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(57)【要約】
【課題】遊技球の流下や転動による遊技の演出を行うこ
とで遊技者の興趣を向上させることができる遊技機を提
供する。
【解決手段】遊技球が流下する遊技領域１６に第１始動
入賞装置２２及び第１アウト口２６が設けられ第１始動
入賞装置３３は、遊技球が入賞可能な第１始動入賞口１
２１と、遊技球が流入可能な第２アウト口３４とを有す
るように構成されており、遊技領域１６には、第１始動
入賞口１２１に入賞しなかった遊技球が第２アウト口３
４の設けられている一方側又は第２アウト口３４の設け
られていない他方側のいずれかに誘導され、他方側に誘
導された遊技球が第１アウト口２６に向けて流下するよ
うに第１始動入賞装置３３を設けた。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域に始動入賞装置及び第１アウト口が設けられた遊技機であっ
て、
　前記始動入賞装置は、
　　前記遊技球が入賞可能な始動入賞口と、
　　前記遊技球が流入可能な第２アウト口とを有するように構成されており、
　前記遊技領域には、前記始動入賞口に入賞しなかった遊技球が前記第２アウト口の設け
られている一方側又は前記第２アウト口の設けられていない他方側のいずれかに誘導され
、前記他方側に誘導された前記遊技球が前記第１アウト口に向けて流下するように前記始
動入賞装置が設けられていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　第２アウト口には底部が形成されており、
　前記底部は、第１の面と、前記第１の面よりも高さ方向の位置が低い位置に形成された
第２の面と、前記第１の面及び第２の面の間に形成された段差部とを有する請求項１記載
の遊技機。
【請求項３】
　第２アウト口に流入した遊技球を排出する排出口を備え、
　前記第２アウト口は、少なくとも遊技球２個分の幅寸法を有するように形成されており
、
　前記排出口は、少なくとも前記遊技球１個分の幅寸法を有し、第２の面に位置するよう
に形成されている請求項２記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技盤に形成された遊技領域に始動入賞装置を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、パチンコ機をはじめとする各種の遊技機が知られている。一般に、パチンコ
機と呼ばれる遊技機には、遊技盤に形成された遊技領域に始動入賞装置や大入賞装置等の
各種入賞装置、及びセンター役物が設けられている。遊技機は、これら各種入賞装置に形
成されている入賞口へ遊技球が入賞することを契機として、遊技の進行に応じた様々な演
出を行ったり、所定個数の賞球が遊技者に払い出される。また、近年は、各種入賞装置を
遊技領域の左右方向中央部分の他に、該中央部分よりも左右いずれか一方側に寄った位置
に設けている遊技機も存在する。例えば、特許文献１には、始動入賞装置を左右方向中央
部分に設け、通常入賞装置を該中央部分よりも左寄りに設け、大入賞装置を該中央部分よ
りも右寄りに設けた遊技機が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－０７５１２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年は、遊技機の演出の内容が多様化しており、それに伴ってセンター役物や各種入賞
装置が大型化する傾向がある。その一方で、遊技盤の大きさは一定であるため、遊技領域
において遊技球が流下することができるのは、センター役物や各種入賞装置等が設けられ
ていない限られた範囲となる。そのため、遊技球の流下する経路が一つに定まる傾向にあ
り、遊技球の流下や転動により遊技の興趣を向上させる演出を行うことが難しかった。こ
の問題は、特許文献１に記載されている遊技機のように、各種入賞装置が遊技領域の左右
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方向中央部分から左右いずれかの方向に寄った位置に設けられている場合に顕著となる。
例えば、特許文献１に記載されている遊技機の場合は、大入賞装置が遊技領域の中央部分
よりも右寄りに設けられている。そのため、遊技者は、遊技機における遊技状態が遊技者
に有利な特別遊技状態に移行している時は、該中央部分よりも右寄りに位置する大入賞口
に向けて遊技球を弾発する。この時、大入賞口に入賞しなかった遊技球はその下方に設け
られているアウト口に向けて、遊技領域の中央部分よりも右に寄った限られた範囲を流下
する。このように、特許文献１に記載された遊技機においては、遊技領域の中央部分より
も左右いずれかの方向に寄った位置に入賞装置が設けられることで、アウト口に至るまで
に遊技球が流下する経路が一つに定まりやすく、遊技球の流下や転動による遊技の演出を
行うことが難しいという問題があった。
【０００５】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、遊技球の流下や転動による
遊技の演出を行うことで遊技者の興趣を向上させることができる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】
　本発明は、
（１）遊技球が流下する遊技領域に始動入賞装置及び第１アウト口が設けられた遊技機で
あって、前記始動入賞装置は、前記遊技球が入賞可能な始動入賞口と、前記遊技球が流入
可能な第２アウト口とを有するように構成されており、前記遊技領域には、前記始動入賞
口に入賞しなかった遊技球が前記第２アウト口の設けられている一方側又は前記第２アウ
ト口の設けられていない他方側のいずれかに誘導され、前記他方側に誘導された前記遊技
球が前記第１アウト口に向けて流下するように前記始動入賞装置が設けられていることを
特徴とする遊技機、
（２）第２アウト口には底部が形成されており、前記底部は、第１の面と、前記第１の面
よりも高さ方向の位置が低い位置に形成された第２の面と、前記第１の面及び第２の面の
間に形成された段差部とを有する上記（１）記載の遊技機、
（３）第２アウト口に流入した遊技球を排出する排出口を備え、前記第２アウト口は、少
なくとも遊技球２個分の幅寸法を有するように形成されており、前記排出口は、少なくと
も前記遊技球１個分の幅寸法を有し、第２の面に位置するように形成されている上記（２
）記載の遊技機、
を要旨とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、遊技領域に設けられた第１アウト口の他に始動入賞装置にも第２アウ
ト口を設け、始動入賞装置において、第１アウト口が設けられている一方の側と第２アウ
ト口が設けられている他方の側とに振り分けることができるようにしたので、遊技球の流
下経路を多様化することができる。したがって、本発明によれば、遊技球の流下に伴う遊
技の演出を行うことができ、遊技者の興趣を大きく向上させることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機の正面図である。
【図２】始動入賞装置の外観斜視図である。
【図３】始動入賞装置の正面側からの分解斜視図である。
【図４】始動入賞装置の裏面側からの分解斜視図である。
【図５】始動入賞装置の正面図である。
【図６】始動入賞装置の作用効果を説明するための説明図である。
【図７】始動入賞装置の作用効果を説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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　本発明に係る遊技機の実施の形態について、図面を用いて具体的に説明する。なお、本
明細書では、本発明に係る遊技機の例としてパチンコ遊技機（以下、単に遊技機と言う。
）を用いて説明するが、本発明はパチンコ遊技機以外の遊技機にも使用することができる
。また、本明細書においては、遊技機及び遊技機を構成する各部材の「前側」、「後側」
、「上側」、「下側」、「左側」及び「右側」は、遊技機を正面から見た場合における表
面側（前面側）、背面側（後面側）、「上側」、「下側」、「左側」及び「右側」を示す
ものとする。また、本明細書においては、遊技球が各種入賞口に流入することを「入賞」
と言い、遊技球が入賞することによって遊技者に払い出される遊技球のことを「賞球」と
言う。
【００１０】
　遊技機の外観構成について説明する。図１に示すように、遊技機１は、機体の外郭を構
成する縦長方形の外枠２を備えている。この外枠２の開口前面側には、縦長方形の中枠３
が着脱自材に組み付けられている。中枠３は、全体的に合成樹脂材料を用いて構成されて
おり、内部に遊技盤等を取付固定することができるように構成されている。前枠４は、中
枠３の前面側に、該前枠４の左側に設けられたヒンジを中心に中枠３に対して横開きをす
ることができるように開閉自在に組み付けられている。前枠４は、ガラス板５を備えてお
り、遊技者が遊技盤１１を視認することができ、かつ遊技盤１１を保護することができる
ように構成されている。また、前枠４は、遊技に使用する遊技球を一時的に貯留する上受
け皿６と、上受け皿６から溢れ出て流下した遊技球を貯留する下受け皿７とをガラス板５
の下方に備えている。
【００１１】
　遊技機１は、遊技盤１１に向けて遊技機１を弾発するための発射装置を内部に備えてお
り、この発射装置の弾発強さを操作ハンドル８の回動量によって調節することができるよ
うに構成されている。また、上受け皿６には、遊技球を貯留する貯留スペースの前側に、
遊技者が遊技中に押圧操作する各種ボタン９ａ，９ｂ，９ｃが配置されている。また、遊
技機１の上部には、音声を出力するためのスピーカ１０が設けられている。
【００１２】
　遊技盤１１は、アクリルやポリカーボネート等の合成樹脂材料で略正方形に形成された
平板状の部材である。この遊技盤１１の背面側には、裏ユニット（図示せず）がビス等に
よって取付固定されている。遊技盤１１には、センター役物としての演出装置１２の装飾
枠１３を取り付けるための開口部が略中央部に開口形成されている。また、遊技盤１１の
表面には、発射装置で弾発された遊技球を遊技盤１１の上部へ案内する案内レール１５が
設けられている。また、遊技盤１１には、案内レール１５により遊技盤１１の上部に案内
された遊技球が遊技盤１１の下部に向けて流下する遊技領域１６が形成されている。
【００１３】
　遊技領域１６には、演出装置１２を視認可能にするとともに装飾枠１３を取り付けるた
めの開口部が略中央部に開口形成されている。また、遊技領域１６には、第１始動入賞装
置ユニット２１、大入賞装置２２、通過ゲート２３、第２始動入賞装置ユニット２４等の
各種入賞装置ユニット等が設けられている。また、遊技領域１６には、多数の誘導釘２５
が打たれている。遊技領域１６を流下する遊技球は、誘導釘２５に当たって流下方向を変
化させながら、遊技領域１６の上部から下部に向かって流下する。遊技領域１６を流下す
る遊技球の一部は、各種入賞装置に設けられている各種入賞口（図示せず）に入賞する。
また、遊技領域１６を流下する遊技球のうち、各種入賞口に入賞しなかった遊技球は、遊
技領域１６の最下部に設けられた第１アウト口２６又は第１始動入賞装置ユニット２１に
形成されている後述する第２アウト口３４に流入する。
【００１４】
　第１始動入賞装置ユニット２１は、遊技盤１１において演出装置１２の下方であって該
遊技盤１１の左右方向中央よりも左側の案内レール１５寄りにネジ止め等の方法で取付固
定されている。
【００１５】
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　図２に示すように、第１始動入賞装置ユニット２１は、第１始動入賞装置用ベース部材
３１、第１普通入賞装置３２、第１始動入賞装置３３及び第２アウト口３４を有しており
、これら第１普通入賞装置３２、第１始動入賞装置３３及び第２アウト口３４が第１始動
入賞装置用ベース部材３１に設けられて構成されている。また、第１始動入賞装置３３は
、遊技領域１６において、後述する第１入球口７０に入球しなかった遊技球が第２アウト
口３４の設けられている一方側又は第２アウト口３４の設けられていない他方側のいずれ
かに誘導され、この他方側に誘導された遊技球が第１アウト口２６に向けて流下するよう
に設けられている。
【００１６】
　第１始動入賞装置用ベース部材３１は、第１始動入賞装置ユニット２１を遊技盤１１に
ネジ止め等によって取付固定するためのもので、所定の形状を有する板状の部材である。
この第１始動入賞装置用ベース部材３１には、遊技盤１１に取り付ける際に使用するネジ
止め孔３７が貫通形成されている。また、第１始動入賞装置用ベース部材３１には、第１
普通入賞装置３２を構成する第１普通入賞口（図示せず）に遊技球を案内する第１普通入
賞案内部３８と、後述する始動入賞装置本体６２の振分部９１が導入される振分部導入孔
３９と、始動入賞装置本体６２の後述する入賞部９２が導入される入賞部導入孔４０と、
第２アウト口３４と、第２アウト口３４へ遊技球を案内する第２アウト口案内部４１とが
形成されている。
【００１７】
　第１普通入賞案内部３８は、第１始動入賞装置用ベース部材３１の左上部において、該
第１始動入賞装置用ベース部材３１の表面から前側に形成されている。この第１普通入賞
案内部３８は、上部が開口するＵ字形に形成されており、該第１普通入賞案内部３８の内
部において遊技球が流入可能な幅を有するように形成されている。また、この第１普通入
賞案内部３８は、流入した遊技球を第１普通入賞口に向けて転動させることができるよう
に形成されている。
【００１８】
　振分部導入孔３９及び入賞部導入孔４０は、第１始動入賞装置用ベース部材３１の左右
方向略中央部に形成されている。これら振分部導入孔３９及び入賞部導入孔４０は、振分
部導入孔３９が入賞部導入孔４０の上方に位置し、入賞部導入孔４０が振分部導入孔３９
の下方に位置するように形成されている。振分部導入孔３９は、後述する始動入賞装置本
体６２の振分部９１が導入可能な大きさに開口形成されており、入賞部導入孔４０は、始
動入賞装置本体６２の入賞部９２が導入可能な大きさに開口形成されている。
【００１９】
　第２アウト口３４は、第１始動入賞装置用ベース部材３１の左右方向の中央部よりも右
寄りに形成されている。本実施の形態では、第２アウト口３４は、第１始動入賞装置用ベ
ース部材３１の左右方向右寄りに形成されているが、これ以外の場所に形成されていても
よい。第２アウト口３４は、遊技領域１６を流下してきた遊技球が流入可能な大きさに形
成されている。また、図５に示すように、第２アウト口３４には、底部４２が形成されて
いる。この底部４２は、第１の面４３と第２の面４４とを備えている。第２の面４４は、
第１の面４３よりも高さ方向の位置が低い位置に形成されている。これら第１の面４３と
第２の面４４との間には、所定高さを有する段差部４５が形成されている。この第２アウ
ト口３４は、少なくとも、遊技球２個分の幅Ｗ１（図５参照）を有するように形成されて
いる。第２アウト口３４がＷ１の幅を有することで、第２アウト口３４に対して遊技球を
スムーズに流入させることができ、第２アウト口３４の周辺における遊技球の球詰まり等
を防止することができる。また、第２アウト口３４の奥側には排出口４６が形成されてい
る（図５参照）。排出口４６は、第２アウト口３４に流入した遊技球を遊技盤１１の後ろ
側に形成された排出経路（図示せず）に向けて排出するためのものである。この排出口４
６は、少なくともＷ２の幅（図５参照）、即ち遊技球１個分の幅寸法を有している。また
、排出口４６は、該排出口４６の底面が第２の面４４と同じ位置に位置するように形成さ
れている。
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【００２０】
　第２アウト口案内部４１は、第２アウト口３４の前側に位置し、第１始動入賞装置用ベ
ース部材３１の表面から前側に向けて、遊技球が転動できる前後方向の幅を有するように
形成されている。この第２アウト口案内部４１は、第２アウト口３４の周囲の一部を囲む
ように形成されている。即ち、第２アウト口案内部４１は、第２アウト口３４の側方に位
置するように形成された側壁部４７と、第２アウト口３４の下側に位置するように形成さ
れた底壁部４８とが形成されている。側壁部４７は、本実施の形態では第２アウト口３４
の右側方に位置するように形成されており、遊技領域１６を流下する遊技球のうち、第１
始動入賞口１２１に入賞せずに第２アウト口３４の設けられている一方側に向けて流下す
る遊技球を第２アウト口３４へ向けて案内するためのものである。底壁部４８は、側壁部
４７の下部から左右方向に向けて連続的に形成されている。この底壁部４８は、第２アウ
ト口３４の底部４２と同じ形状になるように形成されている。即ち、この底壁部４８は、
遊技球が転動する転動面４９が第１の面５０と第２の面５１とを有し、これら第１の面５
０と第２の面５１との間には段差部５２を有するように形成されている。また、第１の面
５０は、第２の面５１に向けて下り傾斜するように形成されている。
【００２１】
　第１普通入賞装置３２は、遊技球が入賞可能な大きさに形成された第１普通入賞口を有
している。遊技球が第１普通入賞口に入賞すると、所定個数（例えば１５個）の賞球が払
い出される。第１始動入賞装置３３は、遊技球が入賞可能な大きさに形成された第１始動
入賞口１２１及び第２始動入賞口１２３を有している。遊技球が第１始動入賞口１２１又
は第２始動入賞口１２３のいずれかに入賞すると、遊技機１において遊技者に有利な特別
遊技状態に移行するか否かを抽選する大当り抽選を行うように構成されている。
【００２２】
　遊技機１では、第１普通入賞口に遊技球が入賞すると所定個数（例えば１５個）の賞球
が払い出され、第１始動入賞口１２１又は第２始動入賞口１２３のいずれかに遊技球が入
賞すると遊技機１において遊技者に有利な特別遊技状態に移行するか否かを抽選する大当
り抽選を行う。また、第２アウト口３４には、第１始動入賞装置ユニット２１に向けて流
下してきて、第１普通入賞口及び第１始動入賞口１２１のいずれにも入賞しなかった遊技
球が流入する。大当り抽選の結果は、普通図柄表示装置３５とともに遊技盤１１の下部に
設けられている特別図柄表示装置３６で表示する。
【００２３】
　図３、図４及び図５に示すように、第１始動入賞装置３３は、前カバー部材６１、第１
始動入賞装置本体（以下、「始動入賞装置本体６２」と言う。）、発光基板６３及び裏カ
バー部材６４を備えており、これらが第１始動入賞装置用ベース部材３１に取付固定され
ている。
【００２４】
　前カバー部材６１は、第１始動入賞装置用ベース部材３１の表面側にネジ止め等によっ
て取付固定されている。前カバー部材６１には、表面側には所定の装飾を施す装飾面６５
が形成されている。また、図４に示すように、前カバー部材６１の裏面には、第１上壁部
６６、第２上壁部６７、第１下壁部６８、第２下壁部６９、第１入球口７０、第２入球口
７１、第３入球口７２、入球空間７３が形成されている。また、前カバー部材６１の裏面
には、第１軸受部７４、規制部材支持部７５、第１始動入賞案内部７６、第２始動入賞案
内部７７及び送出口７８が形成されている。
【００２５】
　第１上壁部６６は、前カバー部材６１の左上側に該前カバー部材６１の裏面から後側に
向けて突き出るように形成されている。この第１上壁部６６の上面は、遊技球を案内する
第１案内面７９となっている。第２上壁部６７は、前カバー部材６１の右上側に該前カバ
ー部材６１の裏面から後側に向けて突き出るように形成されている。この第２上壁部６７
の上面は、遊技球を案内する第２案内面８０となっている。第１下壁部６８は、前カバー
部材６１の左下側に該前カバー部材６１の裏面から後側に向けて突き出るように形成され
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ている。この第１下壁部６８には、前カバー部材６１の縁部から該前カバー部材６１の内
側に向けて遊技球が流入する際に、該遊技球を案内する第１転動面８１が形成されている
。また、第２下壁部６９は、前カバー部材６１の右下側に該前カバー部材６１の裏面から
後側に向けて突き出るように形成されている。この第２下壁部６９には、前カバー部材６
１の縁部から該前カバー部材６１の内側に向けて遊技球が流入する際に、該遊技球を案内
する第２転動面８２が形成されている。
【００２６】
　第１入球口７０は、前カバー部材６１の上側に形成されており、上方から流下する遊技
球が流入することが可能な幅で上方が開口するように形成されている。本実施の形態では
、第１上壁部６６と第２上壁部６７との間に所定の幅を有する空間が形成されており、こ
の空間が第１入球口７０となっている。第２入球口７１は、前カバー部材６１の左側に形
成されており、遊技球が流入可能な幅で左側が開口するように形成されている。本実施の
形態では、第１上壁部６６と第１下壁部６８との間に所定の空間が形成されており、この
空間が第２入球口７１となっている。この第２入球口７１は、後述する振分部材１０１よ
りも下流側に設けられている。
【００２７】
　第３入球口７２は、前カバー部材６１の右側に形成されており、遊技球が流入可能な幅
で右側が開口するように形成されている。本実施の形態では、第２上壁部６７と第２下壁
部６９との間に所定の空間を形成しており、この空間が第３入球口７２となっている。送
出口７８は、前カバー部材６１の下側に形成されており、入球空間７３内を流下する遊技
球が第１始動入賞装置３３の外部へ送出することが可能な幅の開口を有するように形成さ
れている。本実施の形態では、第１下壁部６８と第２下壁部６９との間に所定の幅を有す
る空間が形成されており、この空間が送出口７８となっている。
【００２８】
　これら第１入球口７０、第２入球口７１、第３入球口７２及び送出口７８は遊技球が入
球可能又は送出可能な大きさに形成されている。なお、本実施の形態では、上記した構成
で第１入球口７０、第２入球口７１、第３入球口７２及び送出口７８を形成しているが、
これ以外の構成で第１入球口７０、第２入球口７１、第３入球口７２及び送出口７８を形
成してもよい。
【００２９】
　入球空間７３は、第１上壁部６６、第２上壁部６７、第１下壁部６８及び第２下壁部６
９によって囲まれた空間である。この入球空間７３は、第１入球口７０、第２入球口７１
又は第３入球口７２のいずれかから入球した遊技球が第１始動入賞案内部７６、第２始動
入賞案内部７７又は送出口７８のいずれかに向けて流下等するための空間である。上記し
た第１軸受部７４、規制部材支持部７５、第１始動入賞案内部７６、第２始動入賞案内部
７７は、この入球空間７３内に形成されている。また、入球空間７３には、第１入球口７
０から入球した遊技球が第１始動入賞口１２１に向けて流下する第１流下経路Ｒ１（図５
参照）と、第１入球口７０から入球した遊技球が第２始動入賞口１２３に向けて流下する
第２流下経路Ｒ２（図５参照）と、第１入球口７０から入球した遊技球が送出口７８に向
けて流下する第３流下経路Ｒ３（図５参照）が形成されている。なお、後述するが、第１
入球口７０から入球した遊技球が第１流下経路Ｒ１を経て第１始動入賞口１２１に入賞す
るか、第２流下経路Ｒ２を経て第２始動入賞口１２３に入賞するか、又は流下経路Ｒ３を
経て送出口７８から送出されるかは、後述する振分部材１０１によって決定される。
【００３０】
　第１軸受部７４は、後述する回動軸９０の一端部を支持するためのものであり、この回
動軸９０の一端部が挿入支持できる大きさに開口形成されている。本実施の形態では、第
１軸受部７４は、前カバー部材６１の裏面から後側に向けて突出させることで形成してい
るが、これに限定されるものではない。
【００３１】
　規制部材支持部７５は、後述する規制部材１０２を支持するためのものである。本実施
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の形態では、規制部材支持部７５は、第１軸受部７４の下方において、前カバー部材６１
の裏面から後側に向けて突出させて形成しているが、規制部材１０２を支持することがで
きれば、この形状に限定されるものではない。
【００３２】
　第１始動入賞案内部７６は、第１入球口７０、第２入球口７１又は第３入球口７２のい
ずれかから入球した遊技球を第１始動入賞口１２１に向けて案内するためのものである。
この第１始動入賞案内部７６は、前カバー部材６１の裏面から後側に向けて形成されてい
る。また、第１始動入賞案内部７６は、第１下壁部６８と連続的に形成されている。なお
、本実施の形態では、第１始動入賞案内部７６は、第１下壁部６８と連続的に形成されて
いるが、これらは別体として形成されていてもよい。
【００３３】
　第２始動入賞案内部７７は、第１入球口７０、第２入球口７１又は第３入球口７２のい
ずれかから入球した遊技球を第２始動入賞口１２３に向けて案内するためのものである。
この第２始動入賞案内部７７は、前カバー部材６１の裏面から後側に向けて形成されてい
る。また、第２始動入賞案内部７７は、第２下壁部６９と連続的に形成されている。なお
、本実施の形態では、第２始動入賞案内部７７は、第２下壁部６９と連続的に形成されて
いるが、これらは別体として形成されていてもよい。
【００３４】
　送出口７８は、第１入球口７０、第２入球口７１又は第３入球口７２のいずれかから入
球した遊技球を入球空間７３から再度遊技領域１６へ送出するためのものである。この送
出口７８は、上記した第１入球口７０、第２入球口７１又は第３入球口７２のいずれかか
ら入球した遊技球を第１始動入賞装置３３の外部である遊技領域１６内に送出させること
が可能な幅寸法を有する大きさに形成されている。送出口７８は、第１始動入賞案内部７
６と第２始動入賞案内部７７との間に形成されている。即ち、第１始動入賞口１２１及び
第２始動入賞口１２３が所定間隔をあけて隣接するように形成されており、送出口７８は
、これら第１始動入賞口１２１及び第２始動入賞口１２３の間に形成されている。なお、
本実施の形態では、送出口７８は、第１始動入賞案内部７６と第２始動入賞案内部７７と
の間に形成されているが、入球空間７３内の遊技球を第１始動入賞装置３３の外部へ送出
することができれば、この位置に限定されるものではない。
【００３５】
　始動入賞装置本体６２は、第１始動入賞装置用ベース部材３１の裏側から該第１始動入
賞装置用ベース部材３１に取付固定されるように形成されている。図３及び図４に示すよ
うに、始動入賞装置本体６２は、前側に振分部９１及び入賞部９２が形成されている。ま
た、始動入賞装置本体６２は、後側に発光基板６３及び裏カバー部材６４を取付固定する
ことができるように構成されている。振分部９１は、始動入賞装置本体６２の前側におい
て、該始動入賞装置本体６２の上部に位置するように形成されている。振分部９１には、
左右方向の略中央部に凹部９３が形成されており、この凹部９３に後述する振分体９４が
設置される。凹部９３は、後述する振分体９４を構成する振分部材１０１が回動可能で、
かつ振分体９４を構成する規制部材１０２が取付可能な大きさに形成されている。また、
この凹部９３の略中央には、第２軸受部９５及び規制部材取付部９６が形成されている。
第２軸受部９５は、回動軸９０の他端部を支持するためのものであり、この回動軸９０の
他端部が挿入支持できる大きさに開口形成されている。規制部材取付部９６は、後述する
規制部材１０２を取付固定するためのものである。本実施の形態では、規制部材取付部９
６は、規制部材１０２に形成された固定ピン１１１が嵌合可能な孔として形成されている
が、これに限定されるものではない。また、振分部９１には、裏側に維持部材としての磁
石９８を配置するための維持部材設置部９７が形成されている。通常は、この維持部材設
置部９７に維持部材を構成する磁石９８が配置されている。
【００３６】
　入賞部９２は、始動入賞装置本体６２において、振分部９１の下方に位置するように配
置されている。この入賞部９２には、裏カバー部材６４を構成する後述する第１始動入賞
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口形成部１１９との干渉を防止する第１干渉防止孔９９と、第２始動入賞口形成部１２０
との干渉を防止する第２干渉防止孔１００とが開口形成されている。
【００３７】
　回動軸９０は、後述する振分部材１０１を回動自在に支持するためのものである。この
回動軸９０は、本実施の形態では金属製の軸部材を用いているが、振分部材１０１を回動
可能に支持することができれば、金属以外のものを用いて形成してもよい。
【００３８】
　振分体９４は、振分部材１０１及び規制部材１０２を備えている。振分部材１０１は、
回動軸９０を軸中心として所定角度だけ回動することができるように始動入賞装置本体６
２に配置されている。この振分部材１０１は、第１入球口７０から入球した遊技球を第１
始動入賞案内部７６、第２始動入賞案内部７７又は送出口７８のいずれかに振り分けるた
めのものである。この振分部材１０１は、第１球受け片１０３、第２球受け片１０４及び
これら第１球受け片１０３及び第２球受け片１０４の間に形成された中間球受け片１０５
を有している。また、振分部材１０１には、第１球受け片１０３と中間球受け片１０５と
の間に第１受入部１０６が形成され、第２球受け片１０４と中間球受け片１０５との間に
第２受入部１０７が形成されている。第１受入部１０６及び第２受入部１０７は、第１入
球口７０から入球した遊技球を受け入れることができるように形成されている。また、振
分部材１０１には、回動軸９０が挿通可能に形成された回動軸孔１０８が貫通形成されて
いる。
【００３９】
　振分部材１０１は、回動軸孔１０８に挿通された回動軸９０を中心として、第１姿勢と
第２姿勢との間で回動しつつ変位することができるように構成されている。ここで、第１
姿勢は、第１受入部１０６に受け入れた遊技球を第１始動入賞口１２１側、即ち第１始動
入賞案内部７６に向けて案内する姿勢であり、第２姿勢は、第２受入部１０７に受け入れ
た遊技球を第２始動入賞口１２３側、即ち第２始動入賞案内部７７に向けて案内する姿勢
である。また、振分部材１０１には、裏面側から表面側に向けて維持部材としての磁石１
０９を配置することが可能な大きさに形成された維持部材導入孔１１０が形成されている
。この磁石は、始動入賞装置本体６２に設けられた磁石と反発し合うように設けられてお
り、振分部材１０１が少なくとも第１姿勢又は第２姿勢となっている時に、この第１姿勢
又は第２姿勢のいずれかの状態を維持することができるように構成されている。
【００４０】
　規制部材１０２は、振分部材１０１が第１姿勢を超える位置又は第２姿勢を超える位置
への回動を規制するためのものである。この規制部材１０２は、始動入賞装置本体６２の
振分部９１において、振分部材１０１の下方に位置するように設けられている。この規制
部材１０２には、始動入賞装置本体６２の前面と対向する対向面側の端部に、始動入賞装
置本体６２に形成されている規制部材取付部９６と嵌合可能な固定ピン１１１が形成され
ており、この固定ピン１１１を規制部材取付部９６に嵌めることで、凹部９３内における
規制部材１０２の位置決めを行うことができるように構成されている。なお、規制部材１
０２は、上記した固定ピン１１１と規制部材取付部９６によって位置決めが行われ、固定
ピン１１１が形成されていない他端部を前カバー部材６１の裏面側に形成された規制部材
支持部７５で支持することにより固定される。
【００４１】
　規制部材１０２は、第１球受け片１０３と当接する第１当接面１１３及び第２球受け片
１０４と当接する第２当接面１１４を有している。また、規制部材１０２には、第１当接
面１１３及び第２当接面１１４の間に、これら第１当接面１１３及び第２当接面１１４の
高さ位置よりも上部に盛り上がるように形成された隆起部１１５が形成されている。
【００４２】
　発光基板６３は、所定個数のＬＥＤ等のような発光部材が基板に設けられたもので、遊
技機１における遊技の状態に応じて発光するように構成されている。この発光基板６３は
、始動入賞装置本体６２の後側に取付固定されている。また、発光基板６３には、裏カバ
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ー部材６４を構成する後述する第１始動入賞口形成部１１９との干渉を防止するための第
１逃げ孔１１６と、第２始動入賞口形成部１２０との干渉を防止するための第２逃げ孔１
１７とが開口形成されている。なお、本実施の形態では、発光基板６３として、ＬＥＤ等
を基板に設けたものを使用しているが、これに限定されるものではない。
【００４３】
　裏カバー部材６４は、裏カバー基板１１８、第１始動入賞口形成部１１９及び第２始動
入賞口形成部１２０を備えている。裏カバー基板１１８は、裏カバー部材６４のベースと
なる部材であり、始動入賞装置本体６２の裏側において、発光基板６３を間に挟むように
して該始動入賞装置本体６２にネジ止め等によって取付固定されるように形成されている
。第１始動入賞口形成部１１９は、裏カバー基板１１８の表面から前側に向けて形成され
ている。この第１始動入賞口形成部１１９は、表面側に第１始動入賞口１２１が開口形成
しており、この第１始動入賞口１２１から後側に向けて、遊技球が転動可能に形成された
第１転動部１２２が内部に形成されている。第２始動入賞口形成部１２０は、裏カバー基
板１１８の表面から前側に向けて形成されている。この第２始動入賞口形成部１２０は、
表面側に第２始動入賞口１２３が開口形成しており、この第２始動入賞口１２３から後側
に向けて、遊技球が転動可能に形成された第２転動部１２４が内部に形成されている。
【００４４】
　図１に示すように、大入賞装置２２は、遊技盤１１において演出装置１２の下方であっ
て遊技盤１１の左右方向中央よりも右側にネジ止め等の方法で取付固定されている。大入
賞装置２２は、大入賞装置用ベース部材に大入賞口（図示せず）が開口形成されると共に
、この大入賞口を開閉する扉部材１３２が大入賞装置用ベース部材に開閉自在に取り付け
られている。遊技機１では、上記した大当り抽選に当選して特別遊技状態に移行した場合
に、所定個数（例えば１０個）の遊技球が入賞するか、又は所定時間（例えば３０秒）が
経過するまでの間、扉部材１３２が開いて大入賞口に遊技球が入賞し、その入賞した遊技
球の数に対応した数の賞球を払い出す。
【００４５】
　通過ゲート２３は、遊技盤１１の上下方向の略中央であって該遊技盤１１の左右方向中
央よりも右側にネジ止め等の方法で取付固定されている。通過ゲート２３は、遊技球が通
過可能な大きさに形成された通過入賞口（図示せず）を有している。遊技球が通過入賞口
を通過すると、予め定められた確率の下で抽選を行う。抽選の結果は、遊技盤１１の下部
に設けられている普通図柄表示装置３５に表示される。
【００４６】
　第２始動入賞装置ユニット２４は、遊技盤１１において通過ゲート２３と大入賞装置２
２との間の高さ位置であって、遊技盤１１の左右方向中央よりも右側にネジ止め等の方法
で取付固定されている。第２始動入賞装置ユニット２４は、第３始動入賞口１３８が形成
されるとともに該第３始動入賞口１３８を開閉するための開閉扉１３３が設けられた第２
始動入賞装置１３４、第２普通入賞口(図示せず)を有する第２普通入賞装置１３５、第３
普通入賞口（図示せず）を有する第３普通入賞装置１３６が第２始動入賞装置用ベース部
材１３７に設けられて構成されている。これら第３始動入賞口１３８、第２普通入賞口及
び第３普通入賞口は、いずれも遊技球が入賞可能な大きさに開口形成されている。遊技機
１では、第２始動入賞口１２３に遊技球が入賞すると、特別遊技状態に移行するか否かを
抽選する大当り抽選を行う。大当り抽選の結果は、普通図柄表示装置３５とともに遊技盤
１１の下部に設けられている特別図柄表示装置３６で表示する。
【００４７】
　次に、本実施の形態に係る遊技機の第１始動入賞装置の作用を図５～図７に基づいて説
明する。まず、本実施の形態に係る遊技機に関して、第１始動入賞口１２１に遊技球が入
賞した場合と、第２始動入賞口１２３又は第３始動入賞口１３８に遊技球が入賞した場合
との相違について説明する。本実施の形態に係る遊技機では、第１始動入賞口１２１に遊
技球が入賞した場合も、第２始動入賞口１２３又は第３始動入賞口１３８に遊技球が入賞
した場合も、遊技者に有利な特別遊技状態へ移行するか否かを抽選する大当り抽選が行わ
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れ、その時の大当り抽選において特別遊技状態へ移行する確率、確率変動の確率は同じに
設定されている。しかし、第１始動入賞口１２１に遊技球が入賞した場合と第２始動入賞
口１２３又は第３始動入賞口１３８に遊技球が入賞した場合とでは、特別遊技状態におけ
るラウンド数を抽選する確率が異なるように設定されている。即ち、遊技機１では、第１
始動入賞口１２１に遊技球が入賞した場合には、特別遊技状態において１５ラウンドの遊
技が行われる確率は例えば１０％と設定され、２ラウンドの遊技が行われる確率は例えば
９０％と設定されている。これに対し、遊技機１では、第２始動入賞口１２３又は第３始
動入賞口１３８に遊技球が入賞した場合には、特別遊技状態において１５ラウンドの遊技
が行われる確率は例えば１００％と設定され、２ラウンドの遊技が行われる確率は例えば
０％と設定されている。
【００４８】
　本実施の形態に係る遊技機の第１始動入賞装置３３では、第１入球口７０に遊技球が入
球する時は、振分部９１が図６に示す第１姿勢又は図７に示す第２姿勢となっている。こ
こでは、第１始動入賞装置３３が図６に示す第１姿勢になっている例を挙げて説明する。
図６に示すように、第１始動入賞装置３３が第１姿勢になっている場合には、第１球受け
片１０３と中間球受け片１０５との間に形成された第１受入部１０６が第１入球口７０の
下方に位置している。また、第２球受け片１０４は、該第２球受け片１０４の下面が規制
部材１０２の第２当接面１１４に当接している。そのため、振分部材１０１が第１姿勢を
越えた位置まで回動することなく、該第１姿勢を維持している。この時、振分部材１０１
の維持部材導入孔１１０には磁石１０９が導入されており、また始動入賞装置本体６２の
維持部材設置部９７には磁石９８が設けられている。これら磁石９８と磁石１０９とは、
互いに反発し合うように設けられている。そのため、振分部材１０１が第１姿勢又は第２
姿勢のいずれかの姿勢にあるときは、これら磁石９８と磁石１０９との反発力によって、
その姿勢を維持している。
【００４９】
　遊技者が遊技を開始すると、遊技領域１６内を遊技球が流下する。流下する遊技球の一
部は、第１始動入賞装置３３に入賞する。図６に示すように、遊技球Ｓが第１始動入賞装
置３３に入賞する時は、遊技領域１６内を流下した後に第１入球口７０に入球する。そし
て、第１入球口７０に入球した遊技球は、該第１入球口７０と対向するように配置されて
いる第１受入部１０６に受け入れられる。
【００５０】
　第１受入部１０６に受け入れられた遊技球Ｓは、第１受入部１０６内にて第１球受け片
１０３と当接する。そして、遊技球Ｓが第１球受け片１０３と当接すると、遊技球Ｓに作
用する力の一部が第１球受け片１０３に作用する。この時、遊技球Ｓによって第１球受け
片１０３に作用する力の大きさは磁石９８と磁石１０９とにより作用する反発力の大きさ
よりも大きい。そのため、振分部材１０１の第１受入部１０６によって遊技球Ｓが受け入
れられると、振分部材１０１は、回動軸９０を中心に図６中のＡ方向に回動する。
【００５１】
　振分部材１０１は、第１受け片１０３の下面が規制部材１０２の第１当接面１１３に当
接するまで回動する。本実施の形態によれば、このように第１始動入賞装置本体６２に規
制部材１０２が設けられており、規制部材１０２に第１当接面１１３及び第２当接面１１
４が形成されているので、振分部材１０１が回動を行う時に、振分部材１０１の下面と第
１当接面１１３とが当接することで、第１姿勢を越える位置まで回動することを確実に防
止することができ、第１姿勢を確実に維持することができる。同様に、振分部材１０１が
回動を行う時に、振分部材の下面と第２当接面１１４とが当接することで、第２姿勢を越
える位置まで回動することを確実に防止することができ、第２姿勢を確実に維持すること
ができる。
【００５２】
　振分部材１０１が図６に示す第１姿勢から図７に示す第２姿勢になるまで回動すると、
第１受入部１０６において受け入れられた遊技球Ｓは、第１球受け片１０３の上面を転動
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して振分部材１０１の更に下方へ流下する。この時、遊技球は、第１流下経路を経て第１
始動入賞口１２１に入賞するか、又は第３流下経路を経て送出口７８から第１始動入賞装
置３３の外部へ送出されて、遊技領域１６内を再度流下する。第１受入部１０６から流下
した遊技球Ｓが第１始動入賞口１２１へ入賞するか、又は送出口７８から送出されるかは
、遊技球の流下の仕方による。したがって、第１入球口７０に遊技球Ｓが入球した場合で
あっても、遊技球Ｓが第１始動入賞口１２１に入賞するとは限らず、送出口７８に送出さ
れる場合もある。そのため、遊技球Ｓが第１入球口７０に入球した後の遊技者の興趣を低
下させず、より興趣を向上させることが可能になる。
【００５３】
　振分部材１０１は、遊技球Ｓが第１流下経路Ｒ１又は第３流下経路Ｒ３を経て流下した
後は、図７に示すように第２姿勢となり、上記した磁石９８と磁石１０９との反発力によ
って、第２姿勢が維持される。この時、第１入球口７０の下方には、第２受入部１０７が
位置している。この状態となっている時に遊技球Ｓが第１入球口７０から入球すると、そ
の入球した遊技球は第２受入部１０７に受け入れられる。第２受入部１０７に受け入れら
れた遊技球Ｓは、第２受入部１０７内において第２球受け片１０４と当接する。そして、
遊技球Ｓが第２球受け片１０４と当接すると、遊技球Ｓに作用する力の一部が第２球受け
片１０４に作用する。この時、遊技球Ｓによって第２球受け片１０４に作用する力の大き
さは磁石９８と磁石１０９とにより作用する反発力の大きさよりも大きい。そのため、振
分部材１０１の第２受入部１０７に遊技球Ｓが受け入れられると、振分部材１０１は、回
動軸９０を中心に図７中のＢ方向に回動する。
【００５４】
　振分部材１０１が図７に示す第２姿勢から図６に示す第１姿勢になるまで回動すると、
第２受入部１０７に受け入れられた遊技球Ｓは、第２球受け片１０４の上面を転動して振
分部材１０１の更に下方へ流下する。この時、遊技球Ｓは、第２流下経路Ｒ２を経て第２
始動入賞口１２３に入賞するか、又は第３流下経路Ｒ３を経て送出口７８から第１始動入
賞装置３３の外部へ送出されて、遊技領域１６内を再度流下する。第２受入部１０７から
流下した遊技球Ｓが第２始動入賞口１２３に入賞するか、又は送出口７８から送出される
かは、遊技球Ｓの流下の仕方による。したがって、第１入球口７０に遊技球Ｓが入球した
場合であっても、遊技球Ｓが第２始動入賞口１２３に入賞するとは限らず、送出口７８に
送出される場合もある。そのため、遊技球Ｓが第１入球口７０に入球した後の遊技者の興
趣を低下させることなく、更により興趣を向上させることが可能になる。
【００５５】
　また、本実施の形態に係る遊技機１における第１始動入賞装置３３は、振分部材１０１
が第１姿勢と第２姿勢との間で回動するので、遊技球Ｓが第３流下経路Ｒ３を経て送出口
７８から送出されない場合には、第１入球口７０から入球した遊技球Ｓは、第１流下経路
Ｒ１を経て第１始動入賞口１２１に入賞するものと、第２流下経路Ｒ２を経て第２始動入
賞口１２３に入賞するものとが交互に振り分けられる。したがって、本実施の形態に係る
遊技機１における第１始動入賞装置３３によれば、第１始動入賞口１２１に入賞すること
により行われる大当り抽選と、第２始動入賞口１２３に入賞することにより行われる大当
り抽選とが交互に行われることになる。上記した通り、第１始動入賞口１２１に入賞する
ことにより行われる大当り抽選と、第２始動入賞口１２３に入賞することにより行われる
大当り抽選とでは、特別遊技状態に移行した後のラウンド数の当選確率が異なるように設
定されているため、ただ単に第１始動入賞口１２１に遊技球を入賞させて特別遊技状態に
おける遊技を行い、その後第２始動入賞口１２３に遊技球を入賞させるといった遊技を行
う場合に比べて、遊技者の興趣をより効果的に増加させることが可能になる。
【００５６】
　また、図６及び図７に示すように、本実施の形態に係る遊技機１の第１始動入賞口３３
は、第１入球口７０よりも下流側の位置に第２入球口７１及び第３入球口７２が形成され
ている。したがって、遊技領域１６を流下する遊技球が第１入球口７０に入球しなかった
場合であっても、第２入球口７１又は第３入球口７２のいずれかから入球する可能性もあ
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る。特に、第２入球口７１は第１始動入賞口１２１と隣接するように設けられ、第３入球
口７２は第２始動入賞口１２３と隣接するように設けられているため、第２入球口７１か
ら入球した遊技球Ｓは第１始動入賞口１２１に入賞するかもしれないという期待感、第３
入球口７２から入球した遊技球Ｓは第２始動入賞口１２３に入賞するかもしれないという
期待感を遊技者に抱かせることができ、遊技の興趣をさらにより向上させることが可能に
なる。
【００５７】
　特に、第３入球口７２から遊技球Ｓが入球する場合には、その流下する遊技球Ｓは第２
アウト口３４に流入する可能性も有しているため、遊技者にとっては、第２アウト口３４
に流入する遊技球Ｓが第３入球口７２に入球することも想定することができる。そのため
、第２アウト口３４の近傍に遊技球Ｓが流下した場合であっても、遊技者に対して、まだ
入賞の可能性があることを視認させることができ、これによって遊技の興趣をさらに大幅
に増加させることが可能になる。
【００５８】
　以上、本発明に係る遊技機の実施の形態について詳細に説明したが、本明細書に記載し
た遊技機の構成及び作用効果は、本発明に係る遊技機に関する一つの例を示したに過ぎず
、これに限定させるものではない。また、本発明に係る遊技機においては、本発明の趣旨
を逸脱しない範囲において、適宜その構成を変更してもよい。
【符号の説明】
【００５９】
　１　遊技機
　１１　遊技盤
　１２　演出装置
　１５　案内レール
　１６　遊技領域
　２１　第１始動入賞装置ユニット
　２６　第１アウト口
　３３　第１始動入賞装置
　３４　第２アウト口
　３９　振分部導入孔
　４０　入賞部導入孔
　４２　底部
　４３　第１の面
　４４　第２の面
　４５　段差部
　６２　始動入賞装置本体
　７０　第１入球口
　７１　第２入球口
　７２　第３入球口
　７８　送出口
　９０　回動軸
　９４　振分体
　９８，１０９　磁石
　１０１　振分部材
　１０２　規制部材
　１０３　第１球受け片
　１０４　第２球受け片
　１０５　中間球受け片
　１０６　第１受入部
　１０７　第２受入部
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　１１３　第１当接面
　１１４　第２当接面
　１２１　第１始動入賞口
　１２３　第２始動入賞口

【図１】 【図２】



(15) JP 2015-73685 A 2015.4.20

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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