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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の前面に遊技球が流下可能で、且つ、多数の遊技釘が植設された遊技領域が設け
られており、前記遊技領域内に、遊技球が通過可能なゲート部材が設けられているととも
に、前記遊技領域内で前記ゲート部材よりも下方となる位置に、遊技球の前記ゲート部材
の通過に起因して所定条件が成立した場合に開成し、遊技球の入賞を許容する入賞役物が
設けられたパチンコ機であって、
　前記遊技領域内で前記ゲート部材よりも下方、且つ、前記入賞役物よりも上方となる位
置に、遊技球を前記入賞役物側へ案内する案内路と、左右方向に延びる壁状に形成され、
上面が前記案内路の進入口へ向かって下降傾斜する案内部材とが設けられているとともに
、
　前記案内部材と前記ゲート部材との間の空間が、前記ゲート部材よりも上方空間と比べ
て遊技釘の植設密度が低い、又は、遊技釘が植設されていない遊技球退避スペースとされ
ており、
　さらに、前記ゲート部材の下方に隣接して、前記ゲート部材を通過した遊技球を前記遊
技球退避スペースの前記進入口から離れる側へ誘導する誘導部材が設けられていることを
特徴とするパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、遊技領域へ遊技球を打ち込んで遊技するパチンコ機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一般的なパチンコ機としては、遊技領域内へ打ち込まれて図柄表示部の左方を流
下する遊技球が始動入賞口へ入賞すると、図柄表示部において図柄を変動表示させるとと
もに所定時間の経過後に確定表示させ、当該確定表示態様が所定の大当たり図柄であると
、大入賞装置を断続的に開成させる大当たり状態を生起させるといったものが知られてい
る。そして、たとえば特許文献１に記載されているように、大入賞装置へ遊技球を入賞さ
せる際には、遊技球を図柄表示部の右方を流下させる所謂右打ちを行うようなパチンコ機
も考案されている。また、このような右打ちタイプのパチンコ機では、右打ちによって遊
技球が流下するスペース内に、遊技球を大入賞装置側へ導く案内路を設けることもある。
なお、案内路の通路幅（進入口における開口幅も含む）は、遊技球１個の直径と同程度（
１．２倍～１．５倍程度）とされている場合も多々ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１５６０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述したような案内路を設けると、案内路の進入口が狭いために該進入
口で遊技球がばたつく等して、案内路内への進入に時間がかかる。また、進入口の近傍に
遊技釘が多く植設されていると、遊技球の動きに制限が生じるため、案内路内への進入に
一層時間がかかってしまう。したがって、進入口及びその近傍に遊技球が集中して凝集し
やすく、球詰まりが発生しやすいといった問題が生じる。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みなされたものであって、案内路を設けているにも拘
わらず、案内路への進入口及びその近傍で球詰まりが発生しにくいパチンコ機を提供しよ
うとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、遊技盤の前面に遊技球が流下可能で、且つ、多
数の遊技釘が植設された遊技領域が設けられており、前記遊技領域内に、遊技球が通過可
能なゲート部材が設けられているとともに、前記遊技領域内で前記ゲート部材よりも下方
となる位置に、遊技球の前記ゲート部材の通過に起因して所定条件が成立した場合に開成
し、遊技球の入賞を許容する入賞役物が設けられたパチンコ機であって、前記遊技領域内
で前記ゲート部材よりも下方、且つ、前記入賞役物よりも上方となる位置に、遊技球を前
記入賞役物側へ案内する案内路と、左右方向に延びる壁状に形成され、上面が前記案内路
の進入口へ向かって下降傾斜する案内部材とが設けられているとともに、前記案内部材と
前記ゲート部材との間の空間が、前記ゲート部材よりも上方空間と比べて遊技釘の植設密
度が低い、又は、遊技釘が植設されていない遊技球退避スペースとされており、さらに、
前記ゲート部材の下方に隣接して、前記ゲート部材を通過した遊技球を前記遊技球退避ス
ペースの前記進入口から離れる側へ誘導する誘導部材が設けられていることを特徴とする
。
【０００７】
　なお、遊技盤の前面に遊技球が流下可能で、且つ、多数の遊技釘が植設された遊技領域
を設けるとともに、前記遊技領域内に図柄表示部を設け、さらに、前記遊技領域内におけ
る前記図柄表示部の右方のスペースを遊技球が流下可能な第１スペース、前記遊技領域内
における前記図柄表示部の左方のスペースを遊技球が流下可能な第２スペースとしており
、前記遊技領域内への遊技球の打ち込み強度を変化させることによって、遊技球を前記第
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１スペースと前記第２スペースとの何れ側を流下させるか選択しながら遊技するパチンコ
機において、前記第１スペースに、遊技球が通過可能なゲート部材を設けるとともに、前
記遊技領域内において前記ゲート部材よりも下方となる位置に、遊技球の前記ゲート部材
の通過に起因して所定条件が成立した場合に開成し、遊技球の入賞を許容する入賞役物を
設ける一方、前記第１スペースにおいて前記ゲート部材よりも下方となる位置に、前記第
１スペースへ打ち込まれた遊技球を前記入賞役物側へ案内する案内路と、左右方向に延び
る壁状で、上面が前記案内路の進入口へ向かって下降傾斜する案内部材とを設けるととも
に、前記案内部材と前記ゲート部材との間の空間を、前記第１スペースにおける前記ゲー
ト部材よりも上方空間と比べて遊技釘の植設密度が低い、又は、遊技釘が植設されていな
い遊技球退避スペースとするとともに、前記ゲート部材の下方に隣接して、前記ゲート部
材を通過した遊技球を前記遊技球退避スペースの前記進入口から離れる側へ誘導する誘導
部材を設けるといった第１の構成を採用することも考えられる。
　そして、そのような第１の構成を採用することで、第１スペースへ打ち込まれてゲート
部材を通過した遊技球を、第１スペースにおける前記ゲート部材よりも上方空間と比べて
遊技釘の植設密度が低い、又は、遊技釘が植設されていない遊技球退避スペース側へと一
旦導き、案内部材上に流下させた後、案内部材上を転動させる等して案内路の進入口へ至
らせることができる。すなわち、進入口へ至った際の遊技球の流下速度を低減させること
ができる上、進入口の近傍に、遊技球の動きを制限するような遊技釘が少ない又は植設さ
れていないため、遊技球をスムーズに案内路内へ進入させることができる。したがって、
案内路の進入口及びその近傍で遊技球が凝集しにくく、球詰まりの発生を抑制することが
できるといった効果を奏することができる。
【０００８】
　また、上記第１の構成を採用したものにおいて前記誘導部材が、前記ゲート部材の下面
の左右両端から夫々下方へ一体的に突設された一対の誘導壁であるといった第２の構成を
採用することも考えられる。
　そして、そのような第２の構成を採用することで、誘導部材が、ゲート部材の下面の左
右両端から夫々下方へ一体的に突設された一対の誘導壁であるため、ゲート部材を設置す
るだけで誘導部材をも設置することができ、作業の容易化を図ることができるし、ゲート
部材を通過した遊技球を、誘導壁によって確実に遊技球退避スペース側へ誘導することが
できるといった効果を奏することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ゲート部材を通過した遊技球を、ゲート部材よりも上方空間と比べて
遊技釘の植設密度が低い、又は、遊技釘が植設されていない遊技球退避スペース側へと一
旦導き、案内部材上に流下させた後、案内部材上を転動させる等して案内路の進入口へ至
らせることができる。すなわち、進入口へ至った際の遊技球の流下速度を低減させること
ができる上、進入口の近傍に、遊技球の動きを制限するような遊技釘が少ない又は植設さ
れていないため、遊技球をスムーズに案内路内へ進入させることができる。したがって、
案内路の進入口及びその近傍で遊技球が凝集しにくく、球詰まりの発生を抑制することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】パチンコ機を前面側から示した説明図である。
【図２】遊技盤を前面側から示した説明図である。
【図３】パチンコ機を後面側から示した説明図である。
【図４】図２中における要部Ａを拡大して示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態となるパチンコ機について、図面にもとづき詳細に説明する
。
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【００１２】
（パチンコ機の全体的な説明）
　図１は、パチンコ機１を前面側から示した説明図である。また、図２は、遊技盤２を前
面側から示した説明図である。さらに、図３は、パチンコ機１を後面側から示した説明図
である。
　パチンコ機１は、遊技盤２の前面に形成された遊技領域１６内へ遊技球を打ち込み、遊
技領域１６内を流下させて遊技するものであって、遊技盤２は、支持体として機能する機
枠３の前面上部に、金属製のフレーム部材であるミドル枠５を介して設置されている。ま
た、遊技盤２の前方には、ガラス板を嵌め込み設置してなる前扉４が、左端縁を軸として
片開き可能に機枠３に蝶着されており、該前扉４によって閉塞される遊技盤２の前方空間
が遊技領域１６とされている。
【００１３】
　当該遊技領域１６は、遊技盤２の前面に円弧状に配設された外レール２３及び内レール
２４等によって囲まれており、遊技領域１６の左部における両レール２３、２４間が遊技
球を遊技領域１６内へ打ち込むための発射通路１３とされている。また、遊技領域１６の
略中央には、「０」～「９」の数字からなる図柄を表示するための図柄表示部６が設けら
れている。さらに、図柄表示部６を囲むように種々の電動役物を備えたセンター部材２６
が遊技盤２に設置されており、遊技領域１６におけるセンター部材２６の下方（図柄表示
部６の下方）には、遊技球が入賞可能な始動入賞口１９と、開閉可能な扉部材を有する始
動入賞役物１７とが設置されている。そして、センター部材２６の左方（図柄表示部の左
方）には、遊技球が流下可能な左打ち用スペースＳＬが形成されており、遊技球を該左打
ち用スペースＳＬを流下させることで、始動入賞口１９へ入賞させるようになっている。
【００１４】
　加えて、センター部材２６の右方（図柄表示部６の右方）にも遊技球が流下可能な右打
ち用スペースＳＲが形成されている。そして、該右打ち用スペースＳＲには、遊技球が通
過可能なゲート部材６０が設けられているとともに、右打ち用スペースＳＲ内でゲート部
材６０の下方には、右打ち用スペースＳＲを流下しゲート部材６０を通過する等した遊技
球を始動入賞役物１７側へ誘導する案内路７０が設けられている。該案内路７０の進入口
７０ａは、右打ち用スペースＳＲ内における後述するような位置に、排出口は、始動入賞
役物１７の近傍で始動入賞役物１７よりも上方となる位置に夫々開口している。さらに、
センター部材２６の右側には、遊技球が入賞可能な入賞口（図示せず）が設けられている
とともに、該入賞口を開閉する翼片付き大入賞装置１８が設けられている。なお、センタ
ー部材２６の左右を問わず、遊技領域１６の略全面には、多数の遊技釘８０、８０・・が
植設されている。
【００１５】
　また、機枠３の前面側であって上記遊技盤２の下方には、遊技球を発射装置１０へ供給
するための供給皿７、及び供給皿７から溢れた遊技球を貯留するための貯留皿８が取り付
けられており、供給皿７は前扉４の開放に伴い、貯留皿８はミドル枠５の開放に伴い夫々
機枠３に対して片開き可能となっている。さらに、貯留皿８の右側には、発射装置１０を
作動させるためのハンドル９が回動操作可能に設置されており、ハンドル９の回動量を調
整することにより、遊技球の遊技領域１６内への打ち込み強度を調整可能としている。加
えて、供給皿７の前方には、遊技者が任意に押し込み操作可能な押しボタン２５が設けら
れている。
　さらに、前扉４の上部には、効果音や各種メッセージ等を報音する一対のスピーカ１４
、１４が設けられており、前扉４の側部には、パチンコ機１の遊技状態等に応じて点灯・
点滅する複数のＬＥＤを備えたランプ部材１５、１５が設けられている。
【００１６】
　一方、機枠３の後面側には、供給皿７へ貸球や賞品球として払い出される遊技球を貯留
するための貯留タンク１１、当該貯留タンク１１と連結された払出装置１２、払出装置１
２における払い出し動作を制御する払出制御装置２８、及び各制御基板や装置・部材に電
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源電圧を供給するための電源装置２９等が設置されている。また、２１は、合成樹脂製の
カバー状に形成されたセンターカバーであって、当該センターカバー２１の内部には、遊
技に係る主たる制御（たとえば、所謂「大当たり抽選」等）を実行するためのメイン制御
装置（図示せず）、図柄表示部６における表示動作等を制御する表示制御装置（図示せず
）、ランプ部材１５の点灯／点滅動作等を制御する発光制御装置（図示せず）、スピーカ
１４からの報音動作を制御する音制御装置（図示せず）、及び表示制御装置や音制御装置
等の動作を統合的に制御するサブ制御装置（図示せず）等が設置されている。尚、２２は
、パチンコ機１をトランスに接続するためのプラグであり、２７は、アースである。
【００１７】
　以上のようなパチンコ機１では、遊技者によってハンドル９が回動操作されると、発射
装置１０が作動し、発射通路１３を介して遊技球が遊技領域１６内へ打ち込まれる。そし
て、まずはセンター部材２６の左方（図柄表示部６の左方）となる左打ち用スペースＳＬ
内を流下した遊技球が始動入賞口１９へ入賞すると、メイン制御装置にて「大当たり抽選
」を行う。該「大当たり抽選」は、乱数から１つの数値を取得する態様で行われ、取得し
た数値に応じて、「大当たり」であるか「外れ」であるかを決定するとともに、図柄表示
部６における図柄の変動時間を決定する。そして、「大当たり抽選」の結果、「大当たり
」である場合には、決定した変動時間だけ図柄表示部６にて図柄を変動表示させた後、図
柄表示部６に所定の「大当たり図柄」（たとえば、「７、７、７」等）を確定表示させる
。さらに当該確定表示後、翼片付き大入賞装置１８の翼片を所定回数にわたって断続的に
開成するといった所謂「大当たり状態」を生起する。一方、「大当たり抽選」の結果、「
外れ」である場合には、決定した変動時間だけ図柄を変動表示させた後、図柄表示部６に
「外れ図柄」（たとえば、「１、２、１」等）を確定表示させる。なお、図柄の変動表示
中（たとえば図柄表示部６におけるリーチ演出中等）には、サブ制御装置による制御のも
と、センター部材２６に備えられた各種電動役物（翼片付き大入賞装置１８以外）を種々
の態様で動作させ、遊技者に「大当たり状態」生起の期待感を抱かせる。
【００１８】
　また、「大当たり状態」を生起する際しては、右打ち用スペースＳＲへと遊技球を打ち
込む所謂「右打ち」を行うように、図柄表示部６を利用して遊技者に報知する。したがっ
て、遊技者は、右打ち用スペースＳＲへと遊技球を打ち込み、断続的に開成する翼片付き
大入賞装置１８へ遊技球を入賞させることによって、多くの賞品球を獲得することができ
る。
【００１９】
　さらに、「大当たり状態」の終了後にも右打ちが継続されることによって、右打ち用ス
ペースＳＲを流下する遊技球がゲート部材６０を通過すると、メイン制御装置にて始動入
賞役物１７の「作動抽選」を実行する。該「作動抽選」も、上記「大当たり抽選」同様に
、乱数から１つの数値を取得する態様で行われ、取得した数値に応じて「当たり」である
か「外れ」であるかを決定し、「当たり」であった（所定条件が成立した）場合にのみ、
所定時間にわたって始動入賞役物１７の扉部材を開成させ、遊技球の入賞を許容する。そ
して、当該始動入賞役物１７への遊技球の入賞を検出すると、メイン制御装置にて上記同
様の「大当たり抽選」を実行するとともに、「大当たり抽選」の結果に応じて図柄表示部
６で図柄を変動表示及び確定表示させる。
【００２０】
　なお、始動入賞役物１７への遊技球の入賞に応じて実行する「大当たり抽選」では、始
動入賞口１９への入賞に応じて実行する「大当たり抽選」よりも「大当たり」となる確率
が１０倍程度高く設定されている。また、ゲート部材６０の通過に伴い「作動抽選」を実
行するという遊技状態は、「大当たり状態」の終了後、図柄表示部６における図柄の確定
表示回数が所定回数（たとえば５０回）に達するまで継続する。そして、それ以降は当該
遊技状態を終了し、たとえ遊技球がゲート部材６０を通過しても「作動抽選」を実行しな
い（若しくは「作動抽選」における当選確率を０とする）。
【００２１】
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（遊技球退避スペースＳＷ及び誘導壁６１、６１を有するゲート部材６０に係る構造の説
明）
　ここで、本発明の要部となる遊技球退避スペースＳＷ、及び遊技球退避スペースＳＷへ
遊技球を誘導する誘導壁６１、６１を有するゲート部材６０に係る構造について、図４に
もとづき詳細に説明する。図４は、図２における要部Ａを拡大して示した説明図である。
【００２２】
　遊技球退避スペースＳＷは、右打ち用スペースＳＲ内において遊技釘８０の植設されて
いない空間であって、内レール２４、ゲート部材６０、及び案内壁７１ａにより囲まれて
いる。該遊技球退避スペースＳＷの上下幅、特にゲート部材６０（後述する誘導壁６１、
６１を含む）の下端と案内壁７１ａとの間の幅は、遊技球の直径の略２倍となっており、
遊技球退避スペースＳＷの左右幅（案内壁７１ａの左右方向での長さであって、案内路７
０の進入口７０ａから内レール２４までの間の幅）は、遊技球の直径の略４倍となってい
る。一方、センター部材２６の右側面と、装飾部材７１の左側面との間には、略遊技球１
個分程度（遊技球の直径の１．２倍～１．５倍程度）の隙間が設けられており、当該隙間
が案内路７０とされている。そして、左右方向に延びる装飾部材７１の上面が案内壁７１
ａとされており、該案内壁７１ａの左端部とセンター部材２６の右側面との間の空間が、
案内路７０の進入口７０ａとなっている。また、案内壁７１ａの上面は、進入口７０ａ側
へなだらかに下降傾斜（傾斜角は略５度となっている）している。したがって、進入口７
０ａへと至っており、遊技球を案内路７０へと案内する案内壁７１ａの上方に、遊技球退
避スペースＳＷが設けられていることになる。
【００２３】
　なお、案内壁７１ａの下面（内面）側には、図示しない補強リブが設けられており、勢
いよく衝突する遊技球に対する耐久性の向上が図られている。さらに、装飾部材７１とは
、図示しないＬＥＤが内蔵され、種々のタイミングでＬＥＤが点灯／点滅するという演出
を実行する発光部材７２、７２を備えてなるもので、内レール２４の内面に沿った遊技領
域１６の外周縁部に設置されている。
【００２４】
　一方、ゲート部材６０は、上述したように遊技球が通過可能に構成されたものであって
、遊技球退避スペースＳＷの上方左寄り、具体的にはゲート部材６０の左方の空間（セン
ター部材２６の右側面までの空間で、案内路７０の上方となる空間）に比べて、ゲート部
材の６０の右方の空間（内レール２４までの空間で、遊技球退避スペースＳＷの上方とな
る空間）の方が広くなるような位置であり、且つ、翼片付き大入賞装置１８よりも下方と
なる位置に設置されている。また、ゲート部材６０の下面には、一対の誘導壁６１、６１
が一体的に設けられている。各誘導壁６１は、ゲート部材６０の下面の左右何れかの端部
に設けられており、ゲート部材６０を通過した遊技球は誘導壁６１、６１間へ進入可能と
なっている。また、各誘導壁６１は、右方へ曲がりながら下方へと延設されており、誘導
壁６１、６１間へ進入した遊技球を遊技球退避スペースＳＷの右方、すなわち案内路７０
から離れる側へと誘導するようになっている。
【００２５】
　ここで、上記遊技球退避スペースＳＷ及びゲート部材６０を備えたパチンコ機１におい
て、右打ち用スペースＳＲへと打ち込まれた遊技球の流下態様について説明すると、右打
ち用スペースＳＲへと打ち込まれた遊技球のうちゲート部材６０を通過する遊技球は、通
過後に誘導壁６１、６１によって遊技球退避スペースＳＷへ、特に案内路７０から離れる
側へ誘導される。また、ゲート部材６０を通過しなかった遊技球についても、その大部分
は、より広いゲート部材６０の右方を通過し、遊技球退避スペースＳＷへ流下する。その
後、案内壁７１ａに衝突し、案内壁７１ａ上を転動しながら案内路７０側へ移動する。そ
して、最終的には、進入口７０ａを介して案内路７０内へ進入することになる。
【００２６】
（本実施形態のパチンコ機による効果）
　以上のような構成を有するパチンコ機１によれば、案内路７０の進入口７０ａへと下降
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傾斜しながら至る案内壁７１ａを設け、該案内壁７１ａの上方空間を、上下方向で遊技球
の直径の略２倍、左右方向で遊技球の直径の略４倍にわたり遊技釘８０を植設していない
遊技球退避スペースＳＷとするとともに、遊技球退避スペースＳＷの上方にゲート部材６
０を設け、該ゲート部材６０に、ゲート部材６０を通過した遊技球を遊技球退避スペース
ＳＷ側へと誘導する誘導壁６１、６１を設けている。そして、ゲート部材６０を通過した
遊技球を一旦遊技球退避スペースＳＷへと退避させ、案内壁７１ａ上へ流下させた後、案
内壁７１ａ上を転動させて案内路７０内へ進入させるようになっている。すなわち、進入
口７０ａへ至った際の遊技球の流下速度を低減させることができる上、進入口７０ａの近
傍に遊技球の動きを制限するような遊技釘８０が植設されていないため、遊技球をスムー
ズに案内路７０内へ進入させることができる。したがって、案内路７０の進入口７０ａ及
びその近傍で遊技球が凝集しにくく、球詰まりの発生を抑制することができる。
【００２７】
　また、誘導壁６１、６１をゲート部材６０に一体的に設けているため、ゲート部材６０
を設置するだけで誘導壁６１、６１をも設置することができ、作業の容易化を図ることが
できるし、ゲート部材６０を通過した遊技球を、誘導壁６１、６１によって確実に遊技球
退避スペースＳＷ側へ誘導することができる。
　さらに、ゲート部材６０を、案内路７０の上方となる空間に比べて、遊技球退避スペー
スＳＷの上方となる空間の方が広くなるような位置に設置しているため、ゲート部材６０
を通過しなかった遊技球についても、その大部分を遊技球退避スペースＳＷへ流下させる
ことができ、一層効果的に球詰まりの発生を抑制することができる。
　加えて、装飾部材７１の上面を案内壁７１ａとしているため、構造の合理化を図ること
ができ、設置作業の容易化は勿論、部品点数の削減等をも図ることができる。
【００２８】
（本発明の変更例について）
　なお、本発明のパチンコ機に係る構成は、上記実施形態に何ら限定されるものではなく
、パチンコ機全体の構成は勿論、ゲート部材や誘導壁、案内壁、遊技球退避スペース等に
係る構成等についても、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で必要に応じて適宜変更可能であ
る。
【００２９】
　たとえば、上記実施形態では、遊技球退避スペースＳＷには遊技釘８０を全く植設しな
いとしているが、遊技球の動きを必要以上に制限しない程度であれば、遊技球退避スペー
スＳＷに遊技釘８０を植設してもよい。すなわち、右打ち用スペースＳＲ内で比較するの
であれば、遊技球退避スペースＳＷにおける遊技釘８０、８０・・の植設密度（単位面積
当たりに植設されている遊技釘８０、８０・・の本数）が、ゲート部材６０よりも上方の
スペースにおける遊技釘８０、８０・・の植設密度よりも低ければよい。また、左打ち用
スペースＳＬと比較するのであれば、遊技球退避スペースＳＷにおける遊技釘８０、８０
・・の植設密度が、左打ち用スペースＳＬにおける遊技釘８０、８０・・の植設密度より
も低ければよい。さらに、遊技領域１６全体で考えるのであれば、遊技領域１６全体にお
ける遊技釘８０、８０・・の平均植設密度よりも、遊技球退避スペースＳＷにおける遊技
釘８０、８０・・の植設密度が低ければよい。
【００３０】
　また、上記実施形態では、ゲート部材６０の通過に伴って所定条件が成立すると、始動
入賞役物１７が開成し、始動入賞役物１７への遊技球の入賞に伴って別途所定条件が成立
すると、翼片付き大入賞装置１８が開成するとしているが、始動入賞役物１７と翼片付き
大入賞装置１８との機能を代えてパチンコ機を構成することも可能である。すなわち、翼
片付き大入賞装置１８が翼片付き始動入賞役物として、始動入賞役物１７が扉付きの大入
賞装置として構成されており、ゲート部材６０の通過に伴って所定条件が成立すると翼片
付き始動入賞役物が開成し、翼片付き始動入賞役物への入賞に伴って別途所定条件が成立
すると、扉付きの大入賞装置が開成するといったような構成としても何ら問題はなく、当
該構成も請求項１で規定する「遊技球のゲート部材の通過に起因して所定条件が成立した
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場合に開成し、遊技球の入賞を許容する入賞役物」を「遊技領域内においてゲート部材よ
りも下方となる位置に」設けるという構成に含まれる。
【００３１】
　さらに、案内部材の上面を、進入口７１ａへ向かって下降傾斜させるにあたり、案内壁
７１ａ自体を傾斜させるのではなく、たとえば案内壁７１ａの上面に、進入口７１ａへ向
かって下降傾斜するテーパ面を形成してもよい。さらにまた、案内壁７１ａを装飾部材７
２とは別の独立した部材としてもよく、たとえば、平板状の案内部材を、上面が進入口７
１ａへ向かって下降傾斜するような傾斜姿勢で立設するように構成しても何ら問題はない
。またさらに、誘導壁６１、６１をゲート部材６０とは独立した部材とし、ゲート部材６
０の下方に隣接して別途設置するように構成したり、ゲート部材６０の下方に隣接して遊
技釘を複数本並設することにより、誘導壁６１、６１と同様に作用する誘導部材とすると
いった構成を採用することも可能である。
　加えて、遊技球退避スペースＳＷの広さについても適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００３２】
　１・・パチンコ機、２・・遊技盤、６・・図柄表示部、１６・・遊技領域、１７・・始
動入賞役物、１８・・翼片付き大入賞装置、６０・・ゲート部材、６１・・誘導壁（誘導
部材）、７０・・案内路、７０ａ・・進入口、７１・・装飾部材、７１ａ・・案内壁、７
２・・装飾部材（案内部材）、８０・・遊技釘、ＳＬ・・左打ち用スペース（第２スペー
ス）、ＳＲ・・右打ち用スペース（第１スペース）、ＳＷ・・遊技球退避スペース。

【図１】 【図２】
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