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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域に設けられた始動口および役物装置と、前記始動口への遊技
球の入賞を契機に少なくとも第１当たりと第２当たりおよびハズレを含む抽選を行う抽選
手段と、可動する所定部材を駆動制御する駆動制御手段とを備え、
　前記役物装置は、遊技球の流入口を開閉可能な可動片と、この可動片の下流側に配置さ
れて遊技球を１個だけ貯留可能な貯留片と、この貯留片の下流側に配置されて傾斜方向を
切替えることで遊技球を特定領域と非特定領域に振り分ける振分け片とを有し、
　前記駆動制御手段は、前記抽選手段の抽選結果に基づいて前記可動片を異なる態様で開
閉動作させると共に、この可動片の開閉動作時において前記貯留片の貯留解除を行って遊
技球の通過を一時的に許可させるように複数回制御し、前記抽選手段の抽選結果が第１当
たりのとき、前記可動片を前記貯留片の１回目の駆動後に開放動作させ、前記抽選手段の
抽選結果が第２当たりのとき、前記可動片を前記貯留片の１回目の駆動前にだけ開放動作
させ、かつ、前記貯留片の１回目と２回目の駆動間に前記振分け片の傾斜方向を非特定領
域から特定領域へ移行させることを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　請求項１の記載において、前記抽選手段によって行われる抽選が第１当たりと第２当た
りおよびハズレの他に大当たりを含んでおり、前記抽選手段の抽選結果が大当たりのとき
、前記遊技領域に設けられた大入賞口を所定回数だけ開放動作する大当たり遊技が開始さ
れると共に、前記駆動制御手段は前記可動片と前記貯留片および前記振分け片をいずれも
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動作させず、前記振分け片上に落下した遊技球が特定領域に振り分けられた場合も、前記
大当たり遊技が開始されて前記大入賞口を所定回数だけ開放動作することを特徴とする弾
球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ店などの遊技場に設置して使用される弾球遊技機に係り、特に、入
球した遊技球を特定領域と非特定領域に振り分ける機能を持つ役物装置を備えた弾球遊技
機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　弾球遊技機の中には、内部に遊技球の振分機構を有する役物装置を遊技盤の遊技領域に
配設し、この役物装置に遊技球が入球したことを契機に特別図柄抽選を行い、その抽選結
果が「大当たり」の場合は役物装置内に貯留した遊技球をＶゾーンと呼ばれる特定領域に
振り分け、抽選結果が「ハズレ」の場合は役物装置内に貯留した遊技球を非特定領域に振
り分けるようにした機種が知られている（例えば、特許文献１参照）。前記振分機構はモ
ータを駆動源として回転動作される三日月形状の回転振分体を備えており、この回転振分
体は中心角が１８０度を超える断面円弧状の球受凹部を有している。
【０００３】
　このように構成された従来の弾球遊技機では、遊技球が特定の始動口に入賞することに
よって役物装置への入球が許可され、役物装置に入球した遊技球は、落下通路内に配置さ
れた検出スイッチを通過した後、その真下に配置された回転振分体の球受凹部に受け入れ
られて一時的に貯留される。そして、遊技球が検出スイッチを通過することによって特別
図柄抽選の抽選が開始され、その抽選結果に基づいて回転振分体が時計回り方向または反
時計回り方向へ所定角度回転することにより、回転振分体に貯留された遊技球が特定領域
と非特定領域のいずれか一方へ導かれるようになっている。なお、任意の遊技球が回転振
分体の球受凹部に受け入れられて貯留状態にあるとき、別の遊技球が役物装置に入球する
と、この遊技球は保留状態の遊技球にぶつかって落下通路の側方へ排出されるようになっ
ているため、回転振分体には遊技球が１個だけ貯留可能となっている。
【特許文献１】特開２００２－３５８８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述したように、特許文献１に開示された従来の弾球遊技機では、役物装置の内部に配
置された回転振分体に断面円弧状の球受凹部が形成されているため、役物装置内に入球し
た遊技球を回転振分体の球受凹部に受け入れて一時的に貯留した後、この回転振分体をモ
ータを駆動源として回転動作することにより、球受凹部に受け入れられた遊技球を特定領
域と非特定領域に振り分けることができる。しかしながら、役物装置内を落下する遊技球
が回転振分体に貯留されるとき、断面円弧状の球受凹部が正しく真上を向いていないと、
遊技球が球受凹部の上端外縁部にぶつかって回転振分体からはじき出されてしまうため、
ステッピングモータ等を用いて回転振分体の姿勢を正確に制御する必要があり、このこと
が役物装置全体のコストアップを招来する大きな要因となっていた。
【０００５】
　また、前述した従来の弾球遊技機では、特別図柄抽選の抽選結果に応じて回転振分体を
時計または反時計方向へ回転駆動することにより、回転振分体に貯留された遊技球が特定
領域と非特定領域のいずれか一方に振り分けられるようになっている。すなわち、役物装
置の内部に配置された回転振分体が遊技球の貯留動作と振分動作の両方を負担しており、
この回転振分体の回転方向によって「大当たり」か「ハズレ」かが一義的に決定されるた
め、「大当たり」と「ハズレ」の振分判定が単調となり、遊技の興趣性を高めるという点
で改善の余地があった。
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【０００６】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので、その目的は、単純な構
成で遊技球の貯留動作と振分動作を確実に行うことができると共に、遊技の興趣性を高め
ることができる弾球遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明の弾球遊技機は、遊技球が流下する遊技領域に設
けられた始動口および役物装置と、前記始動口への遊技球の入賞を契機に少なくとも第１
当たりと第２当たりおよびハズレを含む抽選を行う抽選手段と、可動する所定部材を駆動
制御する駆動制御手段とを備え、前記役物装置は、遊技球の流入口を開閉可能な可動片と
、この可動片の下流側に配置されて遊技球を１個だけ貯留可能な貯留片と、この貯留片の
下流側に配置されて傾斜方向を切替えることで遊技球を特定領域と非特定領域に振り分け
る振分け片とを有し、前記駆動制御手段は、前記抽選手段の抽選結果に基づいて前記可動
片を異なる態様で開閉動作させると共に、この可動片の開閉動作時において前記貯留片の
貯留解除を行って遊技球の通過を一時的に許可させるように複数回制御し、前記抽選手段
の抽選結果が第１当たりのとき、前記可動片を前記貯留片の１回目の駆動後に開放動作さ
せ、前記抽選手段の抽選結果が第２当たりのとき、前記可動片を前記貯留片の１回目の駆
動前にだけ開放動作させ、かつ、前記貯留片の１回目と２回目の駆動間に前記振分け片の
傾斜方向を非特定領域から特定領域へ移行行させるようにした。
【０００８】
　このように構成された弾球遊技機では、役物装置の入口に配置した可動片を抽選手段の
抽選結果に基づいて異なる態様で開閉動作させ、この可動片の開閉動作時において可動片
の下流側に配置した貯留片を所定タイミングで複数回駆動して遊技球の通過を一時的に許
可させると共に、これら動作タイミングの間に貯留片の下流側に配置した振分け片の傾斜
方向を非特定領域から特定領域へ移行させることにより、役物装置に入球した遊技球を特
定領域と非特定領域とに振り分けることができる。すなわち、抽選手段の抽選結果が第１
当たりのとき、可動片を貯留片の１回目の駆動後に開放動作させ、抽選手段の抽選結果が
第２当たりのとき、可動片を貯留片の１回目の駆動前にだけ開放動作させるというように
、可動片を抽選手段の抽選結果に応じて異なる態様で開閉動作させると共に、貯留片の１
回目と２回目の駆動間に振分け片の傾斜方向を非特定領域から特定領域へ移行させれば、
貯留片と振分け片は抽選手段の抽選結果に拘わらず一定の動作パターンで挙動すれば良い
ため、貯留片と振分け片をソレノイド等からなる単純構造の駆動機構を用いて動作させる
ことにより、役物装置に入球した遊技球を特定領域と非特定領域とに確実に振り分けるこ
とができる。そして、貯留片の開放タイミングと振分け片の切替タイミングという２つの
部材の挙動によって、貯留片に貯留された遊技球が特定領域と非特定領域のいずれか一方
に振り分けられる様子をドキドキしながら目視することができるため、遊技の興趣性が高
い弾球遊技機を実現できる。
【０００９】
　上記の構成において、前記抽選手段によって行われる抽選が第１当たりと第２当たりお
よびハズレの他に大当たりを含んでおり、抽選手段の抽選結果が大当たりのとき、遊技領
域に設けられた大入賞口を所定回数だけ開放動作する大当たり遊技が開始されると共に、
駆動制御手段は可動片と貯留片および振分け片をいずれも動作させず、振分け片上に落下
した遊技球が特定領域に振り分けられた場合も、大当たり遊技が開始されて大入賞口を所
定回数だけ開放動作することが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の弾球遊技機は、役物装置に入球した遊技球を所定の開閉タイミングで貯留／解
除する貯留片と、この貯留片の下流側において所定の切替タイミングで振り分け動作する
振分け片とを備えており、抽選手段の抽選結果が第１当たりのとき、可動片を貯留片の１
回目の駆動後に開放動作させ、抽選手段の抽選結果が第２当たりのとき、可動片を貯留片
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の１回目の駆動前にだけ開放動作させるというように、可動片を抽選手段の抽選結果に応
じて異なる態様で開閉動作させると共に、貯留片の１回目と２回目の駆動間に振分け片の
傾斜方向を非特定領域から特定領域へ移行させれば、貯留片と振分け片を抽選手段の抽選
結果に拘わらず一定の動作パターンで挙動すれば良いため、役物装置に入球した遊技球を
特定領域と非特定領域とに確実に振り分けることができる。また、貯留片の開放タイミン
グと振分け片の切替タイミングという２つの部材の挙動によって、貯留片に貯留された遊
技球が特定領域と非特定領域のいずれか一方に振り分けられる様子をドキドキしながら目
視することができるため、遊技の興趣性が高い弾球遊技機を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　発明の実施の形態について図面を参照して説明すると、図１は本発明の実施形態例に係
る弾球遊技機の正面図、図２は該弾球遊技機に備えられる役物装置の正面図、図３は該役
物装置を背面側から見た斜視図、図４は図２のＡ－Ａ線に沿う断面図、図５は該役物装置
の振り分け動作を示す説明図、図６は該弾球遊技機に備えられる駆動制御ユニットのブロ
ック図、図７は該駆動制御ユニットにより実行される制御内容を示すフローチャート、図
８は該役物装置に備えられる可動片と貯留片および振分け片の動きを示すタイムチャート
である。
【００１４】
　図１に示すように、本実施形態例に係る弾球遊技機１は、遊技場の島設備に配置される
機枠２と、機枠２に扉状に開閉自在に取り付けられた前面枠３と、前面枠３に収納保持さ
れた遊技盤４と、前面枠３の前面に扉状に開閉自在に取り付けられたガラス枠５と、前面
枠３の下方に配設された前面ボード６と、前面ボード６に取り付けられた発射ハンドル７
等を具備している。
【００１５】
　遊技盤４はガイドレール８等で囲まれた遊技領域９を有しており、遊技者の手動操作に
よって発射ハンドル７が任意角度に回転されると、図示せぬ発射装置が前面ボード６の受
け皿１０に貯留された遊技球を遊技領域９に向けて連続的に打ち出すようになっている。
遊技領域９の中央付近には特別図柄表示装置１１が配設されており、この特別図柄表示装
置１１は液晶パネル（ＬＣＤ）によって構成されている。特別図柄表示装置１１の下方に
は入賞センサ（図示せず）を有する特別始動口１２が配設されており、この特別始動口１
２に遊技球が入賞すると、前記入賞センサの検知信号に基づいて後述する抽選手段３０が
特別図柄抽選を実行して特別図柄表示装置１１に特別図柄の変動表示を開始するようにな
っている。また、特別始動口１２の真下には電動チューリップ構造の役物装置１３が配設
されており、詳細については後述するが、この役物装置１３は開閉可能な一対の可動片１
４を有している。さらに、遊技領域９にはアタッカーと呼ばれる大入賞口１５や複数の一
般始動口１６が配設されており、いずれの始動口や入賞口に入賞しなかった遊技球は遊技
領域９の最下端部に設けられたアウト口１７から遊技盤４の裏面側へ排出されるようにな
っている。
【００１６】
　図２～図４に示すように、前記役物装置１３は装置の外殻を構成する筐体１８を備えて
おり、この筐体１８の内部中央には上下方向に延びる落下路１９が設けられている。落下
路１９の上端開口は遊技球の流入口１９ａとなっており、落下路１９の内径は遊技球の直
径よりも若干大きめに設定されている。なお、落下路１９の前方は無色または有色透明の
合成樹脂材からなる透明窓２０によって覆われており、この透明窓２０を透して遊技者が
落下路１９の内部を目視できるようになっている。
【００１７】
　筐体１８の上端には前述した一対の可動片１４が配設されており、これら可動片１４は
落下路１９の流入口１９ａを挟んだ左右両側位置に配置されている。両可動片１４は第１
のソレノイド２１を駆動源として開閉動作され、後述する駆動制御ユニット３１が第１の
ソレノイド２１を駆動制御することにより、両可動片１４は図２の実線で示す閉鎖位置と
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図２の破線で示す開放位置との間を回転動作する。この場合、両可動片１４の真上に特別
始動口１２が障害物として配設されているため、両可動片１４が閉じているときは、役物
装置１３への入球が特別始動口１２によって阻止され、両可動片１４が開放しているとき
だけ役物装置１３への入球が許可される。
【００１８】
　前述したように、特別始動口１２に遊技球が入賞すると、これを契機に抽選手段３０が
特別図柄抽選を実行する。特別図柄抽選では予め設定された確率で「大当たり」と「小当
たり」および「ハズレ」の判定が行われ、その抽選結果が「大当たり」の場合、特別図柄
表示装置１１の変動表示が例えば「７７７」のように特定の図柄で停止すると共に、大入
賞口１５を所定回数だけ開放動作する。大入賞口１５は１回の開放について例えば３０秒
経過するまで、あるいは遊技球が例えば１０個入賞するまで開放状態を維持し、かかる開
放動作を例えば１５回繰り返した後に「大当たり」が終了する。
【００１９】
　また、特別図柄抽選の抽選結果が「小当たり」の場合、特別図柄表示装置１１の変動表
示が例えば「１２３」のように「大当たり」以外の特定の図柄で停止すると共に、役物装
置１３の両可動片１４を所定の動作パターンで開放動作する。ここで、「小当たり」の中
には「第１小当たり」と「第２小当たり」の２つがあり、これら「第１小当たり」と「第
２小当たり」によって両可動片１４の動作パターンが異なるようになっている。すなわち
、特別図柄抽選の抽選結果が「第１小当たり」の場合、両可動片１４は例えば０．２秒開
放してから５秒後に１．６秒開放するという動作パターンを実行するが、特別図柄抽選の
抽選結果が「第２小当たり」の場合、両可動片１４は例えば１．８秒だけ開放するという
動作パターンを実行する。「小当たり」中に占める「第１小当たり」と「第２小当たり」
の割合は予め任意の値に設定されており、例えば「第１小当たり」の当たり確率１／１０
に対して「第２小当たり」の当たり確率９／１０に設定されている。
【００２０】
　なお、特別図柄抽選の抽選結果が「ハズレ」の場合、特別図柄表示装置１１の変動表示
が「大当たり」と「小当たり」以外の任意の図柄で停止し、大入賞口１５と両可動片１４
の閉鎖状態は維持される。
【００２１】
　前記落下路１９の上流位置には検知センサ２２が配置されており、役物装置１３に入球
した遊技球がこの検知センサ２２を通過すると、この検知センサ２２のオン信号に基づい
て例えば５個の遊技球が払い出しされる。また、落下路１９の中央付近には貯留片２３が
配置されており、検知センサ２２を通過した遊技球はこの貯留片２３上に一時的に貯留さ
れるようになっている。貯留片２３は第２のソレノイド２４を駆動源として動作され、前
記駆動制御ユニット３１が特別図柄抽選の抽選結果に基づいて第２のソレノイド２４を駆
動制御することにより、貯留片２３は落下路１９を塞ぐ水平姿勢と落下路１９を開口する
垂直姿勢との間を回転動作する。これにより、落下路１９の流入口１９ａから入球した遊
技球は、水平姿勢にある貯留片２３上に一時的に貯留された後、貯留片２３が水平姿勢か
ら垂直姿勢へ回転することによって落下路１９の下方へと落下する。駆動制御ユニット３
１の制御内容については後で詳しく説明するが、特別図柄抽選の抽選結果が「大当たり」
と「ハズレ」の場合、第２のソレノイド２４は駆動されず、貯留片２３は水平姿勢の状態
を維持する。一方、特別図柄抽選の抽選結果が「第１小当たり」または「第２小当たり」
の場合、第２のソレノイド２４はＴ１秒後（例えば２秒後）とＴ２秒後（例えば４秒後）
に２回駆動される。したがって、貯留片２３は２秒後（Ｔ１後）に１回目の貯留解除を行
った後、その２秒後、すなわち最初から４秒後（Ｔ２後）に２回目の貯留解除を行うこと
となる。
【００２２】
　また、落下路１９の側方には上部排出口２５が開設されており、この上部排出口２５は
筐体１８の裏面側に連通している。図５（ａ）に示すように、上部排出口２５は貯留片２
３に対して遊技球の約２個分だけ上方位置に設けられおり、１個の遊技球が貯留片２３上
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に貯留されているとき、別の遊技球が役物装置１３内に連続的に入球すると、２個目以降
に入球した遊技球は貯留片２３に貯留されている１個目の遊技球にぶつかって上部排出口
２５へ導かれる。したがって、貯留片２３には１個の遊技球しか貯留できず、２個目以降
に入球した遊技球は上部排出口２５を経て遊技盤４の裏面側へ回収される。なお、貯留片
２３の回転動作によって遊技球の貯留／解除を行う代わりに、貯留片２３を遊技盤４と直
交する前後方向へ駆動することにより、貯留片２３で落下路１９を選択的に開閉動作する
ようにしても良い。
【００２３】
　前記落下路１８の下流位置には振分け片２６が配置されており、貯留片２３を通過した
遊技球はこの振分け片２６上に落下するようになっている。振分け片２６は第３のソレノ
イド２７を駆動源として動作され、前記駆動制御ユニット３１が第３のソレノイド２７を
駆動制御することにより、振分け片２６は図５（ａ）に示す左傾斜姿勢と図５（ｂ）に示
す右傾斜姿勢との間をシーソー状に回転動作する。ここで、前記特別図柄抽選の抽選結果
が「大当たり」と「ハズレ」の場合、第３のソレノイド２７は駆動されず、振分け片２６
は左傾斜姿勢の状態を維持する。一方、特別図柄抽選の抽選結果が「第１小当たり」また
は「第２小当たり」の場合、第３のソレノイド２７はＴ３秒後（例えば３．５秒後）に駆
動され、振分け片２６を左傾斜姿勢から右傾斜姿勢へ切替動作する。なお、かかる振分け
片２６の左傾斜姿勢から右傾斜姿勢への切替タイミングＴ３は、貯留片２３が１回目の貯
留解除を行うタイミングＴ１と２回目の貯留解除を行うタイミングＴ２との間に設定され
ている。
【００２４】
　また、振分け片２６を挟んだ落下路１９の左右両側方には非特定領域である第１の下部
排出口２８と特定領域である第２の下部排出口２９とがそれぞれ開設されており、これら
第１および第２の下部排出口２８，２９は筐体１８の裏面側に連通している。これにより
、貯留片２３で貯留解除された遊技球が左傾斜姿勢にある振分け片２６上に落下すると、
図５（ａ）に示すように、この遊技球は振分け片２６から第１の下部排出口２８へ導かれ
た後、第１の下部排出口２８を経て遊技盤４の裏面側へ排出される。一方、貯留片２３で
貯留解除された遊技球が右傾斜姿勢にある振分け片２６上に落下すると、図５（ｂ）に示
すように、この遊技球は振分け片２６から第２の下部排出口２９へ導かれた後、第２の下
部排出口２９を経て遊技盤４の裏面側へ排出される。このように貯留片２３で貯留解除さ
れた遊技球は振分け片２６によって非特定領域（第１の下部排出口２８）と特定領域（第
２の下部排出口２９）のいずれか一方に振り分けられるが、Ｖゾーンと呼ばれる特定領域
（第２の下部排出口２９）に振り分けられたときに、大入賞口１５が前述した「大当たり
」の場合と同様に所定回数だけ開放動作するようになっている。
【００２５】
　図６に示すように、特別始動口１２にて入賞検知された入賞センサの検知信号に基づい
て抽選手段３０でランダムに抽選結果が決定されると、この抽選結果の制御信号は駆動制
御手段である前記駆動制御ユニット３１に入力され、駆動制御ユニット３１はこの制御信
号に基づいて第１ないし第３のソレノイド２１，２４，２７を個別に駆動制御する。なお
、これら駆動制御手段（駆動制御ユニット３１）と抽選手段３０は、遊技盤４の裏面側に
設けられた回路装置（図示せず）によるプログラム演算処理等によって制御を行わせてい
る。
【００２６】
　すなわち、図７のフローチャートに示すように、遊技を開始して遊技領域９に打ち出さ
れた遊技球が特別始動口１２へ入賞すると、これを契機に抽選手段３０が特別図柄抽選の
作動を開始する（Ｓ－１）。そして、特別図柄抽選の抽選結果が「大当たり」の場合（Ｓ
－２）、前述した大入賞口１５の開放動作による「大当たり遊技」が開始され（Ｓ－３）
、「ハズレ」の場合（Ｓ－４）は「通常遊技」を続行する。
【００２７】
　また、特別図柄抽選の抽選結果が「第１小当たり」の場合（Ｓ－５）、駆動制御ユニッ
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ト３１が第１ないし第３のソレノイド２１，２４，２７を駆動することにより、役物装置
１３の両可動片１４と貯留片２３および貯留片２３が以下のタイミングで動作される。ま
ず、両可動片１４については、１回目に０．２秒だけ開放してから（Ｓ－６）、５秒間の
インターバルを経過した後、２回目に１．６秒だけ開放する（Ｓ－７）。また、貯留片２
３については、２秒（Ｔ１）後に１回目の貯留解除を行って貯留状態に戻した後、４秒（
Ｔ２）後に２回目の貯留解除を一時的に行う。さらに、振分け片２６については、３．５
秒（Ｔ３）後に左傾斜姿勢から右傾斜姿勢へ切替動作し、３．３秒後に再び左傾斜姿勢に
切替動作する。
【００２８】
　したがって、特別図柄抽選の抽選結果が「第１小当たり」の場合（Ｓ－５）、両可動片
１４の１回目の開放時（０．２秒）に遊技球が役物装置１３に入球すると、この遊技球は
水平姿勢にある貯留片２３上に一時的に貯留された後、貯留片２３の１回目の貯留解除に
よって振分け片２６上に落下する（Ｓ－６からＳ－８）。このとき、振分け片２６は切替
動作前の左傾斜姿勢に維持されているため、振分け片２６上に落下した遊技球は非特定領
域である第１の下部排出口２８側へ振り分けられ、この遊技球はハズレ球として遊技盤４
の裏面側へ回収される（Ｓ－９）。次いで、両可動片１４は５秒間のインターバルを経て
２回目に１．６秒だけ開放するが（Ｓ－７）、この開放時に入球した遊技球は水平姿勢に
復帰した貯留片２３上に一時的に貯留された後、貯留片２３の２回目の貯留解除によって
振分け片２６上に落下する（Ｓ－１０）。このとき、振分け片２６は左傾斜姿勢から右傾
斜姿勢への切替動作が終了しているため、振分け片２６上に落下した遊技球は特定領域で
ある第２の下部排出口２９側へ振り分けられ、大入賞口１５の開放動作による「大当たり
遊技」が開始される（Ｓ－３）。なお、図８（Ａ）のタイムチャートは、この「第１小当
たり」時における可動片１４と貯留片２３および振分け片２６の関係を示している。
【００２９】
　また、特別図柄抽選の抽選結果が「第２小当たり」の場合（Ｓ－１１）、駆動制御ユニ
ット３１が第１ないし第３のソレノイド２１，２４，２７を駆動することにより、役物装
置１３の両可動片１４と貯留片２３および貯留片２３が以下のタイミングで動作される。
この場合、両可動片１４は１．８秒だけ１回開放し（Ｓ－１２）、貯留片２３は２秒（Ｔ
１）後に１回目の貯留解除を行って貯留状態に戻した後、４秒（Ｔ２）後に２回目の貯留
解除を一時的に行い、振分け片２６は３．５秒（Ｔ３）後に左傾斜姿勢から右傾斜姿勢へ
切替動作してから、その３．３秒後に再び左傾斜姿勢に切替動作する。すなわち、特別図
柄抽選の抽選結果が「第１小当たり」と「第２小当たり」の場合で相違するのは両可動片
１４の開閉パターンだけであり、貯留片２３の開放タイミングと振分け片２６の切替タイ
ミングは「第１小当たり」と「第２小当たり」に変わりはない。
【００３０】
　したがって、特別図柄抽選の抽選結果が「第２小当たり」の場合（Ｓ－１１）、両可動
片１４の開放時（１．８秒）に遊技球が役物装置１３に入球すると、この遊技球は水平姿
勢にある貯留片２３上に一時的に貯留された後、貯留片２３の１回目の貯留解除によって
振分け片２６上に落下する（Ｓ－１２からＳ－８）。このとき、振分け片２６は切替動作
前の左傾斜姿勢に維持されているため、振分け片２６上に落下した遊技球は非特定領域で
ある第１の下部排出口２８側へ振り分けられ、この遊技球はハズレ球として遊技盤４の裏
面側へ回収される（Ｓ－９）。その後、振分け片２６は左傾斜姿勢から右傾斜姿勢へ切替
動作されるが、この時点で両可動片１４の開放動作は終了しているため、右傾斜姿勢の振
分け片２６に対して遊技球が落下することはない。このように、特別図柄抽選の抽選結果
が「第２小当たり」の場合は、両可動片１４の開放時に遊技球が役物装置１３に入球した
としても、この遊技球は必ずハズレ球として処理されることになる。なお、図８（Ｂ）の
タイムチャートは、この「第２小当たり」時における可動片１４と貯留片２３および振分
け片２６の関係を示している。
【００３１】
　以上説明したように、本実施形態例に係る弾球遊技機１は、遊技領域９に配設された電
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動チューリップ構造の役物装置１３が、遊技球の流入口を開閉可能な可動片１４と、この
可動片１４の下流側に配置されて遊技球を１個だけ貯留可能な貯留片２３と、この貯留片
２３の下流側に配置されて遊技球を特定領域と非特定領域に振り分ける振分け片２６とを
備えており、駆動制御手段である駆動制御ユニット３１が、特別図柄抽選の抽選結果に基
づいて可動片１４を異なる態様で開閉動作させ、この可動片１４の開閉動作時において貯
留片２３を所定タイミングで複数回（２回）駆動して遊技球の通過を一時的に許可させる
と共に、これら動作タイミングの間に振分け片２６の傾斜方向を非特定領域から特定領域
へ移行させるように構成されている。すなわち、抽選手段の抽選結果が第１当たりのとき
、可動片を貯留片の１回目の駆動後に開放動作させ、抽選手段の抽選結果が第２当たりの
とき、可動片を貯留片の１回目の駆動前にだけ開放動作させるというように、可動片を抽
選手段の抽選結果に応じて異なる態様で開閉動作させると共に、貯留片の１回目と２回目
の駆動間に振分け片の傾斜方向を非特定領域から特定領域へ移行させるように構成されて
いるので、役物装置１３に入球した遊技球を特別図柄抽選の抽選結果に基づいて特定領域
と非特定領域とに確実に振り分けることができる。また、貯留片２３の開放タイミングと
振分け片２６の切替タイミングという２つの部材の挙動によって、貯留片２３に貯留され
た遊技球が特定領域と非特定領域のいずれか一方に振り分けられる様子をドキドキしなが
ら目視することができるため、遊技の興趣性が高い弾球遊技機を実現できる。
【００３２】
　また、役物装置１３の流入口と貯留片２３との間に上下方向に延びる落下路１９が設け
られていると共に、この落下路１９の側方に貯留片２３に貯留されない遊技球を回収する
上部排出口２５が設けられているため、可動片１４の開放動作に伴って２個以上の遊技球
が連続的に入球したとしても、２個目以降に入球した遊技球は貯留片２３に貯留されてい
る１個目の遊技球にぶつかって上部排出口２５へと回収され、２個以上の遊技球が特定領
域に同時に入賞することを確実に防止することができる。
【００３３】
　また、役物装置１３の外殻を構成する筐体１８の高さ寸法を遊技球の約３．５個分程度
まで小さくすることができ、このように小型化された電動チューリップ構造の役物装置１
３を特別始動口１２の真下に配設したので、見た目はデジパチと呼ばれる第一種系の弾球
遊技機でありながら、ハネモノと呼ばれる第二種系の弾球遊技機の特徴であるゲーム性に
富んだスピーディな出玉の波を実現することができる。
【００３４】
　なお、上記実施形態例では、開閉可能な一対の可動片１４を有する電動チューリップ構
造の役物装置１３について説明したが、アタッカーのように１つの可動片を用いて遊技球
の流入口を開閉するようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施形態例に係る弾球遊技機の正面図である。
【図２】該弾球遊技機に備えられる役物装置の正面図である。
【図３】該役物装置を背面側から見た斜視図である。
【図４】図２のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図５】該役物装置の振り分け動作を示す説明図である。
【図６】該弾球遊技機に備えられる駆動制御ユニットのブロック図である。
【図７】該駆動制御ユニットにより実行される制御内容を示すフローチャートである。
【図８】該役物装置に備えられる可動片と貯留片および振分け片の動きを示すタイムチャ
ートである。
【符号の説明】
【００３６】
　４　遊技盤
　９　遊技領域
　１１　特別図柄表示装置
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　１２　特別始動口
　１３　役物装置
　１４　可動片
　１５　大入賞口
　１８　筐体
　１９　落下路
　１９ａ　流入口
　２０　透明窓
　２１　第１のソレノイド
　２２　検知センサ
　２３　貯留片
　２４　第２のソレノイド
　２５　上部排出口（排出口）
　２６　振分け片
　２７　第３のソレノイド
　２８　第１の下部排出口２８（非特定領域）
　２９　第２の下部排出口（特定領域）
　３０　抽選手段
　３１　駆動制御ユニット（駆動制御手段）

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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