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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に形成され、発射装置で弾発された遊技球が流下する遊技領域にセンター役物が
設けられており、前記発射装置で弾発された遊技球をこのセンター役物の左側及び前記セ
ンター役物よりも右側に流下させることが可能な遊技機であって、
　前記センター役物は、
　　変動図柄を表示する図柄表示装置の周囲を取り囲む装飾枠と、
　　前記装飾枠の右側において右上方向に向けて開口形成し、前記遊技球が入賞可能な入
賞口と、前記入賞口を開閉可能に形成されており、前記入賞口に前記遊技球が入らない閉
状態、及び前記入賞口に前記遊技球を入りやすくする開状態になる羽根部材とを有する入
賞装置と、
　　前記装飾枠の後側であって、かつ前記入賞装置よりも上流側に、前記装飾枠の右側面
から突出するように形成された鍔部と、
　　前記装飾枠の前側において、少なくとも前記鍔部と対向する位置に設けられた装飾部
材と、
　　前記鍔部の下流側であって前記入賞装置の上方に設けられ、前記遊技球が流入可能な
アウト口と、
を備え、
　前記遊技領域は、前記センター役物の右側における前記遊技球が流下する幅が前記セン
ター役物の左側における前記遊技球が流下する幅よりも狭く形成されており、
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　少なくとも、前記装飾部材の後面と、装飾枠の右側面と、鍔部の前面とで囲まれた領域
には、弾発された遊技球を案内する流下通路が形成されており、
　前記装飾部材の後面及び前記鍔部の前面には、前記流下通路を流下する遊技球を減速さ
せるリブが形成されており、前記リブは、前記流下通路を流下する遊技球の流下方向と直
交する水平よりも右上に向く方向に形成されており、前記装飾部材の後面及び前記鍔部の
前面からの突出高さが一定となるように形成されてい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、遊技盤に形成された遊技領域に入賞装置を設けた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、遊技機の一つとしてパチンコ機が知られている。パチンコ機は、遊技盤に形
成した遊技領域に図柄表示装置を有するセンター役物、始動入賞口を有する始動入賞装置
、大入賞口を有する大入賞装置等が配置されている。また、遊技領域には、流下する遊技
球を誘導するための多数の誘導釘が打たれている。
【０００３】
　また、遊技機の中には、遊技領域においてセンター役物の右側の領域に遊技球を流下さ
せる「右打ち」と呼ばれる方法で遊技を行うものも存在する。右打ちの遊技を行う遊技機
の場合には、例えば大入賞口を遊技領域の右側に配置したりしたものも存在する（例えば
、特許文献１）。
【０００４】
　センター役物は、遊技領域のほぼ中央に配置されていることが多い。また、図柄表示装
置は、数字や絵柄から構成される各種図柄を表示するためのもので、一般的な遊技機の場
合には、図柄表示装置に縦３個、横３個の合計９個の図柄を表示させているものが多く存
在する。また、近年の遊技機では、図柄表示装置にアニメーションや動画を表示するもの
も存在する。
【０００５】
　遊技機は、遊技領域に遊技球を流下させることで遊技が行われる。遊技領域を流下する
遊技球が始動入賞口に入賞すると、遊技機では、遊技者にとって有利な状態（以下、大当
たり状態という。）での遊技を開始するか否かの抽選が行われ、それと同時に図柄表示装
置にてアニメーションを表示させたり、又は図柄を所定時間変動表示させ、その後に先の
抽選の結果に対応する図柄を停止表示させるといった変動表示ゲームが行われる。この抽
選に当選すると、変動表示装置では当たりに対応した図柄（例えば「７－７－７」）を停
止表示させて、大当たり状態での遊技が開始される旨を遊技者に報知する。そして、大入
賞口を開放して流下する遊技球を入賞しやすい状態にし、入賞した遊技球の数に対応した
数の賞球を払い出す。
【０００６】
　遊技者は、遊技球が始動入賞口に入賞する前は、遊技領域を流下する遊技球の動きに着
目して遊技を行い、遊技球が始動入賞口に入賞した場合には、大当たり状態での遊技に移
行するか否かに着目して遊技を行う。特に、遊技者は、始動入賞口に遊技球が入賞した後
は、大当たり状態での遊技に移行するかもしれないという大きな期待感を持ちながら、図
柄表示装置を視認しつつ遊技を進めることが多い。そのため、図柄表示装置による各種変
動表示の態様や、図柄表示装置を有するセンター役物全体の発光態様等を変化させるよう
な演出を行うことによって、遊技者に対して期待感を増大させたり、また遊技者の遊技に
対する興趣を大幅に向上させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－１２１８５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　近年は、より多様な演出を行うためにセンター役物が大型化する傾向にある。また、遊
技領域には、センター役物だけではなく、始動入賞装置や大入賞装置といった各種入賞装
置が配置される。そのため、近年の遊技機は、遊技領域においてセンター役物が占める範
囲が大きくなり、配置されたセンター役物の周囲に始動入賞装置や大入賞装置などが配置
される傾向にある。そのため、近年の遊技機は、遊技領域において遊技釘を打つことがで
きる範囲が非常に狭くなる傾向にあり、遊技球の流下する態様が単調なものになってしま
うという問題があった。上記した通り、遊技者は、始動入賞口に遊技球が入賞するまでの
間の遊技においては遊技球の動きに着目することが多く、このときの遊技球の動きが単調
になってしまうと、センター役物での演出が行われる前に遊技に飽きてしまい、積極的に
遊技に参加させることが困難になるという問題があった。
【０００９】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、遊技が単調にならず、かつ遊技
者の興趣をより向上させることが可能な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】
【００１０】
　本発明は、
（１）遊技盤に形成され、発射装置で弾発された遊技球が流下する遊技領域にセンター役
物が設けられており、前記発射装置で弾発された遊技球をこのセンター役物の左側及び前
記センター役物よりも右側に流下させることが可能な遊技機であって、前記センター役物
は、変動図柄を表示する図柄表示装置の周囲を取り囲む装飾枠と、前記装飾枠の右側にお
いて右上方向に向けて開口形成し、前記遊技球が入賞可能な入賞口と、前記入賞口を開閉
可能に形成されており、前記入賞口に前記遊技球が入らない閉状態、及び前記入賞口に前
記遊技球を前記始動口に入りやすくする開状態になる羽根部材とを有する入賞装置と、前
記装飾枠の後側であって、かつ前記入賞装置よりも上流側に、前記装飾枠の右側面から突
出するように形成された鍔部と、前記装飾枠の前側において、少なくとも前記鍔部と対向
する位置に設けられた装飾部材と、前記鍔部の下流側であって前記入賞装置の上方に設け
られ、前記遊技球が流入可能なアウト口と、を備え、前記遊技領域は、前記センター役物
の右側における前記遊技球が流下する幅が前記センター役物の左側における前記遊技球が
流下する幅よりも狭く形成されており、少なくとも、前記装飾部材の後面と、装飾枠の右
側面と、鍔部の前面とで囲まれた領域には、弾発された遊技球を案内する流下通路が形成
されており、前記装飾部材の後面及び前記鍔部の前面には、前記流下通路を流下する遊技
球を減速させるリブが形成されており、前記リブは、前記流下通路を流下する遊技球の流
下方向と直交する水平よりも右上に向く方向に形成されており、前記装飾部材の後面及び
前記鍔部の前面からの突出高さが一定となるように形成されていることを特徴とする遊技
機、
を要旨とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る遊技機は、センター役物が、装飾枠、入賞装置、鍔部及び装飾部材を備え
、入賞装置は装飾枠の右側に設けられ、鍔部は、装飾枠の後側であって、かつ入賞装置よ
りも上流側に、装飾枠の右側面から突出するように形成されており、装飾部材は、装飾枠
の前側において、少なくとも鍔部と対向する位置に設けられている。また、少なくとも、
装飾部材の後面と、装飾枠の右側面と、鍔部の全面とで囲まれた領域には、弾発された遊
技球を案内する流下通路が形成され、装飾部材の後面及び鍔部の前面に、流下通路を流下
する遊技球を減速させるためのリブが形成されている。したがって、本発明に係る遊技機
によれば、流下通路内を通過する遊技球がリブに衝突することで、遊技球の流下速度を減
速させることが可能になる。また、装飾部材及び鍔部は、入賞装置の上流側に設けられて
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いるので、流下通路を通過した遊技球が装飾部材及び鍔部の下流側に設けられている入賞
装置に入賞する割合を所定の割合にすることができ、遊技者に対して遊技の興趣を向上さ
せる遊技を行うことが可能になる。
　また、装飾部材と装飾枠は、遊技機の機種ごとに製造するものであるから、これら装飾
枠の鍔部及び総称部材にリブを形成することによって、汎用性を有する他の部品を他の機
種の遊技機に流用することもできる。そのため、新たに製造する部品の点数を減少するこ
とができ、製造コストも大幅に低減することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機の正面図である。
【図２】遊技機を構成する遊技盤の外観斜視図である。
【図３】遊技盤に設けられるセンター役物の外観斜視図である。
【図４】装飾枠にリブが形成されている部分を表した拡大図であり、（ａ）図は、リブが
形成されている部分を正面側から見た図、（ｂ）図は、リブが形成されている部分を上か
ら見た図である。
【図５】遊技盤の側面を示す側面図である。
【図６】センター役物において第２始動入賞装置及び第２アウト口が設けられている部分
を拡大した拡大図であり、（ａ）図は、第２始動入賞装置の第２開閉羽根が閉位置に位置
する状態を示す図、（ｂ）図は、第２開閉羽根が開位置に位置する状態を示す図である。
【図７】第２始動入賞装置の構成を正面側から表す分解斜視図である。
【図８】第２始動入賞装置の構成を背面側から表す分解斜視図である。
【図９】大入賞装置の外観斜視図であり、（ａ）図は、開閉部材が閉位置に位置する状態
を示す図、（ｂ）図は、開閉部材が開位置に位置する状態を示す図である。
【図１０】大入賞装置の構成を正面側から表す分解斜視図である。
【図１１】大入賞装置の構成を背面側から表す分解斜視図である。
【図１２】第２駆動機構の構成を正面側から表す分解斜視図である。
【図１３】第２駆動機構の構成を背面側から表す分解斜視図である。
【図１４】第２始動入賞装置の動作を説明するための説明図であり、（ａ）図は、第２始
動入賞装置の第２開閉羽根が閉位置に位置する時の図、（ｂ）図は、第２開閉羽根が開位
置に位置する時の図である。
【図１５】大入賞装置の開閉部材の開動作を説明するための説明図であり、（ａ）図は、
開閉部材が閉位置に位置する時の図、（ｂ）図は、開閉部材が閉位置から開位置へ移動し
ている時の図である。
【図１６】大入賞装置の開閉部材の開動作を説明するための説明図であり、開閉部材が開
位置に位置する時の図である。
【図１７】大入賞装置の開閉部材の閉動作を説明するための説明図であり、（ａ）図は、
開閉部材が開位置に位置する時の図、（ｂ）図は、開閉部材が開位置から閉位置へ移動し
た時の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明に係る遊技機の実施の形態について、図面を用いて具体的に説明する。なお、本
明細書では、遊技機及び遊技機を構成する各部の構成について説明した後に、遊技機を構
成する遊技盤における各種装置の配置について説明し、その後、本発明に係る遊技機の作
用効果について説明する。
【００１４】
　また、本実施の形態では、本発明に係る遊技機の例としてパチンコ遊技機を用いて説明
するが、本発明はパチンコ遊技機以外の遊技機にも適用することが可能である。また、本
明細書においては、パチンコ遊技機（以下、単に「遊技機」と言う。）及び遊技機を構成
する各部材の「前側」、「後側」は、遊技機を正面から見た場合における正面側（前面側
）、裏面側（後面側）を示すものとし、遊技機及び遊技機を構成する各部材に関して「上
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側」、「下側」、「左側」及び「右側」は、図１に示すように遊技機を正面から見た場合
における上側、下側、左側及び右側を示すものとする。また、本明細書に置いては、遊技
球が各種入賞口に流入することを「入賞」と言い、遊技球が入賞することによって遊技者
に払い出される遊技球のことを「賞球」と言う。
【００１５】
［遊技機１の外観構成］
　図１に示すように、遊技機１は、基体の外郭を構成する縦長方形の外枠２を備えている
。この外枠２の開口前面側には、縦長方形の中枠３が着脱自在に組み付けられている。中
枠３は、全体的に合成樹脂材料を用いて成形されており、内部に遊技盤１１等を取付固定
することができるように構成されている。前枠４は、中枠３の前面側に、該前枠４の左側
に設けられたヒンジを中心に中枠３に対して横開きをすることができるように開閉自在に
組み付けられている。前枠４は、ガラス板５を備えており、遊技者が遊技盤１１を視認す
ることができ、かつ遊技盤１１を保護することができるように構成されている。また、前
枠４は、遊技に使用する遊技球Ｂを一時的に貯留する上受け皿６と、上受け皿６から溢れ
出て流下した遊技球Ｂを貯留する下受け皿７をガラス板５の下方に備えている。遊技機１
は、内部に遊技球Ｂを遊技盤１１に向けて弾発するための発射装置（図示せず）を備えて
おり、この発射装置における弾発強さを操作ハンドル８の回動量によって調節することが
できるように構成されている。発射装置は、該発射装置で弾発された遊技球Ｂを後述する
センター役物２３よりも右側へ流下させることが可能な強さで、該遊技球Ｂを弾発するこ
とができるように構成されている。また、上受け皿６には、遊技球Ｂを貯留する貯留スペ
ースの前側に、遊技者が遊技中に押圧操作する各種ボタン９ａ，９ｂ，９ｃが配置されて
いる。なお、図１中の符号１０は、音声を出力するためのスピーカである。なお、本実施
の形態に係る遊技機１は、発射装置で弾発された遊技球Ｂを後述するセンター役物２３よ
りも右側に流下させることが可能となるように形成されている。
【００１６】
［遊技盤１１及び遊技盤１１に配置された各部の構成］
　図２に示すように、遊技盤１１は、アクリルやポリカーボネート等の合成樹脂材料にて
形成された略正方形の平板状の部材である。遊技盤１１の前面には、外レール１２と内レ
ール１３とが半円弧状に配設されており、外レール１２の外側にはコーナー飾り１４が設
けられている。これら外レール１２と内レール１３とは、前後方向に所定の厚さを有する
部材で形成されている。
【００１７】
　外レール１２は、遊技盤１１の左右方向中央よりも左側の下部から遊技盤１１の上部を
経て該遊技盤１１の左右方向中央よりも右側の上部まで、円弧を描くように形成されてい
る。内レール１３は、遊技盤１１の左右方向中央よりも左側の下部から左側の上部まで、
円弧を描くように形成されている。また、内レール１３は、遊技盤１１の盤面上において
は外レール１２と対向するように配置されている。
【００１８】
　外レール１２と内レール１３とは、これら外レール１２と内レール１３との間を遊技球
Ｂが通過することが可能な間隔を有する誘導路１５が形成されるように配置されている。
この誘導路１５は、発射装置にて弾発された遊技球Ｂが通過する際に通る経路である。誘
導路１５を通過した遊技球Ｂが流下する遊技領域１６は、遊技盤１１において、外レール
１２の内側（外レール１２と内レール１３とが対向配置されている箇所においては、内レ
ール１３の内側）に形成されており、遊技球Ｂは、この誘導路１５を通過した後に、遊技
領域１６の上部から下部に向けて流下するように構成されている。
【００１９】
　コーナー飾り１４は、外レール１２の外側の領域に設けられている。このコーナー飾り
１４は、不透明な合成樹脂材料によって形成されており、外レール１２よりも外側の領域
に設けられている。なお、このコーナー飾り１４が設けられている箇所は、その前側に位
置する前枠４によって覆われ、コーナー飾り１４が視認出来ないようになっている。また
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、コーナー飾り１４は、外レール１２と同程度の前後方向の厚みを有するように形成され
ており、左右方向中央部よりも右側において外レール１２が設けられていない箇所では、
外レール１２に代わってコーナー飾り１４の内側の側面が遊技領域１６に露出するように
構成されている。
【００２０】
　遊技領域１６には、通常入賞装置２１、第１始動入賞装置２２、センター役物２３、大
入賞装置２４及び第１アウト口２５が設けられている。また、遊技領域１６には、図示し
ない多数の誘導釘が打たれている。遊技領域１６を流下する遊技球Ｂは、誘導釘に当たっ
て流下方向を変化させながら、遊技領域１６の上部から下部に向かって流下する。ほとん
どの遊技球Ｂは、遊技領域１６の最下部に設けられた第１アウト口２５に流入するか、セ
ンター役物２３の右側面部に設けられた後述する第２アウト口３５に流入し、これ以外の
遊技球Ｂは、各種入賞装置等に設けられた各種入賞口に入賞するように構成されている。
【００２１】
　通常入賞装置２１は、通常入賞口８６を有している。通常入賞口８６は、上方に向けて
、遊技領域１６を流下する遊技球Ｂが入賞可能な大きさに開口形成されている。遊技機１
は、この通常入賞口８６へ遊技球Ｂが入賞すると、所定数（例えば１５個）の賞球を払い
出すように構成されている。
【００２２】
　第１始動入賞装置２２は、センター役物２３の下方に配置されている。この第１始動入
賞装置２２は、遊技球Ｂの入賞によって遊技者に有利な大当り状態で遊技を行う契機を付
与するもので、上方に向けて開口形成されている第１始動入賞口を有している。
【００２３】
　センター役物２３は、遊技領域１６の略中央に設けられている。言い換えれば、センタ
ー役物２３は、大入賞装置２４の上流側に設けられている。このセンター役物２３は、変
動図柄を表示する図柄表示装置、図柄表示装置の周囲を取り囲むように構成された装飾枠
３１、装飾枠３１の後側であって、入賞装置としての後述する第２始動入賞装置３４より
も上流側に設けられ、装飾枠３１の右側面から突出するように形成された鍔部３２、装飾
枠３１の前側において、少なくとも鍔部３２と対向する位置に設けられた装飾部材３３を
備えている。また、センター役物２３には、第２始動入賞装置３４、第２アウト口３５が
設けられている。なお、図２及び図３においては、説明の便宜上、図柄表示装置を取り外
した状態のセンター役物２３を示している。
【００２４】
　図柄表示装置は、遊技機１における視覚的な演出を行うためのもので、これには、例え
ば液晶表示パネル等の従来から公知の表示装置を任意に選択して使用することができる。
この図柄表示装置は、遊技機１の状況に応じて種々の画像や動画、アニメーション等を表
示することができるように構成されている。例えば、図柄表示装置では、通常は、縦に３
つ並んだ数字の列を３列停止表示し、そのほかに画像やアニメーション等を表示させてお
いて、第１始動入賞口や第２始動入賞口５１に遊技球Ｂが入賞すると、遊技機１の内部で
行われる抽選に併せて各列の数字を変動表示させ、所定時間経過後に再び各列の数字を停
止表示させる、というような表示が行われる。遊技機１では、この変動表示から停止表示
に移行した際の数字の並び方によって、上記した抽選に当選したか否かを遊技者に知らせ
るようになっている。
【００２５】
　図柄表示装置は、センター役物２３の図柄表示装置設置領域３６に設置される。図柄表
示装置設置領域３６は、センター役物２３内において図柄表示装置を設置するために開口
形成されている領域である。遊技盤１１には、センター役物２３が取付固定された時に、
該センター役物２３の図柄表示装置設置領域３６が位置するところが開口形成されている
。図柄表示装置は、この図柄表示装置設置領域３６に対して遊技盤１１の前側又は後側の
いずれかから挿入されて、最終的にセンター役物２３に取付固定される。
【００２６】
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　装飾枠３１は、図柄表示装置の周囲を取り囲むように形成された枠状の部材である。図
３に示すように、装飾枠３１には、その内部に遊技球Ｂを左右方向の左右両端部から中央
部に向けて誘導する第１誘導面３７が形成されている。また、装飾枠３１には、第１誘導
面３７の下方に第２誘導面３８と誘導溝３９が形成されている。第２誘導面３８は、左右
方向両端部から左右方向中央部に向けて盛り上がるように形成されており、左右方向に転
動する遊技球Ｂの速度を減少させることができるように構成されている。誘導溝３９は、
この第２誘導面３８の中央部に形成されており、左右方向に転動する遊技球Ｂの転動方向
を前後方向に変えるためのものである。なお、図２に示すように、誘導溝３９の下方には
第１始動入賞装置２２が配置されており、誘導溝３９に案内されて前方向に転動する遊技
球Ｂが第１始動入賞口に入賞しやすくなるように構成されている。
【００２７】
　装飾枠３１の外周側面は、流下する遊技球Ｂを案内するための案内面４０ともなってい
る。具体的には、装飾枠３１の左右方向中央部を略中心として左右方向に所定寸法だけ延
びている外周側面は略水平面として形成されている。また、装飾枠３１の左右方向中央部
よりも右側に形成された外周側面には、流下する遊技球Ｂを遊技領域１６の右側へ案内す
る案内面４０が右側に下り傾斜する方向へ形成されている。
【００２８】
　鍔部３２は、案内面４０が左右方向中央部よりも右側に形成された外周面から、該装飾
枠３１の外方向に向けて延びる方向に形成されている。また、鍔部３２は、案内面４０の
後部に形成されている。この鍔部３２には、３個のリブ４１が形成されている。これらリ
ブ４１は、後述する流下通路４５を流下する遊技球Ｂの流下速度を減速させるためのもの
で、鍔部３２の前面から前方向に突出するように形成されている。本実施の形態では、こ
れらリブ４１は、水平方向には形成されておらず、水平よりも右上に向く方向に形成され
ている。これは、図４（ａ）に示すように、鍔部３２を正面から見た場合に、遊技球Ｂが
流下する方向とリブ４１の延びる方向とが垂直になるようにリブ４１が形成されているか
らである。このように、遊技球Ｂの流下方向とリブ４１の延びる方向とを垂直にすること
により、リブ４１に衝突した遊技球Ｂの流下速度を減速させる割合を大きくすることがで
きるようになる。また、これらリブ４１は、図４（ｂ）に示すように、鍔部３２を上側（
又は下側）から見た場合に、鍔部３２の前面から突出高さが一定となるように形成されて
いる。
【００２９】
　装飾部材３３は、センター役物２３を装飾するためのもので、装飾枠３１の右側であっ
て、かつ該装飾枠３１の前側において少なくとも鍔部３２と対向する位置に取付固定され
ている。この装飾部材３３は、鍔部３２に開口形成された挿通孔４２を介して装飾枠３１
の後側からネジ止めするためのネジ穴４３が設けられた固定部を有している。装飾部材３
３は、鍔部３２の挿通孔４２を介して装飾枠３１のネジ穴４３にネジ止めすることで取付
固定される。図３に示すように、装飾部材３３には、２個のリブ４４が形成されている。
これらリブ４４は、後述する流下通路４５を流下する遊技球Ｂの流下速度を減速させるた
めのもので、装飾部材３３の後面から後方向に向けて突出するように形成されている。ま
た、これらリブ４４は、装飾部材３３を後側から見た場合に、後述する流下通路４５を流
下する遊技球Ｂの流下方向と直交する方向となるように形成されている。また、装飾部材
３３のリブ４４は、装飾部材３３を上側（又は下側）から見た場合に、該装飾部材３３の
後面からの突出高さが一定となるように形成されている。
【００３０】
　図５に示すように、装飾部材３３を取付固定した装飾枠３１を右側から見ると、装飾枠
３１の右側には、少なくとも装飾部材３３の後面と、装飾枠３１の右側面と、鍔部３２の
前面とで囲まれた領域が形成されている。この領域は、遊技球Ｂを遊技盤１１の右側の下
流側へ案内するための流下通路４５として構成される。そして、鍔部３２に形成されたリ
ブ４１と装飾部材３３に形成されたリブ４４は、最上位に鍔部３２のリブ４１が位置し、
その下に装飾部材３３のリブ４４が位置し、その更に下には鍔部３２のリブ４１が位置す
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る、と言うように、鍔部３２に形成されたリブ４１と装飾部材３３に形成されたリブ４４
とが交互に配置され、流下通路４５内を通過する遊技球Ｂが鍔部３２のリブ４１又は装飾
部材３３のリブ４４のいずれかに衝突しやすくし、かつ遊技球Ｂが衝突する回数を増やす
ことができるように構成されている。
【００３１】
　なお、本実施の形態に係る遊技機１では、鍔部３２に設けたリブ４１の数を３個とし、
装飾部に設けたリブ４４の数を２個としたが、流下通路４５を通過した後の遊技球Ｂの流
下速度を低減することができれば、リブ４１及びリブ４４の数は上記した数に限定される
ものではない。また、本実施の形態では、鍔部３２に設けたリブ４１と装飾部材３３に設
けたリブ４１の間隔も一定にしたが、この間隔は一定でなくてもよい。さらには、鍔部３
２に設けたリブ４１と装飾部材３３に設けたリブ４４とを一つずつ交互に設けなくてもよ
く、例えば、装飾部材３３のある一つのリブ４４とその隣の一つのリブ４４との間に、鍔
部３２に形成した二つのリブ４１が位置するように配置してもよいし、これ以外の組み合
わせで配置してもよい。また、本実施の形態では、鍔部３２のリブ４１と装飾部材３３の
リブ４４は、ともに遊技球Ｂの流下方向と垂直となる方向に延びるように形成しているが
、上記した通り流下通路４５を流下する遊技球Ｂの流下速度を減少することが出来れば、
リブ４１及びリブ４４の延びる方向は、その流下方向と垂直でなくてもよい。さらに、本
実施の形態では、鍔部３２の前面に対するリブ４１の突出高さ、及び装飾部材３３の後面
に対するリブ４４の突出高さが一定となるように形成しているが、これも突出高さが一定
であることに限定する趣旨ではなく、遊技球Ｂの流下速度を減少することができれば、リ
ブ４１及びリブ４４の突出高さを任意に変更してもよい。
【００３２】
［第２始動入賞装置３４、第２アウト口３５の構成］
　入賞装置、又は第２入賞装置としての第２始動入賞装置３４及び第２アウト口３５は、
センター役物２３の右側、具体的にはセンター役物２３を構成する装飾枠３１の右側に設
けられている。図３に示すように、第２始動入賞装置３４は、装飾枠３１の左右方向右側
であって、鍔部３２よりも下流側に設けられている。図６に示すように、第２始動入賞装
置３４は、遊技球Ｂの入賞によって遊技者に有利な大当り状態で遊技を行う契機を付与す
るためのもので、右上方向に向けて開口形成する第２入賞口としての第２始動入賞口５１
と、この第２始動入賞口５１を開閉する第２開閉羽根５２を有している。第２始動入賞口
５１は、遊技球Ｂが入賞することができる大きさに形成された開口であり、遊技球Ｂが入
賞すると、図示しないセンサにより入賞が検知されるように構成されている。遊技機１は
、センサにより入賞が検知されると、上記した大当り状態で遊技を行うか否かを決定する
抽選を行い、その抽選結果に基づいて以降の遊技を行うようになっている。
【００３３】
　第２開閉羽根５２は、本実施の形態では右側に一つ設けられた羽根状の部材であり、通
常は、図６（ａ）に示すような第２始動入賞口５１を閉じて遊技球Ｂが第２始動入賞口５
１に入らない閉位置に位置する閉状態を維持している。そして、第２開閉羽根５２は、遊
技球Ｂが通過入賞口を通過した時に、図６（ｂ）に示すような第２始動入賞口５１を開放
して遊技球Ｂが第２始動入賞口５１に入りやすくする開状態となるように構成されている
。本実施の形態においては、遊技の進行に伴って遊技球Ｂが通過入賞口２７を通過すると
、第２開閉羽根５２を開放させるか否かの普通図柄当り抽選が行われる。この普通図柄当
り抽選に基づいて普通図柄表示装置（図示せず）にて普通図柄変動ゲームを実行した結果
、当り図柄が停止表示した場合に所定時間の開放動作（遊技領域１６においてセンター役
物の左側の領域に遊技球を流下させる「左打ち」により遊技を行う通常遊技状態において
は、０．１秒開放を１回行う開放動作、右打ちにて遊技を行う変動短縮状態（以下、変短
状態と言う。）においては、１．５秒開放を３回行う開放動作）を行うようになっている
。なお、第２始動入賞口５１の開放パターンとしては、遊技球Ｂが通過入賞口を通過した
後、所定時間（例えば３０秒）だけ常に解放されているものや、所定時間ごと（例えば１
秒ごと）に開閉を繰り返し、この開閉動作を所定時間（例えば３０秒）の間繰り返し行う
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ものがあるが、これ以外のパターンであってもよい。
【００３４】
　次に、第２始動入賞装置３４の具体的な構成について説明する。図７及び図８に示すよ
うに、第２始動入賞装置３４は、上記した第２始動入賞口５１及び第２開閉羽根５２を備
えているほかに、第２開閉羽根５２を閉位置と開位置との間で駆動するための第１駆動機
構５３を備えている。第１駆動機構５３は、駆動源としての第１ソレノイド５４、第１プ
ランジャ５５、第１作動部材５６、カバー部材５７、固定部材５８、第１従動部材５９を
備えている。図７及び図８に示すように、装飾枠３１の基部３１ａには第１回転軸挿通孔
６０が形成されており、この第１回転軸挿通孔６０に第１回転軸６１がスリーブ６２を介
して挿通されている。第１回転軸６１は、前側の先端が第２開閉羽根５２に形成された圧
入穴６３に圧入され、第１回転軸６１が回転すると、その回転に伴って、第２開閉羽根５
２が圧入穴６３を回動軸として、上記した開位置と閉位置との間において回動するように
構成されている。
【００３５】
　また、第１回転軸６１は、第１回転軸挿通孔６０よりも後側、すなわち基部３１ａより
も後側の後端側には第１従動部材５９が挿通されており、その更に後端側取り付けられる
スナップリング６４によって、第１従動部材５９が第１回転軸６１に取り付けられるよう
に構成されている。また、基部３１ａの後側には、固定部材５８がネジ止め等によって基
部３１ａに取付固定されている。この固定部材５８の後側には、第１作動部材５６と第１
プランジャ５５とが組み付けられた第１ソレノイド５４がネジ止め固定されており、この
第１ソレノイド５４の後側にはカバー部材５７がネジ止めして取付固定されている。
【００３６】
　第１ソレノイド５４は、円筒状のコイルと、Ｕ字状に湾曲形成されたＵ字鉄板と、Ｕ字
鉄板の先端に差し渡して配置される矩形鉄板とを備え、コイルの周囲をＵ字鉄板と矩形鉄
板とで囲むことによって、環状の磁路を形成するように構成されている。また第１ソレノ
イド５４は、内側に第１プランジャ５５を挿入するための貫通孔（図示せず）が設けられ
ている。この貫通孔は、コイルと矩形鉄板に開口形成されており、上記したように、コイ
ル、矩形鉄板及びＵ字鉄板を組み合わせた時に、コイルの貫通孔と矩形鉄板の貫通孔とが
同軸上に位置するように形成されている。
【００３７】
第１プランジャ５５は、横断面が円形の棒状の部材で、先端には、側方に張り出すフラン
ジ部５５ａが形成されている。また、第１プランジャ５５の外側には、第１圧縮コイルバ
ネ６５と樹脂製の第１ワッシャー部材（図示せず）が挿通されている。第１圧縮コイルバ
ネ６５は、第１プランジャ５５を貫通孔に挿入した時には、第１ワッシャー部材と矩形鉄
板との間で挟まれるように位置し、第１ワッシャー部材は、フランジ部５５ａと第１圧縮
コイルバネ６５との間で挟まれるように位置している。そして、第１ソレノイド５４が励
磁されると、第１プランジャ５５が第１ソレノイド５４の貫通孔内に引き込まれて、それ
と同時に第１圧縮コイルバネ６５が圧縮変形する。また、この状態で第１ソレノイド５４
の励磁が停止すると、第１圧縮コイルバネ６５が第１プランジャ５５を付勢し、第１プラ
ンジャ５５を突き出す位置に移動させる。すなわち、第１ソレノイド５４は、第１プラン
ジャ５５を突き出す位置と第１プランジャ５５を引き込む位置との間で、第１プランジャ
５５を直線的に移動させることができるように構成されており、第１圧縮コイルバネ６５
は、第１プランジャ５５を突き出す位置に付勢するように構成されている。
【００３８】
　第１作動部材５６は、係合部６６と作動部６７とを備えている。係合部６６は、第１作
動部材５６を正面から見た場合における左側に形成されており、平板部７１、第１右側壁
部７２、第２右側壁部７３、平板部７１と第１右側壁部７２との間に形成された上側壁部
７４、平板部７１と第２右側壁部７３との間に形成された下側壁部７５とを有している（
図１４参照）。また、係合部６６は、これら平板部７１、第１右側壁部７２、第２右側壁
部７３、上側壁部７４、下側壁部７５とに囲まれて形成され、フランジ部５５ａが挿入可
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能な大きさに形成されたフランジ挿入空間部６６ａと、第１右側壁部７２と第２右側壁部
７３との間に形成され、上下方向の間隔がフランジ挿入空間部６６ａよりも狭く、かつ第
１プランジャ５５の直径と同じか、該直径よりも若干大きな幅に形成された第１プランジ
ャ挿入空間６６ｂとを有している（図１４参照）。
【００３９】
　作動部６７は、第１作動部材５６を正面から見た場合に、係合部６６の下側から右方向
に向けて突出するように形成されている。この作動部６７は、係合凹部７６を有している
。係合凹部７６は、右下側から左上側に向けて略斜め方向に凹状に形成された凹部である
。この係合凹部７６は、第１ソレノイド５４の駆動によって第１作動部材５６が左右方向
に移動した時に、第１回転軸６１を回動軸として第１従動部材５９を回動させるように形
成されている。
【００４０】
　カバー部材５７は、第１ソレノイド５４の後面にネジ止め固定されており、第１ソレノ
イド５４をカバーするためのものである。本実施の形態では、カバー部材５７は任意の材
質を選択した金属材料によって形成されているが、第１ソレノイド５４をカバーすること
ができれば、金属材料以外の材料で形成してもよい。固定部材５８は、第１ソレノイド５
４の前側に位置するように配置されており、装飾枠３１の基部３１ａに対してネジ止め固
定されている。この固定部材５８は、基部３１ａと第１作動部材５６の間に空間を形成す
るためのスペーサとしての機能も有しており、第１ソレノイド５４の駆動によって左右方
向に移動する第１作動部材５６が基部３１ａと接触せず、該第１作動部材５６がスムーズ
に移動することができるように構成されている。この固定部材５８は、本実施の形態では
任意の材質を選択して得られる樹脂材料で形成されているが、これも、上記した趣旨を達
成できるものであれば、他の材質のものを任意に選択して使用してよい。
【００４１】
　第１従動部材５９は、第１作動部材５６の作動により第２開閉羽根５２を開位置と閉位
置との間で回動させるためのものである。この第１従動部材５９は、軸孔７７と突出部７
８とを有している。軸孔７７は、第１回転軸６１が挿通可能な大きさに形成された貫通孔
である。この軸孔７７に第１回転軸６１が挿通され、第１回転軸６１の後端にスナップリ
ング６４が取付固定されることで、第１従動部材５９と第１回転軸６１とが一体的に動作
するように構成されている。突出部７８は、軸孔７７が貫通形成されている部分から半径
方向外側に向けて突出するように形成されている。この突出部７８は、該突出部７８から
後側に向けて延びるように突片７８ａが形成されている。この突片７８ａは、第１作動部
材５６の係合凹部７６と係合する大きさに形成されている。なお、この突片７８ａの形状
や大きさは、係合凹部７６と係合可能であれば、任意に選択してよい。
【００４２】
　第２開閉羽根５２は、略爪状に形成された部材であり、後側の下部に圧入穴６３が開口
形成されている。この圧入穴６３は、第１回転軸６１の直径よりも若干小さく、第１回転
軸６１の先端を圧入することが可能な大きさに形成されている。この圧入穴６３に第１回
転軸６１が圧入されることによって、第１回転軸６１が回転した時に、圧入穴６３を回動
軸として、開位置と閉位置との間で回動することができるようになっている。
【００４３】
　図６に示すように、第２アウト口３５は、センター役物２３において、第２始動入賞装
置３４の上方であって、鍔部３２の下流側に設けられている。この第２アウト口３５は、
遊技球Ｂが流入可能な大きさに形成されると共に、右上方向に開口するように形成されて
いる。この第２アウト口３５には、第２始動入賞口５１に入賞させるべく弾発されて遊技
領域１６を流下する遊技球Ｂが流入するようになっている。
【００４４】
［大入賞装置２４の構成］
　第１入賞装置としての大入賞装置２４は、遊技領域１６において、該遊技領域１６の左
右方向中央よりも右側に設けられている。図９～図１１に示すように、大入賞装置２４は
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、基板８１、前カバー部材８２、開閉部材８３及び第２駆動機構８４を備えている。なお
、図９（ａ）図は、大入賞装置２４を構成する第１入賞口としての大入賞口９１が遊技領
域１６を流下する遊技球Ｂを受け入れない閉位置に位置する状態を表しており、図９（ｂ
）図は、大入賞口９１が遊技領域１６を流下する遊技球Ｂを受け入れやすくする開位置に
位置する状態を表している。
【００４５】
　基板８１は、大入賞装置２４を遊技盤１１に取り付ける際の取付基板となるもので、本
実施の形態では、遊技盤１１に取付固定するための取付孔８５が５カ所に設けられている
。また、基板８１には、通常入賞口８６が一体的に形成されている。通常入賞口８６は、
上方に向けて開口形成されており、遊技球Ｂが入賞可能な大きさに形成されている。通常
入賞口８６に遊技球Ｂが入賞すると、所定数（例えば１５個）の賞球を払い出すように構
成されている。なお、本実施の形態では、基板８１に対して大入賞装置２４と通常入賞口
８６を設けているが、通常入賞口８６は大入賞装置２４とは別個に設けてもよい。
【００４６】
　また、基板８１には、第２駆動機構８４の一部が該基板８１の前方に位置するように配
置するための第２駆動機構挿通孔８７が開口形成されている。第２駆動機構挿通孔８７は
、基板８１の略中央部分に開口形成されており、正面側から見た場合に、右側辺よりも左
側辺の方が長くなる矩形状に形成されている。この第２駆動機構挿通孔８７は、後述する
第２駆動機構８４の前端部が基板８１の後面側から挿通され、該前端部が基板８１の前方
に位置させることが可能な大きさに形成されている。なお、第２駆動機構挿通孔８７を挿
通して基板８１の前方に第２駆動機構８４の前端部が位置する場合、遊技球Ｂが第２駆動
機構８４の内部に入賞することが可能な程度に、前方に突出するように配置される。
【００４７】
　前カバー部材８２は、基板８１の前側にネジ止め等の任意な方法で取付固定することが
できるように構成されている。この前カバー部材８２は、遊技機１において遊技者の遊技
の興趣を向上させるような図柄等が描かれている。図９（ａ）に示すように、大入賞装置
２４は、第２駆動機構８４を構成する開閉部材８３が閉位置に位置する時、この開閉部材
８３と前カバー部材８２との間に空間部８８が形成されている。この空間部８８は、高さ
方向の幅が遊技球Ｂが１個未満となるように形成されており、通常は遊技球Ｂがこの空間
部８８を介して大入賞装置２４を構成する後述する大入賞口９１に入賞することはない。
しかし、例えば、遊技機１を製作して検査を行う時などは、後述するように開閉部材８３
は前側から後方向に向けて押すと開閉部材８３が後方向へ若干移動する。このように移動
させた時における空間部８８の幅は、遊技球Ｂが１個大入賞装置２４内に入賞する程度の
ものになるように構成されている。すなわち、通常の遊技においては、この空間部８８か
ら遊技球Ｂが入賞することはないが、遊技機１の各種検査や試験などを行う趣旨で遊技球
Ｂを大入賞装置２４の内部に入賞させる場合には、作業者が意図的に遊技球Ｂを入れやす
くすることができるように構成されている。なお、空間部は８８の高さ方向の幅は、一つ
の遊技球Ｂの直径以上となるように形成してもよい。即ち、遊技球Ｂは開閉部材８３の上
面を転動するように構成されており、前カバー部材８２の前側を遊技球が通ることがない
ため、空間部８８の高さ方向の幅を一つの遊技球Ｂの直径以上としても遊技に影響はなく
、上記と同様の効果を得ることができる。
【００４８】
　開閉部材８３は、遊技領域１６を流下する遊技球Ｂを大入賞口９１に受け入れなくして
入賞しないようにする閉位置と、該遊技球Ｂを大入賞口９１に受け入れやすくして入賞し
やすくする開位置との間で前後方向へ開閉自在にスライド移動することができるように設
けられている板状の部材である。この開閉部材８３は、後述する第２駆動機構８４に組み
込まれており、やはり後述する第２駆動機構８４と係合するための係合ピン９２が該開閉
部材８３の後部に形成されている。図１２に示すように、開閉部材８３は凹部９３を有し
ている。凹部９３は、該開閉部材８３の前側において、左右両端から該左右両端の中側に
向けて前後方向の幅が狭くなるように形成されている。この凹部９３は、開閉部材８３の
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左右方向の中央部に形成されていることが好ましい。凹部９３を左右方向中央部に形成す
ることにより、開閉部材８３が開位置に位置している時、遊技領域１６を流下してくる遊
技球Ｂをスムーズに案内し、遊技球Ｂを大入賞口９１へ入賞させることができる。特に、
開閉部材８３が閉位置から開位置に移動している時や、開閉部材８３が開位置から閉位置
に移動している時は、この凹部９３が形成されていることによって、流下してくる遊技球
Ｂが開閉部材８３の前端と前扉のガラスとの間に挟まってしまったり、該遊技球Ｂを大入
賞口９１に入賞せず、他の方向へはじいてしまう、と言うような不具合を解消し、よりス
ムーズかつ確実に遊技球Ｂを大入賞口９１に入賞させることが可能になる。なお、図１０
及び図１１において示す符号９４，９５は、基板８１と前カバー部材８２との間に取付固
定されるスペーサ部材である。
【００４９】
　図１２及び図１３に示すように、第２駆動機構８４は、第２駆動機構８４の駆動源とし
ての第２ソレノイド９６、第２プランジャ９７、第２作動部材９８、第２従動部材９９、
大入賞検知センサ１００、上ケース部材１０１及び下ケース部材１０２を備えている。
【００５０】
　第２ソレノイド９６は、円筒状のコイルと、Ｕ字状に湾曲形成されたＵ字鉄板と、Ｕ字
鉄板の先端に差し渡して配置される矩形鉄板とを備え、コイルの周囲をＵ字鉄板と矩形鉄
板とで囲むことによって、環状の磁路を形成するように構成されている。また、第２ソレ
ノイド９６は、内側に第２プランジャ９７を挿入するための貫通孔（図示せず）が設けら
れている。この貫通孔は、コイルと矩形鉄板に開口形成されており、上記したように、コ
イル、矩形鉄板及びＵ字鉄板を組み合わせた時に、コイルの貫通孔と矩形鉄板の貫通孔と
が同軸上に位置するように形成されている。
【００５１】
第２プランジャ９７は、横断面が円形の棒状の部材で、先端には、側方に張り出すフラン
ジ部９７ａが形成されている。また、第２プランジャ９７の外側には、第２圧縮コイルバ
ネ１０３と樹脂製の第２ワッシャー部材（図示せず）が挿通されている。第２圧縮コイル
バネ１０３は、第２プランジャ９７を貫通孔に挿入した時には、第２ワッシャー部材と矩
形鉄板との間で挟まれるように位置し、第２ワッシャー部材は、フランジ部９７ａと第２
圧縮コイルバネ１０３との間で挟まれるように位置している。そして、第２ソレノイド９
６が励磁されると、第２プランジャ９７が第２ソレノイド９６の貫通孔内に引き込まれて
、それと同時に第２圧縮コイルバネ１０３が圧縮変形する。また、この状態で第２ソレノ
イド９６の励磁が停止すると、第２圧縮コイルバネ１０３が第２プランジャ９７を付勢し
、第２プランジャ９７を突き出す位置に移動させる。すなわち、第２ソレノイド９６は、
第２プランジャ９７を突き出す位置と第２プランジャ９７を引き込む位置との間で、第２
プランジャ９７を直線的に移動させることができるように構成されており、第２圧縮コイ
ルバネ１０３は、第２プランジャ９７を突き出す位置に付勢するように構成されている。
【００５２】
　第２作動部材９８は、第２ソレノイド９６の励磁等によって駆動する第２プランジャ９
７の駆動を第２従動部材９９に伝達するためのものである。図１２及び図１３に示すよう
に、この第２作動部材９８は、側壁部１１１、上壁部１１２及び下壁部１１３とを備えて
いる。側壁部１１１は、上下方向に延出するように形成されており、この側壁部１１１の
上部から左右方向に延出するように上壁部１１２が形成され、側壁部１１１の下部から左
右方向に延出するように下壁部１１３が形成されている。即ち、第２作動部材９８は、正
面側から見た場合に、側壁部１１１と上壁部１１２と下壁部１１３とによって略コ字状に
なるように形成されている。
【００５３】
　また、図１２及び図１３に示すように、上壁部１１２には、該上壁部１１２の上面から
上側に第１突出ピン１１４と第２突出ピン１１５が形成されている。第１突出ピン１１４
は、後述する上ケース部材１０１に形成されている第１突出ピン嵌合孔との嵌合が可能に
形成されている。また、第２突出ピン１１５は、後述する上ケース部材１０１に開口形成
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されている貫通部における貫通空間を介して従動空間の内部に先端が位置するように突出
形成されている。この第２突出ピン１１５は、後述する従動空間内に設けられている第２
従動部材９９と係合し、第２プランジャ９７の駆動による動きを第２従動部材９９に伝達
することができるように構成されている。また、第２突出ピン１１５には、ロック部１１
６が形成されている。
【００５４】
　さらに、上壁部１１２には、該上壁部１１２の下面から下方に向けて、第３突出ピン１
１７が形成されている。この第３突出ピン１１７は、側壁部１１１の内側面から所定間隔
開けた位置に形成されている。
【００５５】
　次に、下壁部１１３には、該下壁部１１３の上面から上方に向けて、第４突出ピン１１
８が形成されている。第４突出ピン１１８は、側壁部１１１の内周面から所定間隔開けた
位置に形成されている。この間隔は、第３突出ピン１１７と側壁部１１１の内側面との間
隔と略同一の間隔となるように形成されている。この第３突出ピン１１７と側壁部１１１
の内側面との間、及び第４突出ピン１１８と側壁部１１１の内側面との間に形成された空
間には、第２プランジャ９７のフランジ部９７ａが配置されるように構成されている。
【００５６】
　また、下壁部１１３には、該下壁部１１３の下面から下方に向けて、第５突出ピン１１
９が形成されている。第５突出ピン１１９は、後述する下ケース部材１０２に形成されて
いる第５突出ピン嵌合孔１２７との嵌合が可能に形成されている。また、この第５突出ピ
ン１１９は、上壁部１１２に形成されている第１突出ピン１１４と前後左右方向の軸が同
軸上に位置するように形成されている。
【００５７】
　第２作動部材９８は、上ケース部材１０１と下ケース部材１０２を組み付けて、第１突
出ピン１１４を第１突出ピン嵌合孔に嵌合させ、第５突出ピン１１９を第５突出ピン嵌合
孔１２７に嵌合させた時に、これら第１突出ピン１１４と第５突出ピン１１９とを回動軸
として回動するように構成される。
【００５８】
　第２従動部材９９は、第２作動部材９８の動きを開閉部材８３に伝達するためのもので
ある。この第２従動部材９９は、上ケース部材１０１の第２従動部材収納空間内に配置さ
れている。図１２及び図１３に示すように、第２従動部材９９は、該第２従動部材９９を
上ケース部材１０１の第２従動部材収納空間内において回動可能に取付固定するための固
定用孔１２１と、開閉部材８３の係合ピン９２と嵌合して開閉部材８３を前後方向にスラ
イド移動させるためのスライド用孔１２２と、第２作動部材９８の動きを受けるための係
合用凹部１２３とを備えている。なお、本実施の形態では第２従動部材９９をネジにより
回動可能に取り付けているが、第２従動部材９９の取付の方法はネジ１２４によるもの以
外であってもよい。
【００５９】
　下ケース部材１０２は、第２駆動機構８４を構成する各種部材を格納するためのもので
ある。この下ケース部材１０２にはソレノイド収納部１２５と、大入賞検知センサ収納部
１２６とが設けられている。ソレノイド収納部１２５は、第２プランジャ９７及び第２圧
縮コイルバネ１０３を装着した第２ソレノイド９６と、第２作動部材９８を収納するため
のもので、これらのものが収納可能な大きさに形成されている。このソレノイド収納部１
２５には、正面から見た場合における右奥部に、第２作動部材９８に形成されている第５
突出ピン１１９が嵌合可能な第５突出ピン嵌合孔１２７が開口形成されている。このソレ
ノイド収納部１２５には、この第５突出ピン１１９が第５突出ピン嵌合孔１２７に嵌合さ
れた状態で第２作動部材９８が収納される。
【００６０】
　大入賞検知センサ収納部１２６は、下ケース部材１０２を正面から見た場合に、ソレノ
イド収納部１２５の左側に位置するように形成されている。この大入賞検知センサ収納部
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１２６は、大入賞検知センサ１００が収納可能な大きさに形成されており、該大入賞検知
センサ１００に設けられているセンサ部としての開口部が形成されている位置と対応する
位置に、遊技球Ｂが通過可能な大きさの開口部が開口形成されている。また、大入賞検知
センサ収納部１２６の前側は、収納された大入賞検知センサ１００の上面と同じ高さとな
るように形成されており、また遊技球Ｂを転動しやすくするためのリブ１２８が形成され
ている。なお、大入賞装置２４の排出口は、この開口部よりも下流側に形成されている（
図示せず）。
【００６１】
　上ケース部材１０１は、下ケース部材１０２の上側に重ねて取付可能に形成されている
ものである。上ケース部材１０１には、前側に大入賞口９１が形成されており、この大入
賞口９１の奥側に、大入賞口９１に入賞した遊技球Ｂを排出口まで大入賞口９１に入賞し
た遊技球Ｂを案内する案内路１２９が形成されている。また、この案内路１２９の下流側
（図１２においては左側）には、遊技球Ｂを下ケース部材１０２の大入賞検知センサ収納
部１２６に誘導するための誘導孔が開口形成されている。したがって、大入賞口９１に入
賞した遊技球Ｂは、案内路１２９を転動して下流側に流れ、誘導孔を通過することで上ケ
ース部材１０１から下ケース部材１０２に転動する。この時、誘導孔を通過した遊技球Ｂ
は、下ケース部材１０２の大入賞検知センサ収納部１２６に形成されたリブ４１によって
、該遊技球Ｂが転動する方向を左右方向から前後方向に変える。そして、このリブ４１上
を転動した遊技球Ｂは、大入賞検知センサ１００のセンサ部を通過して、排出口から排出
される。
【００６２】
　図１２に示すように、案内路１２９には、該案内路１２９の下流奥側に案内片１３０が
形成されている。この案内片１３０は、案内路１２９の奥側に位置する奥壁部１３１から
突出形成されている。この案内片１３０の突出は、上流から下流へ行くにつれて前側への
突出量が増加するように形成されている。これにより、案内路１２９を転動する遊技球Ｂ
が案内片１３０によって左右方向のみの状態から、左右方向と前後方向を組み合わせた方
向へ転動させることができる。したがって、この案内片１３０を設けることによって、大
入賞口９１に入賞した遊技球Ｂをよりスムーズに排出口へ向けて転動させることが可能に
なる。
【００６３】
　また、図１３に示すように、案内路１２９の前側には、該案内路１２９よりも上方へ突
出した案内リブ１３２が形成されている。この案内リブ１３２は、大入賞口９１に入賞し
た遊技球Ｂが案内される上流側から下流側に向けて、突出する高さが高くなるように形成
されている。なお、図１２及び図１３における符号１３３は、開口部である。この開口部
１３３は、上ケース部材１０１と下ケース部材１０２を重ねて組み合わせた時に、下ケー
ス部材１０２の大入賞検知センサ収納部１２６の上方に位置し、案内路１２９を転動する
遊技球を下ケース部材１０２の大入賞検知センサ収納部１２６へ誘導するためのものであ
る。
【００６４】
　このような各種部材から構成された第２駆動機構８４は、上ケース部材１０１と下ケー
ス部材１０２とが上下に重なり合って組み付けられることによって、下ケース部材１０２
のソレノイド収納部１２５に収納された第２ソレノイド９６、第２プランジャ９７及び第
２作動部材９８と、上ケース部材１０１の第２従動部材９９に収納された第２従動部材９
９、該上ケース部材１０１の上部において前後方向にスライド可能に配置された開閉部材
８３が連動するように構成されている。
【００６５】
［第２始動入賞装置３４の動作］
　第２始動入賞装置３４は、通常は第２開閉羽根５２が閉位置に位置する状態が維持され
ている。すなわち、第１ソレノイド５４が励磁されておらず、第１プランジャ５５は第１
圧縮コイルバネ６５の付勢によって、第１ソレノイド５４から突き出た状態を維持してい
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る。図１４（ａ）は、第２開閉羽根５２が閉位置に位置する状態である時の、第１ソレノ
イド５４、第１プランジャ５５及び第１作動部材５６の位置関係を表したものである。
【００６６】
　本実施の形態においては、当り遊技の終了後は、変短状態が付与される場合がある。こ
の変短状態では、該変短状態を付与されていない非変短状態と比較して、変動ゲームの変
動時間が短縮される場合又は該変動時間が短縮され得る場合があり、特にはずれ表示結果
が確定停止表示される変動ゲームの変動時間が短縮される場合がある。また、変短状態で
は、第２開閉羽根５２を開動作させるか否かの抽選結果を導出する普通図柄変動ゲームの
変動時間が非変短状態と比較して短縮される。また、変短状態では、普通図柄変動ゲーム
の普通当りの当選確率が低確率状態（本実施の形態では１／６５５３６）から高確率状態
（本実施の形態では６５５３５／６５５３６）に変動する。また、変短状態では、普通当
り抽選に当選した際、非変短状態とは異なる動作パターンで第２開閉羽根５２が開閉動作
するように構成されている。なお、本実施の形態において、非変短状態で普通当り抽選に
当選する場合には、第２開閉羽根５２が１回開放すると共に、解放してから２００ｍｓの
時間が経過するまで開放状態を維持するように構成されている。その一方で、変短状態で
普通当り抽選に当選する場合には、第２開閉羽根が１回開放すると共に、開放してから５
４９６ｍｓの時間が経過するまで開放状態を維持するようにも構成されている。つまり、
第２開閉羽根５２は、変短状態では、非変短状態と比較して、１回の普通当りに対応する
合計開放時間が長く、遊技者にとって有利に動作するように設定されている。このため、
変短状態は、第２開閉羽根５２が開放状態に動作しやすい入球率向上状態となる。したが
って、変短状態が付与されている場合には、遊技領域の右側を狙った右打ちの遊技が行わ
れる。通常は、非変短状態であるため第２始動入賞装置３４は閉状態を維持しているが、
遊技の進行に伴って第２開閉羽根５２の解放条件が成立すると、第１ソレノイド５４が励
磁される。
【００６７】
　そのため、第１プランジャ５５は、第１ソレノイド５４に引き込まれる。このとき、第
１プランジャ５５のフランジ部５５ａと係合している第１作動部材５６は、図１４（ｂ）
中のＡ方向に移動する。第１作動部材５６がＡ方向へ移動すると、第１作動部材５６に形
成された係合凹部７６もＡ方向へ移動する。この時、係合凹部７６と係合する従動部材の
突片７８ａは、第１作動部材５６がＡ方向へ移動することによって、軸孔７７を回動軸と
して図１４（ｂ）中のＢ方向へ回動する。この従動部材の回動により、軸孔７７に挿入さ
れて従動部材と一体的に動作する第１回転軸６１もＢ方向へ回転する。第１回転軸６１が
Ｂ方向へ回転すると、該第１回転軸６１の先端に圧入固定されている第２開閉羽根５２は
、圧入穴６３を回動軸として、Ｂ方向へ回動する。すなわち、この場合の第２開閉羽根５
２は、閉位置から開位置へ回動することになる。
【００６８】
　一方、第１ソレノイド５４が励磁された状態から励磁を解除された状態になると、第１
ソレノイド５４による第１プランジャ５５を引き込む力が発生しなくなる。そのため、第
１プランジャ５５は、第１圧縮コイルバネ６５の付勢力によって、第１ソレノイド５４に
引き込まれた状態から、第１ソレノイド５４から突き出た状態になるまで移動する。この
とき、第１プランジャ５５と係合している第１作動部材５６は、図１４（ｂ）中のＣ方向
に移動する。第１作動部材５６がＣ方向に移動すると、第１作動部材５６に形成された係
合凹部７６もＣ方向へ移動する。この時、図１４（ｂ）において示すように係合凹部７６
と係合している従動部材の突片７８ａは、係合凹部７６が左側へ移動することによって、
図１４（ｂ）中のＤ方向へ回動する。この従動部材の回動により、上記した第１回転軸６
１がＤ方向に回転し、それによって第１回転軸６１の先端に圧入固定されている第２開閉
羽根５２も圧入穴６３を回動軸として、Ｄ方向へ回動する。すなわち、この場合には、第
２開閉羽根５２は、開位置から閉位置へ回動することになる。
【００６９】
　本実施の形態に係る遊技機１の第２始動入賞装置３４は、このようにして閉位置と開位



(16) JP 5886162 B2 2016.3.16

10

20

30

40

50

置との間を開閉自在に駆動する。
【００７０】
［第２駆動機構８４の動作］
　次に、第２駆動機構８４の動作を図１５～図１７に基づいて説明する。図１５～図１６
は、開閉部材８３が閉位置から開位置へ移動する時の動作を表し、図１７は、開閉部材８
３が開位置から閉位置へ移動する時の動作を表したものである。
【００７１】
　まず、開閉部材８３が閉位置から開位置へ移動する時の動作を説明する。大入賞装置２
４は、通常は遊技球Ｂを大入賞口９１へ受け入れなくする閉位置に位置している。この時
、第２ソレノイド９６は励磁していないので、第２プランジャ９７は第２圧縮コイルバネ
１０３の付勢によって、第２ソレノイド９６から突き出た状態を維持している。したがっ
て、第２プランジャ９７の先端に形成されているフランジ部９７ａは、該フランジ部９７
ａの先端面が第２作動部材９８の内側面に当接している。
【００７２】
　このような状態の時に、第２ソレノイド９６が励磁されると、該第２ソレノイド９６に
よる第２プランジャ９７を引き込む力は、第２圧縮コイルバネ１０３の付勢力よりも大き
くなる。そのため、第２プランジャ９７は、第２ソレノイド９６に引き込まれる。この時
、第２プランジャ９７のフランジ部９７ａの先端面は、第２作動部材９８の内側面と当接
しなくなり、フランジ部９７ａの後端面が第２作動部材９８の第３突出ピン１１７及び第
４突出ピン１１８と当接する。この状態を表したのが図１５（ｂ）である。第２プランジ
ャ９７は、フランジ部９７ａの後端面が第３突出ピン１１７及び第４突出ピン１１８と当
接した後もさらに第２ソレノイド９６の励磁により引き込まれる方向へ移動する。そのた
め、第２作動部材９８は、第１突出ピン１１４と第５突出ピン１１９とを回動軸として、
図１５（ｂ）中のＥ方向へ回動を開始する。このように、第２作動部材９８が回動を開始
すると、この回動に伴って第２突出ピン１１５の位置も変化する。即ち、図１５（ａ）に
示すように、第２ソレノイド９６が励磁されていない場合には、第２突出ピン１１５に形
成されているロック部１１６が第２従動部材９９の係合用凹部１２３の右側角部１２３ａ
と係合した状態となっている。しかし、図１５（ｂ）に示すように、第２ソレノイド９６
が励磁して第２作動部材９８が回動すると、この回動に伴って第２突出ピン１１５も図１
５（ｂ）中のＦ方向へ回動するため、ロック部１１６と係合用凹部１２３との係合状態が
解除される。そして、第２突出ピン１１５は、さらにＦ方向へ回動し、係合用凹部１２３
の左側面と当接する。
【００７３】
　第２突出ピン１１５は、第２従動部材９９の係合用凹部１２３の左側面と当接した後も
、図１５（ｂ）中のＥ方向へ回動する。そのため、第２従動部材９９は、第２突出ピン１
１５の回動、即ち第２作動部材９８の回動に伴って、力を受ける。この時、第２従動部材
９９は、固定用孔１２１において回動自在に固定されているので、第２作動部材９８の回
動に伴って力を受けると、固定用孔１２１を回動軸として、図１５（ｂ）中のＦ方向に向
けて回動を開始する。第２従動部材９９がＦ方向に向けて回動すると、第２従動部材９９
のスライド用孔１２２において係合ピン９２と嵌合している開閉部材８３は、図１５（Ｂ
）中のＧ方向への移動、即ち閉位置から開位置に向けて後方へスライド移動を開始する。
【００７４】
　このような動作によってスライド移動を開始した開閉部材８３は、第２プランジャ９７
が第２ソレノイド９６の中に引き込まれる位置まで移動することにより連続的に後方へス
ライド移動する。そして、図１６に示すように、大入賞口９１が開いた開位置まで移動す
る。
【００７５】
　開閉部材８３は、開位置まで移動した後、所定条件が満たされると、再び閉位置にスラ
イド移動する。この場合は、まず第２ソレノイド９６の励磁が停止される。そして、第２
ソレノイド９６に引き込まれた位置に位置していた第２プランジャ９７は、第２圧縮コイ
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ルバネ１０３の付勢力によって、第２ソレノイド９６に引き込まれた位置から第２ソレノ
イド９６より突き出た位置まで移動する。この時、後面が第３突出ピン１１７及び第４突
出ピン１１８と当接していた第２プランジャ９７のフランジ部９７ａは、図１７（ａ）中
のＨ方向へ移動するために当接しなくなり、フランジ部９７ａの先端面と第２作動部材９
８の内側面とが当接する。
【００７６】
　第２プランジャ９７は、フランジ部９７ａの先端面と第２作動部材９８の内側面とが当
接した後も、第２圧縮コイルバネ１０３の付勢力によって、さらに第２ソレノイド９６か
ら突き出る方向へ移動する。したがって、第２プランジャ９７は、第２作動部材９８に対
してＨ方向へ押す力を作用させる。このような力を受けた第２作動部材９８は、第１突出
ピン１１４及び第５突出ピン１１９を回動軸として、図１７（ｂ）中のＩ方向へ回動を開
始する。
【００７７】
　第２作動部材９８は、Ｉ方向へ回動を開始すると、第２従動部材９９の係合用凹部１２
３の左端面と当接していた第２突出ピン１１５がＩ方向に回動することによって当接しな
くなり、第２突出ピン１１５は、係合用凹部１２３の右端面と当接する。図１７（ｂ）で
は、第２突出ピン１１５に形成されているロック部１１６が係合用凹部１２３の右端面と
当接している。そして、第２作動部材９８は、第２プランジャ９７が第２ソレノイド９６
から突き出た位置に位置するまではＩ方向へ回動し、第２従動部材９９も、第２作動部材
９８の回動に連動して、Ｊ方向へ回動する。この時、開閉部材８３は、第２従動部材９９
の回動によって図１７（ｂ）中のＫ方向へ移動し、開位置から閉位置に向けて前方向に移
動する。そして、第２プランジャ９７が第２ソレノイド９６から突き出た位置に位置した
時に第２作動部材９８及び第２従動部材９９の回動は停止し、開閉部材８３は、閉位置に
位置する。
【００７８】
　次に、第２ソレノイド９６が励磁されていない時に開閉部材８３が閉位置から開位置に
向けて力を受けた時の大入賞装置２４の動作を図１５（ａ）に基づいて説明する。まず、
第２ソレノイド９６が励磁していない場合には、第１作動部材５６の第２突出ピン１１５
に形成されているロック部１１６が第２従動部材９９の係合用凹部１２３の右端部と係合
している。この場合に、開閉部材８３を、閉位置から開位置へ移動させるべく、図１５（
ａ）中のＬ方向に移動させようと後方向に力を加えると、第２従動部材９９は、固定用孔
１２１を回動軸として、図１５（ａ）に示すＭ方向に回動を開始しようとする。しかし、
Ｍ方向に回動しようとすると、第２従動部材９９の係合用凹部１２３の右側角部１２３ａ
と第２作動部材９８のロック部１１６とが強固に係合する。そのため、第２従動部材９９
は、ロック部１１６と係合することによるロック作用によって回動されなくなり、開閉部
材８３を後方向へ移動させることが出来なくなる。
【００７９】
［遊技機１の作用効果］
　本実施の形態に係る遊技機１の大入賞装置２４は、第２ソレノイド９６の励磁又は励磁
の停止によって、第２作動部材９８、第２従動部材９９及び開閉部材８３が連動して動作
する。このとき、第２作動部材９８は下ケース部材１０２に配置され、第２従動部材９９
は上ケース部材１０１に配置されているので、第２駆動機構８４の奥行方向におけるスペ
ース効率をより向上させることが可能になる。
【００８０】
　また、本実施の形態に係る遊技機１の大入賞装置２４は、第２ソレノイド９６が励磁す
ることによるもの以外の要因によって開閉部材８３を強引に閉位置から開位置にスライド
移動させようとしても、上記したロック作用が大きく作用するために、開閉部材８３の移
動を確実に防止することができる。したがって、不正な目的で開閉部材８３を強引に閉位
置から開位置へスライド移動させることができず、不正な目的で大量の賞球を獲得すると
いうようなゴト行為を確実に防止することも可能になる。
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【００８１】
　また、本実施の形態に係る遊技機１は、センター役物２３の装飾枠３１の右側に流下通
路４５を形成し、この流下通路４５を構成する鍔部３２と装飾部材３３にリブ４１を設け
ることで、該流下通路４５を流下する遊技球Ｂの流下速度を減少させることができる。そ
のため、この流下通路４５の下方に設けられた第２始動入賞装置３４に遊技球Ｂが入賞す
る確率を向上させることができる。これは、第２始動入賞装置３４に遊技球Ｂが入賞する
ためには、遊技釘に衝突することで、遊技球Ｂが第２始動入賞口５１に向けて案内される
必要があるところ、遊技球Ｂの流下速度が速い場合には、遊技釘に衝突しても該遊技釘に
よっては案内されない場合があるからである。しかも、いわゆる右打ちの遊技を行う場合
に発射装置で弾発する際の弾発強さは、左打ちの遊技を行う場合に比べて強く、遊技球Ｂ
が流下する速さも速くなるので、装飾枠３１に設けた第２始動入賞装置３４に入賞する確
率が極めて低くなる。これに対し、本実施の形態に係る遊技機１によれば、第２始動入賞
装置３４が配置されている位置よりも上流側において遊技球Ｂをリブ４１に衝突させて流
下速度を予め遅くしているので、流下する遊技球Ｂが第２始動入賞装置３４に向けて案内
される確率を大幅に上げることができる。
【００８２】
　以上、本発明に係る遊技機の実施の形態について詳細に説明したが、本発明に係る遊技
機はこれに限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、任意に変更して
もよい。
【符号の説明】
【００８３】
　１　遊技機
　１１　遊技盤
　１６　遊技領域
　２１　通常入賞装置
　２２　第１始動入賞装置
　２３　センター役物
　２４　大入賞装置
　２５　第１アウト口
　３１　装飾枠
　３１ａ　基部
　３２　鍔部
　３３　装飾部材
　３４　第２始動入賞装置
　３５　第２アウト口
　４１，４４　リブ
　４５　流下通路
　５１　第２始動入賞口
　５２　第２開閉羽根
　８１　基板
　８３　開閉部材
　８４　第２駆動機構
　８８　空間部
　９１　第入賞口
　９２　係合ピン
　９３　凹部
　９６　第２ソレノイド
　９７　第２プランジャ
　９７ａ　フランジ部
　９８　第２作動部材
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　９９　第２従動部材
　１０１　上ケース部材
　１０２　下ケース部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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