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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する少なくとも一部が透明性を有する遊技盤と、
　前記遊技盤の遊技領域に設けられた球流入口と、
　前記遊技盤における透明性を有する部分の背面側であり、且つ前記球流入口の背面側に
設けられ、当該球流入口に流入した遊技球を流下させるとともに上方に向かって開口して
いる球通路が形成された球通路部材と、
　前記球通路部材における前記球流入口に流入した遊技球が通過する位置に配置され、通
過する遊技球を検知する遊技球通過検知手段と、
　前記球通路部材における前記遊技球通過検知手段の背面側から当該遊技球通過検知手段
の少なくとも一部を覆う位置に配置され、前記遊技球通過検知手段を通過した遊技球を、
前記球通路における遊技球の流下方向へ案内する案内部材と、を備え、
　前記案内部材は、前記遊技球通過検知手段を通過した遊技球が流入する位置に、前記球
通路における遊技球の流下方向に向けて下り傾斜する段差部を有し、
　前記段差部の少なくとも一部は、前記遊技球通過検知手段の背面側に位置し、当該遊技
球通過検知手段を通過した遊技球を、前記球通路における遊技球の流下方向に案内する、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技球通過検知手段には、遊技球が通過する球通過孔が形成され、
　前記段差部は、前記球通過孔の外周よりも下方に位置する、
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　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記案内部材は、前記段差部が設けられた部位が幅広に形成される一方、前記球通路の
流下方向に向けて幅狭に形成される、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記球通路部材および前記案内部材は、その一部が前記球通路の側壁として構成される
、
　ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記球通路部材および前記案内部材における前記球通路の側壁として構成される部位は
、前記遊技球の直径よりも短く形成される、
　ことを特徴とする請求項４に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記球通路部材および前記案内部材における前記球通路の側壁として構成される部位の
うち少なくとも一部は、透明性を有する部材で構成される、
　ことを特徴とする請求項４又は５に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記案内部材における前記球通路の側壁として構成される部位のうち、前記遊技球通過
検知手段と対向する部位は、前記球通路における遊技球の流下方向に向って湾曲して形成
される、
　ことを特徴とする請求項４乃至６の何れか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関し、特に遊技球が流下する球通路を備えた遊技機に適用して有効
な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、透明な遊技盤の背面側に表示装置が配置され、当該遊技盤における透明な部
分を介して該表示装置を視認可能な遊技機が知られている。
【０００３】
　また、上述した構成に加えて、透明遊技盤に設けられた球流入口（例えば、普通電動役
物の上方に配置された始動口）への流入球を円滑に流下させるよう、該球流入口の背面側
に遊技球を流下させるための球通路部材（始動球通路）を設けた遊技機も登場している（
例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１では、球通路部材内部に、遊技球が通過するためのスペース（球通路）を形
成しているとともに、当該球通路部材内を通過する遊技球を保護するためのカバー（始動
球通路カバー）を、球通路部材を覆うように取り付けており、これにより、遊技球が球通
路部材内を円滑且つ確実に通過することができるようにしている。
【０００５】
　ここで、特許文献１の遊技機においては、球通路部材の背面側に、当該球通路部材に向
けて照射するＬＥＤを配置しており、始動口に流入した遊技球が当該球通路部材内を流下
する場合には、当該遊技球によって上記ＬＥＤからの光の一部が遮断される（この場合、
球通路部材内を流下する遊技球の様子が光の明暗により表されるようになる）。このよう
な特許文献１の構成によれば、始動口流入後の遊技球を利用した演出を行うことが可能と
なる。
【特許文献１】特開２００６－８１７５２号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に示すように、球通路部材に始動球通路カバーを取り付けた
り、球通路部材内部にスペース（球通路）を形成したりすると、当該球通路部材の大型化
を招いてしまう。
【０００７】
　このような大型化した球通路部材が遊技盤に配置されると、当該球通路部材等によって
、遊技盤の背面側に配置された表示装置の視認性が低下し、しいては遊技興趣の低下を招
く虞がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、球通路部材のコンパクト化を図ることにより、表示装置に対する視
認性の低下を防いで、遊技興趣の低下を防ぐことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明に係る遊技機は、遊技球が流下する少なくとも一部が
透明性を有する遊技盤と、前記遊技盤の遊技領域に設けられた球流入口と、前記遊技盤に
おける透明性を有する部分の背面側であり、且つ前記球流入口の背面側に設けられ、当該
球流入口に流入した遊技球を流下させるとともに上方に向かって開口している球通路が形
成された球通路部材と、前記球通路部材における前記球流入口に流入した遊技球が通過す
る位置に配置され、通過する遊技球を検知する遊技球通過検知手段と、前記球通路部材に
おける前記遊技球通過検知手段の背面側から当該遊技球通過検知手段の少なくとも一部を
覆う位置に配置され、前記遊技球通過検知手段を通過した遊技球を、前記球通路における
遊技球の流下方向へ案内する案内部材と、を備え、前記案内部材は、前記遊技球通過検知
手段を通過した遊技球が流入する位置に、前記球通路における遊技球の流下方向に向けて
下り傾斜する段差部を有し、前記段差部の少なくとも一部は、前記遊技球通過検知手段の
背面側に位置し、当該遊技球通過検知手段を通過した遊技球を、前記球通路における遊技
球の流下方向に案内する、ことを特徴とする。
【００１０】
　本構成によれば、球流入口に流入した遊技球が通過（流下）する球通路は、球通路部材
の外周面に、上方に向って開口して形成される（つまり、球通路部材の外周に形成される
）。これによれば、当該球通路を球通路部材の内部に形成する場合に比べて、当該球通路
部材のコンパクト化を図ることが可能となる。
【００１１】
　この場合、当該球通路部材によって透明性を有する遊技盤の背面側に配置される表示装
置等の視認を妨げられることを、極力防止することが可能となる。これによれば、遊技盤
の背面側に配置される表示装置に対する視認性の低下を防ぐことができるので、遊技興趣
の低下を防ぐことができる。
【００１３】
　また、本構成によれば、球流入口に流入し、且つ遊技球通過検知手段を通過した遊技球
は、案内部材によって、球通路における遊技球の流下方向へと案内されるようになる。こ
の場合、当該遊技球通過検知手段を通過した遊技球が逆流して再び該検知手段により検知
される事態（所謂、２度検知）を防ぐことが可能となる。
【００１４】
　さらに、上記案内部材が、遊技球通過検知手段の背面側から当該検知手段の少なくとも
一部を覆う位置に配置されている本発明によれば、当該案内部材が、遊技球通過検知手段
の位置決めとして機能するようになる。
【００１５】
　このような本発明によれば、一の案内部材に、遊技球通過検知手段を通過した遊技球を
、球通路の流下方向へと案内する機能、および遊技球通過検知手段の位置決め機能の二つ
の機能を持たせることができるので、当該案内部材に汎用性を持たせることができるとと
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もに、部品点数の削減およびコスト削減を実現することが可能となる。
【００１７】
　また、本構成によれば、球流入口に流入し、且つ遊技球通過検知手段を通過した遊技球
は、球通路における遊技球の流下方向に向けて下り傾斜した段差部によって、当該流下方
向へと案内されるようになる。この場合、当該遊技球通過検知手段を通過した遊技球が逆
流するリスクをより低減させることが可能となる。
【００１９】
　また、本構成の段差部は、遊技球通過検知手段の背面側に位置しているので、当該検知
手段を通過した遊技球は、直ちに当該段差部へと到達するようになる。この場合、遊技球
通過検知手段を通過した遊技球を、直ちに球通路における遊技球の流下方向に案内するこ
とができるので、遊技球通過検知手段を通過した遊技球が逆流するリスクをより低減させ
ることが可能となる。
【００２０】
　請求項２に記載の本発明は、請求項１に記載の発明の構成に加えて、遊技球通過検知手
段には、遊技球が通過する球通過孔（球通過孔８０ａ）が形成され、段差部は、球通過孔
の外周よりも下方に位置することを特徴とする。
【００２１】
　本構成の段差部は、遊技球通過検知手段における球通過孔の外周よりも下方に位置して
いるので、遊技球通過検知手段を通過した遊技球が逆流するリスクをより低減させること
が可能となる。また、本発明によれば、仮に遊技球の逆流が生じてしまった場合であって
も、逆流した遊技球は、球通過孔の外周よりも下方位置に当接して止まるため、当該逆流
した遊技球が、遊技球通過検知手段により２度検知される虞を防ぐことができる。
【００２２】
　請求項３に記載の本発明は、請求項１または２に記載の発明の構成に加えて、案内部材
は、段差部が設けられた部位が幅広に形成される一方、球通路の流下方向に向けて幅狭に
形成されることを特徴とする。
【００２３】
　本構成によれば、案内部材は、段差部が設けられた部位が幅広に形成されているので、
段差部にて遊技球の逆流が生じた場合であっても、当該逆流を、上記幅広の部分にて吸収
することが可能となる。これによれば、逆流した遊技球が、遊技球通過検知手段まで戻る
リスクを低減させることが可能となる。
【００２４】
　さらに、本発明によれば、案内部材は、球通路の流下方向に向けて幅狭に形成されてい
るため、たとえ球通路を流下する遊技球に横方向へのブレが生じた場合であっても、当該
ブレは、遊技球が球通路を流下するにつれて次第に矯正されるようになる。これによれば
、遊技球の球通路の通過をより円滑に行わせることが可能となる。
【００２５】
　請求項４に記載の本発明は、請求項１乃至３の何れか一項に記載の発明の構成に加えて
、球通路部材および案内部材は、その一部が球通路の側壁（側壁６５ｂａ，７２）として
構成されることを特徴とする。
【００２６】
　球通路部材および案内部材の一部が球通路の側壁として構成される本構成によれば、当
該球通路を通過する遊技球が球通路外に飛び出る虞を低減させることができ、遊技球の球
通路の通過をより円滑に行わせることが可能となる。
【００２７】
　さらに、本発明によれば、上述したように、案内部材に球通路の側壁としての機能を持
たせることができるので、当該案内部材に、より汎用性を持たせることができるとともに
、部品点数の削減およびコスト削減を実現することが可能となる。
【００２８】
　請求項５に記載の本発明は、請求項４に記載の発明の構成に加えて、球通路部材および
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案内部材における球通路の側壁として構成される部位は、遊技球の直径よりも短く形成さ
れることを特徴とする。
【００２９】
　球通路の側壁が遊技球の直径よりも短く形成される本構成によれば、案内部材を有する
球通路部材を、よりコンパクトにすることが可能となる。
【００３０】
　さらに、球通路の側壁が遊技球の直径よりも短い本発明によれば、当該球通路を通過す
る遊技球の一部を、遊技盤における透明性を有する部分を介して視認可能に露出させるこ
とが可能となる。これによれば、球流入口に流入後の遊技球を利用して演出効果を高める
ことが可能となる。
【００３１】
　請求項６に記載の本発明は、請求項４または５に記載の発明の構成に加えて、球通路部
材および案内部材における球通路の側壁として構成される部位のうち少なくとも一部は、
透明性を有する部材で構成されることを特徴とする。
【００３２】
　球通路の側壁のうち少なくとも一部が透明性を有する部材で構成された本構成によれば
、当該球通路を通過する遊技球を、遊技盤における透明性を有する部分および球通路の側
壁における透明性を有する部分を介して視認可能に露出させることが可能となる。これに
よれば、球流入口に流入後の遊技球を利用して演出効果を高めることが可能となる。
【００３３】
　請求項７に記載の本発明は、請求項４乃至６の何れか一項に記載の発明の構成に加えて
、案内部材における球通路の側壁として構成される部位のうち、遊技球通過検知手段と対
向する部位は、球通路における遊技球の流下方向に向って湾曲して形成されることを特徴
とする。
【００３４】
　本構成によれば、遊技球通過検知手段から球通路へと流入した遊技球は、湾曲して形成
された側壁によって、球通路における遊技球の流下方向へと案内されるようになる。これ
によれば、遊技球の球通路の通過をより円滑に行わせることが可能となるとともに、遊技
球が逆流するリスクをより低減させることが可能となる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば以下の効果を奏することができる。
【００３６】
　すなわち、本発明によれば、球通路部材のコンパクト化を図ることができるので、表示
装置に対する視認性の低下を防いで、遊技興趣の低下を防ぐことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面を参照しつつさらに具体的に説明す
る。ここで、添付図面において同一の部材には同一の符号を付しており、また、重複した
説明は省略されている。なお、ここでの説明は本発明が実施される最良の形態であること
から、本発明は当該形態に限定されるものではない。
【００３８】
　図１は本実施の形態に係る遊技機を示す斜視図、図２は図１に示した遊技機の分解斜視
図、図３は背面側にスペーサが配設された遊技盤を示す正面図、図４は図３に示す遊技盤
の背面側を示す斜視図、図５は図３に示す遊技盤の分解斜視図、図６は背面側に球通路部
材が取り付けられた遊技盤を示す斜視図、図７は本実施の形態に係る裏通路部材の斜視図
、図８は電動役物構成部材が差し込まれた球通路部材を示す正面図、図９は本実施の形態
に係る球通路部材を示す正面図、図１０は図９に示す球通路部材の分解斜視図、図１１は
図９に示す球通路部材の斜視図、図１２は図９に示す球通路部材を背面側から見た分解斜
視図、図１３は図８に示す球通路部材を背面側から見た斜視図、図１４は図８に示す球通
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路部材を背面側上方から見た斜視図、図１５は図８に示す球通路部材を上方から見た説明
図、図１６は図３に示す球通路部材を遊技球が流下する様子を示す説明図、図１７は本実
施の形態に係る球通路部材を上方から見た断面図、図１８は図１５に示すＡ－Ａ線に沿っ
た断面図である。
【００３９】
　図１および図２に示すように、パチンコ遊技機（遊技機）１は、遊技盤２（図２）が装
着されるとともに、前面に開口３ａａが形成された本体枠３ａと、その本体枠３ａにおけ
る開口３ａａの内部に配設される各種の部品と、遊技盤２の前面側を視認可能に被うガラ
ス板４ａが嵌め込まれたガラス扉４と、本体枠３ａの後方に配置され、島設備に固定され
る外枠３ｂとから構成されている。
【００４０】
　なお、本体枠３ａは、その一方端が、ヒンジ（図示せず）を介して外枠３ｂに回動可能
に取り付けられるようになっており、これら本体枠３ａおよび外枠３ｂで遊技機本体３が
構成されている。そして、このような遊技機本体３の本体枠３ａの前面には、スピーカ８
ａ，８ｂ、上述したガラス扉４、皿ユニット５、および発射ハンドル７が配設されている
。
【００４１】
　これらガラス扉４および皿ユニット５は、その一端が遊技機本体３に回動可能に軸支さ
れており、他端が遊技機本体３に係合するようになっている。これにより、通常、ガラス
扉４は遊技盤２の前面（主面）に対面閉鎖した状態で遊技が行われる。
【００４２】
　本体枠３ａの開口３ａａの内部には、後述するように、演出画像（例えば、遊技状態に
対応したアニメーションやその他の報知情報など）等を表示可能な表示領域２１ａを有す
る液晶表示装置２１、スペーサ１０、遊技盤２等が配設されている。なお、遊技盤２、ス
ペーサ１０、液晶表示装置２１以外の各種の部品（図示せず）については、理解を容易に
するために説明を省略する。
【００４３】
　遊技盤２は、光を透過する透光性を有する板形状の樹脂（透光性を有する部材）によっ
て形成されている。この透光性を有する部材としては、例えば、アクリル樹脂、ポリカー
ボネート樹脂、メタクリル樹脂など各種の材質が該当する。また、遊技盤２は、ガラス扉
４におけるガラス板４ａと対向する主面側に、発射された遊技球が転動流下が可能な遊技
領域２ａを有している。この遊技領域２ａは、レール６に囲まれ、遊技球の転動流下が可
能な領域である。
【００４４】
　遊技領域２ａは、図２乃至図３に示すように、レール６に包囲されており、多数の遊技
くぎや風車などの障害物（図示せず）、始動ゲート１５、一般入賞口１１、大入賞装置１
３ａ（図４）の前面側に形成された大入賞口１３、アウト口１４、始動ゲート１５、ワー
プ口１６、ワープ出口１６ｂ、始動口（球流入口）１２および普通電動役物１７を有する
電動役物構成部材（入賞装置）１８、遊技盤２の装飾効果を高めるための部材である装飾
部材１９などの遊技部材が配置されている。ここで、始動口１２は、後方へと延びた始動
口通路１２ａ（図５、図１３～図１５）を有している。この始動口１２に入賞（流入）す
る遊技球は、当該始動口通路１２ａを介して始動口１２の後方へと流下する。また、本実
施の形態における装飾部材１９は、図３に示すように、遊技盤２の左側に位置する一般入
賞口１１と一体となっているが、本発明はこれに限られず、装飾部材１９と遊技盤２の左
側に位置する一般入賞装置１１とが別体となっていてもよい。
【００４５】
　ここで、各遊技部材は、遊技盤２に形成された孔に取り付けられて配置されるようにな
っている。具体的には、遊技盤２の各所には、図５乃至図６に示すように、取付孔２ｄ～
２ｈ，２ｊ、普通電動役物構成部材差込孔２ｃおよび大入賞口差込孔２ｉが形成されてお
り、始動ゲート１５は遊技盤２における取付孔２ｅに、ワープ口１６は取付孔２ｆに、ワ
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ープ出口１６ｂは取付孔２ｄに、大入賞装置１３ａは大入賞口差込孔２ｉに、遊技盤２の
右側における一般入賞口１１は取付孔２ｈに、装飾部材１９は取付孔２ｇに、アウト口１
４は２ｊに、それぞれ取り付けられることによりそれぞれ遊技盤２に配置される。
【００４６】
　また、電動役物構成部材１８は、遊技盤２における取付孔２ｄの下方（換言すれば、ワ
ープ出口１６ｂの下方）に設けられている電動役物構成部材差込孔２ｃに差し込むととも
に、電動役物構成部材１８の両側に形成されたビス孔１８ａ，１８ｂ（図５、図８）をそ
れぞれ介して、電動役物構成部材差込孔２ｃの側方に形成されたビス孔２ｃａ，２ｃｂに
ビス等を固定することにより、遊技盤２に配置される。
【００４７】
　スペーサ１０は、遊技盤２の後方（背面側）に配設されるとともに、液晶表示装置（表
示装置）２１の前方（前面側）に配設される（図２参照）。つまり、スペーサ１０は、遊
技盤２と液晶表示装置２１によって扶持される。このスペーサ１０は、透光性を有した部
材で形成されており、中央に大きな貫通孔１０ａが設けられている。そして、スペーサ１
０は、貫通孔１０ａに、始動口１２に流入した遊技球を流下させる上面（球通路）６５ｂ
ｂが形成された球通路部材６５（図２乃至図６）、遊技に関する所定の情報を報知する電
飾ユニット２６等が納められるような厚みを提供する。
【００４８】
　貫通孔１０ａの下方には、大入賞装置１３ａのうち大入賞口差込孔２ｉから後方に突出
した部分を嵌め込み可能な貫通孔１０ｂ（図５）が形成されている。そして、貫通孔１０
ａと貫通孔１０ｂとの間には、上記球通路部材６５をビス止めするためのビス孔１０ｄ，
１０ｅ（図４、図５）が形成されている。
【００４９】
　また、スペーサ１０の背面には、内部に遊技球が流下する流路（例えば、裏通路３０ｂ
，３０ｃ）が形成された裏通路部材３０が設けられている（図２乃至図７参照）。
【００５０】
　また、スペーサ１０および裏通路部材３０の背面には、上述した液晶表示装置２１が配
置されている。なお、液晶表示装置２１の表示領域２１ａは、所定の演出画像（例えば、
装飾図柄が変動表示する演出画像等）を表示する領域である。
【００５１】
　また、遊技盤２、スペーサ１０が透光性を有した部材で形成された本実施の形態では、
液晶表示装置２１の表示領域２１ａが遊技盤２およびスペーサ１０を通して視認可能に配
置されている。ここで、液晶表示装置２１にかえて、例えばＣＲＴ（陰極線管）あるいは
プラズマディスプレイ等を用いることもできる。なお、本実施の形態においては、液晶表
示装置２１の視認性を更に高めるために、裏通路部材３０を、透光性を有する部材で構成
させてもよい。
【００５２】
　さらに、本実施の形態では、遊技盤２およびスペーサ１０が透光性を有しているため、
遊技盤２の前面からは、スペーサ１０に配置された部材（例えば、電飾ユニット２６、球
通路部材６５等）を視認可能であるとともに（図３および図１６参照）、スペーサ１０の
背面からは、遊技盤２の遊技領域２ａに配置された部材（例えば、始動ゲート１５、ワー
プ口１６等）を視認可能である（図７参照）。
【００５３】
　ここで、一般入賞口１１は、遊技球が入賞すると所定の数の遊技球が払い戻される装置
、始動ゲート１５は、遊技球が通過したことを契機として、電飾ユニット２６における普
通図柄を変動および停止させるための装置、大入賞口１３は、電飾ユニット２６における
特別図柄や液晶表示装置２１における装飾図柄が、それぞれ予め設定された態様で停止し
、そして、これに伴い特別遊技状態に移行した場合に開放状態となる装置である。
【００５４】
　ワープ口１６は、流入した遊技球を、遊技盤２の背面側に配置されているワープ球通路
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１６ａへと導く装置である。
【００５５】
　ワープ球通路１６ａに導かれた遊技球は、ワープ球通路１６ａを転動流下し、始動口１
２の上方に位置するワープ出口１６ｂから排出される。つまり、ワープ口１６に流入した
遊技球は、ワープ球通路１６ａによって始動口１２へと案内される。また、本実施の形態
のワープ出口１６ｂの位置は、遊技領域２ａのほぼ中央である。
【００５６】
　ここで、ワープ球通路１６ａは、遊技盤２ａの背面側において、透光性を有する遊技盤
２の前方から視認可能に配置されている（図２乃至図４参照）。また、当該ワープ球通路
１６ａは、少なくとも一部が透光性を有している。
【００５７】
　普通電動役物１７は、可変翼１７ａ，１７ｂおよび遊技球を受け入れる受け入れ口１７
ｃを有しており、遊技球を受け入れ易い状態と、遊技球を受け入れ難い状態との間で切換
可能な開閉機構を備えた装置である。この普通電動役物１７は、通常の状態では遊技球を
受け入れ難い閉状態となっており、所定の条件が成立した場合（例えば、電飾ユニット２
６における普通図柄が、「当り」を意味する態様で停止した場合）に、所定時間（例えば
、０．３秒間）だけ開いて遊技球を受け入れ易い開状態に切り換えられる。なお、当該受
け入れ口１７ｃに遊技球が入賞すると所定の数の遊技球が払い戻される。　
【００５８】
　ここで、普通電動役物１７における閉状態とは、可変翼１７ａ，１７ｂが閉じて遊技球
が普通電動役物１７の受け入れ口１７ｃに入りにくくなる状態のことである。一方、普通
電動役物１７における開状態とは、可変翼１７ａ，１７ｂが逆八字状に開口して遊技球が
普通電動役物１７の受け入れ口１７ｃに入りやすくなる状態のことである。
【００５９】
　また、通常時において普通電動役物１７は、閉状態となっている。
【００６０】
　始動口１２および上記普通電動役物１７の受け入れ口１７ｃは、遊技球が入賞（流入）
すると電飾ユニット２６における特別図柄や、液晶表示装置２１における装飾図柄が、そ
れぞれ変動および停止する契機となる装置である。具体的には、上記始動口１２や普通電
動役物１７に流入した遊技球が後述する遊技球通過検知部材８０や他の検知手段に検知さ
れたことを契機として、電飾ユニット２６における特別図柄や、液晶表示装置２１におけ
る装飾図柄が、それぞれ変動および停止する。
【００６１】
　アウト口１４は、遊技領域２ａの最下位置付近に設けられ、当該最下位置付近に流下し
てきた遊技球が入球するようになっている。
【００６２】
　すなわち、アウト口１４は、一般入賞口１１、大入賞口１３、始動口１２、普通電動役
物１７の受け入れ口１７ｃの何れにも入賞しなかった遊技球が流入して回収される装置で
ある。
【００６３】
　次に、スペーサ１０の背面に設けられる裏通路部材３０について説明する。当該裏通路
部材３０は、スペーサ１０の下側の少なくとも一部を裏面側から覆える程度の大きさを呈
しており（図２～図５）、その略中央に、大入賞装置１３ａのうちスペーサ１０の貫通孔
１０ｂから後方に突出した部分を嵌め込み可能な貫通孔３０ｈ（図４、図５、図７）が形
成されている。また、貫通孔３０ｈの左右には、遊技球の流下が可能な裏通路３０ｂ，３
０ｃが形成されている。裏通路３０ｂは、後述する球通路部材６５を流下した遊技球が流
入する通路となっている。なお、裏通路３０ｂは、遊技領域外へと延びており、裏通路３
０ｂに流入した遊技球は、当該遊技領域外に排出される。
【００６４】
　また、本実施の形態では、裏通路３０ｃには遊技球が流入しない構造となっているが、
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これに限られず、球通路部材６５を流下する遊技球が、当該裏通路３０ｃに流入するよう
になっていてもよい。
【００６５】
　また、裏通路３０ｂ，３０ｃには、図７に示すように、それぞれダミーセンサ３０ｂａ
，３０ｃａが取り付けられている。このダミーセンサ３０ｂａ，３０ｃａは、通過する遊
技球を検知しないセンサ、所謂ダミーのセンサである。但し、本実施の形態はこれに限ら
れず、このダミーセンサ３０ｂａ，３０ｃａに、通過する遊技球を検知可能な遊技球通過
検知部材８０（後述）の機能を備えてもよい。
【００６６】
　また、裏通路部材３０の左側上部および右側上部は、スペーサ１０にビス止めされる球
通路部材６５の転倒を防ぐための支持板３１，３２として構成されている。この支持板３
１と３２との間には、球通路部材６５に差し込まれた電動役物構成部材１８（詳しくは後
述）を、遊技盤２の後方から視認可能に露出させる切り欠き３０ｉ（図４、図５、図７）
が形成されている。この切り欠き３０ｉによれば、裏通路部材３０をスペーサ１０から取
りはずさなくとも、当該電動役物構成部材１８のメンテナンス等を行うことが可能となる
（すなわち、切り欠き３０ｉが形成されることによって、電動役物構成部材１８のメンテ
ナンス等が容易となる）。
【００６７】
　また、支持板３１の右側および支持板３２の左側には、発光体である装飾ＬＥＤ４０ａ
が搭載されたＬＥＤ基板４０（図４、図１７）が嵌め込まれる孔である取付孔３０ｆ，３
０ｇが、それぞれ形成されている（この場合、取付孔３０ｆ，３０ｇは、図４、図１７に
示すように、切り欠き３０ｉの両側に位置することとなる）。ここで、取付孔３０ｆ，３
０ｇには、上記装飾ＬＥＤ基板４０が、装飾ＬＥＤ４０ａの搭載面を遊技盤２の裏面方向
に向けた状態で嵌め込まれる。
【００６８】
　さらに、取付孔３０ｆ，３０ｇの下方には、スペーサ１０におけるビス孔１０ｄ，１０
ｅをそれぞれ露出させる貫通孔３０ｄ，３０ｅが形成されている（図４、図５、図７参照
）。
【００６９】
　ガラス扉４の下方には、図１に示すように皿ユニット５が配置されている。皿ユニット
５の上部に、払い出された遊技球および遊技領域２ａに打ち込まれる遊技球が貯留される
上皿５ａが配置されているとともに、皿ユニット５の下部に、払い出しにより上皿５ａか
らオーバーフローした遊技球が貯留される下皿５ｂが配置されている。また、上皿５ａの
所定の位置に、遊技終了時などにおいて上皿５ａに貯留された遊技球を下皿５ｂに移動さ
せて取り出す場合に操作されるシャッタレバー８が設けられている。
【００７０】
　下皿５ｂの右側には、レール６を介して遊技領域２ａへ遊技球を発射する際に回動操作
される発射ハンドル７が設けられている。発射ハンドル７には遊技球の発射を停止するス
トップボタン（図示せず）が設けられている。
【００７１】
　そして、遊技者が上記発射ハンドル７を回動して打ち出し操作をすることにより、上皿
５ａ中の遊技球が、発射球供給装置（図示せず）により本体枠３ａの背面に配設された発
射装置（図示せず）に供給されて、当該発射装置によりレール６に沿って遊技領域２ａに
発射される。
【００７２】
　次に、本発明の要部である球通路部材６５について説明する。
【００７３】
　球通路部材６５は、図２～図５、および図８～図１６に示すように、ほぼ中央位置に上
方に向かって隆起した本体部６５ａが形成され、当該本体部６５ａの両側には、外方に向
うほど低く形成された腕部６５ｂ，６５ｃが設けられている。さらに、本体部６５ａの上
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部中央には、遊技球の通過が可能な程度の大きさの貫通孔である通過孔６５ａａが形成さ
れている一方、当該本体部６５ａの下側であり、且つ腕部６５ｂと腕部６５ｃとの間には
、電動役物構成部材１８の背面側が差し込まれる貫通孔６５ｄが形成されている。
【００７４】
　貫通孔６５ｄの上方には、遊技盤２における嵌合孔２ｃｃ，２ｃｄ（図５）にそれぞれ
当該遊技盤２の背面側から嵌合する凸部６５ａｃ，６５ａｄが設けられている。この凸部
６５ａｃ，６５ａｄを、それぞれ、上記嵌合孔２ｃｃ，２ｃｄに嵌合させることによって
、球通路部材６５を、遊技盤２の背面側に固定させることができる。
【００７５】
　ここで、電動役物構成部材１８は、上述したように、遊技盤２の前面側から、遊技盤２
におけるワープ出口１６ｂの下方に設けられている電動役物構成部材差込孔２ｃ（図５～
図７、および図１７参照）に部材の一部が差し込まれるようになっており、そして、電動
役物構成部材差込孔２ｃに差し込まれた部材は、球通路部材６５に形成された上記貫通孔
６５ｄに嵌め込まれるようになっている（図２～図６、図８および図１３～図１７参照。
なお、図８、図１３～図１５においては、遊技盤２の記載を省略している）。この場合、
球通路部材６５は、遊技盤２における透明性を有する部材の背面側に位置するようになる
。
【００７６】
　また、本実施の形態において、電動役物構成部材１８が上記貫通孔６５ｄに嵌め込まれ
た場合には、当該通過孔６５ａａと始動口１２における始動口通路１２ａとが接続される
（図１３乃至図１５参照）。つまり、電動役物構成部材１８が貫通孔６５ｄに嵌め込まれ
た場合には、始動口１２に流入して始動口通路１２ａを流下する遊技球が、上記通過孔６
５ａａを通過可能となる（図１３乃至図１５参照）。
【００７７】
　また、通過孔６５ａａの背面側には、遊技球が通過する球通過孔８０ａが形成された遊
技球通過検知部材８０が配置される（図１２～図１４参照）。具体的には、遊技球通過検
知部材８０は、図１２～図１４に示すように、通過孔６５ａａの背面に球通過孔８０ａが
位置するようにして本体部６５ａの裏面に取り付けられる。また、上記球通過孔８０ａの
内壁には、当該球通過孔８０ａを通過する遊技球を検知するセンサ部８０ｂが設けられて
いる。この場合、通過孔６５ａａを通過した遊技球４００は、上記球通過孔８０ａを通過
して、上記センサ部８０ｂにより検知されることとなる。
【００７８】
　ここで、球通路部材６５における腕部６５ｂの上面６５ｂｂ（図６、図１０～図１５）
は、球通過孔８０ａを通過した遊技球を矢印Ｙ（図１３～図１５）方向へ流下させる球通
路を形成しており、上記球通過孔８０ａを通過した遊技球は、当該上面６５ｂｂを矢印Ｙ
方向に流下した後に、上述した裏通路３０ｂに流入する。
【００７９】
　また、腕部６５ｂのうち上面６５ｂｂの一端側（具体的には、球通路部材６５の前面側
）は、上方に突出した側壁６５ｂａとして構成されている（この場合、上面（球通路）６
５ｂｂは、球通路部材６５の外周面において、上方に向って開口して形成されることとな
る）。この側壁６５ｂａは、図８～図１６に示すように、上面６５ｂｂに沿って構成され
ており、上面６５ｂｂを流下する遊技球４００が、球通路部材６５の前方へと飛び出るこ
とを防ぐ役割を有している。
【００８０】
　また、球通路部材６５における側壁６５ｂａとして構成される部位は、遊技球４００の
直径よりも短く形成されている（本実施の形態における側壁６５ｂａは、遊技球４００の
直径よりも短く、且つ遊技球４００の半径よりも長い程度の高さを有している）。これに
よれば、当該側壁６５ｂａの高さが遊技球４００の直径以上である場合に比べて、球通路
部材６５を、よりコンパクトにすることが可能となるとともに、当該上面（球通路）６５
ｂｂを通過する遊技球４００の一部を、遊技盤２における透明性を有する部分を介して視
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認可能に露出させることが可能となる（図９および図１６参照）。これによれば、始動口
（球流入口）１２に流入後の遊技球４００を利用して演出効果を高めることが可能となる
。
【００８１】
　次に、上記球通路部材６５の裏面側に取り付けられる案内部材７０について説明する。
【００８２】
　案内部材７０は、図１０～図１５に示すように、上記上面（球通路）６５ｂｂに沿って
形成され、側壁６５ｂａと対向配置される側壁７２と、側壁７２の上端部７２ａ（側壁７
２のうち遊技球通過検知部材８０と対向する部分）に形成され、遊技球通過検知部材８０
を通過した遊技球を上面（球通路）６５ｂｂにおける遊技球の流下方向（矢印Ｙ方向）に
案内する段差部７１と、側壁７２とは反対方向に突出して設けられた板状の部材である位
置決め板７３とから構成されている。
【００８３】
　また、図１２乃至図１４に示すように、案内部材７０における左側上部、左側下部、右
側下部には、それぞれ、ビス孔７０ａ，７０ｂ，７０ｃが形成されている。そして、案内
部材７０が球通路部材６５の裏面側に取り付けられる際には、当該ビス孔７０ａ，７０ｂ
，７０ｃをそれぞれ介して、球通路部材６５の本体部６５ａの裏面側頂部に形成されたビ
ス孔６６ａ、本体部６５ａと貫通孔６５ｄとの間に形成されたビス孔６６ｂ、腕部６５ｂ
の裏面右側に形成されたビス孔６６ｃに、それぞれビス等が固定される（図１１、図１３
乃至図１５は、球通路部材６５の裏面側に案内部材７０が取り付けられた状態を示してい
る）。すなわち、案内部材７０は、球通路部材６５の裏面側にビス止めされる。但し本発
明はこれに限られず、案内部材７０は、球通路部材６５の裏面側に接着されるようになっ
ていてもよいし、係止されるようになっていてもよい。
【００８４】
　また、上述した案内部材７０が球通路部材６５の裏面側に取り付けられる場合、当該案
内部材７０における位置決め板７３は、図１３乃至図１５に示すように遊技球通過検知部
材８０の背面側のうち球通過孔８０ａの左方に位置するようになる（すなわち、案内部材
７０が球通路部材６５の裏面側に取り付けられる場合、位置決め板７３は、当該遊技球通
過検知部材８０のうち球通過孔８０ａの左方を背面側から覆う位置に配置されることとな
る）。この場合、遊技球通過検知部材８０を、その背面側から、案内部材７０にて支持す
ることが可能となる。これによれば、当該案内部材７０を、遊技球通過検知部材８０の位
置決めとして機能させることができる。
【００８５】
　さらに、案内部材７０が球通路部材６５の裏面側に取り付けられる場合、側壁７２は、
図１１、図１３～図１５に示すように、上面６５ｂｂの他端側（具体的には、球通路部材
６５の裏面側）に位置するようになる。この場合、当該側壁７２は、遊技球通過検知部材
８０を通過した遊技球４００を、上面（球通路）６５ｂｂにおける遊技球の流下方向（矢
印Ｙ方向）に案内する機能を有することとなる。
【００８６】
　この場合、上面（球通路）６５ｂｂを流下（通過）する遊技球４００が上面（球通路）
６５ｂｂ外に飛び出る虞をより低減させることができ、遊技球４００の上面（球通路）６
５ｂｂの通過をより円滑に行わせることが可能となる。
【００８７】
　さらに、本発明によれば、上述したように、案内部材７０に上面（球通路）６５ｂｂの
側壁としての機能を持たせることができるので、当該案内部材７０に、より汎用性を持た
せることができる。
【００８８】
　段差部７１は、図１１乃至図１５に示すように、側壁７２の上端部７２ａにおいて、上
面（球通路）６５ｂｂにおける遊技球の流下方向（矢印Ｙ方向）に向けて下り傾斜して形
成されている。そして、案内部材７０が球通路部材６５の裏面側に取り付けられる場合、
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当該段差部７１は、遊技球通過検知部材８０の背面側に位置するようになる（図１１、図
１３～図１５および図１８参照。なお、図１８は、図１５に示すＡ－Ａ線に沿った断面図
である。）。具体的には、段差部７１は、図１３、図１４および図１８に示すように、遊
技球通過検知部材８０の背面側のうち球通過孔８０ａの外周よりも下方、に位置するよう
になる。
【００８９】
　このように、段差部７１は、遊技球通過検知部材８０の背面側に位置するようになるの
で、遊技球通過検知部材８０の球通過孔８０ａを通過した遊技球４００は、図１３～図１
５および図１８に示すように、直ちに当該段差部７１へと到達するようになる。これによ
れば、遊技球通過検知部材８０の球通過孔８０ａを通過した遊技球４００を、直ちに上面
（球通路）６５ｂｂにおける遊技球の流下方向に案内することができるので、遊技球通過
検知部材８０を通過した遊技球が逆流するリスクをより低減させることが可能となる。
【００９０】
　また、段差部７１は、球通過孔８０ａの外周よりも下方に位置するようになるので、遊
技球通過検知部材８０の球通過孔８０ａを通過した遊技球が仮に逆流してしまった場合で
あっても、逆流した遊技球４００は、球通過孔８０ａの外周よりも下方位置に当接して止
まることとなる。これによれば、逆流した遊技球が、遊技球通過検知部材８０により２度
検知される虞を防ぐことができる。
【００９１】
　また、案内部材７０は、段差部７１が設けられた部位（上端部７２ａ）が幅広に形成さ
れる一方、上面（球通路）６５ｂｂの流下方向（矢印Ｙ方向）に向けて幅狭に形成される
（図１０、図１１および図１５参照。同図に示すように、側壁７２は、段差部７１が設け
られた上端部７２ａから遊技球の流下方向に向うにつれて、側壁６５ｂａに接近する形状
になっている）。例えば、図１５に示すように、側壁７２における上端部７２ａの内壁７
２ｂから側壁６５ｂａまでの距離（距離Ｃ）と比べて、側壁７２のうち遊技球の流下方向
に位置する内壁７２ｃから側壁６５ｂａまでの距離（距離Ｄ）の方が短くなっている。
【００９２】
　この場合、たとえ段差部７１にて遊技球４００の逆流が生じた場合であっても、当該逆
流を、上端部７２ａにおける幅広の部分にて吸収することが可能となる。これによれば、
逆流した遊技球４００が、遊技球通過検知部材８０まで戻るリスクを低減させることが可
能となる。
【００９３】
　さらに、案内部材７０は、上面（球通路）６５ｂｂの流下方向に向けて幅狭に形成され
ているため、たとえ上面（球通路）６５ｂｂを流下する遊技球４００に横方向へのブレが
生じた場合であっても、当該ブレは、遊技球が上面（球通路）６５ｂｂを流下するにつれ
て次第に矯正されるようになる。
【００９４】
　さらに、遊技球通過検知部材８０と対向する部位である上端部７２ａの内壁７２ｂは、
図１０～図１５に示すように、上面（球通路）６５ｂｂにおける遊技球４００の流下方向
に向って湾曲して形成されている。
【００９５】
　この場合、遊技球通過検知部材８０から上面（球通路）６５ｂｂへと流入した遊技球４
００は、湾曲して形成された上端部７２ａの内壁７２ｂによって、上面６５ｂｂにおける
遊技球の流下方向へと案内されるようになる（図１３～図１５参照）。これによれば、遊
技球４００の上面（球通路）６５ｂｂの通過をより円滑に行わせることが可能となるとと
もに、遊技球４００が逆流するリスクをより低減させることが可能となる。
【００９６】
　また、案内部材７０における側壁７２の高さは、球通路部材６５における側壁６５ｂａ
と同程度の高さ、すなわち、遊技球４００の直径よりも短い程度の高さとなっている。こ
れによれば、案内部材７０を有する球通路部材６５を、よりコンパクトにすることが可能
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となる。但し、本発明はこれに限られず、側壁７２の高さは、上記側壁６５ｂａとは異な
る高さであってもよい。
【００９７】
　また、本実施の形態における球通路部材６５および案内部材７０は、透明性を有する部
材で構成されている。この場合、上面（球通路）６５ｂｂを通過する遊技球４００を、遊
技盤２における透明性を有する部分および球通路の側壁６５ｂａにおける透明性を有する
部分を介して視認可能に露出させることが可能となる（例えば、図９および図１６に示す
遊技球４００のうち、側壁６５ｂａに隠れた部分（点線部分）を、視認可能に露出させる
ことが可能となる）。これによれば、始動口１２に流入後の遊技球を利用した演出効果を
より高めることが可能となる。
【００９８】
　このように構成された球通路部材６５は、電動役物構成部材差込孔２ｃに差し込まれた
電動役物構成部材１８の一部が貫通孔６５ｄに嵌め込まれることによって、遊技盤２に取
り付けられる（図６参照）。そして、この球通路部材６５における腕部６５ｂ，６５ｃの
裏面下部にそれぞれ形成されたビス孔６６ｄ，６６ｅに、スペーサ１０に形成されたビス
孔１０ｄ，１０ｅ（図４、図５）をそれぞれ介して、ビス等を固定することにより、当該
球通路部材６５をスペーサ１０に配設することができる（図４参照）。但し、球通路部材
６５をスペーサ１０に配設する技術はこれに限定されず、例えば、ピン等により配設して
もよいし、球通路部材６５をスペーサ１０に係止させることによって配設してもよい。ま
た、接着により配設してもよい。
【００９９】
　ここで、裏通路部材３０が設けられたスペーサ１０に、球通路部材６５を配設した場合
、裏通路部材３０の貫通孔３０ｄ，３０ｅにそれぞれ嵌め込まれたＬＥＤ基板４０と、球
通路部材６５の腕部６５ｂ，６５ｃの裏面側とが、それぞれ対向するようになる（図４お
よび図１７参照）。
【０１００】
　具体的には、腕部６５ｂの裏面側には貫通孔３０ｄに嵌め込まれたＬＥＤ基板４０にお
ける装飾ＬＥＤ４０ａの搭載面が対向し、腕部６５ｃの裏面側には貫通孔３０ｅに嵌め込
まれたＬＥＤ基板４０における装飾ＬＥＤ４０ａの搭載面が対向する。
【０１０１】
　この場合、装飾ＬＥＤ４０ａの発する光は、球通路部材６５における腕部６５ｂ，６５
ｃの透明性を有する部分を介して、遊技盤２へ到達するようになる。
【０１０２】
　なお、球通路部材６５における腕部６５ｂ，６５ｃの裏面には、凹凸が生じるように面
取りされた拡散部６５ｅが形成されている（図１２乃至図１４参照）。
【０１０３】
　この拡散部６５ｅは、上記凹凸によって光を屈折させる作用を有している。そのため、
装飾ＬＥＤ４０ａの発する光は、当該拡散部６５ｅを透過する際、上記凹凸により複雑に
屈折し、図１７に示すように拡散する。
【０１０４】
　具体的には、装飾ＬＥＤ４０ａの発する光は、図１７に示すとおり、まず拡散部６５ｅ
を透過する際に拡散され、そして、拡散された光が、球通路部材６５、遊技盤２などの透
光性を有する部分を透過して、遊技盤２の前面側に到達する。
【０１０５】
　このように、拡散部６５ｅによって、装飾ＬＥＤ４０ａの発する光を拡散させることが
できるので、当該光を視認できる範囲を拡大させることができ、光による装飾効果をより
高めることができる（図１７参照。なお、図中において、符号１００は遊技者の目を示す
。）。
【０１０６】
　さらに本実施の形態において、球通路部材６５における腕部６５ｂ，６５ｃの裏面のう
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ち、上部および左右に位置する面には、湾曲形状の突起６５ｆが連続して形成されている
（図１２乃至図１４参照）。この突起６５ｆによっても光を屈折させる凹凸が生じるため
、球通路部材６５の裏面のうち上部および左右に位置する面を透過する光をも拡散させる
ことができる。
【０１０７】
　また、本実施の形態によれば、上記装飾ＬＥＤ４０ａの発する光を上面（球通路）６５
ｂｂにも到達させることができ、当該上面（球通路）６５ｂｂを流下する遊技球に光の装
飾を施すことができる。
【０１０８】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、これは本発明を具体的に例示したに過ぎず、
特に本発明を限定するものではない。
【０１０９】
　また、本実施の形態においては、球通路部材６５が、電動役物構成部材１８の裏面側に
配置される例を示したが、これに限られず、球通路部材６５は、他の装置（例えば、遊技
くぎ、風車、ガイドレール６、始動ゲート１５、一般入賞口１１、大入賞口１３、アウト
口１４、始動ゲート１５、ワープ口１６等）の背面側に位置するように配設されていても
よいし、前方に遊技部材が配置されていない位置に配設されていてもよい。
【０１１０】
　また、本実施の形態では、球通路部材６５が、始動口１２に流入した遊技球を流下させ
る例を示したが、これに限られず、当該球通路部材６５は、他の装置（例えば、始動ゲー
ト１５、一般入賞口１１、大入賞口１３、アウト口１４、始動ゲート１５、ワープ口１６
等）に流入した遊技球を流下させる構成になっていてもよい。
【０１１１】
　また、本実施の形態における球通路部材６５は、遊技盤２における透明性を有する部材
の背面側に配置されるようになっていたが、これに限られず、透明性を有しない部分の背
面側に配置されるようになっていてもよい。また、当該球通路部材６５の一部のみが、遊
技盤２における透明性を有する部分の背面側に配置されるようになっていてもよい。
【０１１２】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、これは本発明を具体的に例示したに過ぎず、
特に本発明を限定するものではない。
【０１１３】
　例えば、本実施の形態の球通路部材６５および案内部材７０は、透明性を有する部材で
構成されていたが、本発明においては、球通路部材６５および案内部材７０のうち少なく
とも一部が透明もしくは半透明な投光性を有する部材で構成されていればよい。例えば、
側壁６５ｂａのみが透明もしくは半透明な部材で構成されるようになっていてもよい。
【０１１４】
　また、本実施の形態における段差部７１は、側壁７２における上端部７２ａに形成され
ていたが、段差部７１が形成される位置は、これに限られない。例えば、段差部７１は、
側壁７２の上端部７２ａから下端にかけて、連続して形成されるようになっていてもよい
。
【０１１５】
　さらに、本実施の形態において、始動口１２に流入した遊技球４００が流下（通過）す
る上面（球通路）６５ｂｂは、腕部６５ｂに形成されていたが、これに限られず、腕部６
５ｃに形成されるようになっていてもよい。この場合、始動口１２に流入した遊技球４０
０は、腕部６５ｃに形成された上面（球通路）を流下するようになる。
【０１１６】
　また、本実施の形態においては、ＬＥＤ基板４０には、ＬＥＤ（発光ダイオード）であ
る装飾ＬＥＤ４０ａが発光体として搭載されるようになっていたが、当該ＬＥＤ基板４０
に搭載される発光体は、ＬＥＤであることに限定されるものではない。例えば、ＬＥＤ基
板４０に搭載する発光体としてランプを採用してもよい。
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【０１１７】
　このように、本実施の形態によれば、始動口（球流入口）１２に流入した遊技球４００
が通過（流下）する上面（球通路）６５ｂｂは、球通路部材６５の外周面に、上方に向っ
て開口して形成される（つまり、球通路部材の外周に形成される）。これによれば、球通
路を球通路部材６５の内部に形成する場合に比べて、当該球通路部材６５のコンパクト化
を図ることが可能となる。
【０１１８】
　この場合、当該球通路部材６５によって透明性を有する遊技盤２の背面側に配置される
液晶表示装置（表示装置）２１等の視認を妨げられることを、極力防止することが可能と
なる。これによれば、遊技盤２の背面側に配置される液晶表示装置２１に対する視認性の
低下を防ぐことができるので、遊技興趣の低下を防ぐことができる。
【０１１９】
　また、本実施の形態によれば、始動口１２に流入し、且つ遊技球通過検知部材（遊技球
通過検知手段）８０を通過した遊技球４００は、案内部材７０によって、上面（球通路）
６５ｂｂにおける遊技球４００の流下方向へと案内されるようになる。この場合、当該遊
技球通過検知部材８０を通過した遊技球４００が逆流して再び該遊技球通過検知部材８０
により検知される事態（所謂、２度検知）を防ぐことが可能となる。
【０１２０】
　さらに、上記案内部材７０における位置決め板７３が、遊技球通過検知部材８０の背面
側から当該遊技球通過検知部材８０の少なくとも一部を覆う位置に配置されている本発明
によれば、当該案内部材７０が、遊技球通過検知部材８０の位置決めとして機能するよう
になる。
【０１２１】
　このような本発明によれば、一の案内部材７０に、遊技球通過検知部材８０を通過した
遊技球を、上面（球通路）６５ｂｂの流下方向へと案内する機能、および遊技球通過検知
部材８０の位置決め機能の二つの機能を持たせることができるので、当該案内部材７０に
汎用性を持たせることができるとともに、部品点数の削減およびコスト削減を実現するこ
とが可能となる。
【０１２２】
　また、本実施の形態によれば、始動口１２に流入し、且つ遊技球通過検知部材８０を通
過した遊技球４００は、上面（球通路）６５ｂｂにおける遊技球４００の流下方向に向け
て下り傾斜した段差部７１によって、当該流下方向へと案内されるようになる。この場合
、当該遊技球通過検知部材８０を通過した遊技球４００が逆流するリスクをより低減させ
ることが可能となる。
【０１２３】
　また、本実施の形態の段差部７１は、遊技球通過検知部材８０の背面側に位置している
ので、当該遊技球通過検知部材８０を通過した遊技球４００は、直ちに当該段差部７１へ
と到達するようになる。この場合、遊技球通過検知部材８０を通過した遊技球４００を、
直ちに上面（球通路）６５ｂｂにおける遊技球４００の流下方向に案内することができる
ので、遊技球通過検知部材８０を通過した遊技球４００が逆流するリスクをより低減させ
ることが可能となる。
【０１２４】
　さらに、本実施の形態の段差部７１は、遊技球通過検知部材８０における球通過孔８０
ａの外周よりも下方に位置しているので、遊技球通過検知部材８０を通過した遊技球が逆
流するリスクをより低減させることが可能となる。また、本発明によれば、仮に遊技球の
逆流が生じてしまった場合であっても、逆流した遊技球は、球通過孔８０ａの外周よりも
下方位置に当接して止まるため、当該逆流した遊技球が、遊技球通過検知部材８０により
２度検知される虞を防ぐことができる。
【０１２５】
　また、本実施の形態によれば、案内部材７０は、段差部７１が設けられた部位（上端部
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７２ａ）が幅広に形成されているので、段差部７１にて遊技球の逆流が生じた場合であっ
ても、当該逆流を、上端部７２ａにおける幅広の部分にて吸収することが可能となる。こ
れによれば、逆流した遊技球が、遊技球通過検知部材８０まで戻るリスクを低減させるこ
とが可能となる。
【０１２６】
　さらに、本発明によれば、案内部材７０は、上面（球通路）６５ｂｂの流下方向に向け
て幅狭に形成されているため、たとえ上面（球通路）６５ｂｂを流下する遊技球に横方向
へのブレが生じた場合であっても、当該ブレは、遊技球が上面（球通路）６５ｂｂを流下
するにつれて次第に矯正されるようになる。これによれば、遊技球の上面（球通路）６５
ｂｂの通過をより円滑に行わせることが可能となる。
【０１２７】
　また、本実施の形態によれば、球通路部材６５および案内部材７０の一部が上面（球通
路）６５ｂｂの側壁６５ｂａ，７２として構成される本構成によれば、当該上面（球通路
）６５ｂｂを通過する遊技球が上面（球通路）６５ｂｂ外に飛び出る虞を低減させること
ができ、遊技球の上面（球通路）６５ｂｂの通過をより円滑に行わせることが可能となる
。
【０１２８】
　さらに、本発明によれば、上述したように、案内部材７０に上面（球通路）６５ｂｂの
側壁としての機能を持たせることができるので、当該案内部材７０に、より汎用性を持た
せることができるとともに、部品点数の削減およびコスト削減を実現することが可能とな
る。
【０１２９】
　また、上面（球通路）６５ｂｂの側壁６５ｂａ，７２が遊技球４００の直径よりも短く
形成される本実施の形態によれば、案内部材７０を有する球通路部材６５を、よりコンパ
クトにすることが可能となる。
【０１３０】
　さらに、上面（球通路）６５ｂｂの側壁６５ｂａ，７２が遊技球４００の直径よりも短
い本発明によれば、当該上面（球通路）６５ｂｂを通過する遊技球４００の一部を、遊技
盤２における透明性を有する部分を介して視認可能に露出させることが可能となる。これ
によれば、始動口１２に流入後の遊技球４００を利用して演出効果を高めることが可能と
なる。
【０１３１】
　また、上面（球通路）６５ｂｂの側壁６５ｂａ，７２のうち少なくとも一部が透明性を
有する部材で構成された本実施の形態によれば、当該上面（球通路）６５ｂｂを通過する
遊技球を、遊技盤２における透明性を有する部分および上面（球通路）６５ｂｂの側壁６
５ｂａにおける透明性を有する部分を介して視認可能に露出させることが可能となる。こ
れによれば、始動口１２に流入後の遊技球を利用して演出効果を高めることが可能となる
。
【０１３２】
　さらに、本実施の形態によれば、遊技球通過検知部材８０から上面（球通路）６５ｂｂ
へと流入した遊技球４００は、湾曲して形成された側壁７２（具体的には、上面７２ａの
内壁７２ｂ）によって、上面（球通路）６５ｂｂにおける遊技球４００の流下方向へと案
内されるようになる。これによれば、遊技球４００の上面（球通路）６５ｂｂの通過をよ
り円滑に行わせることが可能となるとともに、遊技球４００が逆流するリスクをより低減
させることが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　以上の説明においては、本発明をパチンコ遊技機本体が遊技台に取り付けられた遊技機
に適用した場合が説明されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、パチスロ
機、雀球、スマートボールあるいはゲームセンターに設置された各種ゲーム機など、種々
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の遊技機に適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本実施の形態に係る遊技機を示す斜視図である。
【図２】図１に示した遊技機の分解斜視図である
【図３】背面側にスペーサが配設された遊技盤を示す正面図である。
【図４】図３に示す遊技盤の背面側を示す斜視図である。
【図５】図３に示す遊技盤の分解斜視図である。
【図６】背面側に球通路部材が取り付けられた遊技盤を示す斜視図である。
【図７】本実施の形態に係る裏通路部材の斜視図である。
【図８】電動役物構成部材が差し込まれた球通路部材を示す正面図である。
【図９】本実施の形態に係る球通路部材を示す正面図である。
【図１０】図９に示す球通路部材の分解斜視図である。
【図１１】図９に示す球通路部材の斜視図である。
【図１２】図９に示す球通路部材を背面側から見た分解斜視図である。
【図１３】図８に示す球通路部材を背面側から見た斜視図である。
【図１４】図８に示す球通路部材を背面側上方から見た斜視図である。
【図１５】図８に示す球通路部材を上方から見た説明図である。
【図１６】図３に示す球通路部材を遊技球が流下する様子を示す説明図である。
【図１７】本実施の形態に係る球通路部材を上方から見た断面図である。
【図１８】図１５に示すＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【符号の説明】
【０１３５】
　１　パチンコ遊技機（遊技機）
　２　遊技盤
　２ａ　遊技領域
　２ｃ　電動役物構成部材差込孔
　２ｃａ，２ｃｂ　ビス孔
　２ｃｃ，２ｃｄ　嵌合孔
　２ｄ～２ｈ，２ｊ　取付孔
　２ｉ　大入賞口差込孔
　３　遊技機本体
　３ａ　本体枠
　３ｂ　ベース枠
　４　ガラス扉
　４ａ　ガラス板
　５　皿ユニット
　５ａ　上皿
　５ｂ　下皿
　６　レール
　７　発射ハンドル
　８　シャッタレバー
　８ａ，８ｂ　スピーカ
　１０　スペーサ
　１０ａ，１０ｂ　貫通孔
　１０ｄ，１０ｅ　ビス孔
　１１　一般入賞口
　１２　始動口
　１２ａ　始動口通路
　１３　大入賞口
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　１３ａ　大入賞装置
　１４　アウト口
　１５　始動ゲート
　１６　ワープ口
　１６ａ　ワープ球通路
　１６ｂ　ワープ出口
　１７　普通電動役物
　１７ａ，１７ｂ　可変翼
　１７ｃ　受け入れ口
　１８　電動役物構成部材（入賞装置）
　１８ａ，１８ｂ　ビス孔
　１９　装飾部材
　２１　液晶表示装置（表示装置）
　２１ａ　表示領域
　２６　電飾ユニット
　３０　裏通路部材
　３０ｂ，３０ｃ　裏通路
　３０ｂａ，３０ｃａ　ダミーセンサ
　３０ｄ，３０ｅ　貫通孔
　３０ｆ，３０ｇ　取付孔
　３０ｈ　貫通孔
　３０ｉ　切り欠き
　３１，３２　支持板
　４０　ＬＥＤ基板
　４０ａ　装飾ＬＥＤ
　６５　球通路部材
　６５ａ　本体部
　６５ａａ　通過孔
　６５ａｃ，６５ａｄ　凸部
　６５ｂ，６５ｃ　腕部
　６５ｂａ　側壁
　６５ｂｂ　上面（球通路）
　６５ｄ　貫通孔
　６５ｅ　ダイヤカット面
　６５ｆ　突起
　６６ａ，６６ｂ，６６ｃ，６６ｄ，６６ｅ　ビス孔
　７０　案内部材
　７０ａ，７０ｂ，７０ｃ　ビス孔
　７１　段差部
　７２　側壁
　７２ａ　上端部
　７２ｂ，７２ｃ　内壁
　７３　位置決め板
　８０　遊技球通過検知部材（遊技球通過検知手段）
　８０ａ　球通過孔
　８０ｂ　センサ部
　１００　遊技者の目
　４００　遊技球
　Ｙ　矢印
　Ｃ，Ｄ　距離
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