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(57)【要約】
【課題】遊技球を誘導するレール部材を備えた遊技機に
おいて、遊技盤に対するレール部材の取付構造を簡易化
すること。
【解決手段】湾曲面３１が形成された遊技盤３０と、前
記湾曲面３１に沿って配される遊技球を誘導する本体部
１１、およびこの本体部１１と一体的に設けられた被押
圧部１２を有するレール部材１０と、前記被押圧部１２
を押圧することにより、前記本体部１１が前記湾曲面３
１側に付勢された状態とする押圧部材２０と、を備え、
前記遊技盤３０には、前記被押圧部１２の少なくとも一
部が収容される取付空間３４が形成されており、前記押
圧部材２０には、少なくとも一部が前記取付空間３４内
に挿入されて前記被押圧部１２を押圧する押圧部２２が
設けられている遊技機１とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湾曲面が形成された遊技盤と、
前記湾曲面に沿って配される遊技球を誘導する本体部、およびこの本体部と一体的に設け
られた被押圧部を有するレール部材と、
前記被押圧部を押圧することにより、前記本体部が前記湾曲面側に付勢された状態とする
押圧部材と、
前記遊技盤、前記レール部材および前記押圧部材を含む遊技盤ユニットと、
を備え、
　前記遊技盤には、前記被押圧部の少なくとも一部が収容される取付空間が形成されてお
り、
　前記押圧部材には、少なくとも一部が前記取付空間内に挿入されて前記被押圧部を押圧
する押圧部が設けられており、
　前記遊技盤ユニットの前端よりも後方に前記押圧部材の全体が位置していることを特徴
とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技球を誘導するレール部材を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な遊技機の遊技領域には、遊技球を誘導するレール部材が設けられる。下記特許
文献１には、レール部材を安定した状態で取り付けることができるようにする技術が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３０１１９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載されるレール部材の取付構造は複雑である。また、レール部材の
張り具合を調整するための部材等を配置するためのスペースを確保する必要がある。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、遊技球を誘導するレール部材を備えた遊技機におい
て、レール部材の取付構造の簡易化を図ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、湾曲面が形成された遊技
盤と、前記湾曲面に沿って配される遊技球を誘導する本体部、およびこの本体部と一体的
に設けられた被押圧部を有するレール部材と、前記被押圧部を押圧することにより、前記
本体部が前記湾曲面側に付勢された状態とする押圧部材と、前記遊技盤、前記レール部材
および前記押圧部材を含む遊技盤ユニットと、を備え、前記遊技盤には、前記被押圧部の
少なくとも一部が収容される取付空間が形成されており、前記押圧部材には、少なくとも
一部が前記取付空間内に挿入されて前記被押圧部を押圧する押圧部が設けられており、前
記遊技盤ユニットの前端よりも後方に前記押圧部材の全体が位置していることを特徴とす
る。
【０００７】
　このような構成とすれば、押圧部材の押圧部の少なくとも一部を取付空間内に挿入する
ことでレール部材を取り付けること（レール部材の本体部を湾曲面に密接させること）が
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できる。つまり、レール部材の取付構造を簡易なものとすることが可能である。
　また、押圧部材が遊技盤よりも前方に位置する部材と接触してしまうことが防止される
。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、遊技盤に対するレール部材の取付構造を簡易化することが可能である
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】レール部材が取り付けられた遊技盤（遊技盤ユニット）の正面図である。
【図３】レール部材の被押圧部および押圧部材を拡大して示した平面図である。
【図４】レール部材の被押圧部および押圧部材を拡大して示した分解斜視図である。
【図５】（ａ）は押圧部材が取り付けられていない状態における遊技盤およびレール部材
の正面図であり、（ｂ）は（ａ）に示すＡ－Ａ線断面図（押圧部材を点線で示す）である
。
【図６】（ａ）は押圧部材を後側から見た外観斜視図であり、（ｂ）は押圧部材の側面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明にかかる実施形態について図面を参照して詳細に説明する。まず、遊技機
１の全体構成について簡単に説明する。図１に示されるように、遊技機１は、所定の奥行
きを有する額縁形状の機枠９０を備える。この機枠９０には前面枠９１が取り付けられて
いる。前面枠９１は、その左側縁が機枠９０に回動自在に支持され、前側に開閉可能であ
る。また、前面枠９１には、ガラス枠９２が取り付けられている。ガラス枠９２は、その
左側縁が前面枠９１に回動自在に支持され、前側に開閉可能である。
【００１１】
　ガラス枠９２の中央の開口部にはガラス板またはプラスチック板等の透明な板が設けら
れており、遊技者はこの透明な板を通して前側から遊技盤３０を視認できる。また、ガラ
ス枠９２の下部には、払い出された遊技球を発射装置９６に送るまで貯めておく上皿ユニ
ット９４が設けられている。上皿ユニット９４には、貯留されている遊技球を下皿ユニッ
ト９５に流下させる上皿スイッチや、貸し出し可能な貸し球を払い出す球貸しスイッチ等
が設けられている。
【００１２】
　前面枠９１の下部には、払い出された遊技球が上皿ユニット９４に入りきらない場合等
に遊技球を貯めることができる下皿ユニット９５や、遊技球を発射操作するためのタッチ
スイッチを備える発射装置９６等が設けられている。
【００１３】
　遊技盤３０は、合成樹脂材料により形成された板状の部材であって、前面枠９１に着脱
可能に取り付けられている。この遊技盤３０には、発射装置９６から発射された遊技球を
ガイドするレール部材１０が略円弧形状となるように設けられており、このレール部材１
０によって遊技領域３０ａの外郭の一部が形成されている。レール部材１０の具体的な構
成および遊技盤３０に対する取り付け構造の詳細については後述する。
【００１４】
　遊技盤３０の遊技領域３０ａには、始動入賞口９８１、大入賞口９８２などが設けられ
ている。遊技盤３０には開口が形成されており、当該開口を通じて視認可能な表示装置９
７が設けられている。当該表示装置９７は、例えば液晶表示装置が用いられ、表示装置９
７の表示画面（表示部）において当否判定結果が大当たりか否かを示す特別図柄等が表示
される。
【００１５】
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　また、遊技盤３０の遊技領域３０ａには、流下する遊技球が衝突することにより遊技球
の流下態様に変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域３０ａ
を流下する遊技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。遊技
球が上記各種入賞口に入賞したときには所定数の賞球が払い出される。大当たりの抽選は
、遊技球が始動入賞口９８１に入賞したときに行う。かかる大当たりの抽選方法等、以下
で説明する構成以外の構成はどのようなものであってもよいため、詳細な説明を省略する
。
【００１６】
　以下、図２～図６を参照して遊技盤３０に取り付けられるレール部材１０およびこのレ
ール部材１０に作用する押圧部材２０について説明する。レール部材１０は、本体部１１
および被押圧部１２を有する。本実施形態におけるレール部材１０は、ばね性を有する帯
状の金属材料により、かかる本体部１１、被押圧部１２、および後述する引掛部１３が一
体成形されたものである。レール部材１０は、その幅方向が前後方向に沿うように取り付
けられる。
【００１７】
　本体部１１は、図２等に示す遊技盤３０に形成された湾曲面３１に密着する部分である
。本実施形態における遊技盤３０に形成された湾曲面３１は、後方から前方に向かって起
立した壁面であって、平面視で盤面左下から右上に至るような形状に形成されている。よ
り具体的には、湾曲面３１は、盤面下側縁の左側から左側縁に膨らみ、そこから盤面中央
かつ上方に向かうように膨らみ、最終的には盤面右上に至るような形状を有する。つまり
、平面視で凸となる曲線が二箇所（左側側と上側の二箇所）存在するような曲面である。
本実施形態では、湾曲面３１の幅（前後方向における長さ）（起立した部分の高さ）は、
レール部材１０の本体部１１の幅と略同じに設定されている。
【００１８】
　図２に示すように、レール部材１０の一方側端部には、引掛部１３が設けられている。
レール部材１０の他方側端部（引掛部１３の反対側）には被押圧部１２が設けられている
。引掛部１３は、本体部１１の一方端から屈曲した部分である。基本的には、引掛部１３
は、レール部材１０の一方側端部を遊技盤３０に引っ掛けることを可能とするものであれ
ばどのような構造であってもよい。本実施形態における引掛部１３は、本体部１１の一方
端から屈曲して下方に延びる第一引掛部１３１と、そこから屈曲した左側に延びる第二引
掛部１３２と、を含む。第一引掛部１３１と第二引掛部１３２のなす角度は略９０度であ
る。当該引掛部１３の幅は、本体部１１の幅と略同じである。
【００１９】
　図２に示すように、遊技盤３０には、前方に向かって突出する突起である被引掛部３３
が形成されている。被引掛部３３には、湾曲面３１の一方端から下方に向かって延びる第
一被引掛面３３１と、そこから屈曲して左側に向かって延びる第二被引掛面３３２とが形
成されている。第一被引掛面３３１と第二被引掛面３３２とがなす角度は略９０度である
。これらの面の幅は、湾曲面３１と同じである。かかる被引掛部３３に対し、レール部材
１０の引掛部１３が引っ掛けられる。具体的には、第一引掛部１３１が第一被引掛面３３
１に密着または隙間を隔てて対向し、第二引掛部１３２が第二被引掛面３３２に密着する
ようにして、レール部材１０の引掛部１３が被引掛部３３に引っ掛けられる。本実施形態
では、第二引掛部１３２が第二被引掛面３３２（被引掛部３３）に固定（例えばねじ止め
）されている。つまり、レール部材１０の一方側端部は、遊技盤３０に対して動かないよ
うに接続されている。
【００２０】
　レール部材１０の他方側端部に設けられた被押圧部１２は、本体部１１の他方端から屈
曲して右上方に延びる第一屈曲部１２１と、そこから屈曲して中央側に向かって延びる第
二屈曲部１２２と、を含む（図３～図５等参照）。後述する押圧部材２０に押圧されてい
ない状態において、本実施形態における本体部１１の他方端と第一屈曲部１２１のなす角
度は略９０度であり、第一屈曲部１２１と第二屈曲部１２２のなす角度は略９０度である
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。つまり、本体部１１の他方側端部と第二屈曲部１２２は略平行である。このように、本
体部１１の他方側端部と被押圧部１２は、略「Ｕ」字形状を呈する。
【００２１】
　図３～図５に示すように、遊技盤３０には、レール部材１０の被押圧部１２が入り込む
空間（以下、取付空間３４と称する）が形成されている。具体的には、被押圧部１２のう
ち、少なくとも第二屈曲部１２２が入り込むように取付空間３４が形成されている。取付
空間３４は、前後方向における位置が湾曲面３１と略同じになるように設定される。また
、取付空間３４は、遊技盤３０における遊技領域３０ａを構成する部分（レール部材１０
の本体部１１）よりも外側に設けられる。本実施形態では、遊技盤３０の右上に取付空間
３４が形成される。遊技盤３０の下側には遊技領域３０ａに向かって出射される遊技球が
通過する通路の入り口部分や、アウト口９９（いずれの入賞口にも入賞しなかった遊技球
が進入する口）等が設けられるため、大きなスペースを確保することができない一方、遊
技盤３０の上側はある程度のスペースを確保することができる。そのため、取付空間３４
（レール部材１０の被押圧部１２が形成される側）は遊技盤３０の上側に設けられること
が好ましい。
【００２２】
　本実施形態における遊技盤３０は、板状の後側部材３０２（本発明における後側部分に
相当する）と、取付空間３４が形成された板状の前側部材３０１（本発明における前側部
分に相当する）と、を有し（図５（ｂ）参照）、両部材が前後方向に張り合わされるよう
にして一体化されている。後側部材３０２は遊技領域３０ａを構成する部分であり、前側
部材３０１は遊技領域３０ａの外側（以下、遊技領域外３０ｂと称する）を構成する部分
であるともいえる。このように、後側部材３０２に対し前側部材３０１を固定する構造と
することで、両部材の境界部分（前方から見たときにおける境界部分）に遊技領域３０ａ
と遊技領域外３０ｂを区画する段差が生じることになる。当該段差面が湾曲面３１として
機能するようにしてもよい。なお、本実施形態のように、前側部材３０１と後側部材３０
２という二つの部材を組み合わせて遊技盤３０を構成するのではなく、両部材に相当する
部分が設けられた遊技盤３０を一体成形により構成したものとしてもよい。
【００２３】
　取付空間３４は、前側部材３０１に形成されている。取付空間３４は、前側部材３０１
を前後方向に貫くように形成される貫通孔であってもよいし、前側部材３０１の前面３０
１１（遊技領域外３０ｂを構成する面）から後方にむかって窪む凹部であってもよい。本
実施形態における取付空間３４は、前方に向かって開口する有底の凹部である。当該取付
空間３４の底壁３４３は、前側部材３０１自体によって構成されるもの（前側部材３０１
に形成される凹部の底）であってもよいし、後側部材３０２によって構成されるもの（前
側部材３０１に形成される貫通孔２１１の後側開口を後側部材３０２が覆う構成）であっ
てもよい。本実施形態では、取付空間３４内に入り込む被押圧部１２の第二屈曲部１２２
の後方側端縁が、上記底壁３４３に接した状態にある。
【００２４】
　そして、本実施形態では、取付空間３４の前後方向位置と、レール部材１０の本体部１
１の前後方向位置が略一致する（図５（ｂ）参照）。取付空間３４は前側部材３０１に形
成されるものであるのに対し、本体部１１は遊技領域３０ａに面する湾曲面３１に密着す
るように設けられる部材であるが、取付空間３４は前側部材３０１に形成された前方に向
かって開口する有底の凹部であるため、その凹んだ分底壁３４３が後方に位置することに
なる。つまり、取付空間内３４に入り込む被押圧部１２（第二屈曲部１２２）と本体部１
１の前後方向におけるずれは小さいため、レール部材１１の形状が複雑になってしまう（
本体部１１と被押圧部１２とが前後方向にずれた形状とすること等）ことが抑制される。
図５（ｂ）から分かるように、本実施形態では、取付空間３４に入り込む被押圧部１２（
第二屈曲部１２２）の一部が、前側部材３０１の前面３０１１から前方に突出している。
被押圧部１２（第二屈曲部１２２）の一部が取付空間３４から突出しているともいえる。
つまり、被押圧部１２（第二屈曲部１２２）の一部を取付空間３４から突出させても問題
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がない。このような被押圧部１２の形状とすれば、レール部材１１全体の形状が複雑にな
ってしまうことを抑制する効果をさらに高めることが可能である。
【００２５】
　取付空間３４を囲む壁面として、上記底壁３４３と、第一対向壁３４１と、第二対向壁
３４２が設定されている。第一対向壁３４１および第二対向壁３４２は、被押圧部１２の
第二屈曲部１２２と対向する。なお、ここでいう「対向する」とは、平面方向において被
押圧部１２と両壁が向かい合うという意味であって、両者が平行であることまで必要とす
る意味ではない。
【００２６】
　図２～図４、図６に示す押圧部材２０は、遊技盤３０と同様に合成樹脂材料で形成され
た部材であって、上記被押圧部１２を押圧する部材である。本実施形態における押圧部材
２０は、ベース部２１、押圧部２２、および位置決め部２３を有する。ベース部２１は、
平面視が略三角形状の部分であり、その位置の頂点側に貫通孔２１１が形成されている。
遊技盤３０におけるレール部材１０の他方側端部が位置する部分には、当該貫通孔２１１
に通された係止部材２０ａ（例えばねじ）を係止することができる係止部３２が設けられ
ている。つまり、押圧部材２０は、貫通孔２１１に通された係止部材２０ａによって、遊
技盤３０に設けられた係止部３２に取り付けられる。
【００２７】
　押圧部２２は、ベース部２１の後側から後方に向かって突出するように形成された突起
であって、上記貫通孔２１１から離れた位置に設けられている。かかる押圧部２２は、上
記レール部材１０の被押圧部１２と、取付空間３４に面する第一対向壁３４１とに接触す
る。本実施形態では、押圧部２２は、被押圧部１２の第二屈曲部１２２と第一対向壁３４
１との間に挟まれつつ両者に接した状態にある（図３参照）。
【００２８】
　図６に示すように、本実施形態における押圧部２２は、ベース部２１側の部分である基
端部分２２１と、先端側の部分である先端に向かって先細となる先細部分２２２とを有す
る。基端部分２２１は、その断面の大きさが長さ方向において略一定の部分である。本実
施形態では、押圧部材２０が所定位置に取り付けられた状態において、当該基端部分２２
１が第二屈曲部１２２と第一対向壁３４１に接することになる。つまり、押圧部材２０が
取り付けられていない状態における第二屈曲部１２２と第一対向壁３４１の幅は、基端部
分２２１の幅よりも小さくなるように設定されている。
【００２９】
　一方、先細部分２２２は、被押圧部１２側の面が当該被押圧部１２に平行な平面（前後
方向に沿う平面）であり（以下、当該面を平坦面２２２ａと称する）、第一対向壁３４１
側の面が当該第一対向壁３４１に対して（前後方向に沿う面に対して）傾斜した傾斜面２
２２ｂである（以下、当該面を傾斜面２２２ｂと称する）。なお、当該平坦面２２２ａや
傾斜面２２２ｂの形状は、押圧部２２の先端の角が丸められていることによる形状を考慮
するものではない。平坦面２２２ａは、上記基端部分２２１における被押圧部１２側の面
をそのまま真っすぐ延ばした面であるということができる。一方、傾斜面２２２ｂは、押
圧部２２の先端に近づくに従って、平坦面２２２ａに近づくように傾斜した面であるとい
うことができる。なお、本実施形態における被押圧部１２は、中央に空洞が形成された断
面「コ」の字型形状であるが、当該空洞は成形精度を高めるためのいわゆる肉盗みであっ
て、このような空洞が形成された形状としなくてもよい。
【００３０】
　また、押圧部材２０の位置決め部２３は、押圧部２２と同様に、ベース部２１の後側か
ら後方に向かって突出するように形成された突起である。本実施形態では、押圧部材２０
が所定位置に取り付けられた状態において、当該位置決め部２３は第二対向壁３４２に接
することになる。本実施形態では、位置決め部２３の外側の平坦な面が、第二対向壁３４
２と面接触する。
【００３１】
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　遊技盤３０、レール部材１０、押圧部材２０は、遊技盤ユニット３０ｕを構成する一部
である。つまり、少なくとも上記三つの要素を含むものが一体化され、遊技盤ユニット３
０ｕを構成する。遊技盤ユニット３０ｕには、遊技領域３０ａと遊技領域外３０ｂの境界
の少なくとも一部に沿うように設けられる弾性部材３５を備える。遊技領域３０ａと遊技
領域外３０ｂの境界の少なくとも一部に沿うのであるから、弾性部材３５はレール部材１
０の本体部１１に沿う部分であるということができる。かかる弾性部材３５（図５（ｂ）
参照）は、閉位置にある前面枠９１に支持されたガラス枠９２に密着する。これにより、
遊技領域３０ａと遊技領域外３０ｂが仕切られた状態となり、遊技領域外３０ｂから遊技
領域３０ａの内側にピアノ線等を進入させることによる不正行為を行うことが困難になる
。
【００３２】
　このように弾性部材３５は、前面枠９１に支持されたガラス枠９２に密着するのである
から、遊技盤ユニット３０ｕにおける最も前方に位置する部材であるということができる
。換言すれば、弾性部材３５の前端面が、遊技盤ユニット３０ｕの前端面であるというこ
とができる。
【００３３】
　そして、本実施形態における押圧部材２０は、その押圧部２２や位置決め部２３が取付
空間３４内内に入り込み、ベース部２１は取付空間３４外に位置することになるところ、
当該ベース部２１は、弾性部材３５の前端面である遊技盤ユニット３０ｕの前端面よりも
後方に位置する。つまり、遊技盤ユニット３０ｕの全体よりも後方に押圧部材２０の全体
が位置することになる。したがって、前面枠９１に支持されたガラス枠９２に対し、押圧
部材２０（ベース部２１）が接触してしまうことが防止される。上述したように、本実施
形態では、押圧部２２や位置決め部２３が入り込む取付空間３４は、遊技盤３０を構成す
る前側部材３０１の前面から後方に向かって窪む凹部であるため、押圧部２２や位置決め
部２３の位置が後寄りになる。つまり、押圧部材２０の位置が後寄りになるため、当該押
圧部材２０を弾性部材３５の前端面よりも後方に位置させることが可能である。
【００３４】
　以下、上記構成を有するレール部材１０の遊技盤３０に対する取付構造（取付方法）に
ついて、一部上記説明と重複するが詳細に説明する。
【００３５】
　まず、遊技盤３０に対してレール部材１０の一方側端部（引掛部１３）を引っ掛ける。
上述したように、本実施形態では、第二引掛部１３２が第二被引掛面３３２（被引掛部３
３）に固定される。
【００３６】
　その状態でレール部材１０の本体部１１を遊技盤３０の湾曲面３１に沿わせつつ、レー
ル部材１０の他方側端部（被押圧部１２）を遊技盤３０の係止部３２付近に位置させる。
具体的には、被押圧部１２の第二屈曲部１２２を取付空間３４内に位置させた状態とする
。
【００３７】
　かかる状態で係止部３２に押圧部材２０を取り付ける。つまり、押圧部材２０の貫通孔
２１１に通した係止部材２０ａを係止部３２に接続する。係止部材２０ａを係止部３２に
接続する前段階においては、押圧部２２の先細部分２２２が第二屈曲部１２２と第一対向
壁３４１の間に入り込むようにして押圧部材２０を押し込んでいくことになる。このよう
にすると、先端の先細部分２２２によって第二屈曲部１２２が第一対向壁３４１からの距
離を大きくするよう押し広げられていく。最終的には、取付空間３４内に入り込んだ押圧
部２２（基端部分２２１）が第二屈曲部１２２と第一対向壁３４１の間に入り込み、両者
に接した状態となる。また、位置決め部２３が第二対向壁３４２に接した状態となる。
【００３８】
　このように押圧部材２０が取り付けられることにより、押圧部２２によって第二屈曲部
１２２が右上の方向に押される。具体的には、第二屈曲部１２２は、第一屈曲部１２１と
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第二屈曲部１２２のなす角度が大きくなる方向に付勢された（弾性変形した）状態となる
。第一屈曲部１２１と第二屈曲部１２２のなす角度が大きくなる方向に付勢されると、本
体部１１と第一屈曲部１２１のなす角度も大きくなる。つまり、レール部材１０（被押圧
部１２）は、押圧部材２０によって本体部１１と第一屈曲部１２１のなす角度が大きくな
る方向に付勢された状態となる。
【００３９】
　このような方向に第一屈曲部１２１（被押圧部１２）が付勢されると、ばね性を有する
材料で形成されたレール部材１０に生ずる応力によって、本体部１１と第一屈曲部１２１
は元の状態に戻ろうとする。つまり、本体部１１は、本体部１１と第一屈曲部１２１とな
す角度が小さくなる方向に移動しようとする。当該方向には、遊技盤３０に形成された湾
曲面３１が位置する。すなわち、押圧部材２０により、本体部１１が湾曲面３１側に付勢
された状態となり、本体部１１と湾曲面３１が密着する。
【００４０】
　このように、本実施形態にかかる遊技機１では、レール部材１０の被押圧部１２が押圧
部材２０に押圧されることにより、レール部材１０の本体部１１が湾曲面３１側に付勢さ
れた状態となる。つまり、押圧部材２０の押圧部２２を被押圧部１２（第二屈曲部１２２
）と第一対向壁３４１の間に挿入するだけでレール部材１０の本体部１１を湾曲面３１に
密着させることができるため、遊技盤３０に対するレール部材１０の取付構造を簡易化す
ることが可能である。
【００４１】
　また、被押圧部１２と第一対向壁３４１の間に挿入される押圧部２２は、先端に向かっ
て先細となる先細部分２２２を有する。したがって、押圧部材２０の押圧部２２を被押圧
部１２（第二屈曲部１２２）と第一対向壁３４１の間に挿入する作業を容易にすることが
可能である。
【００４２】
　また、押圧部２２の先細部分２２２は、被押圧部１２（第二屈曲部１２２）側の面が当
該被押圧部１２に平行な平面（平坦面２２２ａ）であり、第一対向壁３４１側の面が当該
第一対向壁３４１に対して傾斜した傾斜面２２２ｂである。このようにすることで、被押
圧部１２（第二屈曲部１２２）の反作用力により、先細部分２２２の被押圧部１２側が削
れてしまうのを抑制しつつ、押圧部材２０の押圧部２２を被押圧部１２（第二屈曲部１２
２）と第一対向壁３４１の間に挿入する作業を容易にすることが可能である。つまり、本
実施形態では、押圧部２２が合成樹脂材料からなり、被押圧部１２（レール部材１０）が
金属材料からなるため、押圧部２２を押し込む（圧入）する際に押圧部２２が削れてしま
うおそれがあるところ、押圧部２２の先細部分２２２における被押圧部１２（第二屈曲部
１２２）側の面が当該被押圧部１２に平行な平面（平坦面２２２ａ）であるため、当該削
れの発生を抑制することが可能である。
【００４３】
　また、押圧部材２０には、遊技盤３０に形成された第二対向壁３４２に接する位置決め
部２３が設けられているため、押圧部材２０が動くことによってレール部材１０の張り具
合が変化してしまうのを防止することが可能である。
【００４４】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００４５】
　上記実施形態におけるレール部材１０の形状は、遊技球が遊技盤３０の左側の領域を通
って遊技領域３０ａに向けて発射される構成のものである。例えば、遊技球が遊技盤３０
の右側の領域を通って遊技領域３０ａに向けて発射される構成とする場合には、上記実施
形態にかかるレール部材１０の形状（遊技盤３０におけるレール部材１０の取付等に関係
する部分（湾曲面３１等）の形状）を左右反対（左右対称）の形状とすればよい。また、
本実施形態におけるレール部材１０は遊技球を遊技領域３０ａに向けて誘導するために用
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いられるものであるが、遊技球を誘導する箇所に用いられるものであれば、同様の技術思
想が適用可能である。
【００４６】
　また、上記実施形態では、レール部材１０の本体部１１は遊技盤３０の湾曲面３１と密
着していることを説明したが、本体部１１と湾曲面３１との間に別の部材が介在されてい
てもよい。例えば、本体部１１に遊技球が衝突したときの衝撃を和らげるための弾性体（
シート状のゴム材等）が介在されていてもよい。
【００４７】
　上記実施形態から得られる具体的手段（遊技機）を以下に列挙する。
　手段１にかかる遊技機は、湾曲面が形成された遊技盤と、前記湾曲面に沿って配される
遊技球を誘導する本体部、およびこの本体部と一体的に設けられた被押圧部を有するレー
ル部材と、前記被押圧部を押圧することにより、前記本体部が前記湾曲面側に付勢された
状態とする押圧部材と、を備え、前記遊技盤には、前記被押圧部の少なくとも一部が収容
される取付空間が形成されており、前記押圧部材には、少なくとも一部が前記取付空間内
に挿入されて前記被押圧部を押圧する押圧部が設けられていることを特徴とする。
　手段１にかかる遊技機のような構成とすれば、押圧部材の押圧部の少なくとも一部を取
付空間内に挿入することでレール部材を取り付けること（レール部材の本体部を湾曲面に
密接させること）ができる。つまり、レール部材の取付構造を簡易なものとすることが可
能である。
　手段２にかかる遊技機は、手段１に記載の遊技機において、前記取付空間は、遊技球が
進入可能な遊技領域が形成された部分の外側に形成されていることを特徴とする。
　手段２にかかる遊技機のように、取付空間を遊技領域が形成された部分の外側に形成す
ること、すなわち取付空間内に収容される被押圧部の少なくとも一部を遊技領域の外側に
位置させることが可能である。なお、本体部は、遊技球を誘導するものであるため、遊技
領域内に位置する部分である。
　手段３にかかる遊技機は、手段２に記載の遊技機において、前記遊技盤は、前記遊技領
域を構成する後側部分と、当該後側部分の前側に固定される部材であって、前記遊技領域
が形成された部分の外側の部分を構成する前側部分と、を有し、前記取付空間は、前記前
側部分に形成されていることを特徴とする。
　手段４にかかる遊技機は、手段３に記載の遊技機において、前記取付空間は、その前面
から後方に向かって窪むように形成された凹部または貫通孔であることを特徴とする。
　手段３、４にかかる遊技機のようにすることで、遊技領域内に位置する本体部の前後方
向位置と、遊技領域の外側の取付空間内に位置する被押圧部の前後方向位置を同じにする
ことや、前後方向のずれを小さくすることが可能である。つまり、取付空間の前後方向位
置を、遊技領域の前後方向位置に近づける（同じにする）ことで、レール部材の形状が複
雑になってしまう（本体部と被押圧部とを前後方向にずらして形成する等）ことが抑制さ
れる。
　手段５にかかる遊技機は、手段４に記載の遊技機において、前記取付空間に収容される
前記被押圧部の少なくとも一部は、前記前側部分の前面から突出していることを特徴とす
る。
　被押圧部は、前側部分の前面から突出している、すなわち、一部が取付空間外にはみ出
ている状態とすること可能である。つまり、取付空間の大きさや形状等に合わせた形状と
しなければならないわけではない。手段５にかかる遊技機のようにすることで、被押圧部
を含めたレール部材の形状が複雑化してしまうのを抑制することが可能である。
　手段６にかかる遊技機は、手段２から手段５のいずれかに記載の遊技機において、前記
レール部材は、その一端が前記遊技盤の下側に位置し、他端が前記遊技盤の上側に位置す
るように設けられ、少なくとも一部が前記取付空間内に収容される前記被押圧部は、前記
レール部材の他端側に形成されていることを特徴とする。
　遊技盤の下側には、遊技領域に向かって発射される遊技球通路の入口部分や、いずれの
入賞口にも入賞しなかった遊技球を排出するためのアウト口等が設けられるため、取付空



(10) JP 2017-104583 A 2017.6.15

10

20

30

40

間を形成するスペースを確保することが困難である。よって、手段６にかかる遊技機のよ
うに、取付空間は遊技盤の上側に形成されること、換言すれば、被押圧部がレール部材の
他端側（上側）に形成されることが望ましい。
　手段７にかかる遊技機は、手段１から手段６のいずれかに記載の遊技機において、前記
遊技盤、前記レール部材および前記押圧部材を含む遊技盤ユニットを備え、前記遊技盤ユ
ニットの前端よりも後方に前記押圧部材の全体が位置していることを特徴とする。
　手段７にかかる遊技機のような構成とすることで、押圧部材が遊技盤よりも前方に位置
する部材と接触してしまうことが防止される。
【符号の説明】
【００４８】
１　遊技機
１０　レール部材
１１　本体部
１２　被押圧部（レール部材の他方側端部）
１２１　第一屈曲部
１２２　第二屈曲部
１３　引掛部（レール部材の一方側端部）
２０　押圧部材
２１　ベース部
２１１　貫通孔
２２　押圧部
２２１　基端部分
２２２　先細部分
２２２ａ　平坦面
２２２ｂ　傾斜面
２３　位置決め部
３０　遊技盤
３０ｕ　遊技盤ユニット
３０ａ　遊技領域
３０ｂ　遊技領域外
３０１　前側部材
３０１１　前側部材の前面
３０２　後側部材
３１　湾曲面
３２　係止部
３３　被引掛部
３４　取付空間
３４１　第一対向壁
３４２　第二対向壁
３４３　底壁
３５　弾性部材
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