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(57)【要約】
【課題】遊技球が入賞口へ入球するまでの挙動を変化に
富んだものとすることが可能であり、遊技者にスリリン
グな遊技感を与えることで、入賞口へ遊技球を入球させ
る遊技が遊技者にとって単調に感じられるのを防止する
ことが可能な入賞口装置を提供する。
【解決手段】入賞口に対応するように弾球遊技機に設け
られる入賞口装置50に、導入口60、導入口60と入賞口と
を連通し、かつ遊技球を入賞口まで誘導する誘導路61、
誘導路61内を進退可能で、かつ遊技球の入賞口方向への
進行を阻止する阻止部材70、阻止部材70を進退駆動させ
る阻止部材駆動手段、及び、阻止部材駆動手段の作動を
制御する阻止部材駆動制御手段260、を設け、阻止部材7
0が、阻止部材駆動手段の作動により、遊技球入球可能
位置と遊技球排出位置との間を進退するように形成する
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾球遊技機の遊技盤に形成され、かつ、遊技球が入球可能な入賞口に対応するように、
弾球遊技機に設けられる入賞口装置であって、
　遊技球が通過可能な導入口と、
　導入口と入賞口とを連通し、かつ、導入口を通過した遊技球を入賞口まで誘導するため
の誘導路と、
　誘導路内を進退可能であり、かつ、誘導路内に進入した遊技球の入賞口方向への進行を
阻止するための阻止部材と、
　阻止部材を進退駆動させるための阻止部材駆動手段と、
　阻止部材駆動手段の作動を制御するための阻止部材駆動制御手段と、を備え、
　前記阻止部材は、
　阻止部材駆動手段の作動により、誘導路内に進入した遊技球が入賞口へ入球することが
可能となる位置（以下、遊技球入球可能位置とする。）と、前記遊技球が導入口から誘導
路の外部へ排出されることとなる位置（以下、遊技球排出位置とする。）との間を、進退
するように形成されていることを特徴とする入賞口装置。
【請求項２】
　前記阻止部材は、
　誘導路内に進入した遊技球が入賞口に入球できないこととなる位置で停止するとともに
、
　阻止部材駆動手段の作動により、前記遊技球入球可能位置まで移動するように形成され
ていることを特徴とする請求項１記載の入賞口装置。
【請求項３】
　前記誘導路は、遊技球を複数個保持可能に形成されていることを特徴とする請求項１又
は２記載の入賞口装置。
【請求項４】
　前記阻止部材駆動制御手段は、
　阻止部材が入賞口方向及び導入口方向のいずれか一方へ向けて誘導路内の所定位置まで
移動するように、阻止部材駆動手段を作動させるとともに、
　阻止部材が前記所定位置まで移動した後は、阻止部材が他方へ向けて移動するように、
阻止部材駆動手段を作動させることを特徴とする請求項１、２又は３記載の入賞口装置。
【請求項５】
　前記阻止部材駆動制御手段は、
　入賞口方向へは、所定の移動速度で阻止部材が移動するように、阻止部材駆動手段を作
動させるとともに、
　導入口方向へは、前記移動速度と異なる移動速度で阻止部材が移動するように、阻止部
材駆動手段を作動させることを特徴とする請求項１、２、３又は４記載の入賞口装置。
【請求項６】
　前記阻止部材駆動制御手段は、
　所定条件を満たしていない場合には、単位時間あたりに阻止部材が遊技球入球可能位置
に留まる時間（以下、入球可能位置停滞時間とする。）、及び、前記単位時間あたりに阻
止部材が遊技球排出位置に留まる時間（以下、排出位置停滞時間とする。）が、これらの
時間それぞれに対応させて定めた既定時間となるように、阻止部材駆動手段を作動させる
とともに、
　所定条件を満たした場合には、入球可能位置停滞時間が前記既定時間よりも長い時間と
なるか、又は、排出位置停滞時間が前記既定時間よりも短い時間となるか、少なくともい
ずれか一方を満たすように、阻止部材駆動手段を作動させることを特徴とする請求項１、
２、３、４又は５記載の入賞口装置。
【請求項７】
　前記阻止部材駆動制御手段は、
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　予め定められた所定個数の遊技球が誘導路内に保持されたことを条件に、阻止部材が前
記遊技球入球可能位置まで移動するように、阻止部材駆動手段を作動させることを特徴と
する請求項１、２、３、４、５又は６記載の入賞口装置。
【請求項８】
　誘導路内における阻止部材の位置が認識可能となるように形成されていることを特徴と
する請求項１、２、３、４、５、６又は７記載の入賞口装置。
【請求項９】
　誘導路内に進入した遊技球が認識可能となるように形成されていることを特徴とする請
求項１、２、３、４、５、６又は７記載の入賞口装置。
【請求項１０】
　弾球遊技機における遊技盤の表面を回転可能に形成されていることを特徴とする請求項
１、２、３、４、５、６、７、８又は９記載の入賞口装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、弾球遊技機の遊技盤に形成され、遊技球が入球することが可能な入賞口に
設けられる入賞口装置に関し、詳しくは、入賞口への遊技球の入球を阻止可能な入賞口装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、弾球遊技機としては、遊技盤に、遊技球が入球可能な入賞口を設け、この入賞口
へ遊技球が入球することにより、所定個数の賞球の払い出しや所定の抽選を行うように形
成されたものが知られている。
　また、このような弾球遊技機においては、前記入賞口に対応するように配置され、遊技
球の入賞口への入球をサポートするような入賞口装置を設けたものが知られている。この
入賞口装置としては、たとえば、所定位置から入賞口の垂直上方まで遊技球を案内する案
内通路を備えたものであって、遊技球が前記所定位置から案内通路に進入すると、遊技球
が入賞口の垂直上方まで運ばれた後、この位置から入賞口へ向けて落下するようにしたこ
とで、遊技球を入賞口へ入球しやすくしたものが挙げられる。
【０００３】
　上述のような技術は、たとえば、下記の特許文献１に開示されている。
【特許文献１】特開２００６－２０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、上述のような入賞口装置においては、遊技球が入賞口装置内に進入すれば、ほ
ぼ確実に入賞口へ遊技球が入球することとなっているため、遊技者は、遊技領域内に打ち
出されてから入賞口装置内に進入するまでの遊技球の挙動については大きな興味を示すも
のの、一旦、入賞口装置内に遊技球が進入した後は、特にその遊技球の挙動に対して興味
を示すことはなくなってしまう。したがって、入賞口へ遊技球を入球させることに関して
は、遊技者に対し、これ以上の関心を抱かせることができないため、遊技が比較的単調に
感じられるおそれがあるという問題が生じていた。
　また、この問題を解消すべく、上記特許文献１の入賞口装置には、案内通過の途中に、
遊技球を手前方向に押し出して案内通路から脱落させることが可能な進退部材が設けられ
ている。
【０００５】
　しかし、この入賞口装置では、前記進退部材により、遊技球が案内通路から脱落すると
いう単純な挙動しか見せることができないため、入賞口へ遊技球を入球させることに関す
る遊技者の関心を十分に高めることができていないという問題が生じていた。
　そこで、各請求項にそれぞれ記載された各発明は、上記した事情によりなされたもので
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あり、その目的とするところは、次の点にある。
　（請求項１）
　すなわち、請求項１記載の発明は、遊技球が入賞口へ入球するまでの挙動を変化に富ん
だものとすることが可能であり、遊技者にスリリングな遊技感を与えることで、入賞口へ
遊技球を入球させる遊技が遊技者にとって単調に感じられるのを防止することが可能な入
賞口装置を提供することを目的とする。
【０００６】
　（請求項２）
　すなわち、請求項２記載の発明は、上記した請求項１記載の発明の目的に加え、遊技球
の挙動を予想困難なものとすることが可能であり、遊技球の挙動に対する遊技者の関心を
高めることが可能な入賞口装置を提供することを目的とする。
　（請求項３）
　すなわち、請求項３記載の発明は、上記した請求項１又は２記載の発明の目的に加え、
遊技球が入賞口へ入球することにより大きな利益を得ることができるという期待感を遊技
者に与えることが可能であるとともに、より変化に富んだ遊技球の挙動を遊技者に楽しま
せることが可能な入賞口装置を提供することを目的とする。
【０００７】
　（請求項４）
　すなわち、請求項４記載の発明は、上記した請求項１、２又は３記載の発明の目的に加
え、よりスリリングな遊技球の挙動を遊技者に楽しませることが可能な入賞口装置を提供
することを目的とする。
　（請求項５）
　すなわち、請求項５記載の発明は、上記した請求項１、２、３又は４記載の発明の目的
に加え、遊技者にとって有利な状況や不利な状況を生じさせることが可能であり、入賞口
への遊技球の入球に対する遊技者の興趣を高めることが可能な入賞口装置を提供すること
を目的とする。
【０００８】
　（請求項６）
　すなわち、請求項６記載の発明は、上記した請求項１、２、３、４又は５記載の発明の
目的に加え、所定の条件を満たすことに対する期待感を大きなものとすることが可能な入
賞口装置を提供することを目的とする。
　（請求項７）
　すなわち、請求項７記載の発明は、上記した請求項１、２、３、４、５又は６記載の発
明の目的に加え、入賞口装置への遊技球の進入に係る新たな遊技性を提供することが可能
であり、入賞口への遊技球の入球に対する遊技者の興趣をより高めることが可能な入賞口
装置を提供することを目的とする。
【０００９】
　（請求項８）
　すなわち、請求項８記載の発明は、上記した請求項１、２、３、４、５、６又は７記載
の発明の目的に加え、遊技者が遊技の態様を自らの意志で変化させることで、有利に遊技
を進めることが可能な入賞口装置を提供することを目的とする。
　（請求項９）
　すなわち、請求項９記載の発明は、上記した請求項１、２、３、４、５、６又は７記載
の発明の目的に加え、ダイレクトに遊技球の挙動を遊技者に楽しませることが可能な入賞
口装置を提供することを目的とする。
【００１０】
　（請求項１０）
　すなわち、請求項１０記載の発明は、上記した請求項１、２、３、４、５、６、７、８
又は９記載の発明の目的に加え、さらに複雑な遊技球の挙動を遊技者に楽しませることが
可能な入賞口装置を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項に記載された発明は、上記した各目的を達成するためになされたものであり、各
発明の特徴点を図面に示した発明の実施の形態を用いて、以下に説明する。
　なお、符号は、発明の実施の形態において用いた符号を示し、本発明の技術的範囲を限
定するものではない。
　（請求項１）
　請求項１記載の発明は、弾球遊技機の遊技盤7に形成され、かつ、遊技球が入球可能な
入賞口に対応するように、弾球遊技機に設けられる入賞口装置50であって、遊技球が通過
可能な導入口60と、導入口60と入賞口とを連通し、かつ、導入口60を通過した遊技球を入
賞口まで誘導するための誘導路61と、誘導路61内を進退可能であり、かつ、誘導路61内に
進入した遊技球の入賞口方向への進行を阻止するための阻止部材70と、阻止部材70を進退
駆動させるための阻止部材駆動手段と、阻止部材駆動手段の作動を制御するための阻止部
材駆動制御手段260と、を備え、前記阻止部材70は、阻止部材駆動手段の作動により、誘
導路61内に進入した遊技球が入賞口へ入球することが可能となる位置（以下、遊技球入球
可能位置とする。）と、前記遊技球が導入口60から誘導路61の外部へ排出されることとな
る位置（以下、遊技球排出位置とする。）との間を、進退するように形成されていること
を特徴とする。
【００１２】
　弾球遊技機としては特に限定されるものではなく、所定の抽選手段による抽選結果によ
り当落が決定される、いわゆるセブン機やデジパチ等と呼ばれる弾球遊技機、所定の契機
で開放される大入賞口へ入球した遊技球が所定領域を通過することにより当選となる、い
わゆる羽根物やヒコーキ台等と呼ばれる弾球遊技機、所定の条件を満たすことで当選可能
となる権利を発生させた上で（当選未確定状態）、他の条件を満たすことで当選が確定す
る、いわゆる権利物と呼ばれる弾球遊技機、また、前記セブン機と呼ばれる弾球遊技機の
遊技性と、羽根物と呼ばれる弾球遊技機の遊技性とを融合させた弾球遊技機等が挙げられ
る。
【００１３】
　入賞口は、弾球遊技機の遊技盤7に形成され、かつ、遊技球が入球可能なものであり、
たとえば、遊技球が入球することで所定個数の賞球が払い出される一般入賞口11、遊技球
が入球することで、当落の抽選、大入賞口の開放、当選可能となる権利発生の抽選等の契
機となる始動入賞口12等が挙げられる。なお、入賞口の種類、設置個数、配置位置等につ
いては、特に限定されるものではない。
　導入口60は、遊技球が通過可能なものであり、たとえば、円形孔などとして形成される
ものである。この導入口60は遊技球が通過可能となっていれば、１個の遊技球のみが通過
可能となるように形成してもよく、複数個の遊技球が通過可能となるように形成してもよ
い。
【００１４】
　誘導路61は、導入口60と入賞口とを連通し、かつ、導入口60を通過した誘導球を入賞口
まで誘導するためのものである。換言すれば、誘導路61は、遊技球を導入口60から入賞口
まで誘導可能に形成された案内通路である。
　すなわち、導入口60を通過した遊技球は、誘導路61内を移動して、入賞口まで到達する
ことが可能となっている。
　阻止部材70は、誘導路61内を進退可能であり、かつ、誘導路61内に進入した遊技球の入
賞口方向への進行を阻止するためのものである。
　ここで、誘導路61内を進退可能とは、誘導路61内を入賞口方向及び導入口方向のいずれ
にも移動可能であることを意味するものである。
【００１５】
　また、この阻止部材70としては、たとえば、誘導路61内の入賞口方向の端部から突出し
、導入口60まで移動することが可能な柱状部材や、この部材の進行方向（すなわち、入賞
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口方向）の先端に、誘導路61の横断面を覆うことが可能な板状部材を取り付けたものなど
があげられる。なお、遊技球の進行を阻止可能となっていれば、これらに限定されるもの
ではない。
　また、この阻止部材70は、誘導路61内を常に進退するように形成することもできるし、
所定のタイミングで停止するように形成することもできる。
　阻止部材駆動手段は、阻止部材70を進退駆動させるためのものであり、たとえば、ソレ
ノイド（可動支持柱ソレノイド73）などが挙げられる。
【００１６】
　阻止部材駆動制御手段260は、阻止部材駆動手段の作動を制御するためのものである。
換言すれば、阻止部材駆動制御手段260は、阻止部材駆動手段の作動の開始や終了等を制
御するためのものである。
　具体的には、所定の制御装置に所定のソフトウェア等をインストールすることにより、
当該制御装置を、前記阻止部材駆動制御手段260として機能させた上で、この制御装置に
より前記阻止部材駆動手段の作動を制御するように形成することができる。なお、阻止部
材駆動手段の作動の制御は、入賞口装置50内に独自に備えた制御装置により行ってもよい
し、入賞口装置50を備えた弾球遊技機が有する制御装置を共用することにより行ってもよ
い。また、入賞口装置50及び弾球遊技機それぞれに制御装置を備えた場合には、双方の制
御装置を所定の通信手段（たとえば、通信コード等の有線通信手段や、赤外線通信装置等
の無線通信手段）で接続し、各種信号の通信が行えるように形成してもよい。
【００１７】
　たとえば、阻止部材駆動制御手段260は、阻止部材駆動手段を常に作動させておくよう
に制御することができる。また、阻止部材駆動制御手段260は、常態においては、阻止部
材駆動手段の作動を終了させておき、所定の条件を満たすことを契機として、阻止部材駆
動手段の作動を開始するように制御することもできる。なお、阻止部材駆動制御手段260
による阻止部材駆動手段の作動態様については、これらに限定されるものではない。
　また、前記阻止部材70は、阻止部材駆動手段の作動により、誘導路61内に進入した遊技
球が入賞口へ入球することが可能となる位置（遊技球入球可能位置）と、前記遊技球が導
入口60から誘導路61の外部へ排出されることとなる位置（遊技球排出位置）との間を、進
退するように形成されている。
【００１８】
　また、この阻止部材70は、前記遊技球入球可能位置と遊技球排出位置との間を進退する
ことができるものとなっていれば、これよりも広い範囲を進退するように形成することも
できるし、一時的に、これよりも狭い範囲を進退するように形成することもできる。
　そして、本発明においては、阻止部材70が遊技球入球可能位置にあるときは、誘導路61
内に進入した遊技球は入賞口へ入球することができる。一方、誘導路61内に遊技球が進入
しているときに、前記阻止部材70が遊技球排出位置まで移動すると、前記遊技球は導入口
60から誘導路61の外側へ押し出されることとなる。すなわち、阻止部材70が遊技球排出位
置にあるときは、遊技球は導入口60を通過することができないこととなっている。
【００１９】
　なお、阻止部材70が前記遊技球入球可能位置と遊技球排出位置との間を進退するように
、前記阻止部材駆動制御手段260が阻止部材駆動手段の作動を制御するためには、誘導路6
1内における阻止部材70の位置を検出する必要があるが、この位置検出の方法については
、特に限定されるものではない。
　たとえば、誘導路61内にフォトセンサー等の所定のセンサーを所定間隔で配置する。そ
して、阻止部材70が誘導路61内を移動するに伴って、阻止部材70の所定箇所が前記フォト
センサーにより検知されるのに基づき、阻止部材70の位置を検出するように形成すること
ができる。
【００２０】
　また、前記阻止部材70の移動範囲の両端にそれぞれ、フォトセンサー等の所定のセンサ
ーを配置する。そして、阻止部材70の所定箇所が前記センサーに検知されてからの経過時
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間を取得することにより、この経過時間及び阻止部材70の移動速度に基づき、阻止部材70
の位置を検出するように形成することもできる。
　（作用）
　本発明に係る入賞口装置50によれば、誘導路61内を進退可能な阻止部材70により、導入
口60を通過して誘導路61内に進入した遊技球は、入賞口方向への進行が阻止されるものと
なっている。また、この阻止部材70が、誘導路61内を、所定の位置（遊技球入球可能位置
）まで移動すると、誘導路61内に進入した遊技球は入賞口へ入球可能となる一方、所定の
位置（遊技球排出位置）まで移動すると、前記遊技球は導入口60から誘導路61の外部へ排
出される、すなわち、押し出されることとなる。
【００２１】
　すなわち、本発明に係る入賞口装置50によれば、阻止部材70の存在により、誘導路61内
に遊技球が進入した場合であっても、必ずしも入賞口へ入球することができるわけではな
く、逆に、誘導路61の外へ押し出されてしまう可能性がある。
　したがって、遊技球が入賞口へ入球するまでの挙動を変化に富んだものとすることが可
能であり、遊技者にスリリングな遊技感を与えることで、入賞口へ遊技球を入球させる遊
技が遊技者にとって単調に感じられるのを防止することが可能となるのである。
　（請求項２）
　請求項２記載の発明は、上記請求項１記載の発明の特徴に加え、前記阻止部材70は、誘
導路61内に進入した遊技球が入賞口に入球できないこととなる位置で停止するとともに、
阻止部材駆動手段の作動により、前記遊技球入球可能位置まで移動するように形成されて
いることを特徴とする。
【００２２】
　ここで、「誘導路61内に進入した遊技球が入賞口に入球できないこととなる位置」とは
、遊技球が誘導路61内に進入することはできるものの、入賞口までは至ることができない
こととなる位置であり、換言すれば、前記遊技球入球可能位置よりもやや導入口60寄りの
所定位置から前記遊技球排出位置までの間におけるいずれかの位置を意味するものである
。
　また、前記阻止部材駆動手段が作動する条件としては、特に限定されるものではなく、
たとえば、遊技球が誘導路61内に進入してから所定時間が経過することにより阻止部材駆
動手段が作動するように形成することもできる。また、弾球遊技機の遊技盤7における所
定領域を遊技球が通過することにより、前記阻止部材駆動手段が作動するように形成する
こともできる。また、遊技球が誘導路61内に進入することを契機として所定の抽選手段に
よる抽選を行い、この抽選結果に基づいて阻止部材駆動手段が作動するように形成するこ
ともできる。
【００２３】
　また、前記阻止部材駆動手段は、阻止部材70を前記遊技球入球可能位置まで移動させる
のみならず、反対に、阻止部材70を前記遊技球排出位置まで移動させるように設定するこ
ともできる。
　（作用）
　本発明に係る入賞口装置50によれば、遊技球が誘導路61内に進入することはできるもの
の、阻止部材70により、遊技球が入賞口まで到達することなく誘導路61における所定位置
で停止するという状態を確実に生じさせることができる。したがって、遊技者は、この状
態では、遊技球が入賞口まで到達するのか、または、導入口60から誘導路61の外部へ押し
出されてしまうのか予想することが困難なものとなり、この後の遊技球の動向に大きな関
心を抱くこととなる。
【００２４】
　したがって、遊技球が入賞口へ入球するまでの挙動をより変化に富んだものとすること
が可能であり、遊技者によりスリリングな遊技感を与えることで、入賞口へ遊技球を入球
させる遊技が遊技者にとって単調に感じられるのを防止することが可能となるのである。
　（請求項３）
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　請求項３記載の発明は、上記請求項１又は２記載の発明の特徴に加え、前記誘導路61は
、遊技球を複数個保持可能に形成されていることを特徴とする。
　（作用）
　本発明に係る入賞口装置50によれば、誘導路61内に遊技球が複数個保持されることとな
る。
【００２５】
　これにより、阻止部材70が移動することで、これら複数個の遊技球が総て入賞口へ入球
したり、複数個の遊技球のうち所定個数は入賞口へ入球するものの、残りは誘導路61の外
部へ押し出されたり、または、これら複数個の遊技球が総て誘導路61の外部へ押し出され
たりする等、誘導路61内での遊技球の挙動がより変化に富んだものとなる。
　また、たとえば、入賞口へ遊技球が入球すると所定個数の賞球の払い出しが行われるよ
うに設定されている場合等においては、誘導路61内に複数の遊技球が保持されると、遊技
者は、一度に多くの賞球の払い出しを得ることができるといった期待感を持つことになる
ため、この後の遊技球の挙動に非常に大きな関心を示すこととなる。
【００２６】
　したがって、入賞口へ遊技球を入球させる遊技における遊技性が向上することとなり、
当該遊技に対する遊技者の興趣を高めることが可能となるのである。
　（請求項４）
　請求項４記載の発明は、上記請求項１、２又は３記載の発明の特徴に加え、前記阻止部
材駆動制御手段260は、阻止部材70が入賞口方向及び導入口方向のいずれか一方へ向けて
誘導路61内の所定位置まで移動するように、阻止部材駆動手段を作動させるとともに、阻
止部材70が前記所定位置まで移動した後は、阻止部材70が他方へ向けて移動するように、
阻止部材駆動手段を作動させることを特徴とする。
【００２７】
　すなわち、本請求項に係る阻止部材駆動制御手段260は、阻止部材70が誘導路61内を所
定方向へ向けて所定位置まで移動した後、阻止部材70が前記方向と反対方向へ向けて移動
するように、阻止部材駆動手段の作動を切り換えるものである。
　ここで、前記所定位置は、阻止部材70が移動可能な範囲内におけるいずれかの位置を意
味するものであり、たとえば、前記遊技球入球可能位置や、前記遊技球排出位置などとす
ることができる。また、前記所定位置は、阻止部材駆動制御手段260が前記制御を行う際
には常に同じ位置となるように設定することができるし、または、異なる位置となるよう
に設定することができる。具体的には、所定の抽選手段等により、予め定められた複数の
所定位置候補の中からいずれか一の所定位置を選択するように設定することができる。
【００２８】
　具体的には、たとえば、阻止部材駆動制御手段260は、阻止部材70が導入口方向へ向け
て移動するように阻止部材駆動手段を作動させ、前記阻止部材70が遊技球排出位置に到達
することを契機として、阻止部材70が入賞口方向へ向けて移動するように阻止部材駆動手
段を切り換えることができる。
　また、阻止部材駆動制御手段260は、阻止部材駆動手段に前記制御を繰り返させるよう
に設定することもできる。すなわち、阻止部材駆動制御手段260は、阻止部材70が一の所
定位置から他の所定位置までの間を往復するように、阻止部材駆動手段の作動を制御する
ことができる。具体的には、たとえば、阻止部材駆動制御手段260は、阻止部材70が導入
口方向へ向けて移動し、所定の第１切換位置（たとえば、遊技球排出位置）に到達したこ
とを契機として、阻止部材70が入賞口方向へ向けて移動するように、阻止部材駆動手段の
作動を切り換える。そして、阻止部材70が入賞口方向へ向けて移動し、所定の第２切換位
置（たとえば、遊技球入球可能位置）に到達したことを契機として、阻止部材70が導入口
方向へ向けて移動するように、阻止部材駆動手段の作動を切り換える。そして、この切り
換えを繰り返すようにすることができる。
【００２９】
　また、上述のように前記制御を繰り返す場合においては、阻止部材70が、常に同じ範囲



(9) JP 2009-82354 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

内を移動するように設定することもできるし、または、所定の抽選手段等による抽選で、
前記所定位置を選択することで、異なる範囲内を移動するように設定することもできる。
具体的には、所定の抽選手段等により、予め定められた複数の所定位置候補の中から所定
位置を選択して、前記範囲を構成するように設定することができる。
　（作用）
　本発明に係る入賞口装置50によれば、阻止部材70が入賞口方向及び導入口方向のいずれ
か一方に移動し、所定位置に到達することを契機として、前記阻止部材70が前記移動方向
と反対方向に移動することとなる。
【００３０】
　したがって、たとえば、阻止部材70が入賞口方向へ移動し、遊技球が入賞口に入賞可能
となるかと思えば、遊技球入球可能位置に到達する直前で阻止部材70の移動方向が切り換
わったり、反対に、遊技球が誘導路61の外部へ押し出されてしまうと思えば、遊技球排出
位置に到達する直前で阻止部材70の移動方向が切り換わったりする等の非常にスリリング
な挙動を遊技者に楽しませることができる。
　したがって、遊技球が入賞口へ入球するまでの挙動をより変化に富んだものとすること
が可能であり、遊技者によりスリリングな遊技感を与えることで、入賞口へ遊技球を入球
させる遊技が遊技者にとって単調に感じられるのを防止することが可能となるのである。
【００３１】
　（請求項５）
　請求項５記載の発明は、上記請求項１、２、３又は４記載の発明の特徴に加え、前記阻
止部材駆動制御手段260は、入賞口方向へは、所定の移動速度で阻止部材70が移動するよ
うに、阻止部材駆動手段を作動させるとともに、導入口方向へは、前記移動速度と異なる
移動速度で阻止部材70が移動するように、阻止部材駆動手段を作動させることを特徴とす
る。
　すなわち、本請求項に係る阻止部材駆動制御手段260は、阻止部材70が移動する方向に
基づき、当該阻止部材70が移動する際の移動速度を変化させるように、阻止部材駆動手段
の作動を制御するものである。
【００３２】
　具体的には、阻止部材駆動制御手段260に、阻止部材駆動手段の作動により駆動される
阻止部材70の駆動パターンを記憶するための駆動パターン記憶手段261、駆動パターン記
憶手段261に記憶されている駆動パターンから一の駆動パターンを選択するための駆動パ
ターン選択手段262、及び、駆動パターン選択手段262により選択された駆動パターンに基
づいて阻止部材駆動手段の作動を実行するための駆動実行手段263等を設ける。また、駆
動パターン記憶手段261に、阻止部材70の移動速度がそれぞれ異なるように設定された阻
止部材70の駆動パターンを複数記憶させる。
　そして、阻止部材70が入賞口方向へ移動するように、阻止部材駆動手段を作動させる際
、前記駆動パターン選択手段262が前記駆動パターン記憶手段261に記憶されている駆動パ
ターンから所定の移動速度が設定された駆動パターンを選択し、この駆動パターンに設定
された移動速度に基づいて、駆動実行手段263が阻止部材駆動手段を作動させる。一方、
阻止部材70が入賞口方向へ移動するように、阻止部材駆動手段を作動させる際には、前記
駆動パターン選択手段262が前記駆動パターン記憶手段261に記憶されている駆動パターン
から、入賞口方向へ移動する際の移動速度と異なる移動速度が設定された駆動パターンを
選択し、この駆動パターンに設定された移動速度に基づいて、駆動実行手段263が阻止部
材駆動手段を作動させる。
【００３３】
　具体的には、阻止部材駆動制御手段260は、たとえば、阻止部材70が導入口方向へ移動
する際には、入賞口方向へ移動する際と比較して移動速度が遅くなるように、阻止部材駆
動手段を作動させることができる。
　なお、駆動パターン選択手段262は、常に、阻止部材70の移動方向に対応付けられた所
定の移動速度が設定された駆動パターンを選択するように設定することができる。すなわ
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ち、阻止部材70が所定方向へ移動する際には、必ず、固定された移動速度で移動するよう
に設定することができる。また、駆動パターン選択手段262は、所定の抽選手段等により
抽選を行うことで、いずれか一の駆動パターンを選択するように設定することもできる。
【００３４】
　（作用）
　本発明に係る入賞口装置50によれば、阻止部材70が入賞口方向へ移動する際には、所定
の移動速度で移動する一方、阻止部材70が導入口方向へ移動する際には、前記移動速度と
は異なる移動速度で移動することとなる。
　したがって、たとえば、阻止部材70の入賞口方向への移動速度が、導入口方向への移動
速度よりも速くなるように、阻止部材駆動制御手段260が阻止部材駆動手段を制御する場
合には、阻止部材70は導入口60へ向けてはなかなか移動しないものの、入賞口へ向けては
速く移動することとなる。すなわち、この場合には、阻止部材70が入賞口へ到達するまで
の時間が短くなるため、この間に遊技球が誘導路61内へ入球することが困難となり、遊技
球が入賞口へ入球しにくくなる。換言すれば、遊技球は導入口60から誘導路61の外部へ押
し出されやすくなる。
【００３５】
　また、阻止部材70の導入口方向への移動速度が、入賞口方向への移動速度よりも速くな
るように、阻止部材駆動制御手段260が阻止部材駆動手段を制御する場合には、阻止部材7
0は入賞口へ向けてはなかなか移動しないものの、導入口60へ向けては速く移動すること
となる。すなわち、この場合には、阻止部材70が入賞口へ到達するまでの時間が長くなる
ため、この間に遊技球が誘導路61内へ入球することが容易となり、遊技球が入賞口へ入球
しやすくなる。換言すれば、遊技球は導入口60から誘導路61の外部へ押し出されにくくな
る。
　このように、本発明に係る入賞口装置50によれば、阻止部材70の移動方向に基づいて、
阻止部材70の移動速度が変化することにより、遊技者にとって有利な状況や不利な状況を
生じさせることができることとなる。
【００３６】
　したがって、入賞口へ遊技球を入球させる遊技における遊技性が向上することとなり、
当該遊技に対する遊技者の興趣を高めることが可能となるのである。
　（請求項６）
　請求項６記載の発明は、上記請求項１、２、３、４又は５記載の発明の特徴に加え、前
記阻止部材駆動制御手段260は、所定条件を満たしていない場合には、単位時間あたりに
阻止部材70が遊技球入球可能位置に留まる時間（以下、入球可能位置停滞時間とする。）
、及び、前記単位時間あたりに阻止部材70が遊技球排出位置に留まる時間（以下、排出位
置停滞時間とする。）が、これらの時間それぞれに対応させて定めた既定時間となるよう
に、阻止部材駆動手段を作動させるとともに、所定条件を満たした場合には、入球可能位
置停滞時間が前記既定時間よりも長い時間となるか、又は、排出位置停滞時間が前記既定
時間よりも短い時間となるか、少なくともいずれか一方を満たすように、阻止部材駆動手
段を作動させることを特徴とする。
【００３７】
　すなわち、本請求項に係る阻止部材駆動制御手段260は、所定条件を満たした場合には
、所定条件を満たしていない場合に比べて、阻止部材70が遊技球入球可能位置に留まる時
間（入球可能位置停滞時間）が長くなる態様、阻止部材70が遊技球排出位置に留まる時間
（排出位置停滞時間）が短くなる態様、又は、入球可能位置停滞時間が長くなり、かつ、
排出位置停滞時間が短くなる態様のうちいずれか一の態様となるように、阻止部材駆動手
段の作動を制御するものである。
　具体的には、上述と同様に、阻止部材駆動制御手段260に、駆動パターン記憶手段261、
駆動パターン選択手段262、及び、駆動実行手段263等を設けるとともに、駆動パターン記
憶手段261に、単位時間あたりにおける入球可能位置停滞時間、及び、前記単位時間あた
りにおける排出位置停滞時間が設定された阻止部材70の駆動パターンを複数記憶させる。
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たとえば、駆動パターンとしては、単位時間１０秒あたりにおける入球可能位置停滞時間
が３秒、及び、排出位置停滞時間が３秒のように設定された通常駆動パターンや、単位時
間１０秒あたりにおける入球可能位置停滞時間が５秒、及び、排出位置停滞時間が１秒の
ように設定された有利駆動パターンなどを備えることができる。なお、駆動パターンとし
ては、これらに限定されるものではない。
【００３８】
　そして、所定条件を満たしていない場合には、前記駆動パターン選択手段262が前記駆
動パターン記憶手段261に記憶されている駆動パターンから、所定の入球可能位置停滞時
間、及び、排出位置停滞時間が設定された駆動パターン（たとえば、通常駆動パターン）
を選択し、阻止部材70が遊技球入球可能位置、及び、遊技球排出位置のそれぞれに留まる
時間が、前記駆動パターンに設定された入球可能位置停滞時間、及び、排出位置停滞時間
となるように、駆動実行手段263が阻止部材駆動手段を作動させる。
　一方、所定条件を満たした場合には、前記駆動パターン選択手段262が前記駆動パター
ン記憶手段261に記憶されている駆動パターンから、所定条件を満たしていない場合の駆
動パターンよりも入球可能位置停滞時間が長く設定された駆動パターン、排出位置停滞時
間が短く設定された駆動パターン、又は、入球可能位置停滞時間が長く設定され、かつ、
排出位置停滞時間が短く設定された駆動パターンのいずれか一の駆動パターン（たとえば
、有利駆動パターン）を選択し、この駆動パターンに設定された入球可能位置停滞時間、
及び、排出位置停滞時間となるように、駆動実行手段263が阻止部材駆動手段を作動させ
る。
【００３９】
　また、前記所定条件は、特に限定されるものではなく、たとえば、弾球遊技機における
特別遊技に移行可能となるか否かの当否抽選により当選となること、前記当選となったと
きの当否抽選に係る図柄変動において停止した図柄が所定の図柄となること、所定時点（
たとえば、弾球遊技機の電源をＯＮにしたとき、前回の特別遊技が終了したとき）から所
定回数の図柄変動が行われること、所定時点から所定の入賞口に入球した遊技球が所定個
数に達したことなどが挙げられる。
　また、阻止部材70の移動態様としては、駆動パターンに設定された時間、連続して、遊
技球入球可能位置又は遊技球排出位置に留まるように設定することもできる。また、それ
ぞれの位置に断続的に留まるように（たとえば、各位置で１秒間留まることを繰り返すよ
うに）設定することもできる。
【００４０】
　（作用）
　本発明に係る入賞口装置50によれば、所定条件を満たしていない場合には、阻止部材70
は、既定時間ごと、遊技球入球可能停止位置及び遊技球排出位置に留まる一方、所定条件
を満たした場合には、所定条件を満たしていない場合よりも遊技球入球可能停止位置に長
く留まるか、遊技球排出位置に短く留まるか、又は、遊技球入球可能停止位置に長く留ま
り、かつ、遊技球排出位置に短く留まるかのいずれか一の態様で、各位置に留まることと
なる。
　したがって、所定条件を満たした場合には、所定条件を満たしていない場合に比べて、
相対的に、遊技球が入賞口へ入球しやすくなる。換言すれば、相対的に、遊技球が導入口
60から誘導路61の外部へ押し出されにくくなる。
【００４１】
　このように、本発明に係る入賞口装置50によれば、所定条件を満たすか否かによって、
遊技者にとって有利な状況や不利な状況を生じさせることができることとなるため、入賞
口へ遊技球を入球させる遊技における遊技性が向上することとなり、当該遊技に対する遊
技者の興趣を高めることが可能となるのである。
　（請求項７）
　請求項７記載の発明は、上記請求項１、２、３、４、５又は６記載の発明の特徴に加え
、前記阻止部材駆動制御手段260は、予め定められた所定個数の遊技球が誘導路61内に保
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持されたことを条件に、阻止部材70が前記遊技球入球可能位置まで移動するように、阻止
部材駆動手段を作動させることを特徴とする。
【００４２】
　すなわち、この阻止部材駆動制御手段260は、誘導路61内に進入したものの、入賞口へ
入球していない遊技球が所定個数となった場合に、阻止部材70が遊技球入球可能位置まで
移動するように、阻止部材駆動手段を作動させるものである。
　また、前記所定個数は、たとえば、誘導路61内に１個の遊技球のみ保持可能となってい
るような場合には、１個とすることができる。また、誘導路61内に複数個の遊技球が保持
可能となっている場合には、１個から保持可能な上限個数までの範囲における値とするこ
とができる。たとえば、誘導路61内に３個の遊技球が保持可能となっている場合には、所
定個数を２個とすることができる。
【００４３】
　また、この阻止部材駆動制御手段260は、誘導路61内に保持される遊技球の個数が所定
個数に達するまでは、阻止部材70が導入口方向へ移動するように、阻止部材駆動手段を作
動させることもできる。また、この阻止部材駆動制御手段260は、１個目の遊技球が誘導
路61内に進入してから所定時間が経過するまでに、誘導路61内に保持される遊技球の個数
が所定個数に達しなかったときは、阻止部材70が遊技球排出位置まで移動するように、阻
止部材駆動手段を作動させることもできる。なお、誘導路61内に保持される遊技球が所定
個数に達していない場合の制御については、これらに限定されるものではない。
　また、この阻止部材駆動制御手段260は、阻止部材70が遊技球入球可能位置まで移動し
た後は、保持されている遊技球が総て入賞口に入球するまで、この阻止部材70が遊技球入
球可能位置で停止するように、阻止部材駆動手段を作動させることができる。また、阻止
部材駆動制御手段260は、所定個数の遊技球が入賞口へ入球したことを条件に、この阻止
部材70が導入口方向へ移動するように、阻止部材駆動手段を作動させることもできる。
【００４４】
　また、この阻止部材駆動制御手段260は、誘導路61内に保持される遊技球の個数が所定
の既定個数を超えてしまった場合には、阻止部材70が導入口方向へ移動するように、阻止
部材駆動手段を作動させることもできる。
　（作用）
　本発明に係る入賞口装置50によれば、誘導路61内に保持される遊技球が所定個数に達し
た場合に、阻止部材70が遊技球入球可能位置まで移動することとなる。
　したがって、遊技者は、阻止部材70を遊技球入球可能位置まで移動させるべく、所定個
数の遊技球を誘導路61内に進入させる努力をすることとなる。
【００４５】
　このように、遊技者に、所定個数の遊技球を誘導路61内に進入させるという新たな遊技
性を提供することが可能となり、これにより、入賞口へ遊技球を入球させる遊技における
遊技性が向上することとなるため、当該遊技に対する遊技者の興趣を高めることが可能と
なるのである。
　（請求項８）
　請求項８記載の発明は、上記請求項１、２、３、４、５、６又は７記載の発明の特徴に
加え、誘導路61内における阻止部材70の位置が認識可能となるように形成されていること
を特徴とする。
【００４６】
　具体的には、入賞口装置50自体を透明な部材等で形成することにより、阻止部材70を直
接認識できるようにすることができる。また、阻止部材70の位置に併せて点灯するＬＥＤ
表示装置等の表示装置を入賞口装置50に取り付け、この表示装置により位置表示を行うこ
とで、阻止部材70の位置を認識できるようにすることもできる。なお、阻止部材70の位置
を認識可能とする態様は、これらに限定されるものではない。
　（作用）
　本発明に係る入賞口装置50によれば、誘導路61内における阻止部材70の位置を認識する
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ことができることとなる。
【００４７】
　したがって、遊技者は、阻止部材70が遊技球排出位置にあるときは遊技球を打ち出すの
を止める等、阻止部材70の位置に応じて遊技の態様を変化させることができることとなる
。
　これにより、遊技者が有利に遊技を進めることができることとなるとともに、入賞口へ
遊技球を入球させる遊技における遊技性が向上することとなるため、当該遊技に対する遊
技者の興趣を高めることが可能となるのである。
　（請求項９）
　請求項９記載の発明は、上記請求項１、２、３、４、５、６又は７記載の発明の特徴に
加え、誘導路61内に進入した遊技球が認識可能となるように形成されていることを特徴と
する。
【００４８】
　具体的には、上述と同様に、入賞口装置50自体を透明な部材等で形成することにより、
誘導路61内にある遊技球を直接認識できるようにすることができる。また、誘導路61内に
ある遊技球の位置に併せて点灯するＬＥＤ表示装置等の表示装置を入賞口装置50に取り付
け、この表示装置により位置表示を行うことで、誘導路61内における遊技球の位置を認識
できるようにすることもできる。なお、誘導路61内における遊技球を認識可能とする態様
は、これらに限定されるものではない。
　（作用）
　本発明に係る入賞口装置50によれば、誘導路61内における遊技球を認識することができ
ることとなる。
【００４９】
　したがって、遊技者は、誘導路61内における遊技球の挙動を見ることができるため、
遊技球の非常にスリリングな挙動を遊技者に楽しませることができ、遊技者が遊技球の挙
動に大きな関心を示すこととなる。
　これにより、入賞口へ遊技球を入球させる遊技における遊技性が向上することとなるた
め、当該遊技に対する遊技者の興趣を高めることが可能となるのである。
　（請求項１０）
　請求項１０記載の発明は、上記請求項１、２、３、４、５、６、７、８又は９記載の発
明の特徴に加え、入賞口装置50が、弾球遊技機における遊技盤7の表面を回転可能に形成
されていることを特徴とする。
【００５０】
　すなわち、本請求項に係る入賞口装置50は、弾球遊技機における遊技盤7の表面に直交
する所定の軸を軸心として、時計回り又は反時計回りに回転可能なものである。
　たとえば、遊技盤7の表面に設けた入賞口装置取付孔の内周面に凹溝を形成するととも
に、この凹溝に嵌まるような突条を入賞口装置50に形成する。そして、前記凹溝に突条を
嵌めることで入賞口装置50を前記入賞口装置取付孔に取り付ける。これにより、入賞口装
置50は前記入賞口装置取付孔内を回転可能となり、ひいては、遊技盤7の表面を回転可能
なものとなる。
　また、この弾球遊技機には、前記入賞口装置50を回転駆動させるための回転駆動手段（
たとえば、回転駆動モーター80など）や、回転駆動手段の作動を制御するための回転駆動
制御手段250等を設けることができる。
【００５１】
　（作用）
　本発明に係る入賞口装置50は、弾球遊技機における遊技盤7の表面を回転することがで
きる。
　したがって、入賞口装置50の回転と併せて、阻止部材70の移動が行われることとなるた
め、遊技球が入賞口へ入球するまでの挙動をより変化に富んだものとすることが可能であ
り、入賞口へ遊技球を入球させる遊技が遊技者にとって単調に感じられるのを防止するこ
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とが可能となるのである。
【発明の効果】
【００５２】
　本発明は、以上のように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。
　（請求項１）
　すなわち、請求項１記載の発明によれば、遊技球が入賞口へ入球するまでの挙動を変化
に富んだものとすることが可能であり、遊技者にスリリングな遊技感を与えることで、入
賞口へ遊技球を入球させる遊技が遊技者にとって単調に感じられるのを防止することが可
能な入賞口装置を提供することができる。
　（請求項２）
　すなわち、請求項２記載の発明によれば、上記した請求項１記載の発明の効果に加え、
遊技球の挙動を予想困難なものとすることが可能であり、遊技球の挙動に対する遊技者の
関心を高めることが可能な入賞口装置を提供することができる。
【００５３】
　（請求項３）
　すなわち、請求項３記載の発明によれば、上記した請求項１又は２記載の発明の効果に
加え、遊技球が入賞口へ入球することにより大きな利益を得ることができるという期待感
を遊技者に与えることが可能であるとともに、より変化に富んだ遊技球の挙動を遊技者に
楽しませることが可能な入賞口装置を提供することができる。
　（請求項４）
　すなわち、請求項４記載の発明によれば、上記した請求項１、２又は３記載の発明の効
果に加え、よりスリリングな遊技球の挙動を遊技者に楽しませることが可能な入賞口装置
を提供することができる。
【００５４】
　（請求項５）
　すなわち、請求項５記載の発明によれば、上記した請求項１、２、３又は４記載の発明
の効果に加え、遊技者にとって有利な状況や不利な状況を生じさせることが可能であり、
入賞口への遊技球の入球に対する遊技者の興趣を高めることが可能な入賞口装置を提供す
ることができる。
　（請求項６）
　すなわち、請求項６記載の発明によれば、上記した請求項１、２、３、４又は５記載の
発明の効果に加え、所定の条件を満たすことに対する期待感を大きなものとすることが可
能な入賞口装置を提供することができる。
【００５５】
　（請求項７）
　すなわち、請求項７記載の発明によれば、上記した請求項１、２、３、４、５又は６記
載の発明の効果に加え、入賞口装置への遊技球の進入に係る新たな遊技性を提供すること
が可能であり、入賞口への遊技球の入球に対する遊技者の興趣をより高めることが可能な
入賞口装置を提供することができる。
　（請求項８）
　すなわち、請求項８記載の発明によれば、上記した請求項１、２、３、４、５、６又は
７記載の発明の効果に加え、遊技者が遊技の態様を自らの意志で変化させることで、有利
に遊技を進めることが可能な入賞口装置を提供することができる。
【００５６】
　（請求項９）
　すなわち、請求項９記載の発明によれば、上記した請求項１、２、３、４、５、６又は
７記載の発明の効果に加え、ダイレクトに遊技球の挙動を遊技者に楽しませることが可能
な入賞口装置を提供することができる。
　（請求項１０）
　すなわち、請求項１０記載の発明によれば、上記した請求項１、２、３、４、５、６、
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７、８又は９記載の発明の効果に加え、さらに複雑な遊技球の挙動を遊技者に楽しませる
ことが可能な入賞口装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５７】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
　（図面の説明）
　図１から図１９までは、本発明の実施の形態を示すものである。
　図１は、パチンコ機PMを示す外観正面図である。図２は、第１入賞口装置50aを示す斜
視図である。図３は、阻止部材70が遊技球入球可能位置にある状態、及び、阻止部材70が
遊技球排出位置にある状態における第１入賞口装置50aを示す正面断面図である。図４は
、導入口50が上方を向いた状態、及び、導入口50が右下方を向いた状態における第２入賞
口装置50bを示す正面断面図である。図５は、パチンコ機PMの制御装置100の入力及び出力
の概略を示すブロック図である。図６は、特別遊技制御手段210及び阻止部材駆動制御手
段260の概略を示すブロック図である。図７は、第１入賞口装置50aにおける阻止部材70に
対応する駆動パターン記憶手段261に記憶されている駆動パターンを示す概略図である。
図８は、第１入賞口装置50aの阻止部材70に対応する駆動パターン記憶手段261に記憶され
ている駆動パターンの他の例を示す概略図である。図９は、第２入賞口装置50bの阻止部
材70に対応する駆動パターン記憶手段261に記憶されている駆動パターンを示す概略図で
ある。図１０から図１９までは、パチンコ機PMにおける動作の概略を示すフローである。
【００５８】
　なお、ここで、本明細書における「前面側（前面方向）」や「手前側（手前方向）」と
は、パチンコ機PMから見て、遊技を行う遊技者が位置する方向を意味するものである。具
体的には、パチンコ機PMの正面側の前でパチンコ機PMの方に顔を向けている遊技者から見
た場合の、奥から手前への方向、すなわち、パチンコ機PMの奥から正面へ向かう方向を意
味する。
　また、本明細書における「背面側（背面方向）」や「奥側（奥方向）」とは、前記「前
面側（前面方向）」や「手前側（手前方向）」と反対側を意味するものであり、パチンコ
機PMの正面側の前でパチンコ機PMの方に顔を向けている遊技者から見た場合の、手前から
奥への方向、すなわち、パチンコ機PMの正面から奥へ向かう方向を意味する。
【００５９】
　また、本明細書における「右」や「左」等の左右方向も、パチンコ機PMの正面の方に顔
を向けている遊技者から見た場合の右や左を意味する。
　なお、以下の文中において、「入賞」とは、打ち出された遊技球が、パチンコ機PMの遊
技盤7上に設けられた入賞口に入球することをいう。
　（パチンコ機PMの構成）
　以下、本実施の形態に係るパチンコ機PMについて、具体的に説明する。
　パチンコ機PMは、図１に示すように、当該パチンコ機PMの外郭保持枠を構成する外枠1
と、この外枠1に開閉自在に軸支された前枠2とを備えたものとなっている。そして、前枠
2には、パチンコ機PMの遊技領域8を形成するための遊技盤7と、この遊技盤7の前方を覆う
板ガラスが嵌め込まれたガラス扉3と、遊技球を受ける上側の上球皿4a及び下側の下球皿4
bと、遊技球の発射操作を行うための操作ハンドル5と、が設けられている。
【００６０】
　また、遊技盤7には、遊技領域8の周辺を囲むように一対のレール6が固定されている。
　また、遊技盤7の裏面には、特に図示していないが、演出動作や遊技動作等を制御する
ための制御装置100が設けられている。また、この制御装置100には、特に図示していない
が、無線通信を行うための通信装置が接続されている。
　（遊技領域8）
　本実施の形態に係るパチンコ機PMの遊技領域8には、図１に示すように、その正面中央
よりやや上部に位置し、面状表示部である表示装置20と、前記表示装置20の下方に位置し
、遊技球の入賞により、遊技者への賞球の払い出しを行うとともに、後述する特別遊技へ
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移行するか否かに係る当否抽選の契機となり、かつ、表示装置20の図柄変動を開始させる
始動入賞口12と、この始動入賞口12と対応するように取り付けられた入賞口装置50として
の第１入賞口装置50aと、前記始動入賞口12の下方に位置し、後述する通常遊技において
特別遊技へ移行する旨の抽選に当選していないときは一対の開閉片により閉鎖されている
当選確定入賞口25と、前記始動入賞口12の右方に位置し、通常遊技においては閉鎖されて
いる大入賞口13と、この大入賞口13の上方に位置し、遊技球の入賞により、遊技者への賞
球の払い出しを行うとともに、特別遊技中における大入賞口13の開放の契機となる開放入
賞口26と、この開放入賞口26と対応するように取り付けられた入賞口装置50としての第２
入賞口装置50bと、前記当選確定入賞口25の左方及び右方それぞれに位置し、遊技球が入
賞すると遊技者へ賞球が払い出される複数の一般入賞口11と、前記当選確定入賞口25の下
方に位置し、遊技球を回収するアウト口14と、任意の箇所に位置し、遊技球の落下に影響
を与えるための風車15と、多数の遊技釘（特に図示しておらず）と、が設けられている。
【００６１】
　なお、遊技領域8の周囲には、遊技中に点灯もしくは点滅表示される複数のランプから
構成される遊技効果ランプ21が設けられている。
　また、遊技領域8の右側上方及び左側上方には、演出用の音声を出力するためのスピー
カ17がそれぞれ一つずつ設けられている。
　また、表示装置20は、画像を表示する画面が平面状に形成されるとともに、その画面に
三つの図柄が可変表示されるように形成された液晶表示装置であり、たとえば、スロット
マシンにおける遊技のように、三列の図柄が変動表示されたり、停止表示されたりして遊
技の演出を行うものである。なお、この液晶表示装置における図柄の表示態様は、特に限
定されるものではなく、たとえば、縦３列、横３列から構成される９つのマトリクス上に
図柄を表示するような態様にすることもできる。また、本実施の形態における表示装置20
は、上述の如く、液晶表示装置により構成されているが、これに限定されるものではなく
、たとえば、スロットマシンにおける回転リールのような表示装置により構成することが
できる。この場合は、回転リールを回転させて、図柄の変動表示を行うことができる。
【００６２】
　また、前記当選確定入賞口25に設けられた開閉片は、開閉することにより遊技球が当選
確定入賞口25に入賞可、又は、入賞不可とするものである。具体的には、この開閉片が閉
じた状態では、遊技球は、当選確定入賞口25へ入賞することはできないこととなっている
一方、この開閉片が開いた状態では、遊技球は、当選確定入賞口25へ入賞することができ
ることとなっている。この開閉片は、始動入賞口12への遊技球の入賞を契機とした特別遊
技に移行するか否かの当否抽選の結果、当選となった場合、すなわち、表示装置20に予め
定められた当選態様の図柄が停止表示された場合に、所定時間（たとえば、５．８秒など
）開いた状態となる。
【００６３】
　（入賞口装置50）
　入賞口装置50は、遊技盤7に形成された入賞口に対応するように設けられる装置であっ
て、当該装置内へ進入した遊技球を、対応する入賞口へ入球可能、若しくは、当該装置の
外部へ押し出し可能に形成されたものである。
　本実施の形態に係るパチンコ機PMには、図１に示すように、始動入賞口12に対応して設
けられた第１入賞口装置50a、及び、開放入賞口26に対応して設けられた第２入賞口装置5
0bがそれぞれ設けられている。
　（１）第１入賞口装置50a
　前記第１入賞口装置50aは、図２及び図３に示すように、遊技盤7に取り付けた状態で正
面から見た形状が、大円の下部から、当該大円よりも小さい直径の略半円が突出したよう
な形状、換言すれば、瓢箪を逆さにしたような形状の薄板型ケースとなっている。
【００６４】
　そして、この第１入賞口装置50aの背面略中央には遊技球が通過可能な円形貫通孔51が
形成されており、この円形貫通孔51と、遊技盤7に形成された始動入賞口12とが合致する
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ように、第１入賞口装置50aが遊技盤7に取り付けられている。
　また、この第１入賞口装置50aの上面中央には、遊技球が通過可能な四角形孔である導
入口60が形成されているとともに、第１入賞口装置50aの内部には、前記導入口60と前記
円形貫通孔とを連通する誘導路61が形成されている。ここで、上述の如く、円形貫通孔51
と始動入賞口12とは合致するものとなっているため、この誘導路61は、導入口60と始動入
賞口12とを連通することとなる。そして、前記導入口60を通過した遊技球は、誘導路61内
へ進入するとともに、この誘導路61を介して、始動入賞口12へ向けて進行可能となる。す
なわち、この誘導路61は、導入口60を通過した遊技球を始動入賞口12まで誘導するための
ものとなっている。
【００６５】
　また、第１入賞口装置50aの内部には、前記誘導路61内に進入した遊技球が始動入賞口1
2方向へ進行することを阻止するための阻止部材70が設けられている。この阻止部材70は
、誘導路61内を上下方向に、すなわち、誘導路61内を導入口方向又は入賞口方向へ進退可
能な可動支持柱72と、可動支持柱72の導入口側の端部に取り付けられ、遊技球の移動を阻
止するための阻止板71とを備えている。
　また、第１入賞口装置50aの内部には、前記可動支持柱72を上下方向に進退駆動させる
ための阻止部材駆動手段としての可動支持柱ソレノイド73（第１ソレノイド73a）が設け
られている。
【００６６】
　具体的には、第１入賞口装置50aの内部における、前記円形貫通孔51の下端よりもやや
下方には、第１入賞口装置50aの内部を水平に仕切る仕切り板52が設けられているととも
に、この仕切り板の略中央には貫通孔（特に図示しておらず）が形成されている。
　そして、前記仕切り板52よりも下方の空間には、前記貫通孔を介して誘導路61内を上下
方向に進退する可動支持柱72を備えた前記第１ソレノイド73aが設けられている。また、
この可動支持柱72の、前記仕切り板よりも上方の空間に位置する端部に、前記誘導路61の
横断面と略同じ大きさの四角板である阻止板71が取り付けられている。なお、前記第１ソ
レノイド73aは、パチンコ機PMに備えられた制御装置100並びに電源装置（特に図示してお
らず）と所定の接続線により接続されている。
【００６７】
　そして、この阻止板71は、図３（ａ）及び（ｂ）に示すように、前記第１ソレノイド73
aの作動により、前記円形貫通孔51の下端から前記導入口60の口縁よりもやや下方までの
間を、進退するものとなっている。換言すれば、この阻止板71は、誘導路61内に進入した
遊技球が始動入賞口12へ入球することが可能となる位置（遊技球入球可能位置）から、前
記遊技球が導入口60から誘導路61の外部へ押し出される（すなわち、排出される）ことと
なる位置（遊技球排出位置）までの間を、進退するものとなっている。
　すなわち、この阻止板71が前記遊技球入球可能位置にあるときは、誘導路61内に進入し
た遊技球は始動入賞口12へ入球することができる一方、この阻止板71が前記遊技球排出位
置まで移動すると、誘導路61内に進入した遊技球は、導入口60を介して、誘導路61の外部
へ押し出されることとなる。
【００６８】
　また、前記阻止板71が図３（ａ）に示す位置よりもやや上方に移動すると、遊技球が始
動入賞口12に入球することができない状態となるとともに、前記誘導路61は、前記状態で
最大３個の遊技球を保持することができるように形成されている。
　また、前記導入口60には、特に図示していないが、導入口60を通過して誘導路61内に進
入した遊技球を検出するための第１導入口通過検出スイッチ60aが設けられ、制御装置100
並びに電源装置（特に図示しておらず）と所定の接続線により接続されている。そして、
遊技球が導入口60を通過するごとに、前記第１導入口通過検出スイッチ60aにより遊技球
の通過が検出され、所定の信号を制御装置100に出力するものとなっている。
【００６９】
　また、前記始動入賞口12にも、上述と同様に、始動入賞口12に入球した遊技球を検出す
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るための始動入賞口入賞検出スイッチ12a（特に図示しておらず）が設けられている。
　また、第１入賞口装置50aの正面は、透明な板により形成されている。これにより、前
記誘導路61内が視認可能（すなわち、認識可能）となり、遊技者は、誘導路61内における
前記阻止板71の位置、及び、誘導路61内における遊技球を、直接、正面から見ることがで
きるものとなっている。なお、阻止板71や遊技球は、これらに位置に併せて点灯するＬＥ
Ｄ表示装置等の表示装置を取り付け、この表示装置により位置表示を行うことで、遊技者
が確認できるようにすることもできる。
【００７０】
　また、第１入賞口装置50aにおいては、特に図示していないが、阻止板71が遊技球入球
可能位置又は遊技球排出位置にあることを検知するための所定のセンサーが設けられてい
る。そして、このセンサーにより阻止板71が検知されてからの経過時間を取得することに
より、この経過時間及び阻止部材70の移動速度に基づき、阻止部材70の位置を検出するこ
とができるものとなっている。
　（２）第２入賞口装置50b
　前記第２入賞口装置50bは、上述の第１入賞口装置50aと構造は略同じであるため、異な
る点のみを中心に説明する。
【００７１】
　第２入賞口装置50bは、図１及び図４に示すように、遊技盤7に取り付けた状態で正面か
ら見た形状が略円盤形状の薄型ケースとなっている。
　また、第２入賞口装置50bは、図１及び図４に示すように、遊技盤7の表面を回転可能と
なるように取り付けられている。
　具体的には、第２入賞口装置50bを遊技盤7の正面方向から取り付け可能となるように遊
技盤7の表面を背面方向に凹ませて形成した凹部（特に図示しておらず）の内周面に、凹
溝（特に図示しておらず）を形成するとともに、第２入賞口装置50bの外周面に、前記凹
溝に嵌めることが可能な突条（特に図示しておらず）を形成する。そして、前記凹溝に突
条を嵌めることにより、第２入賞口装置50bを前記凹部に取り付ける。
【００７２】
　また、前記凹部の所定箇所には、遊技盤7の裏面と連通する貫通孔（特に図示しておら
ず）を設けるとともに、この貫通孔を介して遊技盤7の裏面に、第２入賞口装置50bを回転
駆動させるための回転駆動モーター80を設置する（図１参照）。
　そして、この回転駆動モーター80が作動すると、第２入賞口装置50bが前記凹部内を回
転することとなる。すなわち、遊技盤7の表面を回転することとなる。なお、本実施の形
態に係るパチンコ機PMでは、常時、第２入賞口装置50bが一定の回転速度で一定方向へ回
転するように、前記回転駆動モーター80が作動するものとなっている。
　また、第２入賞口装置50bの外周面の所定箇所には、遊技球が通過可能な貫通孔である
導入口60が形成されている。そして、この導入口60よりもやや回転中心側の位置に対応す
る第２入賞口装置50bの背面には、当該第２入賞口装置50bが遊技盤7に取り付けられた状
態で、開放入賞口26と合致する円形貫通孔51が形成されている。また、第１入賞口装置50
aと同様に、前記導入口60から前記円形貫通孔51までは、導入口60を通過した遊技球を始
動入賞口12まで誘導するための誘導路61となっている。
【００７３】
　また、第２入賞口装置50bの内部には、図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、前記第１
入賞口装置50aと同様に、前記内部を水平に仕切る仕切り板52が設けられている。
　そして、この第２入賞口装置50bにおいては、仕切り板52から導入口60方向に突出する
ように、阻止板71及び可動支持柱72を備えた可動支持柱ソレノイド73（第２ソレノイド73
b）が取り付けられており、この第２ソレノイド73bが作動することにより、可動支持柱72
が上下方向に移動することで、阻止板72が、遊技球入球可能位置から遊技球排出位置まで
の間を進退するものとなっている。
　また、前記遊技盤7には、図１及び図４に示すように、第２入賞口装置50bが当該遊技盤
7に取り付けられた状態で、当該第２入賞口装置50bの外周面を覆う側枠板53が、正面方向
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に突出するように設けられている。また、この側枠板53は、上方に遊技球が待機可能な開
口54を有するものとなっている。
【００７４】
　そして、第２入賞口装置50bの導入口60と、側枠板53の開口54とが一致したときに、遊
技球が前記開口54に入球すると、この遊技球は導入口60を通過して、誘導路61内に進入す
ることができるものとなっている。一方、第２入賞口装置50bの導入口60と、側枠板53の
開口54とが一致していないときに遊技球が前記開口54に入球すると、この遊技球は第２入
賞口装置50bの外周面に載置されて、前記開口54で待機することとなる。そして、第２入
賞口装置50bが回転することにより、当該第２入賞口装置50bの導入口60と、側枠板53の開
口54とが一致すると、前記開口54で待機していた遊技球が導入口60を通過して、誘導路61
内へ進入することとなっている。
【００７５】
　また、前記阻止板71が図４（ａ）に示す位置よりもやや上方に移動すると、遊技球が開
放入賞口26に入球することができない状態となるとともに、第２入賞口装置50bにおける
誘導路61は、前記状態で１個の遊技球のみを保持することができるように形成されている
。
　また、前記開放入賞口26には、開放入賞口26に入球した遊技球を検出するための開放入
賞口入賞検出スイッチ26aが設けられており、所定の接続線により、パチンコ機PMに設け
られた制御装置100に接続されている。
　また、前記導入口60には、特に図示していないが、導入口60を通過して誘導路61内に進
入した遊技球を検出するための第２導入口通過検出スイッチ60bが設けられている。
【００７６】
　また、第２入賞口装置50bの内部には、特に図示していないが、パチンコ機PMに設けら
れた電源装置（図示しておらず）とは別個独立の電源装置が設けられている。そして、前
記第２ソレノイド73b、回転駆動モーター80、及び、第２導入口通過検出スイッチ60b等の
各種装置は、所定の接続線により、前記別個独立の電源装置に接続されている。すなわち
、第２入賞口装置50b内の各種装置は、パチンコ機PMの電源装置にはよらず、この第２入
賞口装置50b内に独自に設けられた電源装置により作動するものとなっている。
　また、第２入賞口装置50bの内部には、特に図示していないが、パチンコ機PMに設けら
れた制御装置100に接続されている通信装置との間で、無線により制御信号の送受信を行
うための無線通信装置（発信機、受信機）が設けられている。そして、前記第２ソレノイ
ド73b、回転駆動モーター80、及び、第２導入口通過検出スイッチ60b等の各種装置は、所
定の接続線により、前記無線通信装置に接続されている。
【００７７】
　そして、たとえば、パチンコ機PMの制御装置100における当否抽選の結果、当選となっ
た場合等には、当選した旨を示す当選信号が、制御装置100に接続された通信装置（図示
しておらず）を介して第２入賞口装置50bの無線通信装置に対して送出された後、この当
選信号が第２ソレノイド73b等の各種装置に送出されることとなる。そして、この当選信
号に基づき、各種装置が制御されることとなる。
　また、遊技球が導入口60を通過することに基づき、前記第２導入口通過検出スイッチ60
bにより遊技球の通過が検出されると、所定の信号が無線通信装置に対して出力された後
、前記通信装置（図示しておらず）を介して、前記所定の信号が制御装置100に送出され
ることとなる。
【００７８】
　また、第２入賞口装置50bにおいても、特に図示していないが、阻止板71が遊技球入球
可能位置又は遊技球排出位置にあることを検知するための所定のセンサーが設けられてい
る。そして、このセンサーにより阻止板71が検知されてからの経過時間を取得することに
より、この経過時間及び阻止部材70の移動速度に基づき、阻止部材70の位置を検出するこ
とができるものとなっている。
　（パチンコ機PMの遊技）
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　また、本実施の形態に係るパチンコ機PMでは、遊技として、通常遊技、特別遊技、及び
、継続遊技を備えており、これらの遊技のうちいずれかの遊技が行われることとなる。
【００７９】
　ここで、通常遊技は、後述する特別遊技、及び、継続遊技以外において行われる一般的
な遊技である。また、特別遊技は、当選が確定した状態において行われる遊技機であって
、大入賞口13を開放可能とし、大入賞口13への遊技球の入球を可能とすることで、通常遊
技よりも単位時間当たりの出球を多くすることが可能なものである。また、継続遊技は、
通常遊技において当選が確定したことにより開始された特別遊技が終了した後に行われる
遊技であって、通常遊技中に行われる当否抽選における当選の確率よりも高い当選の確率
で当否抽選が行われるものである。
　そして、本実施の形態に係るパチンコ機PMでは、通常遊技中又は継続遊技中において、
遊技領域8内における始動入賞口12への打球の入賞を契機として特別遊技へ移行するか否
かの当否抽選が行われる。
【００８０】
　具体的には、前述のパチンコ機PMでは、遊技者が操作ハンドル5を所定の方向へ回動操
作すると、上球皿4aに収納された遊技球が１個ずつ発射部（特に図示しておらず）へ送ら
れる。発射部に到達した遊技球は、操作ハンドル5の回動角度に応じた強度で、発射部か
ら遊技領域8へ向かって発射され、遊技領域8内において落下する。
　そして、最終的には、打球は、一般入賞口11、始動入賞口12、開放入賞口26、及び、ア
ウト口14のいずれかに受け入れられる。ここで、遊技球が一般入賞口11、始動入賞口12、
又は、開放入賞口26に受け入れられた場合には、所定の賞球が上球皿4aに払い出される。
　そして、始動入賞口12に打球が入賞すると、所定の賞球が上球皿4aに払い出される他、
表示装置20の画面に表示されている複数の図柄が変動を開始する。そして、この図柄の変
動が開始されてから所定の時間が経過すると、表示装置20に変動表示された図柄が停止す
る。ここで、停止した三つの図柄が予め規定された組合せ（たとえば、１～９の各数字の
ぞろ目）となっている場合には、当選となる。
【００８１】
　すなわち、本実施の形態に係るパチンコ機PMでは、後述する当選抽選手段130が当選又
は非当選の抽選を行う毎に、表示装置20の表示形態である図柄を変動させることにより、
前記抽選が行われたことを報知し、変動させた図柄を停止して停止図柄を見せることによ
り、当選抽選手段130による抽選の結果を遊技者に報知するようにしている。
　そして、当選となると、当選確定入賞口25に設けられた開閉片が所定時間（たとえば、
５．８秒）開いた状態となる。そして、この状態において、当選確定入賞口25に遊技球が
入賞することを条件に、前記当選が確定することとなり、特別遊技が開始されるものとな
っている。
【００８２】
　また、本実施の形態に係るパチンコ機PMでは、特別遊技中においては、大入賞口13は自
動的に開かず、遊技球が開放入賞口26に入賞することを契機として開放するものとなって
いる。そして、この大入賞口13は、前記開放から所定時間（たとえば、約３０秒）経過す
るか、若しくは、遊技球が所定個数（たとえば、９個）入賞すると、閉鎖することとなる
。そして、この大入賞口13の開放が所定回数（たとえば、１５回）行われると特別遊技が
終了し、継続遊技が開始されることとなる。
　継続遊技においては、上述の如く、通常遊技中における当選確率よりも高い当選確率で
当否抽選が行われるものとなっている。そして、この継続遊技における当否抽選で当選と
なると、上述と同様に、当選確定入賞口25に設けられた開閉片が開き、この開閉片の開放
中に、遊技球が当選確定入賞口25に入賞することで当選が確定し、特別遊技が開始される
こととなる。そして、この特別遊技が終了すると、通常遊技が開始されることとなる。
【００８３】
　すなわち、本実施の形態に係るパチンコ機PMでは、２回の特別遊技を、比較的短い間隔
で実行することができるように設定されている。



(21) JP 2009-82354 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

　（制御装置100）
　本実施の形態におけるパチンコ機PMは、上述の如く、演出動作や遊技動作等を制御する
ための制御装置100を備えている。図５には、制御装置100の概略構成が示されている。遊
技制御装置100は、マイクロコンピュータを利用したＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等の記憶
手段、並びに、Ｉ／Ｏ等を含んで構成されたハードウェアに、演出動作制御や遊技動作制
御を行うためのソフトウェアがインストールされた装置である。ここで、ＣＰＵは、１個
に限定されず、２個以上のＣＰＵで制御するようにしてもよい。また、ＣＰＵ、ＲＯＭ、
ＲＡＭ、及び、Ｉ／Ｏ等は一体化されてワンチップを構成してもよい。
【００８４】
　なお、この制御装置100には、上述の如く、第２入賞口装置50bに設けられた無線通信装
置と通信を行うための通信装置（図示しておらず）が接続されている。そして、前記無線
通信装置及び通信装置を介して、第２入賞口装置50bにおける各種装置に対する所定信号
の出力、第２入賞口装置50bにおける各種装置からの所定信号の入力が行われるものとな
っている。
　（制御装置100の入力手段）
　制御装置100には、図５に示すように、当該制御装置100へ所定の信号を送出する信号発
信源（すなわち、制御装置100への入力手段）として、一般入賞口11の内部に設けられた
一般入賞口入賞検出スイッチ11aと、始動入賞口12の内部に設けられた始動入賞口入賞検
出スイッチ12aと、大入賞口13の内部に設けられた大入賞口入賞検出スイッチ13aと、当選
確定入賞口25の内部に設けられた当選確定入賞口入賞検出スイッチ25aと、開放入賞口26
の内部に設けられた開放入賞口入賞検出スイッチ26aと、第１入賞口装置50aの導入口60の
内部に設けられた第１導入口通過検出スイッチ60aと、が電気的に接続されている。
【００８５】
　また、第２入賞口装置50bの導入口60の内部に設けられた第２導入口通過検出スイッチ6
0bは、無線通信装置及び前記通信装置（図示しておらず）を介して、前記制御装置100と
接続されるものとなっている。
　なお、前記信号発信源としては、上記したスイッチ類に限定されるものではない。
　（制御装置100の出力手段）
　また、制御装置100には、その制御対象となる機器（すなわち、制御装置100からの出力
手段）として、大入賞口13の扉を開閉駆動する大入賞口ソレノイド13bと、スピーカ17と
、表示装置20と、遊技効果ランプ21と、阻止部材駆動手段としての可動支持柱ソレノイド
73であって、第１入賞口装置50aに設けられた第１ソレノイド73aとが接続されている。
【００８６】
　また、可動支持柱ソレノイド73であって、第２入賞口装置50bに設けられた第２ソレノ
イド73bと、第２入賞口装置50bを回転駆動する回転駆動モーター80とは、無線通信装置及
び前記通信装置（図示しておらず）を介して、前記制御装置100と接続されるものとなっ
ている。
　なお、制御対象となる機器としては、上記した機器類に限定されるものでない。
　（制御装置100の制御手段）
　このような制御装置100には、遊技球の、一般入賞口11及び始動入賞口12等の各入賞口
への遊技球の入球や所定箇所の遊技球の通過を検知する遊技球検知手段110と、特別遊技
へ移行するか否かについての当否抽選を行う当選抽選手段130と、当否抽選の際に表示装
置20において変動表示及び停止表示させる図柄を決める図柄決定手段150と、表示装置20
等の表示動作を制御する表示制御手段190と、前記当否抽選における当否値の保留を制御
する、換言すると、始動入賞口12に入賞した遊技球であって、未だ抽選の結果が表示され
ていない保留球についての制御を行う保留制御手段200と、特別遊技の実行についての制
御を行う特別遊技制御手段210と、大入賞口13の開閉を制御する大入賞口開閉制御手段230
と、第２入賞口装置50bの回転を制御する回転駆動制御手段250と、阻止部材70の進退、す
なわち、可動支持柱72の上下方向の移動を制御する阻止部材駆動制御手段260と、特別遊
技中演出等の各種演出を制御する演出制御手段300とが設けられている。なお、制御装置1
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00に含まれる手段としては、上記した手段に限定されるものではなく、他の手段を含んで
いてもよい。
【００８７】
　（遊技球検知手段110）
　遊技球検知手段110は、各種入賞口への遊技球の入球や所定箇所の遊技球の通過を検知
するものである。
　具体的には、遊技球検知手段110は、一般入賞口11に遊技球が落入することにより、一
般入賞口入賞検出スイッチ11aから落入信号が出力されると、この落入信号に基づいて一
般入賞口11に遊技球が入賞したことを検知する。また、遊技球検知手段110は、始動入賞
口12に遊技球が落入することにより、始動入賞口入賞検出スイッチ12aから落入信号が出
力されると、この落入信号に基づいて始動入賞口12に遊技球が入賞したことを検知する。
また、遊技球検知手段110は、大入賞口13に遊技球が落入することにより、大入賞口入賞
検出スイッチ13aから落入信号が出力されると、この落入信号に基づいて大入賞口13に遊
技球が入賞したことを検知する。また、遊技球検知手段110は、当選確定入賞口25に遊技
球が落入することにより、当選確定入賞口入賞検出スイッチ25aから落入信号が出力され
ると、この落入信号に基づいて当選確定入賞口25に遊技球が入賞したことを検知する。ま
た、遊技球検知手段110は、開放入賞口26に遊技球が落入することにより、開放入賞口入
賞検出スイッチ26aから落入信号が出力されると、この落入信号に基づいて開放入賞口26
に遊技球が入賞したことを検知する。また、遊技球検知手段110は、第１入賞口装置50aの
導入口60に遊技球が落入することにより、第１導入口通過検出スイッチ60aから落入信号
が出力されると、この落入信号に基づいて前記導入口60に遊技球が入賞したことを検知す
る。また、遊技球検知手段110は、第２入賞口装置50bの導入口60に遊技球が落入すること
により、第２導入口通過検出スイッチ60bから落入信号が無線通信装置に出力されると、
無線通信装置を介して制御装置100に前記落入信号が送出され、この落入信号に基づいて
前記導入口60に遊技球が入賞したことを検知する。
【００８８】
　（当選抽選手段130）
　当選抽選手段130は、特別遊技へ移行するか否かについての当否抽選を行うものである
。そして、この当選抽選手段130は、特に図示していないが、所定の乱数発生手段から当
否抽選値としての乱数を取得する当否抽選値取得手段と、特別遊技へ移行するか否かにつ
いて判定する当否判定手段とを備えている。なお、当選抽選手段130としては、これらの
手段に限定されるものではない。
　前記当否抽選値取得手段は、特別遊技へ移行するか否かを判定するために、遊技球の始
動入賞口12への入賞を契機として、所定の乱数発生手段から当否抽選値としての乱数を取
得するものである。
【００８９】
　ここで、乱数発生手段としては、所定の数値範囲（たとえば、０から６５５３５までの
数値範囲）で当否抽選値としての乱数を発生できるものを採用するのが好ましく、また、
数学的に乱数を発生するものに限らず、所定のデジタル電子回路からなるハードウェアで
擬似的に乱数を発生するハードウェア型の乱数発生手段や、コンピュータにインストール
された所定のプログラムで擬似的に乱数を発生するソフトウェア型の乱数発生手段も採用
できる。
　また、前記当否判定手段は、特別遊技への移行の可否を判定する際に参照する当否テー
ブルを複数種類備え、遊技の状況に応じた一の当否テーブルを選び、この選んだ当否テー
ブルを参照し、当否抽選値取得手段が取得した当否抽選値が、前記当否テーブルの当選領
域及び非当選領域のいずれに属しているかにより、特別遊技へ移行するか否かについて判
定するものである。
【００９０】
　すなわち、当否判定手段には、通常遊技において参照される当否テーブルと、継続遊技
において参照される当否テーブルとが備えられている。
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　各当否テーブルは、当否抽選値として発生される乱数の発生する範囲内において、当選
となる数値の範囲である当選領域と、非当選となる数値の範囲である非当選領域領域とが
設定されたものである。そして、継続遊技において参照される当否テーブルは、通常遊技
において参照される当否テーブルよりも当選の確率が高くなるように、通常遊技における
当否テーブルよりも当選領域が広く設定されたものとなっている。
　そして、当否判定手段は、状況に応じて選んだ当否テーブルを参照し、当否抽選値取得
手段が取得した当否抽選値が、当該当否テーブルの当選領域に属していれば、当選と判定
し、当該当否テーブルの非当選領域に属していれば、非当選と判定するようになっている
。
【００９１】
　（図柄決定手段150）
　図柄決定手段150は、当選抽選手段130が抽選を行うたびに、表示装置20において、図柄
を変動表示させる際の変動パターンと、変動させていた図柄を停止させた際に表示される
停止図柄とを決定するものである。そして、この図柄決定手段150は、特に図示していな
いが、表示装置20において図柄を変動表示させる際の変動パターンを記憶する変動パター
ン記憶手段と、前記装飾図柄変動パターン記憶手段に記憶されている変動パターンから所
定の変動パターンを選択する変動パターン選択手段と、表示装置20において変動表示させ
ていた図柄を停止させた際に表示させる停止図柄を選択する停止図柄選択手段とを備えた
ものとなっている。なお、図柄決定手段150としては、これらの手段に限定されるもので
はない。
【００９２】
　前記変動パターン記憶手段は、表示装置20での変動表示における変動の開始から停止ま
での間の、図柄の変動すべき態様を定める複数種類の変動パターンが記憶されたものとな
っている。そして、変動パターン選択手段は、当選抽選手段130による抽選の結果に応じ
て、図柄変動パターン記憶手段に記憶された複数種類の変動パターンの中から一の変動パ
ターンを選択するものとなっている。
　ここで、変動パターンとしては、図柄変動を開始してから、三つの図柄のうち、二つの
図柄が同じ図柄となったリーチ状態の表示を経て、当選図柄としての停止図柄に至る当選
変動パターンと、図柄変動を開始してから、リーチ状態の表示を経て、非当選図柄として
の停止図柄に至るリーチ演出付非当選変動パターンと、図柄変動を開始してから、リーチ
状態の表示を経ることなく、非当選図柄としての停止図柄に至る通常の非当選変動パター
ンとが設定されている。
【００９３】
　これら当選変動パターン、リーチ演出付非当選変動パターン及び通常の非当選変動パタ
ーンの各々には、変動の内容である変動態様に応じて、変動の開始から停止までの継続時
間である変動時間が設定されている。なお、変動パターンの変動時間は、図柄の変動表示
の終了条件になっている。なお、リーチ演出付非当選変動パターンとしては、そのリーチ
演出の内容に応じて変動時間の長さが異なる様々な変動パターンが設定されている。
　また、停止図柄選択手段は、当選抽選手段130により抽選された抽選結果に対応するよ
うに、表示装置20に表示される停止図柄を選択するものとなっている。
　ここで、停止図柄選択手段が選択する停止図柄は、当選抽選手段130による抽選結果等
に対応して選択された三つの図柄が組み合わされたものとなっている。
【００９４】
　たとえば、当選抽選手段130による抽選結果が当選の場合、停止図柄選択手段は、停止
図柄として、「７７７」や「１１１」のように同一の図柄が三つ揃った組合せを選択する
ようになっている。
　一方、当選抽選手段130による抽選結果が非当選の場合において、リーチ演出を伴わな
い通常の非当選変動パターンが選択されたときには、停止図柄選択手段は、停止図柄とし
て、「３１２」や「９４６」のように三つの図柄が揃っていない組合せを選択するように
なっている。
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　また、非当選の場合において、リーチ演出を伴うリーチ付非当選変動パターンが選択さ
れたときには、停止図柄選択手段は、停止図柄として、「１９１」や「７２７」のように
一つの図柄のみが他と相違する組合せを選択するようになっている。
【００９５】
　（表示制御手段190）
　表示制御手段190は、図柄決定手段150により決定された変動パターンに基づく図柄変動
の形で、当選抽選手段130による抽選の結果を表示するように、表示装置20の表示動作を
制御するものとなっている。また、表示制御手段190は、前記制御機能に加えて、遊技効
果ランプ30の点灯及び消灯を制御するものとなっている。
　（保留制御手段200）
　保留制御手段200は、始動入賞口12に入賞した遊技球であって、未だ当否抽選の実行ま
でに至っていない、いわゆる保留球を最大４個まで保留状態で保持するものとなっている
。
【００９６】
　具体的には、表示装置20における図柄変動実行中や特別遊技中において、前記当否抽選
値取得手段により取得された当否抽選値、及び、前記変動パターン選択手段により取得さ
れた変動抽選値を、判定又は選択について利用されていない保留状態とするように設定し
ている。
　そして、保留制御手段200は、保留状態の当否抽選値、及び、変動抽選値を保留球とし
て、実物の保留球の数量とあわせて最大４個まで保持するように形成されている。
　（特別遊技制御手段210）
　特別遊技制御手段210は、当選抽選手段130による抽選結果が当選の場合に、当該当選が
確定となるための条件を満たしたか否かを判定し、当選が確定となった際に、遊技を通常
遊技から特別遊技へ移行させるとともに、特別遊技における動作を制御するものである。
【００９７】
　そして、この特別遊技制御手段210は、図６に示すように、次の（１）から（３）まで
の手段を備える。
　（１）当選確定判定手段211
　（２）単位遊技実行手段212
　（３）特別遊技終了手段213
　なお、特別遊技制御手段210としては、上記した（１）から（３）までに限定されるも
のではない。
　（１）当選確定判定手段211
　当選確定判定手段211は、当選抽選手段130による抽選結果が当選となった場合に、当該
当選が確定となるための条件を満たしたか否かを判定するとともに、前記条件を満たした
と判定されたときには当選が確定したものとして、通常遊技又は継続遊技から特別遊技へ
移行させるためのものである。
【００９８】
　具体的には、本実施の形態に係るパチンコ機PMでは、上述の如く、当選抽選手段130に
よる抽選結果が当選となり、所定の当選態様の図柄が表示装置20に停止表示されると、所
定の駆動手段（たとえば、ソレノイド等）が、当選確定入賞口25に設けられていた開閉片
を、所定時間（たとえば、５．８秒）開いた状態とする。そして、この開閉片が開いてい
る間に遊技球が当選確定入賞口25へ入賞すると、当選確定判定手段211により、当選が確
定となるための条件を満たしたと判定され、当選が確定するとともに、特別遊技に移行す
ることとなる。
　また、前記開閉片が開いている間に遊技球が当選確定入賞口25へ入賞しなかった場合に
は、当選確定判定手段211により、当選が確定となるための条件が満たされなかったと判
定され、当該当選は無効となり、特別遊技が行われることなく、継続遊技が開始されるこ
ととなる。
【００９９】
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　（２）単位遊技実行手段212
　単位遊技実行手段212は、特別遊技において開放入賞口26へ遊技球が入球することによ
り一回行われる大入賞口13の開閉動作を単位遊技の一回とし、開放入賞口26へ遊技球が入
球することを契機として、後述する大入賞口開閉制御手段230への開放許可信号の送信を
開始し、また、大入賞口13に所定個数（たとえば、９個）の遊技球が入球すること、又は
、大入賞口13が開放されてから所定時間（たとえば、約３０秒）が経過することのいずれ
か一方が満たされることを契機として、開放許可信号の送信を終了するものである。
　そして、この単位遊技実行手段212は、大入賞口13の開閉動作回数をカウントし、当該
開閉動作回数が上限回数（たとえば、１５回）に達するまで、開放入賞口26に遊技球が入
球するごとに、前記開放許可信号の送信を行い、大入賞口開閉制御手段230に大入賞口13
の開閉動作を行わせるものとなっている。
【０１００】
　（３）特別遊技終了手段213
　特別遊技終了手段213は、単位遊技の実行回数、換言すると、大入賞口13の開閉動作回
数が上限（たとえば、１５回）に達すると、特別遊技を終了させるものである。
　また、特別遊技終了手段213は、単位遊技の実行回数が上限に達していなくとも、所定
の強制終了条件が成立した場合にも、特別遊技を終了させるように形成することができる
。
　たとえば、大入賞口13の内部に特定領域及び一般領域を設け、大入賞口13に入球した遊
技球が特定領域及び一般領域のいずれか一方を必ず通過するものとなっている場合におい
て、特別遊技終了手段213は、大入賞口13に所定数の遊技球が入球するまでに、遊技球が
１球も特定領域を通過しないときには、特別遊技を終了させるように形成することができ
る。
【０１０１】
　また、本実施の形態に係るパチンコ機PMでは、特別遊技終了手段213が特別遊技を終了
させた後は、通常遊技及び継続遊技のいずれか一方が開始されるものとなっている。具体
的には、通常遊技から特別遊技に移行した場合には、当該特別遊技が終了した後に継続遊
技が開始されるものとなっている。一方、継続遊技から特別遊技に移行した場合には、当
該特別遊技が終了した後に通常遊技が開始されるものとなっている。
　（大入賞口開閉制御手段230）
　大入賞口開閉制御手段230は、特別遊技が実行された後、開放入賞口26に遊技球が入球
することを契機として、大入賞口13を開閉駆動する大入賞口ソレノイド13bを制御するも
のとなっている。大入賞口13を開放状態にすることにより、遊技者は多くの賞球を獲得す
ることができるものとなっている。
【０１０２】
　（回転駆動制御手段250）
　回転駆動制御手段250は、第２入賞口装置50bを回転駆動させる回転駆動モーター80を制
御するものである。
　具体的には、回転駆動制御手段250は、常時、第２入賞口装置50bが一定方向（たとえば
、反時計回り）へ一定速度で回転するように、回転駆動モーター80を作動させる。なお、
回転駆動制御手段250の制御態様は、これに限定されるものではなく、一定方向へ所定角
度回転した後は、前記方向と反対方向に第２入賞口装置50bが回転するように、回転駆動
モーター80を作動させることもできるし、また、所定の場合には、回転速度が変化するよ
うに、回転駆動モーター80を作動させることもできる。
【０１０３】
　（阻止部材駆動制御手段260）
　阻止部材駆動制御手段260は、可動支持柱72を進退駆動させる阻止部材駆動手段として
の可動支持柱ソレノイド73（第１ソレノイド73a、第２ソレノイド73b）を制御するもので
ある。すなわち、阻止部材駆動制御手段260は、前記可動支持柱ソレノイド73の作動の開
始や終了等を制御するためのものである。
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　そして、この阻止部材駆動制御手段260は、図６に示すように、次の（１）から（３）
までの手段を備える。
　（１）駆動パターン記憶手段261
　（２）駆動パターン選択手段262
　（３）駆動実行手段263
　なお、阻止部材駆動制御手段260としては、上記した（１）から（３）までに限定され
るものではない。
【０１０４】
　（１）駆動パターン記憶手段261
　駆動パターン記憶手段261は、可動支持柱72が進退駆動する際の駆動パターンを記憶す
るためのものである。
　具体的には、駆動パターン記憶手段261には、可動支持柱72の端部に取り付けられた阻
止板71が遊技球入球可能位置まで移動する駆動パターン、阻止板71が所定の移動速度で遊
技球排出位置まで移動する駆動パターン、阻止板71が遊技球入球可能位置まで移動した後
、この遊技球入球可能位置に所定時間留まる駆動パターン等を記憶することができる。な
お、この駆動パターン記憶手段261に記憶される駆動パターンは、これらに限定されるも
のではない。
【０１０５】
　（２）駆動パターン選択手段262
　駆動パターン選択手段262は、前記駆動パターン記憶手段261に記憶されている駆動パタ
ーンの中から、所定の条件（たとえば、当選抽選手段130による抽選の結果、当選となる
こと、予め定められた所定個数の遊技球が誘導路61内に進入したこと等）に応じた駆動パ
ターンを選択するためのものである。
　また、この駆動パターン選択手段262は、駆動パターン記憶手段261の中に所定の条件に
応じた駆動パターンが複数ある場合には、所定の抽選手段（特に図示しておらず）による
抽選を行って、いずれか一の駆動パターンを選択するように形成することができる。
【０１０６】
　（３）駆動実行手段263
　駆動実行手段263は、前記駆動パターン選択手段262により選択された駆動パターンに基
づいて可動支持柱72が駆動するように、可動支持柱ソレノイド73を作動させるためのもの
である。
　具体的には、駆動実行手段263は、前記駆動パターン選択手段262により選択された駆動
パターンに係る駆動信号を可動支持柱ソレノイド73に送出する。そして、可動支持柱ソレ
ノイド73は、前記駆動信号に基づいて可動支持柱72を駆動させる。
　なお、駆動実行手段263は、第２入賞口装置50bにおける第２ソレノイド73bの制御を行
う際には、前述の無線通信装置及び通信装置（図示しておらず）を介して、前記駆動信号
を第２ソレノイド73bに送出する。そして、第２ソレノイド73bは、前記駆動信号に基づい
て可動支持柱72を駆動させる。
【０１０７】
　（演出制御手段300）
　演出制御手段300は、特別遊技中に行われる演出等の各種演出を制御するものであり、
具体的には、各種演出の内容を定める演出パターンを記憶する演出パターン記憶手段と、
所定の演出実行契機において、前記演出パターン記憶手段に記憶されている演出パターン
から、所定の演出パターンを選択決定するための演出パターン決定手段とを備えている。
そして、演出制御手段240は、前記演出パターン決定手段により所定の演出パターンが決
定されると、この決定された演出パターンデータの内容を表示装置20などに表示する。
　（パチンコ機PMにおける阻止部材70の駆動）
　以下、本実施の形態に係るパチンコ機PMにおける阻止部材70の駆動について、具体的に
説明する。
【０１０８】
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　（１）第１入賞口装置50aにおける阻止部材70の駆動
　第１入賞口装置50aにおける阻止部材70は、通常状態においては、常時、前記遊技球入
球可能位置と前記遊技球排出位置との間の上下移動を繰り返すように駆動されるものとな
っている。
　また、この阻止部材70は、始動入賞口方向へ移動する場合の移動速度と、導入口方向へ
移動する場合の移動速度とが異なるように駆動されるものとなっており、具体的には、始
動入賞口方向へ移動する場合の移動速度は、導入口方向へ移動する場合の移動速度よりも
遅いものとなっている。すなわち、第１入賞口装置50aにおける阻止部材70は、遊技球入
球可能位置へは到達しにくい一方、遊技球排出位置へは到達しやすいものとなっている。
さらに換言すれば、阻止部材70が遊技球入球可能位置へ到達するまでの時間は、阻止部材
70が遊技球排出位置へ到達するまでの時間よりも長くなっている。したがって、阻止部材
70が遊技球排出位置へ到達するまでの間よりも、阻止部材70が遊技球入球可能位置へ到達
するまでの間のほうが、遊技球が誘導路61内へ入球しやすくなるため、遊技球は、入賞口
へ入球しやすく、導入口60から誘導路61の外部へ押し出されにくいものとなっている。
【０１０９】
　また、この阻止部材70は、誘導路61内に所定個数（たとえば、２個）の遊技球が保持さ
れた場合には、遊技球入球位置まで移動するように駆動されるものとなっている。すなわ
ち、遊技球が誘導路61内に２個保持されれば、これらの遊技球は始動入賞口12へ入球する
ことができるものとなっている。
　具体的には、第１入賞口装置50aにおける阻止部材70の駆動パターンを記憶するための
駆動パターン記憶手段261には、図７に示すように、駆動パターンとして、阻止板71の移
動到達位置が遊技球排出位置であって、かつ、阻止板71の移動速度が１．５ｃｍ／秒と設
定された第１駆動パターンと、阻止板71の移動到達位置が遊技球入球可能位置であって、
かつ、阻止板71の移動速度が０．５ｃｍ／秒と設定された第２駆動パターンとが記憶され
ている。
【０１１０】
　そして、通常状態においては、駆動パターン選択手段262は、阻止板71が遊技球排出位
置に到達することを契機として、第２駆動パターンを選択する一方、阻止板71が遊技球入
球可能位置に到達することを契機として、第１駆動パターンを選択する。そして、駆動実
行手段263が、この選択された駆動パターンに対応する駆動信号を、第１ソレノイド73aに
送出することにより、第１ソレノイド73aが、前記駆動信号に基づいて可動支持柱72を駆
動することとなる。第１入賞口装置50aにおいては、阻止部材駆動制御手段260は、常時、
以上の制御を繰り返すこととなる。
　一方、遊技球が誘導路61内に進入することにより、遊技球が誘導路61内に１個のみ保持
されている状態では上述の制御を繰り返すものの、前記状態からさらに遊技球が誘導路61
内に進入し、遊技球が誘導路61内に２個保持される状態となった場合には、駆動パターン
選択手段262が第２駆動パターンを選択し、駆動実行手段263が対応する駆動信号を第１ソ
レノイド73aに送出する。そして、第１ソレノイド73aが、前記駆動信号に基づいて、可動
支持柱72を駆動する。すなわち、阻止板71が遊技球入球可能位置まで移動することとなる
。
【０１１１】
　なお、駆動パターン記憶手段261に記憶される駆動パターンは、上述の内容に限定され
るわけではなく、たとえば、図８に示すように、一の移動到達位置に対して複数の移動速
度が設定された駆動パターン等を記憶することもできる。なお、この場合には、駆動パタ
ーン選択手段262は、阻止板71が遊技球排出位置に到達したとき、所定の抽選等を行うこ
とにより、第４駆動パターン及び第５駆動パターンからいずれか一方を選択し、また、阻
止板71が遊技球入球可能位置に到達したとき、所定の抽選等を行うことにより、第１駆動
パターンから第３駆動パターンまでの駆動パターンからいずれか一を選択することとなる
。
【０１１２】
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　（２）第２入賞口装置50bにおける阻止部材70の駆動
　第２入賞口装置50bにおける阻止部材70は、通常状態においては、常時、一定速度で、
前記遊技球入球可能位置と前記遊技球排出位置との間の上下移動を繰り返すように駆動さ
れるものとなっている。
　また、この阻止部材70は、遊技球入球可能位置又は遊技球排出位置に到達すると、この
到達位置においてそれぞれ、所定時間停止するものとなっている。そして、この阻止部材
70は、通常遊技中又は継続遊技中においては、遊技球入球可能位置における停止時間より
も、遊技球排出位置における停止時間のほうが長くなるように、駆動されるものとなって
いる。一方、特別遊技中においては、遊技球排出位置における停止時間よりも、遊技球入
球可能位置における停止時間のほうが長くなるように、駆動されるものとなっている。
【０１１３】
　具体的には、第２入賞口装置50bにおける阻止部材70の駆動パターンを記憶するための
駆動パターン記憶手段261には、図９に示すように、駆動パターンとして、単位時間（５
秒）当たりに遊技球排出位置で停止する時間が３秒であって、かつ、前記単位時間当たり
に遊技球入球可能位置で停止する時間が１秒と設定された第１駆動パターンと、単位時間
当たりに遊技球排出位置で停止する時間が１秒であって、かつ、前記単位時間当たりに遊
技球入球可能位置で停止する時間が３秒と設定された第２駆動パターンとが記憶されてい
る。
　そして、駆動パターン選択手段262は、阻止板71が遊技球入球可能位置又は遊技球排出
位置に到達し、所定の停止時間を経過したことを契機として、特別遊技中であるか否かを
判定し、特別遊技中であれば第２駆動パターンを選択する。一方、特別遊技中でなければ
、すなわち、通常遊技中又は継続遊技中であれば第１駆動パターンを選択する。そして、
駆動実行手段263が、この選択された駆動パターンに対応する駆動信号を、第２ソレノイ
ド73bに送出することにより、第２ソレノイド73bが、前記駆動信号に基づいて可動支持柱
72を駆動することとなる。
【０１１４】
　なお、上述のように、第２入賞口装置50bとパチンコ機PMに設けられた制御装置100との
間で送受される信号等については総て、無線通信装置を介して行われるものとなっている
。
　（パチンコ機PMの動作）
　次に、上記構成を備えたパチンコ機PMにおける動作の概略について、図１０から図１９
までに示したフローを用いて説明する。
　まず、図１０に示すステップ１００において、通常遊技中又は継続遊技中において、通
常遊技制御処理が行われる。そして、次のステップ１０１に進む。
【０１１５】
　ステップ１０１において、特別遊技制御手段210により、特別遊技制御処理が行われる
。具体的には、この特別遊技制御処理は、通常遊技中又は継続遊技中に、所定の条件が成
立したとき（すなわち、当選抽選手段130により当選となり、かつ、当選確定入賞口25に
遊技球が入球したとき）に実行される。そして、ステップ１０２に進む。
　ステップ１０２において、賞球払い出し手段により、各入賞口への遊技球の入球に対応
して遊技球を払い出すための賞球払い出し処理が行われる。
　次に、上述したステップ１００の通常遊技制御処理について、図１１のフローを用いて
説明する。
【０１１６】
　ステップ２００において、始動入賞口12への入球に対応した当否抽選における当否を判
定する当否判定処理が行われる。そして、次のステップ２０１に進む。
　ステップ２０１において、前記当否判定処理による判定結果に応じて図柄を変動表示さ
せる図柄変動処理が行われる。すなわち、表示装置20における図柄の変動表示が行われる
。そして、次のステップ２０２に進む。
　ステップ２０２において、当選確定となるか否かの判定を行う当選確定判定処理が行わ



(29) JP 2009-82354 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

れる。そして、通常遊技制御処理が終了する。
　次に、上述したステップ２００の当否判定処理について、図１２のフローを用いて説明
する。
【０１１７】
　ステップ３００において、遊技球検知手段110により、始動入賞口12に遊技球が入賞し
たか否かが判定される。そして、始動入賞口12に遊技球が入賞したと判定された場合、そ
の旨を示す信号が制御装置100に送出され、次のステップ３０１に進む。一方、始動入賞
口12に遊技球が入賞していないと判定された場合、ステップ３０３に進む。
　ステップ３０１において、保留球の数が上限内にあるか否かが判定される。そして、保
留球の数が上限内にあると判定された場合、次のステップ３０２に進む。一方、保留球の
数が上限内にないと判定された場合、すなわち、保留球の数が上限を超えたと判定された
場合、ステップ３０３に進む。
【０１１８】
　ステップ３０２において、前述した始動入賞口12への入賞に対応した当否抽選を行うた
めに、当否抽選用の乱数である当否抽選値を当否抽選値取得手段が取得する。そして、次
のステップ３０３に進む。
　ステップ３０３において、特別遊技フラグがＯＦＦであるか否かが判定される。なお、
ここで、特別遊技フラグとは、特別遊技が実行されているか否かを示すデータを記憶する
メモリである。そして、この特別遊技フラグは、特別遊技が開始されることにより成立す
る（すなわち、ＯＮとなる。）一方、特別遊技が終了することにより解除される（すなわ
ち、ＯＦＦとなる）。すなわち、このステップ３０３においては、特別遊技が実行中であ
るか否かが判定される。そして、特別遊技フラグがＯＦＦであると判定された場合、次の
ステップ３０４に進む。一方、特別遊技フラグがＯＦＦでない（すなわち、ＯＮである）
と判定された場合、当否判定処理が終了し、特別遊技制御処理が開始される。
【０１１９】
　ステップ３０４において、当選フラグがＯＦＦであるか否かが判定される。なお、ここ
で、当選フラグとは、当選抽選手段130により当選となっていない旨、又は、当選抽選手
段130により当選となっているものの、まだ、当選が確定しない旨を示すデータを記憶す
るメモリである。そして、この当選フラグは、当選抽選手段130による抽選の結果、当選
となった場合に成立する（すなわち、ＯＮとなる。）一方、当選が確定、又は、当選が無
効となることにより解除される（すなわち、ＯＦＦとなる）。すなわち、このステップ３
０４においては、当選抽選手段130による抽選の結果、当選状態となっているか否かが判
定される。そして、当選フラグがＯＦＦであると判定された場合、次のステップ３０５に
進む。一方、当選フラグがＯＦＦでない（すなわち、ＯＮである）と判定された場合、当
否判定処理が終了し、当選確定判定処理が開始される。
【０１２０】
　ステップ３０５において、当否判定が未だなされていない保留状態の当否抽選値がある
か否かが判定される。そして、保留状態の当否抽選値があると判定された場合、次のステ
ップ３０６に進む。一方、保留状態の当否抽選値がないと判定された場合、通常当否判定
処理が終了し、特別遊技制御処理が開始される。
　ステップ３０６において、前述の当否抽選値に基づいて、当否判定手段が当否判定を行
う。具体的には、通常遊技中においては（継続遊技フラグがＯＦＦとなっているときは）
、当否判定手段により、前記当否抽選値が通常遊技用の当否テーブルの当選領域及び非当
選領域のいずれに属しているか、判定される。また、継続遊技中においては（すなわち、
継続遊技フラグがＯＮとなっているときは）、当否判定手段により、前記当否抽選値が有
利遊技用の当否テーブルの当選領域及び非当選領域のいずれに属しているか、判定される
。そして、次のステップ３０７に進む。なお、ここで、継続遊技フラグとは、継続遊技中
であるか否かを示すデータを記憶するメモリである。そして、この継続遊技フラグは、特
別遊技終了後、継続遊技が開始される場合に成立する（すなわち、ＯＮとなる。）一方、
特別遊技終了後、通常遊技が開始される場合に解除される（すなわち、ＯＦＦとなる）。



(30) JP 2009-82354 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

【０１２１】
　ステップ３０７において、当否判定手段による判定結果（すなわち、当選又は非当選）
に対応し、表示装置20に停止表示される停止図柄を図柄決定手段150が決定する。そして
、次のステップ３０８に進む。
　ステップ３０８において、上述のステップ３０７で決定した停止図柄に対応する変動パ
ターンを、図柄決定手段150が決定する。そして、当否判定処理が終了する。
　次に、上述したステップ２０２の当選確定判定処理について、図１３のフローを用いて
説明する。
　ステップ４００において、当選フラグがＯＮであるか否かが判定される。そして、当選
フラグがＯＮでないと判定された場合、すなわち、特別遊技フラグがＯＦＦであると判定
された場合、次のステップ４０１に進む。一方、特別遊技フラグがＯＮであると判定され
た場合、ステップ４０４に進む。
【０１２２】
　ステップ４０１において、前記当否判定処理における当否判定の結果が当選であるか否
かの判定が行われる。そして、当選であると判定された場合、次のステップ４０２に進む
。一方、当選でない、すなわち、非当選であると判定された場合、当選確定判定処理が終
了する。
　ステップ４０２において、当選フラグがＯＮにされる。そして、次のステップ４０３に
進む。
　ステップ４０３において、当選確定入賞口25を開放する処理を行う。そして、次のステ
ップ４０４に進む。
【０１２３】
　ステップ４０４において、当選確定入賞口25が開かれた時点から所定の開放時間（５．
８秒）が経過したか否かが判定される。そして、所定の開放時間が経過していないと判定
された場合、次のステップ４０５に進む。一方、所定の開放時間が経過したと判定された
場合、ステップ４１０に進む。
　ステップ４０５において、当選確定入賞口25へ遊技球が入球したか否かが判定される。
そして、当選確定入賞口25へ遊技球が入球したと判定された場合、次のステップ４０６に
進む。一方、当選確定入賞口25へ遊技球が入球していないと判定された場合、当選確定入
賞口25の開放状態等、パチンコ機PMの現状を維持したまま、当選確定処理が一応終了し、
ステップ１０１の特別遊技制御処理等が実行される。そして、賞球払い出し処理の実行後
、通常遊技制御処理における各種処理をほとんどスキップした後、ステップ２０２に進み
、再度、当選確定判定処理が実行されるようになっている。
【０１２４】
　ステップ４０６において、当選確定入賞口25を閉じる処理が行われる。そして、次のス
テップ４０７に進む。
　ステップ４０７において、当選フラグが解除される。すなわち、当選フラグがＯＦＦに
される。そして、次のステップ４０８に進む。
　ステップ４０８において、特別遊技フラグがＯＮにされる。そして、次のステップ４０
９に進む。
　ステップ４０９において、特別遊技の演出が決定される。そして、当選確定判定処理が
終了する。
【０１２５】
　ステップ４１０において、当選無効処理が行われる。そして、当選確定判定処理が終了
する。
　次に、上述したステップ４１０の当選無効処理について、図１４のフローを用いて説明
する。
　ステップ５００において、当選確定入賞口25を閉じる処理が行われる。そして、次のス
テップ５０１に進む。
　ステップ５０１において、当選フラグが解除される。すなわち、当選フラグがＯＦＦに
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される。そして、次のステップ５０２に進む。
【０１２６】
　ステップ５０２において、継続遊技フラグがＯＮであるか否かが判定される。そして、
継続遊技フラグがＯＮであると判定された場合、次のステップ５０３に進む。一方、継続
遊技フラグがＯＮでないと判定された場合、すなわち、継続遊技フラグがＯＦＦであると
判定された場合、ステップ５０４に進む。
　ステップ５０３において、継続遊技フラグが解除される。すなわち、継続遊技フラグが
ＯＦＦにされる。そして、当選無効処理が終了する。
　ステップ５０４において、継続遊技フラグがＯＮにされる。そして、当選無効処理が終
了する。
【０１２７】
　次に、上述したステップ１０１の特別遊技制御処理について、図１５のフローを用いて
説明する。
　ステップ６００において、特別遊技フラグがＯＮであるか否かが判定される。そして、
特別遊技フラグがＯＮであると判定された場合、次のステップ６０１に進む。一方、特別
遊技フラグがＯＮでない、すなわち、特別遊技フラグがＯＦＦであると判定された場合、
特別遊技制御処理は終了する。
　ステップ６０１において、特別遊技が既に開始されているか否かが判定される。そして
、特別遊技が開始されていないと判定された場合、次のステップ６０２に進む。一方、特
別遊技が既に開始されていると判定された場合、ステップ６０３に進む。
【０１２８】
　ステップ６０２において、演出制御手段300により、特別遊技の演出が開始される。そ
して、ステップ６０３に進む。
　ステップ６０３において、大入賞口13が既に開いているか否かが判定される。そして、
大入賞口13が開いていないと判定された場合、次のステップ６０４に進む。一方、大入賞
口13が既に開いていると判定された場合、ステップ６０６に進む。
　ステップ６０４において、開放入賞口26に遊技球が入球したか否かが判定される。そし
て、開放入賞口26に遊技球が入球したと判定された場合、次のステップ６０５に進む。一
方、開放入賞口26に遊技球が入球していないと判定された場合、パチンコ機PMの現状を維
持したまま、特別遊技制御処理が一応終了し、ステップ１０２の賞球払い出し処理等が実
行される。そして、賞球払い出し処理の実行後、通常遊技制御処理における各種処理をほ
とんどスキップした後、ステップ１０１に進み、再度、特別遊技制御処理が実行されるよ
うになっている。
【０１２９】
　ステップ６０５において、大入賞口13を開く処理を行う。そして、次のステップ６０６
に進む。
　ステップ６０６において、大入賞口13が開かれた時点から所定の開放時間（たとえば、
約３０秒）が経過したか否かが判定される。そして、所定の開放時間が経過していないと
判定された場合、次のステップ６０７に進む。一方、所定の開放時間が経過したと判定さ
れた場合、ステップ６０８に進む。
　ステップ６０７において、大入賞口13への入球が所定個数（たとえば、９球）以上にな
ったか否か、すなわち、大入賞口13に入賞した遊技球が所定個数以上になったか否かが判
定される。そして、大入賞口13への入球が所定個数以上になったと判定された場合、次の
ステップ６０８に進む。一方、大入賞口13への入球が所定個数以上になっていないと判定
された場合、大入賞口13の開放状態等、パチンコ機PMの現状を維持したまま、特別遊技制
御処理が一応終了し、ステップ１０２の賞球払い出し処理等が実行される。そして、賞球
払い出し処理の実行後、通常遊技制御処理における各種処理をほとんどスキップした後、
ステップ１０１に進み、再度、特別遊技制御処理が実行されるようになっている。
【０１３０】
　ステップ６０８において、大入賞口13を閉じる処理が行われる。そして、次のステップ
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６０９に進む。
　ステップ６０９において、単位遊技の実行回数が所定回数（たとえば、１５回）に達し
たか否か、すなわち、現時点でのラウンド数が所定回に達したか否かが判定される。そし
て、単位遊技の実行回数が所定回数に達していると判定された場合、次のステップ６１０
に進む。一方、単位遊技の実行回数が１５回に達していないと判定された場合、ステップ
６１２に進む。
　ステップ６１０において、特別遊技フラグがＯＦＦにされる。そして、次のステップ６
１１に進む。
【０１３１】
　ステップ６１１において、継続遊技移行判定処理が行われる。そして、特別遊技制御処
理が終了し、次の賞球払い出し処理等が実行される。
　ステップ６１２において、単位遊技の実行回数に１が加算された後、パチンコ機PMの現
状を維持したまま、特別遊技制御処理が一応終了し、ステップ１０２の賞球払い出し処理
等が実行される。そして、賞球払い出し処理の実行後、通常遊技制御処理における各種処
理をほとんどスキップした後、ステップ１０１に進み、再度、特別遊技制御処理が実行さ
れるようになっている。
　次に、上述したステップ６１１の継続遊技移行判定処理について、図１６のフローを用
いて説明する。
【０１３２】
　ステップ７００において、継続遊技フラグがＯＮであるか否かが判定される。そして、
継続遊技フラグがＯＮであると判定された場合、次のステップ７０１に進む。一方、継続
遊技フラグがＯＮでないと判定された場合、すなわち、継続遊技フラグがＯＦＦであると
判定された場合、ステップ７０２に進む。
　ステップ７０１において、継続遊技フラグが解除される。すなわち、継続遊技フラグが
ＯＦＦにされる。そして、継続遊技移行判定処理が終了する。
　ステップ７０２において、継続遊技フラグがＯＮにされる。そして、継続遊技移行判定
処理が終了する。
【０１３３】
　次に、通常時に行われる、第１入賞口装置50aにおける通常時進退処理について、図１
７のフローを用いて説明する。
　ステップ８００において、既に駆動パターン選択手段262により選択されている駆動パ
ターンに定められた移動到達位置に到達したか否か判定される。そして、移動到達位置に
到達したと判定された場合、次のステップ８０１に進む。一方、移動到達位置に到達して
いないと判定された場合、ステップ８００に戻る。
　ステップ８０１において、駆動パターン選択手段262により、駆動パターン記憶手段261
に記憶されている駆動パターンの中から、所定条件を満たす移動到達位置、及び、移動速
度が定められた所定の駆動パターンが選択される。そして、次のステップ８０２に進む。
【０１３４】
　ステップ８０２において、駆動実行手段263により、前記選択された駆動パターンに係
る駆動信号が第１ソレノイド73aに送出され、この駆動信号に基づき第１ソレノイド73aが
作動することにより、駆動パターンに対応するように可動支持柱72が駆動する。そして、
ステップ８００に戻る。
　次に、遊技球が誘導路61内に進入した時に行われる、第１入賞口装置50aにおける遊技
球進入時進退処理について、図１８のフローを用いて説明する
　ステップ９００において、遊技球が誘導路61内に進入したか否かが判定される。そして
、遊技球が誘導路61内に進入したと判定された場合、次のステップ９０１に進む。一方、
遊技球が誘導路61内に遊技球が進入していないと判定された場合、ステップ９００に戻る
。
【０１３５】
　ステップ９０１において、誘導路61内に２個の遊技球が保持されているか否かが判定さ
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れる。そして、誘導路61内に２個の遊技球が保持されていると判定された場合、次のステ
ップ９０２に進む。一方、誘導路61内に２個の遊技球が保持されていないと判定された場
合、ステップ９００に戻る。
　ステップ９０２において、駆動パターン選択手段262により、駆動パターン記憶手段261
に記憶されている駆動パターンの中から、移動到達位置として入球可能位置が定められた
所定の駆動パターンが選択される。そして、次のステップ９０３に進む。
　ステップ９０３において、駆動実行手段263により、前記選択された駆動パターンに係
る駆動信号が第１ソレノイド73aに送出され、この駆動信号に基づき第１ソレノイド73aが
作動することにより、駆動パターンに対応するように可動支持柱72が駆動する。そして、
遊技球進入時進退処理が終了する。
【０１３６】
　次に、第２入賞口装置50bにおける進退処理について、図１９のフローを用いて説明す
る。
　ステップ１０００において、所定の移動到達位置に到達したか否か判定される。そして
、移動到達位置に到達したと判定された場合、次のステップ１００１に進む。一方、移動
到達位置に到達していないと判定された場合、ステップ１０００に戻る。
　ステップ１００１において、既に駆動パターン選択手段262により選択されている駆動
パターンに定められた停止時間、前記移動到達位置で阻止板71が停止する。そして、次の
ステップ１００２に進む。
【０１３７】
　ステップ１００２において、特別遊技中であるか否かが判定される。すなわち、特別遊
技フラグがＯＮであるか否かが判定される。そして、特別遊技中であると判定された場合
、次のステップ１００３に進む。一方、特別遊技中でないと判定された場合、ステップ１
００５に進む。
　ステップ１００３において、駆動パターン選択手段262により、駆動パターン記憶手段2
61に記憶されている駆動パターンの中から、特別遊技中であることに対応する所定の駆動
パターン（すなわち、遊技球入球可能位置で停止する時間が、遊技球排出位置で停止する
時間よりも長く設定された駆動パターン）が選択される。そして、ステップ１００４に進
む。
【０１３８】
　ステップ１００４において、駆動実行手段263により、選択された駆動パターンに係る
駆動信号が第２ソレノイド73bに送出され、この駆動信号に基づき第２ソレノイド73bが作
動することにより、駆動パターンに対応するように可動支持柱72が駆動する。そして、ス
テップ１０００に戻る。
　ステップ１００５において、駆動パターン選択手段262により、駆動パターン記憶手段2
61に記憶されている駆動パターンの中から、特別遊技中でないこと（すなわち、通常遊技
中又は継続遊技中であること）に対応する所定の駆動パターン（すなわち、遊技球入球可
能位置で停止する時間が、遊技球排出位置で停止する時間よりも短く設定された駆動パタ
ーン）が選択される。そして、ステップ１００４に進む。
【０１３９】
　（総括）
　本実施の形態に係る入賞口装置50によれば、誘導路61内を進退可能な阻止部材70（阻止
板71、可動支持柱72）により、導入口60を通過して誘導路61内に進入した遊技球は、始動
入賞口12や開放入賞口26方向への進行が阻止されるものとなっている。また、この阻止部
材70が、誘導路61内を、遊技球入球可能位置まで移動すると、誘導路61内に進入した遊技
球は始動入賞口12や開放入賞口26へ入球可能となる一方、遊技球排出位置まで移動すると
、前記遊技球は導入口60から誘導路61の外部へ排出される、すなわち、押し出されること
となる。
【０１４０】
　すなわち、本実施の形態に係る入賞口装置50によれば、阻止部材70の存在により、誘導
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路61内に遊技球が進入した場合であっても、必ずしも始動入賞口12や開放入賞口26へ入球
することができるわけではなく、逆に、誘導路61の外へ押し出されてしまう可能性がある
。
　したがって、遊技球が始動入賞口12や開放入賞口26へ入球するまでの挙動を変化に富ん
だものとすることが可能であり、遊技者にスリリングな遊技感を与えることで、入賞口へ
遊技球を入球させる遊技が遊技者にとって単調に感じられるのを防止することが可能とな
る。
【０１４１】
　また、本実施の形態に係る第１入賞口装置50aによれば、誘導路61内に遊技球が複数個
保持されることとなる。
　これにより、阻止部材70が移動することで、これら複数個の遊技球が総て始動入賞口12
へ入球したり、複数個の遊技球のうち所定個数は始動入賞口12へ入球するものの、残りは
誘導路61の外部へ押し出されたり、または、これら複数個の遊技球が総て誘導路61の外部
へ押し出されたりする等、誘導路61内での遊技球の挙動がより変化に富んだものとするこ
とができる。
　また、本実施の形態では、始動入賞口12へ遊技球が入球すると所定個数の賞球の払い出
しが行われるように設定されているため、誘導路61内に複数の遊技球が保持されると、遊
技者は、一度に多くの賞球の払い出しを得ることができるといった期待感を持つことにな
るため、この後の遊技球の挙動に非常に大きな関心を示すこととなる。
【０１４２】
　また、本実施の形態に係る入賞口装置50によれば、阻止部材70が入賞口方向及び導入口
方向のいずれか一方に移動し、所定位置に到達することを契機として、前記阻止部材70が
前記移動方向と反対方向に移動することとなる。
　したがって、たとえば、阻止部材70が入賞口方向へ移動し、遊技球が始動入賞口12や開
放入賞口26に入賞可能となるかと思えば、遊技球入球可能位置に到達する直前で阻止部材
70の移動方向が切り換わったり、反対に、遊技球が誘導路61の外部へ押し出されてしまう
と思えば、遊技球排出位置に到達する直前で阻止部材70の移動方向が切り換わったりする
等の非常にスリリングな挙動を遊技者に楽しませることができる。
【０１４３】
　また、本実施の形態に係る第１入賞口装置50aによれば、阻止部材70が始動入賞口12方
向へ移動する際には、所定の移動速度で移動する一方、阻止部材70が導入口方向へ移動す
る際には、前記移動速度とは異なる移動速度で移動することとなる。具体的には、導入口
方向へ移動する際の移動速度よりも、始動入賞口12方向へ移動する際の移動速度の方が遅
くなっている。
　したがって、阻止部材70は始動入賞口12へ向けてはなかなか移動しないものの、導入口
60へ向けては速く移動することとなる。すなわち、阻止部材70が遊技球入球可能位置へ到
達するまでの時間は、阻止部材70が遊技球排出位置へ到達するまでの時間よりも長くなる
。したがって、阻止部材70が遊技球排出位置へ到達するまでの間よりも、阻止部材70が遊
技球入球可能位置へ到達するまでの間のほうが、遊技球が誘導路61内へ入球しやすくなる
ため、遊技球は、入賞口へ入球しやすく、導入口60から誘導路61の外部へ押し出されにく
いものとなっている。
【０１４４】
　このように、本実施の形態に係る第１入賞口装置50aによれば、阻止部材70の移動方向
に基づいて、阻止部材70の移動速度が変化することにより、遊技者にとって有利な状況や
不利な状況を生じさせることができることとなる。
　したがって、入賞口へ遊技球を入球させる遊技における遊技性が向上することとなり、
当該遊技に対する遊技者の興趣を高めることが可能となる。
　また、本実施の形態に係る第２入賞口装置50bによれば、通常遊技中又は継続遊技中に
おいては、阻止部材70は、遊技球入球可能位置よりも遊技球排出位置に長く停止する一方
、特別遊技中においては、阻止部材70は、遊技球排出位置よりも遊技球入球可能位置に長
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く停止することとなる。
【０１４５】
　したがって、特別遊技中は、通常遊技中や継続遊技中に比べて、遊技球が開放入賞口26
へ入球しやすくなる。換言すれば、遊技球が導入口60から誘導路61の外部へ押し出されに
くくなる。
　このように、本実施の形態に係る第２入賞口装置50bによれば、所定条件を満たすか否
かによって、遊技者にとって有利な状況や不利な状況を生じさせることができることとな
るため、入賞口へ遊技球を入球させる遊技における遊技性が向上することとなり、当該遊
技に対する遊技者の興趣を高めることが可能となる。
　また、本実施の形態に係る第１入賞口装置50aによれば、誘導路61内に保持される遊技
球が２個に達した場合に、阻止部材70が遊技球入球可能位置まで移動することとなる。
【０１４６】
　したがって、遊技者は、阻止部材70を遊技球入球可能位置まで移動させるべく、遊技球
を２個誘導路61内に進入させる努力をすることとなる。
　このように、本実施の形態に係る第１入賞口装置50aによれば、遊技者に、所定個数の
遊技球を誘導路61内に進入させるという新たな遊技性を提供することが可能となる。
　また、本実施の形態に係る入賞口装置50によれば、誘導路61内における阻止部材70の位
置を視認、すなわち、認識することができることとなる。
　したがって、遊技者は、阻止部材70が遊技球排出位置にあるときは遊技球を打ち出すの
を止める等、阻止部材70の位置に応じて遊技の態様を変化させることができることとなる
。
【０１４７】
　また、本実施の形態に係る入賞口装置50によれば、誘導路61内における遊技球を視認、
すなわち、認識することができることとなる。
　したがって、遊技者は、誘導路61内における遊技球の挙動を見ることができるため、
遊技球の非常にスリリングな挙動を遊技者に楽しませることができ、遊技者が遊技球の挙
動に大きな関心を示すこととなる。
　また、本実施に係る第２入賞口装置50bは、パチンコ機PMにおける遊技盤7の表面を回転
することができる。
　したがって、第２入賞口装置50bの回転と併せて、阻止部材70の移動が行われることと
なるため、遊技球が開放入賞口26へ入球するまでの挙動をより変化に富んだものとするこ
とが可能であり、入賞口へ遊技球を入球させる遊技が遊技者にとって単調に感じられるの
を防止することが可能となる。
【０１４８】
　（変形例）
　上記入賞口装置50は、阻止部材70が、誘導路61内に進入した遊技球が入賞口に入球でき
ないこととなる位置で停止するように形成することもできる。
　具体的には、たとえば前記第１入賞口装置50aにおいて、常態では、阻止板71が円形貫
通孔51の上端よりもやや上方の位置で停止している一方、誘導路61内に遊技球が所定個数
進入したことを契機として、阻止部材駆動制御手段260が、阻止板71が導入口方向又は入
賞口方向へ移動するように、可動支持柱ソレノイド73を作動させることもできる。
　また、上記実施の形態に係る入賞口装置50においては、阻止板72が遊技球入球可能位置
や遊技球排出位置に到達すること、誘導路61内に遊技球が進入すること等を契機として、
駆動パターンの切り換え等の制御を行っていたが、阻止部材駆動制御手段260による制御
は、たとえば、当選抽選手段130による当否抽選において当選した際の停止図柄が特定の
図柄となっていたこと、パチンコ機PMの電源をＯＮにしてから所定回数の当否抽選が行わ
れたこと（すなわち、表示装置20において所定回数の図柄変動が行われたこと）、リーチ
付き非当選変動パターン（いわゆる、ハズレリーチ）の表示が、所定のタイミングから所
定回数行われたこと等を契機とすることもできる。なお、この契機や阻止部材70の駆動パ
ターンについては、特に限定されるものではなく、種々の態様を組み合わせて設定するこ
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とができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４９】
【図１】本発明の実施の形態であって、パチンコ機を示す外観正面図である。
【図２】本発明の実施の形態であって、第１入賞口装置を示す斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態であって、阻止部材が遊技球入球可能位置にある状態、及び
、阻止部材が遊技球排出位置にある状態における第１入賞口装置を示す正面断面図である
。
【図４】本発明の実施の形態であって、導入口が上方を向いた状態、及び、導入口が右下
方を向いた状態における第２入賞口装置を示す正面断面図である。
【図５】本発明の実施の形態であって、パチンコ機の制御装置の入力及び出力の概略を示
すブロック図である。
【図６】本発明の実施の形態であって、特別遊技制御手段及び阻止部材駆動制御手段の概
略を示すブロック図である。
【図７】本発明の実施の形態であって、第１入賞口装置における阻止部材に対応する駆動
パターン記憶手段に記憶されている駆動パターンを示す概略図である。
【図８】本発明の実施の形態であって、第１入賞口装置の阻止部材に対応する駆動パター
ン記憶手段に記憶されている駆動パターンの他の例を示す概略図である。
【図９】本発明の実施の形態であって、第２入賞口装置の阻止部材に対応する駆動パター
ン記憶手段に記憶されている駆動パターンを示す概略図である。
【図１０】本発明の実施の形態であって、パチンコ機における動作の概略を示すフローで
ある。
【図１１】本発明の実施の形態であって、パチンコ機における動作のうち、通常遊技制御
処理の概略を示すフローである。
【図１２】本発明の実施の形態であって、パチンコ機における動作のうち、当否判定処理
の概略を示すフローである。
【図１３】本発明の実施の形態であって、パチンコ機における動作のうち、当選確定判定
処理の概略を示すフローである。
【図１４】本発明の実施の形態であって、パチンコ機における動作のうち、当選無効処理
の概略を示すフローである。
【図１５】本発明の実施の形態であって、パチンコ機における動作のうち、特別遊技制御
処理の概略を示すフローである。
【図１６】本発明の実施の形態であって、パチンコ機における動作のうち、継続遊技移行
判定処理の概略を示すフローである。
【図１７】本発明の実施の形態であって、パチンコ機における動作のうち、第１入賞口装
置における通常時進退処理の概略を示すフローである。
【図１８】本発明の実施の形態であって、パチンコ機における動作のうち、第１入賞口装
置における遊技球進入時進退処理の概略を示すフローである。
【図１９】本発明の実施の形態であって、パチンコ機における動作のうち、第２入賞口装
置における進退処理の概略を示すフローである。
【符号の説明】
【０１５０】
　PM　パチンコ機
　 1　外枠　　　　　　　　　 2　前枠
　 3　ガラス扉　　　　　　　4a　上球皿
　4b　下球皿　　　　　　　　 5　操作ハンドル
　 6　レール　　　　　　　　 7　遊技盤
　 8　遊技領域　　　　　　　11　一般入賞口
　11a 一般入賞口入賞検出スイッチ
　12　始動入賞口　　　　　　12a 始動入賞口入賞検出スイッチ
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　13　大入賞口　　　　　　　13a 大入賞口入賞検出スイッチ
　13b 大入賞口ソレノイド　　14　アウト口
　15　風車　　　　　　　　　17　スピーカ
　20　表示装置　　　　　　　21　遊技効果ランプ
　25　当選確定入賞口　　　　25a 当選確定入賞口入賞検出スイッチ
　26　開放入賞口　　　　　　26a 開放入賞口入賞検出スイッチ
　50　入賞口装置　　　　　　50a 第１入賞口装置
　50b 第２入賞口装置　　　　51　円形貫通孔
　52　仕切り板　　　　　　　53　側枠板
　54　開口　　　　　　　　　60　導入口
　60a 第１導入口通過検出スイッチ
　60b 第２導入口通過検出スイッチ
　61　誘導路　　　　　　　　70　阻止部材
　71　阻止板　　　　　　　　72　可動支持柱
　73　可動支持柱ソレノイド　73a 第１ソレノイド
　73b 第２ソレノイド　　　　80　回転駆動モーター
　100 制御装置　　　　　　　110 遊技球検知手段
　130 当選抽選手段　　　　　150 図柄決定手段
　190 表示制御手段　　　　　200 保留制御手段
　210 特別遊技制御手段　　　211 当選確定判定手段
　212 単位遊技実行手段　　　213 特別遊技終了手段
　230 大入賞口開閉制御手段　250 回転駆動制御手段
　260 阻止部材駆動制御手段　261 駆動パターン記憶手段
　262 駆動パターン選択手段　263 駆動実行手段
　300 演出制御手段
【図１】 【図２】
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