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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】遊技領域が狭くなっても、遊技球通路を流下し
て、下方の遊技領域を転動落下する遊技球の速度を調整
することが可能となる遊技機を提供する。
【解決手段】遊技球が流下可能な遊技領域を有する遊技
盤と、遊技領域を流下する遊技球が入球可能な入球部を
有し、入球部に入球した遊技球を転動落下させつつ下方
へ案内する遊技球通路２１と、を備え、遊技球通路は、
相対向する一対の壁面部のうちの一方の壁面部又は遊技
盤若しくは遊技盤に対向する壁面部に形成された所定深
さ窪んだ凹部又は貫通する孔部８１と、凹部又は孔部に
対向する一対の壁面部のうちの他方の壁面部又は遊技盤
に対向する壁面部若しくは遊技盤に、凹部又は孔部に対
向するように設けられて所定高さ突出する凸部８２、８
３と、を有するように構成する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域を有する遊技盤と、
　前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な入球部を有し、前記入球部に入球した遊技
球を転動落下させつつ下方へ案内する遊技球通路と、
　を備え、
　前記遊技球通路は、
　　　相対向する一対の壁面部のうちの一方の壁面部又は前記遊技盤若しくは前記遊技盤
に対向する壁面部に形成された所定深さ窪んだ凹部又は貫通する孔部と、
　　　前記凹部又は前記孔部に対向する前記一対の壁面部のうちの他方の壁面部又は前記
遊技盤に対向する壁面部若しくは前記遊技盤に、前記凹部又は前記孔部に対向するように
設けられて所定高さ突出する凸部と、
　を有することを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技球通路は、
　　　前記凸部と前記凹部又は前記孔部の底面部との距離は、前記遊技球の１個分以上で
、且つ、２個分未満の大きさに設定され、
　　　前記遊技球通路に進入した前記遊技球は、前記凸部の位置において、進行方向を前
記凹部又は前記孔部側へ進路変更された後、該凹部又は該孔部に当接して再度前記凸部の
下方側へ進路変更されることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記凸部は、上方から流下する前記遊技球が当接する部分が、前記凹部又は前記孔部に
向かって斜め下方向へ傾斜するように設けられ、
　前記凹部の底面又は前記孔部の前記遊技球の流下方向下方側の周縁部が、前記凸部の下
方側に向かって斜め下方向へ傾斜するように設けられていることを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記凹部の底面又は前記孔部の前記遊技球の流下方向上方側の周縁部が、前記凸部の上
方側に向かって斜め上方向へ傾斜するように設けられていることを特徴とする請求項３に
記載の遊技機。
【請求項５】
　前記遊技盤は、前記遊技領域に配置された遊技装置を有し、
　前記遊技球通路は、前記遊技装置を囲む前記遊技領域の内側周縁部の少なくとも一部に
設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の遊技機。
【請求項６】
　前記遊技球通路は、前記遊技盤の前面に取り付け可能な台板又は遊技盤に対向するよう
に配置される面部材を有し、
　前記凹部又は前記孔部は、前記台板又は前記面部材に形成されていることを特徴とする
請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の遊技機。
【請求項７】
　前記遊技球通路は、前記凹部又は前記孔部の前記遊技球の流下方向下方側に設けられて
所定第２高さ内側へ突出する第２凸部を有することを特徴とする請求項１乃至請求項６の
いずれかに記載の遊技機。
【請求項８】
　前記遊技盤及び前記遊技球通路は、奥行き方向が視認可能な素材で構成され、
　前記遊技球通路に対向する前記遊技盤の背面側に、前記遊技装置の少なくとも一部が位
置していることを特徴とする請求項５乃至請求項７のいずれかに記載の遊技機。
【請求項９】
　前記凹部又は前記孔部は、前記遊技球の流下方向に長い平面視略長四角形に形成され、
　前記略長四角形の短辺方向の長さが遊技球の直径よりも短いことを特徴とする請求項１
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乃至請求項８のいずれかに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、表示装置を囲む包囲枠体の左右いずれか一方の遊技領域に、遊技球が転動落
下可能な遊技球通路が設けられたパチンコ遊技機等の遊技機が種々提案されている。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１に記載されたパチンコ機では、図柄表示部を囲むようにセンタ
ー部材が設置されている。大入賞装置は、遊技領域の右側に設けられており、大入賞装置
へ遊技球を入賞させるためには、センター部材の右側部に形成された遊技球通路を通す必
要があるように構成されている。
【０００４】
　遊技球通路は、センター部材の右側面となる壁部と、壁部の後端縁から右方へ突設され
た背部とからなる。即ち、遊技球通路の上面、下面、前面、及び右側面は開放されており
、上面は遊技球通路内へ遊技球が進入する進入口として、下面は遊技球通路内から遊技球
を下方へ排出する排出口としてそれぞれ機能する。また、遊技球通路の右側面は内レール
によって、前面は前扉によってそれぞれ閉塞され、遊技球が通過可能な通路として形成さ
れる。
【０００５】
　また、遊技領域の右上部で、遊技球通路の上方に隣接した箇所には、ゴム製の緩衝部材
が取り付けられている。そして、大当たり状態になった際には、遊技者によって遊技球が
強く発射される側へハンドルが回動操作されると、発射通路を通って打ち込まれた遊技球
は、外レールに沿ってセンター部材の上方を通過し、遊技領域内の右側部まで到達する。
そして、遊技球は、緩衝部材に衝突して跳ね返り、センター部材に衝突する等して勢いが
押さえられた後、遊技球通路内を流下し、大入賞装置へ入賞するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－６１０５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記した特許文献１に記載されたパチンコ機では、図柄表示部の表示画
面が大きくなるに従ってセンター部材も大きくなり、遊技領域が小さくなる。そのため、
センター部材の右側部等に形成される遊技球通路を流下して、下方の遊技領域を転動落下
する遊技球の速度を調整することが困難となる虞があった。
【０００８】
　かかる問題に鑑み、本発明は、遊技領域が狭くなっても、遊技球通路を流下して、下方
の遊技領域を転動落下する遊技球の速度を調整することが可能となる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】
【０００９】
　前記目的を達成するため請求項１に係る遊技機は、遊技球が流下可能な遊技領域を有す
る遊技盤と、前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な入球部を有し、前記入球部に入
球した遊技球を転動落下させつつ下方へ案内する遊技球通路と、を備え、前記遊技球通路
は、相対向する一対の壁面部のうちの一方の壁面部又は前記遊技盤若しくは前記遊技盤に
対向する壁面部に形成された所定深さ窪んだ凹部又は貫通する孔部と、前記凹部又は前記
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孔部に対向する前記一対の壁面部のうちの他方の壁面部又は前記遊技盤に対向する壁面部
若しくは前記遊技盤に、前記凹部又は前記孔部に対向するように設けられて所定高さ突出
する凸部と、を有することを特徴とする。
【００１０】
  また、請求項２に係る遊技機は、請求項１に記載の遊技機において、前記遊技球通路は
、前記凸部と前記凹部又は前記孔部の底面部との距離は、前記遊技球の１個分以上で、且
つ、２個分未満の大きさに設定され、前記遊技球通路に進入した前記遊技球は、前記凸部
の位置において、進行方向を前記凹部又は前記孔部側へ進路変更された後、該凹部又は該
孔部に当接して再度前記凸部の下方側へ進路変更されることを特徴とする。
【００１１】
  また、請求項３に係る遊技機は、請求項１又は請求項２に記載の遊技機において、前記
凸部は、上方から流下する前記遊技球が当接する部分が、前記凹部又は前記孔部に向かっ
て斜め下方向へ傾斜するように設けられ、前記凹部の底面又は前記孔部の前記遊技球の流
下方向下方側の周縁部が、前記凸部の下方側に向かって斜め下方向へ傾斜するように設け
られていることを特徴とする。
【００１２】
  また、請求項４に係る遊技機は、請求項３に記載の遊技機において、前記凹部の底面又
は前記孔部の前記遊技球の流下方向上方側の周縁部が、前記凸部の上方側に向かって斜め
上方向へ傾斜するように設けられていることを特徴とする。
【００１３】
  また、請求項５に係る遊技機は、請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の遊技機にお
いて、前記遊技盤は、前記遊技領域に配置された遊技装置を有し、前記遊技球通路は、前
記遊技装置を囲む前記遊技領域の内側周縁部の少なくとも一部に設けられていることを特
徴とする。
【００１４】
  また、請求項６に係る遊技機は、請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の遊技機にお
いて、前記遊技球通路は、前記遊技盤の前面に取り付け可能な台板又は遊技盤に対向する
ように配置される面部材を有し、前記凹部又は前記孔部は、前記台板又は前記面部材に形
成されていることを特徴とする。
【００１５】
  また、請求項７に係る遊技機は、請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の遊技機にお
いて、前記遊技球通路は、前記凹部又は前記孔部の前記遊技球の流下方向下方側に設けら
れて所定第２高さ内側へ突出する第２凸部を有することを特徴とする。
【００１６】
  また、請求項８に係る遊技機は、請求項５乃至請求項７のいずれかに記載の遊技機にお
いて、前記遊技盤及び前記遊技球通路は、奥行き方向が視認可能な素材で構成され、前記
遊技球通路に対向する前記遊技盤の背面側に、前記遊技装置の少なくとも一部が位置して
いることを特徴とする。
【００１７】
  更に、請求項９に係る遊技機は、請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の遊技機にお
いて、前記凹部又は前記孔部は、前記遊技球の流下方向に長い平面視略長四角形に形成さ
れ、前記略長四角形の短辺方向の長さが遊技球の直径よりも短いことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１に記載の発明によれば、遊技球が流下可能な遊技領域を有する遊技盤と、前記
遊技領域を流下する遊技球が入球可能な入球部を有し、前記入球部に入球した遊技球を転
動落下させつつ下方へ案内する遊技球通路と、を備え、前記遊技球通路は、相対向する一
対の壁面部のうちの一方の壁面部又は前記遊技盤若しくは前記遊技盤に対向する壁面部に
形成された所定深さ窪んだ凹部又は貫通する孔部と、前記凹部又は前記孔部に対向する前
記一対の壁面部のうちの他方の壁面部又は前記遊技盤に対向する壁面部若しくは前記遊技
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盤に、前記凹部又は前記孔部に対向するように設けられて所定高さ突出する凸部と、を有
する構成のため、遊技領域が狭くなっても、遊技球通路を流下して、下方の遊技領域を転
動落下する遊技球の速度を調整することが可能となる。
【００１９】
　請求項２に記載の発明によれば、凸部と凹部又は孔部の底面部との距離は、遊技球の１
個分以上で、且つ、２個分未満の大きさに設定されているため、遊技球は１個ずつ遊技球
通路内を転動落下し、遊技球が詰まる虞を低減することが可能となる。また、凸部に当接
した遊技球は、凹部又は孔部側へ進路変更し、更に、凹部又は孔部に当接した遊技球は、
凸部の下方側へ進路変更されるため、凸部と凹部又は孔部に当接する毎に、遊技球の転動
落下する速度を調整することができる。
【００２０】
　請求項３に記載の発明によれば、凸部に当接した遊技球を凹部又は孔部へスムーズに誘
導することが可能となる。また、凹部又は孔部に当接した遊技球を凸部の下方側へスムー
ズに誘導することが可能となる。従って、遊技球通路を転動落下する遊技球をスムーズに
誘導して、遊技球の転動落下する速度を調整することが可能となると共に、遊技球の詰ま
る虞を低減することが可能となる。
【００２１】
　請求項４に記載の発明によれば、凹部又は孔部の遊技球の流下方向上方側の周縁部に当
接した遊技球を凹部側又は孔部側へスムーズに誘導することが可能となり、遊技球通路を
転動落下する遊技球をスムーズに誘導して、遊技球の詰まる虞を低減することが可能とな
る。
【００２２】
　請求項５に記載の発明によれば、遊技球通路は、遊技装置を囲む遊技領域の内側周縁部
の少なくとも一部に設けられているため、遊技球通路を転動落下する遊技球の速度を調整
し、下方に設けられた遊技領域を転動落下する遊技球の速度を調整することが可能となる
。これにより、遊技球通路の下方に設けられた遊技領域が狭くなっても遊技球の速度を調
整することが可能となるため、遊技装置の大型化を容易に図ることができる。
【００２３】
　請求項６に記載の発明によれば、凹部又は孔部は、遊技盤の前面に取り付け可能な台板
又は遊技盤に対向するように配置される面部材に形成されるため、遊技球通路の構成を簡
易化することが可能となる。
【００２４】
　請求項７に記載の発明によれば、凹部又は孔部に当接した遊技球が、更に、第２凸部に
当接して第１凸部の下方側へ転動落下するため、遊技球の転動落下する速度を更に調整す
ることができる。
【００２５】
　請求項８に記載の発明によれば、遊技球通路内を転動落下する遊技球の視認性を高める
ことが可能となり、遊技球の動きに対する興趣を高めることが可能となる。また、遊技盤
の背面に配置された遊技装置が視認可能となるため、遊技装置を極力大きく見せることが
可能となる。
【００２６】
　請求項９に記載の発明によれば、凹部又は孔部は、遊技球の流下方向に長い平面視略長
四角形に形成され、この略長四角形の短辺方向の長さが遊技球の直径よりも短いため、遊
技球通路の幅を狭くすることが可能となり、遊技領域を更に狭くすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本実施形態に係る遊技機の正面図である。
【図２】図１に示した包囲枠体の正面図である。
【図３】図２に示した包囲枠体の背面斜視図である。
【図４】図２のＸ１－Ｘ１矢視の要部拡大断面図である。
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【図５】遊技球通路を構成する通路カバーの裏側斜視図である。
【図６】遊技球通路を構成する台板の部分拡大斜視図である。
【図７】遊技球通路内を転動落下する遊技球の動きの一例を示す説明図である。
【図８】図４に示す遊技球通路内を転動落下する遊技球の動きの一例を示す説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照しつつ本発明に係る遊技機の一実施形態を説明する。図１に示すよう
に、遊技機１は、遊技媒体として遊技球を用いるパチンコ遊技機であって、透明な樹脂に
より形成された遊技盤２の縁に外側誘導レール３および内側誘導レール４が略円形に配置
され、上記外側誘導レール３および内側誘導レール４によって区画された部分には遊技球
が発射される遊技領域６が上記遊技盤２上に設けられている。上記遊技領域６には遊技球
を誘導する誘導釘（図示せず）が遊技盤２の表面に設けられている。
【００２９】
　また、遊技機１の前面側には、装飾ランプ等からなるランプ装置３５、発射装置へ供給
する遊技球と払い出された遊技球を受けるための上側球受け皿３６、該上側球受け皿３６
の満杯時に遊技球を受けるための下側球受け皿３７、効果音等を発するスピーカ３８、遊
技者の発射操作に応じて遊技球を上記遊技領域６へ向けて弾発発射するための発射装置６
４、遊技者による操作可能な遊技ボタンスイッチ６７が設けられている。尚、図１におけ
る符号Ｗ１は遊技機の外枠、Ｗ２は外枠Ｗ１に取り付けられた前枠、Ｇは上記前枠Ｗ２に
開閉可能にヒンジで取り付けられたガラス枠である。以下、遊技機１の各構成について説
明する。
【００３０】
　遊技ボタンスイッチ６７は、押下可能な押しボタンスイッチからなり、正しく操作され
たことを検知する接点型のリミットセンサーが内蔵され、押下操作に対応した出力信号を
出力可能に構成されている。
【００３１】
　上記遊技領域６の中央位置には、表示窓７が貫通形成され、その表示窓７の奥部には遊
技装置の一例として機能する表示装置１０が配置されている。また、表示窓７の周縁部に
は、遊技盤２の前面側から突出して表示装置１０を囲む包囲枠体８が装着されている。包
囲枠体８の左側縁部における下端寄りの位置には、所謂ワープ通路である案内通路部１３
が設けられている。
【００３２】
　また、包囲枠体８の下辺部分には、案内通路部１３内を転動落下して排出された遊技球
が転動可能な転動ステージ１５が、案内通路部１３に連続して設けられている。この案内
通路部１３及び転動ステージ１５は、透明な樹脂で構成され、奥側の表示装置１０の表示
部（表示領域）１１及び内部の遊技球が視認可能に構成されている。案内通路部１３及び
転動ステージ１５の詳細については後述する。
【００３３】
　また、遊技領域６には、略中心線上の上部から下部に向かって順に表示装置１０、中央
始動入賞口４１、アウト口４８が配置されている。この中央始動入賞口４１の右側には、
右側始動入賞口４２が隣接して設けられている。上記中央始動入賞口４１の左には左袖入
賞口５１、左落とし入賞口５２が配置されている。また、上記案内通路部１３の左には風
車７６が設けられている。
【００３４】
　また、上記右側始動入賞口４２の斜め右上方には、大入賞口４５が配置されている。ま
た、大入賞口４５の左右方向中央部の直上には、右普通図柄変動開始用ゲート５６が設け
られ、その右側には右袖入賞口５４が設けられている。上記左袖入賞口５１、左落とし入
賞口５２、右袖入賞口５４は、それぞれ上方から入球可能な入球口を上部に有している。
また、左袖入賞口５１と右袖入賞口５４の入賞球を検出する左袖入賞口用検出スイッチと
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右袖入賞口用検出スイッチ、上記左落とし入賞口５２の入賞球を検出する左落とし入賞口
用検出スイッチが、それぞれ対応する遊技盤２の背面に設けられている。
【００３５】
　また、大入賞口４５は、遊技盤２の背面側に設けられた不図示の大入賞口開放用ソレノ
イドによって開閉する開閉板４６を備えている。この大入賞口４５は、通常は開閉板４６
が閉じた状態とされ、当否判定結果が大当たりの場合に実行される大当たり遊技（特典付
与）時に、所定ラウンドとして本実施形態では１５ラウンド（１５回）開放される。また
、大入賞口４５内には、大入賞口４５に入賞した入賞球を検出する入賞球数カウントスイ
ッチ（カウントセンサ）が設けられている。
【００３６】
　また、包囲枠体８の右側縁部には、上下方向ほぼ全長に渡って、後述の遊技球通路２１
が設けられている。そして、右袖入賞口５４、右普通図柄変動開始用ゲート５６、及び大
入賞口４５へ遊技球を入賞（入球）させるためには、遊技球通路２１を通す必要があるよ
うに構成されている。また、遊技領域６の右上部で、遊技球通路２１の上方に隣接した箇
所には、ゴム製の緩衝部材２２が取り付けられている。
【００３７】
　上記中央始動入賞口４１、右側始動入賞口４２、大入賞口４５、左袖入賞口５１、左落
とし入賞口５２、右袖入賞口５４は、上記遊技領域６に発射された遊技球が入賞（入球）
可能な複数の入賞領域に相当する。上記の各入賞口（入賞領域）に遊技球が入賞して入賞
（入球）が検出されると１入賞球の検出に対して所定個数の賞品球（遊技球）が遊技者に
払い出される。上記１入賞球の検出に対する賞品球の払出個数は、上記入賞口毎に設定さ
れている。
【００３８】
　上記表示装置１０は、図柄等が表示可能なものであって、液晶、ドットマトリックスも
しくはＬＥＤ表示装置等の画像表示装置からなる。本実施形態では、液晶表示器（ＴＦＴ
－ＬＣＤモジュール）で構成されている。
【００３９】
　上記表示装置１０（表示手段）は表示部（表示領域）１１と、表示部１１の斜め左下隅
部に表示される略四角形の普通図柄表示部５０とを有する。表示部１１は、特別図柄を表
示したり、所定の演出映像・画像を表示するために用いられる。表示部１１には、左右に
並ぶ左特別図柄（左判定図柄、左識別情報）と中特別図柄（中判定図柄、中識別情報）と
右特別図柄（右判定図柄、右識別情報）が、所定時間変動表示された後、所定の演出判定
結果に基づき左特別図柄、中特別図柄、右特別図柄が確定停止特別図柄（確定停止判定図
柄、確定停止識別情報）として停止表示される。この際、表示部１１には、上記特別図柄
に加えて演出映像・画像（キャラクタ、背景、文字等）が表示されることもある。
【００４０】
　この実施形態において変動および停止表示される左特別図柄、中特別図柄、右特別図柄
は、本実施形態ではそれぞれ『０，１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１』
の１２通りの図柄とされている。本実施形態では、遊技の当否判定結果が大当たり（当た
り）の場合には、上記表示部１１に大当たりの特別図柄組合せ、この例では『１，１，１
』（いわゆる‘１’のぞろ目）や『２，２，２』（いわゆる‘２’のぞろ目）等、同一数
字の組合せで特別図柄が停止表示され、遊技者に特典を付与する。具体的には、通常遊技
よりも遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行する。通常遊技は、特別遊技以外
の当否判定を行う遊技状態をいい、本実施形態では低確率状態や確変状態（高確率状態）
や時短状態（時間短縮状態）が存在する。上記表示部１１は、大当たりの判定を行う特別
図柄変動保留球数表示器を兼ねている（いわゆる保留球数は表示部１１に表示される）。
【００４１】
　上記普通図柄表示部５０は、記号あるいは絵（キャラクタ）等の小当たり判定用普通図
柄を変動表示および停止表示する。本実施形態における普通図柄表示部５０に変動および
停止表示される普通図柄は、『○』と『×』の２種類からなり、小当たり（普通図柄当た
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り）の場合には小当たり普通図柄『○』で停止表示され、一方、小当たり外れ（普通図柄
外れ）の場合には小当たり外れ普通図柄『×』で停止表示される。
【００４２】
　上記中央始動入賞口４１は、上方が開口した形状からなって遊技球が上方から入賞（入
球）可能となっている。また、上記右側始動入賞口４２は、始動入賞領域に相当し、背面
側に設けられた不図示の右側始動入賞口用ソレノイドによって開閉する開閉扉４２Ａを備
えている。この右側始動入賞口４２は、通常時は開閉扉４２Ａが閉じた状態とされている
。そして、上記普通図柄表示部５０で普通図柄が変動した後、小当たりを示す特定の普通
図柄（本実施形態では『○』）で確定停止表示された時に、開閉扉４２Ａは、遊技球が入
賞困難な閉じた状態と入賞容易な前面側へ開いた開状態間を変化可能に制御される。
【００４３】
　また、上記遊技盤２の背面には、中央始動入賞口検出スイッチ（中央始動入賞口センサ
）と右側始動入賞口検出スイッチ（右側始動入賞口センサ）が入賞球用通路に設けられて
おり、上記中央始動入賞口４１と右側始動入賞口４２への遊技球のそれぞれの入賞（入球
）を検出するように構成されている。本実施形態において上記中央始動入賞口４１及び右
側始動入賞口４２への遊技球の入賞（入球）検出は、所定の乱数値（数値データ）を取得
するための起因および上記特別図柄の変動表示開始の起因とされている。上記中央始動入
賞口４１及び右側始動入賞口４２への入賞に起因して取得した乱数値（数値データ）は、
一旦保留記憶手段に記憶される。つまり、上記特別図柄（識別情報）の変動表示が保留さ
れると共に、上記保留記憶手段に記憶した乱数値（数値データ）の記憶数（保留球数）、
すなわち上記中央始動入賞口４１と右側始動入賞口４２への入賞回数が特別図柄変動保留
球数として記憶される。
【００４４】
　この特別図柄変動保留球数は、特別図柄変動保留球数表示器としての表示部１１に表示
され、当否判定手段による当否判定が行われることに基づいて、この当否判定と対応する
乱数値（数値データ）および上記特別図柄変動保留球数の記憶値（保留数）が減算され、
上記表示部１１で特別図柄（識別情報）の変動表示が開始されることに基づいて、特別図
柄変動保留球数表示器の保留球数の表示を減らすようにしている。尚、本実施形態では、
上記中央始動入賞口４１と右側始動入賞口４２への入賞回数記憶値の上限値、すなわち特
別図柄変動保留球数の上限値は当該変動中の記憶を除いて４つに設定されている。
【００４５】
　上記特別図柄変動保留球数が設定上限数（４つ）まで記憶されている時には、上記中央
始動入賞口検出スイッチと右側始動入賞口検出スイッチがそれ以上上記中央始動入賞口４
１と右側始動入賞口４２への入賞遊技球を検出しても、特別図柄変動保留球数として記憶
されない無効球とされ、その無効球については特別図柄の変動および当否判定を行うこと
なく、入賞に対する賞品球（賞品遊技球）が所定数払い出される。
【００４６】
　上記右普通図柄変動開始用ゲート５６は、上記遊技盤２の背面に設けられた右普通図柄
変動開始スイッチで右普通図柄変動開始用ゲート５６を通過する遊技球を検出するように
構成されている。そして、右普通図柄変動開始用ゲート５６を通過する遊技球が検出され
ることに基づいて上記普通図柄表示部５０で普通図柄の変動を開始させる。また、右普通
図柄変動開始用ゲート５６を遊技球が通過することによって発生する普通図柄の変動を、
最高４つ普通図柄変動保留球数として記憶する。具体的には、普通図柄変動保留球数表示
器（図示せず）で普通図柄変動保留球数値を点灯表示する。普通図柄が変動を開始すると
、普通図柄変動保留球数を減らし、普通図柄変動保留球数表示器における表示個数を減ら
す。
【００４７】
　上記発射装置６４は、操作レバー６５の操作により駆動する発射モータを裏側に有し、
この発射モータの駆動により遊技球を遊技領域６に向けて発射する。この発射装置６４に
より発射された発射球は、遊技盤２の表面に立設された内側誘導レール４と外側誘導レー
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ル３間で構成される発射球誘導路を介して遊技領域６に誘導される。遊技領域６に誘導さ
れた遊技球は、転動しつつ下方へ落下し、各入賞口５１、５２、５４に入賞（入球）する
か、あるいは何処にも入賞しなければ上記アウト口４８から遊技盤２の裏側へ排出される
。
【００４８】
　また、遊技者により遊技球が強く発射される側へ操作レバー６５が回動操作されると、
遊技領域６に向けて発射された遊技球は、外側誘導レール３に沿って包囲枠体８の上方を
通過して、遊技領域６の右側部まで到達する。そして、遊技球は緩衝部材２２に衝突して
跳ね返り、包囲枠体８等に衝突する等して遊技球通路２１の入球部２１Ａに入球して、転
動落下する。そして、遊技球通路２１から下方の遊技領域６へ転動落下した遊技球は、右
袖入賞口５４、右普通図柄変動開始用ゲート５６、大入賞口４５、又は、右側始動入賞口
４２へ入賞（入球）するか、あるいは何処にも入賞（入球）しなければ上記アウト口４８
から遊技盤２の裏側へ排出される。
【００４９】
　次に、案内通路部１３及び転動ステージ１５の概略構成について図２及び図３に基づい
て説明する。図２及び図３に示すように、包囲枠体８は、合成樹脂製の略環状部材であっ
て、内側に表示窓７が開口されている。また、包囲枠体８の左側縁部における下端寄りに
設けられた案内通路部１３は、遊技盤２の前面側に突出して、遊技球が転動落下可能な正
面視略逆Ｌ字状の筒状に形成されている。案内通路部１３の上端は、包囲枠体８の外側面
に開口する入球部として機能する入球口１３Ａになっている。また、案内通路部１３の下
端部は、閉塞されて奥側側面部に、遊技球を包囲枠体８の内側方向へ排出する排出口１３
Ｂが開口されている。
【００５０】
　また、包囲枠体８の下辺部分の内側上面には、案内通路部１３の排出口１３Ｂから排出
された遊技球が転動可能な転動ステージ１５が設けられている。転動ステージ１５は、遊
技球が左右方向に転動するガイドステージ１６と、ガイドステージ１６の遊技盤２に対し
て内側方向側縁部から上方に延出された正面視略横長四角形で平板状の壁部１７と、壁部
１７の上端縁部を含む包囲枠体８の下辺部分から遊技盤２の前面側へ直角に延出されてガ
イドステージ１６の上方を覆うように設けられた板状のカバー部１８と有している。カバ
ー部１８は、左右方向全長に渡って、遊技盤２の前面側に突出する案内通路部１３の突出
高さとほぼ同じ幅で壁部１７の上端縁部から前側へ略直角に延出されている。
【００５１】
　ガイドステージ１６は、遊技球の１個分の幅よりも大きく、且つ、遊技球の２個分の幅
よりも狭い幅で、遊技盤２の前面に対して略直角内側方向へ延出され、案内通路部１３の
排出口１３Ｂの正面視左端部から、包囲枠体８の下辺領域における右半分の略中央部まで
遊技球が転動可能に設けられている。
【００５２】
　具体的には、ガイドステージ１６の上面は、排出口１３Ｂから遊技球略１個分落下して
、再度遊技球略１個分落下する２段の段差部１６Ａと、段差部１６Ａの正面視右端部から
包囲枠体８の下辺領域の左右方向略中央部まで緩やかに下方に傾斜した後、包囲枠体８の
下辺領域における右半分の略中央部の少し左側の位置まで、滑らかに連続して斜め上方へ
漸次変化して湾曲面状に構成された湾曲底面部１６Ｂと、湾曲底面部１６Ｂの正面視右端
部から遊技球略３個分の長さだけ更に緩やかに上方に傾斜した傾斜部１６Ｃとが設けられ
ている。また、湾曲底面部１６Ｂの最下点は、包囲枠体８の下辺領域の左右方向略中央部
に位置するように設けられている。
【００５３】
　また、ガイドステージ１６の遊技盤２に対して前側の側縁部には、排出口１３Ｂから湾
曲底面部１６Ｂの右側端縁部まで、上方に所定高さ、例えば、遊技球略１個分の高さ延出
されたフランジ部１９Ａと、傾斜部１６Ｃの左右方向全幅に渡ってカバー部１８の下面ま
で上方に延出されたフランジ部１９Ｂとが左右方向に連続して設けられている。また、フ
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ランジ部１９Ａの湾曲底面部１６Ｂの最下点に対向する部分には、遊技球略１個分の幅で
切り欠かれて遊技球が１個に限り通過可能な切欠部１９Ｃが形成されている。また、切欠
部１９Ｃの左右両側には、それぞれ遊技球略３個分の幅で切り欠かれて遊技球が通過可能
な各切欠部１９Ｄ、１９Ｅが形成されている。
【００５４】
　更に、湾曲底面部１６Ｂの切欠部１９Ｃに対向する部分には、この切欠部１９Ｃの幅で
包囲枠体８の前面側へ傾斜するように形成された斜面部１６Ｄが設けられている。また、
湾曲底面部１６Ｂの各切欠部１９Ｄ、１９Ｅに対向する部分には、各切欠部１９Ｄ、１９
Ｅの幅で包囲枠体８の前面側へ傾斜するように形成された各斜面部１６Ｅ、１６Ｆが設け
られている。
【００５５】
　従って、案内通路部１３の入球口１３Ａに入球した遊技球は、案内通路部１３内を下方
へスムーズに転動落下し、下端部の奥側側面部に開口する排出口１３Ｂから包囲枠体８の
内側方向へ排出される。排出口１３Ｂから排出された遊技球は、ガイドステージ１６の壁
部１７に当接して、段差部１６Ａを下方へ転動落下し、湾曲面状に構成された湾曲底面部
１６Ｂに進入する。
【００５６】
　湾曲底面部１６Ｂに進入した遊技球は、ガイドステージ１６上を左右に転動した後、湾
曲底面部１６Ｂの最下点付近の各斜面部１６Ｄ～１６Ｆのうち、いずれかで揺動停止した
後、包囲枠体８の前側へ転動して、各切欠部１９Ｃ～１９Ｅのうち、対向する切欠部から
遊技盤２の前面側に排出される。
【００５７】
　次に、遊技球通路２１の概略構成について図２乃至図６に基づいて説明する。図２乃至
図６に示すように、遊技球通路２１は、包囲枠体８の上側面部８Ａと下側面部８Ｂの各右
端縁部を連結する細長平板状の右側面部８Ｃと、右側面部８Ｃの遊技盤２側の後端縁部か
ら直角外側方向へ全長に渡って延出されて、遊技盤２の前面に取り付け可能な細長平板状
の台板８Ｄと、台板８Ｄの正面視右側縁部の上端から所定高さ下側の位置、例えば、遊技
球略３個分下側の位置から該台板８Ｄの右側縁部の下端まで全長に渡って遊技盤２に対し
て直角前側方向へ延出された右側壁部８Ｅと、横断面略Ｌ字状で右側面部８Ｃと右側壁部
８Ｅと台板８Ｄの前面側をほぼ全長に渡って閉塞する通路カバー２３と、から構成されて
いる。
【００５８】
　右側面部８Ｃと右側壁部８Ｅとの距離は、遊技球１個分よりも大きく、且つ、遊技球２
個分よりも小さくなるように形成されている。また、遊技球通路２１を構成する右側面部
８Ｃ、台板８Ｄ、右側壁部８Ｅ、及び、通路カバー２３は、透明な樹脂により形成されて
いる。また、遊技盤２の少なくとも遊技球通路２１に対向する部分は、透明な樹脂により
形成されている。
【００５９】
　また、図６に示すように、右側面部８Ｃは、上側面部８Ａ側の上端部から右側壁部８Ｅ
の上端に対向する位置までの緩衝部材２２に対向する部分に、補強金具２５が取り付けら
れる取付部２６が形成されている。補強金具２５は、右側面部８Ｃの幅とほぼ同じ幅で、
取付部２６の緩衝部材２２側外周面を覆う平板部２５Ａと、平板部２５Ａの前辺から表示
窓７側へ右側面部８Ｃの厚さにほぼ等しい隙間で断面コの字状に折り曲げられて、取付部
２６へ台板８Ｄに対して前側から嵌入される取付折曲部２５Ｂとから構成されている。
【００６０】
　従って、補強金具２５は、取付折曲部２５Ｂを右側面部８Ｃの取付部２６に嵌入して、
平板部２５Ａが緩衝部材２２に対向するように右側面部８Ｃの上端部に取り付けられる。
これにより、外側誘導レール３と包囲枠体８の上側面部８Ａとの間に打ち込まれた遊技球
が緩衝部材２２で跳ね返って包囲枠体８に衝突しても、補強金具２５によって包囲枠体８
の損傷を防止することができる。
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【００６１】
　また、図２乃至図６に示すように、通路カバー２３は、右側面部８Ｃの表示窓７側の外
側面にほぼ全長に渡って重なって、表示窓７の右側面を構成する細長平板状の左側壁部２
３Ａと、左側壁部２３Ａの右側壁部８Ｅに対向する部分の前側側縁部から略直角外側方向
へ延出されて、右側面部８Ｃと右側壁部８Ｅの前側端縁部に重ねられて台板８Ｄの前面側
を閉塞する細長平板状の前側壁部２３Ｂとから構成されている。また、左側壁部２３Ａは
、右側面部８Ｃの上端部に形成された取付部２６に対向する部分から直角外側方向へ、補
強金具２５の取付折曲部２５Ｂの全幅にほぼ等しい幅で延出された押さえ部２３Ｃが形成
されている。
【００６２】
　また、通路カバー２３は、右側面部８Ｃの取付部２６の上下端部の表示窓７側の外側に
設けられた各取付孔２７Ａ、２７Ｂ、及び、右側面部８Ｃの下端部の表示窓７側の外側に
設けられた取付孔２７Ｃのそれぞれに対向する表示窓７側の外側面に、細長円筒状の各ネ
ジ止め用ボス２８Ａ～２８Ｃが設けられている。また、右側壁部８Ｅは、上端部近傍に断
面略円形の位置決め凹部２９が形成されると共に、位置決め凹部２９の底面に取付孔２９
Ａが形成されている。右側壁部８Ｅの上下方向略中央位置には、下方が上々に狭くなる正
面視逆台形状の位置決め用切欠部３０が形成されている。
【００６３】
　一方、通路カバー２３は、前側壁部２３Ｂの内側面の右側壁部８Ｅの位置決め凹部２９
に対向する位置に、位置決め凹部２９に嵌入される細長円筒状のネジ止め用ボス２８Ｄが
立設されている。また、通路カバー２３は、右側壁部８Ｅの位置決め用切欠部３０に対向
する前側壁部２３Ｂの外側端縁部の略中央位置に、該位置決め用切欠部３０に嵌入される
平板状で正面視逆台形状の位置決め凸部３１が左側壁部２３Ａに対して略平行に立設され
ている。
【００６４】
　また、台板８Ｄは、位置決め凹部２９よりも少し下側、例えば、約５ｍｍ下側から下方
側へ、６個の遊技球の流下方向に長い平面視略長四角形の各孔部８１が、遊技球略２個分
のピッチで中心線に沿って形成されている。各孔部８１は、遊技球の流下方向の長さが、
遊技球の約１．５個分で、遊技球の流下方向に直交する方向の幅が遊技球の１個分よりも
短くなるように形成されている。また、各孔部８１の台板８Ｄに対して前面側の周縁部は
、全周に渡って、斜め外側方向へ傾斜する面取部８１Ａが形成されている。
【００６５】
　各孔部８１間の台板８Ｄ上の前面には、５個の第２凸部８２が遊技球の流下方向の中心
線に沿って突設されている。各第２凸部８２は、各孔部８１間を底辺とする側面視二等辺
三角形の平板状に形成され、所定高さ、例えば、約３ｍｍの高さで台板８Ｄの前面から突
出している。従って、各第２凸部８２は、各孔部８１の遊技球の流下方向下側に設けられ
、各第２凸部８２の遊技球の流下方向両側面部は、各孔部８１の面取部８１Ａと連続した
傾斜面を形成している。
【００６６】
　また、図４及び図５に示すように、通路カバー２３は、前側壁部２３Ｂの台板８Ｄ側の
背面部に、６個の各凸部８３が、各孔部８１の中央部に対向するように遊技球略２個分の
ピッチで上下方向中心線に沿って突設されている。各凸部８３は、遊技球１個分よりも少
し短い底辺が、上下方向中心線に沿って配置された側面視二等辺三角形の平板状に形成さ
れ、所定高さ、例えば、約４ｍｍの高さで前側壁部２３Ｂの背面部から突出している。
【００６７】
　従って、図４に示すように、通路カバー２３を台板８Ｄの前面側に取り付けた場合には
、各凸部８３の先端部から台板８Ｄの遊技盤２の前面に取り付けられる背面までの距離Ｌ
１は、遊技球の１個分以上で、且つ、遊技球の２個分未満の大きさに構成され、遊技球が
１個ずつ転動落下するように設定される。また、各第２凸部８２の先端部は、各凸部８３
間の流下方向略中央位置に対向している。また、通路カバー２３を台板８Ｄの前面側に取
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り付けた場合には、各第２凸部８２の先端部から通路カバー２３の前側壁部２３Ｂの内側
面までの距離も、遊技球の１個分以上で、且つ、遊技球の２個分未満の大きさに構成され
、遊技球が１個ずつ転動落下するように設定される。
【００６８】
　また、各凸部８３の遊技球の流下方向上流側の側面、つまり、上方から流下する遊技球
が当接する部分は、各凸部８３に対向する孔部８１に向かって斜め下方向へ傾斜している
。また、各第２凸部８２の遊技球の流下方向上流側の側面と各孔部８１の遊技球の流下方
向下方側の周縁部は、各孔部８１に対向する凸部８３の下方側に向かって斜め下方向へ傾
斜している。
【００６９】
　ここで、通路カバー２３を台板８Ｄに取り付ける取付方法について図２乃至図６に基づ
いて説明する。先ず、図６に示すように、包囲枠体８の右側面部８Ｃの上端部に形成され
た取付部２６に、補強金具２５の取付折曲部２５Ｂを嵌入して、平板部２５Ａを入球側に
対向させる。そして、通路カバー２３のネジ止め用ボス２８Ｄを右側壁部８Ｅの上端部に
形成された位置決め凹部２９に嵌入すると共に、通路カバー２３の位置決め凸部３１を右
側壁部８Ｅの上下方向略中央位置に形成された位置決め用切欠部３０に嵌入する。
【００７０】
　また、通路カバー２３の左側壁部２３Ａを右側面部８Ｃの表示窓７側の外側面に重ね合
わせて、各ネジ止め用ボス２８Ａ～２８Ｄを各取付孔２７Ａ～２７Ｃ、２９Ａに対向させ
ると共に、通路カバー２３の上端部に形成された押さえ部２３Ｃを補強金具２５の取付折
曲部２５Ｂに当接させる。そして、各取付孔２７Ａ～２７Ｃ、２９Ａを介して各ネジ止め
用ボス２８Ａ～２８Ｄにネジをねじ込み、通路カバー２３を台板８Ｄに固定して遊技球通
路２１を包囲枠体８の右側側縁部に構成する。
【００７１】
　従って、遊技球通路２１は、通路カバー２３の前側壁部２３Ｂと、包囲枠体８の右側面
部８Ｃ、台板８Ｄ、及び、右側壁部８Ｅとによって、上端部に遊技球が入球する入球部２
１Ａが形成され、下端部に遊技球が排出される排出部２１Ｂが形成される。また、遊技球
通路２１は、横断面が遊技盤２の前面方向に長い略長四角形の断面に形成され、遊技球が
１個ずつ転動落下可能に構成される。
【００７２】
　次に、上記のように構成された遊技球通路２１を転動落下する遊技球の動きの一例につ
いて図７及び図８に基づいて説明する。図７に示すように、先ず、外側誘導レール３と包
囲枠体８の上側面部８Ａとの間に打ち込まれた遊技球は、緩衝部材２２で跳ね返って補強
金具２５の平板部２５Ａに衝突した後、遊技球通路２１の入球部２１Ａ内に転動落下する
。そして、図７及び図８に示すように、入球部２１Ａに進入した遊技球は、右側面部８Ｃ
と右側壁部８Ｅとの各内側面によって左右方向への移動を規制されながら、下方へ転動落
下する。
【００７３】
　続いて、入球部２１Ａに進入して流下する遊技球は、通路カバー２３の前側壁部２３Ｂ
の内側面に立設された６個の凸部８３のうち、最も一番上に立設された凸部８３の孔部８
１に向かって斜め下方向へ傾斜した上側側面部に衝突して落下速度が減速された後、対向
する孔部８１に向かって案内される。そして、孔部８１に向かって案内された遊技球は、
孔部８１の流下方向上方側の周縁部に形成された面取部８１Ａや、孔部８１の背面側に配
設された遊技盤２の前面に衝突して転動落下する。
【００７４】
　その後、遊技球は、孔部８１の流下方向下方側の周縁部に形成された面取部８１Ａや、
第２凸部８２の遊技球の流下方向上流側の側面に衝突して、少し減速された後、当該孔部
８１に対向する凸部８３の下方側に向かって斜め下方向へ転動落下する。続いて、遊技球
は、残り５個の各凸部８３の孔部８１に向かって斜め下方向へ傾斜した上側側面部に順番
に衝突して落下速度が減速された後、対向する孔部８１に向かって案内される。
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【００７５】
　そして、各孔部８１に向かって案内された遊技球は、孔部８１の流下方向上方側の周縁
部に形成された面取部８１Ａや、孔部８１の背面側に配設された遊技盤２の前面に衝突し
て転動落下する。その後、遊技球は、各孔部８１の流下方向下方側の周縁部に形成された
面取部８１Ａや、第２凸部８２の遊技球の流下方向上流側の側面に衝突して、少し減速さ
れた後、当該孔部８１に対向する凸部８３の下方側に向かって斜め下方向へ転動落下した
後、遊技球通路２１の排出部２１Ｂから遊技盤２の前面側に排出される。
【００７６】
　以上詳細に説明した通り、本実施形態に係る遊技機１では、遊技球通路２１の入球部２
１Ａに入球した遊技球は、各凸部８３の孔部８１に向かって斜め下方向へ傾斜した上側側
面部と、各凸部８３に対向する孔部８１の流下方向下方側の周縁部に形成された面取部８
１Ａや、第２凸部８２の遊技球の流下方向上流側の側面に衝突する毎に、進路変更されて
転動落下する速度が調整され、遊技球通路２１の排出部２１Ｂから遊技盤２の前面側に排
出される。
【００７７】
　これにより、遊技球通路２１の下方に設けられた遊技領域６が狭くなっても、この遊技
領域６を転動落下する遊技球の速度を調整することが可能となり、遊技者は、遊技球の動
きを容易に認識することができ、遊技球の動きに対する興趣を高めることが可能となる。
また、各凸部８３の孔部８１に向かって斜め下方向へ傾斜した上側側面部に当接した遊技
球を各孔部８１へスムーズに誘導することが可能となる。
【００７８】
　また、各孔部８１の流下方向下方側の周縁部に形成された面取部８１Ａや、各第２凸部
８２の遊技球の流下方向上流側の側面に当接した遊技球を各凸部８３の下方側へスムーズ
に誘導することが可能となる。従って、遊技球通路２１を転動落下する遊技球をスムーズ
に誘導して、遊技球の転動落下する速度を調整することが可能となると共に、遊技球の詰
まる虞を低減することが可能となる。
【００７９】
　また、各凸部８３の先端部から、各孔部８１の背面側に配設された遊技盤２の前面まで
の距離は、遊技球の１個分以上で、且つ、２個分未満の大きさに設定されているため、遊
技球は１個ずつ遊技球通路２１内を転動落下し、遊技球が詰まる虞を更に低減することが
可能となる。また、各孔部８１は、遊技盤２の前面に取り付け可能な台板８Ｄに形成され
るため、遊技球通路２１の構成を簡易化することが可能となると共に、遊技球通路２１の
設計変更に容易に対応することが可能となる。
【００８０】
　また、各孔部８１の流下方向上方側の周縁部に形成された面取部８１Ａは、各凸部８３
の上方側に向かって傾斜している。これにより、各孔部８１の流下方向上方側の周縁部に
衝突した遊技球を孔部８１内側へスムーズに誘導することが可能となり、遊技球通路２１
を転動落下する遊技球をスムーズに誘導して、遊技球の詰まる虞を低減することが可能と
なる。
【００８１】
　また、遊技球通路２１は、表示装置１０の表示部１１を囲む包囲枠体８の右側縁部に設
けられているため、遊技球通路２１を転動落下する遊技球の速度を調整し、下方に設けら
れた右袖入賞口５４や右普通図柄変動開始用ゲート５６に向かって転動落下する遊技球の
速度を調整することが可能となる。これにより、遊技球通路２１の下方に設けられた遊技
領域６が狭くなっても遊技球の速度を調整することが可能となるため、表示装置１０の大
型化を容易に図ることができる。
【００８２】
　また、遊技球通路２１を構成する右側面部８Ｃ、台板８Ｄ、右側壁部８Ｅ、及び、通路
カバー２３は、透明な樹脂により形成されているため、遊技球通路２１内を転動落下する
遊技球の視認性を高めることが可能となり、遊技球の動きに対する興趣を高めることが可
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能となる。また、遊技盤２を透明な樹脂で形成することによって、遊技球通路２１を介し
て遊技盤２の背面に配置された表示装置１０が視認可能となるため、表示装置１０の表示
部１１を極力大きく見せることが可能となる。
【００８３】
　また、各孔部８１は、遊技球の流下方向に長い平面視略長四角形に形成され、この略長
四角形の短辺方向の長さが遊技球の直径よりも短いため、遊技球通路２１の左右方向の幅
を狭くすることが可能となり、遊技領域６を更に狭くすることが可能となる。
【００８４】
　尚、本発明は前記実施形態に限定されることはなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内
で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。例えば、以下のようにしてもよい。
【００８５】
　（Ａ）例えば、各孔部８１は、６個に限らず、任意の個数設けてもよく、各孔部８１に
対向するように凸部８３を設けるようにしてもよい。そして、各孔部８１の間に、各第２
凸部８２を設けるようにしてもよい。これにより、遊技球通路２１を流下して、下方の遊
技領域６を転動落下する遊技球の速度を調整することが可能となる。
【００８６】
　（Ｂ）また、例えば、包囲枠体８の台板８Ｄ及び右側壁部８Ｅに替えて、右側壁部８Ｅ
を遊技盤２の前面側にリブ状に立設するようにしてもよい。また、各孔部８１に対向する
遊技盤２の前面の位置に、各孔部８１とほぼ同じ開口部と各面取部８１Ａを有する６個の
遊技球の流下方向に長い平面視略長四角形で所定深さ、例えば、深さ約２ｍｍ～３ｍｍの
凹部を設けてもよい。また、各凹部間の遊技盤２の前面には、５個の第２凸部８２が遊技
球の流下方向の中心線に沿って突設されるようにしてもよい。これにより、前記実施形態
と同様の効果を奏することが可能となる。
【００８７】
　但し、遊技盤２の前面に凹部や各第２凸部８２を形成するのは、成型上手間がかかるた
め、台板８Ｄに各孔部８１や各第２凸部８２を設ける方が製造効率の向上を図ることがで
きる。具体的には、遊技盤２に配置する表示装置１０や誘導釘、左袖入賞口５１、左落と
し入賞口５２、右袖入賞口５４等を設計した後に、遊技盤２の前面に凹部を形成し、その
後、設計変更する場合には、凹部を成型し直すときに手間がかかる。しかしながら、遊技
盤２の前面に取り付け可能な台板８Ｄであれば、各孔部８１や各第２凸部８２の成型し直
しも少なくすることが可能となる。
【００８８】
　（Ｃ）また、例えば、各孔部８１及び各第２凸部８２、又は、上記各凹部及び各第２凸
部８２を通路カバー２３の前側壁部２３Ｂ（面部材）に形成するようにしてもよい。また
、各凸部８３を台板８Ｄの前側壁部２３Ｂに対向する面に、各孔部８１又は上記各凹部に
対向するように配置してもよい。これにより、前記実施形態と同様の効果を奏することが
可能となる。また、孔部８１若しくは凹部は、１個でも、複数設けてもよい。
【００８９】
　（Ｄ）また、例えば、遊技球通路２１は、包囲枠体８の右側縁部に配置したが、包囲枠
体８の左側縁部など、何れの位置に配置してもよい。また、遊技球通路２１を所謂ワープ
ルートとして用いてもよい。
【００９０】
　（Ｅ）また、例えば、遊技盤２は木製でもよいし、透明な樹脂製でもよい。
【００９１】
　（Ｆ）また、例えば、緩衝部材２２に替えて、遊技球通路２１の右側壁部８Ｅを上方に
延出して外側誘導レール３の右端部に連結するようにしてもよい。そして、外側誘導レー
ル３と包囲枠体８の上側面部８Ａとの間に打ち込まれた遊技球は、右側壁部８Ｅと右側面
部８Ｃとの間に転動落下するようにしてもよい。また、この場合には、右側壁部８Ｅの上
端部にも補強金具２５を取り付けるようにしてもよい。これにより、右側壁部８Ｅをレー
ルの代わりに使用することが可能となり、構造の簡素化を図ることができる。
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　（Ｇ）また、例えば、遊技球通路２１の各第２凸部８２を無くしてもよいし、個数を少
なくしてもよい。これにより、遊技球通路２１を転動落下する遊技球の速度を調整するこ
とが可能となる。
【００９３】
　（Ｈ）また、例えば、通路カバー２３は、前側壁部２３Ｂの各第２凸部８２に対向する
位置にも、孔部８１又は凹部を形成するようにしてもよい。これにより、遊技球通路２１
を転動落下する遊技球の速度を更に調整することが可能となる。
【００９４】
　（Ｉ）また、例えば、孔部８１と凸部８３を台板８Ｄと通路カバー２３の前側壁部２３
Ｂに交互に対向するように配置してもよい。これにより、遊技球通路２１を転動落下する
遊技球の速度を調整することが可能となる。
【００９５】
　（Ｊ）また、例えば、遊技球通路２１を遊技盤２の前面に対して平行な面上で略Ｓ字状
や略Ｌ字状等に屈曲させてもよい。但し、遊技球通路２１の屈曲度合いは少ない方が、表
示装置１０の表示部１１の配置スペースが広くなるため、好ましい。また、各孔部８１若
しくは凹部と各凸部８３が、遊技盤２の前面に対して平行な面上で相対向しない方が、遊
技球通路２１の左右方向の幅を狭くして、表示窓７の拡大化を図ることが可能となり、好
ましい。
【００９６】
　（Ｋ）また、例えば、遊技球通路２１を不透明な樹脂等の視認性困難な素材で構成して
もよい。尚、この場合には、通路カバー２３の前側壁部２３Ｂや包囲枠体８の右側壁部８
Ｅに小さな孔を遊技球の流下方向に沿って複数個設け、遊技球通路２１内の遊技球の動き
を視認できるようにしてもよい。これにより、遊技者は、遊技球通路２１内の遊技球の動
きを容易に認識することができ、遊技球の動きに対する興趣を高めることが可能となる。
【００９７】
　（Ｌ）また、例えば、表示装置１０に替えて、羽根部材が大当たり時に所定回数ずつ所
定ラウンド数開閉される羽根役物（２種）を遊技盤２の中央部に配置するようにしてもよ
い。また、中央始動入賞口４１又は右側始動入賞口４２に入賞した場合には、羽根役物の
羽根部材が所定回数、例えば、１回若しくは２回開閉されるように構成してもよい。
【符号の説明】
【００９８】
　１　　　遊技機
　２　　　遊技盤
　８　　　包囲枠体
　８Ｄ　　　台板
　２１　　　遊技球通路
　８１　　　孔部
　８２　　　第２凸部
　８３　　　凸部
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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月31日(2016.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域を有する遊技盤と、
　前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な入球部を有し、前記入球部に入球した遊技
球を転動落下させつつ下方へ案内する遊技球通路と、
　を備え、
　前記遊技球通路は、
　　　前記遊技盤の前面に取り付け可能な台板又は遊技盤に対向するように配置される面
部材と、
　　　前記台板又は前記面部材に形成された貫通する複数の孔部と、
　　　前記台板又は前記面部材に相対向する壁面部に、前記複数の孔部に対向するように
設けられて所定高さ突出する複数の第１凸部と、
　　　前記台板又は前記面部材に形成され、前記複数の孔部の間に設けられて前記壁面部
側へ突出する複数の第２凸部と、
　を有し、
　前記第１凸部の先端部と前記第２凸部の先端部との前記台板又は前記面部材に対して垂
直方向における距離は、前記遊技球の１個分未満の距離に設定され、
　前記遊技球が前記第１凸部に対向する前記孔部の周縁部又は前記遊技盤の前面に当接し
た状態において、該遊技球と該第１凸部との間に、隙間が形成されるように設定され、
　前記第１凸部と該第１凸部の前記遊技球の流下方向上方側及び下方側に位置する前記第
２凸部との距離は、前記遊技球の１個分以上の距離に設定され、
　前記遊技球通路に進入した前記遊技球は、前記第１凸部の位置において、進行方向を前
記孔部側へ進路変更された後、該孔部の周縁部又は前記遊技盤の前面に当接した後、前記
第２凸部の位置において、進行方向を該第２凸部の前記遊技球の流下方向下方側に位置す
る前記第１凸部側へ進路変更されることを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　前記目的を達成するため請求項１に係る遊技機は、遊技球が流下可能な遊技領域を有す
る遊技盤と、前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な入球部を有し、前記入球部に入
球した遊技球を転動落下させつつ下方へ案内する遊技球通路と、を備え、前記遊技球通路
は、前記遊技盤の前面に取り付け可能な台板又は遊技盤に対向するように配置される面部
材と、前記台板又は前記面部材に形成された貫通する複数の孔部と、前記台板又は前記面
部材に相対向する壁面部に、前記複数の孔部に対向するように設けられて所定高さ突出す
る複数の第１凸部と、前記台板又は前記面部材に形成され、前記複数の孔部の間に設けら
れて前記壁面部側へ突出する複数の第２凸部と、を有し、前記第１凸部の先端部と前記第
２凸部の先端部との前記台板又は前記面部材に対して垂直方向における距離は、前記遊技
球の１個分未満の距離に設定され、前記遊技球が前記第１凸部に対向する前記孔部の周縁
部又は前記遊技盤の前面に当接した状態において、該遊技球と該第１凸部との間に、隙間
が形成されるように設定され、前記第１凸部と該第１凸部の前記遊技球の流下方向上方側
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及び下方側に位置する前記第２凸部との距離は、前記遊技球の１個分以上の距離に設定さ
れ、前記遊技球通路に進入した前記遊技球は、前記第１凸部の位置において、進行方向を
前記孔部側へ進路変更された後、該孔部の周縁部又は前記遊技盤の前面に当接した後、前
記第２凸部の位置において、進行方向を該第２凸部の前記遊技球の流下方向下方側に位置
する前記第１凸部側へ進路変更されることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１８】
　請求項１に記載の発明によれば、遊技球が流下可能な遊技領域を有する遊技盤と、前記
遊技領域を流下する遊技球が入球可能な入球部を有し、前記入球部に入球した遊技球を転
動落下させつつ下方へ案内する遊技球通路と、を備え、前記遊技球通路は、前記遊技盤の
前面に取り付け可能な台板又は遊技盤に対向するように配置される面部材と、前記台板又
は前記面部材に形成された貫通する複数の孔部と、前記台板又は前記面部材に相対向する
壁面部に、前記複数の孔部に対向するように設けられて所定高さ突出する複数の第１凸部
と、前記台板又は前記面部材に形成され、前記複数の孔部の間に設けられて前記壁面部側
へ突出する複数の第２凸部と、を有し、前記第１凸部の先端部と前記第２凸部の先端部と
の前記台板又は前記面部材に対して垂直方向における距離は、前記遊技球の１個分未満の
距離に設定され、前記遊技球が前記第１凸部に対向する前記孔部の周縁部又は前記遊技盤
の前面に当接した状態において、該遊技球と該第１凸部との間に、隙間が形成されるよう
に設定され、前記第１凸部と該第１凸部の前記遊技球の流下方向上方側及び下方側に位置
する前記第２凸部との距離は、前記遊技球の１個分以上の距離に設定され、前記遊技球通
路に進入した前記遊技球は、前記第１凸部の位置において、進行方向を前記孔部側へ進路
変更された後、該孔部の周縁部又は前記遊技盤の前面に当接した後、前記第２凸部の位置
において、進行方向を該第２凸部の前記遊技球の流下方向下方側に位置する前記第１凸部
側へ進路変更される構成のため、遊技領域が狭くなっても、遊技球通路を流下して、下方
の遊技領域を転動落下する遊技球の速度を調整することが可能となる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　つまり、第１凸部の先端部と第２凸部の先端部との台板又は面部材に対して垂直方向に
おける距離は、遊技球の１個分未満の距離に設定され、また、遊技球が第１凸部に対向す
る孔部の周縁部又は遊技盤の前面に当接した状態において、該遊技球と該第１凸部との間
に、隙間が形成されるように設定され、更に、第１凸部と該第１凸部の遊技球の流下方向
上方側及び下方側に位置する第２凸部との距離は、遊技球の１個分以上の距離に設定され
ているため、遊技球通路に進入した遊技球は、第１凸部の位置において、進行方向を孔部
側へ進路変更された後、該孔部の周縁部又は遊技盤の前面に当接した後、第２凸部の位置
において、進行方向を該第２凸部の遊技球の流下方向下方側に位置する第１凸部側へ順に
進路変更されて、１個ずつ遊技球通路内を転動落下し、遊技球が詰まる虞を低減すること
が可能となる。また、第１凸部に当接した遊技球は、進行方向を孔部側へ進路変更された
後、該孔部の周縁部又は遊技盤の前面に当接した後、第２凸部の位置において、進行方向
を該第２凸部の遊技球の流下方向下方側に位置する第１凸部側へ進路変更されて、該第１
凸部に確実に当接する。これにより、遊技球の遊技球通路内を転動落下する速度を、第１
凸部、孔部の周縁部又は遊技盤の前面、及び、第２凸部に順番に当接する毎に、調整する
ことができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
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【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　また、孔部と第２凸部は、遊技盤の前面に取り付け可能な台板又は遊技盤に対向するよ
うに配置される面部材に形成されるため、遊技球通路の構成を簡易化することが可能とな
る。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
　（Ｌ）また、例えば、表示装置１０に替えて、羽根部材が大当たり時に所定回数ずつ所
定ラウンド数開閉される羽根役物（２種）を遊技盤２の中央部に配置するようにしてもよ
い。また、中央始動入賞口４１又は右側始動入賞口４２に入賞した場合には、羽根役物の
羽根部材が所定回数、例えば、１回若しくは２回開閉されるように構成してもよい。
　（Ｍ）また、本発明に係わる遊技機を具体化した実施形態について上記に説明したが、
遊技機は以下の構成を有することも可能であり、その場合には、以下の効果を奏する。
　（付記１）例えば、第１の構成に係る遊技機は、遊技球が流下可能な遊技領域を有する
遊技盤と、前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な入球部を有し、前記入球部に入球
した遊技球を転動落下させつつ下方へ案内する遊技球通路と、を備え、前記遊技球通路は
、相対向する一対の壁面部のうちの一方の壁面部又は前記遊技盤若しくは前記遊技盤に対
向する壁面部に形成された所定深さ窪んだ凹部又は貫通する孔部と、前記凹部又は前記孔
部に対向する前記一対の壁面部のうちの他方の壁面部又は前記遊技盤に対向する壁面部若
しくは前記遊技盤に、前記凹部又は前記孔部に対向するように設けられて所定高さ突出す
る凸部と、を有することを特徴とする。
　このような第１の構成を有する遊技機では、遊技領域が狭くなっても、遊技球通路を流
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下して、下方の遊技領域を転動落下する遊技球の速度を調整することが可能となる。
　（付記２）また、例えば、第２の構成に係る遊技機は、上記第１の構成に係る遊技機に
おいて、前記遊技球通路は、前記凸部と前記凹部又は前記孔部の底面部との距離は、前記
遊技球の１個分以上で、且つ、２個分未満の大きさに設定され、前記遊技球通路に進入し
た前記遊技球は、前記凸部の位置において、進行方向を前記凹部又は前記孔部側へ進路変
更された後、該凹部又は該孔部に当接して再度前記凸部の下方側へ進路変更されることを
特徴とする。
　上記第２の構成を有する遊技機では、凸部と凹部又は孔部の底面部との距離は、遊技球
の１個分以上で、且つ、２個分未満の大きさに設定されているため、遊技球は１個ずつ遊
技球通路内を転動落下し、遊技球が詰まる虞を低減することが可能となる。また、凸部に
当接した遊技球は、凹部又は孔部側へ進路変更し、更に、凹部又は孔部に当接した遊技球
は、凸部の下方側へ進路変更されるため、凸部と凹部又は孔部に当接する毎に、遊技球の
転動落下する速度を調整することができる。
　（付記３）また、例えば、第３の構成に係る遊技機は、上記第１の構成又は上記第２の
構成に係る遊技機において、前記凸部は、上方から流下する前記遊技球が当接する部分が
、前記凹部又は前記孔部に向かって斜め下方向へ傾斜するように設けられ、前記凹部の底
面又は前記孔部の前記遊技球の流下方向下方側の周縁部が、前記凸部の下方側に向かって
斜め下方向へ傾斜するように設けられていることを特徴とする。
　上記第３の構成を有する遊技機では、凸部に当接した遊技球を凹部又は孔部へスムーズ
に誘導することが可能となる。また、凹部又は孔部に当接した遊技球を凸部の下方側へス
ムーズに誘導することが可能となる。従って、遊技球通路を転動落下する遊技球をスムー
ズに誘導して、遊技球の転動落下する速度を調整することが可能となると共に、遊技球の
詰まる虞を低減することが可能となる。
　（付記４）また、例えば、第４の構成に係る遊技機は、上記第３の構成に係る遊技機に
おいて、前記凹部の底面又は前記孔部の前記遊技球の流下方向上方側の周縁部が、前記凸
部の上方側に向かって斜め上方向へ傾斜するように設けられていることを特徴とする。
　上記第４の構成を有する遊技機では、凹部又は孔部の遊技球の流下方向上方側の周縁部
に当接した遊技球を凹部側又は孔部側へスムーズに誘導することが可能となり、遊技球通
路を転動落下する遊技球をスムーズに誘導して、遊技球の詰まる虞を低減することが可能
となる。
　（付記５）また、例えば、第５の構成に係る遊技機は、上記第１の構成乃至第４の構成
のいずれかに係る遊技機において、前記遊技盤は、前記遊技領域に配置された遊技装置を
有し、前記遊技球通路は、前記遊技装置を囲む前記遊技領域の内側周縁部の少なくとも一
部に設けられていることを特徴とする。
　上記第５の構成を有する遊技機では、遊技球通路は、遊技装置を囲む遊技領域の内側周
縁部の少なくとも一部に設けられているため、遊技球通路を転動落下する遊技球の速度を
調整し、下方に設けられた遊技領域を転動落下する遊技球の速度を調整することが可能と
なる。これにより、遊技球通路の下方に設けられた遊技領域が狭くなっても遊技球の速度
を調整することが可能となるため、遊技装置の大型化を容易に図ることができる。
　（付記６）また、例えば、第６の構成に係る遊技機は、上記第１の構成乃至第５の構成
のいずれかに係る遊技機において、前記遊技球通路は、前記遊技盤の前面に取り付け可能
な台板又は遊技盤に対向するように配置される面部材を有し、前記凹部又は前記孔部は、
前記台板又は前記面部材に形成されていることを特徴とする。
　上記第６の構成を有する遊技機では、凹部又は孔部は、遊技盤の前面に取り付け可能な
台板又は遊技盤に対向するように配置される面部材に形成されるため、遊技球通路の構成
を簡易化することが可能となる。
　（付記７）また、例えば、第７の構成に係る遊技機は、上記第１の構成乃至第６の構成
のいずれかに係る遊技機において、前記遊技球通路は、前記凹部又は前記孔部の前記遊技
球の流下方向下方側に設けられて所定第２高さ内側へ突出する第２凸部を有することを特
徴とする。
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　上記第７の構成を有する遊技機では、凹部又は孔部に当接した遊技球が、更に、第２凸
部に当接して第１凸部の下方側へ転動落下するため、遊技球の転動落下する速度を更に調
整することができる。
　（付記８）また、例えば、第８の構成に係る遊技機は、上記第５の構成乃至第７の構成
のいずれかに係る遊技機において、前記遊技盤及び前記遊技球通路は、奥行き方向が視認
可能な素材で構成され、前記遊技球通路に対向する前記遊技盤の背面側に、前記遊技装置
の少なくとも一部が位置していることを特徴とする。
　上記第８の構成を有する遊技機では、遊技球通路内を転動落下する遊技球の視認性を高
めることが可能となり、遊技球の動きに対する興趣を高めることが可能となる。また、遊
技盤の背面に配置された遊技装置が視認可能となるため、遊技装置を極力大きく見せるこ
とが可能となる。
　（付記９）また、例えば、第９の構成に係る遊技機は、上記第１の構成乃至第８の構成
のいずれかに係る遊技機において、前記凹部又は前記孔部は、前記遊技球の流下方向に長
い平面視略長四角形に形成され、前記略長四角形の短辺方向の長さが遊技球の直径よりも
短いことを特徴とする。
　上記第９の構成を有する遊技機では、凹部又は孔部は、遊技球の流下方向に長い平面視
略長四角形に形成され、この略長四角形の短辺方向の長さが遊技球の直径よりも短いため
、遊技球通路の幅を狭くすることが可能となり、遊技領域を更に狭くすることが可能とな
る。
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