部（例えば、ベース部４５４２）と、を有し、
　前記配線固定手段は、前記配線接続部に対して前記配線の挿入が容易となる開放状態と
、前記配線接続部に挿入された配線を固定する閉鎖状態と、に動作可能であり、
　前記保護カバーは、前記ベース部に取り付けられた状態において、前記配線接続部及び
前記配線固定手段を内側に収容可能であり、
　前記保護カバーの内面には、前記配線固定手段が開放状態の場合、当該配線固定手段に
当接可能で前記ベース部への取り付けを妨げるための取付阻止部（例えば、凸部４５４１
ｂ）が設けられていることを特徴とする。
【０７３２】
　このような構成によれば、ベース部に対して保護カバーを取り付ける際には、配線接続
部に配線を挿入して配線固定手段を閉鎖状態として固定しておかなければ、取付阻止部が
配線固定手段に当接することで保護カバーを取り付けることができないので、配線接続部
に対して配線を確実に接続・固定した状態でベース部に保護カバーを取り付けることがで
きる。
【０７３３】
［発明の効果］
　本発明によれば、配線接続部に対して配線を確実に接続した状態で組み立てることがで
きる。
【０７３４】
（付記５）
［背景技術］
　この種の遊技機には、枠体（機構板）の取付ベース部に断面略Ｌ字状の配線カバーを設
け、この配線カバーの内側に複数の配線を束ねた状態で収容可能な配線収容部を形成した
ものが提案されている（例えば、特開２００７－２８２８５３号公報参照）。
【０７３５】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、配線収容部が枠体の一面側に形成されるのみで
あり、反対側の面に配線束を案内することができないので、電子部品が収容された枠体の
内側から外側へと配線束を纏めて引き回すことができないという難点があった。
【０７３６】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、電子部品が収容された内側から外側
へと配線束を容易に纏めて引き回すことができる遊技機を提供することを目的とする。
【０７３７】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０７３８】
　本発明に係る遊技機は、
　電子部品を収容するための収容部材（例えば、本体ケース４４１）を備え、
　前記収容部材は、
　第１の壁部（例えば、背面部４４１Ａ）と、
　前記第１の壁部から立設するように形成される第２の壁部（例えば、左側部４４１Ｂ）
と、を有し、
　前記第１の壁部には、配線束を挿通するための第１の開口領域（例えば、第１の開口領



(131) JP 2021-13513 A 2021.2.12

10

20

30

40

50

域４４３Ａ）が形成され、
　前記第２の壁部には、前記配線束を挿通するための第２の開口領域（例えば、第２の開
口領域４４３Ｂ）が形成され、
　前記第２の開口領域は、
　前記第１の開口領域より広い挿通部（例えば、挿通部４４３Ｂａ）と、
　前記挿通部に連続し、当該挿通部に挿通された前記配線束を前記第１の開口領域まで導
引可能な連通部（例えば、連通部４４３Ｂｂ）と、を有し、
　前記第１の開口領域の周囲には、前記配線束を纏めるための配線収容部（例えば、配線
収容部４４３）が形成されていることを特徴とする。
【０７３９】
　このような構成によれば、第２の開口領域の挿通部に配線束の先端を挿入して収容部材
の一面側から反対面側へと配線束を案内した後、当該配線束を連通部に押し込んだ状態と
し、さらに配線束を第１の開口領域から配線収容部へと纏めて収容しておくことができる
ので、電子部品が収容された収容部材の内側から外側へと配線束を容易に纏めて引き回す
ことができる。
【０７４０】
［発明の効果］
　本発明によれば、電子部品が収容された内側から外側へと配線束を容易に纏めて引き回
すことができる。
【０７４１】
（付記５－１）
［背景技術］
　この種の遊技機には、枠体（機構板）の取付ベース部に断面略Ｌ字状の配線カバーを設
け、この配線カバーの内側に複数の配線を束ねた状態で収容可能な配線収容部を形成した
ものが提案されている（例えば、特開２００７－２８２８５３号公報参照）。
【０７４２】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、配線収容部が枠体の一面側に形成されるのみで
あり、反対側の面に配線束を案内することができないので、電子部品が収容された枠体の
内側から外側へと配線束を纏めて引き回すことができないという難点があった。
【０７４３】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、電子部品が収容された内側から外側
へと配線束を容易に纏めて引き回すことができる遊技機を提供することを目的とする。
【０７４４】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０７４５】
　本発明に係る遊技機は、
　電子部品を収容するための収容部材（例えば、本体ケース４４１）を備え、
　前記収容部材は、
　第１の壁部（例えば、背面部４４１Ａ）と、
　前記第１の壁部から連続して立設する第２の壁部（例えば、第２壁部４４１Ｂｂ）と、
　前記第２の壁部から連続して屈曲する第３の壁部（例えば、第１壁部４４１Ｂａ）と、
を有し、
　前記第１の壁部には、配線束を挿通するための第１の開口領域（例えば、第１の開口領
域４４３Ａ）が形成され、
　前記第３の壁部には、前記配線束を挿通するための第２の開口領域（例えば、挿通部４
４３Ｂａ）が形成され、
　前記第２の壁部には、前記第１の開口領域及び前記第２の開口領域に連続し、当該第２
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の開口領域に挿通された前記配線束を前記第１の開口領域まで導引可能な連通部（例えば
、連通部４４３Ｂｂ）が形成され、
　前記連通部は、前記第１の開口領域及び前記第２の開口領域よりも狭幅に形成されてい
ることを特徴とする。
【０７４６】
　このような構成によれば、第２の開口領域の挿通部に配線束の先端を挿入して収容部材
の一面側から反対面側へと配線束を案内した後、当該配線束を連通部に押し込んだ状態と
し、さらに配線束を連通部から第１の開口領域へと纏めて導引しておくことができるので
、電子部品が収容された収容部材の内側から外側へと配線束を容易に纏めて引き回すこと
ができる。
【０７４７】
［発明の効果］
　本発明によれば、電子部品が収容された内側から外側へと配線束を容易に纏めて引き回
すことができる。
【０７４８】
（付記６）
［背景技術］
　この種の遊技機には、遊技盤の前方に導光板を配置し、この導光板の左端面と上端面と
に光を入光可能な複数の発光手段（ＬＥＤ）を設け、左端面から入光した光と上端面から
入光した光とで異なる発光態様の画像を表示するように構成されたものが提案されている
（例えば、特開２０１６－５９４８３号公報参照）。
【０７４９】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、発光手段の配置箇所が導光板の左端面及び上端
面といった広範囲に及ぶので、発光手段の配置スペースや個数に応じてコストが増大して
しまう難点があった。
【０７５０】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、発光手段の配置スペースや個数を抑
えてコストを抑制しつつも多彩な発光演出を行うことができる遊技機を提供することを目
的とする。
【０７５１】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０７５２】
　本発明に係る遊技機は、
　発光手段（例えば、ＬＥＤ７５１，７５２，７５３）と、
　複数の反射領域（例えば、発光領域７４１，７４２，７４３）を有する導光板（例えば
、透明パネル７４０）と、を備え、
　前記発光手段は、前記導光板の周縁部（例えば、上端部７４０Ａ）から前記導光板の内
部に光を入光可能な位置に配置され、
　前記周縁部の所定の辺に対して第１の方向（例えば、直角方向）から光を入光させる第
１の発光手段（例えば、ＬＥＤ７５１）と、
　前記周縁部の前記所定の辺に対して前記第１の方向とは異なる第２の方向（例えば、斜
め方向）から光を入光させる第２の発光手段（例えば、ＬＥＤ７５２，７５３）と、を含
み、
　前記複数の反射領域は、前記周縁部から入光された光を遊技者が視認可能な正面側に反
射可能に設けられ、
　前記第２の発光手段から照射された光よりも前記第１の発光手段から照射された光を強
く反射可能な第１の反射領域（例えば、発光領域７４１）と、
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　前記第１の発光手段から照射された光よりも前記第２の発光手段から照射された光を強
く反射可能な第２の反射領域（例えば、発光領域７４２，７４３）と、を含むことを特徴
とする。
【０７５３】
　このような構成によれば、導光板の周縁部に複数の発光手段を配置し、第１の発光手段
から照射した光によって第１の反射領域を発光させる態様と第２の発光手段から照射した
光によって第２の反射領域を発光させる態様とで発光態様を変化させることができるので
、発光手段の配置スペースや個数を抑えてコストを抑制しつつも多彩な発光演出を行うこ
とができる。
【０７５４】
［発明の効果］
　本発明によれば、発光手段の配置スペースや個数を抑えてコストを抑制しつつも多彩な
発光演出を行うことができる。
【０７５５】
（付記６－１）
［背景技術］
　この種の遊技機には、遊技盤の前方に導光板を配置し、この導光板の左端面と上端面と
に光を入光可能な複数の発光手段（ＬＥＤ）を設け、左端面から入光した光と上端面から
入光した光とで異なる発光態様の画像を表示するように構成されたものが提案されている
（例えば、特開２０１６－５９４８３号公報参照）。
【０７５６】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、発光手段の配置箇所が導光板の左端面及び上端
面といった広範囲に及ぶので、発光手段の配置スペースや個数に応じてコストが増大して
しまう難点があった。
【０７５７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、発光手段の配置スペースや個数を抑
えてコストを抑制しつつも多彩な発光演出を行うことができる遊技機を提供することを目
的とする。
【０７５８】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０７５９】
　本発明に係る遊技機は、
　複数の発光手段（例えば、ＬＥＤ７５１，７５２，７５３）と、
　前記複数の発光手段からの光を正面側に向けて反射可能な複数の反射領域（例えば、発
光領域７４１，７４２，７４３）を有する導光板（例えば、透明パネル７４０）と、を備
え、
　前記複数の発光手段は、前記導光板の周縁部（例えば、上端部７４０Ａ）から前記導光
板の内部に光を入光可能な位置に配置され、
　前記周縁部の所定の辺に対して第１の方向（例えば、直角方向）から光を入光させる第
１の発光手段（例えば、ＬＥＤ７５１）と、
　前記周縁部の前記所定の辺に対して前記第１の方向とは異なる第２の方向（例えば、斜
め方向）に光を透過可能なレンズ部材（例えば、傾斜レンズ７６０，７７０）と、
　前記レンズ部材を通して前記周縁部に対して光を入光させる第２の発光手段（例えば、
ＬＥＤ７５２，７５３）と、を含み、
　前記複数の反射領域は、
　前記第２の発光手段から前記レンズ部材を透過して照射された光よりも前記第１の発光
手段から照射された光を強く反射可能な第１の反射領域（例えば、発光領域７４１）と、
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　前記第１の発光手段から照射された光よりも前記第２の発光手段から前記レンズ部材を
透過して照射された光を強く反射可能な第２の反射領域（例えば、発光領域７４２，７４
３）と、を含むことを特徴とする。
【０７６０】
　このような構成によれば、導光板の周縁部に複数の発光手段を配置し、第１の発光手段
から照射した光によって第１の反射領域を発光させる態様と第２の発光手段からレンズ部
材を透過して照射した光によって第２の反射領域を発光させる態様とで発光態様を変化さ
せることができるので、発光手段の配置スペースや個数を抑えてコストを抑制しつつも多
彩な発光演出を行うことができる。
【０７６１】
［発明の効果］
　本発明によれば、発光手段の配置スペースや個数を抑えてコストを抑制しつつも多彩な
発光演出を行うことができる。
【０７６２】
（付記６－２）
［背景技術］
　この種の遊技機には、遊技盤の前方に導光板を配置し、この導光板の左端面と上端面と
に光を入光可能な複数の発光手段（ＬＥＤ）を設け、左端面から入光した光と上端面から
入光した光とで異なる発光態様の画像を表示するように構成されたものが提案されている
（例えば、特開２０１６－５９４８３号公報参照）。
【０７６３】
［発明の概要］
［発明が解決しようとする課題］
　しかしながら、上記従来の遊技機では、発光手段の配置箇所が導光板の左端面及び上端
面といった広範囲に及ぶので、発光手段の配置スペースや個数に応じてコストが増大して
しまう難点があった。
【０７６４】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、発光手段の配置スペースや個数を抑
えてコストを抑制しつつも多彩な発光演出を行うことができる遊技機を提供することを目
的とする。
【０７６５】
［課題を解決するための手段］
　上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。
【０７６６】
　本発明に係る遊技機は、
　複数の発光手段（例えば、ＬＥＤ７５１，７５２，７５３）と、
　前記複数の発光手段からの光を正面側に向けて反射可能な複数の反射領域（例えば、発
光領域７４１，７４２，７４３）を有する導光板（例えば、透明パネル７４０）と、を備
え、
　前記複数の発光手段は、前記導光板の周縁部（例えば、上端部７４０Ａ）から前記導光
板の内部に光を入光可能な位置に配置され、
　前記周縁部の所定の辺に対して第１の方向（例えば、直角方向）から光を入光させる第
１の発光手段（例えば、ＬＥＤ７５１）と、
　前記周縁部の前記所定の辺に対して前記第１の方向とは異なる第２の方向（例えば、右
斜め下向き）から光を入光させる第２の発光手段（例えば、ＬＥＤ７５２）と、
　前記周縁部の前記所定の辺に対して前記第１の方向及び前記第２の方向とは異なる第３
の方向（例えば、左斜め下向き）から光を入光させる第３の発光手段（例えば、ＬＥＤ７
５３）と、を含み、
　前記複数の反射領域は、
　前記第２の発光手段及び前記第３の発光手段から照射された光よりも前記第１の発光手



(135) JP 2021-13513 A 2021.2.12

10

20

30

40

50

段から照射された光を強く反射可能な第１の反射領域（例えば、発光領域７４１）と、
　前記第１の発光手段及び前記第３の発光手段から照射された光よりも前記第２の発光手
段から照射された光を強く反射可能な第２の反射領域（例えば、発光領域７４２）と、
　前記第１の発光手段及び前記第２の発光手段から照射された光よりも前記第３の発光手
段から照射された光を強く反射可能な第３の反射領域（例えば、発光領域７４３）と、を
含むことを特徴とする。
【０７６７】
　このような構成によれば、導光板の周縁部に複数の発光手段を配置し、第１の発光手段
から照射した光によって第１の反射領域を発光させる態様と第２の発光手段から照射した
光によって第２の反射領域を発光させる態様と第３の発光手段から照射した光によって第
３の反射領域を発光させる態様とで発光態様を変化させることができるので、発光手段の
配置スペースや個数を抑えてコストを抑制しつつも多彩な発光演出を行うことができる。
【０７６８】
［発明の効果］
　本発明によれば、発光手段の配置スペースや個数を抑えてコストを抑制しつつも多彩な
発光演出を行うことができる。
【０７６９】
　以下では、図２６１から図２７４を参照して、本発明の第７実施形態に係る遊技システ
ム６００について説明する。
【０７７０】
　図２６１に示す遊技システム６００が図２に示す第１実施形態に係る遊技システム５０
０と異なる点は、遊技機１１に代えて遊技機９０００を具備する点である。遊技機９００
０は、増減数検出器１１１０に代えて増減数検出器９００１を具備する。増減数検出器９
００１は、各入賞センサ１０６１、アウト球カウントセンサ９０６３、球送りカウントセ
ンサ９０７５、上側ファール球カウントセンサ９１０３及び下側ファール球カウントセン
サ９１１４を具備する。増減数検出器９００１は、増減数検出信号を遊技媒体管理装置２
０へ出力する。遊技媒体管理装置２０は増減数検出信号に基づいて持ち球の増減数を決定
する。本実施形態では、増減数検出信号は、遊技球１９が各入賞センサ１０６１、アウト
球カウントセンサ９０６３、球送りカウントセンサ９０７５、上側ファール球カウントセ
ンサ９１０３及び下側ファール球カウントセンサ９１１４のいずれかを通過したかを示す
信号である。遊技媒体管理装置２０は、各入賞センサ１０６１、球送りカウントセンサ９
０７５、上側ファール球カウントセンサ９１０３及び下側ファール球カウントセンサ９１
１４から出力された増減数検出信号や、それらを参照して生成された遊技情報に基づいて
持ち球の増減数を決定する。不明球数については後述する。
【０７７１】
　図２６２に示すように、遊技機９０００は、第１実施形態に係る遊技機１１と同様に、
検知制御回路９９、表示装置制御基板１０３および遊技機接続基板２０１、主制御回路１
０６および副制御回路１０７を有している。これらは、マイクロコンピュータを主要な構
成部品として有している。マイクロコンピュータは、ＣＰＵおよび処理プログラム等が記
憶される記憶部（ＲＡＭ、ＲＯＭ等）により構成される。
【０７７２】
　検知制御回路９９は、各入賞センサ１０６１の他、第１電波センサ１００１、第１開放
センサ１００２、第２開放センサ１００３、遊技球ゼロセンサ１００４、ハンドルボリュ
ーム１００７、停止スイッチ１００８、タッチセンサ１００９及び着脱ユニットセンサ１
０１４と接続され、これらからの信号を受信する。また、検知制御回路９９は、球送りソ
レノイド９０７４及び発射モーター９０８２と接続され、これらの動作を制御する。
【０７７３】
　また、遊技機９０００は、第１接続部１０４および第２接続部１０５を有している。第
１接続部１０４は、各入賞センサ１０６１、アウト球カウントセンサ９０６３、球送りカ
ウントセンサ９０７５、上側ファール球カウントセンサ９１０３及び下側ファール球カウ
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ントセンサ９１１４に接続されている。前記各入賞センサ１０６１等は、第１接続部１０
４を介して、遊技媒体管理装置２０の遊技機接続基板２０１に接続されている。第２接続
部１０５は、表示装置制御基板１０３に接続されている。表示装置制御基板１０３は、第
２接続部１０５を介して、遊技媒体管理装置２０の遊技機接続基板２０１に接続される。
【０７７４】
　次に、図２６３から図２６９を用いて、遊技機９０００の具体的な構造について説明す
る。以下では、主として遊技機９０００が遊技機１１と異なる点（具体的には、遊技球１
９の循環経路に係る構造）について説明を行い、共通する部分については説明を省略する
。なお、第１実施形態に係る遊技機１１は、遊技中において遊技球１９が遊技機１１内を
循環する筐体内循環式（完全封入式）であるのに対して、第７実施形態に係る遊技機９０
００は、遊技中においては遊技球１９が島設備と遊技機９０００とを循環する島循環式で
ある。
【０７７５】
　遊技機９０００は、遊技盤９００２、タンク９０１０、第一補給球通路９０２０、振分
けユニット９０３０、第二補給球通路９０４０、球抜き通路９０５０、アウト球通路９０
６０、球送り装置９０７０、発射装置９０８０、案内通路９０９０、上側ファール球通路
９１００、下側ファール球通路９１１０及び球排出部９１２０を具備する。
【０７７６】
　図２６３、図２６４及び図２６６に示す遊技盤９００２は、遊技球１９が転動流下可能
な遊技領域１６０を有するものである。遊技盤９００２は、本体枠ベース板（不図示）に
着脱可能に設けられている。
【０７７７】
　図２６３、図２６４及び図２６６に示すタンク９０１０は、島設備（不図示）から供給
される遊技球１９を受け取る部分である。タンク９０１０は、上方が開口した器状に形成
される。タンク９０１０は、遊技盤９００２の上部の後方に設けられる。
【０７７８】
　図２６３、図２６４及び図２６６に示す第一補給球通路９０２０は、島設備から供給さ
れタンク９０１０が受け取った遊技球１９を下流側へ案内するものである。第一補給球通
路９０２０の一端は、タンク９０１０に接続される。第一補給球通路９０２０は、遊技盤
９００２の後方において、タンク９０１０との接続部分（一端）から左方に延びた後、遊
技盤９００２の左端部近傍に沿って下方に延びるように形成される。
【０７７９】
　図２６４及び図２６６に示す振分けユニット９０３０は、第一補給球通路９０２０を通
過した遊技球１９を、下流側の２つの通路（具体的には、後述する第二補給球通路９０４
０及び球抜き通路９０５０）のいずれかに振り分けるものである。振分けユニット９０３
０は、第一補給球通路９０２０の下端に接続される。振分けユニット９０３０は、遊技盤
９００２の左端部の後方に設けられる。振分けユニット９０３０は、切替板（不図示）を
具備し、当該切替板が動作することにより、後述する第二補給球通路９０４０又は球抜き
通路９０５０のいずれかに遊技球１９を供給可能とする。
【０７８０】
　図２６３から図２６６に示す第二補給球通路９０４０は、振分けユニット９０３０によ
って振分けられた遊技球１９を下流側（具体的には、後述する球送り装置９０７０）に供
給するものである。第二補給球通路９０４０は、上流側補給樋９０４１、下流側補給樋９
０４２及び接続部９０４３を具備する。
【０７８１】
　図２６４から図２６６に示す上流側補給樋９０４１は、第二補給球通路９０４０の上流
側の部分を構成するものである。上流側補給樋９０４１の一端は、振分けユニット９０３
０の下端の左部に接続される。上流側補給樋９０４１は、振分けユニット９０３０との接
続部分（一端）から適宜屈曲しながら遊技盤９００２よりも下方まで延びた後、略右方に
屈曲して、後述する発射装置９０８０の後方まで到達するように形成される（図２６４参
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照）。上流側補給樋９０４１は、その略右方に延びる部分が右方（下流側）に向かうにつ
れて上下方向の高さが低くなるように形成される。
【０７８２】
　下流側補給樋９０４２は、第二補給球通路９０４０の下流側の部分を構成するものであ
る。下流側補給樋９０４２の一端は、上流側補給樋９０４１の下流側端部の近傍に位置す
るように形成される。下流側補給樋９０４２は、その一端から後述する球送り装置９０７
０及び発射装置９０８０の右方において概ね前方に延びた後、球送り装置９０７０及び発
射装置９０８０の前方において左方に屈曲するように形成される。これにより、下流側補
給樋９０４２は、球送り装置９０７０及び発射装置９０８０を右方及び前方から取り囲む
ように形成される（図２６３及び図２６５参照）。下流側補給樋９０４２は、球送り装置
９０７０の前部まで延伸し、その先端（他端）が後述する球送り装置９０７０に接続され
る。
【０７８３】
　図２６４から図２６６に示す接続部９０４３は、上流側補給樋９０４１と下流側補給樋
９０４２とを接続するものである。接続部９０４３は、上流側補給樋９０４１と下流側補
給樋９０４２との間に設けられる。
【０７８４】
　図２６４から図２６６に示す球抜き通路９０５０は、振分けユニット９０３０によって
振分けられた遊技球１９を、島設備に排出するものである。球抜き通路９０５０の一端は
、振分けユニット９０３０の下端の右部に接続される。球抜き通路９０５０は、振分けユ
ニット９０３０との接続部分（一端）から適宜屈曲しながら上流側補給樋９０４１（の前
記略右方に延びる部分）よりも前方まで延びるように形成される（図２６４参照）。球抜
き通路９０５０は、上流側補給樋９０４１の前方を略右方に延びて、その右端部が後述す
る上側ファール球通路９１００（第一上流側ファール球樋９１０１）に接続される。
【０７８５】
　図２６３から図２６６に示すアウト球通路９０６０は、アウト口１６６を通過した遊技
球１９や各入賞口（不図示）を通過し遊技盤９００２の裏面側を流下する遊技球１９を集
合させて下流側へ案内する部分である。アウト球通路９０６０は、アウト球受け部９０６
１及びアウト球樋９０６２を具備する。また、アウト球通路９０６０には、アウト球カウ
ントセンサ９０６３が設けられる。
【０７８６】
　図２６４から図２６６に示すアウト球受け部９０６１は、アウト口１６６を通過した遊
技球１９や各入賞口を通過した遊技球１９を受け取る部分である。アウト球受け部９０６
１は、アウト口１６６の直ぐ後下方に設けられる（図２６４参照）。アウト球受け部９０
６１は、上方が開口した器状に形成される。アウト球受け部９０６１の底面は、遊技機９
０００の左右中央側に向かうにつれて上下方向の高さが低くなるように形成される。アウ
ト球受け部９０６１の底面の略左右中央には、開口部（不図示）が形成される。
【０７８７】
　図２６４から図２６６に示すアウト球樋９０６２は、アウト球受け部９０６１で受け取
った遊技球１９を下流側へ案内する部分である。アウト球樋９０６２の一端（上端）は、
アウト球受け部９０６１の前記開口部（不図示）に接続される。アウト球樋９０６２は、
アウト球受け部９０６１の開口部との接続部分（一端）から、上流側補給樋９０４１より
も前方において左下方に延びた後、右下方に屈曲するように形成される。アウト球樋９０
６２の他端（下端）は、後述する球排出部９１２０に接続される。
【０７８８】
　図２６５に示すアウト球カウントセンサ９０６３は、アウト口１６６から流入してアウ
ト球通路９０６０を通過した遊技球１９や各入賞口を通過した遊技球１９を検出するもの
である。アウト球カウントセンサ９０６３は、アウト球樋９０６２の中途部に設けられる
。アウト球カウントセンサ９０６３は、アウト球樋９０６２のアウト球カウントセンサ９
０６３が設けられた部分を通過した遊技球１９を検出すると、増減数検出信号を遊技媒体
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管理装置２０に送信する。
【０７８９】
　図２６３及び図２６５から図２６９に示す球送り装置９０７０は、遊技球１９を下流側
（具体的には、後述する発射装置９０８０）に供給するものである。球送り装置９０７０
は、球送り装置カバー９０７１、球送り装置ベース９０７２、球送りレバー９０７３、球
送りソレノイド９０７４及び球送りカウントセンサ９０７５を具備する。
【０７９０】
　図２６７及び図２６８に示す球送り装置カバー９０７１は、球送り装置９０７０の前部
を構成する部分である。なお、図２６９においては、球送り装置カバー９０７１の図示を
省略している。球送り装置カバー９０７１には、球入口９０７１ａが形成される。
【０７９１】
　球入口９０７１ａは、島設備から補給される遊技球１９の入口である。球入口９０７１
ａは、球送り装置カバー９０７１の中央部が貫通するように形成される。球入口９０７１
ａは、下流側補給樋９０４２の下流側端部と接続される（図２６５参照）。
【０７９２】
　図２６７から図２６９に示す球送り装置ベース９０７２は、球送り装置９０７０の主た
る構造体を構成するものである。球送り装置ベース９０７２は、球送り装置カバー９０７
１によって前方から覆われている。球送り装置ベース９０７２には、案内路９０７２ａ及
び球出口９０７２ｂが形成される。
【０７９３】
　図２６７及び図２６９に示す案内路９０７２ａは、球入口９０７１ａから入ってきた遊
技球１９を下流側へ案内するものである。案内路９０７２ａは、リブが前方に立ち上がる
ことで形成される。案内路９０７２ａは、正面視において球入口９０７１ａと重複する位
置に形成されることにより、球入口９０７１ａに接続される。案内路９０７２ａは、球入
口９０７１ａとの接続部分（一端）から左下方に延びるように形成される。また、案内路
９０７２ａには、球入口９０７１ａから入ってきた遊技球１９を左下方に案内する案内リ
ブ９０７２ｃが形成されている（図２６９（ｂ）参照）。
【０７９４】
　図２６８及び図２６９に示す球出口９０７２ｂは、案内路９０７２ａによって案内され
た遊技球１９の出口である。球出口９０７２ｂには、案内路９０７２ａの他端（左端）が
接続される。球出口９０７２ｂは、球送り装置ベース９０７２の後部が開口するように形
成される。
【０７９５】
　図２６７及び図２６９に示す球送りレバー９０７３は、球出口９０７２ｂから遊技球１
９を排出するか否かを切り替えるものである。球送りレバー９０７３は、長手方向を略左
右方向に向けて配置される。球送りレバー９０７３の左端部には、揺動軸９０７３ａが設
けられる。球送りレバー９０７３は、その右端部が揺動軸９０７３ａ回りに所定の範囲（
揺動範囲）において上下に揺動可能に球送り装置ベース９０７２に支持される。また、球
送りレバー９０７３には、当該球送りレバー９０７３の右端部が切り欠かれるように形成
された切欠部９０７３ｂが形成されている。
【０７９６】
　図２６７及び図２６９に示す球送りソレノイド９０７４は、球送りレバー９０７３を回
動させるものである。球送りソレノイド９０７４は、球送りレバー９０７３の上方に設け
られる。球送りソレノイド９０７４に電力が供給（通電）されることにより、球送りソレ
ノイド９０７４は、球送りレバー９０７３を吸引し正面視で反時計回りに回動させる。こ
れにより、球送りレバー９０７３の右端部が前記揺動範囲において最も上方まで回動され
る。一方、球送りソレノイド９０７４への電力の供給が停止される（非通電となる）こと
により、球送りソレノイド９０７４は球送りレバー９０７３を吸引しなくなる。これによ
り、球送りレバー９０７３の右端部が前記揺動範囲において最も下方まで回動される（元
の位置に戻る）。
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【０７９７】
　球送りソレノイド９０７４に通電されていないときには、球送りレバー９０７３の右端
は前記揺動範囲において最も下方に位置している。このときに案内路９０７２ａを通過し
てきた遊技球１９は、球送りレバー９０７３の右端部に当接することで、球出口９０７２
ｂへの進入が防止される（図２６９（ａ）参照）。そして、球送りソレノイド９０７４に
通電されると、球送りレバー９０７３の右端部は前記揺動範囲において最も上方まで回動
される（正面視で反時計回りに回動される）。すると、遊技球１９は、球送りレバー９０
７３の切欠部９０７３ｂ内に進入し、当該切欠部９０７３ｂに保持される。そして、球送
りソレノイド９０７４が再び非通電となると、球送りレバー９０７３の右端は前記揺動範
囲において最も下方まで回動される（正面視で時計回りに回動される）。これにより、切
欠部９０７３ｂに保持された遊技球１９は、球出口９０７２ｂと対向する位置に案内され
、当該球出口９０７２ｂから排出される。このように、球送りレバー９０７３が１回揺動
することにより、遊技球１９が後述する発射装置９０８０に１球ずつ案内される。
【０７９８】
　図２６８に示す球送りカウントセンサ９０７５は、球送り装置９０７０から発射装置９
０８０に送られる遊技球１９を検出するものである。球送りカウントセンサ９０７５は、
球出口９０７２ｂ付近に設けられる。球送りカウントセンサ９０７５は、球出口９０７２
ｂを通過した遊技球１９を検出すると、増減数検出信号を遊技媒体管理装置２０に送信す
る。
【０７９９】
　図２６３から図２６８に示す発射装置９０８０は、遊技盤９００２の遊技領域１６０に
遊技球１９を発射するものである。発射装置９０８０は、球送り装置９０７０から発射位
置に供給された遊技球１９を遊技領域１６０に発射する。発射装置９０８０は、発射杵９
０８１及び発射モーター９０８２を具備する。
【０８００】
　図２６７に示す発射杵９０８１は、遊技球１９を発射するために弾く部分である。発射
杵９０８１は、正面視略Ｌ字状に形成される。発射杵９０８１は、その延伸部が上端及び
右端に位置するように配置される。発射杵９０８１の中途部には、揺動軸９０８１ａが設
けられる。発射杵９０８１は、その下端部が揺動軸９０８１ａ回りに左右に揺動可能に支
持される。発射杵９０８１の下端が左方に（正面視時計回り方向に）回動することにより
、遊技球１９を打撃し、発射レール９０８３を転動して当該遊技球１９が発射装置９０８
０から斜め上方へと発射される。
【０８０１】
　図２６７に示す発射モーター９０８２は、発射杵９０８１を揺動させるものである。発
射モーター９０８２は、発射杵９０８１の後方に設けられる。発射モーター９０８２が駆
動することにより、発射杵９０８１の下端を左方に（正面視時計回り方向に）回動させる
。これにより、発射杵９０８１によって遊技球１９を発射させる。
【０８０２】
　図２６３及び図２６５に示す案内通路９０９０は、発射装置９０８０から発射された遊
技球１９を遊技領域１６０に案内するものである。案内通路９０９０は、下側ガイドレー
ル９０９１及び上側ガイドレール９０９２を具備する。
【０８０３】
　図２６３及び図２６５に示す下側ガイドレール９０９１は、案内通路９０９０の下部を
構成する部分である。下側ガイドレール９０９１は、遊技球１９が通過可能な斜面状に形
成される。下側ガイドレール９０９１の一端（下端）は、発射装置９０８０の発射レール
９０８３に接続される。下側ガイドレール９０９１は、その一端から左上方に延びて、遊
技盤９００２の直ぐ下方まで到達するように形成される。即ち発射装置９０８０によって
発射された遊技球１９は、発射レール９０８３上を転動した後に下側ガイドレール９０９
１上を転動し、その後上側ガイドレール９０９２上を転動して遊技領域１６０に到達する
。下側ガイドレール９０９１には、上回収口９０９１ａ及び下回収口９０９１ｂが設けら
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れる。
【０８０４】
　図２６５に示す上回収口９０９１ａは、発射装置９０８０により発射され、上側ガイド
レール９０９２に到達したにもかかわらず、遊技領域１６０に到達しなかった遊技球１９
（以下、「ファール球」という）を回収するものである。上回収口９０９１ａは、下側ガ
イドレール９０９１の斜面が開口するように形成される。上回収口９０９１ａは、遊技球
１９（ファール球）が通過可能な大きさに形成される。上回収口９０９１ａは、遊技盤９
００２よりも下方、かつ、球送り装置９０７０及び発射装置９０８０よりも上方に形成さ
れる。
【０８０５】
　図２６５に示す下回収口９０９１ｂは、発射装置９０８０により発射されたが、上側ガ
イドレール９０９２にまで到達しなかった遊技球１９（ファール球）を回収するものであ
る。下回収口９０９１ｂは、下側ガイドレール９０９１の斜面が開口するように形成され
る。下回収口９０９１ｂは、遊技球１９（ファール球）が通過可能な大きさに形成される
。下回収口９０９１ｂは、遊技盤９００２よりも下方、かつ、球送り装置９０７０及び発
射装置９０８０よりも上方に形成される。下回収口９０９１ｂは、上回収口９０９１ａよ
りも下方に（発射装置９０８０に近い位置に）設けられる。
【０８０６】
　図２６３に示す上側ガイドレール９０９２は、案内通路９０９０の上部を構成する部分
である。上側ガイドレール９０９２の一端（下端）は、遊技盤９００２の下方において、
下側ガイドレール９０９１の上端の近傍に位置するように形成される。上側ガイドレール
９０９２は、その一端（下端）から遊技盤９００２の遊技領域１６０の上端近傍まで延び
るように形成される。上側ガイドレール９０９２は、遊技盤９００２の遊技領域１６０に
沿って略円弧状に延びるように形成される。
【０８０７】
　このように形成された案内通路９０９０によって、発射装置９０８０から発射された遊
技球１９を発射装置９０８０よりも上方に案内しつつ、当該案内通路９０９０（上側ガイ
ドレール９０９２）の上側端部から遊技領域１６０に遊技球１９を射出可能となる。
【０８０８】
　図２６３から図２６６に示す上側ファール球通路９１００は、上回収口９０９１ａによ
り回収された遊技球１９（ファール球）を、下流側に誘導するものである。上側ファール
球通路９１００は、第一上流側ファール球樋９１０１及び第一下流側ファール球樋９１０
２を具備する。また、上側ファール球通路９１００には、上側ファール球カウントセンサ
９１０３が設けられる。
【０８０９】
　図２６４から図２６６に示す第一上流側ファール球樋９１０１は、上側ファール球通路
９１００の上流側の部分を構成するものである。第一上流側ファール球樋９１０１の一端
は、上回収口９０９１ａに接続される。第一上流側ファール球樋９１０１は、その一端か
ら適宜屈曲しながら後方に延びて、上流側補給樋９０４１（の前記略右方に延びる部分）
のすぐ前方まで到達するように形成される。第一上流側ファール球樋９１０１の後端部に
は、球抜き通路９０５０の下流側端部が接続される（図２６４参照）。
【０８１０】
　図２６４から図２６６に示す第一下流側ファール球樋９１０２は、上側ファール球通路
９１００の下流側の部分を構成するものである。第一下流側ファール球樋９１０２の一端
は、第一上流側ファール球樋９１０１の後端部（下流側端部）に接続される。第一下流側
ファール球樋９１０２は、その一端から略右下方に延びて、アウト球樋９０６２の中途部
に接続するように形成される。第一下流側ファール球樋９１０２の他端（右端）は、アウ
ト球カウントセンサ９０６３よりも下流側でアウト球樋９０６２に接続される（図２６５
参照）。
【０８１１】
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　図２６５に示す上側ファール球カウントセンサ９１０３は、上回収口９０９１ａにより
回収され上側ファール球通路９１００を通過する遊技球１９（ファール球）を検出するも
のである。上側ファール球カウントセンサ９１０３は、上側ファール球通路９１００（第
一下流側ファール球樋９１０２）の中途部に設けられる。上側ファール球カウントセンサ
９１０３は、上側ファール球通路９１００を通過する遊技球１９（ファール球）を検出す
ると、増減数検出信号を遊技媒体管理装置２０に送信する。
【０８１２】
　図２６３から図２６６に示す下側ファール球通路９１１０は、下回収口９０９１ｂによ
り回収された遊技球１９（ファール球）を、下流側に誘導するものである。下側ファール
球通路９１１０は、第二上流側ファール球樋９１１１、第二下流側ファール球樋９１１２
及び接続部９１１３を具備する。また、下側ファール球通路９１１０には、下側ファール
球カウントセンサ９１１４が設けられる。
【０８１３】
　図２６５及び図２６６に示す第二上流側ファール球樋９１１１は、下側ファール球通路
９１１０の上流側の部分を構成するものである。第二上流側ファール球樋９１１１の一端
は、下回収口９０９１ｂに接続される。第二上流側ファール球樋９１１１は、その一端か
ら左方に延びるように形成される。
【０８１４】
　図２６５及び図２６６に示す第二下流側ファール球樋９１１２は、下側ファール球通路
９１１０の下流側の部分を構成するものである。第二下流側ファール球樋９１１２の一端
は、第二上流側ファール球樋９１１１の左端（下流側端部）の近傍に位置するように形成
される。第二下流側ファール球樋９１１２は、その一端から後方に延びた後、右方に屈曲
するように形成される。第二下流側ファール球樋９１１２の他端（右端）は、アウト球樋
９０６２の右端（下流側端部）の近傍まで延びるように形成される。
【０８１５】
　図２６５及び図２６６に示す接続部９１１３は、第二上流側ファール球樋９１１１と第
二下流側ファール球樋９１１２とを接続するものである。接続部９１１３は、第二上流側
ファール球樋９１１１と第二下流側ファール球樋９１１２との間に、遊技球１９が通過可
能に設けられる。
【０８１６】
　図２６５に示す下側ファール球カウントセンサ９１１４は、下回収口９０９１ｂにより
回収され下側ファール球通路９１１０を通過する遊技球１９（ファール球）を検出するも
のである。下側ファール球カウントセンサ９１１４は、下側ファール球通路９１１０（第
二上流側ファール球樋９１１１）の中途部に設けられる。下側ファール球カウントセンサ
９１１４は、下側ファール球通路９１１０を通過する遊技球１９（ファール球）を検出す
ると、増減数検出信号を遊技媒体管理装置２０に送信する。
【０８１７】
　図２６３から図２６６に示す球排出部９１２０は、遊技球１９を遊技機９０００の外部
（島設備）に排出するためのものである。球排出部９１２０は、アウト球樋９０６２の下
流側端部及び第二下流側ファール球樋９１１２の下流側端部と接続される（図２６６参照
）。球排出部９１２０には、球排出口９１２１が形成される。
【０８１８】
　図２６６に示す球排出口９１２１は、遊技球１９を島設備に排出するものである。球排
出口９１２１は、球排出部９１２０が下方に開口するように形成される。このように球排
出口９１２１が形成されることにより、アウト球通路９０６０を通過した遊技球１９、及
び下側ファール球通路９１１０を通過した遊技球１９が当該球排出口９１２１から島設備
に排出可能である。
【０８１９】
　次に、図２７０（ａ）を用いて、遊技機９０００側の増減数検出信号処理について説明
する。図２７０（ａ）に示す増減数検出信号処理が図４（ａ）に示す第１実施形態に係る
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増減数検出信号処理と異なる点は、ステップＳ１０１に代えてステップＳ３１１を行う点
である。したがって、第１実施形態と同一のステップについては説明を省略する。
【０８２０】
　図２７０（ａ）に示すステップＳ３１１において、増減数検出器９００１によって遊技
球１９が検出された否かが判定される。すなわち、ステップＳ３１１においては、各入賞
センサ１０６１、アウト球カウントセンサ９０６３、球送りカウントセンサ９０７５、上
側ファール球カウントセンサ９１０３又は下側ファール球カウントセンサ９１１４によっ
て遊技球１９が検出された否かが判定される。増減数検出器９００１によって遊技球１９
が検出されない場合（ステップＳ３１１でＮＯ）、ステップＳ１０３が実行される。一方
、増減数検出器９００１によって遊技球１９が検出された場合（ステップＳ３１１でＹＥ
Ｓ）、増減数検出信号が遊技媒体管理装置２０へ出力される（ステップＳ１０２）。
【０８２１】
　次に、図２７０（ｂ）及び図２７１（ａ）を用いて、遊技媒体管理装置２０側の第一増
減数検出信号処理について説明する。
【０８２２】
　図２７０（ｂ）に示すステップＳ３２１において、遊技媒体管理装置２０の管理装置制
御部２０２において、増減数検出信号が受信されたか否かが判定される。増減数検出信号
が受信されない場合（ステップＳ３２１でＮＯ）、ステップＳ３２１が再実行される。一
方、増減数検出信号が受信された場合は（ステップＳ３２１でＹＥＳ）、管理装置制御部
２０２はステップＳ３２２に処理を移す。
【０８２３】
　ステップＳ３２２において、管理装置制御部２０２は、増減数検出信号の出力元を特定
する。具体的には、管理装置制御部２０２は、増減数検出信号に基づいて、当該増減数検
出信号が各入賞センサ１０６１、球送りカウントセンサ９０７５、上側ファール球カウン
トセンサ９１０３又は下側ファール球カウントセンサ９１１４のいずれから送信されたも
のであるかを特定する。この処理を終了した場合には、管理装置制御部２０２はステップ
Ｓ３２３に処理を移す。
【０８２４】
　ステップＳ３２３において、管理装置制御部２０２は、持ち球管理処理を行う。この処
理において、図２７１（ａ）に示すように、持ち球数が加算又は減算される。具体的には
、始動口１６１、大入賞口１６４、および一般入賞口１６８それぞれに持ち球の増加数（
賞球数）が予め設定されており、特定された入賞口に応じた賞球数の分だけ持ち球数が加
算される。球送りカウントセンサ９０７５から増減数検出信号が出力された場合は、持ち
球数が１減算される。上側ファール球カウントセンサ９１０３又は下側ファール球カウン
トセンサ９１１４から増減数検出信号が出力された場合は、持ち球数が１加算される。ま
た、遊技媒体の貸出操作が行われた場合は、貸出球数に応じて持ち球数が加算される。ま
た、計数操作（遊技媒体の返却）が行われた場合は、持ち球数はクリアされ０とされる。
この処理を終了した場合には、管理装置制御部２０２はステップＳ３２４に処理を移す。
【０８２５】
　ステップＳ３２４において、管理装置制御部２０２は、持ち球数を遊技機９０００に送
信する。管理装置制御部２０２は、この処理を終了した場合には、第一増減数検出信号処
理ルーチンを終了する。
【０８２６】
　次に、図２７０（ｃ）及び図２７１（ｂ）を用いて、遊技媒体管理装置２０側の第二増
減数検出信号処理について説明する。
【０８２７】
　図２７０（ｃ）に示すステップＳ３２５において、遊技媒体管理装置２０の管理装置制
御部２０２において、増減数検出信号が受信されたか否かが判定される。増減数検出信号
が受信されない場合（ステップＳ３２５でＮＯ）、ステップＳ３２５が再実行される。一
方、増減数検出信号が受信された場合は（ステップＳ３２５でＹＥＳ）、管理装置制御部
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２０２はステップＳ３２６に処理を移す。
【０８２８】
　ステップＳ３２６において、管理装置制御部２０２は、増減数検出信号の出力元を特定
する。具体的には、管理装置制御部２０２は、増減数検出信号に基づいて、当該増減数検
出信号がアウト球カウントセンサ９０６３、球送りカウントセンサ９０７５、上側ファー
ル球カウントセンサ９１０３又は下側ファール球カウントセンサ９１１４のいずれから送
信されたものであるかを特定する。この処理を終了した場合には、管理装置制御部２０２
はステップＳ３２７に処理を移す。
【０８２９】
　ステップＳ３２７において、管理装置制御部２０２は、不明球管理処理を行う。ここで
、「不明球」とは、球送り装置９０７０から発射装置９０８０に送られた後、存在が確認
されない遊技球１９のことをいう。この処理において、図２７１（ｂ）に示すように、不
明球数が加算又は減算される。具体的には、球送りカウントセンサ９０７５から増減数検
出信号が出力された場合は、不明球数が１加算される。上側ファール球カウントセンサ９
１０３又は下側ファール球カウントセンサ９１１４から増減数検出信号が出力された場合
は、不明球数が１減算される。アウト球カウントセンサ９０６３から増減数検出信号が出
力された場合（すなわち、アウト口１６６を通過した遊技球１９及び各入賞口を通過した
遊技球１９が検出された場合）は、不明球数が１減算される。この処理を終了した場合に
は、管理装置制御部２０２はステップＳ３２８に処理を移す。
【０８３０】
　ステップＳ３２８において、管理装置制御部２０２は、不明球数を遊技機９０００に送
信する。この処理を終了した場合には、管理装置制御部２０２はステップＳ３２９に処理
を移す。
【０８３１】
　ステップＳ３２９において、管理装置制御部２０２は、不明球報知処理を行う。不明球
報知処理は、図２７２に示すフローチャートに従って行われる。
【０８３２】
　図２７２に示すステップ３３１において、管理装置制御部２０２は、不明球数がマイナ
ス閾値より少ない（マイナス閾値を超えた）か否かを判定する。ここで、マイナス閾値は
予め設定された負の値であり、任意の値とすることができる。
【０８３３】
　管理装置制御部２０２は、不明球数がマイナス閾値より少ないと判定した場合（ステッ
プＳ３３１で「ＹＥＳ」）、ステップＳ３３３に処理を移す。一方、管理装置制御部２０
２は、不明球数がマイナス閾値より少なくないと判定した場合（ステップＳ３３１で「Ｎ
Ｏ」）、ステップＳ３３２に処理を移す。
【０８３４】
　なお、不明球数がマイナス閾値より少ない場合（ステップＳ３３１で「ＹＥＳ」）とは
、球送りソレノイド９０７４で遊技球１９が検出されていないにもかかわらず、アウト球
カウントセンサ９０６３、上側ファール球カウントセンサ９１０３又は下側ファール球カ
ウントセンサ９１１４で遊技球１９が検出された場合であって、遊技システム６００の外
部から遊技球１９が取り込まれたことを示している。すなわち、不明球数がマイナス閾値
より少ない場合（ステップＳ３３１で「ＹＥＳ」）とは、不正入賞や不正な遊技の可能性
があることを示している。
【０８３５】
　ステップ３３２において、管理装置制御部２０２は、不明球数がプラス閾値より多い（
プラス閾値を超えた）か否かを判定する。ここで、プラス閾値は予め設定された正の値で
あり、任意の値とすることができる。
【０８３６】
　管理装置制御部２０２は、不明球数がプラス閾値より多いと判定した場合（ステップＳ
３３２で「ＹＥＳ」）、ステップＳ３３３に処理を移す。一方、管理装置制御部２０２は
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、不明球数がプラス閾値より多くないと判定した場合（ステップＳ３３２で「ＮＯ」）、
不明球報知処理ルーチンを終了する。
【０８３７】
　なお、不明球数がプラス閾値より多い場合（ステップＳ３３２で「ＹＥＳ」）とは、遊
技領域１６０において遊技球１９が数珠繋ぎになって詰まっている状態（所謂ブドウの発
生）等の盤面異常状態の可能性があることを示している。
【０８３８】
　ステップＳ３３３において、管理装置制御部２０２は、不明球報知処理を行う。この処
理において、管理装置制御部２０２は、マイナス閾値より少ないこと、又はプラス閾値よ
り多いことを、例えば第１液晶表示装置１０２に表示させることにより、従業員等に報知
する。この処理を終了した場合には、不明球報知処理ルーチンを終了する。
【０８３９】
［発射処理］
　次に、図２７３を用いて、発射処理について説明する。
【０８４０】
　遊技機９０００における発射処理（図２７３参照）が第１実施形態に係る遊技機１１に
おける発射処理（図１９参照）と異なる点は、ステップＳ３０２及びステップＳ３０４を
行わない点である。すなわち、図２７０に示す発射処理においては、持ち球数が０であっ
ても、ハンドル１０２６が操作されると発射杵９０８１が回動される。
【０８４１】
［球送り処理］
　次に、図２７４を用いて、球送り処理について説明する。
【０８４２】
　図２７４に示すように、ステップＳ３４１において、メインＣＰＵは、ハンドル１０２
６の操作を検出したか否かを判定する。この処理において、メインＣＰＵは、タッチセン
サ１００９からの検出信号を受信した場合に、ハンドル１０２６の操作を検出したと判定
する。
【０８４３】
　メインＣＰＵは、ハンドル１０２６の操作を検出したと判定した場合（ステップＳ３４
１で「ＹＥＳ」）、ステップＳ３４２に処理を移す。一方、メインＣＰＵは、ハンドル１
０２６の操作を検出していないと判定した場合（ステップＳ３４１で「ＮＯ」）、球送り
処理ルーチンを終了する。
【０８４４】
　ステップＳ３４２において、メインＣＰＵは、持ち球数が０であるか否かを判定する。
この処理において、メインＣＰＵは、表示基板１０２２から持ち球数が０である旨を示す
信号を受信しているか否かに基づいて、持ち球数が０であるか否かを判定する。
【０８４５】
　メインＣＰＵは、持ち球数が０ではないと判定した場合（ステップＳ３４２で「ＮＯ」
）、ステップＳ３４３に処理を移す。一方、メインＣＰＵは、持ち球数が０であると判定
した場合（ステップＳ３４２で「ＹＥＳ」）、球送り処理ルーチンを終了する。
【０８４６】
　ステップＳ３４３において、メインＣＰＵは、球送り装置作動処理を行う。この処理に
おいて、メインＣＰＵは、球送りソレノイド９０７４に通電を行った後再び非通電とする
ことにより、球送りレバー９０７３を１回揺動させる。これにより、遊技球１９は、球出
口９０７２ｂから排出され、発射装置９０８０へと送られる。メインＣＰＵは、この処理
を終了した場合には、ステップＳ３４４に処理を移す。
【０８４７】
　ステップＳ３４４において、メインＣＰＵは、遊技機側増減数検出信号処理を行う。こ
の処理において、メインＣＰＵは、図２７０（ａ）に示す遊技機側増減数検出信号処理を
行う。この処理を終了した場合には、球送り処理ルーチンを終了する。
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【０８４８】
　次に、遊技機９０００における遊技球１９の流れを説明する。
【０８４９】
　島設備（不図示）からタンク９０１０に遊技球１９が供給される。タンク９０１０に供
給された遊技球１９は、第一補給球通路９０２０を通過し、振分けユニット９０３０に供
給される。振分けユニット９０３０の切替板（不図示）の状態により、遊技球１９は第二
補給球通路９０４０又は球抜き通路９０５０のいずれかに供給される（図２６４参照）。
以下、遊技球１９が第二補給球通路９０４０に供給された場合について説明し、球抜き通
路９０５０に供給された場合については後述する。
【０８５０】
　第二補給球通路９０４０に供給された遊技球１９は、当該第二補給球通路９０４０を通
過し、球送り装置９０７０の球入口９０７１ａに供給される（図２６３及び図２６５参照
）。球入口９０７１ａに供給された遊技球１９は、案内路９０７２ａによって球出口９０
７２ｂの近傍まで案内される。
【０８５１】
　このとき、球送りソレノイド９０７４が駆動していない場合（球送りレバー９０７３が
図２６９（ａ）に示す位置にある場合）、遊技球１９は球出口９０７２ｂから排出されな
い。したがって、遊技球１９は、発射装置９０８０に供給されない。
【０８５２】
　一方、ハンドル１０２６の操作があり（ステップＳ３４１でＹＥＳ）、持ち球数が０で
ない場合（ステップＳ３４２でＮＯ）、球送り装置作動処理（ステップＳ３４３）が行わ
れる。球送り装置作動処理において球送りレバー９０７３が１回揺動することにより、遊
技球１９は球出口９０７２ｂから排出される。球送りカウントセンサ９０７５が球出口９
０７２ｂを通過した遊技球１９を検出することにより、持ち球数が１減算され、不明球数
が１加算される。球出口９０７２ｂを通過した遊技球１９は、発射装置９０８０に供給さ
れる。
【０８５３】
　発射装置９０８０に送られた遊技球１９は、ハンドルボリューム１００７が検出したハ
ンドル１０２６への操作に応じた強度で発射モーター９０８２が動作されることにより、
案内通路９０９０によって案内されて遊技領域１６０に発射される（ステップＳ３０３）
。
【０８５４】
　遊技領域１６０に発射された遊技球１９が各入賞口を通過した場合、各入賞センサ１０
６１が各入賞口を通過する遊技球１９を検出することにより、入賞口に応じた賞球数の分
だけ持ち球数が加算される。各入賞口を通過した遊技球１９は、遊技盤９００２の裏面側
に設けられた樋（不図示）を通過して、アウト球通路９０６０に送られる。アウト球カウ
ントセンサ９０６３がアウト球通路９０６０を通過する遊技球１９を検出することにより
、不明球数が１減算される。
【０８５５】
　一方、遊技領域１６０に発射され、各入賞口を通過せずにアウト口１６６を通過した遊
技球１９は、アウト球通路９０６０に送られる。当該遊技球１９は、アウト球通路９０６
０を通過し、球排出口９１２１から島設備に排出される。この際、アウト球カウントセン
サ９０６３がアウト球通路９０６０を通過する遊技球１９を検出することにより、不明球
数が１減算される。
【０８５６】
　一方、発射装置９０８０により発射されたにもかかわらず、遊技領域１６０に到達しな
かった遊技球１９（ファール球）は、上回収口９０９１ａ又は下回収口９０９１ｂによっ
て回収される。
【０８５７】
　上回収口９０９１ａによって回収された遊技球１９は、上側ファール球通路９１００に
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送られる。当該遊技球１９は、上側ファール球通路９１００及び当該上側ファール球通路
９１００に接続されたアウト球通路９０６０を通過し、球排出口９１２１から島設備に排
出される。この際、上側ファール球カウントセンサ９１０３が上側ファール球通路９１０
０を通過する遊技球１９を検出することにより、持ち球数が１加算され、不明球数が１減
算される。
【０８５８】
　下回収口９０９１ｂによって回収された遊技球１９は、下側ファール球通路９１１０に
送られる。当該遊技球１９は、下側ファール球通路９１１０及び当該下側ファール球通路
９１１０に接続された球排出部９１２０を通過し、球排出口９１２１から島設備に排出さ
れる。この際、下側ファール球カウントセンサ９１１４が下側ファール球通路９１１０を
通過する遊技球１９を検出することにより、持ち球数が１加算され、不明球数が１減算さ
れる。
【０８５９】
　一方、振分けユニット９０３０によって遊技球１９が球抜き通路９０５０に供給された
場合、当該遊技球１９は、球抜き通路９０５０を介して、当該球抜き通路９０５０に接続
された上側ファール球通路９１００に送られる。その後、遊技球１９は、上側ファール球
通路９１００を介して、当該上側ファール球通路９１００に接続されたアウト球樋９０６
２に送られる。その後、遊技球１９は、アウト球樋９０６２を介して、当該アウト球樋９
０６２に接続された球排出部９１２０に送られ、球排出口９１２１から島設備に排出され
る。
【０８６０】
　このように、遊技球１９は島設備から供給され、遊技盤９００２に発射された後、再び
島設備に排出される。そして、持ち球数が管理されており、持ち球数に応じて計数（返却
）の要求に基づく処理が実行される。よって、遊技球１９は遊技機９０００の外部に排出
されるものの、遊技者が実際に遊技球１９に触れることはない。したがって、例えば遊技
球１９が不正行為者により不正の遊技球に交換されることを防止し、不正防止を図ること
ができる。
【０８６１】
　さらに、本実施形態においては、不明球数が管理されている（図２７０（ｃ）に示すス
テップＳ３２７）。そして、不明球数がマイナス閾値より少ない場合（図２７２に示すス
テップＳ３３１でＹＥＳ）、又は不明球数がプラス閾値より多い場合（図２７２に示すス
テップＳ３３２でＹＥＳ）、その旨が従業員等に報知される（図２７２に示すステップＳ
３３３）。これにより、従業員等は、不明球数がマイナス閾値より少ない場合には、不正
入賞や不正な遊技の可能性があることを把握することができる。また、従業員等は、不明
球数がプラス閾値より多い場合には、ブドウ発生等の盤面異常状態の可能性があることを
把握することができる。このように、不明球数を管理することにより、これらの不正や異
常状態の発生の可能性を把握することができ、適切な対応を図ることができる。
【０８６２】
　また、本実施形態においては、ファール球の回収手段として２つの回収口（上回収口９
０９１ａ及び下回収口９０９１ｂ）が案内通路９０９０（下側ガイドレール９０９１）に
上下に間隔をおいて設けられている。下側ガイドレール９０９１の上端付近まで到達した
遊技球１９や、上側ガイドレール９０９２まで到達したものの遊技領域１６０に到達しな
かった遊技球１９は、上回収口９０９１ａによって回収することができる。
　また、打ち出し強度が極端に弱くて上回収口９０９１ａにも到達しない遊技球１９は、
発射位置に戻ってくる。このような遊技球１９が複数発生し、下側ガイドレール９０９１
の下端に数珠繋ぎとなって滞留した場合であっても、発射位置に近い位置に設けられた下
回収口９０９１ｂによって当該遊技球１９を案内通路９０９０から回収することができる
。
【０８６３】
　また、本実施形態においては、遊技球数が１以上であるときにハンドル１０２６が操作
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された場合、球送りソレノイド９０７４（球送りレバー９０７３）及び発射杵９０８１が
動作する。これにより、遊技球１９が遊技領域１６０に発射される。一方、遊技球数が０
であるときにハンドル１０２６が操作された場合、発射杵９０８１は動作するが球送りソ
レノイド９０７４（球送りレバー９０７３）は動作しない。これにより、遊技球１９が発
射装置９０８０に供給されない。
【０８６４】
　ここで、持ち球数が１であるときに、発射装置９０８０から遊技球１９が発射されたに
もかかわらず、下回収口９０９１ｂに到達しないほど打ち出し強度が弱かった場合、第１
実施形態に係る遊技機１１のように発射装置９０８０に使用球センサが設けられている（
発射装置１１８における遊技球１９の出口に減算センサ１０１１が設けられていると）と
、持ち球数が１減算されて０となり、発射機能が停止される。このため、当該遊技球１９
が発射装置９０８０に戻ってきている（実際には遊技球１９が存在する）にもかかわらず
、当該遊技球１９を発射することができない。
【０８６５】
　一方、本実施形態においては、使用球センサ（球送りカウントセンサ９０７５）が球送
り装置９０７０に設けられている。また、持ち球数が１であるときに、球送り装置９０７
０から発射装置９０８０に遊技球１９が送られると、球送りカウントセンサ９０７５の検
出によって持ち球数が１減算され０になるが、発射装置９０８０の発射機能は停止されて
いない。このため、発射装置９０８０によって遊技球１９を発射可能である。そして、発
射装置９０８０から遊技球１９が発射されたにもかかわらず、下回収口９０９１ｂに到達
しないほど打ち出し強度が弱く再び発射装置９０８０に戻ってきた場合であっても、再び
発射装置９０８０によって遊技球１９を発射することができる。
【０８６６】
　次に、図２７５及び図２７６を参照して、本発明の第８実施形態に係る遊技機９２００
について説明する。以下では、第８実施形態に係る遊技機９２００のうち第７実施形態に
係る遊技機９０００と同一の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。なお
、第８実施形態に係る遊技機９２００は、遊技中において遊技球１９が遊技機９２００内
を循環する筐体内循環式（完全封入式）である。
【０８６７】
　遊技機９２００は、遊技盤９００２、アウト球通路９２６０、球送り装置９０７０、発
射装置９０８０、案内通路９０９０、上側ファール球通路９３００、下側ファール球通路
９３１０、球磨き機９３２０、球排出通路９３３０及び球交換操作レバー９３４０を具備
する。
【０８６８】
　図２７５及び図２７６に示すアウト球通路９２６０は、アウト口１６６を通過した遊技
球１９を下流側へ案内する部分である。アウト球通路９２６０が第７実施形態に係るアウ
ト球通路９０６０と異なる点は、アウト球樋９０６２に代えて上流側アウト球樋９２６２
、下流側アウト球樋９２６３及び接続部９２６４を具備する点である。
【０８６９】
　上流側アウト球樋９２６２は、アウト球通路９２６０の上流側の部分を構成するもので
ある。上流側アウト球樋９２６２の一端（上端）は、アウト球受け部９０６１の開口部（
不図示）に接続される。上流側アウト球樋９２６２は、アウト球受け部９０６１の開口部
との接続部分（一端）から、球送り装置９０７０及び発射装置９０８０よりも後方におい
て、左下方に延びた後、右下方に屈曲するように形成される。上流側アウト球樋９２６２
の中途部には、アウト球カウントセンサ９０６３が設けられる。
【０８７０】
　下流側アウト球樋９２６３は、アウト球通路９２６０の下流側の部分を構成するもので
ある。下流側アウト球樋９２６３の一端（上端）は、上流側アウト球樋９２６２の他端（
右端）の近傍に位置するように形成される。下流側アウト球樋９２６３は、その一端から
概ね前方に延びた後、左方に屈曲することで、球送り装置９０７０及び発射装置９０８０
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を取り囲むように形成される。下流側アウト球樋９２６３は、球送り装置９０７０の前部
まで延伸し、その先端（他端）が球送り装置９０７０に接続される。なお、上記実施形態
では、球送り装置９０７０に接続される樋は下流側アウト球樋９２６３のみであるが、上
側ファール球通路９３００、アウト球通路９４６０、補給球樋９４４１が下流側アウト球
樋９２６３に合流せずにそれぞれ独立した樋で形成されて球送り装置９０７０に接続する
ように構成してもよい。
【０８７１】
　接続部９２６４は、上流側アウト球樋９２６２と下流側アウト球樋９２６３とを、遊技
球１９が通過可能に接続するように設けられる。また、接続部９２６４には、第一下流側
ファール球樋９１０２の右端（下流側端部）が接続される。
【０８７２】
　図２７５及び図２７６に示す上側ファール球通路９３００は、上回収口９０９１ａによ
り回収された遊技球１９（ファール球）を、球送り装置９０７０に誘導するものである。
【０８７３】
　図２７５に示す上側ファール球カウントセンサ９１０３は、上回収口９０９１ａにより
回収され上側ファール球通路９３００を通過する遊技球１９（ファール球）を検知するも
のである。上側ファール球カウントセンサ９１０３は、上側ファール球通路９３００を通
過する遊技球１９（ファール球）を検出すると、検出信号をメインＣＰＵに送信する。
【０８７４】
　図２７５に示す下側ファール球通路９３１０は、下回収口９０９１ｂにより回収された
遊技球１９（ファール球）を、球送り装置９０７０に誘導するものである。下側ファール
球通路９３１０が第７実施形態に係る下側ファール球通路９１１０と異なる点は、第二上
流側ファール球樋９１１１に代えて第二上流側ファール球樋９３１１を具備し、第二下流
側ファール球樋９１１２に代えて第二下流側ファール球樋９３１２を具備し、接続部９１
１３に代えて接続部９３１３を具備する点である。
【０８７５】
　図２７５に示す第二上流側ファール球樋９３１１は、下側ファール球通路９３１０の上
流側の部分を構成するものである。第二上流側ファール球樋９３１１の一端は、下回収口
９０９１ｂに接続される。第二上流側ファール球樋９３１１は、その一端から左方に延び
るように形成される。第二上流側ファール球樋９３１１の中途部には、下側ファール球カ
ウントセンサ９１１４が設けられる。
【０８７６】
　図２７５に示す第二下流側ファール球樋９３１２は、下側ファール球通路９３１０の下
流側の部分を構成するものである。第二下流側ファール球樋９３１２の一端は、第二上流
側ファール球樋９３１１の左端（下流側端部）の近傍に位置するように形成される。第二
下流側ファール球樋９３１２は、その一端から前方に延びた後、右方に屈曲することで、
球送り装置９０７０及び発射装置９０８０を取り囲むように形成される。第二下流側ファ
ール球樋９３１２及び下流側アウト球樋９２６３、球送り装置９０７０の前部まで延伸し
、接続部９３５０に接続する。接続部９３５０は球送り装置９０７０に接続され、第二下
流側ファール球樋９３１２及び下流側アウト球樋９２６３から流下してくる遊技球１９を
集合させて球送り装置９０７０に誘導する。
【０８７７】
　図２７５に示す接続部９３１３は、第二上流側ファール球樋９３１１と第二下流側ファ
ール球樋９３１２とを接続するものである。接続部９３１３は、第二上流側ファール球樋
９３１１と第二下流側ファール球樋９３１２との間に、遊技球１９が通過可能に設けられ
る。
【０８７８】
　図２７５に示す下側ファール球カウントセンサ９１１４は、下回収口９０９１ｂにより
回収され下側ファール球通路９３１０を通過する遊技球１９（ファール球）を検知するも
のである。下側ファール球カウントセンサ９１１４は、下側ファール球通路９３１０を通
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過する遊技球１９（ファール球）を検出すると、検出信号をメインＣＰＵに送信する。
【０８７９】
　図２７５及び図２７６に示す球磨き機９３２０は、遊技球１９を磨くものである。球磨
き機９３２０は、下流側アウト球樋９２６３の中途部に設けられる。球磨き機９３２０は
、球送り装置９０７０及び発射装置９０８０の右方に設けられる。
【０８８０】
　球排出通路９３３０は、球交換の際に遊技球１９を遊技機９２００の外部に排出するた
めのものである。球排出通路９３３０の一端は、接続部９２６４に接続される。これによ
り、球排出通路９３３０の一端は、アウト球カウントセンサ９０６３の下流側、かつ、球
磨き機９３２０の上流側でアウト球通路９２６０（接続部９２６４）に接続される。球排
出通路９３３０は、その一端から右方に延びた後、球磨き機９３２０よりも右方において
前方に屈曲するように形成される。球排出通路９３３０には、球排出口９３３１が形成さ
れる。
【０８８１】
　図２７５に示す球排出口９３３１は、球排出通路９３３０を移動する遊技球１９を遊技
機９２００の外部に排出するものである。球排出口９３３１は、球排出通路９３３０の他
端（前端）が前方に開口するように形成される。このように球排出口９３３１が形成され
ることにより、球排出通路９３３０を通過した遊技球１９が球排出口９３３１から外部に
排出される。球排出口９３３１には、当該球排出口９３３１の開放と閉鎖を切り替え可能
な排出口シャッタ（不図示）が設けられている。
【０８８２】
　球交換操作レバー９３４０は、アウト球通路９２６０（接続部９２６４）と球排出通路
９３３０との接続部分において、下流側アウト球樋９２６３と球排出通路９３３０とのい
ずれかの流路に切り替えるものである。球交換操作レバー９３４０は、初期位置にあると
きには、当該接続部分において下流側アウト球樋９２６３を開放し球排出通路９３３０を
閉鎖している。これにより、遊技球１９は下流側アウト球樋９２６３を流通することとな
る。一方、球交換操作レバー９３４０は、操作されて初期位置から操作位置に移動される
ことにより、当該接続部分において下流側アウト球樋９２６３を閉鎖し球排出通路９３３
０を開放する。これにより、遊技球１９は球排出通路９３３０を流通することとなる。球
交換操作レバー９３４０には、球交換操作レバー９３４０の操作を検出するセンサ（不図
示）が設けられており、球交換操作レバー９３４０が初期位置から操作位置に移動すると
（アウト球通路９２６０を閉鎖し球排出通路９３３０を開放すると）、当該センサからの
検出信号がメインＣＰＵに出力される。
【０８８３】
［球交換処理］
　次に、図２７７を用いて、球交換処理について説明する。図２７７に示す球交換処理は
、球交換の際に遊技球１９を遊技機９２００の外部に排出する処理である。
【０８８４】
　図２７７に示すように、ステップＳ３５１において、メインＣＰＵは、球交換操作レバ
ー操作があったか否かを判定する。この処理において、メインＣＰＵは、球交換操作レバ
ー９３４０の操作を検出するセンサからの検出信号を受信した場合に、球交換操作レバー
操作があった（球交換操作レバー９３４０が操作位置にある）と判定する。
【０８８５】
　メインＣＰＵは、球交換操作レバー操作があったと判定した場合（ステップＳ３５１で
「ＹＥＳ」）、ステップＳ３５２に処理を移す。一方、メインＣＰＵは、球交換操作レバ
ー操作がなかったと判定した場合（ステップＳ３５１で「ＮＯ」）、球交換処理ルーチン
を終了する。
【０８８６】
　ステップＳ３５２において、メインＣＰＵは、排出口シャッタ開放処理を行う。この処
理において、メインＣＰＵは、球排出口９３３１に設けられた排出口シャッタ（不図示）
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を動作させ、球排出口９３３１を開放させる。メインＣＰＵは、この処理を終了した場合
には、ステップＳ３５３に処理を移す。
【０８８７】
　ステップＳ３５３において、メインＣＰＵは、自動球送り処理を行う。この処理におい
て、メインＣＰＵは、球送りソレノイド９０７４に通電を行った後再び非通電とすること
により、球送りレバー９０７３を１回揺動させる。これにより、遊技球１９は、球出口９
０７２ｂから排出され、発射装置９０８０へと送られる（図２６７参照）。この処理は、
ハンドル１０２６が操作されていなくても自動的に行われる。メインＣＰＵは、この処理
を終了した場合には、ステップＳ３５４に処理を移す。
【０８８８】
　ステップＳ３５４において、メインＣＰＵは、自動ファール打ち処理を行う。この処理
において、メインＣＰＵは、発射装置９０８０から発射される遊技球１９が遊技領域１６
０に到達せず、かつ、上回収口９０９１ａに到達するような強度で発射モーター９０８２
を動作させる。これにより、発射装置９０８０から発射された遊技球１９が、上回収口９
０９１ａによって回収される。なおこの処理は、ハンドル１０２６が操作されていなくて
も自動的に行われる。メインＣＰＵは、この処理を終了した場合には、ステップＳ３５５
に処理を移す。
【０８８９】
　ステップＳ３５５において、メインＣＰＵは、球送りカウントセンサ９０７５による検
出があったか否かを判定する。この処理において、メインＣＰＵは、球送りカウントセン
サ９０７５からの検出信号を受信した場合に、球送りカウントセンサ９０７５による検出
があったと判定する。一方、メインＣＰＵは、球送りカウントセンサ９０７５からの検出
信号を所定期間受信しなかった場合に、球送りカウントセンサ９０７５による検出がなか
ったと判定する。
【０８９０】
　メインＣＰＵは、球送りカウントセンサ９０７５による検出があったと判定した場合（
ステップＳ３５５で「ＹＥＳ」）、ステップＳ３５３に処理を戻す。一方、メインＣＰＵ
は、球送りカウントセンサ９０７５による検出がなかったと判定した場合（ステップＳ３
５５で「ＮＯ」）、ステップＳ３５６に処理を移す。
【０８９１】
　ステップＳ３５６において、メインＣＰＵは、排出完了報知処理を行う。この処理にお
いて、メインＣＰＵは、遊技球１９の排出が完了したことを、例えば第１液晶表示装置１
０２に表示させることにより、従業員等に報知する。メインＣＰＵは、この処理を終了し
た場合には、ステップＳ３５７に処理を移す。
【０８９２】
　ステップＳ３５７において、メインＣＰＵは、球交換操作レバー９３４０が初期位置に
あるか否かを判定する。この処理において、メインＣＰＵは、球交換操作レバー９３４０
の操作を検出するセンサからの検出信号を受信しなくなった場合に、球交換操作レバー９
３４０が初期位置にあると判定する。
【０８９３】
　メインＣＰＵは、球交換操作レバー９３４０が初期位置にないと判定した場合（ステッ
プＳ３５７で「ＮＯ」）、再びステップＳ３５７に処理を移す。一方、メインＣＰＵは、
球交換操作レバー９３４０が初期位置にあると判定した場合（ステップＳ３５７で「ＹＥ
Ｓ」）、球交換処理ルーチンを終了する。
【０８９４】
　次に、遊技機９２００の遊技時における遊技球１９の流れを説明する。
【０８９５】
　遊技領域１６０に発射された遊技球１９が各入賞口を通過した場合、各入賞センサ１０
６１が各入賞口を通過する遊技球１９を検出することにより、入賞口に応じた賞球数の分
だけ持ち球数が加算される。各入賞口を通過した遊技球１９は、遊技盤９００２の裏面側



(151) JP 2021-13513 A 2021.2.12

10

20

30

40

50

に設けられた樋（不図示）を通過して、アウト球通路９２６０に送られる。アウト球カウ
ントセンサ９０６３がアウト球通路９２６０を通過する遊技球１９を検出することにより
、不明球数が１減算される。
【０８９６】
　一方、遊技領域１６０に発射され、各入賞口を通過せずにアウト口１６６を通過した遊
技球１９は、アウト球通路９２６０に送られる。アウト球通路９２６０に送られた遊技球
１９は、アウト球通路９２６０の中途部に設けられた球磨き機９３２０によって磨かれた
後、球送り装置９０７０に送られる。
【０８９７】
　球送り装置９０７０の球入口９０７１ａに供給された遊技球１９は、案内路９０７２ａ
によって球出口９０７２ｂの近傍まで案内される。
【０８９８】
　このとき、球送りソレノイド９０７４が駆動していない場合（球送りレバー９０７３が
図２６９に示す位置にある場合）、遊技球１９は球出口９０７２ｂから排出されない。し
たがって、遊技球１９は、発射装置９０８０に供給されない。
【０８９９】
　一方、ハンドル１０２６の操作があり（ステップＳ３１１でＹＥＳ）、持ち球数が０で
ない場合（ステップＳ３１２でＮＯ）、球送り装置作動処理（ステップＳ３１３）が行わ
れる。球送り装置作動処理において球送りレバー９０７３が１回揺動することにより、遊
技球１９は球出口９０７２ｂから排出される。球送りカウントセンサ９０７５が球出口９
０７２ｂを通過した遊技球１９を検出することにより、持ち球数が１減算され、不明球数
が１加算される。球出口９０７２ｂを通過した遊技球１９は、発射装置９０８０に供給さ
れる。
【０９００】
　発射装置９０８０に送られた遊技球１９は、ハンドルボリューム１００７が検出したハ
ンドル１０２６への操作に応じた強度で発射モーター９０８２が動作されることにより、
案内通路９０９０によって案内されて遊技領域１６０に発射される（ステップＳ３０３）
。
【０９０１】
　遊技領域１６０に発射され、各入賞口を通過せずにアウト口１６６を通過した遊技球１
９は、再びアウト球通路９２６０に送られる。
【０９０２】
　一方、発射装置９０８０により発射されたにもかかわらず、遊技領域１６０に到達しな
かった遊技球１９（ファール球）は、上回収口９０９１ａ又は下回収口９０９１ｂによっ
て回収される。
【０９０３】
　上回収口９０９１ａによって回収された遊技球１９は、上側ファール球通路９３００に
送られる。当該遊技球１９は、上側ファール球通路９３００及び当該上側ファール球通路
９３００に接続されたアウト球通路９２６０を通過し、球磨き機９３２０を経由して再び
球送り装置９０７０に送られる。この際、上側ファール球カウントセンサ９３０１が上側
ファール球通路９３００を通過する遊技球１９を検出することにより、持ち球数が１加算
され、不明球数が１減算される。
【０９０４】
　下回収口９０９１ｂによって回収された遊技球１９は、下側ファール球通路９３１０に
送られる。当該遊技球１９は、下側ファール球通路９３１０を通過し、球磨き機９３２０
を経由することなく再び球送り装置９０７０に送られる。この際、下側ファール球カウン
トセンサ９１１４が下側ファール球通路９３１０を通過する遊技球１９を検出することに
より、持ち球数が１加算され、不明球数が１減算される。
【０９０５】
　次に、遊技機９２００の球交換（排出）時における遊技球１９の流れを説明する。
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【０９０６】
　自動ファール打ち処理（ステップＳ３５４）が行われることにより、遊技領域１６０に
到達しなかった遊技球１９（ファール球）は、上回収口９０９１ａによって回収される。
【０９０７】
　上回収口９０９１ａによって回収された遊技球１９は、上側ファール球通路９３００に
送られる。当該遊技球１９は、上側ファール球通路９３００及び当該上側ファール球通路
９３００に接続されたアウト球通路９２６０を流通する。そして、球交換操作レバー９３
４０が操作位置にあることにより、当該遊技球１９は、球排出通路９３３０に送られ、球
排出口９３３１から外部に排出される。これにより、球交換を行うことができる。
【０９０８】
　以上の実施形態に基づき、本発明の概要を以下に列挙する。
【０９０９】
　従来、遊技機の技術は公知となっている。例えば、特開２０１３－１８００８０号公報
に記載の如くである。
【０９１０】
　特開２０１３－１８００８０号公報には、封入式の遊技機において、貸出操作に応じて
カードの残高から所定の金額が減算されて所定の持球数が付与された後、発射球検出セン
サが検知されると持球数が１減算される処理、ファール球検出センサが検知されると持球
数が１加算される処理、入賞球検出センサが検知されると所定数の持球数が加算される処
理を行うとともに、現在の持球数を情報表示部に表示し、持球数が０になるまで遊技が可
能な遊技機が開示されている。
【０９１１】
　しかしながら、特開２０１３－１８００８０号公報には、持球数が０のときに、どのよ
うに遊技を停止させるかの具体的な開示はない。例えば、保有する遊技媒体がなくなった
場合に発射装置を停止することで遊技を停止する仕様だと、センサ類が検知するまでに複
数の遊技媒体が発射されてしまうという問題や、発射球検出センサ（使用球センサ）を通
過した後に遊技媒体が発射装置に戻ってきた場合次の発射が行えないという問題があった
。
【０９１２】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、保有する遊技媒体数による遊技
制御を確実に行うことができる遊技機を提供することを目的とする。
【０９１３】
（２－１）
　以上の如く、第８実施形態に係る遊技システム６００は、
　遊技球１９（遊技媒体）が流下可能な遊技領域１６０を有する遊技盤９００２と、
　前記遊技領域１６０に遊技球１９を発射可能な発射装置９０８０（発射手段）と、
　前記発射装置９０８０に遊技球１９を供給可能な球送り装置９０７０（供給手段）と、
　前記発射装置９０８０及び前記球送り装置９０７０を制御可能な主制御回路１０６（遊
技制御手段）と、
　前記発射装置９０８０から発射された遊技球１９を前記発射装置９０８０よりも上方に
案内しつつ、上側端部から前記遊技領域１６０に遊技球１９を射出可能な案内通路９０９
０（案内手段）と、
　前記遊技領域１６０を流下した遊技球１９が流入可能な流入口（アウト口１６６、始動
口１６１、大入賞口１６４、一般入賞口１６８）と、
　前記流入口に流入した遊技球１９を前記球送り装置９０７０に誘導可能なアウト球通路
９２６０（誘導手段）と、
　遊技者が保有する持ち球数（遊技媒体数）の増減数を検出する増減数検出器９００１（
増減数検出手段）と、
　前記増減数検出器９００１からの増減数検出信号（検出信号）に基づいて、遊技者が持
ち球（遊技媒体）を保有しているか否かを判定可能な遊技媒体管理装置２０（管理制御手
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段）と、
　を備え、
　前記主制御回路１０６は、前記遊技媒体管理装置２０により遊技者が持ち球を保有して
いると判定される場合には、前記発射装置９０８０及び前記球送り装置９０７０の動作を
可能とし、
　前記遊技媒体管理装置２０により遊技者が持ち球を保有していないと判定される場合に
は、前記発射装置９０８０の動作を可能とし、前記球送り装置９０７０の動作を不可能と
するものである。
【０９１４】
　また、遊技システム６００においては、前記増減数検出器９００１（増減数検出手段）
は、遊技者が使用した遊技媒体数を検出する球送りカウントセンサ９０７５（使用遊技媒
体検出手段）を含み、
　前記球送りカウントセンサ９０７５は、前記球送り装置９０７０（供給手段）に設けら
れているものである。
【０９１５】
　また、第８実施形態に係る遊技機９２００は、遊技機９２００に備えられまたは遊技機
９２００の外部に設けられた管理制御手段の情報に応じて制御可能な遊技機９２００であ
って、
　遊技球１９（遊技媒体）が流下可能な遊技領域１６０を有する遊技盤９００２と、
　前記遊技領域１６０に遊技球１９を発射可能な発射装置９０８０（発射手段）と、
　前記発射装置９０８０に遊技球１９を供給可能な球送り装置９０７０（供給手段）と、
　前記発射装置９０８０及び前記球送り装置９０７０を制御可能な主制御回路１０６（遊
技制御手段）と、
　前記発射装置９０８０から発射された遊技球１９を前記発射装置９０８０よりも上方に
案内しつつ、上側端部から前記遊技領域１６０に遊技球１９を射出可能な案内通路９０９
０（案内手段）と、
　前記遊技領域１６０を流下した遊技球１９が流入可能な流入口（アウト口１６６、始動
口１６１、大入賞口１６４、一般入賞口１６８）と、
　前記流入口に流入した遊技球１９を前記球送り装置９０７０（供給手段）に誘導可能な
アウト球通路９２６０（誘導手段）と、
　遊技球１９を検出可能な増減数検出器９００１（検出手段）と、
　を備え、
　前記主制御回路１０６は、
　前記管理制御手段により、前記増減数検出器９００１からの検出信号に応じて更新され
た遊技者が保有する遊技媒体情報から遊技者が遊技球１９を保有していると判定される場
合には、前記発射装置９０８０及び前記球送り装置９０７０の動作を可能とし、
　前記管理制御手段により、前記増減数検出器９００１からの検出信号に応じて更新され
た遊技者が保有する遊技媒体情報から遊技者が遊技球１９を保有していないと判定される
場合には、前記発射装置９０８０の動作を可能とし、前記球送り装置９０７０の動作を不
可能とするものである。
【０９１６】
　また、遊技機９２００においては、前記増減数検出器９００１（増減数検出手段）は、
遊技者が使用した遊技媒体数を検出する球送りカウントセンサ９０７５（使用遊技媒体検
出手段）を含み、
　前記球送りカウントセンサ９０７５は、前記球送り装置９０７０（供給手段）に設けら
れているものである。
【０９１７】
　このような構成によれば、保有する持ち球数（遊技媒体数）による遊技制御を確実に行
うことができる。
【０９１８】
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　具体的には、仮に保有する持ち球数（遊技媒体数）が０になった場合に発射装置９０８
０を停止することで遊技を停止する仕様であると、遊技球１９の打ち出し強度が弱く使用
球センサを通過した後に当該遊技球１９が発射装置９０８０に戻ってくる場合がある。こ
の場合、持ち球数（遊技媒体数）が０と認定され、発射装置９０８０の機能が停止されて
しまう。このため、実際には遊技球１９が存在するにもかかわらず、当該遊技球１９を発
射することができない。
　これに対して、遊技機９２００においては、持ち球数が０になった場合であっても発射
装置９０８０の発射機能は失われない。よって、発射装置９０８０に戻ってきた遊技球１
９を再び発射させることができる。
【０９１９】
（２－２）
　また、第８実施形態に係る遊技システム６００は、
　遊技球１９（遊技媒体）が流下可能な遊技領域１６０を有する遊技盤９００２と、
　前記遊技領域１６０に遊技球１９を発射可能な発射装置９０８０（発射手段）と、
　前記発射装置９０８０に遊技球１９を供給可能な球送り装置９０７０（供給手段）と、
　前記発射装置９０８０及び前記球送り装置９０７０を制御可能な主制御回路１０６（遊
技制御手段）と、
　前記発射装置９０８０から発射された遊技球１９を前記発射装置９０８０よりも上方に
案内しつつ、上側端部から前記遊技領域１６０に遊技球１９を射出可能な案内通路９０９
０（案内手段）と、
　前記遊技領域１６０を流下した遊技球１９が流入可能な流入口（アウト口１６６、始動
口１６１、大入賞口１６４、一般入賞口１６８）と、
　前記流入口に流入した遊技球１９を前記球送り装置９０７０に誘導可能なアウト球通路
９２６０（誘導手段）と、
　遊技者が保有する持ち球数（遊技媒体数）の増減数を検出する増減数検出器９００１（
増減数検出手段）と、
　前記増減数検出器９００１からの増減数検出信号（検出信号）に基づいて、遊技者が持
ち球（遊技媒体）を保有しているか否かを判定可能な遊技媒体管理装置２０（管理制御手
段）と、
　を備え、
　前記増減数検出器９００１は、
　前記球送り装置９０７０に設けられ、前記球送り装置９０７０から前記発射装置９０８
０に供給される遊技球１９を検出する球送りカウントセンサ９０７５（使用球検出手段）
を有し、
　前記主制御回路１０６は、前記遊技媒体管理装置２０により遊技者が持ち球を保有して
いないと判定される場合には、前記発射装置９０８０の動作を可能とし、前記球送り装置
９０７０の動作を不可能とするものである。
【０９２０】
　また、第８実施形態に係る遊技機９２００は、遊技機９２００に備えられまたは遊技機
９２００の外部に設けられた管理制御手段の情報に応じて制御可能な遊技機９２００であ
って、
　遊技球１９（遊技媒体）が流下可能な遊技領域１６０を有する遊技盤９００２と、
　前記遊技領域１６０に遊技球１９（遊技媒体）を発射可能な発射装置９０８０（発射手
段）と、
　前記発射装置９０８０に遊技球１９を供給可能な球送り装置９０７０（供給手段）と、
　前記発射装置９０８０及び前記球送り装置９０７０を制御可能な主制御回路１０６（遊
技制御手段）と、
　前記発射装置９０８０から発射された遊技球１９を前記発射装置９０８０よりも上方に
案内しつつ、上側端部から前記遊技領域１６０に遊技球１９を射出可能な案内通路９０９
０（案内手段）と、
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　前記遊技領域１６０を流下した遊技球１９が流入可能な流入口（アウト口１６６、始動
口１６１、大入賞口１６４、一般入賞口１６８）と、
　前記流入口に流入した遊技球１９を前記球送り装置９０７０に誘導可能なアウト球通路
９２６０（誘導手段）と、
　遊技球１９を検出可能な増減数検出器９００１（検出手段）と、
　を備え、
　前記増減数検出器９００１は、前記球送り装置９０７０に設けられ、前記球送り装置９
０７０から前記発射装置９０８０に供給される遊技球１９を検出する球送りカウントセン
サ９０７５（使用球検出手段）を有し、
　前記主制御回路１０６は、前記管理制御手段により、前記増減数検出器９００１からの
検出信号に応じて更新された遊技者が保有する遊技媒体情報から遊技者が遊技球１９を保
有していないと判定される場合には、前記発射装置９０８０の動作を可能とし、前記球送
り装置９０７０の動作を不可能とするものである。
【０９２１】
　このような構成によれば、保有する持ち球数（遊技媒体数）による遊技制御を確実に行
うことができる。
【０９２２】
　具体的には、仮に使用球検出手段が発射装置９０８０から発射される遊技球１９を検出
するように設けられた仕様であると、球送り装置９０７０から使用球検出手段までの距離
が比較的遠いため、使用球検出手段による検出の前に複数の遊技球１９が発射装置９０８
０に送られ発射されてしまう可能性があった。
　これに対して、遊技機９０００においては、球送り装置９０７０の球出口９０７２ｂ付
近に使用球検出手段（球送りカウントセンサ９０７５）が設けられているため、使用球検
出手段（球送りカウントセンサ９０７５）による検出の前に複数の遊技球１９が発射装置
９０８０に送られるのを防止することができ、ひいては複数の遊技球１９が発射装置９０
８０に送られ発射されてしまうのを防止することができる。
【０９２３】
　なお、本実施形態に係る遊技球１９は、遊技球の実施の一形態である。
　また、本実施形態に係る主制御回路１０６は、遊技制御手段の実施の一形態である。
　また、本実施形態に係るアウト口１６６、始動口１６１、大入賞口１６４及び一般入賞
口１６８は、流入口の実施の一形態である。
　また、本実施形態に係る遊技媒体管理装置２０は、管理制御手段の実施の一形態である
。
　また、本実施形態に係る増減数検出器１１１０は、増減数検出手段の実施の一形態であ
る。
　また、本実施形態に係る球送り装置９０７０は、供給手段の実施の一形態である。
　また、本実施形態に係る発射装置９０８０は、発射手段の実施の一形態である。
　また、本実施形態に係る案内通路９０９０は、案内手段の実施の一形態である。
　また、本実施形態に係るアウト球通路９２６０は、誘導手段の実施の一形態である。
【０９２４】
　以上、本発明の一実施形態を説明したが、本発明は上記構成に限定されるものではなく
、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能である。
【０９２５】
　例えば、第８実施形態においては、持ち球数及び不明球数の管理は、遊技媒体管理装置
２０によって管理するものとしたが、遊技機９２００によって管理するものであってもよ
い。すなわち、遊技機９２００が管理装置制御部２０２を具備してもよい。その場合、主
制御回路１０６に管理制御手段の機能を持たせてもよいし、主制御回路１０６が設けられ
た基板とは別に設けられた基板に管理制御手段を備えてもよい。また、遊技機９２００の
外部から送信されてくる遊技媒体関連情報に基づいて主制御回路１０６が球送りソレノイ
ド９０７４の動作を制御するようにしてもよい。
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【０９２６】
　また、入賞した遊技球１９はアウト球カウントセンサ９０６３により検出されるものと
したが、入賞した遊技球１９を検出するセンサを別途設けるようにしてもよい。
【０９２７】
　また、第８実施形態においては、球排出口９３３１に設けられた排出口シャッタ（不図
示）は、制御により動作するものとしたが（図２７７に示すステップＳ３５２）、球交換
操作レバー９３４０により機械的に動作するものであってもよい。
【０９２８】
　以上の実施形態に基づき、本発明の概要を以下に列挙する。
【０９２９】
　従来、遊技機の技術は公知となっている。例えば、特開２０１３－１８００８０号公報
に記載の如くである。
【０９３０】
　特開２０１３－１８００８０号公報には、球磨き装置を循環通路内に備えた封入式の遊
技機において、貸出操作に応じてカードの残高から所定の金額が減算されて所定の持球数
が付与された後、発射球検出センサが検知されると持球数が１減算される処理、ファール
球検出センサが検知されると持球数が１加算される処理、入賞球検出センサが検知される
と所定数の持球数が加算される処理を行うとともに、現在の持球数を情報表示部に表示し
、持球数が０になるまで遊技が可能な遊技機が開示されている。
【０９３１】
　しかしながら、特開２０１３－１８００８０号公報には、遊技領域に到達しなかった遊
技球（ファール球）をどのように回収するかの具体的な開示はない。遊技が適正に行われ
るためには、案内手段（ガイドレール）に複数の遊技球が滞留した場合、当該遊技球を素
早く回収することが望まれる。
【０９３２】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、案内手段に遊技媒体が複数滞留
しても案内手段から遊技媒体を素早く回収できる遊技機を提供することを目的とする。
【０９３３】
（４－１）
　第８実施形態に係る遊技機９２００は、
　遊技球１９（遊技媒体）が流下可能な遊技領域１６０を有する遊技盤９００２と、
　前記遊技領域１６０に遊技球１９を発射可能な発射装置９０８０（発射手段）と、
　前記発射装置９０８０に遊技球１９を供給可能な球送り装置９０７０（供給手段）と、
　前記発射装置９０８０から発射された遊技球１９を前記発射装置９０８０よりも上方に
案内しつつ、上側端部から前記遊技領域１６０に遊技球１９を射出可能な案内通路９０９
０（案内手段）と、
　前記発射装置９０８０により発射された遊技球１９であって、前記遊技領域１６０に到
達しなかった遊技球１９を回収する回収手段と、
　前記遊技領域１６０を流下した遊技球１９が流入可能な流入口（アウト口１６６、始動
口１６１、大入賞口１６４、一般入賞口１６８）と、
　前記回収手段により回収された遊技球１９を前記球送り装置９０７０に誘導可能な上側
ファール球通路９３００及び下側ファール球通路９３１０（第１の誘導手段）と、
　前記流入口に流入した遊技球１９を前記球送り装置９０７０に誘導可能なアウト球通路
９２６０（第２の誘導手段）と、を備え、
　前記回収手段は、前記案内通路９０９０によって移動する遊技球１９を回収可能な上回
収口９０９１ａ（第１の回収口）と、前記上回収口９０９１ａよりも下方に設けられ前記
案内通路９０９０によって移動する遊技球１９を回収可能な下回収口９０９１ｂ（第２の
回収口）とを有するものである。
【０９３４】
　また、前記下側ファール球通路９３１０は、前記上回収口９０９１ａに回収された遊技
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球１９を前記球送り装置９０７０に供給可能であり、
　前記下側ファール球通路９３１０には、前記下側ファール球通路９３１０を移動する遊
技球１９を遊技機９２００の外部に排出可能な球排出口９３３１（排出口）が設けられて
いるものである。
【０９３５】
　このような構成によれば、案内通路９０９０（案内手段）の上側端部付近まで到達した
遊技球１９（遊技媒体）は上回収口９０９１ａ（第１の回収口）によって回収され、発射
装置９０８０の近傍に複数滞留してしまった遊技球１９は下回収口９０９１ｂ（第２の回
収口）から回収されるので、案内通路９０９０に遊技球１９が複数滞留しても案内通路９
０９０から遊技球１９を素早く回収できる。
【０９３６】
　以上の実施形態に基づき、本発明の概要を以下に列挙する。
【０９３７】
　従来、遊技機の技術は公知となっている。例えば、特開２０１３－１８００８０号公報
に記載の如くである。
【０９３８】
　特開２０１３－１８００８０号公報には、球磨き装置を循環通路内に備えた封入式の遊
技機において、貸出操作に応じてカードの残高から所定の金額が減算されて所定の持球数
が付与された後、発射球検出センサが検知されると持球数が１減算される処理、ファール
球検出センサが検知されると持球数が１加算される処理、入賞球検出センサが検知される
と所定数の持球数が加算される処理を行うとともに、現在の持球数を情報表示部に表示し
、持球数が０になるまで遊技が可能な遊技機が開示されている。
【０９３９】
　しかしながら、特開２０１３－１８００８０号公報には、遊技領域に到達しなかった遊
技球（ファール球）が、どのような経路で供給手段（球送り装置）に戻されるのかの具体
的な開示はない。当該遊技球（ファール球）は、球磨き装置によって清掃されることが望
ましく、かつ、供給手段に確実に誘導することが望まれる。
【０９４０】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、回収手段により回収された遊技
媒体を、可能な限り清掃しつつ供給手段に確実に誘導することができる遊技機を提供する
ことを目的とする。
【０９４１】
（４－２）
　第８実施形態に係る遊技機９２００は、
　遊技球１９（遊技媒体）が流下可能な遊技領域１６０を有する遊技盤９００２と、
　前記遊技領域１６０に遊技球１９を発射可能な発射装置９０８０（発射手段）と、
　遊技に使用された遊技球１９に付着した汚れを除去する球磨き機９３２０（球磨き手段
）と、
　前記発射装置９０８０に遊技球１９を供給可能な球送り装置９０７０（供給手段）と、
　前記発射装置９０８０から発射された遊技球１９を前記発射装置９０８０よりも上方に
案内しつつ、上側端部から前記遊技領域１６０に遊技球１９を射出可能な案内通路９０９
０（案内手段）と、
　前記発射装置９０８０により発射された遊技球１９であって、前記遊技領域１６０に到
達しなかった遊技球１９を回収する回収手段と、
　前記遊技領域１６０を流下した遊技球１９が流入可能な流入口（アウト口１６６、始動
口１６１、大入賞口１６４、一般入賞口１６８）と、
　前記回収手段により回収された遊技球１９を前記球送り装置９０７０に誘導可能な上側
ファール球通路９３００及び下側ファール球通路９３１０（第１の誘導手段）と、
　前記流入口に流入した遊技球１９を前記球送り装置９０７０に誘導可能なアウト球通路
９２６０（第２の誘導手段）と、を備え、
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　前記回収手段は、前記案内通路９０９０によって移動する遊技球１９を回収可能な上回
収口９０９１ａ（第１の回収口）と、前記上回収口９０９１ａよりも下方に設けられ前記
案内通路９０９０によって移動する遊技球１９を回収可能な下回収口９０９１ｂ（第２の
回収口）とを有し、
　前記上回収口９０９１ａ及び前記下回収口９０９１ｂは、前記球送り装置９０７０より
も上方に設けられ、
　前記下回収口９０９１ｂに回収された遊技球１９は、前記球磨き機９３２０を経由する
ことなく前記球送り装置９０７０に送られ、
　前記上回収口９０９１ａに回収された遊技球１９は、前記球磨き機９３２０を経由して
前記球送り装置９０７０に送られるものである。
【０９４２】
　このような構成によれば、球送り装置９０７０（供給手段）までの高低差が比較的大き
い上回収口９０９１ａ（第１の回収口）により回収された遊技球１９（遊技媒体）は球磨
き機９３２０（球磨き手段）を経由させ、一方、球送り装置９０７０までの高低差が比較
的小さい下回収口９０９１ｂ（第２の回収口）により回収された遊技球１９は球磨き機９
３２０を経由させないことにより、回収手段（上回収口９０９１ａ又は下回収口９０９１
ｂ）により回収された遊技球１９に付着した汚れを、可能な限り除去しつつ球送り装置９
０７０に確実に誘導することができる。
【０９４３】
　以上の実施形態に基づき、本発明の概要を以下に列挙する。
【０９４４】
　従来、遊技機の技術は公知となっている。例えば、特開２０１３－１８００８０号公報
に記載の如くである。
【０９４５】
　特開２０１３－１８００８０号公報には、球磨き装置を循環通路内に備えた封入式の遊
技機において、貸出操作に応じてカードの残高から所定の金額が減算されて所定の持球数
が付与された後、発射球検出センサが検知されると持球数が１減算される処理、ファール
球検出センサが検知されると持球数が１加算される処理、入賞球検出センサが検知される
と所定数の持球数が加算される処理を行うとともに、現在の持球数を情報表示部に表示し
、持球数が０になるまで遊技が可能な遊技機が開示されている。
【０９４６】
　しかしながら、特開２０１３－１８００８０号公報には、遊技機内の遊技媒体（遊技球
）を交換する方法についての具体的な開示はない。遊技媒体の交換作業は容易に実行でき
ることが望ましい。
【０９４７】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、遊技媒体の交換の作業性を向上
させることができる遊技機を提供することを目的とする。
【０９４８】
（５－２）
　第８実施形態に係る遊技機９２００は、
　遊技球１９（遊技媒体）が流下可能な遊技領域１６０を有する遊技盤９００２と、
　前記遊技領域１６０に遊技球１９を発射可能な発射装置９０８０（発射手段）と、
　前記発射装置９０８０に遊技球１９を供給可能な球送り装置９０７０（供給手段）と、
　前記発射装置９０８０及び前記球送り装置９０７０を制御可能な主制御回路１０６（遊
技制御手段）と、
　前記発射装置９０８０から発射された遊技球１９を前記発射装置９０８０よりも上方に
案内しつつ、上側端部から前記遊技領域１６０に遊技球１９を射出可能な案内通路９０９
０（案内手段）と、
　前記発射装置９０８０により発射された遊技球１９であって、前記遊技領域１６０に到
達しなかった遊技球１９を回収する上回収口９０９１ａ及び下回収口９０９１ｂ（回収手
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段）と、
　前記遊技領域１６０を流下した遊技球１９が流入可能な流入口（アウト口１６６、始動
口１６１、大入賞口１６４、一般入賞口１６８）と、
　前記球送り装置９０７０に遊技球１９を誘導する誘導手段と、
　を備えた遊技機９２００であって、
　前記誘導手段は、
　前記上回収口９０９１ａ及び下回収口９０９１ｂにより回収された遊技球１９を誘導す
る上側ファール球通路９３００及び下側ファール球通路９３１０（第１の誘導手段）と、
　前記流入口に流入した遊技球１９を誘導するアウト球通路９２６０（第２の誘導手段）
と、を含み、
　前記誘導手段には、前記誘導手段を移動する遊技球１９を遊技機９２００の外部に排出
可能な排出手段（球排出通路９３３０及び球交換操作レバー９３４０）が設けられており
、
　前記主制御回路１０６は、所定の条件が満たされた場合に、発射される遊技球１９が前
記上回収口９０９１ａにより回収されるように前記発射装置９０８０の動作を制御するも
のである。
【０９４９】
　このような構成によれば、遊技球１９（遊技媒体）の交換の作業性を向上させることが
できる。
【０９５０】
　具体的には、球交換の際に球交換操作レバー９３４０を操作するだけで、自動的に自動
ファール打ち処理（ステップＳ３５４）が行われる。これにより、球排出通路９３３０を
介して遊技球１９を自動的に遊技機９２００の外部に排出することができる。なお、上記
実施形態では、球交換操作レバー９３４０が操作されたことを条件に、自動球送り処理及
び自動ファール打ちを行ったが、遊技媒体管理装置２０に設けられた操作ボタンが操作さ
れたことに応じて自動球送り処理及び自動ファール打ちを行ってもよい。また球交換操作
レバー９３４０が操作された後、ハンドル１０２６が操作されたことを条件に球交換処理
（排出）を行ってもよい。
【０９５１】
（５－３）
　また、第８実施形態に係る遊技機９２００は、
　遊技球１９（遊技媒体）が流下可能な遊技領域１６０を有する遊技盤９００２と、
　前記遊技領域１６０に遊技球１９を発射可能な発射装置９０８０（発射手段）と、
　前記発射装置９０８０に遊技球１９を供給可能な球送り装置９０７０（供給手段）と、
　前記発射装置９０８０から発射された遊技球１９を前記発射装置９０８０よりも上方に
案内しつつ、上側端部から前記遊技領域１６０に遊技球１９を射出可能な案内通路９０９
０（案内手段）と、
　前記発射装置９０８０により発射された遊技球１９であって、前記遊技領域１６０に到
達しなかった遊技球１９を回収する上回収口９０９１ａ及び下回収口９０９１ｂ（回収手
段）と、
　前記遊技領域１６０を流下した遊技球１９が流入可能な流入口（アウト口１６６、始動
口１６１、大入賞口１６４、一般入賞口１６８）と、
　前記球送り装置９０７０に遊技球１９を誘導する誘導手段と、
　を備えた遊技機９２００であって、
　前記誘導手段は、
　前記上回収口９０９１ａ及び下回収口９０９１ｂにより回収された遊技球１９を誘導す
る上側ファール球通路９３００及び下側ファール球通路９３１０（第１の誘導手段）と、
　前記流入口に流入した遊技球１９を誘導するアウト球通路９２６０（第２の誘導手段）
と、を含み、
　前記誘導手段には、前記誘導手段を移動する遊技球１９を遊技機９２００の外部に排出
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可能な球排出口９３３１（排出口）が設けられており、
　前記球排出口９３３１は、前記遊技機９２００の手前側に向けられているものである。
【０９５２】
　このような構成によれば、遊技球１９（遊技媒体）の交換の作業性を向上させることが
できる。
【０９５３】
　具体的には、球排出口９３３１が遊技機９２００の手前側に向けられているため、球交
換を行う作業者が、排出された遊技球１９を受け取り易くすることができる。特に、遊技
機の背面側に一定のスペースを有する通常の遊技機島設備ではなく、封入式遊技機等の島
設備において遊技機の背面側にスペースを有さない場合や、壁際に遊技機を配置した場合
は、排出口を遊技機背面側ではなく手前側に向けたほうが望ましいことは言うまでもない
。
【０９５４】
　以上の実施形態に基づき、本発明の概要を以下に列挙する。
【０９５５】
　従来、遊技機の技術は公知となっている。例えば、特開２０１３－１８００８０号公報
に記載の如くである。
【０９５６】
　特開２０１３－１８００８０号公報には、球磨き装置を循環通路内に備えた封入式の遊
技機において、貸出操作に応じてカードの残高から所定の金額が減算されて所定の持球数
が付与された後、発射球検出センサが検知されると持球数が１減算される処理、ファール
球検出センサが検知されると持球数が１加算される処理、入賞球検出センサが検知される
と所定数の持球数が加算される処理を行うとともに、現在の持球数を情報表示部に表示し
、持球数が０になるまで遊技が可能な遊技機が開示されている。
【０９５７】
　しかしながら、特開２０１３－１８００８０号公報には、遊技領域に到達しなかった遊
技球（ファール球）が、どのような経路で供給手段（球送り装置）に戻されるのかの具体
的な開示はない。当該遊技球（ファール球）は、簡易な構成で供給手段に戻されることが
望まれる。
【０９５８】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、遊技領域に到達しなかった遊技
球（ファール球）を簡易な構成で供給手段に戻すことができる遊技機を提供することを目
的とする。
【０９５９】
（４－３）
　第８実施形態に係る遊技機９２００は、
　遊技球１９（遊技媒体）が流下可能な遊技領域１６０を有する遊技盤９００２と、
　前記遊技領域１６０に遊技球１９を発射可能な発射装置９０８０（発射手段）と、
　前記発射装置９０８０に遊技球１９を供給可能な球送り装置９０７０（供給手段）と、
　前記発射装置９０８０から発射された遊技球１９を前記発射装置９０８０よりも上方に
案内しつつ、上側端部から前記遊技領域１６０に遊技球１９を射出可能な案内通路９０９
０（案内手段）と、
　前記発射装置９０８０により発射された遊技球１９であって、前記遊技領域１６０に到
達しなかった遊技球１９を回収する回収手段と、
　前記遊技領域１６０を流下した遊技球１９が流入可能な流入口（アウト口１６６、始動
口１６１、大入賞口１６４、一般入賞口１６８）と、
　前記ファール球回収口により回収された遊技球１９を前記球送り装置９０７０に誘導可
能な第１の誘導手段と、
　前記流入口に流入した遊技球１９を前記球送り装置９０７０に誘導可能なアウト球通路
９２６０（第２の誘導手段）と、を備え、
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　前記回収手段は、前記案内通路９０９０によって移動する遊技球１９を回収可能な上回
収口９０９１ａ（第１の回収口）と、前記上回収口９０９１ａよりも下方に設けられ前記
案内通路９０９０によって移動する遊技球１９を回収可能な下回収口９０９１ｂ（第２の
回収口）とを有し、
　前記第１の誘導手段は、前記上回収口９０９１ａに回収された遊技球１９を前記球送り
装置９０７０に供給可能な上側ファール球通路９３００（第１の樋）と、前記下回収口９
０９１ｂに回収された遊技球１９を前記球送り装置９０７０に供給可能な下側ファール球
通路９３１０（第２の樋）と、を有し、
　前記上側ファール球通路９３００及び前記下側ファール球通路９３１０は互いに干渉し
ないように配置され、
　前記上側ファール球通路９３００の下流側端部と前記下側ファール球通路９３１０の下
流側端部が接続する接続部９３５０を有し、
　前記接続部９３５０から前記球送り装置９０７０に遊技球１９が供給されるものである
。
【０９６０】
　また、前記上側ファール球通路９３００及び前記下側ファール球通路９３１０は、前記
発射装置９０８０及び前記球送り装置９０７０の周囲に設けられているものである。
【０９６１】
　このような構成によれば、遊技領域１６０に到達しなかった遊技球（ファール球）を簡
易な構成で球送り装置９０７０（供給手段）に戻すことができる。
【０９６２】
　次に、図２７８から図２８０を参照して、本発明の第９実施形態に係る遊技機９４００
について説明する。以下では、第９実施形態に係る遊技機９４００のうち第７実施形態に
係る遊技機９０００及び第８実施形態に係る遊技機９２００と同一の構成については、同
一の符号を付して説明を省略する。なお、第９実施形態に係る遊技機９４００は、遊技中
において遊技球１９が遊技機９４００内を循環し、球交換時においては遊技球１９が島設
備と遊技機９０００とを循環するものである。すなわち、第９実施形態に係る遊技機９４
００は、筐体内循環式と島循環式とを併用するものである。
【０９６３】
　遊技機９４００は、遊技盤９００２、タンク９０１０、第一補給球通路９０２０、賞球
装置９４３０、第二補給球通路９４４０、球抜き通路９４５０、アウト球通路９４６０、
球送り装置９０７０、発射装置９０８０、案内通路９０９０、上側ファール球通路９３０
０、下側ファール球通路９３１０及び球交換操作レバー９５４０を具備する。
【０９６４】
　図２７９及び図２８０に示す賞球装置９４３０は、島設備から遊技球１９を取込むもの
である。賞球装置９４３０は、第一補給球通路９０２０の下端に接続される。賞球装置９
４３０の下端には、第二補給球通路９４４０及び後述する球抜き通路９４５０が接続され
、賞球装置９４３０は、遊技球を第二補給球通路９４４０に流すか、球抜き通路９４５０
に流すかを切り替え可能な切替装置を備える。遊技球を遊技機９４００に補給したい場合
は、賞球装置９４３０から排出される遊技球が第二補給球通路９４４０に流れるように切
替装置を切り替えた後、賞球装置９４３０の近傍に設けられた補給ボタン（不図示）を１
回押圧すると所定数（例えば１０球）の遊技球１９が第二補給球通路９４４０に供給され
る。なお、補給ボタンは、遊技機９４００の前面側に設けてもよいし、遊技媒体管理装置
２０に設けてもよい。
【０９６５】
　第二補給球通路９４４０は、賞球装置９４３０から補給された遊技球１９を下流側（具
体的には、後述する球送り装置９０７０）に供給するものである。第二補給球通路９４４
０は、補給球樋９４４１及び接続部９４４２を具備する。
【０９６６】
　図２７９及び図２８０に示す補給球樋９４４１の一端は、賞球装置９４３０の下端の左
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部に接続される。補給球樋９４４１は、賞球装置９４３０との接続部分（一端）から適宜
屈曲しながら遊技盤９００２よりも下方まで延びた後、略右方に屈曲して、発射装置９０
８０の後方まで到達するように形成される。補給球樋９４４１は、その略右方に延びる部
分が右方（下流側）に向かうにつれて上下方向の高さが低くなるように形成される。
【０９６７】
　接続部９４４２は、補給球樋９４４１とアウト球通路９４６０とを接続するものである
。接続部９４４２は、補給球樋９４４１の右端（下流側端部）と下流側アウト球樋９２６
３との間に設けられ、互いを接続するように形成される。これにより、接続部９４４２は
、球排出口９４６４ａよりも下流側でアウト球通路９４６０と接続される。
【０９６８】
　球抜き通路９４５０は、タンク９０１０に貯溜された遊技球１９を、島設備に排出する
ためのものである。球抜き通路９４５０の一端は、賞球装置９４３０の下端の右部に接続
される。球抜き通路９４５０は、賞球装置９４３０との接続部分（一端）から適宜屈曲し
ながら補給球樋９４４１（の前記略右方に延びる部分）よりも前方まで延びるように形成
される（図２７９参照）。球抜き通路９４５０は、上流側補給樋９０４１の前方を略右方
に延びて、その左端部が第一上流側ファール球樋９１０１に接続される。
【０９６９】
　アウト球通路９４６０は、アウト口１６６を通過した遊技球１９を下流側へ案内する部
分である。アウト球通路９４６０が第８実施形態に係るアウト球通路９２６０と異なる点
は、接続部９２６４に代えて接続部９４６４を具備する点である。
【０９７０】
　接続部９４６４は、上流側アウト球樋９２６２と下流側アウト球樋９２６３とを、遊技
球１９が通過可能に接続するように設けられる。また、接続部９４６４には、上流側アウ
ト球樋９２６２の下流側端部とともに第一下流側ファール球樋９１０２の右端（下流側端
部）が接続される（図２７８参照）。接続部９４６４には、球排出口９４６４ａが形成さ
れる。
【０９７１】
　図２８０に示す球排出口９４６４ａは、アウト球通路９４６０を移動する遊技球１９を
遊技機９４００の島設備に排出するものである。球排出口９４６４ａは、接続部９４６４
の下端が下方に開口するように形成される。このように球排出口９４６４ａが形成される
ことにより、アウト球通路９４６０、及びアウト球通路９４６０に接続された上側ファー
ル球通路９３００を通過した遊技球１９が球排出口９４６４ａから島設備に排出可能とな
る。
【０９７２】
　球交換操作レバー９５４０は、球排出口９２６１の開閉を切り替えるものである。球交
換操作レバー９５４０は、初期位置にあるときには、球排出口９４６４ａを閉鎖している
。これにより、遊技球１９は球排出口９４６４ａから島設備に排出される。一方、球交換
操作レバー９５４０は、操作されて初期位置から操作位置に移動されることにより、球排
出口９４６４ａを開放する。これにより、遊技球１９は球排出口９４６４ａから排出され
ることなく、球送り装置９０７０に送られる。球交換操作レバー９５４０には、球交換操
作レバー９５４０の操作を検出するセンサ（不図示）が設けられており、球交換操作レバ
ー９５４０が初期位置から操作位置に移動すると（球排出口９４６４ａが開放されると）
、当該センサからの検出信号がメインＣＰＵに出力される。
【０９７３】
　次に、第９実施形態に係る遊技機９４００の遊技時における遊技球１９の流れは、第８
実施形態に係る遊技機９２００と同じであるため、説明を省略する。
【０９７４】
　次に、遊技機９４００の球交換（排出）時における遊技球１９の流れを説明する。
【０９７５】
　自動ファール打ち処理（図２７７に示すステップＳ３５４）が行われることにより、遊
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技領域１６０に到達しなかった遊技球１９（ファール球）は、上回収口９０９１ａによっ
て回収される。
【０９７６】
　上回収口９０９１ａによって回収された遊技球１９は、上側ファール球通路９３００に
送られる。当該遊技球１９は、上側ファール球通路９３００及び当該上側ファール球通路
９３００に接続されたアウト球通路９４６０を流通する。そして、球交換操作レバー９５
４０が操作位置にあることにより、当該遊技球１９は、球排出口９４６４ａから島設備に
排出される。
【０９７７】
　排出完了報知処理（図２７７に示すステップＳ３５６）が行われた後、作業者は、球交
換操作レバー９５４０を初期位置に戻す。その後、賞球装置９４３０から一定球数の遊技
球１９を補給する。これにより、球交換が完了する。
【０９７８】
　このように遊技機９４００においては、遊技球１９を球排出口９４６４ａから島設備に
排出し、賞球装置９４３０から補給することで、球交換を行うことができる。このため、
遊技機９４００の外部で球磨きを行うことが可能となり、遊技機９４００ごとにその内部
に球磨き機を設けなくても、遊技球１９に付着した汚れを除去することが可能となる。
【０９７９】
　以上の実施形態に基づき、本発明の概要を以下に列挙する。
【０９８０】
　従来、遊技機の技術は公知となっている。例えば、特開２０１３－１８００８０号公報
に記載の如くである。
【０９８１】
　特開２０１３－１８００８０号公報には、球磨き装置を循環通路内に備えた封入式の遊
技機において、貸出操作に応じてカードの残高から所定の金額が減算されて所定の持球数
が付与された後、発射球検出センサが検知されると持球数が１減算される処理、ファール
球検出センサが検知されると持球数が１加算される処理、入賞球検出センサが検知される
と所定数の持球数が加算される処理を行うとともに、現在の持球数を情報表示部に表示し
、持球数が０になるまで遊技が可能な遊技機が開示されている。
【０９８２】
　しかしながら、特開２０１３－１８００８０号公報に記載の技術においては、球磨き装
置の球磨き部を定期的に交換しなければならず、また稼動の高い遊技機は球磨き装置の交
換時期が早まり、稼動の悪い遊技機は交換時期が遅くなることから、交換タイミングを管
理することが煩雑であるいう問題があった。
【０９８３】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、コストの削減や装置交換の煩雑
さを回避することができる遊技機を提供することを目的とする。
【０９８４】
（５－１）
　以上の如く、第９実施形態に係る遊技機９４００は、
　遊技球１９（遊技媒体）が流下可能な遊技領域１６０を有する遊技盤９００２と、
　前記遊技領域１６０に遊技球１９を発射可能な発射装置９０８０（発射手段）と、
　前記発射装置９０８０に遊技球１９を供給可能な球送り装置９０７０（供給手段）と、
　前記発射装置９０８０から発射された遊技球１９を前記発射装置９０８０よりも上方に
案内しつつ、上側端部から前記遊技領域１６０に遊技球１９を射出可能な案内通路９０９
０（案内手段）と、
　前記発射装置９０８０により発射された遊技球１９であって、前記遊技領域１６０に到
達しなかった遊技球１９を回収する上回収口９０９１ａ及び下回収口９０９１ｂ（回収手
段）と、
　前記遊技領域１６０を流下した遊技球１９が流入可能な流入口（アウト口１６６、始動
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口１６１、大入賞口１６４、一般入賞口１６８）と、
　遊技機９４００の外部から遊技球１９を取込可能な賞球装置９４３０（取込部）と、
　前記球送り装置９０７０に遊技球１９を誘導する誘導手段と、
　を備えた遊技機９４００であって、
　前記誘導手段は、
　前記上回収口９０９１ａ及び下回収口９０９１ｂにより回収された遊技球１９を誘導す
る上側ファール球通路９３００及び下側ファール球通路９３１０（第１の誘導手段）と、
　前記流入口に流入した遊技球１９を誘導するアウト球通路９４６０（第２の誘導手段）
と、
　前記賞球装置９４３０から取り込まれた遊技球１９を誘導する補給球樋９４４１（第３
の誘導手段）と、を含むものである。
【０９８５】
　このような構成によれば、遊技機９４００に球磨き機９３２０（球磨き装置）を備える
必要がないので、コストの削減や装置交換の煩雑さを回避することができる。
【０９８６】
　また、前記誘導手段（アウト球通路９４６０）には、前記誘導手段（アウト球通路９４
６０）を移動する遊技球１９を遊技機９４００の外部に排出可能な排出手段（球排出口９
４６４ａ及び球交換操作レバー９５４０）が設けられているものである。
【０９８７】
　このような構成によれば、簡易な構成で、賞球装置９４３０から取り込まれた遊技球１
９を遊技機９４００の外部に排出することができる。
【０９８８】
　以上の実施形態に基づき、本発明の概要を以下に列挙する。
【０９８９】
　従来、遊技機の技術は公知となっている。例えば、特開２０１３－１８００８０号公報
に記載の如くである。
【０９９０】
　特開２０１３－１８００８０号公報には、球磨き装置を循環通路内に備えた封入式の遊
技機において、貸出操作に応じてカードの残高から所定の金額が減算されて所定の持球数
が付与された後、発射球検出センサが検知されると持球数が１減算される処理、ファール
球検出センサが検知されると持球数が１加算される処理、入賞球検出センサが検知される
と所定数の持球数が加算される処理を行うとともに、現在の持球数を情報表示部に表示し
、持球数が０になるまで遊技が可能な遊技機が開示されている。
【０９９１】
　しかしながら、特開２０１３－１８００８０号公報には、遊技機内の遊技媒体（遊技球
）を交換する方法についての具体的な開示はない。遊技媒体を交換する際には、遊技媒体
を遊技機の外部に取り出す（球抜きを行う）ための構成が必要となるが、その球抜きのた
めの構成の配置スペースが問題となる。
【０９９２】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、球抜きのための構成の配置スペ
ースを削減することができる遊技機を提供することを目的とする。
【０９９３】
（５－４）
　第９実施形態に係る遊技機９４００は、
　遊技球１９（遊技媒体）が流下可能な遊技領域１６０を有する遊技盤９００２と、
　前記遊技領域１６０に遊技球１９を発射可能な発射装置９０８０（発射手段）と、
　前記発射装置９０８０に遊技球１９を供給可能な球送り装置９０７０（供給手段）と、
　前記発射装置９０８０及び前記球送り装置９０７０を制御可能な主制御回路１０６（遊
技制御手段）と、
　前記発射装置９０８０から発射された遊技球１９を前記発射装置９０８０よりも上方に
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案内しつつ、上側端部から前記遊技領域１６０に遊技球１９を射出可能な案内通路９０９
０（案内手段）と、
　前記発射装置９０８０により発射された遊技球１９であって、前記遊技領域１６０に到
達しなかった遊技球１９を回収する上回収口９０９１ａ及び下回収口９０９１ｂ（回収手
段）と、
　前記遊技領域１６０を流下した遊技球１９が流入可能な流入口（アウト口１６６、始動
口１６１、大入賞口１６４、一般入賞口１６８）と、
　遊技機９４００の外部から遊技球１９を取込可能な賞球装置９４３０（取込部）と、
　前記球送り装置９０７０に遊技球１９を誘導する誘導手段と、
　を備えた遊技機９４００であって、
　前記誘導手段は、
　前記上回収口９０９１ａ及び下回収口９０９１ｂにより回収された遊技球１９を誘導す
る上側ファール球通路９３００及び下側ファール球通路９３１０（第１の誘導手段）と、
　前記流入口に流入した遊技球１９を誘導するアウト球通路９４６０（第２の誘導手段）
と、
　前記賞球装置９４３０から取り込まれた遊技球１９を誘導する第３の誘導手段（第二補
給球通路９４４０及び球抜き通路９４５０）と、を含み、
　前記誘導手段（アウト球通路９４６０）には、前記誘導手段（アウト球通路９４６０）
を移動する遊技球１９を遊技機９４００の外部に排出可能な排出手段（球排出口９４６４
ａ及び球交換操作レバー９５４０）が設けられており、
　前記第３の誘導手段は、前記排出手段（球排出口９４６４ａ）よりも上流側で前記誘導
手段を形成する球抜き通路９４５０（球抜き樋）を含むものである。
【０９９４】
　このような構成によれば、球抜きのための部材の配置スペースを減少させることができ
る。
【０９９５】
　以上、本発明の一実施形態を説明したが、本発明は上記構成に限定されるものではなく
、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能である。例えば、以下の
如く構成することができる。
【０９９６】
　封入式の遊技機は、払出制御回路および操作手段（例えば、タッチパネル式である液晶
表示装置であって、遊技機と別体又は一体的に備えられていてもよい）を有していても良
いし、遊技媒体管理装置が操作手段（例えば、タッチパネル式である液晶表示装置であっ
て、遊技媒体管理装置と別体又は一体的に備えられていてもよい）を有していても良い。
払出制御回路は、遊技球が各入賞口等の通過を検出する各種センサに接続されている。払
出制御回路は、持ち球数を管理している。例えば、遊技球が各入賞口を通過した場合には
、そのことによる遊技球の払出個数を持ち球数に加算する。また、遊技球が発射されると
持ち球数を減算する。払出制御回路は、遊技者の操作により、持ち球数に関するデータを
遊技媒体管理装置へ送信する。また、上記の液晶表示装置（又はタッチパネルなど）は、
その設置位置が特に限定されることはないが主に遊技機の下部に位置し、遊技媒体管理装
置で管理する遊技価値から持ち球への変換（球貸し）や、持ち球数の計数（返却）の要求
を受け付ける。そして、これらの要求を遊技媒体管理装置を介して払出制御回路に伝え、
払出制御回路が現在の持ち球数に関するデータを遊技媒体管理装置に送信するように指示
する。ここで、「遊技価値」とは、貨幣・紙幣、プリペイド媒体、トークン、電子マネー
およびチケット等であり、遊技媒体管理装置によって持ち球に変換することが可能である
ものを示すがこれに限られるものではなく、遊技機における賞球や遊技者の持ち球数を示
すデータなど、遊技媒体としての価値を示すものであればこれに限定されないものである
。なお、本実施形態において、遊技媒体管理装置は、いわゆるＣＲユニットであり、紙幣
およびプリペイド媒体等を受付可能に構成されている。また、計数された持ち球は、遊技
システムが設置される遊技場などにおいて、景品交換等に用いることができる。
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【０９９７】
　また、封入式の遊技機は、バックアップ電源を有している。これにより、夜間等に電源
をＯＦＦにした場合であっても、ＯＦＦにする直前のデータを保持することができる。ま
た、このバックアップ電源には、例えば、扉開放センサによる扉枠開放の検出を継続して
実行させてもよい。これにより、夜間に不正行為が行われることも防止することができる
。なお、この場合は、扉枠が開放された回数等の情報を記憶するものであってもよい。さ
らに、電源が投入された際に、扉枠が開放された回数等の情報を、遊技機の液晶表示装置
等に出力するものであってもよい。
【０９９８】
　遊技媒体管理装置は、遊技機接続基板を有している。遊技媒体管理装置は、遊技機接続
基板を介して、遊技機とのデータ（送信信号）の送受信を行うように構成されている。送
受信されるデータは、主制御回路に設けられたＣＰＵの固有ＩＤ、払出制御回路に設けら
れたＣＰＵの固有ＩＤ、遊技機に記憶された遊技機製造業者コード、セキュリティチップ
の製造業者コード、遊技機の型式コードなどの情報である。そして、遊技機および前記遊
技媒体管理装置のいずれか一方を送信元とし他方を送信先として、送信元が送信信号を送
信した際に、上記送信信号を受信した送信先が上記送信信号と同じ信号である確認用信号
を上記送信元に送信し、上記送信元は、上記送信信号と上記確認用信号とを比較して、こ
れらが同一か否かを判別するようにしている。
【０９９９】
　このように、送信元において、送信先から送信された確認用信号を送信信号と比較して
、これらが同一か否かを判別することにより、送信元から送信した信号が改ざんされるこ
となく、送信元に送信されていることを確認することができる。これにより、遊技機と遊
技媒体管理装置との間での送受信信号を改ざんする等の不正行為を抑制することができる
。
【１０００】
　また、上記遊技システムにおいて、上記送信元は信号を変調する変調部を有し、該変調
部により変調された信号を上記送信信号として送信し、上記送信先は上記変調部により変
調された信号を復調する復調部を有することとしてもよい。
【１００１】
　これにより、仮に、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を読み取られたと
しても、この信号の解読は困難であり、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号
を改ざんする等の不正行為を抑制することができる。
【１００２】
　また、上記遊技システムにおいて、上記送信先は、上記送信元からの上記送信信号を受
信した際に、上記送信信号を受信したことを示す信号である承認信号を、上記確認用信号
とは別に上記送信元に送信することとしてもよい。
【１００３】
　これにより、送信信号と確認用信号とを比較することにより、正規の信号の送受信が行
われたことを確認するだけでなく、承認信号に基づいて正規の信号の送受信が行われたこ
とを確認することができるので、不正行為の抑制をより強化することができる。
【１００４】
　特別図柄の変動に応じて実行される演出には「ノーマルリーチ」や、「ノーマルリーチ
」に比べて大当りとなるときに選択される割合が高く、大当りとなる期待度が高い変動パ
ターンの時に実行される「スーパーリーチ」の演出を備えていても良い。このとき、「ス
ーパーリーチ」は、「ノーマルリーチ」に比べて変動時間が長い変動パターンであること
が望ましい。なお、期待度とは、大当りや確変や時短に対する期待度等を含む概念である
。具体的には、大当りに対する期待度（信頼度など）とは、各リーチ変動パターンが選択
された場合に大当りとなる期待度（大当りとなる割合）であり、例えば、リーチ変動が１
００回行われた場合に７０回大当りとなるのであれば、大当りに対する期待度が７０％（
大当りが出現する出現率（確率）が７０％）となる。また、確変や時短に対する期待度と
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は、大当り等の終了後に確変状態（特図の高確率状態であり、普図の高確率又は普図の低
確率）や時短状態（電サポ状態で普図の高確率状態であり、主に特図の低確率状態だが特
図の高確率であってもよい）へ移行する期待度、各種の期待度が複合されたもののことを
示すものであっても良い。
【１００５】
　特別図柄の変動に応じて実行される演出には遊技状態や当りに対する期待度等の「示唆
」を行う場合があるが、このとき「示唆」とは、例えば演出による表現等において間接的
に又は直接的に当りとなることを文字や数値等で表現することを示してもよい。例えば、
一般的にガセ演出と呼ばれるものや、虹色等の表現を介して当りであることが濃厚又は確
実であることを遊技者に示すことも可能である。なお、遊技者に示す内容として当りであ
ることを例として挙げたが、これに限られるものではなく、確変、時短、パチスロであれ
ばＡＴ、ＲＴ、ＢＢ、ＲＢ等様々な情報を示すことが可能である。
　なお、遊技者に対して情報を示すことを「報知」と呼称する場合もあるが、「報知」と
表現した場合に「示唆」の意味合いを含んでいても良いし、「示唆」の意味合いに「報知
」の意味を含むものであっても良い。
【１００６】
　また、遊技機に対応して設けられた遊技用装置として、計数機、サンド、ホールコンピ
ュータ、ＰＯＳ、代表ランプ、データ公開機、データ表示機、封入式遊技機に併設された
ユニットなどが存在するが、この場合の「対応」とは遊技機のデータを間接的に又は直接
的に受信する場合以外にも、遊技場に設置されていることで結果的に遊技機に対応して設
けられている場合も存在する。何れにしても、遊技機に関するデータや遊技者が遊技機で
遊技を行った結果（例えば、持ち球や貯球等）を管理していれば遊技機との関係性がある
ため何れの遊技用装置も遊技機に対応して設けられていると考えられる。
【１００７】
（２）拡張性
　大当り遊技状態はラウンド遊技を行うことが可能であり、一方で小当り遊技状態は基本
的にはラウンド遊技を備えず、役物連続作動装置が作動しない大入賞口の開閉を行うこと
が可能であり、大当り遊技機終了後は遊技者にとって有利な遊技状態へ移行することが可
能であるが、基本的には小当り遊技状態の終了後は小当り遊技状態へ移行される前よりも
有利な遊技状態へ移行させないものである。
　ただし、小当り遊技状態中に特定領域を備えた大入賞口が開放し、特定領域を遊技球が
通過することで条件装置が作動し、役物連続作動装置が作動する場合には、小当り遊技状
態の終了後に遊技者にとって有利な遊技状態である大当り遊技状態へ移行し、このとき、
小当り遊技状態もラウンド数に数えられる場合があっても良い。
【１００８】
（３）拡張性
　本発明の遊技機では、ソフトウェア上において、ドア開放が設定変更の条件となるよう
にしてもよい。電源投入時に設定キーＯＮ＋ＲＷＭ（ＲＡＭ）クリアスイッチＯＮでさら
にドア開放を監視（検知）して初めて設定変更が可能となる。設定値がセットされていな
い状態では性能表示モニタの４桁には全て「Ｅ」が表示される。なお、この際、所定音も
発生するが、所定音だけでなく「ＲＷＭ異常エラーです。」という音声を発生させても良
い。設定変更時には、特定音が発生し（「設定変更中です。」という音声を発生させても
よい）、ランプも全点灯する。遊技機の裏面ではＲＷＭクリアスイッチを押す度に設定値
が変わり、設定キーを戻す（抜く）と通常の状態に戻る。鍵を回した状態で扉を開けて電
源を入れると設定確認状態で裏面では設定値を確認することができ、画面では「設定変更
中です。」という文言が表示される。
　なお、ドア開放が設定変更の条件とならない場合には、電源投入時に設定キーＯＮ＋Ｒ
ＷＭ（ＲＡＭ）クリアスイッチＯＮで設定変更可能とし、電源投入時に設定キーＯＮ＋Ｒ
ＷＭ（ＲＡＭ）クリアスイッチＯＦＦで設定確認可能とし、その後、設定キーを抜くと遊
技可能な状態となるよう制御可能である。
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　また、電源投入時に設定キーＯＦＦ＋ＲＷＭ（ＲＡＭ）クリアスイッチＯＮでラムクリ
アされ、電源投入時に設定キーＯＦＦ＋ＲＷＭ（ＲＡＭ）クリアスイッチＯＦＦで通常の
電断復帰がおこなわれるように制御可能である。
【１００９】
　また、メンテナンスモードが搭載されていてもよい。メンテナンス履歴では、電源ＯＮ
した時間、設定確認を行った時間、ＲＷＭ（ＲＡＭ）異常が発生した時間、設定に係るエ
ラー等が記録される。この場合、例えば、最大２００件程度のメンテナンス履歴を記録可
能としてもよい。設定履歴では、設定変更及び設定確認の履歴と、設定値とを確認するこ
とができる。なお、この履歴は、設定キーが無ければ見ることができない構成となってい
る。
【１０１０】
　また、設定変更の表示は、サブ側の制御のみで行っても良いが、メイン側の制御により
特図関連表示を全点灯にして表示してもよい。なお、設定変更の表示を特図関連表示を全
点灯により行う場合、特別図柄の表示パターンでは、全点灯のパターンは設けられない。
また、設定変更履歴は、例えば、最大１００件程度まで記録可能であり、メンテナンスモ
ードは、設定確認中にしか作動させることができない。また、履歴はホール（遊技場）で
は消去することができない。
【１０１１】
　また、電源基板にはバックアップ機能が設けられているため、盤の切り替え時には、Ｒ
ＷＭ異常となり、性能表示モニタもクリアされる。なお、設定値をセットする最後の確定
時にはディレイは入らない。ディレイ中は設定変更状態になる。
【１０１２】
（４）拡張性
　パチンコ遊技機においては、前扉の開放制御を行う第１のセンサと、外枠（機枠など）
から本体部（盤の保持枠）が移動（開放動作など）したことを検知する第２のセンサとが
設けられている。
【１０１３】
　第１のセンサにより開放検知されているときには設定変更を行えないようにし、第２の
センサにより開放検知されているときには設定変更を行えるようにしても良い。この場合
、設定変更を行うために押下されるスイッチは、遊技機背面側にある基板等に設けられて
おり、遊技場の作業員が本体部を動かして、遊技機前方（遊技機の外枠前方）から作業す
ることが保証された状態で設定変更可能になる。なお、本発明はこれに限定されず、第１
のセンサ及び第２のセンサの両方により開放検知されているときに設定変更を可能にする
構成にしても良いし、第１のセンサにより開放検知されているときに設定変更を可能にす
る構成にしても良い。
【１０１４】
　なお、本明細書においては複数の実施形態について説明したが、各実施形態の構成は他
の実施形態に適用可能である。例えば、第９実施形態において球排出口９４６４ａは、接
続部９４６４の下端が下方に開口するように形成される（すなわち、下側に向けられてい
る）ものとしたが、第８実施形態に係る球排出口９３３１と同様に遊技機９４００の手前
側に向けられているものとしてもよい。
【符号の説明】
【１０１５】
１９　　　　　遊技球
１０６　　　　主制御回路
１６０　　　　遊技領域
１６１　　　　始動口
１６４　　　　大入賞口
１６６　　　　アウト口
１６８　　　　一般入賞口
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２０２　　　　管理装置制御部
９００１　　　増減数検出器
９００２　　　遊技盤
９０７０　　　球送り装置
９０７５　　　球送りカウントセンサ
９０８０　　　発射装置
９０９０　　　案内通路
９０９１ａ　　上回収口
９０９１ｂ　　下回収口
９２００　　　遊技機
９２６０　　　アウト球通路
９３００　　　上側ファール球通路
９３１０　　　下側ファール球通路
９３２０　　　球磨き機
９３３０　　　球排出通路
９３３１　　　球排出口
９３４０　　　球交換操作レバー
９４３０　　　賞球装置
９４５０　　　球抜き通路
９４６０　　　アウト球通路
９４６４ａ　　球排出口
９５４０　　　球交換操作レバー
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