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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を前側に有する前透明板と、
　該前透明板の背後に配置された後透明板と、
　前記前透明板の前記遊技領域内に配置された入賞手段と、
　前記入賞手段に入賞した遊技球を前記前透明板の背後で排出する球排出通路とを備えた
遊技機において、
　前記前透明板と前記後透明板との間に、後側が開放する横断面視凹状の前記球排出通路
を配置し、
　前記球排出通路の開放端側を閉塞する部材を設け、
　前記球排出通路の前側の前記開放端側の端面と重なる箇所に曲面部を備えた
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技球が流下する遊技領域を前側に有する前透明板と、
　該前透明板の背後に配置された後透明板と、
　前記前透明板の前記遊技領域内に配置された入賞手段と、
　前記入賞手段に入賞した遊技球を前記前透明板の背後で排出する球排出通路とを備えた
遊技機において、
　前記前透明板と前記後透明板との間に、後側が開放する横断面視凹状の球通路凹部を有
する前記球排出通路を配置し、
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　前記球排出通路の端面を前記後透明板の前側に当接して、該後透明板により前記球通路
凹部の開放端側を閉塞した
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　遊技球が流下する遊技領域を前側に有する前透明板と、
　該前透明板の背後に配置された後透明板と、
　前記前透明板の前記遊技領域内に配置された入賞手段と、
　前記入賞手段に入賞した遊技球を前記前透明板の背後で排出する球排出通路とを備えた
遊技機において、
　前記前透明板と前記後透明板との間に、後側が開放する横断面視凹状の前記球排出通路
を配置し、
　前記球排出通路の開放端側を閉塞する部材を設け、
　前記球排出通路は、
　前記入賞手段からの遊技球が入球可能な入球口と、
　前面視で前記入賞手段に重なる位置に配置され且つ前記後透明板の前側に取り付けるた
めの取り付け部とを備えた
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項４】
　遊技球が流下する遊技領域を前側に有する前透明板と、
　該前透明板の背後に配置された後透明板と、
　前記前透明板の前記遊技領域内に配置された入賞手段と、
　前記入賞手段に入賞した遊技球を前記前透明板の背後で排出する球排出通路とを備えた
遊技機において、
　前記前透明板と前記後透明板との間に、後側が開放する横断面視凹状の前記球排出通路
を配置し、
　前記球排出通路の開放端側を閉塞する部材を設け、
　前記入賞手段に入賞した遊技球を検出する球検出手段を備え、
　該球検出手段は前面視で前記入賞手段に重なる位置に配置した
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機では、遊技領域に複数の遊技釘と入賞口とが配設された前透明板
の裏側に、薄い平板状の後透明板を配置し、この後透明板の裏面に入賞球の排出通路を装
着し、前透明板の入賞口に入賞して当該前透明板の裏側に案内された入賞球が、後透明板
の排出通路によって排出案内されるものがある。また、後透明板は、周方向に複数個に分
割されると共に、当該後透明板の背面に放射状に形成された乱反射部を周方向に複数個配
設され、内外周の両側に配置された発光体からの光が当該内側周の両側から入射されて前
側に反射するようにしている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２４０００２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述した遊技機では、後透明板の裏面に排出通路を装着しており、排出通路の端面（排
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出通路の後遊技板への当接面）が前側となるため、前側から見たときに排出通路の端面が
見えてしまい、排出通路の見栄えが悪いという問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、排出通路の見栄えがよい遊技機を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の発明は、遊技球が流下する遊技領域を前側に有する前透明板と、該前透明板の背
後に配置された後透明板と、前記前透明板の前記遊技領域内に配置された入賞手段と、前
記入賞手段に入賞した遊技球を前記前透明板の背後で排出する球排出通路とを備えた遊技
機において、前記前透明板と前記後透明板との間に、後側が開放する横断面視凹状の前記
球排出通路を配置し、前記球排出通路の開放端側を閉塞する部材を設け、前記球排出通路
の前側の前記開放端側の端面と重なる箇所に曲面部を備えたものである。
【０００７】
　第２の発明は、遊技球が流下する遊技領域を前側に有する前透明板と、該前透明板の背
後に配置された後透明板と、前記前透明板の前記遊技領域内に配置された入賞手段と、前
記入賞手段に入賞した遊技球を前記前透明板の背後で排出する球排出通路とを備えた遊技
機において、前記前透明板と前記後透明板との間に、後側が開放する横断面視凹状の球通
路凹部を有する前記球排出通路を配置し、前記球排出通路の端面を前記後透明板の前側に
当接して、該後透明板により前記球通路凹部の開放端側を閉塞したものである。
【０００８】
　第３の発明は、遊技球が流下する遊技領域を前側に有する前透明板と、該前透明板の背
後に配置された後透明板と、前記前透明板の前記遊技領域内に配置された入賞手段と、前
記入賞手段に入賞した遊技球を前記前透明板の背後で排出する球排出通路とを備えた遊技
機において、前記前透明板と前記後透明板との間に、後側が開放する横断面視凹状の前記
球排出通路を配置し、前記球排出通路の開放端側を閉塞する部材を設け、前記球排出通路
は、前記入賞手段からの遊技球が入球可能な入球口と、前面視で前記入賞手段に重なる位
置に配置され且つ前記後透明板の前側に取り付けるための取り付け部とを備えたものであ
る。
【０００９】
　第４の発明は、遊技球が流下する遊技領域を前側に有する前透明板と、該前透明板の背
後に配置された後透明板と、前記前透明板の前記遊技領域内に配置された入賞手段と、前
記入賞手段に入賞した遊技球を前記前透明板の背後で排出する球排出通路とを備えた遊技
機において、前記前透明板と前記後透明板との間に、後側が開放する横断面視凹状の前記
球排出通路を配置し、前記球排出通路の開放端側を閉塞する部材を設け、前記入賞手段に
入賞した遊技球を検出する球検出手段を備え、該球検出手段は前面視で前記入賞手段に重
なる位置に配置したものである。
【００１０】
削除
【００１１】
削除
【００１２】
削除
【００１３】
削除
【００１４】
削除
【００１５】
削除
【００１６】
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削除
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、排出通路の見栄えがよい遊技機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施形態を示すパチンコ機の斜視図である。
【図２】同パチンコ機の正面図である。
【図３】同じくパチンコ機の透明遊技盤のＡ－Ａ線断面図である。
【図４】同じく透明遊技盤のＢ１～Ｂ３箇所及び球排出通路を説明するための概略断面図
である。
【図５】同じく透明遊技機の普通入賞手段箇所を示す一部拡大断面図である。
【図６】第２の実施形態の透明遊技盤の普通入賞手段箇所を示す一部拡大縦断面図である
。
【図７】同じく透明遊技盤の普通入賞手段箇所を示す一部拡大横断面図である。
【図８】第３の実施形態の透明遊技盤の普通入賞手段箇所を示す一部拡大横断面図である
。
【図９】第４の実施形態の透明遊技盤のＢ１～Ｂ３箇所及び球排出通路を説明するための
概略断面図である。
【図１０】変形例の透明遊技盤の普通入賞手段箇所を示す横断面図である。
【図１１】変形例の透明遊技盤の普通入賞手段箇所を示す横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図５は本発明をパチンコ機
に採用した一実施形態を例示している。図１において、遊技機１は、矩形状の外枠２と、
この外枠２の前側に開閉自在に枢着された前枠３とを備えている。前枠３の前側には、ガ
ラス扉４と前面板５とが上下に配置され、このガラス扉４と前面板５とが前枠３に開閉自
在に枢支されている。
【００２０】
　前面板５には、その前側に、発射手段（図示省略）に供給するための遊技球を貯留する
貯留皿６、発射手段を作動させるための発射ハンドル７等が設けられている。
【００２１】
　ガラス扉４に設けられた窓孔８には例えば２枚のガラス板９（透明樹脂板等であっても
よい）が嵌め込まれ、その後側には図２に示す遊技盤１１が前枠３に対して例えば前側か
ら着脱自在に装着されている。
【００２２】
　この遊技盤１１は、図３に示すように、前面側に遊技領域１３が形成され且つ例えば透
明で略矩形板状の透明盤１９（前透明板、透明遊技盤）と、この透明盤１９の後側に位置
するとともに例えば透明で略矩形薄板状の薄板３０（後透明板）と、前面側から透明盤１
９が装着され且つ後面側から薄板３０が装着される略矩形状の後枠体２０（装着枠体）と
、後述する画像表示手段２２等が内側に配設されて後枠体２０の後面側を覆う前側が開口
した略箱状のカバー部材４０とを備えている。
【００２３】
　また、薄板３０は、その前側所定箇所に、普通入賞手段１８からの遊技球を透明盤１９
の背面側で排出案内する球排出通路５０が装着されている。この透明盤１９及び薄板３０
は、例えば透明樹脂により形成される透明樹脂製で全体が透明のものを採用している。
【００２４】
　また、後枠体２０は、前面視で略矩形状の枠体であって、図３に示すように、その周縁
部２０ａの内側に位置する開口部２０ｂが、透明盤１９よりも僅かに小さい大きさの開口
としている。
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【００２５】
　図３に示すように、透明盤１９は、その前面周縁部１９ｃの前面所定箇所（例えば上下
左右の合計４箇所）が、後枠体２０の外周縁部２０ｃの所定箇所（例えば上下左右の合計
４箇所）に形成された係止爪２０ｄ（係止手段）により係止されることで、当該透明盤１
９が後枠体２０の前側に係止固定されている。なお、係止爪２０ｄ（係止手段）以外の固
定手段（ネジなどの締結手段、嵌合ピンなどの嵌合手段、圧入ピンなどの圧入手段など）
を採用してもよい。
【００２６】
　また、薄板３０は、その周縁部３１の所定箇所（例えば左右二箇所）に形成された貫通
孔３４にネジ３４ａを挿入し、このネジ３４ａを後枠体２０の周縁部２０ａの所定箇所（
例えば左右二箇所）に形成されたネジ孔２０ｅに螺入することで、当該薄板３０が後枠体
２０の後側に締結固定されている。なお、ネジ３４ａなどの締結手段以外の固定手段（係
止爪などの係止手段、嵌合ピンなどの嵌合手段、圧入ピンなどの圧入手段など）を採用し
てもよい。
【００２７】
　また、薄板３０が取り付けられた状態の後枠体２０の後側には、画像表示手段２２等が
内側に配設されたカバー部材４０が例えばネジ４１により締結固定される。
【００２８】
　また、この薄板３０は、図３に示すように、前面視において、周縁に位置する周縁部３
１と、この周縁部３１よりも内側に位置する中央部３２と、中央部３２と周縁部３１とを
連結し且つ中央部３２が周縁部３１よりも透明盤１９から離間するように後方に屈曲した
屈曲部３３とを備えている。
【００２９】
　なお、カバー部材４０は、その箱内箇所（内側箇所）で前構造体２１の視認開口部２１
ｂに対応する位置に、液晶式その他の画像表示手段２２が着脱自在に装着されるとともに
、当該箱内箇所で透明盤１９の装着孔１９ａ以外の領域に対応する位置で且つ薄板３０の
背後側に、図示省略の装飾部材（電飾部材、可動役物、セルシートなどであってもよい）
などが配設されている。
【００３０】
　図２に戻って、遊技盤１１の前面側（つまり透明盤１９の前面側）には、発射手段から
発射された遊技球を案内するガイドレール１２が環状に装着されると共に、そのガイドレ
ール１２の内側の遊技領域１３に、センターケース１４、普通図柄始動手段１５、特別図
柄始動手段１６、大入賞手段１７、普通入賞手段１８（入賞手段）等の各種遊技部品が配
置されている。なお、ガラス扉４の閉状態では、図１に示すガラス板９は、遊技盤１１の
遊技領域１３に対して遊技球が流下可能な間隔（遊技球の直径よりも大きく遊技球２個分
よりも小さい間隔）を空けて位置している。
【００３１】
　センターケース１４は、図２に示すように、透明盤１９の略中央箇所で画像表示手段２
２の表示画面２２ａに対応する大きさで前後方向に開口した装着孔１９ａに対して前側か
ら着脱自在に装着される前構造体２１を備えている。透明盤１９の装着孔１９ａは、例え
０ばルータ加工により形成されている。前構造体２１は、図２に示すように、正面視で外
縁箇所に沿って複数（本実施形態では８個）配置形成された貫通孔２１ａに挿入したネジ
を、透明盤１９に螺入することで、前構造体２１を透明盤１９に固定している。
【００３２】
　前構造体２１は、図２に示すように、装着孔１９ａに沿って配置される環状の装飾枠２
４と、この装飾枠２４の下部側に沿って左右方向に配置され且つ入球口２５に入球してワ
ープ通路２５ａを通って案内された遊技球を自由に転動させて前側に落下させるステージ
２６とを備え、装飾枠２４上に、普通図柄表示手段２７、特別図柄表示手段２８、普通保
留個数表示手段２９等が設けられている。なお、普通図柄表示手段２７、特別図柄表示手
段２８又は普通保留個数表示手段２９の少なくとも一つを、装飾枠２４ではなく、画像表
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示手段２２において画像表示するようにしてもよいし、遊技領域１３外の所定箇所に設け
るようにしてもよい。
【００３３】
　なお、画像表示手段２２は、図２に示すように、演出図柄表示手段３５と特別保留個数
表示手段３６とを備えている。この特別保留個数表示手段３６を装飾枠２４に設けるよう
にしてもよいし、遊技領域１３外の所定箇所に設けるようにしてもよい。
【００３４】
　ところで、図２に示すように、普通図柄表示手段２７は、普通図柄を変動表示するため
のもので、例えば「○」「×」の２種類の普通図柄に対応する２個の発光体（例えばＬＥ
Ｄ）により構成されており、通過ゲート等よりなる普通図柄始動手段１５が遊技球を検出
することを条件にそれら２つの発光体が所定時間交互に点滅して、普通図柄始動手段１５
による遊技球検出時に取得された当たり判定乱数値が予め定められた当たり判定値と一致
する場合には当たり態様に対応する「○」側の発光体が発光した状態で、それ以外の場合
には外れ態様に対応する「×」側の発光体が発光した状態で、点滅が終了するようになっ
ている。
【００３５】
　また、普通図柄表示手段２７の変動表示中、又は後述する普通利益状態中に普通図柄始
動手段１５が遊技球を検出した場合には、その検出時に取得された当たり判定乱数値が予
め定められた上限保留個数、例えば４個を限度として記憶されると共に、例えば上限保留
個数と同数の発光体よりなる普通保留個数表示手段２９がその発光個数により当たり判定
乱数値の記憶個数（以下、普通保留個数という）を表示して、その時点での普通保留個数
を遊技者に報知するようになっている。
【００３６】
　特別図柄始動手段１６は、特別図柄表示手段２８による図柄変動を開始させるためのも
ので、例えば上下２つの特別始動口１６ａ，１６ｂを備え、センターケース１４の下側等
に配置されている。上側の特別始動口１６ａは開閉手段等を有しない非作動式入賞口、下
側の特別始動口１６ｂは開閉手段３８により開閉可能な作動式入賞口で、普通図柄表示手
段２７の変動後の停止図柄が当たり態様となって普通利益状態が発生したときに、開閉手
段３８が所定時間、所定回数だけ閉状態から開状態に変化するように構成されている。
【００３７】
　特別図柄表示手段２８は、１個又は複数個、例えば１個の特別図柄（遊技図柄）を変動
表示可能な７セグメント式等の表示手段により構成されており、特別図柄始動手段１６の
特別始動口１６ａ，１６ｂの何れかに遊技球が入賞することを条件に特別図柄を所定時間
変動表示して、特別始動口１６ａ，１６ｂへの入賞時に取得された大当たり判定乱数値が
予め定められた大当たり判定値と一致する場合には所定の大当たり態様で、それ以外の場
合には外れ態様で停止するようになっている。
【００３８】
　特別図柄には、例えば大当たり態様及び外れ態様が夫々１又は複数種類ずつ設けられて
いる。なお、それら各態様には夫々数字図柄等を割り当ててもよいし、遊技者がその特別
図柄の種類を容易に区別できないように、任意の線や点の組み合わせのような特別な意味
を持たない図柄を割り当ててもよい。
【００３９】
　また、特別図柄の変動表示中、又は後述する特別利益状態中に特別始動口１６ａ，１６
ｂに遊技球が入賞した場合には、その入賞時に取得された大当たり判定乱数値等が夫々所
定の上限保留個数、例えば各４個を限度として記憶されると共に、特別保留個数表示手段
３６が大当たり判定乱数値の記憶個数（以下、特別保留個数という）を表示して、その時
点での特別保留個数を遊技者に報知するようになっている。
【００４０】
　演出図柄表示手段３５は、例えば特別図柄表示手段２８による特別図柄の変動表示と並
行して演出図柄を変動表示するもので、１個又は複数個、例えば左右方向に３個の演出図
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柄を例えば各種の演出画像と共に画像表示手段２２の表示画面２２ａに変動表示可能に構
成されており、特別図柄始動手段１６の特別始動口１６ａ，１６ｂの何れかに遊技球が入
賞することを条件に特別図柄の変動開始と同時に所定の変動パターンに従って演出図柄の
変動を開始すると共に、特別図柄の変動停止と同時に最終停止するように、演出図柄を左
、右、中等の所定の順序で停止させるようになっている。
【００４１】
　また、特別保留個数表示手段３６は、特別保留個数を報知するもので、表示画面２２ａ
上の所定箇所に特別保留個数分のシンボルを表示するようになっている。
【００４２】
　大入賞手段１７は、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態とに切り換え可能
な開閉板３９を備えた作動式入賞手段で、特別図柄表示手段２８の変動後の特別図柄が大
当たり態様となることに基づいて特別利益状態が発生したときに、開閉板３９が所定の開
放パターンに従って前側に開放して、その上に落下した遊技球を内部へと入賞させるよう
になっている。
【００４３】
　普通入賞手段１８は、図３～図５に示すように、遊技盤１１（透明盤１９）の前側に当
接する前飾り部１８ａと、この前飾り部１８ａの前側に突出形成され且つ遊技球が入賞可
能な入賞口１８ｂと、透明盤１９の普通入賞手段１８の配設箇所に前後方向に貫通した通
路孔１９ｂ（開口）に挿入され且つ入賞口１８ｂに入賞した遊技球を透明盤１９の後側に
案内する球案内部１８ｃとを備えている。この透明盤１９の通路孔１９ｂは、例えばルー
タ加工により形成されている。
【００４４】
　前飾り部１８ａは、図３、図４に示すように、その外縁箇所の例えば左右二箇所に形成
されたネジ孔１８ｄに前側からネジ１８ｅを挿入し、このネジ１８ｅを遊技盤１１（透明
盤１９）にネジ止めすることで普通入賞手段１８が遊技盤１１（透明盤１９）の前面に固
定されている。なお、前飾り部１８ａを図示省略の係止爪などの係止手段、嵌合ピンなど
の嵌合手段、圧入ピンなどの圧入手段などにより、透明盤１９の前側に固定するようにし
てもよい。
【００４５】
　球排出通路５０は、図３に示すように、普通入賞手段１８からの遊技球を排出案内する
ものであって後端側に端面５１を有し且つ前面視で当該端面５１と重なる前端側箇所に曲
面部５２が形成されたものである。この球排出通路５０は、後端側の端面５１を薄板３０
の前側に向けた状態で当該薄板３０の前側に位置している。この実施形態では、球排出通
路５０は、後端側の端面５１を薄板３０の前側に向けた状態で当該薄板３０の前側に装着
されている。より具体的には、球排出通路５０は、薄板３０の前側で且つ中央部３２の左
下箇所に装着されている。
【００４６】
　具体的には、球排出通路５０は、図３～図５に示すように、その後側に、後方に向けて
開口した凹形状の球通路凹部５３を備え、当該球通路凹部５３を薄板３０に対向して位置
させて当該球通路凹部５３と薄板３０とにより球通路空間を形成するものである。この球
排出通路５０は、図３に示すように、横断面視（球流下方向に直交する断面で見た場合）
においてその前側が半円弧形状としたＵノ字状が挙げられる。つまり、球排出通路５０の
前側全体を半円弧状とした曲面部５２としている。
【００４７】
　球排出通路５０は、球案内部１８ｃからの遊技球が入球可能な入球口５４と、薄板３０
の前側に取り付けるための取り付け部５５とを備え、この取り付け部５５は、図４に示す
ように、前面視で前飾り部１８ａに重なる位置に位置している。取り付け部５５は、図３
に示すように、貫通孔５５ａが形成され、その貫通孔５５ａに挿入したネジ５５ｂを薄板
３０に螺入することで球排出通路５０が薄板３０にネジ止めされている。
【００４８】



(8) JP 5528523 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

　また、普通入賞手段１８は、入賞口１８ｂに入賞した遊技球を検出する入賞検出センサ
５６（球検出手段）と、球案内部１８ｃにおいて前面視で前飾り部１８ａに重なる箇所に
形成され且つ入賞検出センサ５６が装着される被装着部１８ｆとを備えている。入賞検出
センサ５６としては例えば近接センサが挙げられ、後述する主制御基板（図示省略）に接
続されている。
【００４９】
　この第１の実施形態では、遊技球が流下する遊技領域１３を前側に有する透明盤１９を
備えるパチンコ機において、遊技領域１３の所定箇所に前後方向に貫通した通路孔１９ｂ
を有し且つ透明盤１９の背後側に位置する薄板３０と、遊技領域１３の通路孔１９ｂ箇所
に配設され且つ遊技球が入賞可能で当該入賞球を当該透明盤１９の背後側に案内する普通
入賞手段１８と、普通入賞手段１８からの遊技球を排出案内するものであって後端側に端
面５１を有し且つ前面視で当該端面５１と重なる前端側箇所に曲面部５２が形成された球
排出通路５０とを備え、球排出通路５０は、端面５１を薄板３０の前側に向けた状態で当
該薄板３０の前側に位置する構成としている。
【００５０】
　したがって、球排出通路５０は、その後端側の端面５１を薄板３０の前側に向けた状態
で当該薄板３０の前側に位置するので、球排出通路５０の後端側の端面５１が後になり、
かかる端面５１を見せないようにでき、しかも前面視で後端側端面５１と重なる前端側箇
所に曲面部５２を備えている、つまり、球排出通路５０の曲面部５２が前になるので、曲
面部５２の曲面形状による光の屈折によりその後方の後端側端面５１が前面視では見えな
いようにすることができ、透明遊技盤の球排出通路５０の見栄えをよくすることができる
。
【００５１】
　また、球排出通路５０は、その後側に、後方に向けて開口した凹形状の球通路凹部５３
を備え、当該球通路凹部５３を薄板３０に対向して位置させて当該球通路凹部５３と薄板
３０とにより球通路空間を形成するものである。したがって、球排出通路５０の後側に形
成された球通路凹部５３を薄板３０に対向して位置させてこれらの間に球通路空間が形成
されるので、薄板３０を球排出通路５０の少なくとも背面壁として利用することができ、
背面壁を有する球排出通路ユニットを薄板３０の前面に取り付ける場合に比べて、球排出
通路５０の奥行きを小さくすることができる。
【００５２】
　また、普通入賞手段１８は、遊技球が入賞可能な入賞口１８ｂを有し且つ透明盤１９の
前側に装着される前飾り部１８ａと、入賞口１８ｂに入賞した遊技球を透明盤１９の背後
側に案内する球案内部１８ｃとを備え、球排出通路５０は、球案内部１８ｃからの遊技球
が入球可能な入球口５４と、薄板３０の前側に取り付けるための取り付け部５５とを備え
、取り付け部５５は、前面視で前飾り部１８ａに重なる位置に位置している。したがって
、球排出通路５０の取り付け部５５は、前面視において普通入賞手段１８の前飾り部１８
ａに重なる位置にあるので、球排出通路５０の取り付け部５５を前飾り部１８ａで隠すこ
とができ、透明遊技盤の球排出通路５０の見栄えをよくすることができる。
【００５３】
　また、入賞検出センサ５６が装着される被装着部１８ｆは、前面視で前飾り部１８ａに
重なる箇所に配設されているので、普通入賞手段１８の前飾り部１８ａにより入賞検出セ
ンサ５６を隠すことができ、透明遊技盤の球排出通路５０の見栄えをよくすることができ
る。
【００５４】
　また、薄板３０の背面側に位置し透明盤１９及び薄板３０が装着される後枠体２０を備
えているので、透明盤１９に薄板３０を固定するための固定手段を設ける必要がなく、透
明盤１９への配設負担を低減できる。
【００５５】
　次に、図６及び図７を用いて本発明の第２の実施形態を例示する。前述した第１の実施
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形態では図３及び図５に示すように横断面視でＵノ字状の球排出通路５０を薄板３０の前
側に取り付けているが、この第２の実施形態では、薄板３０はその前側に球排出通路５０
が一体的に突出形成され、この球排出通路５０の後側開口部５７（後側開口）を塞ぐ閉塞
背板５８（閉塞部材）を備える構成としている点が、前述した第１の実施形態とは異なっ
ている。他の構成は第１の実施形態と同様である。
【００５６】
　この第２の実施形態では、薄板３０は、図６、図７に示すように、その前側に球排出通
路５０が一体的に突出形成され、この球排出通路５０の後側開口部５７を塞ぐ閉塞背板５
８が着脱自在となっている。具体的には、薄板３０における球排出通路５０の後側箇所に
は後側開口部５７が形成されており、この後側開口部５７の下辺部５７ａで閉塞背板５８
の下端部５８ａを支持し、下辺部５７ａから後側に突出し且つ山状の規制部５９が形成さ
れ、後側開口部５７の上辺部５７ｂに後側に突出し且つ閉塞背板５８の上端部５８ｂを係
止する係止爪５７ｃが形成されている。
【００５７】
　なお、図７に示すように、閉塞背板５８の横幅が後側開口部５７の通路空間よりも大き
くなっており、当該閉塞背板５８の前側両端箇所が薄板３０の後側開口部５７の側辺部５
７ｄに当接することで、閉塞背板５８の前方への移動が規制されている。
【００５８】
　ここで、閉塞背板５８を薄板３０の後側開口部５７に取り付ける方法について説明する
。まず、閉塞背板５８の下端部５８ａを薄板３０の下辺部５７ａ上に載せてこの閉塞背板
５８の上端部５８ｂが後方に傾斜した下持ち傾斜姿勢とする。そして、この下持ち傾斜姿
勢の閉塞背板５８を起立姿勢とするようにその上端部５８ｂを後側開口部５７の方に押し
込むことで、閉塞背板５８の上端部５８ｂを係止爪５７ｃで係止支持させる。こうするこ
とで閉塞背板５８が薄板３０の後側開口部５７に取り付けられる。
【００５９】
　この第２の実施形態では、薄板３０はその前側に球排出通路５０が一体的に突出形成さ
れているので、薄板３０はその前側に球排出通路５０が一体的に突出形成されているので
、球排出通路５０の後端側の端面５１が後になり、この端面５１を見せないようにでき、
しかも前面視で後端側端面５１と重なる前端側箇所に曲面部５２を備えている、つまり、
球排出通路５０の曲面部５２が前になるので、曲面部５２の曲面形状による光の屈折によ
りその後方の後端側端面５１が前面視では見えないようにすることができ、透明遊技盤の
球排出通路５０の見栄えをよくすることができる。また、この球排出通路５０の後側開口
部５７を塞ぐ閉塞背板５８を備えるので、薄板３０の球排出通路５０及び閉塞背板５８に
より球通路空間を形成でき、普通入賞手段１８からの遊技球を排出案内することができる
。
【００６０】
　この第２の実施形態では、閉塞背板５８を薄板３０の後側開口部５７に係止固定してい
るが、この固定方法に限定されるものではなく、閉塞背板５８を薄板３０の後側開口部５
７に挿入固定、スライド固定、ネジ止め固定、嵌合固定するなど各種の固定方法を採用し
てもよい。
【００６１】
　次に、図８を用いて本発明の第３の実施形態を例示する。前述した第１の実施形態では
、図３に示すように球排出通路５０をその端面５１を薄板３０の前側に向けた状態で当該
薄板３０の前側に取り付けているが、図８に示すように球排出通路５０をその端面５１を
薄板３０の前側に向けた状態で透明盤１９の後側に取り付けている点が、前述した第１の
実施形態とは異なっている。他の構成は第１の実施形態と同様である。
【００６２】
　つまり、球排出通路５０は、図８に示すように、その後端側端面５１を薄板３０の前側
に向けた状態で当該薄板３０の前側に位置するように透明盤１９の後側に装着している。
また、球排出通路５０を透明盤１９に取り付けるための取り付け部５５は、当該球排出通
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路５０の後端側端面５１を薄板３０の前側に向けた状態で当該薄板３０の前側に位置する
ように、前面視で普通入賞手段１８の前飾り部１８ａと重なる箇所で透明盤１９の後側に
装着している。つまり、図８に示すように、取り付け部５５の貫通孔５５ａに挿入したネ
ジ５５ｂを透明盤１９の背面に螺入することで球排出通路５０が透明盤１９の背面にネジ
止めされている。
【００６３】
　この第３の実施形態では、薄板３０はその後端側端面５１が薄板３０の方に向けられて
いるので、球排出通路５０の後端側の端面５１が後になり、かかる端面５１を見せないよ
うにでき、しかも前面視で後端側端面５１と重なる前端側箇所に曲面部５２を備えている
、つまり、球排出通路５０の曲面部５２が前になるので、曲面部５２の曲面形状による光
の屈折によりその後方の後端側端面５１が前面視では見えないようにすることができ、透
明遊技盤の球排出通路５０の見栄えをよくすることができる。また、球排出通路５０の取
り付け部５５は、前面視において普通入賞手段１８の前飾り部１８ａに重なる位置にある
ので、球排出通路５０の取り付け部５５を前飾り部１８ａで隠すことができ、透明遊技盤
の球排出通路５０の見栄えをよくすることができる。
【００６４】
　次に、図９を用いて本発明の第４の実施形態を例示する。前述した第１の実施形態では
、図３に示すように普通入賞手段１８ごとに入賞検出センサ５６を配設しているが、図９
に示すように、球排出通路５０を、３個の普通入賞手段１８に連通した集合排出通路５０
Ａとし、この集合排出通路５０Ａの下流側に単一の入賞検出センサ５６を配設している点
が、前述した第１の実施形態とは異なっている。他の構成は第１の実施形態と同様である
。
【００６５】
　具体的には、この集合排出通路５０Ａは、図９に示すように、左端の普通入賞手段１８
の球排出通路５０の下流側が、中央の普通入賞手段１８の球排出通路５０の途中箇所に合
流し、この中央の普通入賞手段１８の球排出通路５０の下流側が、右端の普通入賞手段１
８の球排出通路５０の途中箇所に合流し、この下流側箇所に入賞検出センサ５６が配設さ
れている。この入賞検出センサ５６の配設箇所は図２に示すように、遊技領域１３の外側
に位置しているため、遊技者からは見えないようになっている。
【００６６】
　この第４の実施形態では、３個の普通入賞手段１８に連通した集合排出通路５０Ａの下
流側に単一の入賞検出センサ５６を配設しているので、入賞検出センサ５６の数を低減す
ることができ、部品点数を低減でき、単一の入賞検出センサ５６を効率良く活用すること
ができる。また、当該入賞検出センサ５６の配設箇所が遊技領域１３の外側であるので、
入賞検出センサ５６を遊技者から見えないように隠すことができ、透明遊技盤の球排出通
路５０の見栄えをよくすることができる。
【００６７】
削除
【００６８】
削除
【００６９】
削除
【００７０】
削除
【００７１】
削除
【００７２】
削除
【００７３】
削除
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【００７４】
削除
【００７５】
削除
【００７６】
削除
【００７７】
削除
【００７８】
削除
【００７９】
削除
【００８０】
削除
【００８１】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【００８２】
　なお、前述した各実施形態では、球排出通路５０は、その後端側端面５１が薄板３０の
前面に当接（接触）しているが、取り付け部５５のみが薄板３０の前面に当接し、後端側
端面５１が薄板３０の前面から僅かに間隔を空けた状態（近接状態）で球排出通路５０が
薄板３０の前面に装着するようにしてもよい。
【００８３】
　なお、前述した各実施形態では、遊技盤１１は、例えば透明樹脂により形成される透明
樹脂製で全体が透明としたものとしているが、少なくとも遊技領域１３の箇所を透明樹脂
製の透明盤とし、それ以外の箇所が不透明体（例えば、不透明樹脂製のものや、合板（ベ
ニヤ板）により形成される木製のものなど）とした一部透明遊技盤としてもよい。
【００８４】
　なお、前述した第１の実施形態では、球排出通路５０は、図３に示すように、横断面視
（球流下方向に直交する断面で見た場合）においてその前側が半円弧形状としたＵノ字状
としているが、図１０に示すように、横断面視においてその前側両端が円弧形状とした略
コノ字状としてもよい。つまり、球排出通路５０の前側の左端部及び右端部を丸くした曲
面部５２としてもよい。
【００８５】
　また、前述した第１の実施形態では、図３に示すように球排出通路５０は、横断面視で
その前側が半円弧形状としたＵノ字状としているが、図１１に示すように横断面視で略ロ
ノ字状としてもよい。
【００８６】
　また、前述の各実施形態では、普通入賞手段１８の球排出通路５０を例に挙げて説明し
ているが、普通図柄始動手段１５（スルーチャッカである場合は除く）、特別図柄始動手
段１６及び大入賞手段１７などの球排出通路に適用してもよい。
【００８７】
　また、薄板３０は、透明盤１９の下部箇所に対応する大きさ（例えば透明盤１９の下部
のみ）としてもよい。例えば、透明盤１９において普通入賞手段１８の配設箇所から下側
の領域で且つ球排出通路５０の配設領域に対応する箇所のみとしてもよい。この場合には
、薄板３０の背後側で薄板３０の上方箇所に可動役物等を配設でき、透明盤１９の背後側
全体に薄板３０が位置する場合に比べて可動役物等の配設の自由度を向上させることがで
きる。
【００８８】
削除
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　前述した実施形態では、球排出通路５０は、所定形状として、前面視で後端側の端面５
１と重なる前端側箇所に曲面部５２が形成されたものとしているが、前端側箇所が横方向
に波打ったような波形として複数の曲面部５２が形成された形状としてもよい。また、曲
面部５２に替えて傾斜面部としてもよい。また、球排出通路５０を横断面視でコノ字状や
ホーン状などの形状としてもよい。
【００９０】
　また本発明は、アレンジボール機、雀球遊技機等の他の遊技機においても同様に実施す
ることが可能である。
【００９１】
　また、上述した複数の実施形態（変形例を含む）のうちいくつかを組み合わせた構成と
してもよいし、ある実施形態の一部の手段等（手段、構成、装置、部品、機能、要素、処
理ステップ、工程又はこれらの結合）を他の実施形態（いくつかの実施形態を組み合わせ
たものを含む）に組み合わせた構成としてもよいし、ある実施形態の一部の手段等と他の
実施形態における一部の手段等とを組み合わせた構成としてもよいし、ある実施形態の一
部の手段等を削除した構成としてもよい。
【符号の説明】
【００９２】
１３　　遊技領域
１８　　普通入賞手段（入賞手段）
１８ａ　前飾り部
１８ｂ　入賞口
１８ｃ　球案内部
１８ｆ　被装着部
１９　　透明盤（前透明板、透明遊技盤）
１９ｂ　通路孔（開口）
２０　　後枠体（装着枠体）
３０　　薄板（後透明板、透明遊技盤）
３１　　周縁部
３２　　中央部
３３　　屈曲部
５０　　球排出通路
５２　　曲面部
５３　　球通路凹部
５４　　入球部
５５　　取り付け部
５６　　入賞検出センサ（検出手段）
５７　　後側開口部（後側開口）
５８　　閉塞背板（閉塞部材）
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