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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に複数の区画部材によって区画形成される遊技領域に、遊技球が入賞可能な入賞
口と、該入賞口の上方に配設されるセンターケースと、を備えた遊技機において、
　前記センターケースは、
　流下する遊技球を入賞口へ誘導可能な誘導部材と、
　前記誘導部材と当該センターケースとの間に取り付けられる装飾部材と、
　前面側が開口した凹室と、
　該凹室の開口縁部に配置された装飾枠体と、
　該装飾枠体の下部に形成され、遊技球の落下を阻止する落下阻止突起が前縁部に形成さ
れた球転動部と、
を備え、
　前記装飾枠体の前側部のうち前記球転動部の側方に前記誘導部材を配置し、
　前記誘導部材は、
　遊技領域に取り付けるための取付ベースと、
　該取付ベースの上縁部から前方へ、遊技球が１個ずつ流下可能な程度の前後幅で延出さ
れた誘導底部と、
　該誘導底部の延出端から上方へ延設され、当該誘導底部の前方側壁をなす誘導壁部と、
　前記誘導底部の上面に上方へ突出した状態で配設される複数の球当接部と、を備え、該
球当接部を入賞口へ向けて列設し、
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　前記装飾部材は、前記誘導部材の誘導壁部と対向するように形成され、前記誘導部材の
後方側壁をなすベース壁部を、前記落下阻止突起との間に遊技球が通過可能な球通過部を
形成して備えることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記誘導底部を入賞口へ向けて下り傾斜させ、
　前記誘導壁部には、球当接部を前方から視認可能とする開口窓部を開設したことを特徴
とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記誘導部材の球当接部の上面を装飾枠体側へ下り傾斜させたことを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技領域に遊技球が入賞可能な入賞口を備えたパチンコ遊技機等の遊技機に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遊技機、例えば、パチンコ遊技機においては、遊技領域に、流下する遊技球の流
下方向を変換させるために複数の遊技釘（障害釘）が植設されている。そして、始動口や
変動入賞装置等、遊技球が入賞すると遊技者に有利な状態を発生させ得る入賞装置（入賞
口）の周辺には、遊技球を誘導可能とするために多くの遊技釘が互いに近接した状態で植
設されている。また、サイドランプの上部に案内樋を設け、該案内樋と遊技釘とにより遊
技球を側方入賞具へ誘導できるように構成されたパチンコ遊技機が提案されている（例え
ば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００４－０１６４９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、上記特許文献に記載の案内樋は、遊技球が転動可能な転動面（上面）を平坦
な下り傾斜面で構成しているため、誘導される遊技球の挙動が単調になりがちであり、遊
技の興趣を高め難い。そこで、遊技領域のうち案内樋よりも上流側および下流側の部位に
遊技釘を複数植設して、案内樋の周辺を流下する遊技球が遊技釘に衝接して複雑な挙動を
行えるように構成することが考えられる。しかしながら、遊技領域に取り付ける構成部材
が増加してしまい、また、各構成部材を別個に取り付けなければならず、遊技機の製造効
率を向上し難い。
【０００４】
　さらに、近年では、遊技演出の効果を増すために、遊技領域の中央に配置されるセンタ
ーケースおよび該センターケース内に配置される液晶パネル等の表示部を大型化する傾向
にある。このため、遊技釘を植設するスペースおよび遊技釘の本数が減少してしまう。こ
の結果、遊技領域を流下する遊技球に複雑な挙動を行わせ難くなり、却って遊技の興趣が
低減する虞がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、複雑な挙動
を行わせながら遊技球を入賞口へ誘導することができ、しかも、製造効率の向上を図るこ
とができる遊技機を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１に記載のものは
、遊技盤に複数の区画部材によって区画形成される遊技領域に、遊技球が入賞可能な入賞
口と、該入賞口の上方に配設されるセンターケースと、を備えた遊技機において、
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　前記センターケースは、
　流下する遊技球を入賞口へ誘導可能な誘導部材と、
　前記誘導部材と当該センターケースとの間に取り付けられる装飾部材と、
　前面側が開口した凹室と、
　該凹室の開口縁部に配置された装飾枠体と、
　該装飾枠体の下部に形成され、遊技球の落下を阻止する落下阻止突起が前縁部に形成さ
れた球転動部と、
を備え、
　前記装飾枠体の前側部のうち前記球転動部の側方に前記誘導部材を配置し、
　前記誘導部材は、
　遊技領域に取り付けるための取付ベースと、
　該取付ベースの上縁部から前方へ、遊技球が１個ずつ流下可能な程度の前後幅で延出さ
れた誘導底部と、
　該誘導底部の延出端から上方へ延設され、当該誘導底部の前方側壁をなす誘導壁部と、
　前記誘導底部の上面に上方へ突出した状態で配設される複数の球当接部と、を備え、該
球当接部を入賞口へ向けて列設し、
　前記装飾部材は、前記誘導部材の誘導壁部と対向するように形成され、前記誘導部材の
後方側壁をなすベース壁部を、前記落下阻止突起との間に遊技球が通過可能な球通過部を
形成して備えることを特徴とする遊技機である。
【０００７】
　請求項２に記載のものは、前記誘導底部を入賞口へ向けて下り傾斜させ、
　前記誘導壁部には、球当接部を前方から視認可能とする開口窓部を開設したことを特徴
とする請求項１に記載の遊技機である。
【０００８】
　請求項３に記載のものは、前記誘導部材の球当接部の上面を装飾枠体側へ下り傾斜させ
たことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の遊技機である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、以下のような優れた効果を奏する。
　請求項１に記載の発明によれば、遊技盤に複数の区画部材によって区画形成される遊技
領域に、遊技球が入賞可能な入賞口と、該入賞口の上方に配設されるセンターケースと、
を備えた遊技機において、前記センターケースは、流下する遊技球を入賞口へ誘導可能な
誘導部材と、前記誘導部材と当該センターケースとの間に取り付けられる装飾部材と、前
面側が開口した凹室と、該凹室の開口縁部に配置された装飾枠体と、該装飾枠体の下部に
形成され、遊技球の落下を阻止する落下阻止突起が前縁部に形成された球転動部と、を備
え、前記装飾枠体の前側部のうち前記球転動部の側方に前記誘導部材を配置し、前記誘導
部材は、遊技領域に取り付けるための取付ベースと、該取付ベースの上縁部から前方へ、
遊技球が１個ずつ流下可能な程度の前後幅で延出された誘導底部と、該誘導底部の延出端
から上方へ延設され、当該誘導底部の前方側壁をなす誘導壁部と、前記誘導底部の上面に
上方へ突出した状態で配設される複数の球当接部と、を備え、該球当接部を入賞口へ向け
て列設し、前記装飾部材は、前記誘導部材の誘導壁部と対向するように形成され、前記誘
導部材の後方側壁をなすベース壁部を、前記落下阻止突起との間に遊技球が通過可能な球
通過部を形成して備えるので、遊技球を複数の球当接部に当接して弾ませながら１個ずつ
誘導することができ、誘導壁部により遊技球が誘導部材の前方へ外れることを防ぐことが
でき、遊技球を入賞口へ誘導し易い。したがって、複雑な挙動を行わせながら遊技球を入
賞口へ誘導することができ、遊技の興趣を高めることができる。さらに、遊技球を入賞口
へ誘導可能な構成部材を簡単な構造で実現することができる。また、遊技球を入賞口へ誘
導可能とするために、遊技領域に複数の部材を別個に取り付ける必要がない。したがって
、遊技機の製造効率の向上を図ることができる。
　そして、誘導部材をセンターケースの一部として遊技領域内に配置することができる。
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したがって、センターケースを大型化したとしても、誘導部材の配置場所が失われるとい
う不都合を生じ難く、この結果、遊技領域を流下する遊技球の挙動が単調になってしまう
ことを抑えることができる。
【００１１】
　請求項２に記載の発明によれば、前記誘導底部を入賞口へ向けて下り傾斜させ、前記誘
導壁部には、球当接部を前方から視認可能とする開口窓部を開設したので、球当接部に当
接する遊技球の挙動を開口窓部を介して前方から視認することができ、遊技の興趣をさら
に高めることができる。また、球当接部の損傷状態を開口窓部を介して前方から視認する
ことができ、誘導部材の点検を容易に行うことができる。そして、誘導底部に溜まったゴ
ミや異物を開口窓部から容易に掃き出すことができ、誘導部材の掃除を行い易い。
【００１２】
　請求項３に記載の発明によれば、誘導部材の球当接部の上面を装飾枠体側へ下り傾斜さ
せたので、球当接部に当接して弾んだ遊技球を球転動部へ進入させて転動させようとする
ことができる。したがって、誘導部材により誘導される遊技球を一層複雑な挙動で移動す
ることができ、遊技の興趣をさらに高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、代表的な遊技機であるパチンコ遊技機を例に挙げて本発明の実施の最良の形態を
図面に基づき説明する。図１はパチンコ遊技機の遊技盤の正面図である。
　パチンコ遊技機の遊技盤１は、図１に示すように、矩形状の遊技盤本体２の表面にガイ
ドレール３やサイドケース４等の区画部材を止着して遊技領域５を区画形成し、該遊技領
域５内の略中央にセンターケース６を配設し、該センターケース６内に表示部７を設けて
可変表示や普通図柄表示等を行えるように構成されている。また、センターケース６の下
方には、遊技球が入賞可能な可変表示始動用の始動入賞口８（本発明における入賞口に相
当）を配置し、該始動入賞口８の左右両側に羽根状の開閉部材８ａを備え、始動入賞口８
の左右両側方には、遊技球を入賞可能な一般入賞口９と、発光により各種の装飾表示を行
うサイドランプ１０とを配置している。さらに、始動入賞口８の下方には、大入賞口１１
を配置し、該大入賞口１１の下方であって遊技領域５の下縁部には、入賞せずに流下した
遊技球を回収するアウト口１２を設け、始動入賞口８、大入賞口１１やセンターケース６
等の取付部分を除いた遊技領域５内に障害釘１３（図６参照）を植設したり、あるいは、
遊技球の流下方向を変える風車（図示せず）を配置したりしている。
【００１５】
　次に、センターケース６について説明する。
　始動入賞口８の上方に配置されたセンターケース６は、図２に示すように、前面側が開
口した凹室１６を区画形成する箱状のケース基部１７と、凹室１６の開口縁部に配置され
、遊技盤本体２（遊技盤１）の表面に取り付ける装飾枠体１８とを備えて構成され、ケー
ス基部１７の奥側（後側）に矩形状の大きな表示部７を配置している。さらに、装飾枠体
１８の上部には、左右全幅に亘って庇状の鎧部１９を前方へ突設し、該鎧部１９の左右両
端部から縦長の側辺部２１を前方へ突出した状態で下方へ延設し、左右の側辺部２１の下
端同士を接続する状態で底部２２を配置している。そして、底部２２の上面、言い換える
と装飾枠体１８の下部の上面には横長な球転動部２３を形成し、右側の側辺部２１には縦
長な装飾ユニット２４を設け、左側の側辺部２１には遊技球が流下可能な球導出路（ワー
プ流路）２５を設けている（図４参照）。
【００１６】
　球転動部２３は、遊技球が横方向（前後方向あるいは左右方向）へ転動可能なステージ
であり、底部２２の略全幅に亘る状態で配置され、左右両側から中央部へ向けて下り傾斜
した略円弧状に形成され、中央部を上方へ僅かに隆起している。また、球転動部２３の側
方（図２中左側方）に球導出路２５の出口を配置し、球導出路２５から流下してきた遊技
球がその流下勢で球転動部２３を左右方向へ転動できるように構成されている。さらに、
球転動部２３の左右方向の途中には、遊技球を前方へ案内可能な前方案内部３１を複数箇
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所、具体的には、球転動部２３の中央の隆起部、および隆起部の左右両側方の計３箇所に
配置し、前方案内部３１の底面をその左右方向の中央部分が下方に凹む湾曲面で形成し、
この湾曲面を前方へ下り傾斜した状態に設定している。したがって、前方案内部３１に到
達した遊技球は、前方案内部３１上を左右に揺動しながら前方に転動することができる。
そして、球転動部２３の前縁部のうち、右側の前方案内部３１と右側の側辺部２１との間
、および左側の前方案内部３１と左側の側辺部２１との間には、遊技球が球転動部２３か
ら前方へ落下することを阻止する落下阻止突起３２を上方へ突設している。
【００１７】
　装飾ユニット２４は、図３に示すように、ＬＥＤ等の発光体を実装した発光基板（図示
せず）と、該発光基板の後方を覆う後方カバー部３５と、発光基板の前方に配置され、多
数の遊技球を模した装飾体を透明なベースに備えて構成された第１装飾部３６と、該第１
装飾部３６の前方に配置され、稲妻を模した透明な装飾レンズを備えた第１装飾部３７と
、第１装飾部３６および第１装飾部３７を前方から視認可能な状態で覆う透明な前方カバ
ー部３８とから構成されている。そして、遊技の進行に伴って発光体を発光すると、発光
体からの光が第１装飾部３６、第１装飾部３７および前方カバー部３８を介して前方へ透
過するように構成されている。さらに、前方カバー部３８の前面には、略円弧状の流下路
区画壁３９を前方へ延設し、該流下路区画壁３９と右側の区画部材（サイドケース４）と
の間に遊技球が１個ずつ流下可能な球流下路４０を形成している（図１参照）。また、前
方カバー部３８の前面のうち流下路区画壁３９の下方には、遊技領域５の中央側へ向けて
下り傾斜した球案内樋４１を配置し、球流下路４０を流下してきた遊技球を遊技領域５の
中央側、具体的には始動入賞口８側へ案内できるように構成されている。なお、装飾ユニ
ット２４の前方カバー部３８と球転動部２３の側端部（図３中右端部）との間には、不透
明の装飾パネル４２を止着している。
【００１８】
　球導出路２５は、図４に示すように、その入口をガイドレール３側の側辺部２１に外方
へ開放した状態で開設し、球導出路２５の出口を球転動部２３の側方（図２中左側方）に
開設している。したがって、球導出路２５は、遊技領域５を流下する遊技球、詳しくは遊
技領域５のうちガイドレール３とセンターケース６との間を流下する遊技球を球転動部２
３へ導出できるように構成されている。そして、球導出路２５の下端部の前方には、装飾
枠体１８の一部となる装飾部材４５を配置し、球導出路２５の出口と球転動部２３との間
には、装飾部材４５から後方へ延設された板状の転動案内部４６を球転動部２３へ向けて
下り傾斜した状態で配置し、球導出路２５により導出された遊技球をスムーズに球転動部
２３へ案内できるように構成されている。また、球導出路２５の上端部と装飾部材４５と
の間には、遊技球が通過可能であり、表示部７における普通図柄表示始動用の通過ゲート
４７を球導出路２５の入口と上下に並ぶ状態で配置している。
【００１９】
　そして、遊技盤１は、遊技領域５を流下する遊技球を始動入賞口８へ誘導可能な誘導部
材５０を備えている。誘導部材５０は、装飾枠体１８の前面側のうち球転動部２３の近傍
、詳しくは、球転動部２３の側方（図２中左側方）であって通過ゲート４７の下方に、装
飾部材４５の下部と前後に重なる状態で配置されている。そして、図５に示すように、遊
技領域５に取り付けるための取付ベース５１と、該取付ベース５１の上縁部から前方へ延
出された誘導底部５２と、誘導底部５２上を流下する遊技球に当接（衝接）可能な複数の
球当接部５３と、該誘導底部５２の延出端に配置された誘導壁部５４とを備えて構成され
ている。
【００２０】
　取付ベース５１は、始動入賞口８側（図４中右側）へ下り傾斜した短冊形状で形成され
、左上端部および右下端部には、遊技盤本体２に止着するための止着穴５６を開設してい
る。また、取付ベース５１の裏側の上縁部には、センターケース６に係止する位置決めボ
ス５７を後方へ突設し、下縁部には、遊技盤本体２に係止する係止ピン５８を後方へ突設
している。なお、取付ベース５１（すなわち誘導部材５０）の遊技領域５への取り付けに
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ついては、後で詳細に説明する。
【００２１】
　誘導底部５２は、取付ベース５１の上縁部に沿って始動入賞口８へ向けて下り傾斜した
姿勢で配置され、遊技球が１個ずつ流下可能な程度の前後幅に設定されている。また、誘
導底部５２の上面には、取付ベース５１の上縁部から前方へ延出された突条からなる球当
接部５３を複数備え、該球当接部５３を誘導底部５２から上方へ突出するとともに、誘導
底部５２の傾斜方向に沿って、すなわち始動入賞口８へ向けて等間隔で列設している。そ
して、隣り合う球当接部５３同士の間隔を当接間隔Ａとし、各当接間隔Ａを遊技球の直径
よりも狭い幅に設定している。さらに、各球当接部５３の上面を後方の装飾枠体１８側へ
下り傾斜させている（図５（ｃ）および（ｄ）参照）。
【００２２】
　誘導壁部５４は、誘導底部５２に載った遊技球が前方へ落下する不都合を防ぐための壁
部であり、誘導底部５２の延出端（前側端）から上方へ延設されている。また、誘導壁部
５４には、前後方向に貫通した開口窓部６１を誘導底部５２に沿って横長に開設するとと
もに、開口窓部６１の上縁部を球当接部５３よりも高い位置に設定し、開口窓部６１から
球当接部５３を前方へ臨ませて、遊技盤１の前方から開口窓部６１を介して誘導底部５２
および球当接部５３を視認可能としている。
【００２３】
　このような構成を備えた誘導部材５０を遊技領域５に取り付けるには、取付ベース５１
の位置決めボス５７を装飾部材４５の下部に開設された位置決め孔６３に嵌合するととも
に、係止ピン５８を遊技盤本体２に開設された係止孔６４に嵌合し、この嵌合状態で止着
穴５６にビス等の止着部材（図示せず）を通して遊技盤本体２へ止着する。すると、取付
ベース５１（すなわち誘導部材５０）が遊技盤本体２と装飾枠体１８との境界を跨ぐ状態
で遊技領域５に配置され、誘導底部５２、球当接部５３および誘導壁部５４が装飾枠体１
８の前方に配置され、また、図４及び図５（ｃ）に示すように、取付ベース５１の上端と
接続される装飾部材４５の表面が、前記誘導部材５０の誘導壁部５４の裏面と対向する位
置に形成され、前記誘導部材５０の後方側壁をなすベース壁部となる。このようにして、
遊技球を始動入賞口８へ誘導可能な構成部材を簡単な構造で実現することができ、簡単な
作業で遊技領域５（あるいはセンターケース６）へ取り付けることができる。そして、遊
技球を始動入賞口８へ誘導可能とするために、遊技領域５に複数の部材、例えば、多くの
障害釘を近接した状態で別個に取り付ける必要がない。したがって、遊技盤１の製造効率
、ひいてはパチンコ遊技機の製造効率の向上を図ることができる。加えて、多くの障害釘
を近接した状態で植設した場合よりも、遊技盤本体２の強度の低下を抑えることができる
。
【００２４】
　また、誘導部材５０をセンターケース６の一部として遊技領域５内に配置することがで
きる。したがって、誘導部材５０をセンターケース６を装飾する部品としても機能させる
ことができる。そして、センターケース６を大型化して上下に広げたとしても、誘導部材
５０の配置場所が失われるという不都合を生じ難い。この結果、遊技領域５を流下する遊
技球の挙動が単調になってしまうことを抑えることができる。
【００２５】
　さらに、遊技盤１は、図６に示すように、遊技領域５のうち誘導部材５０の左右両側方
に、複数の障害釘１３を誘導底部５２の延長線上に沿って（すなわち始動入賞口８へ向け
て）並ぶ状態で植設して障害釘列６７を形成している。そして、誘導部材５０を挟んで始
動入賞口８とは反対側（図６中誘導部材５０の左側方）に植設された障害釘列６７（上流
側釘列６７ａ）により、遊技領域５のうちセンターケース６とガイドレール３との間を流
下する遊技球を誘導部材５０へ導入し易く構成されている。また、始動入賞口８側（図６
中誘導部材５０の右側方）に植設された障害釘列６７（下流側釘列６７ｂ）により、誘導
部材５０に誘導されて流下してきた遊技球が始動入賞口８の近傍へ流下し易いように構成
されている。さらに、下流側釘列６７ｂと誘導部材５０との間には、遊技球の直径よりも
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僅かに広い隙間を設定し、誘導部材５０から流下した遊技球が下流側釘列６７ｂへ到達せ
ずに下方へ流下し得るように構成されている。
【００２６】
　また、始動入賞口８の上部周辺には、始動入賞口８の真上から誘導部材５０側（図６中
左上側）に亘って命釘７０を複数本（図６では４本）円弧状に並べた状態で植設し、命釘
７０の間隔を遊技球の直径よりも僅かに広い幅に設定している。なお、下流側釘列６７ｂ
に最も近い命釘７０と下流側釘列６７ｂとの間には、遊技球の直径よりも広い間隔を設定
し、下流側釘列６７ｂから流下してきた遊技球が命釘７０に到達する手前で下方へ流下し
得るように構成されている。
【００２７】
　そして、装飾部材４５と誘導部材５０側（図６中左側）の落下阻止突起３２との間には
、装飾部材４５および落下阻止突起３２の上縁部から１段凹ませて球通過部７１を形成し
ている。さらに、該球通過部７１を誘導底部５２の下流寄り（図６中右寄り）の後方に設
定し、誘導部材５０により誘導される遊技球が球通過部７１を介して球転動部２３へ移動
できるように構成されている。
【００２８】
　このような構成の遊技盤１を備えたパチンコ遊技機において、発射装置（図示せず）か
ら遊技球を発射すると、この遊技球は、ガイドレール３に沿って案内されて遊技領域５の
上部に達した後、障害釘１３や風車により方向を変えながら遊技領域５内を流下する。こ
の遊技球が一般入賞口９、始動入賞口８、通過ゲート４７に入賞した場合には所定の賞球
が得られ、何れにも入賞しなかった場合には、この遊技球はアウト口１２から回収される
。
【００２９】
　また、遊技球がセンターケース６の側方（左側方）を流下して球導出路２５に進入する
と、この遊技球は、球導出路２５の出口から球転動部２３へ流下し、この流下勢により球
転動部２３を左右方向の中央部分へ向けて転動する。そして、遊技球が球転動部２３上を
左右に揺動して転動する勢いが弱くなった状態で前方案内部３１に到達すると、遊技球は
、左右いずれかに移動しながら前方へ転動して下方の遊技領域５へ流下する。なお、中央
の前方案内部３１から下方へ流下した遊技球は、命釘７０の間を通って始動入賞口８の真
上に落下し易く、始動入賞口８へ入賞し易い。また、左右の前方案内部３１から下方へ流
下した遊技球は、命釘７０の間を通って開状態の開閉部材８ａの真上に落下し易く、この
開閉部材８ａに誘導されて始動入賞口８へ入賞し易い。
【００３０】
　さらに、遊技球がセンターケース６の側方（左側方）を流下して通過ゲート４７に入賞
したり、あるいは通過ゲート４７を通過せずに流下したりして上流側釘列６７ａ上へ落下
すると、この遊技球は、上流側釘列６７ａに沿って転動して誘導部材５０へ到達する。そ
して、誘導底部５２および誘導壁部５４に沿って流下して、始動入賞口８へ向けて転動す
る。このとき、誘導底部５２には複数の球当接部５３が突設しているので、遊技球の下端
底部に球当接部５３が当接（衝接）する。この結果、誘導部材５０は、遊技球を何回も弾
ませながら誘導することができる。したがって、遊技盤１は、誘導部材５０により複雑な
挙動を行わせながら遊技球を始動入賞口８へ誘導することができ、遊技の興趣を高めるこ
とができる。また、誘導壁部５４により遊技球が誘導部材５０の前方へ外れることを防ぐ
ことができ、遊技球を始動入賞口８へ一層誘導し易い。さらに、球当接部５３に当接する
遊技球の挙動を開口窓部６１を介して前方から視認することができ、遊技の興趣をさらに
高めることができる。そして、パチンコ遊技機のメンテナンス時には、球当接部５３の損
傷状態を開口窓部６１を介して前方から視認することができ、誘導部材５０の点検を容易
に行うことができて好適である。そして、誘導底部に溜まったゴミや異物を開口窓部から
容易に掃き出すことができ、誘導部材の掃除を行い易い。
【００３１】
　また、球当接部５３の上面を後方の装飾枠体１８側（盤面側）へ下り傾斜させているの
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で、球当接部５３に当接して弾んだ遊技球は、後方へ向けて飛翔し易い。そして、誘導部
材５０上を流下する遊技球が球通過部７１の手前で弾むと、この遊技球は、流下勢により
横方向へ移動しながら後方へ飛翔して球通過部７１を通過し易い。この結果、誘導部材５
０は、球当接部５３に当接して弾んだ遊技球を球転動部２３へ進入させて左右方向へ転動
させようとすることができる。したがって、誘導部材５０により誘導される遊技球を一層
複雑な挙動で移動させることができ、遊技の興趣をさらに高めることができる。
【００３２】
　そして、球転動部２３へ飛び込まずに誘導底部５２の下流端まで到達した遊技球は、そ
の流下勢が強ければ、下流側釘列６７ｂに到達して始動入賞口８へ案内される。一方、流
下勢が弱ければ、下流側釘列６７ｂに到達する手前で誘導部材５０と下流側釘列６７ｂと
の間に設定した隙間から下方の遊技領域５へ流下する。したがって、遊技者は、誘導部材
５０により始動入賞口８へ向けて流下された遊技球が始動入賞口８まで到達するか否かを
見て楽しむことができる。
【００３３】
　なお、誘導部材５０は、誘導底部５２を設けずに球当接部５３のみを取付ベース５１の
上縁部から前方へ延設し、球当接部５３間に貫通孔を形成してもよい。このように構成す
れば、球当接部５３の側部が支持されず、球当接部５３の前後方向の中央部分、言い換え
ると遊技球が当接し易い部分が上下方向へ撓み易い。したがって、球当接部５３に当接し
た遊技球を跳ね飛ばし易くすることができ、遊技球を一層弾ませて遊技の興趣の向上を図
ることができて好適である。
【００３４】
　ところで、上記実施形態では、球当接部５３の当接間隔Ａを等間隔に設定したが、本発
明はこれに限定されず、異なる間隔に設定してもよい。例えば、図７に示す第２実施形態
においては、取付ベース５１および誘導壁部５４を始動入賞口８の近傍、詳しくは始動入
賞口８の上方であって、左側の前方案内部３１の下方まで延設している。また、延設した
取付ベース５１と誘導壁部５４との間に球当接部５３を取付ベース５１から前方へ延出し
た状態で配置し、始動入賞口８寄りの球当接部５３の当接間隔Ｂを上流側（図７中左側）
の球当接部５３の当接間隔Ａよりも広い幅、詳しくは遊技球の直径よりも広い幅に寸法に
設定している。さらに、延設部分の球当接部５３間に貫通孔７３を開設している。このよ
うに、球当接部５３の当接間隔を場所によって異ならせると、誘導部材５０により誘導さ
れる遊技球の弾み具合が単調になることを防ぐことができる。また、一部の球当接部５３
間に遊技球が通過可能な貫通孔７３を開設しているので、遊技球が球当接部５３の間を通
過して下方の遊技領域５へ流下できる。したがって、遊技球に一層複雑な挙動を行わせる
ことができ、遊技の興趣をさらに高めることができる。
【００３５】
　なお、第２実施形態では、始動入賞口８寄りの３箇所の当接間隔Ｂを他の当接間隔Ａよ
りも広く設定したが、本発明はこれに限らず、少なくとも１つの当接間隔を他の当接間隔
よりも広く設定してもよい。また、誘導部材５０の上流側に幅広な当接間隔を設定しても
よい。
【００３６】
　ところで、上記実施形態の誘導部材５０は、誘導底部５２の上面に突条からなる球当接
部５３を設けたが、本発明はこれに限定されない。例えば、図８に示す第３実施形態にお
ける誘導部材８０は、誘導底部および誘導壁部を設けず、取付ベース８１の上縁部から複
数の球当接部８３を前方へ延出した状態で櫛歯状に配置している（図８（ａ）および（ｂ
）参照）。そして、球当接部８３は、取付ベース８１に接続された短冊状の当接ベース８
３ａと、該当接ベース８３ａの先端（前端）から上方へ延設された円弧状の可撓部８３ｂ
と、該可撓部８３ｂの上端から後方へ下り傾斜した片持ち状態で延出され、当接ベース８
３ａから上方へ離間した状態で配置された短冊状の当接作用部８３ｃとから構成され、断
面倒Ｕ字状に形成されている。このような構成を備えた球当接部８３の当接作用部８３ｃ
に遊技球を上方から衝接すれば、遊技球から受ける衝撃力により可撓部８３ｂが撓んで当
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接作用部８３ｃを上方へ移動させる付勢力を発生させることができる。そして、この付勢
力により当接作用部８３ｃへ衝接した遊技球を上方へ跳ね飛ばすことができる。したがっ
て、誘導部材８０により誘導される遊技球を一層弾み易くすることができ、遊技の興趣を
さらに向上させることができて好適である。
【００３７】
　なお、上記した各実施形態の誘導部材５０，８０は、遊技領域５に配置されていればよ
く、したがって、センターケース６から離れた位置に配置してもよい。また、誘導部材５
０，８０により誘導される遊技球が向かう入賞口は、始動入賞口８に限定されず、遊技球
が入賞可能であれば、どのような入賞口（入賞装置）であってもよい。例えば、遊技球を
回収する入賞口でもよいし、あるいは、遊技球を通過させることで入賞したと判断する通
過ゲートであってもよい。
【００３８】
　そして、上記した実施形態は、代表的な遊技機であるパチンコ遊技機１を例に挙げて説
明したが、本発明はこれに限らず、遊技領域に遊技球が入賞可能な入賞口を備えた遊技機
であればどのような遊技機でもよい。例えば、内部に封入した遊技球を循環させる封入球
式パチンコ機、アレンジボール式遊技機、雀球式遊技機等の遊技機であってもよい。
【００３９】
　なお、前記した実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明は、上記した説明に限らず特許請求の範囲によって示され、特許請
求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】遊技盤の正面図である。
【図２】センターケースの斜視図である。
【図３】装飾枠体の分解斜視図である。
【図４】装飾枠体の誘導部材周辺の分解斜視図である。
【図５】誘導部材の説明図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は誘導底部
の傾斜方向から見た側面図、（ｄ）は斜視図である。）
【図６】誘導部材および球転動部を転動する遊技球の挙動の説明図である。
【図７】第２実施形態における誘導部材周辺の斜視図である。
【図８】第３実施形態における誘導部材の説明図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面
図、（ｃ）は球当接部の形状を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　遊技盤
　５　遊技領域
　６　センターケース
　８　始動入賞口
１６　凹室
１７　ケース基部
１８　装飾枠体
２２　底部
２３　球転動部
２４　装飾ユニット
２５　球導出路
５０　誘導部材
５１　取付ベース
５２　誘導底部
５３　球当接部
５４　誘導壁部
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５６　止着穴
６１　開口窓部
７１　球通過部
７３　貫通孔
８０　誘導部材
８１　取付ベース
８３　球当接部
　８３ａ　当接ベース
　８３ｂ　可撓部
　８３ｃ　当接作用部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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