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(57)【要約】
【課題】　遊技球の通過する領域に球誘導部を設けても
、装飾体の配置が制限されず、高い装飾効果が得られる
弾球遊技機を提供する。
【解決手段】　遊技盤には、遊技球が通過する領域に対
応して右部装飾体１６ｂが配置されている。右部装飾体
１６ｂの一部を視認可能に覆う透明領域（前面パネル４
ｃの一部）には、開閉部材が開放している期間に遊技球
が通過することができる第２球誘導路２３ｂが設けられ
ている。
【選択図】　図５



(2) JP 2016-214925 A 2016.12.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が打ち込まれる遊技領域と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球が入球可能な複数の入賞口と、を備えた弾球遊技機
において、
　遊技盤本体と、該遊技盤本体の前面側から取付ける前構造体と、を備え、
　前記前構造体には、後方にある第１構造体及び第２構造体が視認可能な透明領域が設け
られ、
　前記複数の入賞口のうち特定入賞口に入球した遊技球を誘導する球誘導部が前記透明領
域にあり、
　第１の状態の場合、前記第１構造体により前記第２構造体の少なくとも一部が隠蔽され
、
　第２の状態の場合、前記第１構造体が動いて前記第１の状態における第２構造体の隠蔽
された部分が視認可能となり、
　前記透明領域を介して前記第１の状態から前記第２の状態への移行を視認可能としたこ
とを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　請求項１に記載の弾球遊技機において、
　前記第１構造体及び前記第２構造体の前方に前記球誘導部が配置され、該球誘導部の少
なくとも一部が透明性を有することで両構造体を視認可能としたことを特徴とする弾球遊
技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技球が打ち込まれる盤面を有する遊技盤と、該盤面上に向けて遊技球を発
射する発射装置とを備えた弾球遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の弾球遊技機は、遊技盤の中央部に配置される液晶表示装置の大型化に伴い、遊技
球が流下する遊技領域が狭くなっている。そこで、かかる弾球遊技機では、遊技領域のう
ち限られた領域に効率良く入賞装置を配置する等の工夫がなされている。例えば、ゲート
及び始動入賞装置を遊技領域の中で一箇所にまとめて省スペースで配置したパチンコ遊技
機がある（特許文献１、段落００３２、図４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１１０２６８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、上記遊技領域に釘や入賞口等の遊技に必要な部材を配置すると、ランプ
等の装飾体を配置するスペースは、ほとんど残らなくなる。そのため、遊技領域に装飾体
を配置して装飾効果を高めることが困難になってきた。
【０００５】
　また、この問題は、アタッカのような入賞装置を遊技領域の右側に配置することで、大
当り遊技状態において、遊技者が「右打ち」の操作を行うように構成されたパチンコ遊技
機では、より顕著となっていた。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、上記のような遊技領域に遊技
球を誘導する球誘導部を設けることで、装飾体の配置スペースがさらに減少しても、装飾
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体を配置することができ、それによって高い装飾効果が得られる弾球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】
【０００７】
　第１発明は、遊技球が打ち込まれる遊技領域と、前記遊技領域に打ち込まれた遊技球が
入球可能な複数の入賞口と、を備えた弾球遊技機において、遊技盤本体と、該遊技盤本体
の前面側から取付ける前構造体と、を備え、前記前構造体には、後方にある第１構造体及
び第２構造体が視認可能な透明領域が設けられ、前記複数の入賞口のうち特定入賞口に入
球した遊技球を誘導する球誘導部が前記透明領域にあり、第１の状態の場合、前記第１構
造体により前記第２構造体の少なくとも一部が隠蔽され、第２の状態の場合、前記第１構
造体が動いて前記第１の状態における第２構造体の隠蔽された部分が視認可能となり、前
記透明領域を介して前記第１の状態から前記第２の状態への移行を視認可能としたことを
特徴とする。
【０００８】
　第２発明は、第１発明の弾球遊技機において、前記第１構造体及び前記第２構造体の前
方に前記球誘導部が配置され、該球誘導部の少なくとも一部が透明性を有することで両構
造体を視認可能としたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の弾球遊技機によれば、遊技球の通過する領域に球誘導部を設けても、装飾体の
配置が制限されず、高い装飾効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態に係るパチンコ遊技機の外観を示す前面側の斜視図。
【図２】図１のパチンコ遊技機の遊技盤の正面図。
【図３】図２の遊技盤を構成する液晶ベースユニットの正面図。
【図４Ａ】図２の遊技盤を構成する前面パネルの正面図。
【図４Ｂ】図４ＡのＡ－Ａ’線で切断した場合の前面パネルの斜視図。
【図５】実施例１の遊技盤の球誘導路付近の拡大図。
【図６Ａ】実施例１（変形例）の球誘導路付近の拡大図（可動前）。
【図６Ｂ】実施例１（変形例）の球誘導路付近の拡大図（可動後）。
【図７】図１のパチンコ遊技機（実施例２）の遊技盤の正面図。
【図８Ａ】実施例２の球誘導路付近の拡大図（可動前）。
【図８Ｂ】実施例２の球誘導路付近の拡大図（可動後）。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　まず、本実施形態の弾球遊技機の概要について説明する。
【００１２】
　本実施形態の弾球遊技機は、遊技球が打ち込まれる遊技領域と、前記遊技領域に打ち込
まれた遊技球が入球可能な複数の入賞口と、を備えた弾球遊技機において、遊技盤本体と
、該遊技盤本体の前面側から取付ける前構造体と、を備え、前記前構造体には、後方にあ
る構造体が視認可能な透明領域が設けられ、前記複数の入賞口のうち特定入賞口に入球し
た遊技球を誘導する球誘導部が前記透明領域にあることを特徴とする。
【００１３】
　かかる弾球遊技機によれば、遊技盤を構成する前構造体に、後方の構造体が視認可能な
透明領域が設けられている。ここでいう入賞口には、一般入賞口に加えて、始動入賞口、
大入賞装置（アタッカ）、或いは「右打ち」を行う場合に用いられる入賞口が含まれる。
【００１４】
　また、例えば、透明領域の上には、特定入賞口に入球した遊技球を誘導する球誘導部（
例えば、球誘導路２３ｂ）がある。すなわち、球誘導部を設けても、それに妨げられるこ
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となく装飾部材等の構造体を配置できるので、所望の装飾効果を奏する弾球遊技機を実現
することができる。
【００１５】
　また、本実施形態の弾球遊技機において、前記構造体の前方に前記球誘導部が配置され
、該球誘導部の少なくとも一部が透明性を有することで該構造体を視認可能とした。
【００１６】
　かかる構成によれば、構造体の前方に球誘導部が配置されるが、球誘導部も少なくとも
一部が透明性を有するので、球誘導部がある部分も後方の構造体が視認可能になる。これ
により、球誘導部を設けても、装飾部材等の構造体が完全に視認可能な、装飾効果の高い
弾球遊技機を実現することができる。
【００１７】
　また、本実施形態の弾球遊技機において、前記構造体は、前記透明領域の後方に固定さ
れた装飾体又は所定の動作が可能な可動装飾体であることが好ましい。
【００１８】
　「固定された装飾体」とは、例えば、文字、キャラクタ、花型の模様等が形成された装
飾体であって、リーチや大当り予告に連動して発光する部材を内部に備えていてもよい。
また、「所定の動作が可能な可動装飾体」とは、例えば、大当りの期待度に応じて動作す
るフィギュアや回転灯である。
【００１９】
　このような装飾体を備えることにより、遊技者は、所定タイミングで発光等する装飾体
を前面から視認することになり、演出効果の高い弾球遊技機を実現することができる。
【００２０】
　また、本実施形態の弾球遊技機において、前記構造体は、第１位置に配置された第１装
飾部と、第２位置に配置された第２装飾部とによる単一の有意な装飾体として構成され、
前記球誘導部は、前記第１装飾部若しくは前記第２装飾部又は両装飾部の一部を被覆する
ように設けてもよい。
【００２１】
　ここで「単一の有意な装飾体」とは、例えば、人形の頭部と胴体部のように第１装飾部
と第２装飾部とで一つの意味ある装飾体を構成するものである。第１装飾体と第２装飾体
に分離することで、一体の装飾体より複雑な動作も可能となり、興趣の向上につながる。
【００２２】
　第１位置、第２位置とは、それぞれ第１装飾部、第２装飾部が配置される位置であるが
、両装飾部によって単一の装飾体が構成するために離れ過ぎていない位置である。両装飾
部が配置される方向は、縦方向、横方向、斜め方向等、何れの方向であってもよい。
【００２３】
　また、球誘導部は、第１装飾部若しくは第２装飾部の一方、又は両装飾部の一部を被覆
するように設けられる。すなわち、前記装飾部の一部と重なる位置に球誘導路が配置され
ることになるが、単一の有意な装飾体を構成する第１装飾部と第２装飾部については遊技
者が良く視認できるので、装飾効果は損なわれない。また、第１装飾部と第２装飾部の隣
接部に球誘導路を配置してもよい。
【００２４】
　また、本実施形態の弾球遊技機において、前記構造体の一部又は全部が前記遊技領域の
中心から右側に配置されていることが好ましい。
【００２５】
　かかる弾球遊技機によれば、遊技領域の中心から右側の領域に、遊技釘や入賞口等の遊
技に必要な部材を配置した場合でも、該領域に構造体を配置することができる。これによ
り、遊技者が「右打ち」を行う場合にも、装飾体による演出が可能であり、遊技の興趣を
向上させることができる。
【００２６】
　次に、図１を参照して、本実施形態のパチンコ遊技機１を構成する部分について説明す
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る。図１に示すパチンコ遊技機１は、矩形状の外枠２と、この外枠２に開閉可能に枢着さ
れた前面枠３及び前扉５を備えている。
【００２７】
　前面枠３は、額縁状であり開口部に遊技盤４（図２参照）が取付け可能となっている。
また、前扉５の中央部にはガラス板６が嵌め込まれており、外部より遊技盤４が視認可能
となっている。
【００２８】
　前扉５の上部左右両側にはスピーカ７が設けられている。スピーカ７は、遊技に伴う演
出効果音を外部に出力する音響出力部である。また、前扉５の左右両側及び上部には枠装
飾ＬＥＤ８が設けられている。枠装飾ＬＥＤ８は、遊技の演出に連動してＬＥＤが発光、
点滅する発光装飾部である。
【００２９】
　前扉５の下側には前面板９があり、その左端部は前面枠３に開放可能に枢着されている
。前面板９には、発射機構を作動させるための発射ハンドル１０、遊技球を貯留する上貯
留皿１１、下貯留皿１２等が設けられている。
【００３０】
　また、上貯留皿１１の表面部分には、内蔵ランプが点灯したとき操作可能となる左演出
ボタン１３と、中央演出ボタン１４が設けられている。両演出ボタン１３、１４は、遊技
中に操作の機会が与えられ、ボタンを押下することにより演出を変化させることができる
。
【００３１】
　次に、図２を参照して、パチンコ遊技機１を構成する遊技盤４について説明する。遊技
盤４は、液晶ベースユニット４ａ、化粧板４ｂ、前面パネル４ｃとで構成されている。
【００３２】
　液晶ベースユニット４ａは、表面に装飾体１６等が取付けられた部材であり、化粧板４
ｂの裏面にビス等で固定されている（詳細は後述する）。図２では、前面パネル４ｃと区
別するため液晶ベースユニット４ａを破線で示しているが、液晶ベースユニット４ａは、
前面から視認可能な部材である。
【００３３】
　また、前面パネル４ｃは、表面にステージ部材１９、普通図柄用始動ゲート２１、第１
球誘導路２３ａ等が取付けられた部材であり、化粧板４ｂの表面にビス等で固定されてい
る（詳細は後述する）。
【００３４】
　化粧板４ｂは、遊技盤４のベースとなる部材であり（本発明の遊技盤本体に相当する）
、始動入賞装置２４、大入賞装置２５ａ、遊技釘（図示省略）等が配置されている。以下
では、主に、化粧板４ｂを構成する部材について説明する。
【００３５】
　遊技盤４の中央部には開口が形成されているが、この開口内には液晶表示装置１７の表
示画面が配置される。液晶表示装置１７は、種々の数字、キャラクタ等が描かれた図柄や
背景画像、及びリーチ等の各種演出を遊技に応じて表示する表示器である。
【００３６】
　液晶表示装置１７の上側及び右側には、様々な装飾体１６が配置されている。装飾体に
は、遊技の進行に応じて点灯、点滅するものや所定の動作をするものがあるが、詳細は後
述する。
【００３７】
　液晶表示装置１７の右側上方には、普通図柄用始動ゲート２１が配置されている。普通
図柄用始動ゲート２１は、普通図柄の始動契機となる入賞装置である。遊技球が普通図柄
用始動ゲート２１を通過することにより抽選が行われ、後述する普通図柄表示装置２６ｂ
にて、普通図柄の変動表示が行われる。
【００３８】
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　液晶表示装置１７の右側下方には、第１球誘導路２３ａ、第２球誘導路２３ｂがある。
詳細は後述するが、これらの部材が形成された前面パネル４ｃは、アクリル等の透明な材
料で形成されているため、第１球誘導路２３ａ、第２球誘導路２３ｂで囲まれた領域の裏
面側に配置された装飾体が視認できるようになっている。
【００３９】
　液晶表示装置１７の下方には、第１特別図柄始動口２４ａ及び第２特別図柄始動口２４
ｂからなる始動入賞装置２４がある。遊技領域を流下する遊技球が第１特別図柄始動口２
４ａ、または第２特別図柄始動口２４ｂに入賞することにより抽選が行われ、後述する特
別図柄表示装置２６ａにて特別図柄の変動表示が行われる。また、液晶表示装置１７でも
、特別図柄の抽選に対応した変動表示が行われる。
【００４０】
　第２特別図柄始動口２４ｂは、一対の開閉部材を備えており、これらが開放した場合、
遊技球が入賞し易い状態となる。上記開閉部材は、普通図柄の抽選に当選した場合に、所
定回数、所定時間開放するようになっている。
【００４１】
　始動入賞装置２４の下方には、第１大入賞装置２５ａが配置されている。第１大入賞装
置２５ａは、特別図柄の抽選に当選した場合、すなわち、大当りとなった場合に所定時間
開放する入賞装置である。遊技球が第１大入賞装置２５ａの内部にある検出スイッチ（図
示省略）を通過すると入賞が検知され、遊技者は多くの賞球を獲得することができる。
【００４２】
　また、液晶表示装置１７の右側には、第２大入賞装置２５ｂが配置されている。第２大
入賞装置２５ｂは、遊技者が「右打ち」を行う遊技状態において用いられる入賞装置であ
り、一片の開閉部材を備えている。特別図柄の抽選に当選した場合に所定時間開放する点
等、役割としては第１大入賞装置２５ａと同じである。
【００４３】
　化粧板４ｂの右側下方には、特別図柄表示装置２６ａ及び普通図柄表示装置２６ｂが配
置されている。特別図柄表示装置２６ａは、３個の７セグメントＬＥＤから構成される表
示器であり、特別図柄始動口２４ａ、２４ｂへの入賞を契機として特別図柄を変動させ、
抽選結果を表示する。
【００４４】
　普通図柄表示装置２６ｂは、複数のＬＥＤからなる表示器であり、普通図柄用始動ゲー
ト２１への入賞を契機として普通図柄を始動させ、ＬＥＤの点灯により抽選結果を表示す
る。
【００４５】
　一方、液晶表示装置１７の左側には、遊技球の流下方向を変化させる風車２７、多数の
遊技釘（図示省略）が配置されている。また、風車２７の下方には、複数の一般入賞口２
８が配置されている。遊技球が一般入賞口２８に入賞すると所定数の賞球の払出しが行わ
れる。
【００４６】
　遊技領域の最も左側には、発射ハンドル１０により発射された遊技球を遊技領域に案内
するため略上下方向に円弧状に延びたガイドレール３０が配置されている。ガイドレール
３０は、金属製の帯状の外内２本のガイドレール３０ａ、３０ｂで構成されている。
【００４７】
　これら外内２本のガイドレール３０ａ及び３０ｂの間で上下方向に延びた空間が、前記
発射機構から発射された遊技球が通過する発射通路３１を形成している。
【００４８】
　内側ガイドレール３０ｂの上端には、発射球の発射方向への通過を許可すると共に戻り
方向（発射通路３１側）への通過を阻止する戻り球防止片３２が配設されている。また、
内側ガイドレール３０ｂの最下部にはアウト球回収口３３と、アウト球回収口３３にアウ
ト球を導入する球寄せ部３４が形成されている。
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【００４９】
　次に、図３を参照して、遊技盤４を構成する液晶ベースユニット４ａについて説明する
。図３に示す液晶ベースユニット４ａは、本来、裏面側に液晶表示装置１７を取付けるた
めの部材であるが、表面側に上部装飾体１６ａ等が取付けられている。なお、液晶ベース
ユニット４ａは、化粧板４ｂの後方に取付ける遊技盤４の構成部材である。
【００５０】
　液晶ベースユニット４ａの左右両側には、基板ベース１５ａ、１５ｂがある。基板ベー
ス１５ａ、１５ｂは、発光する装飾体のＬＥＤ基板等を取付けるベース部であり、図示し
ないが、液晶ベースユニット４ａの裏面には、ＬＥＤ基板等が取付けられている。
【００５１】
　液晶ベースユニット４ａの上側には、円形及び文字を象った上部装飾体１６ａが取付け
られている。上部装飾体１６ａは、例えば、液晶表示装置１７に表示される予告、リーチ
等の演出に連動して、その内部にあるＬＥＤが点灯、点滅するようになっている。
【００５２】
　液晶ベースユニット４ａの右側には、文字を象った右部装飾体１６ｂが取付けられてい
る（本発明の構造体の一例）。これも、上部装飾体１６ａと同じ役割であり、例えば、液
晶表示装置１７に表示される演出に連動して、点灯、点滅する。
【００５３】
　装飾体１６ａ、１６ｂは共に、液晶ベースユニット４ａの表面に固定された装飾体であ
る。発光はしないが、装飾体１６ａ、１６ｂの周囲に配置された花型模様の造形も装飾体
の一部である。
【００５４】
　液晶ベースユニット４ａの下側には、可動装飾体１６ｃが取付けられている。これも、
例えば、液晶表示装置１７に表示される演出に連動して、複数の突起を有する部材が回転
する可動装飾体である。上記装飾体１６ａ、１６ｂ、１６ｃは、遊技球が通過する領域に
対応して配置され、遊技者が前面から視認することができる。
【００５５】
　次に、図４Ａ、４Ｂを参照して、遊技盤４を構成する前面パネル４ｃについて説明する
。図４Ａに示す前面パネル４ｃは、球誘導路２３ａ、２３ｂや装飾体１６等が取付けられ
た部材である。なお、前面パネル４ｃは、化粧板４ｂの前方に取付ける遊技盤４の構成部
材であり、本発明の前構造体に相当する。以下では、遊技盤４の説明（図２）において、
既に言及した部材については、説明を省略する。
【００５６】
　まず、前面パネル４ｃの周囲には花型模様等の装飾体１６が配置されている。これらは
、特に演出に連動して発光等はしない固定された装飾体である。
【００５７】
　前面パネル４ｃの左側には、球ワープ通路１８が配置されている。球ワープ通路１８の
上方は、入球口となっており、これに入球した遊技球は後述するステージ部材１９上に誘
導される。なお、球ワープ通路１８の下方が球出口となっている（図４Ｂ参照）。
【００５８】
　球ワープ通路１８の球出口の先（前面パネル４ｃの中央下方）には、ステージ部材１９
がある。ここに誘導された遊技球は、ステージ中央部分を揺動したのち落下するが、最も
中心にある溝を通過した遊技球は、第１特別図柄始動口２４ａに入賞し易い構造となって
いる（図４Ｂ参照）。
【００５９】
　前面パネル４ｃの左側上方には、複数の球誘導片２０ａがある。球誘導片２０ａは、発
射ハンドル１０から遊技盤４上に打ち出された遊技球が初めに到達する位置に配置され、
遊技釘と同様に、遊技球を所定方向に振分ける役割を担っている。
【００６０】
　一方、前面パネル４ｃの右側下方には、円弧状の球誘導片２０ｂがある。これは、遊技
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者が「右打ち」を行う遊技状態において、遊技球を後述する第１球誘導路２３ａの方向に
導く部材である。
【００６１】
　球誘導片２０ｂの下方にある第１球誘導路２３ａは、「右打ち」を行う遊技状態におい
て、球誘導片２０ｂから流下した遊技球が通過する球誘導路である。第１球誘導路２３ａ
を通過した遊技球は、遊技釘の配置された化粧板４ｂの領域を経由して、特別図柄始動口
２４ａ、２４ｂまたは大入賞装置２５ａの方向に誘導される。
【００６２】
　また、球誘導片２０ｂの上方には、第２大入賞装置２５ｂと、ここに入賞した遊技球を
誘導する第２球誘導路２３ｂが配置されている。第２大入賞装置２５ｂは、「右打ち」を
行う遊技状態において使用する入賞装置であり、一片の開閉部材が開放した場合、遊技球
が入球可能となる。なお、第２球誘導路２３ｂは、本発明の球誘導部の一例である。
【００６３】
　第２球誘導路２３ｂは、遊技球が１個ずつ通過可能な球誘導路である（図４Ｂ参照）。
また、第２球誘導路２３ｂの上面の一部分には、装飾体１６が配置されている。
【００６４】
　球誘導片２０ｂで囲まれた円形領域と、球誘導路２３ａ、２３ｂで囲まれた領域につい
ては、アクリル等の透明な材料で形成されている。これは、これらの領域の裏面側に装飾
体を配置しても、遊技者が装飾体を視認できるようにするためである（詳細は後述する）
。
【００６５】
　［実施例１］
　次に、図５を参照して、実施例１の遊技盤４（球誘導路付近）の詳細について説明する
。図５に示す遊技盤４の右側下方には、「右打ち」を行う遊技状態において、遊技球が通
過する通路及び部材が形成されている。
【００６６】
　「右打ち」遊技では、第２大入賞装置２５ｂの開閉部材が閉鎖している期間には、開閉
部材が球誘導路の一部として機能するようになり、遊技球が第２大入賞装置２５ｂの脇を
通過し、球誘導片２０ｂから第１球誘導路２３ａに流下する。第１球誘導路２３ａを通過
したこの遊技球は、その後、第２特別図柄始動口２４ｂ若しくは大入賞装置２５ａの大入
賞口に入賞するか、アウト球回収口３３を通じて回収される。
【００６７】
　一方、大当り遊技状態となり、第２大入賞装置２５ｂの開閉部材が開放している期間に
は、遊技球がここに入賞し、賞球の払出しが行われる。なお、第２大入賞装置２５ｂに入
賞した遊技球は、第２球誘導路２３ｂを通過して遊技盤４の背面に排出される。
【００６８】
　図５に示す第１球誘導路２３ａの裏面側には、液晶ベースユニット４ａに取付けられた
右部装飾体１６ｂが配置されている。右部装飾体１６ｂは、この領域に固定され、遊技の
進行に応じて点灯、点滅する装飾体である。
【００６９】
　前面パネル４ｃの球誘導路２３ａ、２３ｂで囲まれた平面領域Ｂ（ドット模様で示す領
域）は、右部装飾体１６ｂを前面側から被覆するが、平面領域Ｂが透明な材料で形成され
ているので、遊技者は、右部装飾体１６ｂを前面から視認することができる。なお、平面
領域Ｂは、本発明の透明領域に相当する。
【００７０】
　右部装飾体１６ｂは、液晶ベースユニット４ａに取付けられた装飾体であるが、球誘導
路２３ａ、２３ｂは、前面パネル４ｃに形成された部材である。すなわち、右部装飾体１
６ｂと球誘導路２３ａ、２３ｂは、前後方向に重なった位置に配置されているので、球誘
導路２３ａ、２３ｂを遊技盤４の右側下方に配置しても、右部装飾体１６ｂの位置や大き
さが大きく制限されることがない。これにより、遊技者は、「右打ち」を行う遊技状態に
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おいて、装飾体による演出を十分に堪能することができる。
【００７１】
　次に、図６Ａ、６Ｂを参照して、実施例１の変形例について説明する。これは、上記実
施例１とは異なり、遊技球が流下する領域に設けられた装飾体が可動装飾体となっている
例である。
【００７２】
　「右打ち」を行う遊技状態において、第２大入賞装置２５ｂの開閉部材が閉鎖している
期間には、開閉部材が球誘導路の一部として機能するようになり、遊技球は、第２大入賞
装置２５ｂの脇を通過し、球誘導片２０ｂから第１球誘導路２３ａに流下する。ここで、
図６Ａに示された平面領域Ｂの裏面側には、「ふすま」の形状をした可動装飾体１６ｄが
配置されている。
【００７３】
　図６Ａの可動装飾体１６ｄは、左右方向に開閉する装飾体であるが、例えば、これを液
晶ベースユニット４ａに設けて、モータ等の駆動部材によって作動させることができる。
また、可動装飾体１６ｄは、発光するだけの装飾体よりもインパクトがあるので、以下の
ように用いることができる。
【００７４】
　例えば、大当り遊技中には、可動装飾体１６ｄが左右方向に開いて、奥に配置された「
般若面」の形状をした右部装飾体１６ｂが出現した場合に（図６Ｂ参照）、通常大当りを
確率変動大当りに変更したり、ラウンド数の多い大当りに昇格させる等の報知に用いるこ
とができる。
【００７５】
　また、確率変動や時短遊技等の特別遊技状態中には、右部装飾体１６ｂが出現した場合
に、大当りの発生や特別遊技状態の延長、終了を知らせる報知に用いることができる。可
動装飾体１６ｄの後方に、小型の液晶表示装置を配置して報知を行うようにしてもよい。
【００７６】
　ここでも、球誘導路２３ａ、２３ｂで囲まれた平面領域Ｂは、遊技者がその裏面側にあ
る可動装飾体１６ｄを視認できる被覆部となっている。したがって、球誘導片２０ｂや球
誘導路２３ａ、２３ｂを配置しても、可動装飾体１６ｄの位置や大きさが大きくが制限さ
れることがない。これにより、高い装飾効果だけでなく、可動装飾体１６ｄの動作による
興趣の向上も期待できる。
【００７７】
　左右方向に開いた可動装飾体１６ｄは、特定の遊技状態や報知の終了とともに、閉じて
元の位置に戻るが、基本的に被覆部である平面領域Ｂの裏面側に配置されているので、遊
技球を挟み込むことなく、スムーズに動作する。
【００７８】
　なお、第２球誘導路２３ｂを透明な材料で形成して、可動装飾体１６ｄの一部が視認で
きるようにしてもよい。この場合、第２球誘導路２３ｂも、本発明の透明領域に含まれる
。
【００７９】
　以上のように、実施例１では、被覆部である平面領域Ｂの裏面側に右部装飾体１６ｂ等
が配置されていること、また、被覆部に第１球誘導路２３ａ等を設けることで、球誘導部
を設けても装飾体の配置や大きさが大きくが制限されることがない弾球遊技機を実現した
。
［実施例２］
　次に、図７を参照して、実施例２の遊技盤４’について説明する。この遊技盤４’も、
実施例１の遊技盤４と同様に、液晶ベースユニット４’ａ、化粧板４’ｂ、前面パネル４
’ｃとで構成されている。
【００８０】
　液晶ベースユニット４’ａは、液晶表示装置１７上部の装飾体１６と、後述する装飾体
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３５等が取付けられた部材であり、化粧板４’ｂの裏面にビス等で固定されている。図７
では、前面パネル４’ｃと区別するため液晶ベースユニット４’ａを破線で示しているが
、液晶ベースユニット４’ａは、前面から視認可能な部材である。
【００８１】
　また、前面パネル４’ｃは、表面にステージ部材１９、普通図柄用始動ゲート２１、球
誘導路３６等が取付けられた部材であり、化粧板４’ｂの表面にビス等で固定されている
。
【００８２】
　化粧板４’ｂは、遊技盤４’のベースとなる部材であり、始動入賞装置２４、大入賞装
置２５、遊技釘（図示省略）等が配置されている。なお、遊技盤４’を構成する部材のう
ち、実施例１と同じものについては、ここでは説明を省略する。
【００８３】
　遊技盤４’の特徴としては、液晶表示装置１７の右側下方に装飾体３５が配置されてい
る点が挙げられる。装飾体３５は、上側にある第１装飾部３５ａと、下側にある第２装飾
部３５ｂとで構成され、全体として、「タマゴ」形状をした装飾体である。なお、第１装
飾部３５ａの配置位置が第１位置、第２装飾部３５ｂの配置位置が第２位置に相当する。
【００８４】
　第１装飾部３５ａと、第２装飾部３５ｂの間の領域には、球誘導路３６が設けられてい
る。球誘導路３６は、「右打ち」を行う遊技状態において、遊技盤４’を流下した遊技球
が通過する誘導路である。
【００８５】
　球誘導路３６は、前面パネル４’ｃに取付けられた部材であり、第１装飾部３５ａと第
２装飾部３５ｂの間に嵌め込まれているが、大部分は視認できる状態となっている。球誘
導路３６は、「右打ち」を行う遊技状態となって、例えば、第１装飾部３５ａが上昇した
場合に、初めて視認できるように構成されていてもよい。
【００８６】
　次に、図８Ａ、８Ｂを参照して、実施例２の遊技盤４’（球誘導路付近）について詳細
に説明する。実施例２の特徴は、装飾体３５が遊技盤４’の右側下方に配置されているこ
とであるが、これを構成する第１装飾部３５ａは、遊技の進行に応じて上下方向に動作す
るようになっている。
【００８７】
　まず、図８Ａに示す遊技盤４’の右側下方の領域について説明する。遊技球は、「右打
ち」を行う遊技状態において、第１装飾部３５ａの上部に衝突して、ステージ部材１９の
方向に流下するか、または、遊技盤領域右端の球入口３６ａの方向に流下する。第１装飾
部３５ａについては、流下した遊技球が衝突しないように被覆するための部材を、前面パ
ネル４’ｃに備えるように構成してもよい。
【００８８】
　上述したように、装飾体３５を構成する第１装飾部３５ａと第２装飾部３５ｂの間の領
域には、球誘導路３６が設けられ、少なくとも装飾体３５の一部分を被覆している。
【００８９】
　球誘導路３６の球入口３６ａから入球した遊技球は、遊技盤４’の中央方向に向けて下
降傾斜した直線通路３６ｂを通って、球出口３６ｃから排出される。また、球出口３６ｃ
から排出された遊技球は、第２特別図柄始動口２４ｂ若しくは大入賞装置２５の大入賞口
に入賞するか、またはアウト球回収口３３を通じて回収される。
【００９０】
　通常遊技状態では、装飾体３５は、第１装飾部３５ａが降下した状態にあるが（図８Ａ
参照）、「右打ち」を行う遊技状態となると、第１装飾部３５ａが上昇し、通常遊技状態
には視認できなかった「ヒヨコ」の形状の装飾体３５ｃが出現する（図８Ｂ参照）。
【００９１】
　球誘導路３６は、第１装飾部３５ａと第２装飾部３５ｂの間の領域を利用して配置して
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いるので、装飾体３５が全体として大きいものであっても、装飾体３５と球誘導路３６の
両方の配置が可能である。また、球誘導路３６は、装飾体３５の一部分を覆う形となるが
、球誘導路３６を透明な材料で形成すれば、遊技者が装飾体３５ｃを前面から視認するこ
とができる。
【００９２】
　球誘導路３６は、遊技盤４’の垂直方向断面視において、遊技球が１個通過可能な空間
を有する通路として構成されている。勿論、これに限定されることなく、２個以上の遊技
球が同時に通過可能な空間となっていてもよい。
【００９３】
　「右打ち」を行う遊技状態が終了すると、第１装飾部３５ａは、上昇位置から降下して
元の位置に戻る。なお、装飾体３５ｃが配置された第１装飾部３５ａと直線通路３６ｂと
の間の領域は、横方向から遊技球が侵入できないようになっているため、この領域に遊技
球が詰まって第１装飾部３５ａの降下が妨げられることはない。
【００９４】
　このように、球誘導路３６の他、装飾体３５を配置できるので、装飾効果は勿論、動作
する装飾体３５による興趣の向上も期待できる。装飾体３５は、大当り遊技中において、
通常大当りから確率変動大当りへの変更等を報知する際に動作させるようにしてもよい。
【００９５】
　以上のように、実施例２では、平面領域Ｂのような一定領域はないが、液晶ベースユニ
ット４’ａの構造が視認可能となっているので、第１装飾部３５ａと第２装飾部３５ｂと
で構成される装飾体３５の一部と重なる位置に球誘導路３６を設けることで、装飾体と球
誘導路の両方の配置を実現した。
【００９６】
　上記の実施例は、本発明の一例であり、これ以外にも本発明を実施することができれば
、本発明の趣旨を逸脱しない限り、様々な変形例が考えられる。
【００９７】
　上記実施例の説明では、いずれも球誘導路が遊技盤の右側に配置されていたが、これに
限られず、遊技盤の左側または上側にある装飾体を覆う被覆部に球誘導路を設けてもよい
。
【００９８】
　すなわち、球誘導路は、始動入賞装置や大入賞装置の方向に遊技球を誘導するだけでな
く、普通図柄用始動ゲートや球ワープ通路に遊技球を誘導する通路も含まれる。
【００９９】
　また、被覆部に覆われる装飾体は、液晶ベースユニット４ａに設けられていたが、これ
に限られず、化粧板４ｂに設けるようにしてもよい。このような構成であっても、装飾体
は前面パネル４ｃによって被覆され、遊技者に視認可能である。
【０１００】
　また、実施例１の可動装飾体として、扉型の装飾体を例に説明したが、これに限られず
、振動等するフィギュアや回転灯のような装飾体であってもよい。また、扉等の分離する
装飾体の場合、縦方向や、斜め方向に分離するものであってもよい。
【０１０１】
　実施例２の可動装飾体も、形や動きの方向は如何なるものであってもよい。また、球誘
導路は、通常時にはその一部分しか視認できないが、球誘導路を使用する遊技状態に移行
すると、その全部が視認可能となるように構成してもよい。
【０１０２】
　球誘導路の形は、直線状の通路に限られず、例えば、一度遊技盤の奥方向へ入ってから
遊技盤の手前側に出てくるように屈曲したものであってもよい。
【０１０３】
　以上、パチンコ遊技機を例に実施形態を説明したが、本発明は、これに限られず、アレ
ンジボール機や雀球式遊技機にも適用が可能である。
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【符号の説明】
【０１０４】
１　パチンコ遊技機
２　外枠
３　前面枠
４、４’　遊技盤
４ａ、４’ａ　液晶ベースユニット
４ｂ、４’ｂ　化粧板　（遊技盤本体）
４ｃ、４’ｃ　前面パネル　（前構造体）
５　前扉
６　ガラス板
７　スピーカ
８　枠装飾ＬＥＤ
９　前面板
１０　発射ハンドル（発射装置）
１１　上貯留皿
１２　下貯留皿
１３　左演出ボタン
１４　中央演出ボタン
１５ａ、１５ｂ　基板ベース
１６　装飾体
１６ａ　上部装飾体
１６ｂ　右部装飾体　（構造体）
１６ｃ、１６ｄ　可動装飾体
１７　液晶表示装置
１８　球ワープ通路
１９　ステージ部材
２０ａ、２０ｂ　球誘導片
２１　普通図柄用始動ゲート
２３ａ　球誘導路
２３ｂ　球誘導路　（球誘導部）
２４　始動入賞装置
２４ａ　第１特別図柄始動口
２４ｂ　第２特別図柄始動口
２５　大入賞装置
２５ａ　第１大入賞装置
２５ｂ　第２大入賞装置
２６ａ　特別図柄表示装置
２６ｂ　普通図柄表示装置
２７　風車 
２８　一般入賞口
３０　ガイドレール
３０ａ　外側ガイドレール
３０ｂ　内側ガイドレール
３１　発射通路
３２　戻り球防止片
３３　アウト球回収口
３４　球寄せ部
３５　装飾体
３５ａ　第１装飾体
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３５ｂ　第２装飾体
３５ｃ　装飾体
３６　球誘導路
３６ａ　球入口
３６ｂ　直線通路
３６ｃ　球出口

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月24日(2016.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が打ち込まれる遊技領域と、
　前記遊技領域に打ち込まれた遊技球が入球可能な複数の入賞口と、を備えた弾球遊技機
において、
　遊技盤本体と、該遊技盤本体の前面側から取付ける前構造体と、を備え、
　前記前構造体には、後方にある第１構造体及び第２構造体が視認可能な透明領域が設け
られ、
　前記複数の入賞口のうち、開閉部材を有する特定入賞口に入球した遊技球を誘導する球
誘導部が前記透明領域にあり、
　遊技球が前記特定入賞口に入球可能な遊技状態において、前記第１構造体が動いて前記
第２構造体の一部が視認可能となり、
　前記透明領域を介して前記第１構造体の動きを視認可能としたことを特徴とする弾球遊
技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の遊技機は、遊技球が打ち込まれる遊技領域と、前記遊技領域に打ち込まれた遊
技球が入球可能な複数の入賞口と、を備えた弾球遊技機において、遊技盤本体と、該遊技
盤本体の前面側から取付ける前構造体と、を備え、前記前構造体には、後方にある第１構
造体及び第２構造体が視認可能な透明領域が設けられ、前記複数の入賞口のうち、開閉部
材を有する特定入賞口に入球した遊技球を誘導する球誘導部が前記透明領域にあり、遊技
球が前記特定入賞口に入球可能な遊技状態において、前記第１構造体が動いて前記第２構
造体の一部が視認可能となり、前記透明領域を介して前記第１構造体の動きを視認可能と
したことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
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