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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始点側に進入した遊技媒体が終点側に向かって流下可能に傾斜する第一の経路と、
前記第一の経路の終点側に始点が位置し前記第一の経路を流下した遊技媒体が落下する態
様で通過可能な第二の経路と、
前記第二の経路を挟んで前記第一の経路の終点の反対側に始点が位置し前記第一の経路を
流下して前記第二の経路に進入しなかった遊技媒体が通過可能な第三の経路と、
前記第二の経路に遊技媒体が進入可能な第一の状態と前記第二の経路に遊技媒体が進入不
可能または進入困難な第二の状態とを変換可能な可動部材と、
を備え、
　前記第二の経路の始点の縁部のうち前記第三の経路の始点側の縁部の少なくとも一部に
は前記第三の経路側に向かって窪む円弧状または略円弧状の誘導面が形成されるとともに
、前記可動部材の前記第三の経路側の端部は前記第三の経路側に向かって張り出す円弧ま
たは略円弧状の曲面が形成され、前記誘導面における前記第三の経路側に向かって最も窪
んだ箇所の位置と、前記可動部材の前記曲面における前記第三の経路側に向かって最も膨
出した箇所の位置とは、前記第一の経路と前記第二の経路と前記第三の経路の配列に沿っ
た直線または曲線に対して直角な方向に互いにずれており、
　前記可動部材は、前記第一の経路と前記第二の経路と前記第三の経路の配列方向に平行
または略平行な方向に往復動可能に配設され、前記往復動の一方側に移動して前記曲面が
前記誘導面から最も遠ざかると前記第一の状態となり、前記往復動の他の一方側に移動し
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て前記曲面が前記誘導面に最も接近すると前記第二の状態となるように構成され、
　前記第二の状態においては、前記曲面と前記誘導面との隙間の寸法は、遊技媒体が通過
不可能な寸法に維持されることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第二の経路の始点のうち第三の経路の始点側の縁部の少なくとも一部には、前記第
三の経路側から前記第一の経路の終点側に向かって下り勾配となる傾斜面が形成されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記可動部材の前記曲面は、前記第二の経路側に向かって傾斜することを特徴とする請
求項１または請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記可動部材には、前記第二の状態において前記第一の経路を流下した前記遊技媒体に
当接して前記遊技媒体を前記第三の経路の始点に誘導する前記第一の経路の終点側から前
記第三の経路側に向かって下り勾配である傾斜面が形成されることを特徴とする請求項１
から請求項３のいずれか１項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記第三の経路を通過した前記遊技媒体が落下する態様で通過可能な第四の経路が前記
第三の経路の終点側にさらに設けられるとともに、前記第三の経路の前記第四の経路に向
かっての水平方向に対する傾斜角度が、前記第一の経路の水平方向に対する傾斜角度より
も大きく形成されることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の遊技
機。
【請求項６】
　前記第二の経路を前記遊技媒体が通過したことを検出可能な検出部と、
遊技状態が所定の状態に変更された状態において前記可動部材を前記第二の状態から第一
の状態に変換するとともに、前記検出部が前記遊技媒体の通過を検出したことを契機とし
て遊技者に有利な動作を行う制御部と、
を有することを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１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、遊技機に関するものであり、詳しくは、遊技媒体として遊技球を使用する遊
技機であって、遊技球が通過できる経路と、この経路の進入口を開閉できる部材とを備え
る遊技機に関するものである。より詳しくは、遊技球が通過できる複数の経路と、これら
の複数の経路のうちのいずれかの進入口を開閉することによって、遊技球を複数の経路の
うちの所定の経路に誘導することができる部材とを備える遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技媒体として遊技球を使用する遊技機（パチンコ遊技機）は、一般に、種々の役物や
入賞口、遊技球が通過できる経路などが設けられた遊技盤を有する。そして、遊技盤の遊
技領域に発射された遊技球が、いずれの入賞口に入賞したかや、いずれの経路に進入した
か（＝いずれの経路を通過したか）などに応じて、払い出される賞球や、遊技状況などを
変化させている。
【０００３】
　そしてたとえば、遊技球が通過可能な複数の経路を設け、遊技状況などに応じて、遊技
球をこれらの複数の経路のうちの所定の一つに振り分ける（誘導する）という構成が用い
られることがある。このような構成においては、遊技球がいずれの経路に振り分けられた
かによって、賞球の払い出しの有無を決定したり、遊技状況をさらに変化させたりしてい
る。このような構成によれば、遊技球の流下の態様や遊技内容に変化や多様性を与えるこ
とができる。したがって、遊技者の遊技に対する興味を持続させることや、興味を高める
ことができる。
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【０００４】
　複数の経路のうちの所定の一つに遊技球を振り分ける構成としては、たとえば、特許文
献１のような構成が提案されている。特許文献１に記載の遊技機は、アウト口の下部にガ
イドレールが隔離した部分が形成されるとともに、この離隔した部分に開閉可能な球受け
部材が設けられる構成を有する。そして、この球受け部材が、前記離隔する部分を開放す
る状態に移行すると、遊技球は、アウト口には到達できず、前記離隔した部分を通じて、
遊技領域の外部に設けられる経路に誘導される。一方、球受け部材が前記離隔した部分を
閉鎖する状態に移行すると、遊技球は、球受け部材の上面を転動してアウト口に誘導され
る。
【０００５】
　この球受け部材は、略平板状の部材であり、ガイドレールの外側に沿って往復動可能に
配設される可動部材である。そして球受け部材が往復動することによって、ガイドレール
が隔離した部分が開放された状態と、閉鎖された状態とに変換することができる。ガイド
レールが隔離された部分が閉鎖された状態においては、球受け部材は、遊技球がガイドレ
ールが隔離された部分へ進入することを阻止するとともに、ガイドレールの一部として機
能して遊技球をアウト口に誘導する。このように、球受け部材が開閉することによって、
遊技球を複数の経路のうちの所定の一つに振り分けることができる。
【０００６】
　しかしながら、所定の経路の進入口を、前記球受け部材のような可動部材によって開閉
する構成においては、次のような問題が生じることがある。
【０００７】
　可動部材が、所定の経路の進入口を開放する状態から閉鎖する状態に移行する動作中に
おいて、遊技球がこの所定の経路の進入口に進入しようとすると、開閉部材の先端部と所
定の経路の進入口の縁部との間に、遊技球が挟まることがある。特に、開閉部材の先端部
と、進入口の縁部（特に、可動部材が閉鎖状態に移行する動作の間において、可動部材の
先端部に対向している部分）の一方または両方が略直線または略平面であると、可動部材
の先端部と進入口の縁部との間に挟まれた遊技球には、これらの間から押し出されるよう
な力が加わらないことがある。このため、遊技球は、可動部材の先端部と進入口の縁部と
の間に挟まれた状態に維持され、その結果、いわゆる球詰まりを発生させる原因となる。
【０００８】
　球詰まりが発生すると、遊技者の遊技に対する興味が削がれることになるほか、球詰ま
りが解消されないでいると、遊技を正常に継続することができなくなるおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平２００５－３４２０７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記実情に鑑み、本発明が解決しようとする課題は、可動部材が動作する際に、可動部
材が遊技媒体を挟むことに起因する遊技媒体の詰まりの発生を防止若しくは抑制できる遊
技機を提供すること、または、遊技媒体が通過可能な複数の経路のいずれかに遊技媒体を
振り分ける可動部材と遊技媒体の経路の進入口との間に遊技媒体が挟まることに起因する
遊技媒体の詰まりの発生を防止若しくは抑制できる遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を解決するため、本発明にかかる遊技機は、始点側に進入した遊技媒体が終点
側に向かって流下可能に傾斜する第一の経路と、前記第一の経路の終点側に始点が位置し
前記第一の経路を流下した遊技媒体が落下する態様で通過可能な第二の経路と、前記第二
の経路を挟んで前記第一の経路の終点の反対側に始点が位置し前記第一の経路を流下して
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前記第二の経路に進入しなかった遊技媒体が通過可能な第三の経路と、前記第二の経路に
遊技媒体が進入可能な第一の状態と前記第二の経路に遊技媒体が進入不可能または進入困
難な第二の状態とを変換可能な可動部材と、を備え、前記第二の経路の始点の縁部のうち
前記第三の経路の始点側の縁部の少なくとも一部には前記第三の経路側に向かって窪む円
弧状または略円弧状の誘導面が形成されるとともに、前記可動部材の前記第三の経路側の
端部は前記第三の経路側に向かって張り出す円弧または略円弧状の曲面が形成され、前記
誘導面における前記第三の経路側に向かって最も窪んだ箇所の位置と、前記可動部材の前
記曲面における前記第三の経路側に向かって最も膨出した箇所の位置とは、前記第一の経
路と前記第二の経路と前記第三の経路の配列に沿った直線または曲線に対して直角な方向
に互いにずれており、前記可動部材は、前記第一の経路と前記第二の経路と前記第三の経
路の配列方向に平行または略平行な方向に往復動可能に配設され、前記往復動の一方側に
移動して前記曲面が前記誘導面から最も遠ざかると前記第一の状態となり、前記往復動の
他の一方側に移動して前記曲面が前記誘導面に最も接近すると前記第二の状態となるよう
に構成され、前記第二の状態においては、前記曲面と前記誘導面との隙間の寸法は、遊技
媒体が通過不可能な寸法に維持されることを要旨とするものである。
【００１２】
　前記第二の経路の始点の縁部には、前記第三の経路側から前記第一の経路の終点側に向
かって下り勾配となる傾斜面が形成される構成であることが好ましい。
【００１３】
　前記可動部材の前記曲面は、前記第二の経路側に向かって傾斜する構成であることが好
ましい。
【００１４】
　前記可動部材には、前記第二の状態において前記第一の経路を流下した前記遊技媒体に
当接して前記遊技媒体を前記第三の経路の始点に誘導する前記第一の経路の終点側から前
記第三の経路側に向かって下り勾配である傾斜面が形成される構成であることが好ましい
。
【００１６】
　前記第三の経路を通過した前記遊技媒体が落下する態様で通過可能な第四の経路が前記
第三の経路の終点側にさらに設けられるとともに、前記第三の経路の前記第四の経路に向
かっての水平方向に対する傾斜角度が、前記第一の経路の水平方向に対する傾斜角度より
も大きく形成される構成であることが好ましい。
【００１７】
　前記第二の経路を前記遊技媒体が通過したことを検出可能な検出部と、遊技状態が所定
の状態に変更された状態において前記可動部材を前記第二の状態から第一の状態に変換す
るとともに、前記検出部が前記遊技媒体の通過を検出したことを契機として遊技者に有利
な動作を行う制御部と、を有する構成が適用できる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明にかかる遊技機によれば、可動部材が第一の状態から第二の状態に移行する動作
の間において、遊技媒体が可動部材と第二の経路の縁部との間に挟まった場合であっても
、遊技媒体に対して、可動部材と第二の経路の縁部との間から押し出すような力を加える
ことができる。すなわち、第二の経路の縁部の誘導面における第三の経路側に向かって最
も窪んだ箇所の位置と、可動部材の第三の経路側の端部の曲面における前記第三の経路側
に向かって最も膨出した箇所の位置とは、互いにずれている。このため、可動部材と第二
の経路の誘導面との間に挟まった遊技媒体には、可動部材と第二の経路の縁部との間から
斜め方向に押し出すような力が加わるから、速やかに可動部材と第二の経路の縁部との間
から排出される。したがって、遊技媒体の詰まりの発生を防止または抑制することができ
る。
【００１９】
　第二の経路の始点の縁部に、第三の経路側から第一の経路の終点側に向かって下り勾配
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となる傾斜面が形成されると、この傾斜面上の遊技媒体は、速やかに第二の経路に誘導さ
れる。このため、遊技媒体が第二の経路の始点の縁部に滞留することが防止される。した
がって、遊技媒体が可動部材と第二の経路の縁部との間に挟まれることが防止または抑制
できる。また、遊技媒体が、この傾斜面と、可動部材の第三の経路の側の端部の曲面との
間に挟まった場合であっても、遊技媒体には、第二の経路に向かって押し出されるような
力が加わる。このため、遊技媒体の詰まりの発生を防止または抑制できる。
【００２０】
　可動部材の第三の経路の側の端部の曲面が、第二の経路側に向かって傾斜する構成であ
ると、可動部材が第一の状態から第二の状態に移行する動作において、可動部材の第三の
経路の側の端部の曲面に当接した遊技媒体は、第二の経路に誘導される。このため、遊技
媒体が第二の経路の始点に滞留することが防止される。また、遊技媒体が、可動部材の第
三の経路の側の端部の曲面と、第二の経路の始点の縁部との間に挟まった場合であっても
、遊技媒体には、第二の経路の向かって押し出されるような力が加わる。このため、遊技
媒体の詰まりの発生を防止または抑制できる。
【００２１】
　前記可動部材に前記遊技媒体を前記第三の経路の始点に誘導する傾斜面である誘導面が
形成される構成であると、遊技媒体を速やかに第三の経路に誘導することができる。
【００２２】
　可動部材が往復動することにより第一の状態と第二の状態との間を交互に移行できる構
成であれば、可動部材が第一の状態から第二の状態に移行する動作において必要となる空
間（＝可動部材が第一の状態から第二の状態に移行する動作の間における可動部材の軌跡
）を小さくすることができる。このため、可動部材が遊技媒体と物理的に干渉することを
防止または抑制でき、第一の状態から第二の状態にスムーズに移行することができる。
【００２３】
　第三の経路の第四の経路に向かっての水平方向に対する傾斜角度が、第一の経路の水平
方向に対する傾斜角度よりも大きく形成される構成であれば、第三の経路における遊技媒
体の通過をスムーズに行うことができる。このため、第一の経路と第三の経路との間で遊
技媒体が滞留することを防止または抑制できる。
【００２４】
　前記第二の経路を前記遊技媒体が通過したことを検出可能な検出部と、遊技状態が所定
の状態に変更された状態において前記可動部材を前記第二の状態から第一の状態に変換す
るとともに、前記検出部が前記遊技媒体の通過を検出したことを契機として遊技者に有利
な動作を行う制御部とを有する構成であれば、遊技状態に応じて遊技媒体を振り分けるこ
とができる。このため、遊技内容に多様性や変化をもたせることができ、遊技者の遊技に
対する興味の持続や向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態にかかる遊技機を前面側から見た平面図である。
【図２】本発明の実施形態にかかる遊技機の背面図である。
【図３】入賞口ユニットの内部構造を模式的に示した透視図であり、斜め前面側から見た
図である。
【図４】入賞口ユニットを前面側から見た分解斜視図であり、入賞口ユニットを構成する
各部品（各部材）の構成を模式的に示した図である。
【図５】入賞口ユニットを背面側から見た分解斜視図であり、入賞口ユニットを構成する
各部品（各部材）の構成を模式的に示した図である。
【図６】入賞口ユニットの第一の状態を模式的に示した図であり、（ａ）は上側から見た
図、（ｂ）は前面側から見た図である。
【図７】入賞口ユニットの第二の状態を模式的に示した図であり、（ａ）は上側から見た
図、（ｂ）は前面側から見た図である。
【図８】入賞口ユニットにおける可動部材の第一の部分の先端部と、第二の経路の縁部に
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形成される誘導部との関係を模式的に示した平面図であり、上側から見た図である。
【図９】入賞口ユニットにおける可動部材の第一の部分の先端部と、第二の経路の縁部に
形成される誘導部との関係を模式的に示した平面図であり、前面側から見た図である。
【図１０】本発明の実施形態にかかる遊技機の遊技盤の構成を模式的に示した図であり、
遊技盤を前面側から見た平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する、本発明の実施形
態にかかる遊技機１は、遊技媒体として遊技球（＝パチンコ球）を使用するパチンコ遊技
機である。
【００２７】
　説明の便宜上、本発明の実施形態にかかる遊技機１の向きの記し方に関しては、遊技者
が遊技を行う側の面（＝遊技者が遊技を行うに際して対向する側の面）を「前面」という
ものとし、「前面」の反対側の面（＝「前面」に背中合わせの面）を「背面」というもの
とする。また、本発明の実施形態にかかる遊技機１の「上」、「下」、「右」、「左」と
は、それぞれ、特に断りのない限り、通常の設置態様（または通常の使用態様）において
、前面側から見た向きをいうものとする。なお、本発明の実施形態にかかる遊技機１を構
成する各種の機器、部材、部品などについても同様とする。
【００２８】
　まず、本発明の実施形態にかかる遊技機１の全体的な構成について説明する。
【００２９】
　図１は、本発明の実施形態にかかる遊技機１を前面側から見た平面図である。なお、図
１においては、遊技盤３の遊技領域３１に配設される機器や役物などの一部は省略してあ
る。図１に示すように、本発明の実施形態にかかる遊技機１は、機枠１１（「基枠」、「
外枠」、「本体枠」などと称することもある）と、遊技盤取り付け枠１２（「内枠」、「
前面枠」などと称することもある）と、透明板枠１３（「ガラス枠」と称することもある
）と、遊技盤３と、上皿部材１４と、下皿部材１５と、プリペイドカードユニット１６と
を有する。機枠１１、遊技盤取り付け枠１２、透明板枠１３、遊技盤３、上皿部材１４、
下皿部材１５には、それぞれ、所定の部材や所定の構造物などが設けられる。
【００３０】
　機枠１１は、所定の奥行き寸法を有し、略四辺形の額縁状の構成を有する構造物である
。機枠１１の内側には、前面側から背面側につながる空間（開口部）が形成される。機枠
１１は、従来一般の遊技機の機枠と同じ構成が適用できる。したがって、詳細な説明は省
略する。
【００３１】
　遊技盤取り付け枠１２は、遊技盤３や他の所定の装置や部材（たとえば、遊技球発射ハ
ンドル１２１、遊技球発射装置６０２、球送りカセットなど（後述））が配設される部材
である。遊技盤取り付け枠１２は、上部側に遊技盤３を配設可能な領域が設けられ、下部
側に他の所定の装置や部材が配設可能な領域が設けられる。遊技盤取り付け枠１２の一側
（本発明の実施形態にかかる遊技機１においては左側）は、機枠１１の一側（本発明の実
施形態にかかる遊技機においては左側）に着脱可能に軸着されている。このため、遊技盤
取り付け枠１２は、機枠１１に対して、開き戸のような態様で開閉することができる。そ
して、遊技盤取り付け枠１２が、機枠１１に対して閉じた状態においては、遊技盤取り付
け枠１２の一部が、機枠１１の内側に形成される空間に収容される。なお、遊技盤取り付
け枠１２は、従来公知の遊技機の遊技盤取り付け枠の構成が適用できる。したがって、詳
細な説明は省略する。
【００３２】
　遊技盤３は、略板状の部材である。遊技盤３の前面側には、ガイドレール３０１が配設
される。そして、このガイドレール３０１によって、遊技球が通過可能な遊技球発射経路
３０２と、遊技球が流下可能な遊技領域３１とが形成される。遊技領域３１には、図柄表
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示装置３２、ステージ３４、ゲート３３５、第一種始動口３３１、第二種始動口３３２、
第一種大入賞口３３３、第二種大入賞口３３４、アウト口３５、およびその他所定の役物
などが配設される。遊技盤３の構成および遊技盤３に配設される役物などの詳細について
は後述する。
【００３３】
　透明板枠１３は、ガラス板やプラスチック板などからなる透明板１３１と、この透明板
１３１を保持する額縁状の枠体とを有する部材である。透明板枠１３は、その一側（本発
明の実施形態にかかる遊技機１においては左側）が、遊技盤取り付け枠１２の一側（本発
明の実施形態にかかる遊技機１においては左側）に軸着されている。このため、透明板枠
１３は、当該一側を揺動中心（＝回転中心）として、開き戸のような態様で、遊技盤取り
付け枠１２に対して開閉することができる。
【００３４】
　そして、透明板枠１３が遊技盤取り付け枠１２に対して閉じられた状態にあると、透明
板枠１３の透明板１３１が、遊技盤取り付け枠１２に配設される遊技盤３の遊技領域３１
の前面側に位置する。このため、透明板枠１３が遊技盤取り付け枠１２に対して閉じられ
た状態においては、遊技盤３の遊技領域３１が、透明板１３１を通じて、本発明の実施形
態にかかる遊技機１の前面側から視認可能となる。透明板枠１３には、このほか、遊技機
１を装飾する各種の所定の装飾部材や電飾部材が設けられる。さらに、透明板枠１３の所
定の位置（たとえば、上部の左右両側）には、音声を発する拡声手段１３２（スピーカな
ど）が配設される。
【００３５】
　上皿部材１４は、上皿１４１が設けられる部材である。上皿１４１は、遊技盤３の遊技
領域３１に向けて発射する遊技球や、賞球として払い出された遊技球を貯留可能な構造物
である。上皿部材１４には、このほかにも、貯留されている遊技球を下皿部材１５の下皿
１５１に流下させるための上皿操作部と、貸出可能な遊技球（すなわち貸し球）を払い出
すための貸し球操作部と、遊技者が遊技中において操作する遊技ボタン類や遊技レバー類
（いずれも図略）とが設けられる。
【００３６】
　下皿部材１５は、下皿１５１が設けられる部材である。下皿１５１は、上皿１４１から
流下させた遊技球や、遊技球発射装置６０２により発射されたものの遊技領域３１には到
達せずに遊技球発射経路３０２を逆流した遊技球などを貯留可能な部材である。下皿部材
１５には、このほか、球抜き操作部（図略）が設けられる。この球抜き操作部を操作する
ことにより、下皿１５１に貯留される遊技球を、本発明の実施形態にかかる遊技機１の外
部（たとえば、下方に置かれた遊技球の容器など）に流し落とすことができる。
【００３７】
　なお、上皿部材１４および下皿部材１５は、透明板枠１３と同様に、それらの一側が遊
技盤取り付け枠１２の一側に軸着されており、遊技盤取り付け枠１２に対して開閉可能で
ある。
【００３８】
　遊技盤取り付け枠１２の下部（＝遊技盤３の下側）には、遊技球発射装置６０２（図１
においては隠れて見えない）、遊技球発射ハンドル１２１、球送りカセット（図１におい
ては隠れて見えない）が配設される。
【００３９】
　遊技球発射装置６０２は、遊技球を遊技盤３の遊技領域３１に向けて発射するための装
置である。遊技球発射ハンドル１２１は、遊技者が遊技球を発射させるために操作する装
置である。遊技球発射ハンドル１２１が操作されると、この操作に応じて、遊技球発射装
置６０２が遊技球を発射する。球送りカセットは、その内部に遊技球が通過可能な経路が
設けられる部材である。そして、上皿部材１４の上皿１４１に貯留される遊技球を、遊技
球発射装置６０２に送り込むことができる。また、上皿部材１４の球抜き操作部が操作さ
れた場合には、上皿部材１４の上皿１４１に貯留される遊技球を、下皿部材１５の下皿１
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５１に流下させることができる。
【００４０】
　プリペイドカードユニット１６は、遊技球を貸し出すプリペイドカードに関する処理を
するための装置である。
【００４１】
　遊技球発射装置６０２、遊技球発射ハンドル１２１、球送りカセットは、従来公知の構
成が適用できる。また、プリペイドカードユニット１６も、公知のものが適用できる。し
たがって、これらの詳細な説明は省略する。
【００４２】
　図２は、本発明の実施形態にかかる遊技機１の背面図である。図２に示すように、本発
明の実施形態にかかる遊技機１には、枠用外部端子基板７０１、図柄制御基板７０２、主
制御基板７０３、サブ制御基板（図略）、音声制御基板７０４、払出制御基板７０６、発
射装置制御基板７０７、電源基板７０８などの各種基板が設けられる。さらに、カードイ
ンターフェース接続部７０９、球寄せ７１０、タンク７１１、タンクレール７１２、遊技
球払出装置７１３、遊技球発射装置６０２などが設けられている。なお、これらの構成も
、従来公知の遊技機の構成が適用できる。したがって、説明は省略する。
【００４３】
　本発明の実施形態にかかる遊技機１の動作の概略は、次のとおりである。遊技球発射ハ
ンドル１２１が操作されると、遊技球発射装置６０２は、遊技球発射ハンドル１２１の操
作に応じて、遊技球を、遊技盤３の遊技領域３１に向けて発射する。発射された遊技球は
、遊技盤３の遊技球発射経路３０２を通過して、遊技領域３１に進入する。なお、発射の
際の初速度が小さく、遊技領域に進入できなかった遊技球は、遊技球発射経路３０２を落
下し、下皿部材１５の下皿１５１に排出される。遊技領域３１に進入した遊技球は、下方
に向かって流下する。そして、遊技球が、第一種始動口３３１に入賞するなどすると、所
定の遊技球が賞球として払い出されるとともに、遊技状態が変化する。詳細は後述する。
第一種始動口３３１、第二種始動口３３２、第一種大入賞口３３３、第二種大入賞口３３
４のいずれにも入賞しなかった遊技球は、遊技領域３１の最下部に達し、アウト口３５か
ら遊技領域３１の外部に排出される。
【００４４】
　次に、第二種大入賞口３３４の入賞口ユニット２について説明する。第二種大入賞口３
３４は、遊技盤３の遊技領域３１に設けられる入賞口（役物）の一種であり、入賞口ユニ
ット２は、第二種大入賞口３３４を構成する部材の一つである。
【００４５】
　図３は、入賞口ユニット２の内部構造を模式的に示した透視図であり、斜め前面側から
見た図である。入賞口ユニット２の構成の概略は次のとおりである。入賞口ユニット２は
、カバー部材２１とベース部材２３などから筐体が形成される箱状の装置であり、その内
部には、遊技球が通過可能な四条の経路（＝第一の経路２０１、第二の経路２０２、第三
の経路２０３、第四の経路２０４）が形成される。さらに、入賞口ユニット２には、外部
から内部に遊技球が進入可能な遊技球入口２０５と、内部から外部に遊技球を排出可能な
二箇所の出口（＝第一の遊技球出口２０６、第二の遊技球出口２０７）が形成される。
【００４６】
　遊技球入口２０５から進入した遊技球は、第一の経路２０１を通過し、その後、第二の
経路２０２と第三の経路２０３のいずれか一方に振り分けられる。第二の経路２０２に振
り分けられた遊技球は、第二の経路２０２を通過して、第一の出口２０６から外部に排出
される。一方、第三の経路２０３に振り分けられた遊技球は、第三の経路２０３および第
四の経路２０４を通過して、第二の出口２０７から外部に排出される。
【００４７】
　第二の経路２０２には、第一の遊技球検出手段２０８が設けられる。第四の経路２０４
には、第二の遊技球検出手段２０９が設けられている。第一の遊技球検出手段２０８と第
二の遊技球検出手段２０９は、それぞれ、遊技球の通過を検出することができる。このた
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め、入賞口ユニット２は、第二の経路２０２を通過する遊技球の個数と、第三の経路２０
３および第四の経路２０４を通過する遊技球の個数のそれぞれを計測することができる。
さらに、第一の遊技球検出手段２０８と第二の遊技球検出手段２０９により検出された遊
技球の個数を合算することにより、入賞口ユニット２の内部を通過する遊技球の総数を計
測することができる。
【００４８】
　入賞口ユニット２を構成する各部品（部材）の構成の詳細は、次のとおりである。図４
と図５は、入賞口ユニット２の分解斜視図であり、入賞口ユニット２を構成する各部品（
各部材）の構成を模式的に示した図である。なお、図４は入賞口ユニット２を前面側から
見た図、図５は、背面側から見た図である。図４と図５のそれぞれに示すように、入賞口
ユニット２は、カバー部材２１と、ベース部材２３と、裏蓋部材２５と、可動部材２００
と、可動部材駆動動力源２６と、リンク部材２７と、第一の遊技球検出手段２０８と、第
二の遊技球検出手段２０９と、発光基板（図略）と、を備える。
【００４９】
　カバー部材２１とベース部材２３は、入賞口ユニット２の筐体となる部品である。カバ
ー部材２１とベース部材２３とは、たとえば合成樹脂材料により成形される。なお、遊技
球が第二の経路に振り分けられたか第三の経路に振り分けられたかが、外部から視認可能
に構成される。このため、たとえば、カバー部材２１のうち、少なくとも第一の経路２０
１の終点近傍と、第二の経路２０２の始点近傍と、第三の経路２０３と、第四の経路２０
４の始点近傍は、略透明に形成される。
【００５０】
　カバー部材２１は、全体として、背面側に向かって開放する底の浅い略箱状または略ト
レイ状の構成を有する部品である。すなわち、カバー部材２１は、略平板状で所定の形状
を有する前面部２１０と、前面部２１０の周縁部から背面側に向かって起立する周壁部２
１１とを有する。前面部２１０の形状は特に限定されるものではないが、たとえば、図４
と図５のそれぞれに示すように、略四辺形に形成される。そして、前面部２１０の背面側
には、第一の経路の底部２１２と、第一の区画壁２１３と、第二の区画壁２１４と、第三
の区画壁２１５と、第三の経路の底部２１６と、誘導部２１７と、ガイド部（図において
は隠れて見えない）とが形成される。さらに、所定の位置には、遊技球進入口２０５と、
第一の遊技球出口２０６となる第一の切り欠き２１９と、第二の遊技球出口となる第二の
切り欠き２２０とが形成される。
【００５１】
　遊技球入口２０５は、カバー部材２１の外部の上方から（すなわち、入賞口ユニット２
の外部の上方から）、カバー部材２１の内部（＝前面部２１０の背面側であって周壁部２
１１に囲まれた領域。すなわち、入賞口ユニット２の内部）に遊技球が進入可能な開口部
である。図４と図５のそれぞれに示すように、遊技球入り口２０５は、カバー部材２１の
上側隅部（具体的には、前面側から見て右上隅部）に、前面部２１０と周壁部２１１にま
たがって形成される。
【００５２】
　第一の経路の底部２１２は、前面部２１０の背面側に突起する略平板状の構造物である
。第一の経路の底部２１２は、遊技球入口２０５の直下を始点とし、ケース部材２１の反
対側端部（ここでは、前面側からみて左側）に向かって延伸する。すなわち、第一の経路
の底部２１２の始点は、カバー部材２１の周壁部２１１の側辺（本発明の実施形態におい
ては、右側の側辺）に繋がっており、終点は、カバー部材２１の左右方向の中間に位置す
る（＝反対側の側辺には達していない）。第一の経路の底部２１２の上面は、始点から終
点に向かって下り勾配となる傾斜面である。
【００５３】
　第一の区画壁２１３と第二の区画壁２１４は、第二の経路２０２を形成する構造物であ
る。第一の区画壁２１３と第二の区画壁２１４は、略上下方向に延伸する略平板状の構造
物であり、互いに所定の寸法（＝遊技球が通過可能な寸法）をおいて略平行に形成される
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。そして、第一の区画壁２１３と第二の区画壁２１４との間のスペースが、遊技球が通過
可能な第二の経路２０２となる。
【００５４】
　第一の区画壁２１３の上端は、第一の経路の底部２１２の終点の下方に設けられる。そ
して、第一の区画壁２１３の上端と、第一の経路の底部２１２の終点との間には、隙間（
＝開口部）が形成される。この隙間の上下方向寸法は、可動部材２００の第一の部分２０
０１（詳細は後述）が遊挿可能な寸法（＝通過可能な寸法）に設定される。一方、第一の
区画壁２１３の下端は、ケース部材２１の下辺に達しており、周壁部２１１の下辺に繋が
って一体化している。
【００５５】
　第二の区画壁２１４の上端は、第三の経路の底部２１６に繋がって一体化している。一
方、第二の区画壁２１４の下端は、ケース部材２１の下辺に達しており、周壁部２１１の
下辺に繋がって一体化している。
【００５６】
　そして、周壁部２１１の下辺うち、第一の区画壁２１３の下端と第二の区画壁２１４の
下端との間に形成される部分には、第一の切り欠き２１９が形成される。換言すると、周
壁部２１１の下辺のうち、第一の区画壁２１３の下端と第二の区画壁２１４の下端との間
に形成される部分は、他の部分に比較して高さが低い（＝背面側に向かって突出する突出
寸法が小さい）。この第一の切り欠き２１９が、遊技球を外部に排出するための第一の遊
技球出口２０６を形成する。
【００５７】
　第三の区画壁２１５は、第四の経路２０４を形成する構造物である。第三の区画壁２１
５は、略上下方向に延伸する平板状の構造物であり、ケース部材２１の周壁部２１１の側
辺（具体的には、第一の経路の底部２１２の始点が位置する側の側辺とは反対側の側辺。
ここでは、前面側からみて左側の側辺）の内周面に、所定の寸法（＝遊技球が通過可能な
寸法）をおいて、当該内周面に略平行に形成される。そして、第三の区画壁２１５と周壁
部２１１の側辺との間に形成されるスペースが、遊技球が通過可能な第四の経路２０４と
なる。
【００５８】
　第三の区画壁２１５の上端は、第三の経路の底部２１６に繋がって一体化している。一
方、第三の区画壁２１５の下端は、ケース部材２１の下辺に達しており、周壁部２１１の
下辺に繋がって一体化している。そして、ケース部材２１の周壁部２１１の下辺のうち、
第三の区画壁２１５の下端と周壁部２１１の側辺の下端との間には、第二の切り欠き２２
０が形成される。この第二の切り欠き２２０は、遊技球を外部に排出するための第二の遊
技球出口２０７を形成する。
【００５９】
　なお、第一の区画壁２１３と第二の区画壁２１４には、それぞれ、第一の遊技球検出手
段２０８を位置決めして固定するための係合部２１３１，２１４１が形成される。これら
の係合部２１３１，２１４１は、たとえば、第一の遊技球検出手段２０８を収容可能な凹
部（前後方向に延伸する溝）が適用できる。そして、第一の区画壁２１３に形成される係
合部２１３１と第二の区画壁２１４に形成される係合部２１４１とが対向する。同様に、
第三の区画壁２１５と周壁部２１１の側辺には、それぞれ、第二の遊技球検出手段２０９
を位置決めして固定するための係合部２１５１，２１１１が形成される。これらの係合部
２１５１，２１１１には、第二の遊技球検出手段２０９を収容可能な凹部が適用できる。
そして、第三の区画壁２１５に形成される係合部２１５１と周壁部２１１の側辺に形成さ
れる係合部２１１１とが対向する。
【００６０】
　これらの係合部２１３１，２１４１，２１５１，２１１１の寸法および形状は、適用さ
れる第一の遊技球検出手段２０８または第二の遊技球検出手段２０９の寸法および形状に
応じて設定されるものであり、特に限定されるものではない。また、係合部２１３１，２
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１４１，２１５１，２１１１が形成される位置（上下方向の位置）も、特に限定されるも
のではない。
【００６１】
　第三の経路の底部２１６は、背面側に向かって突起する構造物であり、第三の経路２０
３を構成する構造物である。第三の経路の底部２１６は、第二の区画壁２１４の上端と第
三の区画壁２１５の上端との間に跨って形成される。すなわち、第三の経路の底部２１６
の一端（こちら側を始点とする）は、第二の区画壁２１４の上端と繋がって一体化してお
り、他の一端（こちら側を終点とする）は、第三の区画壁２１５の上端とつながって一体
化している。第三の経路の底部２１６の上面は、第二の区画壁２１４の側から第三の区画
壁２１５の側に向かって下り勾配となる傾斜面である。このため、第三の経路の底部２１
６の上面に落下した遊技球は、重力によって、第三の区画壁２１５の側（すなわち、第四
の経路２０４の側）に向かって流下することができる。なお、第三の経路の底２１６部の
上面の傾斜（＝水平面に対する角度）は、第一の経路の底部２１２の上面よりも大きく設
定される。
【００６２】
　第二の区画壁２１４の上端近傍であって第三の経路の底部２１６の一端（始点）近傍に
は、誘導部２１７が形成される。誘導部２１７は、遊技球を第二の経路２０２に誘導する
機能を有する。誘導部２１７は、前面部２１０から背面側に向かって突起するとともに、
第二の区画壁２１４および第三の経路の底部２１６の一端から第一の経路２０１の側に向
かって突起する構造物である。誘導部２１７は、たとえば、第二の区画壁２１４および第
三の経路の底部２１６に一体に形成される。
【００６３】
　誘導部２１７は、第一の誘導面２１７１と第二の誘導面２１７２とを有する。
【００６４】
　第一の誘導面２１７１は傾斜面であり、前面側または背面側から見ると、第三の経路の
底部２１６の上面の一端（＝先端。すなわち、第二の区画壁２１４の側の一端）を頂点と
し、第一の区画壁２１３の側（換言すると、第一の経路の底部２１２の側）に向かって下
り勾配となる。このため、第一の誘導面２１７１に落下した遊技球は、重力によって第一
の区画壁２１３の側に流下し、第二の経路２０２に落下することができる。水平面に対す
る第一の誘導面２１７１の傾斜角度は、第三の経路の底部２１６の上面の傾斜角度よりも
大きい角度に設定される（すなわち、傾斜がきつく設定される）。
【００６５】
　第二の誘導面２１７２は、凹状の曲面である。具体的には、たとえば、軸線が上下方向
に延伸する円筒の内周面の一部を抜き出したような構成を有する。第二の誘導面２１７２
の曲率半径は、遊技球の半径よりも大きい値に設定される。
【００６６】
　このため、誘導部２１７は、上側または下側から見ると、略直角三角形の形状を有する
。すなわち、直角三角形の直角の隣辺の一方に相当する面が、ケース部材２１の前面部２
１０の背面側の面に繋がって一体化しており、直角の隣辺の他の一方に相当する面が、第
二の区画壁２１４および第三の経路の底部２１６の端部に繋がって一体化している。そし
て、直角三角形の斜辺に相当する面が、第二の経路２０２の内側を向く面（＝第二の経路
２０２の内側を臨む面）であり、直角三角形の内側に窪むような凹状の曲面に形成される
。誘導部２１７を上側から見た場合において、上側に現れる面（＝上側から見える面。略
直角三角形の形状を有する面）が第一の誘導面２１７１であり、直角三角形の斜辺に相当
する面が第二の誘導面２１７２である。
【００６７】
　第一の経路の底部２１２の下方には、ガイド部（図略）が設けられる。ガイド部は、可
動部材２００がスムーズに往復動できるようにガイドする構造物である。具体的には、図
５に示すように、略水平方向に延伸する二条の構造物が、所定の距離をおいて略平行に形
成される。これらの二条の構造物の長手方向の一端は、第一の経路の底部２１２の終点と
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第一の区画壁２１３の上端との間に形成される隙間に達する。すなわち、二条の構造物の
一方（上側に形成される構造物）の一端は、第一の経路の底部２１２の終点と繋がってい
る。また、二条の構造物の他方（下側に形成される構造物）の一端は、第一の区画壁２１
３の上端に繋がっている。
【００６８】
　このため、可動部材２００の第一の部分２００１の前面側の一部をガイド部に係合させ
ることにより（＝二条の構造物の間に遊挿することにより）、可動部材２００をガイド部
の延伸方向に沿って（＝二条の構造物の延伸方向（＝略水平方向）に沿って）、往復動さ
せることができる。そして、可動部材２００の第一の部分２００１の一部を、第一の経路
の底部２１２の終点と第一の区画壁２１３の上端との間に形成される隙間から、第三の経
路の底部２１６の側に突出させることができる。
【００６９】
　ベース部材２３は、全体として、背面側に向かって開放する底の浅い略箱状または略ト
レイ状の構成を有する部品である。すなわち、ベース部材２３は、略平板状で所定の形状
を有する前面部２３１と、前面部２３１の周縁部から背面側に向かって起立する周壁部２
３２とを有する。前面部２３１の形状は特に限定されるものではないが、ベース部材２３
の前面部２３１の前面側にケース部材２１が配設された場合において、ケース部材２１の
外周がベース部材２３の前面部２３１の内側に収まる寸法および形状を有する。たとえば
、図４と図５のそれぞれに示すように、全体としては、ケース部材２１の外周の寸法およ
び形状に略等しく設定され、必要な部分がさらにケース部材２１の外周から外側に突出す
るような寸法および形状に設定される。
【００７０】
　そして、ベース部材２３の前面部２３１には、第三の経路の底部２３３と、誘導部２３
４と、開口部２３５とが形成される。一方、ベース部材２３の背面側（周壁部２３２に囲
まれる領域）には、可動部材駆動動力源２６と、可動部材２００の一部と、リンク部材２
７を配設できる領域が設けられる。さらに、発光基板を配設できる領域が設けられる。
【００７１】
　第三の経路の底部２３３および誘導部２３４は、一体に形成されるとともに、前面側に
向かって突起する構造物である。第三の経路の底部２３３は、ケース部材２１がベース部
材２３に組み付けられると、ケース部材２１に形成される第三の経路の底部２１６と一体
化して、第三の経路２０３の一部を形成する。
【００７２】
　ベース部材２３に形成される第三の経路の底部２３３および誘導部２３４と、ケース部
材２１に形成される第三の経路の底部２１６および誘導部２１７とは、略面対称の構成を
有する。すなわち、ベース部材２３に形成される第三の経路の底部２３３の上面が傾斜面
である構成、ベース部材２３に形成される誘導部２３４が第一の誘導面２３４１および第
二の誘導面２３４２を有する構成、第一の誘導面２３４１が傾斜面である構成、第二の誘
導面２３４２が凹状の曲面である構成、誘導部２３４が上側または下側から見ると略直角
三角形である構成、およびそれらの具体的な構成は、ケース部材２１に形成される第三の
経路の底部２１６および誘導部２１７と同じである。したがって、詳細な説明は省略する
。
【００７３】
　開口部２３５は、前面部２３１に形成される貫通孔であり、可動部材２００の第一の部
分２００１を背面側から差し込んで前面側に突出させることができる。開口部２３５は、
前面側に突出させた可動部材２００の第一の部分２００１を、略水平方向に所定の範囲で
往復動させることができる寸法および形状を有する。たとえば、この開口部２３５には、
略水平方向に延伸する長孔が適用できる。
【００７４】
　可動部材２００は、第二の経路２０２を開閉する機能を有する部材（換言すると、遊技
球を、第二の経路２０２と第三の経路２０３のいずれか一方に振り分ける機能を有する部
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材）である。可動部材２００は、第一の部分２００１と第二の部分２００２とを有する。
【００７５】
　可動部材２００の第一の部分２００１は、可動部材２００が入賞口ユニット２に組み付
けられた状態において、ベース部材２３の前面部２３１の前面側に位置する（＝ベース部
材２３に形成される開口部２３５を通じて前面側に突出する）部分である。第一の部分２
００１は、直接的に、第二の経路２０２を開閉する機能を有する。第二の部分２００２は
、可動部材２００が入賞口ユニット２に組み付けられた状態において、ベース部材２３の
前面部２３１の背面側に位置する部分である。第二の部分２００２は、可動部材駆動動力
源２６からの駆動力の伝達を受ける部分である。
【００７６】
　説明の便宜上、可動部材２００については、入賞口ユニット２に組み込まれた状態にお
いて、第二の区画壁２１４および第三の経路の底部２１６の側に位置する端部を「先端部
」と称し、第一の経路２０１の始点側に位置する端部を「基端部」と称する。
【００７７】
　可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４は、上側または下側から見ると
、さらに先端側に向かって張り出すような円弧または略円弧状の曲面に形成される。この
先端部２００４の曲率半径は、ケース部材２１に形成される誘導部２１７の第二の誘導面
２１７２の曲率半径と異なる値に設定されることが好ましい。また、第一の部分２００１
の先端部２００４は、第二の区画壁２１４に対して所定の角度をもって傾斜する傾斜面に
形成される。具体的には、第一の部分２００１の先端部は、斜め下方を向く傾斜面に形成
される。なお、この第一の部分２００１の先端部の傾斜角度は、特に限定されるものでは
ない。
【００７８】
　第一の部分２００１の上面の先端部２００４の側には、基端部の側から先端部２００４
の側に向かって下り勾配となる傾斜面２００３が形成される。なお、第一の部分２００１
の上面の全体が、基端部の側から先端部２００４の側に向かって下り勾配となる傾斜面２
００３であってもよい。
【００７９】
　可動部材２００の第二の部分２００２には、第一の係合部２００５と第二の係合部２０
０６とが形成される。第一の係合部２００５は、裏蓋部材２５に形成されるガイド部２５
１（後述）に係合することにより、可動部材２００を所定の方向（ガイド部２０５の延伸
方向。ここでは略水平方向）にスムーズに往復動させることができる部分である。第一の
係合部２００５は、裏蓋部材２５に形成されるガイド部２５１に係合可能な構成であれば
よく、具体的な構成は限定されるものではない。第二の係合部２００６は、リンク部材２
７（後述）と係合することにより、可動部材駆動動力源２６からの駆動力の伝達を受ける
部分である。この第二の係合部２００６の構成も、リンク部材２７の構成などに応じて適
宜設定されるものであり、特に限定されるものではない。
【００８０】
　可動部材駆動動力源２６は、往復運動を発生することができる機器である。この可動部
材駆動動力源２６は、往復運動を発生させることができる構成であればよく、その構成は
限定されるものではない。このため、公知の各種動力源が適用できる。
【００８１】
　可動部材駆動動力源２６には、たとえば、次のような構成が適用できる。可動部材駆動
動力源２６は、ソレノイド２６３と、駆動部材２６１と、付勢部材（図略）とを有する。
駆動部材２６１は、往復動可能に配設される部材である。付勢部材は、駆動部材２６１を
往復動の可能範囲の一端側に向けて付勢する部材である。付勢部材には、たとえば圧縮コ
イルバネ（軸線方向の圧縮力に対して反発する力を発するコイルバネ）が適用できる。付
勢部材は、駆動部材２６１の一端（こちら側を先端と称する）とソレノイド２６３との間
に架設される。このため、ソレノイド２６３が磁力を発生していない状態では、駆動部材
２６１は、付勢部材の付勢力によって、往復動の可動範囲の一端（駆動部材２６１の先端
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が最もソレノイド２６３から離れた位置）に、付勢された状態で位置する。ソレノイド２
６３が磁力を発生すると、駆動部材２６１は、ソレノイド２６３が発する磁力に吸引され
る。そして、付勢部材の付勢力に抗して、可動範囲の他の一端に移動する（駆動部材２６
１の先端が、ソレノイド２６３に接近する）。このように、ソレノイド２６３が発する磁
力と、付勢部材の付勢力とによって、駆動部材２６１を往復動させることができる。
【００８２】
　リンク部材２７は、可動部材駆動動力源２６の駆動部材２６１の往復動を、可動部材２
００に伝達する機能を有する部材である。リンク部材２７の構成は限定されるものではな
い。要は、リンク部材２７は、可動部材駆動動力源２６の駆動部材２６１の往復動を可動
部材２００に伝達し、これによって可動部材２００を往復動させることができる構成であ
ればよい。たとえば、リンク部材２７には、略棒状の部材が適用できる。そして、軸線方
向の両端部には、係合孔（たとえば、）軸線方向に沿って長く、前面側から背面側に向か
って貫通する長孔）が形成されるとともに、軸線方向の中間には、前面側および背面側に
向かって突起する係合軸（図略。たとえば、略円柱状の部材または構造物）が設けられる
。
【００８３】
　裏蓋部材２５は、ベース部材２３の背面側に配設される部材である。裏蓋部材２５は、
略平板状の部材である。裏蓋部材２５の前面側には、ガイド部２５１が形成される。ガイ
ド部２５は、可動部材２００の第二の部分２００２に形成される第一の係合部２００５が
係合することにより、可動部材２００のスムーズな往復動を実現または補助する機能を有
する構造物である。たとえば、ガイド部２５は、図４に示すように、略水平方向に延伸す
る溝が形成される構造物が適用できる。そして、可動部材２００の第二の部分２００２の
第一の係合部２００５が、このガイド部２５１に係合することにより（＝ガイド部２５１
に形成される溝に嵌り込むことにより）、可動部材２００は、略水平方向に往復動するこ
とができる。
【００８４】
　第一の遊技球検出手段２０８および第二の遊技球検出手段２０９には、公知の各種遊技
球検出手段が適用できる。要は、第一の遊技球検出手段２０８および第二の遊技球検出手
段２０９は、遊技球（特に遊技球の通過）を検出できる構成であればよく、具体的な構成
は限定されるものではない。たとえば、ソレノイドを有し、ソレノイドの内部を遊技球が
通過した際のインダクタンスの変化を検出することにより、遊技球の通過を検出する構成
の機器が適用できる。
【００８５】
　発光基板は、ＬＥＤ（発光ダイオード）などの発光素子およびその他の必要な素子など
が実装された基板である。そして、発光素子を所定の態様で発光させることによって、光
によって遊技機１を装飾したり、遊技を演出したりする。発光基板の具体的な構成も、特
に限定されるものではない。また、入賞口ユニット２が発光基板を備えない構成であって
もよい。
【００８６】
　以上説明した部材を有する入賞口ユニット２の組み付け構造は、次のとおりである。
【００８７】
　ケース部材２１の第一の区画壁２１３と第二の区画壁２１４に形成される係合部２１３
１，２１４１に、第一の遊技球検出手段２０８が配設される。同様に、第三の区画壁２１
５と周壁部２１１の側辺に形成される係合部２１５１，２１１１に、第二の遊技球検出手
段２０９が配設される。
【００８８】
　ケース部材２１の背面側にベース部材２３が配設され、ケース部材２１がベース部材２
３にネジ（図略）などによって固定される。ケース部材２１がベース部材２３に固定され
ると、ケース部材２１の背面側の開口部（＝周壁部２１１に囲まれる領域）が、ベース部
材２３の前面部２３１によって蓋をされる構成となる。そして、ケース部材２１の前面部
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２１０とベース部材２３の前面部２３１との間に、第一の経路２０１と、第二の経路２０
２と、第三の経路２０３と、第四の経路２０４とが形成される。
【００８９】
　具体的には、次のとおりである。第一の経路２０１は、ケース部材２１の第一の経路の
底部２１２と、ケース部材２１の前面部２１０と、ケース部材２１の周壁部２１１（特に
、上辺のうちの第一の経路の底部２１２に対向する部分）と、ベース部材２３の前面部２
３１とに囲まれる領域として形成される。第二の経路２０２は、ケース部材２１の第一の
区画壁２１３と、ケース部材２１の第二の区画壁２１４と、ケース部材２１の前面部２１
０と、ベース部材２３の前面部２３１とに囲まれる領域として形成される。第三の経路２
０３は、ケース部材２１およびベース部材２３の第三の経路の底部２１６，２３３と、ケ
ース部材２１およびベース部材２３の前面部２１０，２３１と、ケース部材２１の周壁部
（特に、上辺のうちの第三の経路の底部２１６，２３３に対向する部分）とに囲まれる領
域として形成される。第四の経路２０４は、ケース部材２１の第三の区画壁２１５と、ケ
ース部材２１の前面部２１０と、ケース部材２１の周壁部（特に、側辺のうちの第三の区
画壁２１５に対向する部分）と、ベース部材２３の前面部２３１とに囲まれる領域として
形成される。
【００９０】
　ケース部材２１がベース部材２３の前面側に固定されると、ベース部材２３の前面部２
３１に形成される第三の経路の底面部２３３は、ケース部材２１の前面部２１０に形成さ
れる第二の区画壁２１４および第三の区画壁２１５の上側で、かつ、ケース部材２１の前
面部２１０に形成される第三の経路の底面部２１０の背面側に位置する。そして、ベース
部材２３の前面部に形成される第三の経路の底面部２３３と、ケース部材２１の前面部２
１０に形成される第三の経路の底面部２１６とは、略一体化する。このため、ケース部材
２１の前面部２１０およびベース部材２３の前面部２３１に形成される第三の経路の底面
部２１６，２３３の上面は、第二の経路２０２の側から第四の経路２０４の側に向かって
下り勾配となる一つの傾斜面を形成する。
【００９１】
　さらに、ケース部材２１およびベース部材２３の誘導部２１７，２３４は、上側から見
ると、全体として、第二の区画壁２１４（または第三の経路２０３の始点）から第一の区
画壁２１３（換言すると第一の経路２０１）の側に向かって突出する構造物を形成する。
そしてこの構造物の第一の区画壁２１３の側の端面は、第三の経路２０３の側に向かって
（換言すると、第二の区画壁２１４の側に向かって）、円弧または略円弧状に凹状に窪ん
だ曲面となる。
【００９２】
　ケース部材２１およびベース部材２３の誘導部２１７，２３４は、第二の区画壁２１４
の上端であって、第三の経路２０３の始点（第三の経路の底面部２１６，２３３の一端）
に形成される。この位置は、第二の経路２０２の始点である。したがって、第二の経路２
０２の始点の縁部には、ケース部材２１およびベース部材２３の誘導部２１７，２３４の
第二の誘導面２１７２，２３４２によって、前記構成の曲面が形成される。
【００９３】
　さらに、第二の経路２０２の始点の縁部には、ケース部材２１およびベース部材２３の
誘導部２１７，２３４の第一の誘導面２１７１，２３４１が位置する。このため、第二の
経路２０２の始点の縁部には、第三の経路２０３の側から第一の経路２０１の終点側に向
かって下り勾配となる傾斜面が形成される。
【００９４】
　可動部材２００の第一の部分２００１が、ベース部材２３の前面部２３１の開口２３５
部を通じて、前面部２３１の背面側から前面側に突出するように配設される。このため、
可動部材２００の第一の部分２００１がベース部材２３の前面部２３１の前面側に配設さ
れ、可動部材２００の第二の部分２００２がベース部材２３の前面部２３１の背面側に配
設される。そして、可動部材２００の第一の部分２００１の前面側の端部は、ケース部材
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２１のガイド部に係合する（＝ガイド部の二条の構造物の間に遊挿される）。
【００９５】
　ベース部材２３の背面側には、可動部材駆動動力源２６とリンク部材２７とが配設され
る。具体的には次のとおりである。
【００９６】
　可動部材駆動動力源２６は、可動部材２００の第二の部分２００２の下方に配設される
。可動部材駆動動力源２６は、駆動部材２６１が略水平方向（前面側から見て左右方向）
に往復動可能な向きであって、駆動部材２６１の先端（付勢部材によって突出している側
の端部）が第二の経路および第四の経路と反対側を向く態様で配設される。そして、可動
部材駆動動力源２６の駆動部材２６１と、可動部材２００とが、リンク部材２７によって
連結される。すなわち、リンク部材２７の一端に形成される係合孔を、可動部材駆動動力
源２６の駆動部材２６１の先端に形成される係合突起に係合させる。同様に、リンク部材
２７の他の一端に形成される係合孔を、可動部材２００の第二の部分２００２に形成され
る第二の係合部２００６（＝背面側に向かって突出する突起状の構造物）に係合させる。
そして、リンク部材２７の係合軸を、ベース部材２３の前面部２３１の背面側に形成され
る軸受けに嵌め込む。
【００９７】
　可動部材２００と可動部材駆動動力源２６とリンク部材２７とが配設された領域の背面
側に、裏蓋部材２５が装着され、ネジ（図略）などによってベース部材２３に固定される
。この際に、可動部材２００の第二の部分２００２に形成される第一の係合部２００５（
＝可動部材２００の第二の部分２００２の背面側の端部）を、裏蓋部材２５に形成される
ガイド部２５１に係合させる（＝ガイド部２５１により形成される溝に嵌め込む）。
【００９８】
　また、リンク部材２７の係合軸を、裏蓋部材２５に形成される軸受けに嵌め込む。この
ような構成によれば、リンク部材２７の係合軸の前面側が、ベース部材２３の軸受け部に
嵌り込み、係合軸の背面側が、裏蓋部材２５の軸受け部に嵌り込む。このため、リンク部
材２７は、係合軸を中心として揺動することができる。
【００９９】
　発光基板は、ベース部材２３の前面部２３１の背面側であって、第一の経路２００から
第四の経路２０４の上方にかけて形成される空間の背面側に配設される。
【０１００】
　以上の組み付け操作により、入賞口ユニット２が組み付けられる。組み付けられた入賞
口ユニット２の構成は、次のとおりである。図６は、入賞口ユニット２の第一の状態を模
式的に示した図であり、図６（ａ）は上側から見た図、図６（ｂ）は前面側から見た図で
ある。図７は、入賞口ユニット２の第二の状態を模式的に示した図であり、図７（ａ）は
上側から見た図、図７（ｂ）は前面側から見た図である。なお、入賞口ユニット２の「第
一の状態」とは、遊技球が第二の経路２０２に進入可能な状態という。入賞口ユニット２
の「第二の状態」とは、遊技球が第二の経路２０２に進入不可能な状態または進入困難な
状態（＝第三の経路２０３に誘導される状態）をいう
【０１０１】
　図６と図７のそれぞれに示すように、入賞口ユニット２の内部には、第一の経路２０１
と、第二の経路２０２の始点と、第三の経路２０３と、第四の経路２０４の始点とが、こ
の記載の順序で、上側から見て左右方向に略直列（または略一直線上に）に並ぶ。図６と
図７においては、上側から見て右側から順に、第一の経路２０１と、第二の経路２０２の
始点と、第三の経路２０３と、第四の経路３０４の始点とが、略直列（または略一直線上
に）に並ぶ構成を示す。
【０１０２】
　ただし、第一の経路２０１と、第二の経路２０２の始点と、第三の経路２０３と、第四
の経路３０４の始点とが、直線または略直線に並ぶ構成のほか、曲線上に並ぶ構成であっ
てもよい。すなわち、第一の経路２０１および第三の経路２０３の軸線（＝遊技球の流下
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方向）が上側または下側から見て所定の形状の曲線を描く構成を有するとともに、第二の
経路２０２の始点が、第一の経路２０１の終点と第三の経路２０３の始点との間であって
前記曲線上に設けられる構成であってもよい。そして、この場合には、可動部材２００が
、この所定の曲線に沿って曲がった構成が適用できる。
【０１０３】
　第一の経路２０１は、略左右方向に延伸する経路である。第一の経路２０１は、入賞口
ユニット２の上辺の一端（ここでは、前面側から見て右端）を起点とし、上辺の左右方向
の中間位置を終点とする。そして、始点から終点に向かって緩やかな下り勾配となってい
る。このため、第一の経路２０１の始点に落下した遊技球は、重力によって、終点に向か
って流下することができる。
【０１０４】
　第二の経路２０２は、略上下方向に延伸する経路である。このため、第二の経路２０２
に進入した遊技球は、重力により落下する態様で、第二の経路２０２を通過できる。第二
の経路２０２の始点は、第一の経路２０１の終点近傍に位置する。すなわち、第一の経路
２０１を流下した遊技球が第一の経路２０１の終点から落下可能な位置に設けられる。第
二の経路２０２の終点は、入賞口ユニット２の下辺に位置する。第二の経路２０２の終点
には、第一の遊技球出口２０６が形成される。第二の経路２０２の上下方向の中間には、
遊技球の通過を検出できる第一の遊技球検出手段２０８が設けられる。
【０１０５】
　第三の経路２０３は、略左右方向に延伸する経路である。第三の経路２０３は、第二の
経路２０１の始点の縁部のうちの第一の経路２０１とは反対側を始点とし、始点から第一
の経路２０１の側とは反対側に向かって延伸する。そして、第四の経路２０４の始点を終
点とする。第三の経路２０３は、始点から終点に向かって下り勾配の傾斜となっている。
このため、第三の経路２０３の始点に落下した遊技球は、重力によって、終点に向かって
流下することができる。なお、第三の経路２０３の傾斜角度（ここでは、水平面に対する
傾斜角度をいう）は、第一の経路３０３の傾斜角度よりも大きい角度に設定される。
【０１０６】
　第四の経路２０４は、略上下方向に延伸する経路である。このため、第四の経路２０４
に進入した遊技球は、第四の経路２０４を、重力により落下する態様で通過することがで
きる。第四の経路２０４の始点は、第三の経路２０３の終点近傍に位置する。第四の経路
２０４の終点は、入賞口ユニット２の下辺に位置する。第四の経路２０４の終点には、第
二の遊技球出口２０７が形成される。第四の経路２０４の上下方向の中間には、遊技球の
通過を検出できる第二の遊技球検出手段２０９が設けられる。
【０１０７】
　可動部材２００は、第一の部分２００１の前面側の端部が、ケース部材２１の前面部２
１０のガイド部に係合し、第二の部分２００２の第一の係合部２００５が、裏蓋部材２５
のガイド部２５１に係合している。このため、可動部材２００は、ケース部材２１の前面
部２１０のガイド部および裏蓋部材２５のガイド部２５１の延伸方向に沿って、往復動す
ることができる。逆に言うとこれらのガイド部，２５１の延伸方向以外の方向の移動が規
制される。この往復動の方向は、上側または下側から見て、第一の経路２０１と第二の経
路２０２と第三の経路２０３の配列方向に略等しい方向である。換言すると、遊技球の流
下方向（特に、第一の経路２０１における遊技球の流下方向）に略等しい方向である。
【０１０８】
　可動部材駆動動力源２６は、可動部材２００の第二の部２００２分の下方に配設される
。前面側から見ると、第一の経路２０１と、第二の経路２０２と、周壁部２１１の下辺と
、周壁部２１１の側辺とに囲まれる領域に配設される。そして、可動部材駆動動力源２６
は、駆動部材２６１の往復動の方向が可動部材２００の往復動の方向と略平行になるよう
に配設される。
【０１０９】
　このような構成を有する入賞口ユニット２の動作は、次のとおりである。
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【０１１０】
　可動部材２００は、可動部材駆動動力源２６から伝達される動力によって（換言すると
、可動部材駆動動力源２６の駆動部材２６１の往復動に連動して）、前面側から見て略水
平の左右方向に往復動することができる。そして、可動部材２００が往復動の可動範囲の
一端（第三の経路２０３の側の一端）に位置すると、図６（ａ），（ｂ）に示すように、
入賞口ユニット２は第一の状態となる。一方、可動部材２００が往復動の可動範囲の他の
一端（第一の経路２０１の始点の側の一端）に位置すると、図７（ａ），（ｂ）に示すよ
うに、入賞口ユニット２は第二の状態となる。
【０１１１】
　図６に示すように、可動部材２００が往復動の可動範囲の一端に位置すると、可動部材
２００の第一の部分２００１の全体または略全体は、第一の経路の底面部２１２の下側に
位置する。そして、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部の側が、第一の経路の
底面部２１２の終点と、第一の区画壁２１３の上端との間の隙間から、第三の経路２０３
の側（＝第二の経路２０２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４の側）に向かって突
出していないか、またはほとんど突出していない状態となる。このため、第二の経路２０
２の始点は開放された状態（＝可動部材２００により塞がれていない状態）となり、遊技
球は、第一の経路２０１の終点から第二の経路２０２に進入することができる。このよう
に、入賞口ユニット２が「第一の状態」にあると、遊技球は第二の経路２０２に進入する
ことができる。
【０１１２】
　図７に示すように、入賞口ユニット２が第二の状態にあり、可動部材２００が往復動の
可動範囲の他の一端（ここでは、第三の経路２０３の側）に位置すると、可動部材２００
の第一の部分２００１の先端側の一部が、第一の経路の底面部２１２の終点と、第一の区
画壁２１３の上端との間の隙間から、第三の経路２０３の側（＝第二の経路２０２の縁部
に形成される誘導部２１７，２３４の側）に向かって突出する。そして、可動部材２００
の第一の部分２００１の先端部２００４と、第二の経路２０２の縁部に形成される誘導部
２１７，２３４（＝第二の区画壁２１４の上端および第三の経路の底面部２１６の始点）
とが近接する。
【０１１３】
　第二の状態においては、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４と、第
二の経路２０２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４との隙間の寸法は、遊技球が通
過不可能な寸法（＝遊技球の直径よりの小さい寸法）に維持される。このため、第二の状
態においては、第二の経路２０２の始点が可動部材２００により蓋をされた状態となるか
ら、遊技球は、第二の経路２０２に進入不可能となる。なお、可動部材駆動動力源２６の
ソレノイド２６３に電力を供給していない状態（＝ソレノイド２６３が磁力を発生させて
いない状態）においては、入賞口ユニット２は、第二の状態に維持される。
【０１１４】
　ここで、可動部材２００と可動部材駆動動力源２６の駆動部材２６１との動作の関係に
ついて説明する。可動部材２００の第二の部分２００２の第二の係合部２００６は、リン
ク部材２７の一端の係合孔に係合している。可動部材駆動動力源２６の駆動部材２６１の
先端は、リンク部材２７の他の一端の係合孔に係合している（図４、図５においては省略
してある）。リンク部材２７は、係合軸を中心に揺動可能に配設されている。このため、
駆動部材２６１が往復動を行うと、リンク部材２７は駆動部材２６１の往復動に連動して
、係合軸を中心として揺動する。そして、リンク部材２７の揺動が可動部材に伝達される
から、可動部材２００は、駆動部材２６１の往復動に連動して往復動を行う。なお、この
ような構成によれば、可動部材２００の往復動の向きと、可動部材駆動動力源２６の駆動
部材２６１の往復動の向きとは、反対向きとなる。
【０１１５】
　また、可動部材駆動動力源２６は、駆動部材２６１の先端が第一の経路２０１の始点の
側を向くように配設される。すなわち、駆動部材の先端がソレノイド２６３から遠ざかっ
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た場合に、第一の経路２０１の始点の側に向かって移動し、ソレノイド２６３に接近した
場合には、第一の経路２０１の始点の側とは反対側に向かって移動する。
【０１１６】
　このため、駆動部材２６１の先端がソレノイド２６３から最も遠い位置に移動すると（
＝第一の経路２０１の始点の側に移動すると）、可動部材２００は、第三の経路２０３の
側（すなわち、第一の経路２０１の始点の側とは反対側）に移動する。そうすると、可動
部材２００の第一の部分２００１が、第一の経路の底面部２１２の終点と第一の区画壁２
１３の上端との隙間から第三の経路２０３の側に向かって突出し、第二の経路２０２を塞
ぐ。したがって、入賞口ユニット２は、第二の状態となる。一方、駆動部材２６１の先端
が、最もソレノイド２６３に接近すると（＝第一の経路２０１の始点の側から離れる方向
に移動すると）、可動部材２００は、第一の経路２０１の始点の側に移動する。このため
、可動部材２００の第一の部分２００１の全部またはほとんどが、第一の経路の底面部２
１２の下方に位置し、第二の経路２０２は可動部材２００により塞がれない状態となる。
したがって、入賞口ユニット２は、第一の状態となる。
【０１１７】
　可動部材駆動動力源２６の駆動部材２６１は、ソレノイド２６３に通電されていない状
態においては、その先端がソレノイド２６３から最も遠い位置に、付勢部材によって付勢
された状態で位置する。このため、ソレノイド２６３に通電していない状態においては、
入賞口ユニット２は、第二の状態に維持される。そして、ソレノイド２６３に通電される
と、第二の状態から第一の状態に移行する。
【０１１８】
　入賞口ユニット２における遊技球の通過の態様は、次のとおりである。
【０１１９】
　遊技球は、遊技球入口２０５を通じて入賞口ユニット２の内部に進入する。入賞口ユニ
ット２の内部に進入した遊技球は、まず、第一の経路２０１の始点に落下する（＝第一の
経路の底面部２１２の始点近傍の上面に落下する）。第一の経路２０１は、始点から終点
に向かって下り勾配に傾斜する経路であるから（＝第一の経路の底面部２１２の上面は、
始点から終点に向かって下り勾配となる傾斜面であるから）、第一の経路２０１の始点に
落下した遊技球は、重力によって、第一の経路２０１を始点から終点に向かって流下する
。
【０１２０】
　入賞口ユニット２が第一の状態であると、第一の経路２０１を流下した遊技球は、第二
の経路２０２に進入する。第二の経路２０２は、上下方向に延伸する経路であるから、第
二の経路２０２に進入した遊技球は、略垂直方向に落下する態様で、第二の経路２０２を
通過する。第二の経路２０２の終点には第一の遊技球出口２０６が形成されるから、第二
の経路２０２を通過した遊技球は、第一の遊技球出口２０６から入賞口ユニット２の外部
（＝下方）に排出される。ここで、第一の遊技球検出手段２０８は、第二の経路２０２を
通過する遊技球を検出する。
【０１２１】
　入賞口ユニット２が第二の状態にあると、第一の経路２０１を流下した遊技球は、可動
部材２００の第一の部分２００１の上面に形成される誘導面２００３に落下する。誘導面
２００３は、基端部から先端部に向かって下り勾配となる傾斜面である。そして、基端部
が第一の経路２００の側を向き、先端部が第三の経路２０３の側を向くように配設される
。このため、可動部材２００の第一の部分２００１の誘導面２００３に落下した遊技球は
、重力によって（または、重力と第一の経路を流下した際の慣性によって）、第三の経路
２０３に向かって流下する。
【０１２２】
　入賞口ユニット２が第二の状態にあると、可動部材２００の第一の部分２００１の先端
部２００４と、第二の経路２０２の始点の縁部に形成される誘導部２１７，２３４との間
に形成される隙間は、遊技球が通過できない寸法に維持される。このため、可動部材２０
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０の第一の部分２００１の誘導面２００３を流下した遊技球は、第二の経路２０２に進入
することができず、第三の経路２０３に達する（＝第三の経路の底面部２１６，２３３の
上面に落下する）。第三の経路２０３は、第二の経路２０２の側から第四の経路２０４の
側に向かって下り勾配の経路であるから（＝第三の経路の底面部２１６，２３３の上面は
、第二の経路２０２の側から第四の経路２０４に向かって下り勾配となる傾斜面であるか
ら）、第三の経路２０３に達した遊技球は、第四の経路２０４に向かって流下する。
【０１２３】
　第三の経路２０３を流下した遊技球は、第三の経路２０３の終点から第四の経路２０４
に進入する。第四の経路２０４は、上下方向に延伸する経路であるから、第四の経路２０
４に進入した遊技球は、略垂直方向に落下する態様で、第四の経路２０４を通過する。第
四の経路２０４の終点（＝下端）には、第二の遊技球出口２０７が形成される。このため
、第四の経路２０４を通過した遊技球は、第二の遊技球出口２０７から、入賞口ユニット
２の外部（下方）に排出される。第四の経路２０４には、第二の遊技球検出手段２０９が
設けられる。そして、第二の遊技球検出手段２０９は遊技球の通過を検出する。
【０１２４】
　このように、可動部材２００が往復動を行うと、入賞口ユニット２は、第一の状態と第
二の状態との間を交互に変換する。そして、入賞口ユニット２が第一の状態にある場合に
は、遊技球を第二の経路２０２に誘導し（＝第二の経路２０２に振り分け）、第二の状態
にある場合には、遊技球を第三の経路２０３および第四の経路２０４に誘導する（＝第三
の経路２０３および第四の経路２０４に振り分ける）。
【０１２５】
　入賞口ユニット２が第一の状態から第二の状態に変換する際に、可動部材２００の先端
部２００４と、第二の経路２０２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４との間に、遊
技球が挟まるおそれがある。しかしながら、本発明の実施形態にかかる遊技機１によれば
、次のような構成により、遊技球が挟まることを防止できる（または、挟まった状態に維
持されることを防止できる）。
【０１２６】
　図８と図９は、それぞれ、入賞口ユニット２における可動部材２００の第一の部分２０
０１の先端部２００４と、第二の経路２０２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４と
の関係を模式的に示した平面図である。なお、図８は、入賞口ユニット２を上側から見た
図であり、図９は、入賞口ユニット２を前面側から見た図である。
【０１２７】
　図８に示すように、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４は、上側ま
たは下側から見ると、第三の経路２０３の側に向かって張り出すような円弧または円弧状
に形成される。このため、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４は、奥
行き方向（＝第一の経路２０１と第二の経路２０２と第三の経路２０３の配列方向に対し
て直角な方向）の中間部（具体的には略中心）が、最も第三の経路２０３の側に突出して
おり、奥行き方向の両端部（＝前面側の端部および背面側の端部）が、第一の経路２０１
の側に引き下がっている。
【０１２８】
　そして、この可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４は、所定の対称面
Ｓ１（以下、「第一の対称面」と称する）に関して、奥行き方向に対称な形状を有する。
第一の対称面Ｓ１は、図８に示すように、入賞口ユニット２を前面側から見て上下方向お
よび左右方向に延伸する平面である。すなわち、第一の経路２０１と第二の経路２０２と
第三の経路２０３の配列方向に略平行な平面である。
【０１２９】
　一方、第二の経路２０２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４は、奥行き方向の両
端部（＝前面側の端部と背面側の端部）が、第一の経路２００の側に向かって突出し、中
間部（具体的には略中心）が、第三の通路２０３の側に向かって円弧または円弧状に窪む
構成を有する。換言すると、誘導部２１７，２３４は、奥行き方向の略中心において、第
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一の経路２０１の側への突出寸法が最も小さく（または、突出しておらず）、奥行き方向
の前面側および背面側に向かうにしたがって、突出寸法が大きくなる構成を有する。この
ため、誘導部２１７，２３４の第二の誘導面２１７２，２３４２は、奥行き方向の中間部
が、最も第三の経路２０３の側に窪んだ構成を有する（または、上側から見ると、奥行き
方向の中間部が、第三の経路２０３の始点に略一致する）。
【０１３０】
　この誘導部２１７，２３４は、第一の対称面Ｓ１とは異なる他の所定の対称面Ｓ２（以
下、「第二の対称面」と称する）に関して、奥行き方向に対称な形状を有する。このため
、誘導部２１７，２３４に形成される第二の誘導面２１７２，２３４２も、第二の対称面
Ｓ２に関して奥行き方向に対称な形状を有する。
【０１３１】
　この第二の対称面Ｓ２は、図８に示すように、入賞口ユニット２を前面側から見て上下
方向および左右方向に延伸する平面である。すなわち、第一の経路２０１と第二の経路２
０２と第三の経路２０３の配列方向に略平行な平面である。
【０１３２】
　そして、第一の対称面Ｓ１と第二の対称面Ｓ２とは略平行であり、所定の距離をおいて
奥行き方向に離れた位置にある。換言すると、可動部材２００の第一の部分２００１の先
端部２００４のうち、最も第三の経路２０３の側に突出している箇所Ｋ１と、第二の経路
２０２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４（または誘導部２１７，２３４の第二の
誘導面２１７２，２３４２）のうち、第三の経路２０３の側に向かって最も凹んでいる箇
所Ｋ２（＝第一の経路２０１に向かっての突出寸法が最も小さい箇所、または突出してい
ない箇所）とは、第一の経路２０１、第二の経路２０２、第三の経路２０３、第四の経路
２０４の配列方向に沿った直線（この直線は想定上の直線である）に対して直角な方向に
ずれた位置にある。
【０１３３】
　なお、本実施形態においては、第一の経路２０１、第二の経路２０２、第三の経路２０
３、第四の経路２０４が一直線上に並ぶ構成を示したが、これらが曲線上に並ぶ構成であ
っても同様である。すなわち、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４の
うち、最も第三の経路２０３の側に突出している箇所Ｋ１と、第二の経路２０２の縁部に
形成される誘導部２１７，２３４のうち、第三の経路２０３の側に向かって最も凹んでい
る箇所Ｋ２とは、第一の経路２０１、第二の経路２０２、第三の経路２０３、第四の経路
２０４の配列方向に沿った曲線（この曲線は想定上の直線である）に対して直角な方向に
ずれた位置にある。
【０１３４】
　さらに換言すると、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４のうち、最
も第三の経路２０３の側に突出している箇所Ｋ１と、第二の経路２０２の縁部に形成され
る誘導部２１７，２３４のうち、第三の経路２０３の側に向かって最も凹んでいる箇所Ｋ

２とは、遊技球の軌跡に対して直角な方向にずれた方向にある。遊技球の軌跡は、第一の
経路２０１、第二の経路２０２、第三の経路２０３、第四の経路２０４の配列の態様によ
って定まるものであり、直線または所定の形状の曲線となる。
【０１３５】
　具体的にはたとえば、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４のうち、
最も第三の経路２０３の側に突出している箇所Ｋ１は、第二の経路２０２の縁部に形成さ
れる誘導部２１７，２３４のうち、第三の経路２０３の側に向かって最も凹んでいる箇所
Ｋ２よりも、奥行き方向に関して背面側に位置する。
【０１３６】
　このように、第二の経路２０２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４（または誘導
部２１７，２３４の第二の誘導面２１７２，２３４２）は、第二の対称面Ｓ２に関して略
面対称な曲面形状に形成される。一方、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２
００４は、所定の対称面Ｓ１（以下、「第一の対称面」と称する）に関して、奥行き方向
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に対称な曲面形状を有する。そして、第一の対称面Ｓ１と第二の対称面Ｓ２は、第一の経
路２０１と第二の経路２０２と第三の経路２０３の配列に沿った直線または曲線に対して
直角な方向に互いにずれている。
【０１３７】
　入賞口ユニット２は、次のような作用により、可動部材２００の第一の部分２００１の
先端部２００４と、第二の経路２０２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４との間に
、遊技球が挟まることを防止できる（または、挟まった状態に維持されることを防止でき
る）。
【０１３８】
　可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４が、第二の経路２０２の縁部に
接近する動作の間において、遊技球が第二の経路２０２に進入しようとすると、図８と図
９に示すように、遊技球が、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４と、
第二の経路２０２の縁部との間に挟まることがある。
【０１３９】
　可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４のうちの最も張り出した箇所（
換言すると、第一の対称面Ｓ１）と、第二の経路２０２の縁部に形成される誘導部２１７
，２３４の第二の誘導面２１７２，２３４２の最も凹んだ箇所（換言すると、第二の対称
面Ｓ２）とは、奥行き方向にずれた位置にある。このため、図８に示すように、可動部材
２００の第一の部分２００１の先端部２００４と遊技球とが接触する点Ｐ１と、第二の経
路２０２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４の第二の誘導面２１７２，２３４２と
遊技球とが接触する点Ｐ２とは、奥行き方向に関して互いにずれた位置となる。
【０１４０】
　この状態で、可動部材２００の第一の部分２００１が、さらに第三の経路２０３の側に
向かって突出しようとすると、遊技球には、可動部材２００の第一の部分２００１の先端
部２００４と、第二の経路２０２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４とにより、押
圧されるような力（＝圧縮されるような力）が加わる。この力の方向は、可動部材２００
の第一の部分２００１の先端部２００４と遊技球とが接触する点Ｐ１と、第二の経路２０
２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４の第二の誘導面２１７２，２３４２と遊技球
とが接触する点Ｐ２とを通過する直線Ｌ１の方向と略一致することがある。前記のとおり
、これらの点は奥行き方向にずれた位置にあるから、この力の方向は、可動部材２００の
往復動の方向（＝第一の経路２０１と第二の経路２０２と第三の経路２０３の配列方向、
換言すると遊技球の流下方向）に対して、所定の角度をもって傾斜する方向となる。すな
わち、上側または下側から見た場合において、遊技球に加わる力の方向と、可動部材２０
０の往復動の方向Ｄ（＝第一の経路２０１における遊技球の流下方向）とは、所定の角度
をもって傾斜する。
【０１４１】
　このため、遊技球には、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４と、第
二の経路２０２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４との間から、可動部材２００の
往復動の方向に対して斜めの方向に押し出されるような力が加わる。換言すると、遊技球
に加わる力の分力（＝可動部材２００の往復動の方向に対して横方向の分力）が、遊技球
を、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４と、第二の経路２０２の縁部
に形成される誘導部２１７，２３４との間から横方向に押し出すように作用する。
【０１４２】
　さらに、次のような作用も奏する。可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２０
０４と、誘導部２１７，２３４の第二の誘導面２１７２，２３４２とが、前記位置関係に
あると、前記直線の方向と、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４の法
線の方向（＝遊技球が接触する点における法線の方向）とが一致しないようにできる。同
様に、前記直線の方向と、第二の経路２０２の縁部に形成される誘導部２１７，２３４の
第二の誘導面２１７２，２３４２の法線の方向とが一致しないようにできる。この場合に
は、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４が、第二の経路２０２の縁部
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にさらに接近しようとすると、遊技球には、前記直線Ｌ１に対して横方向に力が加わる。
この力は、遊技球には、可動部材の第一の部分の先端部と、第二の経路の縁部との間から
、横方向（特に、前面側または背面側）に押し出すような力である。
【０１４３】
　したがって、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４と、第二の経路２
０２の縁部との間に、遊技球が存在する場合であっても、これらの間に遊技球が挟まるこ
と、または遊技球が挟まった状態に維持されることを防止または抑制できる。このため、
入賞口ユニット２の内部において、いわゆる球詰まりが発生することを防止または抑制で
きる。
【０１４４】
　さらに、図９に示すように、可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４は
、第二の経路２０２に向かって傾斜する傾斜面に形成される。したがって、可動部材２０
０の第一の部分２００１の先端部２００４の傾斜面に遊技球が当接すると、遊技球を第二
の経路２０２に向かって押し出すことができるから、遊技球を第二の経路２０２に誘導す
ることができる。
【０１４５】
　また、第三の経路の底面部２３３の上面の傾斜角度は、第一の経路の底面部２１２の上
面の傾斜角度よりも大きい角度に設定される。このような構成によれば、第三の経路２０
３を流下する遊技球の速度を、第一の経路２０１を流下する遊技球の速度よりも大きくす
ることができる。したがって、第三の経路２０３よりも第一の経路２０１の側において（
換言すると、第三の経路２０３を先頭として）、遊技球が滞留することを防止できる。
【０１４６】
　なお、前記実施形態においては、可動部材２００の往復動の方向と、第一の経路２０１
と第二の経路２０２と第三の経路２０３の配列の方向（＝遊技球の流下方向）とが略一致
する構成を示したが、これらの方向が一致しない構成であってもよい。すなわち、可動部
材２００と第二の経路２０２の縁部との間に遊技球が存在する場合において、可動部材２
００と第二の経路２０２の縁部とによって遊技球に加わる力の方向と、可動部材２００の
往復動の方向とが一致しない構成（具体的には、所定の角度をもって傾斜する構成）であ
ればよい。そして、誘導部２１７，２３４は、第二の経路２０２の縁部のうち、第二の状
態において可動部材２００の第一の部分２００１の先端部２００４が最も近接する部分に
形成される構成であればよい。換言すると、誘導部２１７，２３４は、第二の経路２０２
の縁部のうち、第一の状態において、可動部材２００の第一の部分２００１が位置する部
分に対向する部分（＝第二の経路２０２を挟んで、可動部材２００の第一の部分２００１
が位置する部分とは反対側の部分）に形成される構成であればよい。
【０１４７】
　たとえば、可動部材２００が、上側または下側から見て奥行き方向に往復動可能に配設
される構成であってもよい。この構成においては、可動部材２００の第一の部分２００１
がベース部材２３の前面部２３１の背面側に位置すると、第二の経路２０２が可動部材２
００の第一の部分２００１により塞がれないから、入賞口ユニット２は第一の状態となる
。一方、可動部材２００の第一の部分２００１がベース部材２３の前面部２３１よりも前
面側に位置すると（前面部２３１の前面側に突出すると）、第二の経路２０２が可動部材
２００の第一の部分２００１により塞がれるから、入賞口ユニット２は第二の状態となる
。そして、第二の経路２０２の縁部のうち、第一の状態において可動部材２００の第一の
部分２００１が位置する側とは反対側に、誘導部２１７，２３４が形成される。この場合
には、誘導部２１７，２３４は、ケース部材２１の前面部２１０に形成され、背面側に向
かって突起する構成が適用される。
【０１４８】
　また、前記実施形態においては、可動部材２００が略水平方向に往復動する構成を示し
たが、可動部材２００の往復動の方向は、水平方向に限定されるものではない。たとえば
、第一の経路の底面部２１２に略平行な方向（＝水平方向に対して傾斜する方向）に往復
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動する構成であってもよい。この場合には、ケース部材２１の前面部２１０のガイド部と
、裏蓋部材２５のガイド部２５１が、第一の経路の底面部２１２の上面に略平行に延伸す
る構成とすればよい。
【０１４９】
　次に、遊技盤３の構成と、遊技盤３に設けられる第二種大入賞口の入賞口ユニット以外
の各種装置や機器の構成について説明する。図１０は、本発明の実施形態にかかる遊技機
１の遊技盤３の構成を模式的に示した図であり、遊技盤３を前面側から見た図である。
【０１５０】
　遊技盤３は、合板などを所定の形状に形成した板状の部材である。図１０に示すように
、遊技盤３の前面側には、ガイドレール３０１が設けられ、このガイドレール３０１によ
って、遊技球発射経路３０２と遊技領域３１が形成される。すなわち、ガイドレール３０
１に囲まれる略円形の領域が、遊技領域３１となり、ガイドレール３０１どうしの間の領
域が、遊技球発射経路３０２となる。
【０１５１】
　遊技球発射経路３０２は、発射装置によって発射された遊技球が通過する経路である。
発射装置により発射された遊技球は、この遊技球発射経路３０２を通過して遊技領域３１
の内側に進入する。
【０１５２】
　遊技領域３１は、遊技球が流下可能な領域である。遊技領域３１の内側には、図柄表示
装置３２、ステージ３４、第一種始動口３３１、第二種始動口３３２、第一種大入賞口３
３３、第二種大入賞口３３４、ゲート３３５、アウト口３５が設けられる。また、遊技領
域３１には、このほかにも所定の役物など（図略）が設けられることがある。
【０１５３】
　ガイドレール３０１は、遊技領域３１と遊技球発射領域３０２とを形成する部材である
。図１０に示すように、ガイドレール３０１は、前面側から見て全体として略円形に形成
される（＝その内側に略円形の領域を形成する）。具体的には、ガイドレール３０１は、
遊技盤３の下辺の左端近傍を起点とし、遊技盤３の左辺近傍、上辺近傍、右辺近傍、下辺
近傍を通り、さらに遊技盤３の左辺近傍に位置するガイドレール３０１の内側に所定の距
離をおいて略平行に延伸し、遊技盤３の左上部に達する。そして、ガイドレール３０１に
囲まれる略円形の領域が遊技領域３１となる。また、遊技盤３の左辺近傍において、略平
行に設けられるガイドレール３０１どうしの間の領域が、遊技球発射経路３０２となる。
なお、ガイドレール３０１の構成は、前記構成に限定されるものではなく、公知の各種構
成が適用できる。
【０１５４】
　遊技球発射経路の上端には、逆流防止部材３０３が設けられる。この逆流防止部材３０
３は、遊技球が遊技領域３１から遊技球発射経路３０２に進入することを防止する部材で
ある。逆流防止部材３０３は、公知の各種構成が適用できる。したがって、説明は省略す
る。
【０１５５】
　図柄表示装置３２は、画像を表示可能な表示パネル（たとえば、液晶表示パネル）を備
える。そして、図柄表示装置３２には、第一特別図柄表示部３２１と、第二特別図柄表示
部３２２と、普通図柄表示部３２３とが設けられる。これら第一特別図柄表示部３２１、
第二特別図柄表示部３２２、普通図柄表示部３２３は、遊技中においては、種々の画像や
動画を表示して遊技を演出することができる。そして、主制御基板７０３（正確には、主
制御基板に構築される制御回路、またはこの制御回路上で動作する制御プログラム。本発
明の「制御部」となる。以下同じ）が所定の契機により抽選動作を実行した場合には（後
述）、抽選動作が実行されたこと（または実行されていること）を表示する「変動表示」
と、抽選結果を表示する「確定表示」を行うことができる。
【０１５６】
　「変動表示」と「確定表示」は、スロットマシンのような態様の表示など、公知の各種
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態様の表示態様が適用できる。すなわち、「変動表示」には、所定の複数の図柄（たとえ
ば三個の図柄）が左右方向に並べて表示されるとともに、各図柄が所定の態様で変化する
（＝所定の種類の図柄に順次切り替わる）態様の表示が適用される。「確定表示」には、
各図柄の変化が停止した態様の表示が適用される。そして、抽選に当選した場合には、同
じ図柄を並べて表示（いわゆる「ぞろ目」表示）することにより、抽選に当選したことを
示す（＝遊技者に知らせる）。抽選に当選しなかった場合には、それ以外の表示（「ぞろ
目」以外の表示）をすることにより、抽選に当選しなかったことを示す。
【０１５７】
　図柄表示装置３２は、たとえば、遊技領域３１の略中央（たとえば、中央からからやや
上側にずれた位置）に設けられる。
【０１５８】
　ステージ３４は、遊技球が進入可能な入口と、入口から進入した遊技球が通過可能な複
数の経路が形成される部材である。そして、ステージ３４は、入口から侵入した遊技球が
、複数の経路を所定の態様で通過した場合には、当該遊技球を、第一種始動口３３１に入
賞しやすい位置（または、原則として入賞する位置）に落下させることができる構成を有
する。一方、入口から侵入した遊技球が、前記所定の態様以外の態様で通過した場合には
、第一種始動口３３１に入賞し難い位置（または、原則として入賞しない位置）に落下さ
せる構成を有する。
【０１５９】
　ステージ３４は、表示装置３２の直下の左側寄りに配設される。そして、ステージ３４
に設けられる遊技球の入口は、表示装置の左側の直下に位置する。
【０１６０】
　なお、ステージ３４の構成は、特に限定されるものではなく、公知の各種ステージが適
用できる。
【０１６１】
　ゲート３３５は、遊技球が通過可能な役物である。ゲート３３５には、遊技球検出手段
（図略）が設けられており、この遊技球検出手段により、遊技球がゲート３３５を通過し
たことを検出することができる。このゲート３３５の具体的な構成は、特に限定されるも
のではない。要は、遊技球が通過可能であり、通過する遊技球を検出できる構成であれば
よい。ゲート３３５は、表示装置３２の右側であって、第二種大入賞口３３４および第二
種始動口３３２よりも上方に配設される。
【０１６２】
　第一種始動口３３１は、遊技球が入賞可能な役物（入賞口）である。第一種始動口３３
１には、遊技球検出手段（図略）が設けられており、この遊技球検出手段により、遊技球
が第一種始動口３３１に入賞したことを検出することができる。第一種始動口３３１は、
遊技領域３１の左右方向の略中心であって、ステージ３４の下方に配設される。なお、第
一種始動口３３１は、遊技球が常時入賞可能な構成を有する。
【０１６３】
　第二種始動口３３２は、遊技球が入賞可能な役物（入賞口）である。第二種始動口３３
２は、遊技球が入賞不可能な閉鎖状態と、入賞可能な開放状態とを交互に変換することが
できる構成を有する。第二種始動口３３２は、遊技球検出手段を有しており、遊技球の入
賞を検出できる。
【０１６４】
　第二種始動口３３２は、「花」を横から見た形状を模式化した構成を有する。すなわち
、「萼（ガク）」に相当する一つの部材と、「花弁」に相当する二つの部材とを有する。
そして、「萼」の上側に、二つの「花弁」が互いに所定に間隔をおいて配設される。「萼
」には、遊技球が入賞可能な入賞口（換言すると、遊技球が通過可能な経路）が形成され
る。「花弁」は、それぞれ下端を中心として略左右方向に揺動可能な構成を有する。そし
て、「花弁」は、それらの上端どうしが接近する状態（閉鎖状態）と、離れる状態（開放
状態）との間を交互に移行できる態様で開閉可能（＝それぞれ、下端を中心として略左右



(26) JP 4942809 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

方向に揺動可能）な構成を有する。「花弁」の上端が互いに最も接近した状態において、
「花弁」どうしの間の直上には、入賞防止釘３３２２が配設される。
【０１６５】
　このため、「花弁」の上端どうしが最も接近した状態においては、遊技球は、入賞防止
釘３３２２と「花弁」に阻碍されて、第二種始動口３３２に入賞できない。一方、「花弁
」の上端どうしが最も離れた状態においては、「花弁」の上端と入賞防止釘との間に、遊
技球が通過可能な隙間が形成される。さらに、「花弁」上に落下した遊技球は「萼」に向
かって誘導される。このため、開放状態においては、遊技球は第二種始動口３３２に入賞
できる。
【０１６６】
　第一種大入賞口３３３は、遊技球が入賞可能な入賞口である。第一種大入賞口３３３は
、遊技球が入賞可能な状態（開放状態）と、入賞不可能な状態（閉鎖状態）とを、交互に
変換することができる。そして、遊技球検出手段を備えており、第一種大入賞口３３３に
入賞した遊技球を検出することができる。
【０１６７】
　第一種大入賞口３３３は、遊技盤３の前面側から背面側につながる遊技球の経路（＝遊
技球が通過可能な貫通孔）と、この遊技球の経路の前面側に、この経路を開閉することが
できる開閉部材とを有する。そして、開閉部材が開閉することによって、遊技球が入賞可
能な状態と入賞不可能な状態とが交互に変化する。
【０１６８】
　開閉部材は略平板状の部材であり、その下辺を中心に揺動することにより、開閉部材が
略垂直に立った状態と、上辺側が前面側に向かって倒れるように傾斜した状態との間を交
互に移行することができる構成を有する。そして、開閉部材の下辺と、遊技球の経路の入
口の下辺とが略一致（または近接する）構成を有する。このため、開閉部材が略垂直に立
った状態に移行すると、遊技球の入口がこの開閉部材により覆われるともに、開閉部材が
遊技領域３１の前面の一部を構成する。このため、第一種大入賞口３３３は、遊技球が入
賞できない状態となる。一方、開閉部材が傾斜した状態に移行すると、遊技球の経路の入
口が塞がれた状態ではなくなる。さらに、前面側に向かって倒れるように傾斜した開閉部
材が、遊技球を遊技球の経路に誘導する。このため、第一種大入賞口３３３は遊技球が入
賞可能な状態となる。
【０１６９】
　第二種大入賞口３３４は、遊技球が入賞可能な入賞口である。第二種大入賞口３３４は
、遊技球が入賞可能な状態（開放状態）と入賞不可能な状態（閉鎖状態）とを交互に変換
することができる。第二種大入賞口３３４は、前記入賞口ユニット２と、前記入賞口ユニ
ット２に遊技球を導く遊技球の経路と、この遊技球の経路の入口を開閉する開閉部材とを
有する。そして、開閉部材が開閉動作を行うことにより、遊技球が入賞可能な状態と入賞
不可能な状態との間を交互に変換することができる。入賞口ユニット２の構成は、前記の
とおりである。入賞口ユニット２に遊技球を導く経路の始点は、右側に向かって開口する
。
【０１７０】
　開閉部材は略平板状の部材である。開閉部材は、その下辺を中心に揺動することにより
、開閉部材が略垂直に立った状態と、水平面および水平面に対して傾斜した状態との間を
交互に移行することができる構成を有する。そして、開閉部材の下辺と、遊技球の経路の
入口の下辺とが略一致（または近接する）構成を有する。このため、開閉部材が略垂直に
立った状態に移行すると、遊技球の入口がこの開閉部材により覆われ、遊技球は第二種大
入賞口３３４に入賞できない。一方、開閉部材が傾斜した状態に移行すると、遊技球の経
路の入口が塞がれた状態ではなくなるから、遊技球は、第二種大入賞口３３４に入賞でき
る。さらに、開閉部材に落下した遊技球は、開閉部材の傾斜によって、遊技球の経路の入
口に誘導され、第二種大入賞口３３４に入賞する。
【０１７１】
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　第二種大入賞口３３４は、図柄表示装置３２の右下に配設される。具体的には、第二種
大入賞口３３４の入賞口ユニット２が、表示装置３２の下方の右寄りであってステージ３
４の右隣に位置し、遊技球の入口が、表示装置３２の右側の下部に位置するように配設さ
れる。
【０１７２】
　なお、前記した第二種始動口３３２、第一種大入賞口３３３、第二種大入賞口３３４の
遊技球の入口と経路の構成は、それぞれ好ましい構成の例であり、この構成に限定される
ものではない。要は、第二種始動口３３２、第一種大入賞口３３３、第二種大入賞口３３
４の遊技球の入口と経路は、遊技球が入賞可能な開放状態と入賞不可能な閉鎖状態とを交
互に変換することができるとともに、遊技球が入賞した場合には、その入賞を検出できる
構成であればよい。
【０１７３】
　また、第二種始動口３３２、第一種大入賞口３３３、第二種大入賞口３３４の遊技球の
入口と経路に設けられる遊技球検出手段には、公知の各種遊技球検出手段が適用できる。
したがって、説明は省略する。
【０１７４】
　アウト口３５は、第一種始動口３３１、第二種始動口３３２、第一種大入賞口３３３、
第二種大入賞口３３４のいずれにも入賞しなかった遊技球を、遊技領域３１の外側に排出
するための遊技球の経路である。図１０に示すように、アウト口３５は、遊技領域３１の
最下部に設けられる。
【０１７５】
　なお、図１０に示すように、第一種始動口３３１と、第一種大入賞口３３３と、アウト
口３５とは、遊技領域３１の左右方向の略中心に、上下方向に略直列に配列される。
【０１７６】
　このほか、遊技領域３１における遊技球が流下可能な部分には、遊技球が衝突すると遊
技球の流下の向きを変える遊技釘（図略）や、遊技球の衝突によって回転する風車などの
役物（図略）が配設されることがある。これらの役物には、公知の各種役物が適用できる
。したがって、説明は省略する。
【０１７７】
　このような構成を有する本発明の実施形態にかかる遊技機１の動作は、次のとおりであ
る。
【０１７８】
　遊技開始直後においては、第二種始動口３３２、第一種大入賞口３３３、第二種大入賞
口３３４は、いずれも閉鎖状態（＝遊技球が入賞できない状態）にある。また、入賞口ユ
ニット２は、第二の状態にある。なお、本発明の実施形態にかかる遊技機１の遊技開始直
後における遊技状態（換言すると、遊技者に有利な遊技状態に移行していない状態）を、
「通常の遊技状態」と称する。
【０１７９】
　遊技球発射ハンドル１２１が操作されると、遊技球発射装置６０２は、遊技球発射ハン
ドル１２１の操作に応じて遊技球を発射する。発射された遊技球は、遊技盤３に形成され
る遊技球発射経路３０２を通過し、遊技領域３１の上部に進入する。遊技領域３１に進入
した遊技球は、表示装置３２の右側または左側を通過し、遊技領域３１の下部に向かって
流下する。なお、遊技球発射経路３０２の先端（＝上端）には、逆流防止部材３０３が設
けられているから、遊技球は、ひとたび遊技領域３１に進入すると、遊技球発射経路３０
２に進入（＝逆流）することができない。
【０１８０】
　遊技球が、遊技領域３１を流下して第一種始動口３３１に入賞すると、第一種始動口３
３１に設けられる遊技球検出手段が、遊技球の入賞を検出する。そして、一個の遊技球が
第一種始動口３３１へ入賞したことを契機として（＝遊技球検出手段による遊技球の検出
を契機として）、主制御基板７０３は、１／３６０の当選確率の抽選を実行するとともに
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、表示装置３２の第一特別図柄表示部３２１が変動表示を開始する。この抽選を「第一特
別図柄抽選」と称する。
【０１８１】
　第一特別図柄抽選の結果が当選ではなかった場合には、表示装置３２の第一特別図柄表
示部３２１は、所定の時間にわたって変動表示を行った後、変動表示を停止し、当選しな
かったことを示す確定表示を行う。
【０１８２】
　一方、第一特別図柄抽選の結果が当選となった場合には、表示装置３２の第一特別図柄
表示部３２１は、所定の時間にわたって変動表示を行った後、変動表示を停止し、当選と
なったことを示す確定表示を行う。そして、第一種大入賞口３３３が所定の態様の開放動
作が行われる（＝遊技球が入賞可能な状態となる）。具体的にはたとえば、第一種大入賞
口３３３が３０秒間にわたって開放する動作が、１５回繰り返される。この間に、遊技球
が第一種大入賞口３３３に入賞すると、遊技球払出装置７１３は、入賞した遊技球の個数
に応じて、所定の数の遊技球を賞球として上皿１４１に払い出す。
【０１８３】
　さらに、第一特別図柄抽選の結果が当選となった場合には、これを契機として、主制御
基板７０３は、１／２の当選確率の抽選を実行する。この抽選を「時短抽選」と称する。
時短抽選の結果が当選となった場合には、これを契機として、主制御基板７０３は、本発
明の実施形態にかかる遊技機１の遊技状態を、遊技者に有利な所定の遊技状態（以下、こ
の所定の遊技状態を「時短状態」と称する）に移行させる。時短抽選の結果が当選となら
なかった場合には、時短状態に移行させず、通常の遊技状態に維持する。
【０１８４】
　また、遊技球がゲート３３５を通過すると、ゲート３３５に設けられる遊技球検出手段
が遊技球の通過を検出する。そして、遊技球のゲート３３５の通過を契機として（＝遊技
球検出手段による遊技球の通過の検出を契機として）、表示装置３２の普通図柄表示部３
２３が変動表示を開始するとともに、主制御基板７０３が、所定の確率で当選となる抽選
を実行する。この抽選を「普通図柄抽選」と称する。
【０１８５】
　普通図柄抽選における当選の確率は、本発明の実施形態にかかる遊技機１が通常の遊技
状態にある場合には、たとえば１／３６０の確率が適用される。一方、本発明の実施形態
にかかる遊技機１が時短状態にある場合には、たとえば１／２の確率が適用される。この
ように、本発明の実施形態にかかる遊技機１が時短状態における普通図柄抽選の当選確率
は、通常の遊技状態における普通図柄抽選の当選確率に比較して高い確率に設定される。
このように、時短状態は、通常の遊技状態に比較すると、遊技者に有利な遊技状態である
。
【０１８６】
　普通図柄抽選の結果が当選とならなかった場合には、表示装置３２の普通図柄表示部３
２３は、所定の時間にわたって変動表示を行った後、変動表示を停止し、当選とならなか
ったことを示す確定表示を行う。
【０１８７】
　一方、普通図柄抽選の結果が当選となった場合には、表示装置３２の第一特別図柄表示
部３２１が変動表示を行う。そして、所定の時間にわたって変動表示を行った後、変動表
示を停止し、当選となったことを示す確定表示を行う。
【０１８８】
　そして、普通図柄抽選の結果が当選となった場合には、これを契機として、第二種始動
口３３２が、所定の時間（具体的にはたとえば６秒間）にわたって開放状態となる（＝「
花弁」に相当する部材を開放して遊技球が入賞可能な状態とする）。なお、前記のとおり
、第二種始動口３３２の直上には入賞防止釘３３２２が配設されている。このため、第二
種始動口３３２が開放状態にない限り、遊技球は第二種始動口３３２に入賞できない。す
なわち、普通図柄抽選の結果が当選とならない限りは、遊技球は第二種始動口３３２に入
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賞できない。
【０１８９】
　遊技球が第二種始動口３３２に入賞すると、第二種始動口３３２に設けられる遊技球検
出手段が、遊技球の入賞を検出する。そして、遊技球が第二種始動口３３２に入賞したこ
とを契機として（＝遊技球検出手段による遊技球の検出を契機として）、主制御基板７０
３は、１／２の当選確率の抽選を実行するとともに、表示装置３２の第二特別図柄表示部
３２２が変動表示を開始する。この抽選を「第二特別図柄抽選」と称する。
【０１９０】
　第二特別図柄抽選の結果が当選とならなかった場合には、表示装置３２の第二特別図柄
表示部３３２は、所定の時間にわたって変動表示を行ったのち、変動表示を停止し、当選
とならなかったことを示す確定表示を行う。
【０１９１】
　第二特別図柄抽選の結果が当選となった場合には、表示装置３２の第二特別図柄表示部
３３２は、所定の時間にわたって変動表示を行ったのち、変動表示を停止し、当選となっ
たことを示す確定表示を行う。そしてこの場合には、第二種大入賞口３３４が所定の態様
の開放動作を行うとともに（たとえば、１０秒間の開放を１回行うとともに）、主制御基
板７０３は、第二種大入賞口３３４が開放状態にある間においては、入賞口ユニット２を
第一の状態から第二の状態に移行させる。
【０１９２】
　このように、第二種大入賞口３３４が閉鎖状態（＝遊技球が入賞できない状態）にある
間は、入賞口ユニット２は第二の状態にあり、第二種大入賞口３３４が開放状態にある間
は、入賞口ユニット２は第一の状態にある。すなわち、第二種大入賞口３３４の開閉状態
と入賞口ユニット２の状態（第一の状態または第二の状態）とは連動する。
【０１９３】
　第二種大入賞口３３４と入賞口ユニット２の遊技球の入口との間には、遊技球検出手段
が設けられる。この遊技球検出手段による遊技球の通過の検出に基づいて、第二種大入賞
口３３４に入賞した遊技球の個数を計測する。
【０１９４】
　第二種大入賞口３３４に入賞した遊技球は、入賞口ユニット２の遊技球入口からその内
部に進入する。入賞口ユニット２が第二の状態であると、第一の経路２０１を流下した遊
技球は、可動部材２００の上面（＝誘導面）に落下して第三の経路２０３に誘導され、そ
の後第四の経路２０４を落下する態様で通過する。一方、入賞口ユニット２が第一の状態
にあると、遊技球は、第一の経路２０１を流下した後、第二の経路２０２に進入して第二
の経路２０２を落下する態様で流下する。
【０１９５】
　入賞口ユニット２の第一の遊技球検出手段が、遊技球の通過を検出すると、これを契機
として、第一種大入賞口３３３が所定の態様の開放動作を行う。具体的にはたとえば、第
一種大入賞口３３３が３０秒間にわたって開放状態となる（＝遊技球が入賞できる状態に
する）動作を１５回繰り返す。この動作を「大当たり」と称する。この間に、遊技球が第
一種大入賞口３３３に入賞すると、第一種大入賞口３３３に設けられる遊技球検出手段が
遊技球の入賞を検出する。そして、遊技球払出装置７１３は、第一種大入賞口３３３に入
賞した遊技球の個数（＝遊技球検出手段により検出された遊技球の個数）に応じて、遊技
球を賞球として払い出す。
【０１９６】
　このように、遊技状態が所定の状態に変更された状態（すなわち、「時短状態」に移行
した状態）においては、主制御基板７０３は、可動部材２００を第二の状態から第一の状
態に変換する制御を行う。そして、主制御基板７０３は、第一の遊技球検出手段２０８が
遊技球の通過を検出したことを契機として、遊技者に有利な動作（すなわち、「大当たり
」の動作）を行う。
【０１９７】
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　一方、入賞口ユニット２の第二の遊技球検出手段が、遊技球の通過を検出すると、これ
を契機として、遊技球払出装置７１３は、所定の個数の遊技球を賞球として払い出す。な
お、この場合には、第一種大入賞口３３３は開放状態に移行しない。
【０１９８】
　第二種大入賞口３３４に入賞した遊技球は、入賞のタイミングなどによって、入賞口ユ
ニット２の内部において、第二の経路２０２に振り分けられるか、第三の経路２０３に振
り分けられるかが変化する。具体的には、次のとおりである。
【０１９９】
　遊技球が、第二種大入賞口３３４に入賞してから、入賞口ユニット２の第一の経路２０
１の終点に到達するまでには、ある所定の時間を要する（＝タイムラグがある）。ある遊
技球が、入賞口ユニット２の第一の経路２０１の終点に到達した時点において、入賞口ユ
ニット２がまだ第一の状態にあれば、当該ある遊技球は、第二の経路２０２に振り分けら
れる。
【０２００】
　しかしながら、ある遊技球が、第二種大入賞口３３４に入賞してから、入賞口ユニット
２の第一の経路２０１の終点に到達するまでの間に、入賞口ユニット２が第一の状態から
第二の状態に移行することがある。この場合には、当該ある遊技球は、第三の経路２０３
に振り分けられ、第三の経路２０３と第四の経路２０４を通過し、その後、入賞口ユニッ
ト２の外部に排出される。
【０２０１】
　入賞口ユニット２が第一の状態から第二の状態に移行する動作の間に、第一の経路の終
点から第二の経路に進入しようとすることがある。この場合であっても、前記のとおり、
可動部材２００と第二の経路２０２の縁部との間に遊技球が挟まること（または挟まった
状態に維持されること）が防止または抑制される。このため、入賞口ユニット２の内部に
おいて遊技球の滞留（いわゆる「球詰まり」）が発生することが防止または抑制される。
したがって、正常に遊技を続けることができる。
【０２０２】
　なお、第二種大入賞口３３４が開放状態となった場合には、遊技制御手段６０１は、第
二種大入賞口３３４に入賞した遊技球の個数（＝第二種大入賞口３３４に設けられる遊技
球検出手段が検出した遊技球の個数）と、入賞口ユニット２の内部を通過した遊技球の個
数（＝第一の遊技球検出手段が検出した遊技球の個数と、第二の遊技球検出手段が検出し
た遊技球の個数の合計）とを比較する。そして、比較の結果、これらの遊技球の個数が同
数であった場合には、特に特別な処理を行わず、遊技を続行させる。一方、比較の結果、
遊技球の個数が相違した場合には、エラーの報知を行う。このような構成によれば、入賞
口ユニット２に対する不正な操作を検出できるから、不正な操作によって正常な個数（遊
技上、設定された個数）を超える賞球の払い出しがなされることを防止（検知）できる。
【０２０３】
　主制御基板７０３は、本発明の実施形態にかかる遊技機１が時短状態にある場合には、
所定の契機によって、時短状態を終了して通常の遊技状態に移行させる。時短状態の終了
の契機は、たとえば次のようなものが挙げられる。
【０２０４】
　（１）入賞口ユニット２の第一の遊技球検出手段による遊技球の検出を契機として発生
させた「大当たり」動作の終了を契機とする構成。（２）表示装置３２の第一特別図柄表
示部３２１または普通図柄表示３２３が時短状態において行った変動表示の回数を計測し
、変動表示の実行が所定の回数（たとえば、１００回）に達したことを契機とする構成。
（３）入賞口ユニット２の第一の遊技球検出手段が遊技球を検出したこと、遊技球が第二
種始動口３３２に入賞したこと、遊技球がゲート３３５を通過したこと、のいずれかを契
機として、抽選手段が８／１０の確率で当選する抽選を実行し、この抽選が当選となり、
かつ、入賞口ユニット２の第一の遊技球検出手段が遊技球を検出したことを契機として「
大当たり」が発生した場合には、時短状態を継続し、それ以外となったこと契機とする構
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成。
【０２０５】
　次いで、遊技者が行う遊技の流れについて説明する。遊技者が行う遊技の流れ（＝本発
明の実施形態にかかる遊技機１の遊技内容）は、次のとおりである。
【０２０６】
　（１）遊技者は、通常の遊技状態（たとえば、遊技開始時など）においては、遊技球が
第一種始動口３３１に入賞することを狙って、遊技球が表示装置の左側を通過するように
遊技球を発射する。遊技球が第一種始動口３３１に入賞すると、第一特別図柄抽選と時短
抽選とが実行される。第一特別図柄抽選の結果が当選となると、第一種大入賞口３３３が
所定の態様で開放動作を行う。このため、この場合には、遊技者は、遊技球が第一種大入
賞口３３３に入賞することを狙って遊技球を発射する。遊技球が第一種大入賞口３３３に
入賞すると、遊技者は、入賞した遊技球の個数に応じて、賞球の払い出しを受ける。また
、時短抽選の結果が当選となると、遊技状態が時短状態に移行する。
【０２０７】
　このように、遊技者は、遊技状態が時短状態に移行するまでは（＝時短抽選に当選する
までは）、遊技球が第一種始動口３３１に入賞することを狙う。
【０２０８】
　（２）遊技機が通常の遊技状態から時短状態に移行した場合には、遊技者は、遊技球が
ゲート３３５を通過することを狙って、遊技球が表示装置３２の右側を通過するように遊
技球を発射する。遊技球がゲート３３５通過すると、これを契機として普通図柄抽選が実
行される。普通図柄抽選の結果が当選となると、第二種始動口３３２が開放する。このた
め、この場合には、遊技者は、遊技球が第二種始動口３３２に入賞することを狙い（期待
し）、遊技球が表示装置３２の右側を通過するように、遊技球の発射を継続する。
【０２０９】
　なお、通常の遊技状態であっても、遊技球がゲート３３５を通過した場合には、これを
契機として普通図柄抽選が実行される。このため、通常の遊技状態においても、遊技球が
ゲート３３５を通過することを狙ってもよい。ただし、通常の遊技状態における普通図柄
抽選の当選確率（＝１／３６０）は、時短状態における当選確率（＝１／２）に比較して
大幅に低い。このため、遊技者は、通常は、まず（１）のように、遊技状態が時短状態に
移行することを狙う。
【０２１０】
　（３）遊技球が第二種始動口３３２に入賞し、これを契機として実行される第二特別図
柄抽選に当選した場合には、第二種大入賞口３３４が開放する。このため、遊技者は、遊
技球が第二種大入賞口３３４に入賞することを狙い（期待し）、遊技球が表示装置３２の
右側を通過するように、遊技球の発射を継続する。
【０２１１】
　（４）遊技球が第二種大入賞口に入賞し、入賞した遊技球が入賞口ユニット２の第二の
経路２０２を通過すると（＝第二の遊技球検出手段が遊技球を検出すると）、これを契機
として、「大当たり」となり、第一種大入賞口が所定の開放動作を行う。このため、この
場合には、遊技者は、遊技球が第一種大入賞口３３３に入賞することを狙って遊技球を発
射する。
【０２１２】
　このように、時短抽選に当選して時短状態に移行した場合には、普通図柄抽選の当選確
率が大幅に高くなる。普通図柄抽選に当選すると、第二種始動口３３２が開放状態となる
。遊技球が、開放状態となった第二種始動口３３２に入賞すると、第二特別図柄抽選が実
行される。第二特別図柄抽選に当選すると、第二種大入賞口３３４が開放状態となる。そ
して、遊技球が第二種大入賞口３３４に入賞して第一の遊技球検出手段により検出される
と、「大当たり」の動作が実行される。このため、本発明の実施形態にかかる遊技機１の
遊技状態が時短状態に移行した場合には、遊技者は、「大当たり」の動作の発生を期待す
ることになる。
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【０２１３】
　前記の通り、ゲート３３５と、第二種始動口３３２と、第二種大入賞口３３４の入口と
は、表示装置３２の右側に設けられる。したがって、時短抽選に当選して時短状態に移行
した場合には、遊技者は、遊技球が表示装置３２の右側を通過するように遊技球を発射す
る。
【０２１４】
　（５）時短状態が終了した場合には、前記（１）に戻る。そして、再び時短抽選に当選
することを狙う。
【産業上の利用可能性】
【０２１５】
　以上、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明したが、本発明は、前記
実施形態に何ら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において、種々
の改変が可能である。たとえば、前記実施形態においては、第二種大入賞口の入賞口ユニ
ットに適用される構成を示したが、本発明は、遊技媒体を振り分ける器具や装置であれば
、種類を問わずに適用できる。
【０２１６】
　また、前記実施形態においては、第一の経路２０１と、第二の経路２０２の始点と、第
三の経路２０３と、第四の経路３０４の始点とが、直線または略直線に並ぶ構成を示した
が、曲線上に並ぶ構成であってもよい。すなわち、第一の経路２０１および第三の経路２
０３の軸線（＝遊技球の流下方向）が上側または下側から見て所定の形状の曲線を描く構
成を有するとともに、第二の経路２０２の始点が、第一の経路２０１の終点と第三の経路
２０３の始点との間であって前記曲線上に設けられる構成であってもよい。そして、この
場合には、可動部材２００が、この所定の曲線に沿って曲がった構成が適用できる。
【符号の説明】
【０２１７】
１　本発明の実施形態にかかる遊技機
　１１　機枠
　１２　遊技盤取り付け枠
　　１２１　遊技球発射ハンドル
　　１２２　遊技球発射装置
　　１２３　球送りカセット
　１３　透明板枠
　　１３１　ガラス板
　　１３２　拡声手段
　１４　上皿部材
　　１４１　上皿
　１５　下皿部材
　　１５１　下皿
　１６　プリペイドカードユニット
２　第二入賞口ユニット
　２００　可動部材
　　２００１　第一の部分
　　２００２　第二の部分
　　２００３　誘導面（傾斜面）
　　２００４　先端部
　　２００５　第一の係合部
　　２００６　第二の係合部
　２０１　第一の経路
　２０２　第二の経路
　２０３　第三の経路
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　２０４　第四の経路
　２０５　遊技球入口
　２０６　第一の遊技球出口
　２０７　第二の遊技球出口
　２０８　第一の遊技球検出手段
　２０９　第二の遊技球検出手段
　２１　カバー部材
　　２１０　前面部
　　２１１　周壁部
　　　２１１１係合部
　　２１２　第一の経路の底部
　　２１３　第一の区画壁
　　　２１３１　係合部
　　２１４　第二の区画壁
　　　２１４１　係合部
　　２１５　第三の区画壁
　　　２１５１　係合部
　　２１６　第三の経路の底面部
　　２１７　誘導部
　　　２１７１　第一の誘導面（傾斜面）
　　　２１７２　第二の誘導面（曲面）
　　２１８　ガイド部
　　２１９　第一の切り欠き
　　２２０　第二の切り欠き
　２３　ベース部材
　　２３１　前面部
　　２３２　周壁部
　　２３３　第三の経路の底面部
　　２３４　誘導部
　　　２３４１　第一の誘導面
　　　２３４２　第二の誘導面
　　２３５　開口部
　２５　裏蓋部材
　　２５１　ガイド部
　２６　可動部材駆動動力源
　　２６１　駆動部材
　　２６３　ソレノイド
　２７　リンク部材
　　２７１　係合孔（長孔）
　　２７２　係合孔（長孔）
　　２７３　係合軸（円柱状の構造物）
３　遊技盤
　３１　遊技領域
　　３０１　ガイドレール
　　３０２　遊技球発射経路
　　３０３　逆流防止部材
　３２　図柄表示装置
　　３２１　第一特別図柄表示部
　　３２２　第二特別図柄表示部
　　３２３　普通図柄表示部
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　３３１　第一種始動口
　３３２　第二種始動口
　　３３２２　入賞防止釘
　３３３　第一種大入賞口
　３３４　第二種大入賞口
　３３５　ゲート
　３４　ステージ
　３５　アウト口
Ｓ１　第一の対称面
Ｓ２　第二の対称面
Ｌ１　接触点どうしを結ぶ直線

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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