
JP 4879256 B2 2012.2.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外ガイドレールと内ガイドレールとの間の案内通路を経て遊技領域の上部側へと打ち込
まれた遊技球を不規則に変化させながら落下させるための合成樹脂製の障害突起を前記遊
技領域の上部に配置した弾球遊技機において、前記障害突起は遊技盤の前面に固定される
ベース板と、該ベース板から一体に突出し且つ前記遊技領域に打ち込まれた遊技球が衝突
する衝突壁と、該衝突壁に対応してその内側に設けられた補強部とを備え、前記障害突起
の少なくとも前記衝突壁の厚さを前記ベース板の厚さよりも大にし、前記障害突起の前面
に固定手段を介して固定された装飾板を備え、前記固定手段は前記装飾板側の嵌合突起と
、該嵌合突起が嵌合する前記障害突起側の嵌合筒部とを備え、前記嵌合筒部は前記衝突壁
に近接して該衝突壁と一体に成型されていることを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　前記嵌合筒部は前記衝突壁の内側に補強リブを介して該衝突壁と一体に成型されている
ことを特徴とする請求項１に記載の弾球遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機その他の弾球遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】



(2) JP 4879256 B2 2012.2.22

10

20

30

40

50

　パチンコ機の遊技盤には、発射手段から発射された遊技球を案内するガイドレールが略
円弧状に配置されると共に、そのガイドレールの内側の遊技領域に画像表示手段、普通図
柄始動手段、特別図柄始動手段、大入賞手段、普通入賞手段等の各種の遊技部品が配置さ
れ、またその各遊技部品間に障害用の多数の遊技釘が配設されている。
【０００３】
　ゲームに際しては、発射手段によりガイドレールを経て遊技領域の上部へと遊技球を打
ち込んで行く。そして、遊技釘等に衝突又は案内されながら遊技球が落下する間に、その
遊技球が入賞手段に入賞すれば、その入賞数に応じて所定数の遊技球を払い出し、また図
柄始動手段が遊技球を検出すれば、図柄表示手段の遊技図柄、画像表示手段の演出画像等
が所定時間変動して大当たり態様又は外れ態様の何れかで停止させて、大当たり態様のと
きに大入賞手段に遊技球が入賞し易くする。
【０００４】
　近年の遊技盤では、画像表示手段が非常に大型化する傾向にあり、これに伴って画像表
示手段の外周側を飾る前飾り枠も大型化し、この前飾り枠が遊技盤の前面に当接するため
、遊技領域の上部側に遊技釘を配置するスペースがなくなりつつある。
【０００５】
　そこで、遊技釘に代替して合成樹脂製の複数の障害突起を前飾り枠のベース板に一体に
設け、この障害突起により、遊技領域の上部へと打ち込まれた遊技球の落下方向を不規則
に変化させるようにしたものが提案されている（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００５－１９２８２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　複数の障害突起を合成樹脂材によりベース板と一体に成型した場合、前飾り枠の成型時
に複数の衝突壁を同時に成型できるので、製作時の作業能率が向上すると同時に、遊技盤
に装着する際の作業能率が向上する利点がある。
【０００７】
　遊技中は障害突起の衝突壁に間断なく遊技球が衝突する。しかし、障害突起が合成樹脂
製であるため、遊技領域に打ち込まれた遊技球が障害突起の特定の箇所に集中的に当たり
続けると、その部分が破損する問題がある。
【０００８】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、遊技球の衝突による障害突起の破損を防止
できる弾球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】
　本発明は、外ガイドレールと内ガイドレールとの間の案内通路を経て遊技領域の上部側
へと打ち込まれた遊技球を不規則に変化させながら落下させるための合成樹脂製の障害突
起を前記遊技領域の上部に配置した弾球遊技機において、前記障害突起は遊技盤の前面に
固定されるベース板と、該ベース板から一体に突出し且つ前記遊技領域に打ち込まれた遊
技球が衝突する衝突壁と、該衝突壁に対応してその内側に設けられた補強部とを備え、前
記障害突起の少なくとも前記衝突壁の厚さを前記ベース板の厚さよりも大にし、前記障害
突起の前面に固定手段を介して固定された装飾板を備え、前記固定手段は前記装飾板側の
嵌合突起と、該嵌合突起が嵌合する前記障害突起側の嵌合筒部とを備え、前記嵌合筒部は
前記衝突壁に近接して該衝突壁と一体に成型されているものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、障害突起の内側に補強部を設けているので、遊技球の衝突による障害
突起の破損を防止することができる利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
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　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図７は本発明をパチンコ機
に採用した第１の実施例を例示している。図１において、遊技機本体１は、矩形状の外枠
２と、この外枠２の前側にヒンジ３により縦軸廻りに開閉自在に枢着された前枠４とを備
えている。前枠４の前側にはガラス扉５と前面板６とが上下に配置され、前枠４に対して
ヒンジ３と同じ側のヒンジ７により縦軸廻りに開閉自在に枢支されている。
【００１２】
　前面板６の前側には発射用の遊技球を貯留する球供給皿８が配置され、その側方に遊技
球を発射する発射手段用の発射ハンドル９が設けられている。ガラス扉５の裏側には、こ
のガラス扉５に対応するように前枠４に遊技盤１０（図２参照）が着脱自在に装着されて
いる。
【００１３】
　遊技盤１０の前面には、図２に示すように、外ガイドレール１１及び内ガイドレール１
２が略円弧状に配置されると共に、そのガイドレール１１，１２の内側の遊技領域１３に
画像表示手段１４、普通図柄始動手段１５、特別図柄始動手段１６、大入賞手段１７、普
通入賞手段１８等の各種の遊技部品が配置されている。なお、遊技領域１３はガラス扉５
の窓孔に対応している。
【００１４】
　外ガイドレール１１、内ガイドレール１２は案内通路１９を構成し、発射手段から発射
された遊技球を案内通路１９の出口１９ａから遊技領域１３の上部へと案内するようにな
っている。内ガイドレール１２の終端には、遊技領域１３に一旦打ち込まれた遊技球が出
口１９ａへと戻らないように阻止する戻り球阻止手段２０が設けられている。
【００１５】
　戻り阻止手段２０は、内ガイドレール１２の先端の出口１９ａ側に配置され且つ出口１
９ａを開閉する阻止片２１を有し、出口１９ａから遊技領域１３へと通過する遊技球によ
り阻止片２１が出口１９ａを開放し、その通過後に阻止片２１が出口１９ａを閉じるよう
になっている。
【００１６】
　画像表示手段１４は例えば図３、図４にも示すように液晶式の画像表示部２２と、この
画像表示部２２の外周側を飾る前飾り枠２３とを有し、画像表示部２２と前飾り枠２３と
が開口部２４（図５参照）に対応して遊技盤１０の前後両側に装着されている。なお、画
像表示部２２は前飾り枠２３に取り付けて、開口部２４に嵌合するように遊技盤１０に前
側から装着してもよい。
【００１７】
　前飾り枠２３は開口部２４の外周で遊技盤１０の前面に当接するベース板２５と、この
ベース板２５から前側に突出する突出枠部２６とを有する。ベース板２５には、後述のよ
うに案内通路１９の出口１９ａから遊技領域１３の最上部側に至る範囲に、案内通路１９
側から第１障害突起２７、第２障害突起２８及び第３障害突起２９の３個の障害突起２７
～２９が外ガイドレール１１に沿って設けられている。
【００１８】
　突出枠部２６は外周側に侵入阻止壁３０を備え、遊技領域１３内を落下する遊技球が画
像表示部２２側へと侵入しないように阻止するようになっている。ベース板２５の裏側に
は、図５に示すように外周側に補強用の周壁部２５ａが一体に設けられ、この周壁部２５
ａが開口部２４に嵌合している。
【００１９】
　画像表示手段１４とガイドレール１１，１２との間は、遊技領域１３の上部から下部の
アウト球口３１にわたる範囲が球落下領域３２となっており、内ガイドレール１２の終端
よりも上側の球落下領域３２に３個の障害突起２７～２９が配置され、また内ガイドレー
ル１２の終端よりも下側の球落下領域３２に普通図柄始動手段１５、特別図柄始動手段１
６、大入賞手段１７、普通入賞手段１８及び多数の遊技釘３３が配置されている。
【００２０】
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　なお、遊技領域１３の上部には、第３障害突起２９に対して案内通路１９と反対側の近
傍に１本又は複数本（例えば２本）の遊技釘が配置されているが、案内通路１９の出口１
９ａよりも上側には、この遊技釘以外の遊技釘３３はない。
【００２１】
　特別図柄始動手段１６は固定式入賞口１６ａと電動チューリップ等の可変式入賞口１６
ｂとを上下に備え、また大入賞手段１７は大入賞口１７ａを開閉する開閉板１７ｂを備え
、普通入賞手段１８は複数個の普通入賞口１８ａを備えている。
【００２２】
　前飾り枠２３のベース板２５、突出枠部２６は合成樹脂製であって、図３、図４に示す
ようにベース板２５の前面に突出枠部２６が固定されている。ベース板２５は少なくとも
案内通路１９の出口１９ａ側から遊技領域１３の上端部近傍までの部分が板状であり、遊
技盤１０の前面に当接して取り付けネジにより遊技盤１０に着脱自在に固定されている。
【００２３】
　第１障害突起２７、第２障害突起２８、第３障害突起２９は、案内通路１９の出口１９
ａの近傍から外ガイドレール１１に沿って中央側斜め上方へと所定の間隔をおいて配置さ
れ、夫々の間から遊技球が下方へと落下可能である。
【００２４】
　各障害突起２７～２９は図５～図７に示すようにベース板２５から前側に突出し且つ前
端が前壁部３５～３７により閉鎖された中空筒状であって、その前壁部３５～３７の前面
に装飾板３８～４０が配置されている。装飾板３８～４０は裏側の固定手段４１～４３に
より障害突起２７～２９に着脱自在に固定されている。なお、障害突起２７～２９の前面
を装飾用としてもよい。
【００２５】
　第１障害突起２７は頂部４４を挟む両側に略八の字状に配置された前側衝突壁４５及び
裏側衝突壁４６と、この前側衝突壁４５及び裏側衝突壁４６を外ガイドレール１１と反対
側で連結する底壁４７とを備えた角筒状であり、その頂部４４側には、この頂部４４を越
えて外ガイドレール１１側へと戻ろうとする遊技球、即ち戻り球を阻止するように戻り球
阻止手段４８が設けられている。
【００２６】
　第２障害突起２８は前側衝突壁５０及び裏側衝突壁５１と、この前側衝突壁５０及び裏
側衝突壁５１を外ガイドレール１１と反対側で連結する底壁５２とを備えた角筒状である
。第３障害突起２９は前側衝突壁５３及び上側衝突壁５４と、この前側衝突壁５３及び上
側衝突壁５４を外ガイドレール１１と反対側で連結する底壁５５とを備えた角筒状である
。
【００２７】
　戻り球阻止手段４８は第１障害突起２７の頂部４４に一体に形成された阻止部４９を備
え、この阻止部４９と外ガイドレール１１との間隔Ｗ１は、第１障害突起２７に隣接する
第２障害突起２８と外ガイドレール１１との間隔Ｗ２、第３障害突起２９と外ガイドレー
ル１１との間隔Ｗ３の何れよりも小であり、遊技球の直径の１．５倍前後となっている。
なお、各障害突起２７～２９と外ガイドレール１１との間隔Ｗ１～Ｗ３は、第２障害突起
２８側の間隔Ｗ２が最大で、次に第３障害突起２９側の間隔Ｗ３、第１障害突起２７の間
隔Ｗ１の順に小さくなっている。
【００２８】
　第１障害突起２７の前側衝突壁４５は外ガイドレール１１に沿って打ち込まれる遊技球
の移動方向の上手側に配置され、その下手側に裏側衝突壁４６が設けられている。なお、
第１障害突起２７の外ガイドレール１１側の端部は、案内通路１９からの遊技球が外ガイ
ドレール１１に沿って遊技領域１３内へと移動し易くなるように外ガイドレール１１と略
平行になっている。
【００２９】
　阻止部４９は第２障害突起２８、第３障害突起２９で反射して跳ね返された遊技球が裏
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側衝突壁４６に沿って頂部４４側へと逆方向に移動する等により、第１障害突起２７の頂
部４４を越えて外ガイドレール１１との間に入らないように阻止すべく、裏側衝突壁４６
の外ガイドレール１１側端から第２障害突起２８側へと上向きに突出している。なお、阻
止部４９の先端側は鋭角状であり、第２障害突起２８、第３障害突起２９側で跳ね返され
た遊技球を極力掬って下方に落とすようになっている。
【００３０】
　前側衝突壁４５は第１障害突起２７の阻止部４９よりも案内通路１９側でその出口１９
ａに対向して配置されている。この前側衝突壁４５は案内通路１９の出口１９ａを通過し
た直後に失速して外ガイドレール１１から遊技領域１３の内側へと離れた遊技球の多くが
衝突し易くなるように上下方向に長く形成されると共に、その衝突した遊技球が速やかに
落下するように鉛直線に対して角度αで下向きに傾斜している。裏側衝突壁４６は阻止部
４９から外ガイドレール１１と反対側に向かって斜め下方へと傾斜し、遊技球を第２障害
突起２８との間から下方へと落下させるようになっている。
【００３１】
　第２障害突起２８の前側衝突壁５０は外ガイドレール１１に沿って打ち込まれる遊技球
の移動方向の上手側に配置され、その下手側に裏側衝突壁５１が設けられている。第３障
害突起２９の前側衝突壁５３は、その上側の垂直衝突壁５３ａと下側の傾斜衝突壁５３ｂ
とを備えている。垂直衝突壁５３ａは上下方向に短い略垂直状に設けられ、この垂直衝突
壁５３ａに衝突した遊技球の多くが第２障害突起２８の裏側衝突壁５１上に落下するよう
に、第２障害突起２８の裏側衝突壁５１よりも上側に配置されている。傾斜衝突壁５３ｂ
は、垂直衝突壁５３ａに対して角度βで斜め下方に下向きに傾斜しており、外ガイドレー
ル１１側から飛行して来た遊技球、第２障害突起２８の裏側衝突壁５１から反射した遊技
球等を下方へと反射させるように設けられている。
【００３２】
　上側衝突壁５４は垂直衝突壁５３ａの上端から遊技領域１３の中央側上方へと略円弧状
に形成され、遊技領域１３の中央側になる程、外ガイドレール１１との間隔Ｗ３が小さく
なるように配置されている。
【００３３】
　装飾板３８～４０を障害突起２７～２９に固定する固定手段４１～４３は、装飾板３８
～４０の裏面から突出する嵌合突部５６～５８と、各障害突起２７～２９内に形成され且
つ嵌合突部５６～５８が前側から着脱自在に嵌合する有底円筒状の嵌合筒部５９～６１と
、この嵌合筒部５９～６１の後端側の壁部を貫通して嵌合突部５６～５８に螺合するネジ
６２とを備えている。なお、装飾板３８～４０は位置決め突起６３～６５と、前壁部３５
～３７に形成され且つ位置決め突起６３～６５が嵌合する位置決め孔６６～６８により位
置決めされている。
【００３４】
　嵌合筒部５９～６１は、第１障害突起２７では裏側衝突壁４６に近接して、第２障害突
起２８では裏側衝突壁５１と底壁５２との略中央に、第３障害突起２９では上側衝突壁５
４と底壁５５とに近接して夫々一体に成型されている。第１障害突起２７の嵌合筒部５９
は裏側衝突壁４６の内側に近接して一体に形成され、前側衝突壁４５の内側に補強リブ６
９を介して連結されている。第２障害突起２８の嵌合筒部６０は、前側衝突壁５０、裏側
衝突壁５１の内側に補強リブ７０を介して夫々連結されている。第３障害突起２９の嵌合
筒部５９～６１は、上側衝突壁５４と底壁５５とに隣接して形成されている。
【００３５】
　各障害突起２７～２９は遊技中は案内通路１９から遊技領域１３へと打ち込まれる遊技
球が間断なく衝突するため、遊技球の衝突に対しても十分に耐え得るように、板厚Ｓ１が
ベース板２５の板厚Ｓ２よりも大の厚肉状に構成されると共に、内部が嵌合筒部５９～６
１、補強リブ６９，７０等により正面視において複数の独立空間に区画され、その嵌合筒
部５９～６１、補強リブ６９，７０により内側から補強されている。
【００３６】
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　なお、各障害突起２７～２９は、少なくとも遊技球が衝突し易い部分である衝突壁４５
，４６，５０，５１，５３，５４側が厚肉であればよく、外ガイドレール１１と反対側の
遊技球が当たり難い底壁４７，５２，５５側の板厚はベース板２５と略同じ程度としても
よい。
【００３７】
　遊技に際して発射手段から遊技球を発射すると、その遊技球はガイドレール１１，１２
間の案内通路１９を経て遊技領域１３側へと案内された後、その出口１９ａから阻止片２
１を通過し外ガイドレール１１に沿って遊技領域１３内へと打ち込まれて行く。
【００３８】
　発射手段での遊技球の打撃力の大小によって遊技球の慣性力が異なり、遊技球はその慣
性力の大小に応じて複数の障害突起２７～２９の何れかに衝突して跳ね返されるので、こ
の障害突起２７～２９によって遊技球の落下方向を不規則に変化させることができる。
【００３９】
　例えば、遊技球の慣性力が弱い場合には、阻止片２１を通過して第１障害突起２７の手
前側で遊技球が失速して、その多くは第１障害突起２７の前側衝突壁４５に衝突するか、
前側衝突壁４５に衝突せずに下方へと落下する。また遊技球の慣性力が強ければ、その遊
技球は第１障害突起２７上を外ガイドレール１１に沿って通過して第２障害突起２８側へ
と到達する。そして、慣性力の大きい遊技球は第３障害突起２９側へと移動し、また慣性
力の小さい遊技球は第２障害突起２８側へと移動する。
【００４０】
　例えば、第３障害突起２９側へと移動した遊技球が垂直衝突壁５３ａに衝突すると、そ
の遊技球は慣性力の大小、衝突方向の違い等に応じて第２障害突起２８側に反射して、そ
の裏側衝突壁５１と傾斜衝突壁５３ｂとの間で１回又は複数回反射しながら落下するか、
第２障害突起２８の裏側衝突壁５１を越えて前側衝突壁５０、又はそれよりも第１障害突
起２７側へと反射しながら落下する。また第２障害突起２８の前側衝突壁５０に衝突した
遊技球は反射して第１障害突起２７と第２障害突起２８との間から落下したり、第１障害
突起２７の裏側衝突壁４６に衝突して落下する。
【００４１】
　第２障害突起２８の前側衝突壁５０、第３障害突起２９の垂直衝突壁５３ａに衝突した
遊技球は、第１障害突起２７の裏側衝突壁４６上へと跳ね飛ばされた後、この裏側衝突壁
４６の傾斜面に沿って転がりながら外ガイドレール１１側へと図７のａ矢示方向に移動す
ることがある。
【００４２】
　しかし、このように第１障害突起２７の裏側衝突壁４６上を逆方向に転がる遊技球があ
っても、裏側衝突壁４６の外ガイドレール１１側の端部から上側である第２障害突起２８
側へと突出する阻止部４９があるため、この遊技球が裏側衝突壁４６から外ガイドレール
１１により案内されて第１障害突起２７を乗り越えるようなことはない。また阻止部４９
と外ガイドレール１１との間の隙間Ｗ１が小さくなっているため、第２障害突起２８側で
跳ね飛ばされた遊技球が直接第１障害突起２７と外ガイドレール１１との隙間に入って戻
り球となるようなことも少なくすることができる。
【００４３】
　また遊技中、各障害突起２７～２９には遊技球が間断なく衝突する。しかし、各障害突
起２７～２９の少なくとも衝突壁４５，４６，５０，５１，５３，５４側の板厚Ｓ１がベ
ース板２５の板厚Ｓ２より大であり、しかも筒状の各障害突起２７～２９の内部に嵌合筒
部５９～６１、補強リブ６９，７０等により構成される補強部があって、その補強部によ
り障害突起２７～２９を内側から補強しているので、障害突起２７～２９の特定の部位に
遊技球が当たり続けても、それによって障害突起２７～２９が損傷したりすることはない
。このため各障害突起２７～２９の耐久性が向上し、この障害突起２７～２９によって遊
技球の落下方向を不規則に変化させることができる。
【００４４】
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　更に嵌合筒部５９～６１、補強リブ６９，７０等の補強部は、衝突壁４５，４６，５０
，５１，５３，５４に対応してその内側にあるため、嵌合筒部５９～６１、補強リブ６９
，７０等の補強部が遊技球の移動に死傷を来すようなことはない。
【００４５】
　また障害突起２７～２９内を嵌合筒部５９～６１、補強リブ６９，７０等で複数の独立
空間に区画しているため、嵌合筒部５９～６１、補強リブ６９，７０等により障害突起２
７～２９自体の剛性が更に向上する。
【００４６】
　このため前側衝突壁５０の内部に補強リブのない第２障害突起２８のような場合でも、
その前側衝突壁５０の損傷を未然に防止することができる。更に第３障害突起２９の前側
衝突壁５３は、上下方向の中途部でくの字状に屈曲することにより垂直衝突壁５３ａと傾
斜衝突壁５３ｂとを形成しているので、この前側衝突壁５３の剛性も向上する。従って、
各障害突起２７～２９の衝突壁４５，４６，５０，５１，５３，５４の裏側の全てに補強
部を設ける必要もない。
【００４７】
　図８は本発明の第２の実施例を例示する。この実施例では、第１障害突起２７の前側衝
突壁４５は傾斜状であって、案内通路１９から遊技領域１３の上部側に打ち込まれた遊技
球が衝突したときに、その遊技球を傾斜に沿って頂部４４側へと案内するように構成され
ている。
【００４８】
　このように前側衝突壁４５で遊技球を案内するように構成した場合でも、戻り球阻止手
段４８で戻り球を阻止することにより、案内通路１９と第１障害突起２７との間での遊技
球の衝突を少なくすることができる。
【００４９】
　図９は本発明の第３の実施例を例示し、障害突起２７～２９の全ての衝突壁４５，４６
，５０，５１，５３，５４に対応してその内側に嵌合筒部５９～６１、補強リブ６９，７
０，７１等の補強部が設けられている。
【００５０】
　このように各障害突起２７～２９の内、侵入阻止壁３０部に近い底壁４７，５２，５５
側を除いて、遊技球が衝突し易い衝突壁４５，４６，５０，５１，５３，５４の全てに対
応して補強部を設けるようにしてもよい。
【００５１】
　図１０（Ａ）～（Ｄ）は本発明の第４の実施例を例示する。図１０（Ａ）は第１障害突
起２７の裏側衝突壁４６の傾斜角度を大にしたものである。第１障害突起２７の裏側衝突
壁４６は、傾斜角度が緩やかな緩傾斜の他、このように急傾斜の場合にも同様に実施でき
る。
【００５２】
　図１０（Ｂ）は戻り球阻止手段４８の阻止部４９の先端を円弧状に丸くしたものである
。第１障害突起２７の裏側衝突壁４６に沿って外ガイドレール１１側へと移動する遊技球
の阻止を重視する場合には、このように阻止部４９の先端は円弧状，その他の形状にして
もよく、必ずしも先端が鋭角状に先鋭である必要はない。
【００５３】
　図１０（Ｃ）では第１障害突起２７の裏側衝突壁４６は、下部側の傾斜衝突壁４６ａと
、その上端側から起立する起立衝突壁４６ｂとを備え、その起立衝突壁４６ｂを阻止部４
９としている。このように中間がくの字状に屈曲して凹入するように裏側衝突壁４６を構
成しても、その起立衝突壁４６ｂにより戻り球阻止手段４８を構成することができる。な
お、裏側衝突壁４６は正面視形状が円弧状に凹入するようにしてもよい。
【００５４】
　図１０（Ｄ）は第１障害突起２７の裏側衝突壁４６が段差状に形成されている。裏側衝
突壁４６はその傾斜部４６ｃ，４６ｄ間に段差４６ｅが設けられている。このように裏側
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衝突壁４６は傾斜部４６ｃ，４６ｄ、段差４６ｅを有するものでもよい。
【００５５】
　図１１、図１２は本発明の第５の実施例を例示する。この実施例では、障害突起２７の
前側衝突壁４５、裏側衝突壁４６の内部に、内側に突出する前後方向の筋状の補強リブ６
９が一体に１本又は複数本設けられている。なお、補強リブ６９は少なくとも衝突壁４５
，４６の内側にあればよく、底壁４７の内側に設けることも可能である。
【００５６】
　このように少なくとも前側衝突壁４５及び裏側衝突壁４６の内側に一体に補強リブ６９
を設けて、この補強リブ６９により衝突壁４５，４６を内側から補強するようにしてもよ
い。この場合、各衝突壁４５，４６に対応する補強リブ６９の数が複数本であれば、各衝
突壁４５，４６の板厚をベース板２５の板厚と同じにすることも可能である。
【００５７】
　図１３、図１４は本発明の第６の実施例を例示する。この実施例では、第１障害突起２
７の頂部４４側に対応して、ベース板２５に戻り球阻止手段４８の阻止部４９が設けられ
ている。阻止部４９は、第１障害突起２７の上面部の延長線上よりも遊技領域１３の内側
の近傍において、ベース板２５板から前方に突出して設けられている。なお、この阻止部
４９の突出高さＨ１は、第１障害突起２７の突出高さＨ２と略同じでもよいし、第１障害
突起２７の突出高さＨ２よりも多少低くてもよい。
【００５８】
　このように第１障害突起２７の頂部４４近傍に、第１障害突起２７とは別に阻止部４９
を設けて戻り球阻止手段４８を構成することも可能である。
【００５９】
　以上、本発明の各実施例について詳述したが、本発明はこの各実施例に限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、実施例で
は、遊技領域１３の上部に外ガイドレール１１に沿って３個の障害突起２７～２９を設け
ているが、この障害突起２７～２９の数は２個、４個でもよい。また複数の障害突起２７
～２９を設ける場合、その一部の障害突起、例えば最上部側の障害突起２９を画像表示手
段１４の前飾り枠２３の一部を利用して構成してもよい。
【００６０】
　また複数の障害突起２７～２９は、その前端を遊技盤１０と略平行な連結板で連結して
もよい。障害突起２７～２９は遊技球が衝突して弾む構造、形状であればよく、各実施例
に例示の構造等に限定されるものではない。実施例では画像表示手段１４の前飾り枠２３
等、他の大型遊技部品のベース板２５に障害突起２７～２９を一体に設けているが、ベー
ス板２５は専ら障害突起２７～２９を支持する専用のものでもよい。
【００６１】
　障害突起２７～２９は剛性を確保する上では筒状であることが望ましいが、遊技領域１
３の中心側となる底壁４７，５２，５５側を開放状に構成してもよい。補強部は嵌合筒部
、リブ以外のもので構成してもよい。更にパチンコ機の他、アレンジボール機等の各種の
弾球遊技機においても同様に実施可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の第１の実施例を示すパチンコ機の斜視図である。
【図２】同遊技盤の正面図である。
【図３】同遊技盤の要部の正面図である。
【図４】同遊技盤の要部の斜視図である。
【図５】同障害突起の分解斜視図である。
【図６】同障害突起部分の遊技盤の断面図である
【図７】同障害突起部分の遊技盤の正面断面図である。
【図８】本発明の第２の実施例を示す要部の正面図である。
【図９】本発明の第３の実施例を示す要部の正面断面図である。
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【図１０】本発明の第４の実施例を示す要部の正面断面図である。
【図１１】本発明の第５の実施例を示す障害突起の正面断面図である。
【図１２】図１１のＸ－Ｘ線断面図である。
【図１３】本発明の第６の実施例を示す要部の正面断面図である。
【図１４】同要部の側面断面図である。
【符号の説明】
【００６３】
１０　遊技盤
１１　外ガイドレール
１２　内ガイドレール
１３　遊技領域
１９　案内通路
２７　第１障害突起
２８　第２障害突起
２９　第３障害突起
４５，５０，５３　前側衝突壁
４６，５１　裏側衝突壁
５４　上側衝突壁
５９，６０，６１　嵌合筒部（補強部）
６９，７０　補強リブ（補強部）
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