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(57)【要約】
【課題】複数の振分装置により遊技球を入賞装置へ誘導
するようにした遊技機において、入賞装置への入賞確率
を振分経路に依らず等しく設定した遊技機を提供する。
【解決手段】遊技球を２つの流出路に所定の振分割合に
て振り分けるようにした第１および第２の振分装置１０
０，２００を設け、第１振分装置１００の一方の流出路
１１８は第２振分装置２００に連通され、他方の流出路
１２０は入賞装置３００に連通され、第２振分装置２０
０の一方の流出路２１６は入賞装置３００に連通され、
第１振分装置１００から流出した遊技球がより多くの割
合で第２振分装置２００に導かれるように第１振分装置
１００の振分割合を設定し、第２振分装置２００の振分
割合は第１振分装置１００から流出した遊技球が第２振
分装置２００を経て入賞装置３００に導かれる確率と第
１振分装置１００から直接入賞装置３００に導かれる確
率とを等しくするように設定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の遊技領域に入賞装置が設けられ、該入賞装置に設けられた特賞口に遊技球が入
賞することにより遊技者にとって有利な遊技状態がもたらされる遊技機であって、
　流入して来た遊技球を２つの流出路のいずれかに所定の振分割合にて振り分けて流出さ
せる第１および第２の振分装置を遊技盤の遊技領域に配設し、前記第１振分装置の一方の
流出路は前記第２振分装置に連通されていると共に他方の流出路は前記入賞装置に連通さ
れ、前記第２振分装置の一方の流出路は前記入賞装置に連通されていると共に他方の流出
路は遊技球を該第２振分装置から排出させるようになっており、前記第１振分装置から流
出した遊技球がより多くの割合で前記第２振分装置に導かれるように該第１振分装置の振
分割合を設定し、前記第２振分装置の振分割合は前記第１振分装置から流出した遊技球が
該第２振分装置を経て前記入賞装置に導かれる確率と該第１振分装置から直接該入賞装置
に導かれる確率とを等しくするように設定したことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記振分装置は、一定速度で回転動する回転円板を設け、前記回転円板に遊技球が乗載
し得る球受棚を同心円弧状に形成すると共に、前記球受棚には乗載した遊技球がいずれか
一方に振り分けられる２つの振分口を並設してなり、該各振分口に流入した遊技球はそれ
ぞれ対応する前記各流出路に誘導されるようになっており、前記球受棚上の該各振分口の
配設位置に従って該各振分口への遊技球の振分割合が設定されるようにしたことを特徴と
する請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記振分口への遊技球の振分割合は、一方の振分口に遊技球を誘導する球受棚の円周方
向長と他方の振分口に遊技球を誘導する球受棚の円周方向長との割合により設定されるよ
うにしたことを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記振分装置は、透視窓が形成された複数の球保持体を前記回転円板の外周縁部に設け
、該回転円板が回転動することにより前記各振分口に流入した遊技球がそれぞれ該各球保
持体に誘導されて該各球保持体内に保持され、前記各球保持体内に保持された遊技球が前
記透視窓を通して遊技者から視認されるようにし、さらに、前記各流出路を該各球保持体
の回転移動経路に設け、前記回転円板が回転動するに伴って前記各球保持体が前記各流出
路に連通することで該各球保持体内に保持された遊技球が該各流出路に排出されるように
したことを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記振分装置は、一定速度で回転動する回転台を設け、前記回転台上に遊技球を保持し
得る複数の球保持器を配設し、前記各球保持器には遊技球が出入し得る開口部が形成され
、前記回転台の周囲に１つの入球口と２つの出球口を設け、前記回転台が回転動するに伴
い前記入球口から前記各球保持器内に遊技球が流入し、前記各球保持器内に保持された遊
技球は２つの出球口のうちのいずれかに振り分けられて流出し、前記各出球口より流出し
た遊技球はそれぞれ対応する前記各流出路に誘導されるようになっており、２つの出球口
に対する遊技球の振分割合は、前記回転台が回転動するに伴い一方の出球口に開口部が合
致するように予め設定された球保持器の個数と、他方の出球口に開口部が合致するように
予め設定された球保持器の個数との比率により設定されるようにしたことを特徴とする請
求項１に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記振分装置は、一定速度で回転動する回転円板を設け、前記回転円板の外周縁部に等
間隔で複数の球保持体を揺動自在に吊下し、前記各球保持体の上部には流入口が開設され
、前記回転円板が回転動するに伴い前記球保持体に衝突して該球保持体を揺動させる衝突
片を該球保持体の回転移動経路の近傍に位置させて設け、揺動中の球保持体と相対し得る
球落下口を前記回転円板に設け、前記球落下口から落下した遊技球が前記流入口から前記
球保持体内に流入し得るようにすると共に、前記各流出路を前記各球保持体の回転移動経
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路に設け、前記回転円板が回転動するに伴って前記各球保持体が前記各流出路に連通する
ことで該各球保持体内に保持された遊技球が該各流出路に排出されるようにし、さらに、
前記球保持体は前記衝突片に衝突した際の揺動幅に大小が生じるように外形が形成され、
該球保持体の揺動幅の大小によって該球保持体内に遊技球が流入し得るか否かの難易度が
生じ、該難易度によって前記各流出路に対する遊技球の振分割合が設定されるようにした
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特賞口へ遊技球が入球すると大当たり状態が生起される遊技機であって、該
特賞口への遊技球の流下経路を振り分ける複数の振分手段を備える遊技機に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　近年、遊技機の一種であるパチンコ遊技機は、始動入賞口への遊技球入賞を契機として
抽選を行ない、この抽選結果を図柄表示装置における図柄変動の停止図柄として表示し、
該抽選結果が大当たりである場合は該停止図柄を特定図柄で表示して遊技者に報知すると
共に、大量の賞球を獲得できる大当たり状態へ移行するように構成されているものが多く
なっている。一方で、遊技領域における遊技球の動きを楽しむといったパチンコ遊技機本
来の遊技形態を好む遊技者も多く存在する。そこで、遊技領域に遊技球の流下経路を振り
分ける振分手段を設けると共に、振分手段によって振り分けられた遊技球の流下先に応じ
て有利な遊技状態が生起されるようにしたパチンコ遊技機も提供されている。このような
遊技球の振分手段を備えるパチンコ遊技機としては、例えば、下記特許文献１に開示され
ているものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１２５５４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載の発明では、中央回転体と非回転式振分体と左下回転体といった
三種類の振分手段を備え、該非回転式振分体には遊技球の入球を契機として当たり判定を
行なう始動検知手段が設けられた遊技球振分装置が遊技領域に配設されている。この発明
において、遊技球振分装置に流入した遊技球は、まず、中央回転体に誘導される。そして
、中央回転体では、遊技球が非回転式振分体、または、左下回転体のいずれか一方へ振り
分けられる。ここで、遊技球が非回転式振分体へ振り分けられた場合、該遊技球は始動検
知手段に入球する可能性がある。一方、遊技球が左下回転体へ振り分けられた場合、該遊
技球は、普通入賞口に入球するか、または、非回転式振分体へ再度振り分けられるように
なっている。つまり、遊技球が中央回転体から左下回転体へ振り分けられてしまった場合
でも該遊技球が左下回転体から非回転式振分体へ再度振り分けられる可能性がある。これ
により、遊技球が始動検知手段に入球するチャンスを残し、遊技者の期待を持続させるよ
うにしている。しかしながら、遊技球を効率よく始動検知手段へ入球させるには、遊技球
が、左下回転体を経由することなく、中央回転体から非回転式振分体へ直接振り分けられ
た方が当然有利となっている。
【０００５】
　ところで、上記特許文献１に記載の発明において、前記遊技球振分装置へ流入した遊技
球は、案内路を経由して中央回転体の回転部の外周面へ誘導されるようになっている。こ
の中央回転体の回転部は、その外周面に遊技球を保持するための保持溝が複数形成され、
また、モータにより一定速度で回転するようになっている。そして、遊技球が回転部の保
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持溝に保持された場合は、該遊技球が非回転式振分体に振り分けられ、一方、遊技球が保
持溝に保持されなかった場合は、該遊技球が左下回転体に振り分けられるようになってい
る。
【０００６】
　上述したように、中央回転体の回転部は、モータにより一定の速度で回転している。従
って、遊技球の案内路の終端位置と遊技球の保持溝の回転位置とは一定のタイミングで一
致するようになっている。そうすると、該案内路の終端位置と該保持溝の回転位置とが一
致するタイミングを狙って遊技球を発射することにより、該遊技球が中央回転体から非回
転式振分体へ振り分けられ易くすることが可能となる。このようにして、遊技者が遊技球
の発射タイミングをコントロールするといった攻略的な行為を行なうと、遊技球の発射球
数を少なく抑えながら、遊技球が始動検知手段へ入球する可能性を増加させることができ
てしまう。従って、このようなタイプのパチンコ遊技機は、遊技場の経営者にとっては扱
いが難しい機種と判断され、遊技場への設置が敬遠されてしまう恐れがあった。
【０００７】
　そこで本発明は、上記のような課題を解決するために、遊技球の発射タイミングをコン
トロールするといった攻略的行為を遊技者がしたとしても、それにより、有利な遊技状態
が生起される機会の発生確率が変化することなく、遊技場の経営者に不利益が生じること
がないようにし、また、遊技領域における遊技球の動きを遊技者が視覚的に楽しむことが
できるようにした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】
【０００８】
　かかる目的を達成するために本発明の遊技機は、遊技盤の遊技領域に入賞装置が設けら
れ、該入賞装置に設けられた特賞口に遊技球が入賞することにより遊技者にとって有利な
遊技状態がもたらされる遊技機であって、流入して来た遊技球を２つの流出路のいずれか
に所定の振分割合にて振り分けて流出させる第１および第２の振分装置を遊技盤の遊技領
域に配設し、前記第１振分装置の一方の流出路は前記第２振分装置に連通されていると共
に他方の流出路は前記入賞装置に連通され、前記第２振分装置の一方の流出路は前記入賞
装置に連通されていると共に他方の流出路は遊技球を該第２振分装置から排出させるよう
になっており、前記第１振分装置から流出した遊技球がより多くの割合で前記第２振分装
置に導かれるように該第１振分装置の振分割合を設定し、前記第２振分装置の振分割合は
前記第１振分装置から流出した遊技球が該第２振分装置を経て前記入賞装置に導かれる確
率と該第１振分装置から直接該入賞装置に導かれる確率とを等しくするように設定したこ
とを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の遊技機において、前記振分装置は、一定速度で回転動する回転円板を設
け、前記回転円板に遊技球が乗載し得る球受棚を同心円弧状に形成すると共に、前記球受
棚には乗載した遊技球がいずれか一方に振り分けられる２つの振分口を並設してなり、該
各振分口に流入した遊技球はそれぞれ対応する前記各流出路に誘導されるようになってお
り、前記球受棚上の該各振分口の配設位置に従って該各振分口への遊技球の振分割合が設
定されるようにしたことを特徴とする。
【００１０】
　さらに、本発明の遊技機において、前記振分口への遊技球の振分割合は、一方の振分口
に遊技球を誘導する球受棚の円周方向長と他方の振分口に遊技球を誘導する球受棚の円周
方向長との割合により設定されるようにしたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の遊技機において、前記振分装置は、透視窓が形成された複数の球保持体
を前記回転円板の外周縁部に設け、該回転円板が回転動することにより前記各振分口に流
入した遊技球がそれぞれ該各球保持体に誘導されて該各球保持体内に保持され、前記各球
保持体内に保持された遊技球が前記透視窓を通して遊技者から視認されるようにし、さら
に、前記各流出路を該各球保持体の回転移動経路に設け、前記回転円板が回転動するに伴
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って前記各球保持体が前記各流出路に連通することで該各球保持体内に保持された遊技球
が該各流出路に排出されるようにしたことを特徴とする。
【００１２】
　さらに、本発明の遊技機において、前記振分装置は、一定速度で回転動する回転台を設
け、前記回転台上に遊技球を保持し得る複数の球保持器を配設し、前記各球保持器には遊
技球が出入し得る開口部が形成され、前記回転台の周囲に１つの入球口と２つの出球口を
設け、前記回転台が回転動するに伴い前記入球口から前記各球保持器内に遊技球が流入し
、前記各球保持器内に保持された遊技球は２つの出球口のうちのいずれかに振り分けられ
て流出し、前記各出球口より流出した遊技球はそれぞれ対応する前記各流出路に誘導され
るようになっており、２つの出球口に対する遊技球の振分割合は、前記回転台が回転動す
るに伴い一方の出球口に開口部が合致するように予め設定された球保持器の個数と、他方
の出球口に開口部が合致するように予め設定された球保持器の個数との比率により設定さ
れるようにしたことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の遊技機において、前記振分装置は、一定速度で回転動する回転円板を設
け、前記回転円板の外周縁部に等間隔で複数の球保持体を揺動自在に吊下し、前記各球保
持体の上部には流入口が開設され、前記回転円板が回転動するに伴い前記球保持体に衝突
して該球保持体を揺動させる衝突片を該球保持体の回転移動経路の近傍に位置させて設け
、揺動中の球保持体と相対し得る球落下口を前記回転円板に設け、前記球落下口から落下
した遊技球が前記流入口から前記球保持体内に流入し得るようにすると共に、前記各流出
路を前記各球保持体の回転移動経路に設け、前記回転円板が回転動するに伴って前記各球
保持体が前記各流出路に連通することで該各球保持体内に保持された遊技球が該各流出路
に排出されるようにし、さらに、前記球保持体は前記衝突片に衝突した際の揺動幅に大小
が生じるように外形が形成され、該球保持体の揺動幅の大小によって該球保持体内に遊技
球が流入し得るか否かの難易度が生じ、該難易度によって前記各流出路に対する遊技球の
振分割合が設定されるようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の遊技機では、第１振分装置から流出した遊技球が第２振分装置を経て入賞装置
に導かれる確率と、第１振分装置から直接入賞装置に導かれる確率とが等しくなるように
設定されている。従って、遊技球が入賞装置へ到達するまでにどちらの経路を通ったとし
ても該遊技球が特賞口へ入球する確率に変化が生じないので、遊技場の経営者は安心して
ホール営業をすることができる。また、本発明の遊技機では、振り分けられる遊技球の動
きを遊技者が視覚的に楽しむことができ、該遊技球が特賞口へ誘導されるか否に期待を膨
らませて満足感の高い遊技をすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の遊技機を適用したパチンコ遊技機の第一実施形態を示す正面図である。
【図２】観覧車型振分装置とティーカップ型振分装置とを示す外観斜視図である。
【図３】観覧車型振分装置と開閉球入口とを示す正面図である。
【図４】観覧車型振分装置とティーカップ型振分装置とを示す平面図である。
【図５】観覧車型振分装置の支持台座とティーカップ型振分装置とを示す斜視図である。
【図６】観覧車型振分装置の支持台座を示す分解斜視図である。
【図７】観覧車型振分装置の回転車輪を示す一部断面の背面斜視図である。
【図８】観覧車型振分装置の回転車輪を示す分解斜視図である。
【図９】観覧車型振分装置の回転盤とゴンドラとを示す正面図である。
【図１０】観覧車型振分装置の前円形板を示す正面図である。
【図１１】観覧車型振分装置の球受棚を示す拡大斜視図である。
【図１２】観覧車型振分装置のゴンドラを示す外観斜視図である。
【図１３】観覧車型振分装置の後円形板とを示す正面図である。
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【図１４】外郭カバーと前蓋を外した状態のティーカップ型振分装置を示す斜視図である
。
【図１５】外郭カバーを外した状態のティーカップ型振分装置を示す分解斜視図である。
【図１６】ティーカップ型振分装置の回転台と球保持器を示す分解斜視図である。
【図１７】メリーゴーランド型入賞装置を示す外観斜視図である。
【図１８】メリーゴーランド型入賞装置を示す一部断面の正面図である。
【図１９】メリーゴーランド型入賞装置の台座部材と回転円盤とを示す平面図である。
【図２０】観覧車型振分装置を簡略化して示す作用図である。
【図２１】観覧車型振分装置を簡略化して示す作用図である。
【図２２】観覧車型振分装置を簡略化して示す作用図である。
【図２３】観覧車型振分装置を簡略化して示す作用図である。
【図２４】観覧車型振分装置を簡略化して示す作用図である。
【図２５】観覧車型振分装置を簡略化して示す作用図である。
【図２６】観覧車型振分装置を簡略化して示す作用図である。
【図２７】本発明の遊技機を適用したパチンコ遊技機の第二実施形態を示す正面図である
。
【図２８】第二実施形態における観覧車型振分装置の回転車輪を示す一部断面の背面斜視
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の遊技機をパチンコ遊技機に適用した第一実施形態の構成について説明す
る。パチンコ遊技機Ｐは、縦長長方形状の機枠１を有し、この機枠１の前側には、該機枠
１の一側に設けたヒンジ機構２を介して本体枠（図示せず）が開閉自在に装着される。こ
の本体枠の前面には遊技盤３が着脱自在に設けられる。さらに、本体枠の前側には、遊技
盤３の前面を覆う透明板保持枠４と、該透明板保持枠４の下方にて本体枠の前面下部を覆
う前板５とが其々設けられる。また、前板５の下方には腰板６が張設され、この腰板６の
内部には一対のスピーカ（図示せず）が設けられている。
【００１７】
　前記透明板保持枠４には、遊技盤３の前面が臨む開口７が開設されると共に、該開口７
には、ガラス製または合成樹脂製の透明板８が装着される。そして、透明板保持枠４は、
ヒンジ機構２を介し、該本体枠に対して横開き状に開閉自在に装着されている。また、透
明板保持枠４の開放側の内部には、錠装置（図示せず）が設けられ、これにより、該透明
板保持枠４は本体枠に対し施錠状態で閉止されるようになっている。
【００１８】
　前記前板５は、透明板保持枠４と同様に、ヒンジ機構２により本体枠に対して横開き状
に開閉自在に装着されている。そして、前板５の開放側には、鍵操作部９が設けられてお
り、この鍵操作部９に挿入した鍵を右回りまたは左回りに回動操作することにより、本体
枠または透明板保持枠４が其々開放されるようになっている。また、前板５の前面には、
球受皿１０が装着される。この球受皿１０は、パチンコ遊技機Ｐの内部に設けられた球払
出装置（図示せず）から払い出された遊技球を貯留する。さらに、前板５の前面であって
球受皿１０の側方にあたる位置には、打球力調整ハンドル１１が設けられる。この打球力
調整ハンドル１１を回転操作すると、球受皿１０内の遊技球が、前板５の内側に設けられ
た打球発射装置（図示せず）へ一球ずつ導かれると共に、該打球発射装置により遊技球が
遊技盤３面へ向けて発射されるようになっている。
【００１９】
　前記遊技盤３は、透明板保持枠４を本体枠に閉止すると、透明板８を介して視認される
ようになっている。この遊技盤３の前面には、発射球を案内するための外レール２１およ
び内レール２２が略渦巻き状に敷設され、これら外レール２１と内レール２２とで包囲す
ることにより、該遊技盤３面に略円形状の遊技領域２３が形成される。また、遊技領域２
３の一側には、外レール２１と内レール２２とを所定間隔で並列させることにより上下方
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向に延びるようにした円弧状の球案内通路２４が形成される。前記打球発射装置により発
射された遊技球は、この球案内通路２４を下方から上方へ向けて通過し、遊技領域２３へ
送出される。
【００２０】
　前記遊技領域２３には、その中央よりも若干上部に位置するようにして、第１振分装置
としての観覧車型振分装置１００が設けられる。この観覧車型振分装置１００の一側であ
って該観覧車型振分装置１００と球案内通路２４との間の位置には、一対の開閉翼片２５
ａ，２５ａを備える開閉球入口２５と、遊技球を通過させる通過チャッカー２６とが上下
方向に並んで設けられる。開閉球入口２５は、遊技球が通過チャッカー２６を通過すると
、開閉翼片２５ａを開放して遊技球を受け入れるようになっている。また、遊技領域２３
を正面から見て、観覧車型振分装置１００の右側には、第２振分装置としてのティーカッ
プ型振分装置２００が設けられ、該ティーカップ型振分装置２００の下方には、入賞装置
としてのメリーゴーランド型入賞装置３００が設けられる。
【００２１】
　一方、前記観覧車型振分装置１００の下方には、遊技室２７が形成され、該遊技室２７
の下方には、一対の開閉翼片２８ａ，２８ａを備える開閉入賞装置２８が設けられると共
に、該開閉入賞装置２８の下方には、前側へ自在に開閉する開閉扉２９ａを備える大入賞
口２９が設けられる。そして、遊技領域２３の最下部にあたる内レール２２の内側には、
遊技球をアウト球として遊技領域２３の外部へ排出するアウト球口３０が開設される。ま
た、遊技領域２３下部の両側には、内レール２２に沿うようにして一対の装飾部材３１，
３１が設けられている。
【００２２】
　前記観覧車型振分装置１００は、流入した遊技球をティーカップ型振分装置２００、ま
たは、メリーゴーランド型入賞装置３００のいずれか一方へ振り分けるようにした振分装
置である。この観覧車型振分装置１００は、図４に示したように、遊技領域２３に固設さ
れる支持台座１０１の前面に大型円形状の回転車輪１０２を回転自在に設け、該回転車輪
１０２には、その外周に沿って球保持体としてのゴンドラ１０３を所定間隔で揺動自在に
複数吊下して概ね構成される。ゴンドラ１０３には、図３に示したように、遊技球をティ
ーカップ型振分装置２００へ誘導する普通ゴンドラ１０３ａと、遊技球をメリーゴーラン
ド型入賞装置３００へ誘導する近道ゴンドラ１０３ｂとの二種類があり、これらは交互に
配設されている。そして、モータ１０４の駆動により回転車輪１０２が時計回りに回動さ
れることにより、各ゴンドラ１０３は遊技盤３に並行な面内を円形状に移動するようにな
っている。また、回転車輪１０２の前面中央には、７セグ表示器や液晶表示器等からなる
電子ディスプレー１０５が設けられる。
【００２３】
　遊技領域２３における回転車輪１０２の前面側には球転動棚１０６が設けられる。この
球転動棚１０６は、回転車輪１０２の回転中心よりも下方に位置し、両端部から中央部へ
向けて下傾する円弧状に形成されると共に、中央部が回転車輪１０２の前面側方向へ若干
下傾している。また、球転動棚１０６の一端は、連絡球路１０７により前記開閉球入口２
５と連通している。これにより、球転動棚１０６は、開閉球入口２５へ流入した遊技球を
回転車輪１０２の前面へ誘導すると共に、該遊技球をその中央部から回転車輪１０２の内
部へ進入させてゴンドラ１０３へ入球させるようになっている。そして、ゴンドラ１０３
は、遊技球を保持すると共に該遊技球を回転車輪１０２の回転動に従って移送し、普通ゴ
ンドラ１０３ａまたは近道ゴンドラ１０３ｂの種類に対応した別々の所定位置にて、該遊
技球を回転車輪１０２の後側に排出する。この排出位置の違いは、遊技球がティーカップ
型振分装置２００に誘導されるか、または、メリーゴーランド型入賞装置３００に誘導さ
れるかに対応している。
【００２４】
　前記ティーカップ型振分装置２００は、流入した遊技球を遊技領域２３の外部へ排出す
るか、または、メリーゴーランド型入賞装置３００へ誘導するようにした振分装置である
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。このティーカップ型振分装置２００は、図１４に示したように、観覧車型振分装置１０
０の支持台座１０１の一側に設けられ、円形の回転台２０１の外周にティーカップの形を
模した球保持器２０２を等間隔に四個備えている。そして、モータ２０３の駆動により該
回転台２０１が回動することにより、各球保持器２０２が回転移動するようになっている
。四個の球保持器２０２の内の一つであるアタリ球保持器２０２ａは、保持した遊技球を
メリーゴーランド型入賞装置３００へ誘導し、それ以外の三個のハズレ球保持器２０２ｂ
，２０２ｂ，２０２ｂは、遊技球を遊技領域２３の外部へ排出するようになっている。
【００２５】
　前記メリーゴーランド型入賞装置３００は、図１９に示したように、その内部に特賞口
３０１が設けられ、流入した遊技球を該特賞口３０１へ入球させるか、または、遊技領域
２３の外部へ排出させるようにした入賞装置である。このメリーゴーランド型入賞装置３
００には、図１７に示したように、上部に天井球受皿３０２を有する回転装飾体３０３が
設けられると共に、その下方に回転円盤３０４が設けられ、これらがモータ３０５の駆動
により一体的に回動するようになっている。また、回転円盤３０４には、その外周縁の側
面に遊技球を保持し得る球嵌入溝３０６が等間隔に三個形成されている。このメリーゴー
ランド型入賞装置３００は、流入した遊技球を天井球受皿３０２が受け止めると共に、該
遊技球を回転装飾体３０３の内部へ進入させて下方の回転円盤３０４へ誘導するようにな
っている。そして、回転円盤３０４の球嵌入溝３０６に嵌った遊技球は特賞口３０１へ誘
導され、この特賞口３０１への遊技球の入球を契機として遊技者にとって有利な遊技状態
である大当たり状態がもたらされるようになっている。一方、回転円盤３０４の球嵌入溝
３０６に嵌らなかった遊技球は、遊技領域２３の外部へ排出されるようになっている。
【００２６】
　前記遊技室２７には、その一方の側部に、遊技球を遊技室２７内へ誘導するためのワー
プトンネル３２が設けられる。また、遊技室２７の内部の底面３３は凹凸状に形成される
と共に、該底面３３の中央には球出口３４が開設される。この球出口３４は、開閉入賞装
置２８および大入賞口２９の上方に位置していることから、該球出口３４から排出された
遊技球は該開閉入賞装置２８または該大入賞口２９に流入し易くなっている。一方、遊技
室２７の上部の天井面３５は、両端部から中央部へ向かって下傾する曲面状に形成され、
前記観覧車型振分装置１００のゴンドラ１０３に入球しなかった遊技球を受け止めるよう
になっている。この天井面３５の中央には球排出口３６が開設され、該観覧車型振分装置
１００から該天井面３５へ落下した遊技球は遊技領域２３の外部へ排出されるようになっ
ている。
【００２７】
　次に、前記観覧車型振分装置１００について、図２から図１３に従って、更に詳しく説
明する。
【００２８】
　前記支持台座１０１は、図５および図６に示したように、ベース板１０８の前面に略円
形皿状の台座皿１０９を取着し、台座皿１０９の内部には、略平面円環状の前面板１１０
が前側から嵌め込み固定されると共に、台座皿１０９の前面中央には、回転車輪１０２を
回転自在に軸支するための略円筒形状の筒形車軸１１１が固設され、一方、ベース板１０
８の後面には、該回転車輪１０２を回転駆動するためのモータ１０４が取り付けられて概
ね構成される。筒形車軸１１１の基端側の外周面には、スペーサーリング１１２が嵌合さ
れる。また、筒形車軸１１１の前端側の外周面にも、同様にスペーサーリング１１２が嵌
合され、さらに、筒形車軸１１１の前端には、図２から図４に示したように、電子ディス
プレー１０５が取着される。
【００２９】
　前記ベース板１０８は、円形部１０８ａと該円形部１０８ａの周縁から延出した突片部
１０８ｂとを備える。円形部１０８ａの中央には、電子ディスプレー１０５へ電気ケーブ
ルを配線するためのケーブル挿通孔１１３が開設され、該ケーブル挿通孔１１３の周囲に
は、筒形車軸１１１をネジ止め固定するためのネジ孔１１４，１１４，…，１１４が四個
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開設される。また、ベース板１０８には、モータ１０４を取着するための四個のネジ孔１
１５，１１５，…，１１５と、台座皿１０９をネジ止め固定するための二個のネジ孔１１
６，１１６が其々開設され、さらに、突片部１０８ｂの基端寄りには、モータ１０４の回
転軸１０４ａを挿通させる円形の軸孔１１７が開設されている。
【００３０】
　前記台座皿１０９は、円盤状の底面１０９ａの外周縁に短筒状の周壁１０９ｂを前方へ
向けて一体形成することにより略円形皿状に形成される。この台座皿１０９の周壁１０９
ｂの上部外周面から前記ティーカップ型振分装置２００の上部に亘る位置には、一方の流
出路としての上部球通路１１８が設けられる。この上部球通路１１８の始端口１１８ａは
、周壁１０９ｂの上部外周面にて前側に広く開口しており、前記ゴンドラ１０３（普通ゴ
ンドラ１０３ａ）から排出された遊技球を受け入れるようになっている。一方、上部球通
路１１８の終端口１１８ｂは、ティーカップ型振分装置２００の上部にて下向きに開口し
ており、該ティーカップ型振分装置２００に連通されている。すなわち、上部球通路１１
８は、観覧車型振分装置１００から排出された遊技球をティーカップ型振分装置２００へ
誘導するための球通路となっている。なお、上部球通路１１８の中間部には球センサ１１
９が取着されている。また、図５に示したように、支持台座１０１とティーカップ型振分
装置２００との間の位置には、他方の流出路としての側部球通路１２０が設けられる。こ
の側部球通路１２０の始端口１２０ａは、台座皿１０９の前面視右脇部にて前側に開口し
ており、前記ゴンドラ１０３（近道ゴンドラ１０３ｂ）から排出された遊技球を受け入れ
るようになっている。一方、側部球通路１２０の終端口１２０ｂは、ティーカップ型振分
装置２００の下方にて下向きに開口しており、メリーゴーランド型入賞装置３００に連通
されている。すなわち、側部球通路１２０は、観覧車型振分装置１００から排出された遊
技球をメリーゴーランド型入賞装置３００へ誘導するための球通路となっている。
【００３１】
　前記台座皿１０９の底面１０９ａの中央には、電気ケーブル配線用のケーブル挿通孔１
２１が開設され、該ケーブル挿通孔１２１の上下位置には、円弧状の一対の位置決めリブ
１２２，１２２が形成されている。この位置決めリブ１２２，１２２は、筒形車軸１１１
の基端側開口の内周面に嵌合するように湾曲している。また、ケーブル挿通孔１２１の周
囲には、該筒形車軸１１１のネジ止め固定に用いるネジを挿通するためのネジ孔１２３，
１２３，…，１２３が四個開設される。一方、該ケーブル挿通孔１２１の側方には、モー
タ１０４の回転軸１０４ａを挿通させる円形の軸孔１２４が開設され、さらに、台座皿１
０９の底面１０９ａの適宜位置には、ネジ孔が開設されたネジ止めボス１２５，１２５，
…，１２５と、先端部にピンが突設された位置決めボス１２６，１２６，…，１２６とが
其々複数設けられる。これらネジ止めボス１２５と位置決めボス１２６とは、前面板１１
０を台座皿１０９の内部にネジ止め固定するために使用されるものである。
【００３２】
　前記前面板１１０は、中心孔１２７を開設することにより略平面環状に形成され、その
外周縁は、台座皿１０９の周壁１０９ｂの内周面と合致するように略円形状になっている
。中心孔１２７の内周縁には、モータ１０４の回転軸１０４ａを挿通させる半円形切欠１
２７ａが、該中心孔１２７と連通状に形成されている。また、中心孔１２７と半円形切欠
１２７ａの周囲における前面板１１０の適宜位置には、台座皿１０９のネジ止めボス１２
５および位置決めボス１２６の各々に合致するようにネジ孔１２８，１２８，…，１２８
および位置決め孔１２９，１２９，…，１２９が複数開設される。さらに、前面板１１０
の前面には、コ字形の位置検出器１３０が取着される。この位置検出器１３０は、相対位
置する投光部１３０ａと受光部１３０ｂを有し、該投光部１３０ａの光を該受光部１３０
ｂが検知することにより、回転車輪１０２の回転位置を検出するようになっている。
【００３３】
　前記筒形車軸１１１は、略円筒形の部材であって、その基端側を台座皿１０９の位置決
めリブ１２２，１２２に嵌合することにより、該台座皿１０９の底面１０９ａの中心に垂
直に立設される。そして、この筒形車軸１１１の周囲に前記回転車輪１０２が回転自在に
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軸支されるようになっている。筒形車軸１１１の内周面には、車軸に並行に基端側から前
端側へ伸びる円柱部１３１，１３１，…，１３１が、所定間隔を離して四個形成され、各
円柱部１３１には、その軸方向に沿ってネジ孔１３２が其々開設されている。
【００３４】
　前記モータ１０４は、前面側に矩形状の取付基板１３３が固設され、該取付基板１３３
の四隅にはネジ孔１３４，１３４，…，１３４が開設される。モータ１０４の回転軸１０
４ａは、取付基板１３３の前面側に突出され、その先端部には駆動歯車１３５が固着され
る。モータ１０４の回転動は、この駆動歯車１３５により回転車輪１０２に伝達される。
【００３５】
　前記回転車輪１０２は、図８に示したように、大型円盤状の回転盤１３６と、その前面
側に所定間隔を設けて並行に配設される回転円板としての前円形板１３７とを有し、これ
ら回転盤１３６と前円形板１３７との外周縁部に挟まれるようにして、十二基のゴンドラ
１０３が等間隔で揺動自在に吊下されている。さらに、前円形板１３７の前面には、略円
環状の球受棚リング１３８が固着され、一方、回転盤１３６の後面側には、略平面環状の
後円形板１３９とドーナツ形状の後円環皿１４０が取着されている。上述した前円形板１
３７、回転盤１３６、後円形板１３９、後円環皿１４０の各々の中心には、挿通孔１３７
ａ、挿通孔１３６ａ、挿通孔１３９ａ、挿通孔１４０ａが其々開設され、図７に示したよ
うに、これら挿通孔が同軸状に並んで回転車輪１０２の中心軸孔１０２ａを形成している
。また、中心軸孔１０２ａの内周面には、該内周面に沿うようにして、四個のローラーベ
アリング１４１，１４１，…，１４１が等間隔で設けられる。そして、該中心軸孔１０２
ａに前記支持台座１０１の筒形車軸１１１を挿入することにより、回転車輪１０２がロー
ラーベアリング１４１，１４１，…，１４１を介して筒形車軸１１１に回転自在に軸支さ
れるようになっている。
【００３６】
　前記回転盤１３６は、図８および図９に示したように、挿通孔１３６ａの周縁部に前方
へ突出する短筒部１４２が設けられ、該短筒部１４２の外側には円環形状の段部１４３が
形成される。この段部１４３には、ローラーベアリング１４１の軸芯１８１が挿通される
軸芯孔１４４が四個開設されている。一方、回転盤１３６の外周縁部には、ゴンドラ１０
３を軸支するための軸受孔１４５が円形状に等間隔に並んで十二個開設される。加えて、
軸受孔１４５の一側には、遊技球を挿通し得る寸法の通球孔１４６が各軸受孔１４５に対
して一つずつ開設されている。これら通球孔１４６には、軸受孔１４５に対し回転盤１３
６の中心方向側（回転盤１３６の径方向の内側）に開設された径側通球孔１４６ａと、軸
受孔１４５に対し回転盤１３６の回転方向側（回転盤１３６の周方向の一側）に開設され
た周側通球孔１４６ｂとの二種類がある。これら径側通球孔１４６ａと周側通球孔１４６
ｂとは、円形状に並んだ軸受孔１４５，１４５，…，１４５の各々について、どちらか一
方が交互に設けられている。すなわち、径側通球孔１４６ａは軸受孔１４５，１４５，…
，１４５の並びに従って一つ置きに開設されており、同様に、周側通球孔１４６ｂも軸受
孔１４５，１４５，…，１４５の並びに従って一つ置きに開設されている。そして、径側
通球孔１４６ａは、ゴンドラ１０３（普通ゴンドラ１０３ａ）内の遊技球を前記上部球通
路１１８の始端口１１８ａへ排出するようになっており、一方、周側通球孔１４６ｂは、
ゴンドラ１０３（近道ゴンドラ１０３ｂ）内の遊技球を前記側部球通路１２０の始端口１
２０ａへ排出するようになっている。
【００３７】
　前記回転盤１３６の前面におけるゴンドラ１０３の配設位置よりも内側には、略円環状
の円形リブ１４７が設けられる。この円形リブ１４７の外周には、十二個の突起状リブ１
４８，１４８，…，１４８が、外側方向へ短く延びるように形成されている。一方、回転
盤１３６の後面の適宜位置には、図７に示したように、該回転盤１３６の剛性を高めるた
めの補強リブ１４９が形成されている。
【００３８】
　前記前円形板１３７は、図８および図１０に示したように、回転盤１３６よりも小径の
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略円形状をしており、その前面の外周側には、所定幅の円環形状をした環状面１５０が設
けられると共に、該環状面１５０の内側には、後方へ所定高さで窪むように形成した円形
面１５１が設けられている。この円形面１５１の中心に開設された挿通孔１３７ａの周縁
には、前方へ突出する短筒部１５２が設けられ、その外周には、ローラーベアリング１４
１の前側の円筒コロ１８２を収容するためのコロ室１５３が四個形成される。一方、環状
面１５０の外周縁には、半円形突片１５４が十二個形成され、その後面には後方へ向けて
軸ピン１５４ａが突設される。各半円形突片１５４は、前記回転盤１３６に開設された軸
受孔１４５に其々正対位置しており、軸ピン１５４ａがゴンドラ１０３の前軸受孔１７０
に挿通され、該ゴンドラ１０３の後軸１７１が回転盤１３６の軸受孔１４５に挿通される
ことにより、ゴンドラ１０３が揺動自在に軸支されるようになっている。また、環状面１
５０の内周縁部には、前記球受棚リング１３８の固定用のネジ孔付きボス１５５が等間隔
に六個設けられると共に、環状面１５０および円形面１５１の前面の適宜位置には、装飾
リブ１５６が所定のパターンで形成されている。
【００３９】
　前記円形面１５１の外周縁部には、図１０に示したように、振分口としての球入口１５
７が円形状に等間隔に並んで十二個開設される。この球入口１５７は、前記球転動棚１０
６から観覧車型振分装置１００へ流入してきた遊技球を該観覧車型振分装置１００の内部
へ進入させると共に、ゴンドラ１０３へ入球させるための通球孔となっている。球入口１
５７には、流入してきた遊技球を普通ゴンドラ１０３ａを介してティーカップ型振分装置
２００に振り分ける普通球入口１５７ａと、流入してきた遊技球を近道ゴンドラ１０３ｂ
を介してメリーゴーランド型入賞装置３００に振り分ける近道球入口１５７ｂとが其々六
個ずつあり、これらは交互に開設されている。そして、近道球入口１５７ｂと普通球入口
１５７ａとの間には、前面支持壁１５８ａおよび落球口壁１５８ｂが形成されている。前
面支持壁１５８ａは、後述する球受棚１６３の内側の中間部に形成され、該球受棚１６３
に載った遊技球の側部を支持するようになっている。一方、落球口壁１５８ｂは、後述す
る落球口１６４の内側に形成され、各落球口壁１５８ｂには、円形面１５１の前方へ突出
するようにして仕切り突起１５９が設けられる。この仕切り突起１５９は、隣接する普通
球入口１５７ａと近道球入口１５７ｂとを一組としてこれらを六組に区分けするためのも
のであって、各近道球入口１５７ｂの一側に一片ずつ、合計して六片が設けられている。
【００４０】
　普通球入口１５７ａに遊技球が入球すると、該遊技球は、普通ゴンドラ１０３ａに受け
入れられると共に回転車輪１０２の回転動により移送され、該普通ゴンドラ１０３ａが観
覧車型振分装置１００の上部に到達したときに径側通球孔１４６ａから排出され、上部球
通路１１８に流入するようになっている。すなわち、普通球入口１５７ａに入球した遊技
球は、ティーカップ型振分装置２００へ振り分けられるようになっている。一方、近道球
入口１５７ｂに遊技球が入球すると、該遊技球は、近道ゴンドラ１０３ｂに受け入れられ
ると共に回転車輪１０２の回転動により移送され、該近道ゴンドラ１０３ｂが観覧車型振
分装置１００の前面視右側部に到達したときに周側通球孔１４６ｂから排出され、側部球
通路１２０に流入するようになっている。すなわち、近道球入口１５７ｂに入球した遊技
球は、メリーゴーランド型入賞装置３００へ振り分けられるようになっている。なお、球
入口１５７に入球してもゴンドラ１０３に受け入れられなかった遊技球は、観覧車型振分
装置１００の下方に落下するようになっている。
【００４１】
　前記前円形板１３７の後面には、図７に示したように、断面視で略Ｔ字形状の球案内リ
ブ１６０が後方へ突出するように十二個設けられる。各球案内リブ１６０は、球入口１５
７に一つずつ対応しており、その上部面１６０ａが球入口１５７の周縁における前円形板
１３７の外周側に位置するようになっている。そして、隣接する球案内リブ１６０，１６
０の間には、遊技球が通過し得る間隔幅の球落下口１６１が形成されている。この球落下
口１６１は、ゴンドラ１０３が回転車輪１０２の下部に到達したときに該ゴンドラ１０３
の真上に位置するようになっている。すなわち、球落下口１６１は、ゴンドラ１０３の天
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壁部１６５ａに開設した流入口としての入球孔１６５ｂと相対するように設けられている
。これにより、球落下口１６１からゴンドラ１０３へ向かって落下した遊技球が該ゴンド
ラ１０３へ入球し得るようにしている。また、球案内リブ１６０の上部面１６０ａの一側
縁には、球止め片１６０ｂが突設されている。これにより、球入口１５７へ入球して球案
内リブ１６０の上部面１６０ａに乗った遊技球は、球止め片１６０ｂ側の球落下口１６１
から落下することが阻止されると共に、その反対側の球落下口１６１からゴンドラ１０３
へ向けて落下するようになっている。
【００４２】
　前記球受棚リング１３８は、その外周面に突設された六個のネジ孔付き突片１６２，１
６２，…，１６２を前記前円形板１３７のネジ孔付きボス１５５，１５５，…，１５５に
合致させてネジ止めすることで、前円形板１３７の前面に固設される。球受棚リング１３
８の前側縁には一定の間隔で切欠が形成されており、これにより、前円形板１３７の前面
には、図２に示したように、環状面１５０の内周縁に沿って湾曲すると共に該環状面１５
０よりも前方に所定幅で迫り出た円弧状の球受棚１６３と、その底面が環状面１５０と面
一となるように切り欠かれた落球口１６４とが交互に形成される。これら球受棚１６３と
落球口１６４とは、前記仕切り突起１５９，１５９の間に其々一つずつ配置される。また
、球受棚１６３は、回転車輪１０２の回転動によりその回転移動経路の最下部付近を通過
するときに、図１に示したように、前記球転動棚１０６の上面より若干低く位置するよう
になっている。すなわち、球受棚１６３は、球転動棚１０６から落下した遊技球を受け止
めることができるように設けられている。
【００４３】
　さらに、各球受棚１６３の内周面側における前円形板１３７には、前記近道球入口１５
７ｂおよび前記普通球入口１５７ａが開設されている。つまり、図１１に示したように、
球受棚１６３の内周面であって前円形板１３７の回転方向前端部に一方の球入口１５７で
ある近道球入口１５７ｂが設けられ、また、球受棚１６３の内周面における前円形板１３
７の回転方向後端部に他方の球入口１５７である普通球入口１５７ａが設けられている。
そして、球受棚１６３は、これら近道球入口１５７ｂと普通球入口１５７ａの開設位置関
係により、近道誘導部１６３ｂと普通誘導部１６３ａとに区分けされる。すなわち、近道
誘導部１６３ｂは、図１１にＡで示したように、近道球入口１５７ｂの開設位置の正面に
位置して該近道球入口１５７ｂの開口幅と等しい長さの領域であって、一方、普通誘導部
１６３ａは、図１１にＢで示したように、近道誘導部１６３ｂ以外の領域であって、言い
換えると、近道誘導部１６３ｂ（近道球入口１５７ｂ）よりも前円形板１３７の回転方向
に対して後方側全体の領域である。この領域は普通球入口１５７ａの開設位置の正面を含
んでいる。
【００４４】
　球入口１５７に遊技球が入球するに際しては、前円形板１３７が時計回りに回転するこ
とから、近道球入口１５７ｂには球受棚１６３の近道誘導部１６３ｂに乗載した遊技球の
みが入球し得る。一方、普通球入口１５７ａには、該球受棚１６３の普通誘導部１６３ａ
に乗載した遊技球が回転車輪１０２の回転動に伴って普通誘導部１６３ａの終端側へ誘導
されて入球し得るようになっている。このように、遊技球が近道球入口１５７ｂまたは普
通球入口１５７ａのいずれに入球するかは、該遊技球が近道誘導部１６３ｂまたは普通誘
導部１６３ａのいずれに乗載するかにより決定される。従って、遊技球が近道球入口１５
７ｂまたは普通球入口１５７ａのいずれに振り分けられるかの振分割合、言い換えると、
観覧車型振分装置１００に流入した遊技球がティーカップ型振分装置２００またはメリー
ゴーランド型入賞装置３００のいずれに振り分けられるかの振分割合は、球受棚１６３の
近道誘導部１６３ｂの円周方向長Ａと該球受棚１６３の普通誘導部１６３ａの円周方向長
Ｂとの割合により設定されていることになる。第一実施形態においては、近道誘導部１６
３ｂの円周方向長Ａと普通誘導部１６３ａの円周方向長Ｂとの割合は１対４になっており
、従って、球転動棚１０６から落下した遊技球が球受棚１６３に載った場合、該遊技球は
、５分の１の確率でメリーゴーランド型入賞装置３００へ振り分けられ、５分の４の確率
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でティーカップ型振分装置２００へ振り分けられるようになっている。
【００４５】
　なお、遊技球が球受棚１６３の円周方向に運動しながら該球受棚１６３に落下した場合
には、該遊技球が近道誘導部１６３ｂに載ったとしても普通球入口１５７ａ側に移動して
該普通球入口１５７ａに入球してしまったり、逆に、遊技球が普通誘導部１６３ａに載っ
たとしても近道球入口１５７ｂ側に移動して該近道球入口１５７ｂに入球してしまうこと
もあり得る。さらには、遊技球がいずれの球入口１５７にも入球することなく落球口１６
４から落下してしまうこともあり得る。しかしながら、誘導部との対応関係が異なる球入
口１５７への遊技球の入球は互いに同様に発生し、また、遊技球が落球口１６４に落下し
てしまうことも両球入口１５７に対して同様に発生する。従って、多数の遊技球を普通球
入口１５７ａまたは近道球入口１５７ｂに入球させた場合における全体としての振分割合
は、上述したように近道誘導部１６３ｂの円周方向長Ａと普通誘導部１６３ａの円周方向
長Ｂとの割合によって決定されることに変わりはない。
【００４６】
　前記ゴンドラ１０３は、図１２に示したように、その上部にコ字形の天壁部１６５ａが
立設され、該天壁部１６５ａの内側に遊技球を一球挿通し得る寸法の流入口としての入球
孔１６５ｂが開設される。ゴンドラ１０３の内部には遊技球を保持し得る球収容室１６６
が形成されると共に後面側へ向かって下傾する誘導レール１６７が設けられる。また、後
面には、球収容室１６６内の遊技球を排出するための排出孔１６８が開設されている。加
えて、ゴンドラ１０３の前面には透視窓としての窓孔１６９が開設され、球収容室１６６
に保持された遊技球を前側から視認できるようになっている。さらに、ゴンドラ１０３の
前面であって窓孔１６９の上方には、前軸受孔１７０が開設され、また、ゴンドラ１０３
の後面であって排出孔１６８の上方には、後方へ若干突出する円柱状の後軸１７１が設け
られる。そして、前軸受孔１７０に前記前円形板１３７の半円形突片１５４の後面に設け
られた軸ピン１５４ａを挿入させると共に、後軸１７１を前記回転盤１３６の軸受孔１４
５に軸支させることにより、ゴンドラ１０３は、回転盤１３６と前円形板１３７との間に
自重で揺動自在に吊下される。これにより、ゴンドラ１０３の入球孔１６５ｂは常に上方
を向くようになっている。上述したように、ゴンドラ１０３には、普通ゴンドラ１０３ａ
と近道ゴンドラ１０３ｂとの二種類があり、普通ゴンドラ１０３ａが、回転盤１３６の径
側通球孔１４６ａに対応して設けられると共に、近道ゴンドラ１０３ｂが、回転盤１３６
の周側通球孔１４６ｂに対応して設けられている。なお、本実施形態では、透視窓として
通孔状の窓孔１６９を開設した構成を示したが、これに限らない。透視窓としては、例え
ば、ゴンドラ１０３の前面を透明な樹脂で形成することにより球収容室１６６に保持され
た遊技球が前側から視認し得るようにしてもよい。また、ゴンドラ１０３自体を透明な樹
脂にて形成することにより球収容室１６６に保持された遊技球を前側から視認し得るよう
にすることもできる。
【００４７】
　前記ゴンドラ１０３の上部に開設された入球孔１６５ｂは、該ゴンドラ１０３が回転車
輪１０２の回動によって遊技盤３に並行な平面内を円形状に移動するその回転移動経路の
最下部において、前記球案内リブ１６０，１６０間の球落下口１６１の直下に位置し、該
球落下口１６１と相対するようになっている。すなわち、ゴンドラ１０３の入球孔１６５
ｂは、該球落下口１６１から落下した遊技球を受け入れ可能に開設されている。従って、
前記前円形板１３７の球入口１５７へ入球した遊技球は、球案内リブ１６０の上部面１６
０ａを転動したのちに球落下口１６１から落下してゴンドラ１０３の入球孔１６５ｂへ入
球するようになっている。そして、ゴンドラ１０３は、入球した遊技球を球収容室１６６
に保持すると共に、回転車輪１０２の回転に伴って回転移動することで該遊技球を移送す
るようになっている。
【００４８】
　前記普通ゴンドラ１０３ａの後面に開設された排出孔１６８は、該普通ゴンドラ１０３
ａが回転車輪１０２の上部付近に位置すると、回転盤１３６の径側通球孔１４６ａと重な
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って連通するようになっている。これにより、普通ゴンドラ１０３ａに保持された遊技球
は、該径側通球孔１４６ａを介して回転盤１３６の後側に排出されると共に上部球通路１
１８の始端口１１８ａから該上部球通路１１８に流入し、ティーカップ型振分装置２００
へ誘導される。一方、前記近道ゴンドラ１０３ｂの後面に開設された排出孔１６８は、該
近道ゴンドラ１０３ｂが回転車輪１０２を前面から見た右側部に位置すると、回転盤１３
６の周側通球孔１４６ｂと重なって連通するようになっている。これにより、近道ゴンド
ラ１０３ｂに保持された遊技球は、該周側通球孔１４６ｂを介して回転盤１３６の後側に
排出されると共に、側部球通路１２０の始端口１２０ａから該側部球通路１２０に流入し
、メリーゴーランド型入賞装置３００へ誘導される。
【００４９】
　前記後円形板１３９は、図８に示したように、回転盤１３６よりも小径の略平面環状の
部材であって、該回転盤１３６の後面に取着される。後円形板１３９の中心に開設された
挿通孔１３９ａの内周縁には、ローラーベアリング１４１の後側の円筒コロ１８２に対応
する四個の円弧切欠１７２が形成される。また、後円形板１３９の前面には、前側へ突出
する湾曲リブ１７３が、隣接する円弧切欠１７２，１７２との間に位置して挿通孔１３９
ａの内周縁の円弧に沿うように設けられる。この湾曲リブ１７３の中央部は、内側へ向け
て略半円形状の窪みが形成されると共に、ネジ孔１３９ｂが開設されている。
【００５０】
　前記後円環皿１４０は、図８に示したように、支持台座１０１の台座皿１０９よりも小
径の円環板１７４の外周縁に、短筒状の外リブ１７５を後方へ突出するように周設してド
ーナツ形状に形成される。この後円環皿１４０は、後円形板１３９の後面に固着されると
共に、台座皿１０９の内側に収容されるようになっている。円環板１７４の前面には、軸
芯ボス１７６が適宜位置に四個設けられ、各軸芯ボス１７６には、ローラーベアリング１
４１の軸芯１８１の後端を軸支する軸芯孔１７７が開設されている。円環板１７４の中央
に開設された挿通孔１４０ａの内周縁には、図１３に示したように、短筒状の従動歯車１
７８が後方へ突出するように設けられる。この従動歯車１７８は、前記モータ１０４の回
転軸１０４ａに固着された駆動歯車１３５と歯合し、これにより、該モータ１０４の回転
が駆動歯車１３５を通じて従動歯車１７８に伝達され、回転車輪１０２が時計回りに一定
の速度で回転するようになっている。また、円環板１７４の後面であって外リブ１７５と
従動歯車１７８との間の位置には、短筒状の中リブ１７９が後方へ突出するように設けら
れる。この中リブ１７９には、短冊状のスリット１８０が形成されている。そして、中リ
ブ１７９は、前記支持台座１０１に設けられた位置検出器１３０の投光部１３０ａと受光
部１３０ｂとの間に挿入される。これにより、スリット１８０が投光部１３０ａと受光部
１３０ｂとの間に位置したときにのみ該投光部１３０ａの発光が受光部１３０ｂに検知さ
れるようになり、回転車輪１０２の回転位置を検出できるようになっている。
【００５１】
　前記ローラーベアリング１４１は、図８に示したように、所定長さの棒状の軸芯１８１
の前端部と後端部との其々に、円筒コロ１８２を回転自在に取着して形成される。各ロー
ラーベアリング１４１の軸芯１８１は、回転盤１３６に開設された軸芯孔１４４に其々挿
通されると共に、その前端が前円形板１３７のコロ室１５３内の軸芯孔（図示せず）に軸
支され、また、その後端が後円環皿１４０の軸芯孔１７７に軸支される。これにより、円
筒コロ１８２は、回転盤１３６の前面側に四個配設され、また、回転盤１３６の後面側に
四個配設される。このとき、各円筒コロ１８２の外周面の一部は、回転車輪１０２の中心
軸孔１０２ａの内周から内側へ若干迫り出している。そして、中心軸孔１０２ａに筒形車
軸１１１を挿通させると、各円筒コロ１８２の外周面が筒形車軸１１１の外周面に当接し
、回転車輪１０２が滑らかに回転可能に軸支されるようになっている。
【００５２】
　なお、前円形板１３７と回転盤１３６と後円形板１３９と後円環皿１４０とは、ネジ締
めにより一体的に固着される。すなわち、回転盤１３６は挿通孔１３６ａの周囲に四個の
ネジ孔１３６ｂを有し、後円形板１３９には上述したように四個のネジ孔１３９ｂが開設
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されており、同様に、後円環皿１４０の挿通孔１４０ａの周囲には四個のネジ孔１４０ｂ
が開設されている。また、前円形板１３７の後面にも四個のネジ孔（図示せず）が設けら
れている。そして、これらのネジ孔を回転車輪１０２の軸方向に整列させると共に、貫通
状に挿入したネジを締めることにより回転車輪１０２を一体的に固着している。
【００５３】
　次に、前記ティーカップ型振分装置２００について、図２、図４、図５、および、図１
４から図１６に従って、更に詳しく説明する。ティーカップ型振分装置２００は、図１５
に示したように、遊技領域２３に固設される台座枠２０４に後面側から前面側へ貫通する
回転中心軸２０５が挿通され、台座枠２０４の後面には、筒台２０６を介して回転中心軸
２０５の回転駆動用のモータ２０３が取着される。一方、台座枠２０４の前面には、回転
中心軸２０５に固着される円形の回転台２０１と、回転台２０１の前面にその周方向に沿
って四個配設される球保持器２０２と、球保持器２０２を覆うように設けられる前蓋２０
７とを備える回転振分体２０８が回転自在に設けられる。また、略十字形状をした仕切り
板２０９が、球保持器２０２，２０２，…，２０２の間に嵌るように設けられると共に、
前蓋２０７の前面の中心には、ティーポットの形を模した装飾部材２１０が取着される。
そして、図２に示したように、回転振分体２０８の下部および右側部を覆うように外郭カ
バー２１１が設けられて、ティーカップ型振分装置２００は概ね構成されている。また、
ティーカップ型振分装置２００は、その回転中心軸２０５を遊技機の前面側へ若干傾斜さ
せて設けられており、これにより、回転台２０１の回転面が傾斜起立状になっている。
【００５４】
　前記台座枠２０４は、略円形状の底面２１２の外周縁に略筒状の周壁２１３を前向きに
突設して形成される。そして、周壁２１３で取り囲むようにして形成された円筒室２１４
に回転振分体２０８が収容されるようになっている。周壁２１３の外周面には、ティーカ
ップ型振分装置２００への入球口としての入球斜面２１５が形成され、この入球斜面２１
５は観覧車型振分装置１００の上部球通路１１８の終端口１１８ｂと連通している。そし
て、この入球斜面２１５が設けられた位置が、台座枠２０４の上部側となっている。また
、周壁２１３の外周面であって円筒室２１４を前面側から見た右斜め下寄り位置には、一
方の流出路としての連絡通路２１６が設けられ、該連絡通路２１６は遊技球をメリーゴー
ランド型入賞装置３００へ誘導するようになっている。さらに、円筒室２１４の下部には
他方の流出路としてのハズレ球通路２１７が設けられ、該ハズレ球通路２１７は遊技球を
遊技領域２３の外部へ排出するようになっている。そして、この連絡通路２１６の始端部
がティーカップ型振分装置２００の一方の出球口２１６ａとなっており、また、ハズレ球
通路２１７の始端部がティーカップ型振分装置２００の他方の出球口２１７ａとなってい
る。このため、前記入球斜面２１５並びに出球口２１６ａ及び出球口２１７ａは、前記回
転台２０１の回転方向に従って入球斜面２１５、出球口２１６ａ、出球口２１７ａの順序
で該回転台２０１の周囲に球保持器２０２の開口部と相対するように設けられていること
になる。
【００５５】
　円筒室２１４の底面２１２の中心には、円柱台２１８が前方へ突出するように形成され
ると共に、この円柱台２１８の前面には固定歯車２１９が固着される。また、これら円柱
台２１８と固定歯車２１９とには挿通孔２２０が貫通状に開設され、この挿通孔２２０に
回転中心軸２０５が遊挿されるようになっている。なお、周壁２１３は、入球斜面２１５
と連絡通路２１６との間の壁高が、該入球斜面２１５とハズレ球通路２１７との間の壁高
よりも高くなっている。
【００５６】
　前記回転中心軸２０５は、平面状の円形基板２２１の前面に回転軸芯２２２を略垂直に
立設すると共に、後面に従動歯車２２３を固着して形成される。回転軸芯２２２は、その
基端側から順に大径部２２２ａと中径部２２２ｂと小径部２２２ｃとが形成され、小径部
２２２ｃは、台座枠２０４の前面側へ突出すると共に前蓋２０７へ到達する長さになって
いる。また、小径部２２２ｃの先端から中央付近の外周面の一部は、平面状に切り欠かれ
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て平坦部２２２ｄが形成されている。
【００５７】
　前記筒台２０６は、回転中心軸２０５の周囲を囲むように略円筒状に形成された部材で
あって、台座枠２０４の後面に取着される。この筒台２０６は、円開口２２４ａが開設さ
れた底面２２４と、その外周縁から前側へ立設された周壁２２５を有し、周壁２２５の外
周面には、ハズレ球通路２１７の位置に対応して窪み部２２５ａが形成されている。
【００５８】
　前記モータ２０３は、その回転軸２２６が前面側へ突出されると共に、該回転軸２２６
の先端部には駆動歯車２２７が固着されている。また、側面の前端縁には、相対位置して
外向き突出した一対の取付片２２８，２２８が固着され、各取付片２２８にはネジ孔２２
９が開設される。そして、駆動歯車２２７を前記筒台２０６の円開口２２４ａへ挿通する
と共に、各ネジ孔２２９を介して筒台２０６の底面２２４へネジを締めることにより、モ
ータ２０３は、筒台２０６の後側に固着される。これにより、駆動歯車２２７と従動歯車
２２３とが歯合し、モータ２０３の回転動が回転中心軸２０５に伝達され、回転振分体２
０８が時計回りに所定の速度で回転するようになっている。
【００５９】
　前記回転台２０１は、平面円形状の円盤台２３０の前面中央に軸柱２３１を略垂直に立
設し、円盤台２３０の後面には、図１６に示したように、外周縁より若干内側の位置から
後方へ突出する円筒リブ状の円形壁２３２を形成すると共に、円形壁２３２の後端縁に円
盤形状の下蓋板２３３を取着して大略構成される。
【００６０】
　前記円盤台２３０は、台座枠２０４の周壁２１３の内周面より若干小径の円形状に形成
される。この円盤台２３０には、その周方向に沿って等間隔に配設される四個の球保持器
２０２に対応して円形状の受軸孔２３４が開設される。これら受軸孔２３４には、アタリ
球保持器２０２ａに対応する受軸孔２３４ａと、ハズレ球保持器２０２ｂに対応する受軸
孔２３４ｂ，２３４ｂ，２３４ｂとがある。そして、受軸孔２３４ｂの各々の一側には、
円盤台２３０の中心側に位置して回転自在の中間歯車２３５，２３５，２３５が設けられ
る。これら中間歯車２３５は、台座枠２０４の底面３３に固着された固定歯車２１９に歯
合するようになっている。また、円盤台２３０の中心には、回転軸芯２２２の小径部２２
２ｃが挿入される軸固定孔２３６が開設される。この軸固定孔２３６は、軸柱２３１の基
端部から先端部まで貫通状に穿設されていると共に、内周面の一部が平らに面取りされて
いる。また、円盤台２３０の後面には、後側へ突出する四個のネジ止めボス２３７，２３
７，…，２３７が、円形壁２３２の内周側であって受軸孔２３４，２３４同士の間に位置
するように設けられている。
【００６１】
　前記下蓋板２３３は、円盤台２３０の円形壁２３２と略同径の円盤形状に形成され、そ
の中央には台座枠２０４の固定歯車２１９が挿通される中心孔２３８が開設される。また
、下蓋板２３３の後面には、アタリ球保持器２０２ａに対応する固定孔ボス２３９と、ハ
ズレ球保持器２０２ｂに対応する回動孔ボス２４０，２４０，２４０とが設けられる。固
定孔ボス２３９は、その内周面の一部が平らに面取りされている。さらに、下蓋板２３３
には、円盤台２３０後面の各ネジ止めボス２３７に正対位置するネジ止め孔２４１が開設
されている。下蓋板２３３は、これらネジ止め孔２４１に挿入したネジをネジ止めボス２
３７に締ることにより、円形壁２３２の後端縁に固着される。
【００６２】
　前記球保持器２０２は、小径円盤状の皿台２４２の上面に球受カップ２４３を設けて概
ね構成される。まず、アタリ球保持器２０２ａから説明すると、皿台２４２（２４２ａ）
は、円形小皿状の皿部２４４の後面中央に短円柱状の軸ボス２４５を突設して形成され、
該軸ボス２４５の中央には、皿部２４４の上面まで貫通する軸固定孔２４６が穿設されて
いる。また、球受カップ２４３（２４３ａ）は、椀状の球受部２４７の側面に開口部とし
ての球出入口２４７ａを開設すると共に、下方へ延びる固定軸２４８を外周面中央に突設
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して形成されている。そして、アタリ球保持器２０２ａは、球受カップ２４３ａの固定軸
２４８を皿台２４２ａの軸固定孔２４６へ挿通し、該球受カップ２４３ａと該皿台２４２
ａとを固着して形成されている。
【００６３】
　アタリ球保持器２０２ａは、皿台２４２ａの軸ボス２４５を回転台２０１の受軸孔２３
４ａに嵌合すると共に、固定軸２４８の下端を下蓋板２３３の固定孔ボス２３９に嵌入し
て該回転台２０１の上面に回転不能に固設される。このとき、球受カップ２４３ａは、球
受部２４７の球出入口２４７ａが回転台２０１の外側を向くように設けられる。これによ
り、球受カップ２４３ａは、その回転移動において台座枠２０４の上部側に位置すると、
球受部２４７の球出入口２４７ａが入球斜面２１５と連通し、上部球通路１１８の終端口
１１８ｂから遊技球を受け入れるようになっている。さらに球受部２４７の球出入口２４
７ａは、台座枠２０４の右斜め下寄り位置にて連絡通路２１６の始端開口と連通し、保持
している遊技球を該連絡通路２１６へ流入させるようになっている。すなわち、アタリ球
保持器２０２ａは、ティーカップ型振分装置２００へ流入した遊技球をメリーゴーランド
型入賞装置３００へ振り分けるようになっている。
【００６４】
　次に、ハズレ球保持器２０２ｂを説明すると、皿台２４２（２４２ｂ）は、円形小皿状
の皿部２４９の後面中央に短円柱状の軸ボス２５０を突設すると共に、該軸ボス２５０の
後面に回動歯車２５１を取着して形成される。そして、皿部２４９と軸ボス２５０と回動
歯車２５１との中心を貫通するようにして軸固定孔２５２が穿設されている。また、球受
カップ２４３（２４３ｂ）は、椀状の球受部２５３の側面に開口部としての球出入口２５
３ａを開設すると共に、下方へ延びる回動軸２５４を外周面中央に突設して形成されてい
る。そして、ハズレ球保持器２０２ｂは、球受カップ２４３ｂの回動軸２５４を皿台２４
２ｂの軸固定孔２５２へ挿通し、該球受カップ２４３ｂと該皿台２４２ｂとを固着して形
成されている。
【００６５】
　ハズレ球保持器２０２ｂは、皿台２４２ｂの回動歯車２５１および軸ボス２５０を回転
台２０１の受軸孔２３４ｂに遊嵌すると共に、回動軸２５４の下端を下蓋板２３３の回動
孔ボス２４０に遊嵌して該回転台２０１の上面に回転自在に設けられる。このとき、回動
歯車２５１は回転台２０１の中間歯車２３５に歯合する。すなわち、台座枠２０４の固定
歯車２１９に中間歯車２３５が歯合し、さらに、該中間歯車２３５に回動歯車２５１が歯
合した状態となる。これにより、回転台２０１が時計回りに回動すると、それに伴って中
間歯車２３５が時計回りに回転し、さらに、中間歯車２３５の回転により回動歯車２５１
が反時計回りに回転する。すなわち、ハズレ球保持器２０２ｂは、回転台２０１が時計回
りに回動すると、反時計回りに自転するようになっている。
【００６６】
　また、固定歯車２１９と中間歯車２３５と回動歯車２５１との歯数を適切に調整するこ
とにより、ハズレ球保持器２０２ｂは、回転台２０１が時計回りに一回転する間に、反時
計回りに三回転するようになっている。そして、台座枠２０４の上部側に位置すると球受
部２５３の球出入口２５３ａが回転台２０１の外側を向いて入球斜面２１５と連通し、ま
た、台座枠２０４の右斜め下寄り位置においては球出入口２５３ａが回転台２０１の内側
を向くようになっており、さらに、台座枠２０４の下部位置では、球出入口２５３ａが再
び回転台２０１の外側を向いてハズレ球通路２１７と連通するようになっている。これに
より、球受カップ２４３ｂは、その回転移動において、該球受カップ２４３ｂ本体が反時
計回りに回転しつつ、上部球通路１１８の終端口１１８ｂから遊技球を受け入れると共に
、保持した遊技球をハズレ球通路２１７へ排出するようになっている。すなわち、ハズレ
球保持器２０２ｂは、ティーカップ型振分装置２００へ流入した遊技球を遊技領域２３の
外部へ排出するようになっている。
【００６７】
　上述したように、回転台２０１（回転振分体２０８）は、モータ２０３の駆動により時
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計回りに一定の速度で回動される。また、該回転台２０１には、一個のアタリ球保持器２
０２ａと三個のハズレ球保持器２０２ｂとが回転台２０１の周方向に沿って等間隔に配設
されている。従って、入球斜面２１５からの遊技球が各球保持器２０２へ入球する確率は
、該球保持器２０２の種別に依らず一定である。これにより、遊技球が連絡通路２１６の
出球口２１６ａまたはハズレ球通路２１７の出球口２１７ａのいずれに振り分けられるか
の振分割合は、アタリ球保持器２０２ａの個数とハズレ球保持器２０２ｂの個数との比率
により設定されていることになる。第一実施形態においては、ハズレ球保持器２０２ｂの
総数三個に対し、アタリ球保持器２０２ａが一個設けられていることから、ティーカップ
型振分装置２００に流入した遊技球は、４分の１の確率でメリーゴーランド型入賞装置３
００へ振り分けられ、４分の３の確率で遊技領域２３の外部へ排出されるようになってい
る。これにより、遊技球が観覧車型振分装置１００からティーカップ型振分装置２００を
経由してメリーゴーランド型入賞装置３００へ振り分けられる確率は、観覧車型振分装置
１００がティーカップ型振分装置２００へ遊技球を振り分ける確率である５分の４と、テ
ィーカップ型振分装置２００がメリーゴーランド型入賞装置３００へ遊技球を振り分ける
確率である４分の１とを乗積した５分の１となっている。すなわち、遊技球が観覧車型振
分装置１００から側部球通路１２０を介してメリーゴーランド型入賞装置３００へ直接振
り分けられる確率である５分の１と等しく設定されている。
【００６８】
　前記仕切り板２０９は、円形平板の外周縁に円弧窪み２５５を等間隔に四箇所設けるこ
とにより、略十字形状に形成される。この仕切り板２０９は、軸柱２３１の先端部に取着
され、各円弧窪み２５５が球保持器２０２の側面に相対位置するようになっている。これ
により、仕切り板２０９の円弧窪み２５５は、ハズレ球保持器２０２ｂの球受部２５３の
球出入口２５３ａが回転台２０１の内側を向いたときに、該球出入口２５３ａを塞ぐよう
になっている。また、仕切り板２０９の中央には軸固定孔２５６が開設されている。
【００６９】
　前記前蓋２０７は、円形曲面状の天面２５７の外周縁に、後方へ突出する円弧状の側壁
２５８が等間隔に四個設けられている。また、隣接する側壁２５８，２５８間は開口２５
９となっている。そして、前蓋２０７は天面２５７の中央に開設した軸固定孔２６０に回
転中心軸２０５の回転軸芯２２２を挿入することにより、球保持器２０２の上部を覆うよ
うに設けられる。また、各開口２５９からは、球保持器２０２の側面の一部が若干迫り出
すようになっている。さらに、前蓋２０７の天面２５７の前面中央、すなわち、回転中心
軸２０５の回転軸芯２２２の先端には、ティーポットの形を模した装飾部材２１０が取着
される。この装飾部材２１０の注ぎ口部２１０ａは、アタリ球保持器２０２ａの方向を向
いている。
【００７０】
　次に、前記メリーゴーランド型入賞装置３００について、図１７から図１９に従って、
更に詳しく説明する。前記メリーゴーランド型入賞装置３００は、遊技領域２３に略水平
に固設される台座部材３０７の下面にモータ３０５が取着されると共に、該モータ３０５
により回動される回動中心軸３０８が台座部材３０７を貫通して上方へ突出され、この回
動中心軸３０８に、天井球受皿３０２を備える回転装飾体３０３と、回転円盤３０４とが
設けられて概ね構成される。また、回転装飾体３０３の内部には、台座部材３０７に固定
支持される中心筒３０９が、回転円盤３０４と天井球受皿３０２との間に位置するように
して配設される。
【００７１】
　前記台座部材３０７は、上部に球受台３１０を備える。この球受台３１０は、円形底部
３１１の前面側に前方へ突出するトレイ部３１２を設けると共に、これらの外周縁に側壁
３１３を立設して皿状に形成される。トレイ部３１２の前端縁は側壁３１３を取り除いて
開口され、また、その底面は円形底部３１１へ向かって若干下傾されている。これにより
、トレイ部３１２に乗った遊技球は円形底部３１１へ誘導されるようになっている。また
、球受台３１０の底部であって、メリーゴーランド型入賞装置３００を前面側から見て左
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側の位置には、図１９に示したように、遊技球の入球により大当たり状態を生起させる契
機となる特賞口３０１と、遊技球を遊技盤３の後側へ排出するためのハズレ口３１４とが
其々開設される。特賞口３０１は、球受台３１０の左側部の若干後方であって、ハズレ口
３１４よりも後側に設けられ、その大部分が回転円盤３０４の外周縁よりも内側に位置し
ている。すなわち、特賞口３０１の開口部は、回転円盤３０４の下面により覆われるよう
になっている。そして、特賞口３０１は、台座部材３０７の内部に形成された特賞球通路
（図示せず）に連通している。一方、ハズレ口３１４は、球受台３１０の左側部を若干外
方へ膨出させた部位に設けられ、これにより、回転円盤３０４の外周縁よりも外側に位置
している。そして、ハズレ口３１４は、台座部材３０７の内部に形成されたハズレ球通路
３１５に連通している。
【００７２】
　前記回転装飾体３０３は、略円形皿状の天井球受皿３０２の下面に下方へ向けて円筒状
の筒壁３１６を垂設すると共に、該筒壁３１６の外周面に沿って複数の木馬形の人形３１
７，３１７，…，３１７を等間隔に配設して概ね構成される。これらの人形３１７は、天
井球受皿３０２の下面から垂下状に設けた吊下棒３１８，３１８，…，３１８の下端に取
着されている。そして、回転装飾体３０３は、天井球受皿３０２の中心に回動中心軸３０
８を挿通することにより回転円盤３０４の上方に支持され、モータ３０５の作動により時
計回りに回動するようになっている。
【００７３】
　前記天井球受皿３０２は、その上面に、下向きの凹曲面状に窪んだ球受面３１９が形成
され、その中心からは、回動中心軸３０８の先端部が所定長さで突出している。また、球
受面３１９には、三個の球入孔３２０，３２０，３２０が回動中心軸３０８の周囲に沿っ
て等間隔に開設される。そして、隣接する球入孔３２０，３２０の間には、三角形状の仕
切板３２１が球受面３１９の上面と回動中心軸３０８の外面とに接するように設けられて
いる。一方、球受面３１９の外周縁には、外側斜め上方向に向かって伸びる所定高さの外
周壁３２２と、下方へ垂下状に伸びる装飾壁３２３とが其々設けられる。そして、この天
井球受皿３０２の球受面３１９の上方には、観覧車型振分装置１００の側部球通路１２０
の終端口１２０ｂと、ティーカップ型振分装置２００の連絡通路２１６の終端開口とが臨
んでいる。すなわち、天井球受皿３０２の球受面３１９は、観覧車型振分装置１００およ
びティーカップ型振分装置２００からメリーゴーランド型入賞装置３００へ振り分けられ
た遊技球を受け止めると共に、該遊技球を球入孔３２０を介して中心筒３０９の内部に流
入させるようになっている。
【００７４】
　前記中心筒３０９は、中空円筒形の部材であって、その外側面の下部には、対向位置し
て外方へ伸びる支持腕部３２４，３２４が突設される。そして、これら支持腕部３２４，
３２４を球受台３１０の側壁３１３の上端縁に載置して固定することにより、該中心筒３
０９は、天井球受皿３０２の球入孔３２０，３２０，３２０の下方であって、回転円盤３
０４の上方に位置するように固設される。中心筒３０９の内部には、その内側面から内方
へ突出するようにして螺旋斜路３２５が形成され、また、中心筒３０９の外側面の前面側
には球排出口３２６が開設される。これにより、天井球受皿３０２の球入孔３２０を介し
て中心筒３０９の内部へ流入した遊技球は、螺旋斜路３２５の誘導により該中心筒３０９
内を回転しつつ流下し、球排出口３２６から回転円盤３０４の上面３２７へ排出されるよ
うになっている。
【００７５】
　前記回転円盤３０４は、その中心孔３２８に回動中心軸３０８を挿通することにより、
球受台３１０の円形底部３１１上に回転自在に支持される。そして、モータ３０５の回転
駆動により、時計回りに回動されるようになっている。回転円盤３０４の上面３２７は、
上方へ若干膨らんだ凸曲面状に形成される。これにより、該上面３２７に乗った遊技球は
回転円盤３０４の外周縁へ向かって転動し、側壁３１３に衝突するなどしてから、球受台
３１０のトレイ部３１２に落下するようになっている。回転円盤３０４の外周縁には、そ
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の側面を略半球状に窪ませて形成した球嵌入溝３０６が等間隔に三個設けられる。また、
各球嵌入溝３０６の開口部の両端には、側面に対し略垂直に外方へ突出する障壁リブ３２
９，３２９が形成される。この球嵌入溝３０６は、遊技球が一球保持される寸法であり、
回転円盤３０４の回動により球受台３１０の左側部の若干後方に位置すると、特賞口３０
１と連通するようになっている。すなわち、球嵌入溝３０６に保持された遊技球は、特賞
口３０１へ誘導されるようになっている。一方、球嵌入溝３０６に保持されなかった遊技
球は、回転円盤３０４の側面に当接すると共に、該回転円盤３０４の回動により障壁リブ
３２９に押されるようにして球受台３１０の左側方向へ誘導され、ハズレ口３１４へ流入
するようになっている。
【００７６】
　本発明は、上述した構成からなり、観覧車型振分装置１００の回転車輪１０２と、ティ
ーカップ型振分装置２００の回転振分体２０８と、メリーゴーランド型入賞装置３００の
回転装飾体３０３とは、其々モータ１０４，モータ２０３，モータ３０５の駆動により、
遊技中に其々一定速度で時計回りに回動される。そして、遊技者が打球力調整ハンドル１
１を手で回動させると、球受皿１０から打球発射装置へ遊技球が一球ずつ誘導されると共
に、打球力調整ハンドル１１の回転量に応じた強度で打球発射装置が遊技球を発射する。
発射された遊技球は、外レール２１に衝突して反射されつつ球案内通路２４内を上昇し、
その終端から遊技領域２３へ放出される。
【００７７】
　この遊技球が通過チャッカー２６を通過すると、開閉球入口２５の開閉翼片２５ａ，２
５ａが開放作動し、該開閉球入口２５は遊技球を受け入れるようになる。開閉球入口２５
へ入球した遊技球は、連絡球路１０７を転動して球転動棚１０６へ誘導され、観覧車型振
分装置１００の前面に到達する。そして、遊技球は、下向きに窪んだ曲面状の球転動棚１
０６のその中央部付近において、左右に何度か往復運動をしながら転動速度を弱め、最終
的に該球転動棚１０６の中央部から後方へ落下する。このとき、遊技球が球受棚１６３に
受け止められると、該遊技球は観覧車型振分装置１００へ流入する。そして、遊技球が球
受棚１６３に形成された普通誘導部１６３ａまたは近道誘導部１６３ｂのいずれに落下す
るかにより、該遊技球の振り分け先が決定される。
【００７８】
　図２０から図２６は、観覧車型振分装置１００における遊技球の振り分けの態様を簡略
化して示す作用図である。各図における（イ）は、観覧車型振分装置１００の正面図また
は正面視断面図を示し、また、各図における（ロ）は、各図の（イ）に示したＡからＧに
おける断面図を示している。
【００７９】
　球受棚１６３の普通誘導部１６３ａが球転動棚１０６の中央部の下方に位置していると
きに、遊技球が該球転動棚１０６から落下すると、遊技球は、図２０のＱに示したように
、普通誘導部１６３ａに受け止められる。さらに、回転車輪１０２が時計回りに回動する
ことに伴って、遊技球Ｑは、該回転車輪１０２の回転の後方側へ向けて普通誘導部１６３
ａの上面を転動する。そして、図２１に示したように、遊技球Ｑが普通誘導部１６３ａの
終端側に位置する普通球入口１５７ａの前面に到達すると、該遊技球Ｑは普通球入口１５
７ａへ入球する。すなわち、遊技球Ｑは普通球入口１５７ａを介して前円形板１３７の後
側へ転動し、該前円形板１３７の後側に設けられた球案内リブ１６０の上部面１６０ａに
載る。そして、さらに回転車輪１０２が回動していくと、遊技球Ｑは、球案内リブ１６０
の上部面１６０ａを転動し、図２２に示したように、該球案内リブ１６０，１６０の間に
形成された球落下口１６１から下方へ落下する。このとき、球落下口１６１の下方には、
普通ゴンドラ１０３ａが位置している。従って、遊技球Ｑは、その上部に形成された入球
孔１６５ｂから該普通ゴンドラ１０３ａへ入球する。
【００８０】
　普通ゴンドラ１０３ａへ入球した遊技球Ｑは、球収容室１６６内の誘導レール１６７に
より排出孔１６８側へ転動するが、回転盤１３６の前面が排出孔１６８を塞いでいるので
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、図２２の（ロ）に示したように、球収容室１６６に保持される。そして、回転車輪１０
２の回動に伴って、普通ゴンドラ１０３ａは遊技球Ｑを保持しつつ時計回りに回転移動し
ていき、図２３に示したように、回転車輪１０２の最上部の若干右側へ到達すると、回転
盤１３６に開設された径側通球孔１４６ａと普通ゴンドラ１０３ａの後面の排出孔１６８
とが重なって連通する。これにより、遊技球Ｑは、連通した排出孔１６８と径側通球孔１
４６ａを介して普通ゴンドラ１０３ａから排出され、回転盤１３６の後面側へ転動すると
共に上部球通路１１８の始端口１１８ａから該上部球通路１１８へ流入する。そして、遊
技球Ｑは、上部球通路１１８内を流下し、その終端口１１８ｂからティーカップ型振分装
置２００へ誘導される。すなわち、観覧車型振分装置１００において、遊技球が球転動棚
１０６から球受棚１６３の普通誘導部１６３ａへ落下すると、該遊技球はティーカップ型
振分装置２００へ振り分けられる。
【００８１】
　一方、球受棚１６３の近道誘導部１６３ｂが球転動棚１０６の中央部の下方に位置して
いるときに、遊技球Ｑが該球転動棚１０６から落下すると、遊技球Ｑは、図２４に示した
ように、近道誘導部１６３ｂに受け止められると共に、近道球入口１５７ｂへ入球する。
そして、近道球入口１５７ｂを介して前円形板１３７の後側へ転動した遊技球Ｑは、該前
円形板１３７の後側に設けられた球案内リブ１６０の上部面１６０ａに載る。さらに、回
転車輪１０２が回動していくと、遊技球Ｑは、球案内リブ１６０の上部面１６０ａを転動
し、図２５に示したように、該球案内リブ１６０，１６０の間に形成された球落下口１６
１から下方へ落下する。このとき、球落下口１６１の下方には、近道ゴンドラ１０３ｂが
位置している。従って、遊技球Ｑは、その上部に形成された入球孔１６５ｂから該近道ゴ
ンドラ１０３ｂへ入球する。
【００８２】
　近道ゴンドラ１０３ｂへ入球した遊技球Ｑは、上記普通ゴンドラ１０３ａの場合と同様
に、球収容室１６６内の誘導レール１６７により排出孔１６８側へ転動するが、回転盤１
３６の前面が排出孔１６８を塞いでいるので、図２５の（ロ）に示したように、遊技球Ｑ
は球収容室１６６に保持される。そして、回転車輪１０２の回動に伴って、近道ゴンドラ
１０３ｂは遊技球Ｑを保持しつつ時計回りに回転移動していき、図２６に示したように、
回転車輪１０２の右側部へ到達すると、回転盤１３６に開設された周側通球孔１４６ｂと
近道ゴンドラ１０３ｂの後面の排出孔１６８とが重なって連通する。これにより、遊技球
Ｑは、連通した排出孔１６８と周側通球孔１４６ｂを介して近道ゴンドラ１０３ｂから排
出され、回転盤１３６の後面側へ転動すると共に、側部球通路１２０の始端口１２０ａか
ら該側部球通路１２０へ流入する。そして、遊技球Ｑは、側部球通路１２０内を流下して
下端部の終端口１２０ｂから排出され、メリーゴーランド型入賞装置３００の天井球受皿
３０２へ誘導される。すなわち、観覧車型振分装置１００において、遊技球が球転動棚１
０６から球受棚１６３の近道誘導部１６３ｂへ落下すると、遊技球はメリーゴーランド型
入賞装置３００へ振り分けられる。
【００８３】
　なお、球受棚リング１３８の落球口１６４が球転動棚１０６の中央部の下方に位置して
いるときに、遊技球が該球転動棚１０６から落下すると、遊技球は、遊技室２７の天井面
３５へ落下すると共に球排出口３６へ流入し、遊技領域２３の外部へ排出される。
【００８４】
　観覧車型振分装置１００からティーカップ型振分装置２００へ振り分けられる遊技球は
、上部球通路１１８を流下してその終端口１１８ｂへ到達する。そして、台座枠２０４上
部側の入球斜面２１５にて回転振分体２０８の側壁２５８に当接し、該入球斜面２１５で
球保持器２０２への入球を待機する。さらに、回転振分体２０８が時計回りに回動するこ
とで球保持器２０２が回転移動し、球保持器２０２の球受カップ２４３が入球斜面２１５
の下方に位置すると、該球受カップ２４３の球出入口２４７ａ（または球出入口２５３ａ
）と入球斜面２１５とが連通する。これにより、遊技球は球受カップ２４３へ入球し、球
保持器２０２に保持される。このとき、遊技球がアタリ球保持器２０２ａまたはハズレ球
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保持器２０２ｂのどちらに入球するかにより、その振り分け先が決定される。
【００８５】
　まず、アタリ球保持器２０２ａへ遊技球が入球した場合について説明する。上述したよ
うに、アタリ球保持器２０２ａは、球受カップ２４３ａの球出入口２４７ａが回転台２０
１の外側を向くようにして、該回転台２０１の上面に固設されている。従って、アタリ球
保持器２０２ａが回転移動し、台座枠２０４の右斜め下寄り位置に到達すると、球受カッ
プ２４３ａの球出入口２４７ａと連絡通路２１６の始端部である出球口２１６ａとが連通
する。これにより、遊技球は、球出入口２４７ａから排出されて連絡通路２１６に流入し
、該連絡通路２１６を流下してメリーゴーランド型入賞装置３００へ誘導される。すなわ
ち、ティーカップ型振分装置２００において、遊技球がアタリ球保持器２０２ａへ入球す
ると、該遊技球はメリーゴーランド型入賞装置３００へ振り分けられる。
【００８６】
　一方、ハズレ球保持器２０２ｂは、回転台２０１の回動に伴って時計回りに円形状に回
転移動すると共に、該ハズレ球保持器２０２ｂ自体も反時計回りに自転する。そして、そ
の回転の比率は、回転台２０１が一回転する間にハズレ球保持器２０２ｂが三回転するよ
うになっている。従って、ハズレ球保持器２０２ｂが台座枠２０４の右斜め下寄りに位置
したときには、球受カップ２４３ｂの球出入口２５３ａが回転台２０１の内側を向いてお
り、遊技球は連絡通路２１６に流入することなくハズレ球保持器２０２ｂに保持される。
そして、ハズレ球保持器２０２ｂが台座枠２０４の下部位置に到達すると、球受カップ２
４３ｂの球出入口２５３ａが回転台２０１の外側を向き、該球出入口２５３ａとハズレ球
通路２１７の始端部である出球口２１７ａとが連通する。これにより、遊技球は、球出入
口２５３ａを介してハズレ球通路２１７に流入し、遊技領域２３の外部へ排出される。す
なわち、ティーカップ型振分装置２００において、遊技球がハズレ球保持器２０２ｂへ入
球すると、該遊技球は遊技領域２３の外部へ排出される。
【００８７】
　メリーゴーランド型入賞装置３００には、観覧車型振分装置１００およびティーカップ
型振分装置２００から振り分けられた遊技球が其々流入する。すなわち、側部球通路１２
０の終端口１２０ｂから排出された遊技球、および、連絡通路２１６の終端開口から排出
された遊技球は、メリーゴーランド型入賞装置３００の天井球受皿３０２の球受面３１９
に受け止められる。そして、遊技球は球受面３１９の中心部付近に開設された球入孔３２
０へ入球して中心筒３０９へ流入すると共に、その内面に形成された螺旋斜路３２５を流
下して該中心筒３０９の前面下部に開設された球排出口３２６から排出される。さらに、
中心筒３０９から排出された遊技球は、回転円盤３０４の上向き凸曲面状の上面３２７に
載り、該回転円盤３０４の前面側外周縁へ向かって転動して球受台３１０のトレイ部３１
２に落下する。
【００８８】
　球受台３１０のトレイ部３１２は、その底面が円形底部３１１側へ下傾していることか
ら、該トレイ部３１２に載った遊技球は回転円盤３０４へ向かって転動する。そして、回
転円盤３０４の外周面に形成された球嵌入溝３０６に遊技球が嵌った場合、該遊技球は、
この球嵌入溝３０６に保持されたまま回転円盤３０４の回動に従って移動する。球嵌入溝
３０６は、球受台３１０の左側部の若干後方へ到達すると特賞口３０１と連通するように
なっているため、該球嵌入溝３０６に保持されている遊技球は、最終的に特賞口３０１へ
入球する。そして、この特賞口３０１への遊技球の入球が、遊技者にとって有利な遊技状
態である大当たり状態への移行の契機となる。一方、遊技球が球嵌入溝３０６に入球しな
かった場合、該遊技球は、回転円盤３０４の外側面に当接しつつ球受台３１０の円形底部
３１１の外周部に載る。そして、回転円盤３０４の回動に伴って、その外側面に突出され
た障壁リブ３２９に押されることにより球受台３１０の左側方向へ誘導され、ハズレ口３
１４へ流入する。
【００８９】
　第一実施形態に係る遊技機においては、観覧車型振分装置１００の球受棚１６３に載っ



(23) JP 2011-30619 A 2011.2.17

10

20

30

40

50

た遊技球が近道球入口１５７ｂまたは普通球入口１５７ａのいずれに振り分けられるかの
振分割合が、該球受棚１６３の近道誘導部１６３ｂの円周方向長Ａと普通誘導部１６３ａ
の円周方向長Ｂとの割合で設定され、この割合が１対４となっている。従って、球転動棚
１０６から落下した遊技球が球受棚１６３に載った場合、該遊技球は、５分の１の確率で
メリーゴーランド型入賞装置３００へ振り分けられ、また、５分の４の確率でティーカッ
プ型振分装置２００へ振り分けられる。一方、ティーカップ型振分装置２００では、入球
斜面２１５から入球してきた遊技球が連絡通路２１６の出球口２１６ａまたはハズレ球通
路２１７の出球口２１７ａのいずれに振り分けられるかの振分割合が、アタリ球保持器２
０２ａの個数とハズレ球保持器２０２ｂの個数との比率により設定される。そして、ティ
ーカップ型振分装置２００には、アタリ球保持器２０２ａが一個設けられているのに対し
てハズレ球保持器２０２ｂが三個設けられている。従って、ティーカップ型振分装置２０
０に流入した遊技球は、４分の１の確率でメリーゴーランド型入賞装置３００へ振り分け
られる。
【００９０】
　これにより、遊技球が観覧車型振分装置１００からティーカップ型振分装置２００へ振
り分けられると共に（５分の４の確率）、さらに、ティーカップ型振分装置２００からメ
リーゴーランド型入賞装置３００へ振り分けられる場合（４分の１の確率）の総合的な確
率は、５分の４と４分の１とを乗積した５分の１となる。この確率は、遊技球が観覧車型
振分装置１００から側部球通路１２０を介してメリーゴーランド型入賞装置３００へ直接
振り分けられる確率である５分の１と等しくなっている。
【００９１】
　従って、本発明において、有利な遊技状態である大当たり状態が生起される契機となる
特賞口３０１への遊技球の入球確率は、該特賞口３０１が設けられたメリーゴーランド型
入賞装置３００へ遊技球が到達するまでの振り分け経路に依存せず一定となっている。従
って、遊技者が遊技球の発射タイミングを調節し、遊技球を任意の経路に振り分けようと
するなどの攻略的な遊技を行なっても、大当たり状態が生起される機会の発生確率が変化
することはなくなり、これにより、遊技場の経営者に不利益が生じることを防止できる。
【００９２】
　また、本発明では、上述したように、観覧車型振分装置１００とティーカップ型振分装
置２００とにより、特賞口３０１を備えるメリーゴーランド型入賞装置３００への遊技球
の流下経路が二種類設けられている。これにより、遊技者は、振り分けられる遊技球の動
きを視覚的に楽しむことができ、該遊技球が特賞口３０１へ誘導されるか否に期待を膨ら
ませて満足感の高い遊技をすることができる。
【００９３】
　次に、本発明の第二実施形態について説明する。第二実施形態は、上述した第一実施形
態と共通する構成を多く有している。従って、同一の構成については同一の符号を付すこ
とにより詳しい説明を省略し、相違する構成について説明する。図２７は、第二実施形態
に係るパチンコ遊技機の正面図、図２８は、第二実施形態における観覧車型振分装置の回
転車輪を示す一部断面の背面斜視図である。
【００９４】
　第二実施形態に係るパチンコ遊技機では、図２７に示したように、遊技盤３の前面に観
覧車型振分装置１００の近道ゴンドラ１０３ｂに接触して該近道ゴンドラ１０３ｂを揺動
させる衝突片３７が固設されている。また、図２８に示したように、近道ゴンドラ１０３
ｂの下部には圧受部１８３が形成され、該圧受部１８３は、前記衝突片３７から該近道ゴ
ンドラ１０３ｂを回転させる向きの押圧力を受けるようになっている。
【００９５】
　前記衝突片３７は、観覧車型振分装置１００の下方であって、前記遊技室２７の天井面
３５の上方における該天井面３５中央の球排出口３６の側方に、前面側へ突出するように
設けられる。この位置は、近道ゴンドラ１０３ｂが回転移動により回転車輪１０２の最下
部に到達するよりも若干手前であって、該衝突片３７が該近道ゴンドラ１０３ｂ下部の圧
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受部１８３に接触し得る位置となっている。また、前記圧受部１８３は、近道ゴンドラ１
０３ｂ下部における回転車輪１０２の回転方向と反対側の縁部に突設され、該近道ゴンド
ラ１０３ｂの回転移動方向へ向かい若干延びるように円弧状に湾曲して形成されている。
【００９６】
　近道ゴンドラ１０３ｂの下部に形成された圧受部１８３は、近道ゴンドラ１０３ｂが回
転車輪１０２の回動に伴う回転移動により衝突片３７の取着位置に差し掛かったときに衝
突片３７と接触する。そうすると、近道ゴンドラ１０３ｂの下部には、近道ゴンドラ１０
３ｂを軸周りに回転させる向きの押圧力が作用し、該近道ゴンドラ１０３ｂは若干傾動す
る。そして、衝突片３７が圧受部１８３から離れると、近道ゴンドラ１０３ｂは重力の作
用で復帰方向へ逆傾動し、振子のようにしばらく揺動する。この揺動は、近道ゴンドラ１
０３ｂがその回転移動の最下部を通過する際も継続している。従って、近道ゴンドラ１０
３ｂ上部の入球孔１６５ｂは、前円形板１３７後面の球案内リブ１６０，１６０間に形成
された球落下口１６１の下方で左右に往復するように位置変化する。これにより、球落下
口１６１から落下する遊技球は、近道ゴンドラ１０３ｂの揺動のタイミングによって、該
近道ゴンドラ１０３ｂの入球孔１６５ｂの周囲に立設された天壁部１６５ａが略鉛直状に
なって、該入球孔１６５ｂが球落下口１６１の略真下に位置するときにだけ近道ゴンドラ
１０３ｂに入球するようになる。
【００９７】
　このような衝突片３７が設けられた第二実施形態では、球落下口１６１から落下する遊
技球は、近道ゴンドラ１０３ｂの揺動の大きさによって決まる所定の割合で該近道ゴンド
ラ１０３ｂへ入球するようになる。そして、近道ゴンドラ１０３ｂの揺動の大きさは、衝
突片３７の設置位置や形状、および、圧受部１８３の設置位置や形状、さらには、該衝突
片３７と圧受部１８３とが接触するタイミング等により調整される。これにより、球落下
口１６１から落下した遊技球が近道ゴンドラ１０３ｂへ入球する割合を任意に設定できる
。従って、遊技球が観覧車型振分装置１００からティーカップ型振分装置２００またはメ
リーゴーランド型入賞装置３００のいずれに振り分けられるかの振分割合は、球受棚１６
３の近道誘導部１６３ｂの円周方向長Ａと普通誘導部１６３ａの円周方向長Ｂとの割合、
および、衝突片３７が圧受部１８３を押圧することによる近道ゴンドラ１０３ｂの揺動の
大小調節の組み合わせで設定される。そして、本発明の第二実施形態において遊技球が近
道ゴンドラ１０３ｂまたは普通ゴンドラ１０３ａへ入球する割合は、調節により１対４に
設定されている。これにより、遊技球が観覧車型振分装置１００からメリーゴーランド型
入賞装置３００へ直接振り分けられる経路の振り分け確率は５分の１となり、一方、遊技
球が観覧車型振分装置１００からティーカップ型振分装置２００を経由してメリーゴーラ
ンド型入賞装置３００へ振り分けられる経路の振り分け確率は、観覧車型振分装置１００
からティーカップ型振分装置２００へ５分の４の確率で振り分けられ、さらに、ティーカ
ップ型振分装置２００からメリーゴーランド型入賞装置３００へ４分の１の確率で振り分
けられることから、５分の４と４分の１とを乗積した５分の１となる。
【００９８】
　このように、本発明の第二実施形態では、観覧車型振分装置１００へ入球した遊技球が
メリーゴーランド型入賞装置３００へ到達するまでの振り分け確率が、その振り分け経路
に依らず等しくなっている。従って、遊技者が遊技球の発射タイミングを調節し、遊技球
を任意の経路に振り分けようとするなどの攻略的な遊技を行なっても、メリーゴーランド
型入賞装置３００に設けた特賞口３０１へ遊技球が入球する確率は変化することがない。
これにより、攻略行為によって遊技場の経営者に不利益が生じることを防止できる。また
、本発明の第二実施形態では、メリーゴーランド型入賞装置３００へ遊技球を振り分ける
近道ゴンドラ１０３ｂが、衝突片３７の押圧により揺動されるようになっている。これに
より、遊技者は、振子のように揺動する近道ゴンドラ１０３ｂへ遊技球がタイミング良く
入球することを期待するようになり、遊技球の動きを楽しむといったパチンコ遊技機本来
の面白味をより向上させることができる。
【００９９】
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　なお、上述した第二実施形態においては、遊技球が観覧車型振分装置１００からティー
カップ型振分装置２００またはメリーゴーランド型入賞装置３００のいずれに振り分けら
れるかの振分割合が、球受棚１６３の近道誘導部１６３ｂの円周方向長Ａと普通誘導部１
６３ａの円周方向長Ｂとの割合、および、衝突片３７が近道ゴンドラ１０３ｂの圧受部１
８３を押圧することによる該近道ゴンドラ１０３ｂの揺動の大小調節との組み合わせによ
り設定されるようにしたが、これに限らない。球受棚１６３の近道誘導部１６３ｂの円周
方向長Ａと普通誘導部１６３ａの円周方向長Ｂとの割合を１対１に設定した場合には、観
覧車型振分装置１００の振分割合は、衝突片３７が近道ゴンドラ１０３ｂの圧受部１８３
を押圧することによる該近道ゴンドラ１０３ｂの揺動の大小調節のみにより設定すること
ができる。また、衝突片３７は、必ずしも近道ゴンドラ１０３ｂだけに接触するように設
けなくてもよく、普通ゴンドラ１０３ａに接触するように設けたり、または、近道ゴンド
ラ１０３ｂと普通ゴンドラ１０３ａとの両方に接触するように設けることができ、これら
各ゴンドラの揺動の大小調節により、観覧車型振分装置１００の振分割合を任意に設定す
ることができる。さらに、衝突片３７は、必ずしも遊技盤３に設ける必要はなく、ゴンド
ラ１０３に接触して該ゴンドラ１０３を揺動させ得る位置であれば、例えば、観覧車型振
分装置１００本体に設けても構わない。
【０１００】
　また、上述した第一および第二実施形態においては、観覧車型振分装置１００を第１振
分装置として設けると共に、ティーカップ型振分装置２００を第２振分装置として設けた
構成を示したが、これに限らない。例えば、ティーカップ型振分装置２００を第１振分装
置として設けると共に観覧車型振分装置１００を第２振分装置として設け、遊技球がティ
ーカップ型振分装置２００からメリーゴーランド型入賞装置３００へ直接振り分けられる
確率と、遊技球がティーカップ型振分装置２００から観覧車型振分装置１００を介してメ
リーゴーランド型入賞装置３００へ振り分けられる確率とを等しくする構成でも良い。さ
らには、第１および第２振分装置の両方を観覧車型振分装置１００で構成したり、または
、第１および第２振分装置の両方をティーカップ型振分装置２００で構成しても、遊技球
が第１振分装置から入賞装置へ振り分けられる確率と、遊技球が第１振分装置から第２振
分装置を介して入賞装置へ振り分けられる確率とが等しく設定されていれば本発明の目的
を達成できる。
【符号の説明】
【０１０１】
　Ｐ　　　　　　　パチンコ遊技機
　３　　　　　　　遊技盤
　２３　　　　　　遊技領域
　３７　　　　　　衝突片
　１００　　　　　観覧車型振分装置（第１振分装置）
　１０１　　　　　支持台座
　１０２　　　　　回転車輪
　１０３　　　　　ゴンドラ（球保持体）
　１０３ａ　　　　普通ゴンドラ
　１０３ｂ　　　　近道ゴンドラ
　１０６　　　　　球転動棚
　１０９　　　　　台座皿
　１１１　　　　　筒形車軸
　１１８　　　　　上部球通路（流出路）
　１２０　　　　　側部球通路（流出路）
　１３６　　　　　回転盤
　１３７　　　　　前円形板（回転円板）
　１３８　　　　　球受棚リング
　１３９　　　　　後円形板
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　１４０　　　　　後円環皿
　１４６　　　　　通球孔
　１４６ａ　　　　径側通球孔
　１４６ｂ　　　　周側通球孔
　１５７　　　　　球入口（振分口）
　１５７ａ　　　　普通球入口
　１５７ｂ　　　　近道球入口
　１６１　　　　　球落下口
　１６３　　　　　球受棚
　１６３ａ　　　　普通誘導部
　１６３ｂ　　　　近道誘導部
　１６５ａ　　　　天壁部
　１６５ｂ　　　　入球孔（流入口）
　１６８　　　　　排出孔
　１６９　　　　　窓孔
　１８３　　　　　圧受部
　２００　　　　　ティーカップ型振分装置（第２振分装置）
　２０１　　　　　回転台
　２０２　　　　　球保持器
　２０２ａ　　　　アタリ球保持器
　２０２ｂ　　　　ハズレ球保持器
　２０４　　　　　台座枠
　２０５　　　　　回転中心軸
　２０８　　　　　回転振分体
　２１５　　　　　入球斜面（入球口）
　２１６　　　　　連絡通路（流出路）
　２１６ａ　　　　出球口
　２１７　　　　　ハズレ球通路（流出路）
　２１７ａ　　　　出球口
　２４７ａ　　　　球出入口（開口部）
　２５３ａ　　　　球出入口（開口部）
　３００　　　　　メリーゴーランド型入賞装置（入賞装置）
　３０１　　　　　特賞口
　３０２　　　　　天井球受皿
　３０３　　　　　回転装飾体
　３０４　　　　　回転円盤
　３０６　　　　　球嵌入溝
　３０７　　　　　台座部材
　３１０　　　　　球受台
　３１４　　　　　ハズレ口
　３２９　　　　　障壁リブ
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