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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄変動ゲームの結果が大当りとなったときに、遊技者の操作に応じて遊技領域内に打
ち出された遊技球を受け入れるべく開放される入賞扉と、係る入賞扉の開放によって受け
入れた遊技球が流入する入賞空間とを有する可変入賞装置を備えた遊技機であって、
　前記入賞空間は、
　流入した遊技球の入賞検知を行う入賞検知スイッチが配設された球導入領域と、
前記入賞扉の開放によって形成された第１の開口部から前記球導入領域に流入する遊技球
の球崩しを行うための球崩し領域とが第２の開口部としての球導入口によって連通されて
なり、
　係る球崩し領域は、
　前記第１の開口部から流入した遊技球を、前記球導入口を介して前記球導入領域に誘導
させるために、前記第２の開口部に向かって下り傾斜をなす第１の底面部と、
　係る前記第１の底面部に遊技球を流入させるための下り傾斜と共に前記第１の開口部に
向かう下り傾斜を有し、且つ前記第１の底面部からの遊技球の流入を阻止するための段差
をもって前記第１の底面部よりも高く形成された第２の底面部とが前記第１の開口部の幅
方向に並設されてなり、
　前記第１の底面部が前記第１の開口部側から前記第２の開口部側に向けて狭くなるよう
に、前記第１の底面部を間にして前記段差の反対側に斜状に形成された壁部と、
　前記第２の底面部が有する前記第１の開口部に向かう下り傾斜によって前記第１の開口
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部側に戻る前記遊技球が前記入賞空間から流出することを防止すると共に、その遊技球が
前記第１の底面部の前記第１の開口部側から流入するように、前記入賞扉が開放された状
態で前記入賞扉の基端に対して前記第１の底面部及び前記第２の底面部の前記第１の開口
部側の端部が低い位置に設置されることにより形成された段差である球止め部と、
　を有することを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１の底面部は、前記遊技領域に遊技球が流入する流入部側に形成されたことを特
徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記段差は、前記第１の開口部から流入した遊技球を前記球導入領域に向けてガイドす
るように斜めに形成されたことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第１の底面部及び／または壁部が更に、前記流入部の設置位置側から前記第１の開
口部に流入した遊技球を前記球導入領域に向けてガイドするような斜状に形成されたこと
を特徴とする請求項２又は３に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記第１の底面部は、異なる傾斜角度で連結された２つの面から形成されていることを
特徴とする請求項１から４の何れかに記載の遊技機。
【請求項６】
　前記第２の底面部の奥方に位置する壁部を更に有し、当該壁部は、前記第１の底面部及
び／又は前記第２の底面部に向かって傾斜し、当該壁部に乗り上げた遊技球が前記第１の
底面部に誘導されるように形成されたことを特徴とする請求項１から５の何れかに記載の
遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、弾球遊技機の一種であるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に
画成した遊技領域の略中央位置に配設されて、枠状に形成された装飾部材の開口部に、液
晶式やドラム式の図柄表示装置が後方から臨み、遊技領域内に打ち込まれた遊技球が、前
記図柄表示装置の下方に配設された始動入賞装置に入賞することを条件として、前記図柄
表示装置が複数種類の図柄を変動表示して図柄変動ゲームを行うものが一般的である。
【０００３】
　そして、この種のパチンコ機は、図柄変動ゲームの結果として図柄表示装置に大当りの
図柄が確定停止すると、遊技領域に配設された可変入賞装置（以下、大入賞口）の入賞扉
が所定回数開放されて打球が入賞し易くなり、多数の遊技球を獲得する機会が遊技者に付
与される大当り遊技が生起されるようになっている。
【０００４】
　ところで、このような大入賞口内には、入賞空間が形成され、その入賞空間は、入賞扉
の開放作動により受け入れた遊技球を、球導入口を介して入賞検知スイッチが配された球
導入領域に導入させるように形成されている。前記入賞空間には、入賞扉の開放作動によ
り、多数の遊技球が受け入れられるため、球導入領域に臨む球導入口にて遊技球がブリッ
ジ等の形成による球詰まりを起こすおそれがあった。ここで、前記球導入口とは、前記球
導入領域に遊技球を誘導するための入口である。この球導入口の大きさは、入賞空間の形
状により、遊技球１つが通過可能な大きさであったり、多数の遊技球が一度に通過可能な
大きさであったりと様々である。
【０００５】
　このような球詰まりが前記球導入口において発生すると、前記大当り遊技の妨げになる
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ことから、多数の遊技球を受け入れても球詰まりを起こさず、スムーズに遊技球を球導入
口に流入させることができる大入賞口が希求されている。
【０００６】
　そこで従来、球導入口において生じる球詰まりを解消してスムーズに遊技球を球導入口
に流入させるべく、前記球導入口に向けて狭窄形成される入賞空間の内壁形状を、前記球
導入口に関して左右非対称に盤面奥に向かって狭窄して、当該球導入口に球３列が楽に通
過可能な幅に形成するなどしていた（例えば、特許文献１）。
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－２３１９４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に例示されているように、球３列が楽に通過可能な幅を球導
入口に形成してしまうと、それに伴って、球導入領域を拡大しなければならず、入賞扉を
開閉させるソレノイド等のアクチュエータやその他の部品の配置に制限を与えてしまうお
それがあった。
【０００９】
　本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的は、球導入領域やそ
の周囲の部品の設置スペース等に制限を与えることなく、簡単な構成で、入賞空間内に受
け入れた遊技球を、球詰まりを生じさせることなく、スムーズに球導入口内に導入させる
ことができる可変入賞装置を備えた遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するための、請求項１記載の発明に係る遊技機は、図柄変動ゲームの結
果が大当りとなったときに、遊技者の操作に応じて遊技領域内に打ち出された遊技球を受
け入れるべく開放される入賞扉と、係る入賞扉の開放によって受け入れた遊技球が流入す
る入賞空間とを有する可変入賞装置を備えた遊技機であって、前記入賞空間は、流入した
遊技球の入賞検知を行う入賞検知スイッチが配設された球導入領域と、前記入賞扉の開放
によって形成された第１の開口部から前記球導入領域に流入する遊技球の球崩しを行うた
めの球崩し領域とが第２の開口部としての球導入口によって連通されてなり、係る球崩し
領域は、前記第１の開口部から流入した遊技球を、前記球導入口を介して前記球導入領域
に誘導させるために、前記第２の開口部に向かって下り傾斜をなす第１の底面部と、係る
前記第１の底面部に遊技球を流入させるための下り傾斜と共に前記第１の開口部に向かう
下り傾斜を有し、且つ前記第１の底面部からの遊技球の流入を阻止するための段差をもっ
て前記第１の底面部よりも高く形成された第２の底面部とが前記第１の開口部の幅方向に
並設されてなり、前記第１の底面部が前記第１の開口部側から前記第２の開口部側に向け
て狭くなるように、前記第１の底面部を間にして前記段差の反対側に斜状に形成された壁
部と、前記第２の底面部が有する前記第１の開口部に向かう下り傾斜によって前記第１の
開口部側に戻る前記遊技球が前記入賞空間から流出することを防止すると共に、その遊技
球が前記第１の底面部の前記第１の開口部側から流入するように、前記入賞扉が開放され
た状態で前記入賞扉の基端に対して前記第１の底面部及び前記第２の底面部の前記第１の
開口部側の端部が低い位置に設置されることにより形成された段差である球止め部と、を
有することを特徴とする。
【００１１】
　かかる構成とすることにより、入賞空間の球崩し領域を第１の底面及び第２の底面から
構成し、前記第１の底面と前記第２の底面との間には段差を形成したので、入賞扉の開放
によって形成された第１の開口部から流入してきた遊技球は必ず第１の底面を流下して球
導入口に導入されることになる。また球導入口に向かって下り傾斜をなす第１の底面部を
、壁部と段差により第１の開口部側から球導入口側に向かって狭く形成し、且つ第２の底
面に第１の開口部側への下り傾斜を設けると共に、その下り傾斜によって導かれる遊技球
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を第１の底面の第１の開口部側から流入されるようにするため入賞扉が開放された状態で
入賞扉の基端に対して前記第１の底面部及び前記第２の底面部の前記第１の開口部側の端
部が低い位置に設置されることにより形成された段差である球止め部を形成したので、第
２の底面からの遊技球は球止め部を介して第１の底面の第１の開口部側から第１の底面に
導入されることになる。
【００１２】
　従って、入賞扉の開放によって受け入れた遊技球が、前記球導入領域と前記球崩し領域
とを連通する第２の開口部としての球導入口に広範囲に導入されることがなく、安定して
スムーズに球導入口に遊技球を導くことができる。
【００１３】
　なお、第２の底面部から第１の底面部に遊技球を流入させるために、第２の底面部は、
段差によって第１の底面部よりも高く形成されているだけでなく、第２の底面部が前記第
１の底面部に対して下り傾斜をなしていることが望ましい。このようにすることによって
、当該第２の底面部上の遊技球は、自ずと前記第１の底面部に流入されることとなる。従
って、第１の底面部上を流下する遊技球の流下方向とは相違する方向から遊技球が流入す
るため、第１の底面部上の遊技球がブリッジを形成して球詰まりを生じる可能性をさらに
低減させることができる。そのため、球導入口を必要以上に拡大させることもなく、スペ
ース効率を向上させることができる。
【００１４】
　上記課題を解決するための、請求項２記載の発明に係る遊技機は、請求項１に記載の遊
技機において、前記第１の底面部は、前記遊技領域に遊技球が流入する流入部側に形成さ
れたことを特徴とする。
【００１５】
　一般に、パチンコ機の遊技領域内には、複数の障害釘が立設されており、それら障害釘
によって形成された流路（ゲージ）に遊技領域の側方から打ち込まれた遊技球が導かれて
、可変入賞装置を含む各種入賞装置に受け入れられるようになっている。ここで、遊技球
の打球力を強くしてしまうと、遊技球は一気に反対側方に飛球してしまい、遊戯領域内に
立設された障害釘に絡むことが困難となる（所謂、死に球となる。）。
【００１６】
　特に、近年では、図柄変動ゲームを表示する表示装置の大型化に伴って、遊技領域の右
側（遊技者から見て）に飛んだ遊技球は、一層、障害釘に絡み難いものとなっている。そ
こで、遊技者の多くは、障害釘によって形成された適正な流路に遊技球を打ち込むことが
できるように、前記遊技領域に遊技球が流入する流入部（遊技領域に向かって左側）から
遊技領域の中央近傍までの間を狙って、打球力を調整しつつ遊技を行っている。その結果
として、遊技球の多くは、遊技領域内において左側を流路とするようになっている。それ
に伴い、可変入力装置を含む各種入賞装置に対する遊技球の入球方向は、その多くが遊技
領域内に遊技球が打ち出される方向となる。
【００１７】
　本発明は、以上の点に知見して、「前記遊技領域に遊技球が流入する流入部側（遊技領
域に向かって左側）」に第１の底面部を位置させることにより、結果として、より多くの
遊技球が入球すると予想される側に第１の底面部を位置させることとなる。第１の底面部
は、球導入口と連接しており、前記球導入口に向かって下り傾斜をなしている関係から、
第２の底面部に比べて遊技球の移送速度が速い。なお、前記流入部が前記遊技領域におい
て右側に位置されていた場合には、前記「遊技領域に遊技球が流入する流入部側」は、遊
技領域に向かって右側を指すこととなり、それに応じて前記第１の底面部は遊技領域に向
かって右側に形成される。
【００１８】
　従って、かかる構成とすることにより、より多くの遊技球が入球すると予想される側に
第１の底面部を位置させることは、より多くの遊技球を迅速に球導入口に移送することに
貢献できるものといえる。



(5) JP 4546806 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

【００１９】
　上記課題を解決するための、請求項３記載の発明に係る遊技機は、請求項１又は２に記
載の遊技機において、前記段差は、前記第１の開口部から流入した遊技球を前記球導入領
域に向けてガイドするように斜めに前記球導入領域に向けて形成されたことを特徴とする
。
【００２０】
　かかる構成とすることにより、設計スペースに制限を与えることなく、遊技球の移送速
度を殺がずに球導入口に向けてスムーズに遊技球を案内することができる。ここで、前記
「第１の開口部から流入した遊技球を前記球導入領域に向けてガイドするように斜めに形
成された段差」とは、例えば、前述の「より多くの遊技球が入球すると予想される側」と
して、遊技領域に向かって第１の底面部を左側に位置させた態様に応じて、前記遊技領域
の左側から右側に斜めに、かつ前記球導入領域に向けて形成された段差を意味するもので
ある。従って、前述したように、前記流入部が前記遊技領域において右側に位置されてい
た場合には、前記「遊技領域に遊技球が流入する流入部側」は、遊技領域に向かって右側
を指すこととなり、それに応じて「第１の開口部から流入した遊技球を前記球導入領域に
向けてガイドするように斜めに形成された段差」は、前記遊技領域の右側から左側に斜め
に、かつ前記球導入領域に向けて形成される。
【００２１】
　上記課題を解決するための、請求項４記載の発明に係る遊技機は、請求項２又は３に記
載の遊技機において、前記第１の底面部及び／または壁部が更に、前記流入部の設置位置
側から前記第１の開口部に流入した遊技球を前記球導入領域に向けてガイドするような斜
状に形成されたことを特徴とする。
【００２２】
　上述のように、可変入賞装置を含む各種入賞装置に対する遊技球の入球方向は、その多
くが遊技領域内に遊技球が打ち出される方向となる。そこで第１の底面部及び／または壁
部を、流入部の設置位置側から第１の開口部に流入した遊技球を球導入領域に向けてガイ
ドするような斜状に形成する。かかる構成をとることにより、遊技球をスムーズに球導入
領域に導くことが可能となる。
【００２３】
　上記課題を解決するための、請求項５記載の発明に係る遊技機は、請求項１から４の何
れかに記載の遊技機において、前記第１の底面部は、異なる傾斜角度で連結された２つの
面から形成されたことを特徴とする。
【００２５】
　上記課題を解決するための、請求項６記載の発明に係る遊技機は、請求項１～５の何れ
かに記載の遊技機において、前記第２の底面部の奥方に位置する壁部を更に有し、当該壁
部は、前記第１の底面部及び／又は前記第２の底面部に向かって傾斜し、当該壁部に乗り
上げた遊技球が前記第１の底面部に誘導されるように形成されたことを特徴とする。
【００２６】
　かかる構成とすることにより、傾斜した前記壁部によって、前記入賞扉の閉鎖時に、入
賞扉との間に遊技球が挟まれてしまった場合であっても、その挟持力を利用して挟まれた
遊技球を前記壁部の傾斜に乗り上げさせた後に、前記傾斜に沿って前記第１の底面部上に
流下させることができ、前記入賞扉の閉鎖時に遊技球が挟まれてしまうことを防いで、遊
技球をスムーズに球導入口に案内する目的に貢献することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　以上説明したように、本発明によれば、球導入領域やその周囲の部品の設置スペース等
に制限を与えることなく、簡単な構成で、入賞空間内に受け入れた遊技球を、球詰まりを
生じさせることなく、球導入口を介して球導入領域にスムーズに導くことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
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　以下、本発明をパチンコ遊技機（以下、「遊技機」という）、及び同遊技機に備えられ
る遊技盤に具体化した一実施形態について図面を参照して説明する。図１は、本実施形態
における遊技機の構成を示す正面図である。また、図２は、本実施形態における遊技盤の
構成を示す正面図である。
【００２９】
　図１に示すように、遊技機１０において機体の外郭をなす外枠１１の開口前面側には、
各種の遊技用構成部材をセットする縦長方形の中枠１２が開閉及び着脱自在に組み付けら
れている。また、前記中枠１２の前面側には、機内部に配置された遊技盤１３を透視保護
するためのガラス枠を備えた前枠１４と上球皿１５が共に横開き状態で開閉可能に組付け
整合されている。さらに、前記中枠１２の下部には下球皿１６、打球発射装置１７等が装
着されている。
【００３０】
　また、図２に示すように、遊技盤１３の盤面には、誘導レール２０で画成された遊技領
域に打ち出された遊技球（図３，４参照）を案内する多数の遊技釘が配設されており、前
記遊技領域の略中央には、図柄を変動させて図柄変動ゲームを行う図柄表示装置２１が配
置されている。この図柄表示装置２１には、液晶画面からなる可視表示部２１ａが設けら
れており、当該可視表示部２１ａには、複数列（例えば３列）の図柄が各列毎に表示され
るようになっている。また、遊戯盤１３の盤面には、図柄変動ゲームの演出用としてサイ
ドランプ１８も設けられている。
【００３１】
　また、図柄表示装置２１の下方には、ソレノイド（図３（ｃ）参照）により開閉動作を
行う入賞口を供えた始動入賞装置２２が配置されている。さらに、始動入賞装置２２の下
方には、大当り遊技状態となって入賞扉１００ａが開放状態とされたとき、入賞扉１００
ａの開放によって形成された大入賞口（図３（ｂ）参照；本請求項にいう、第１の開口部
）を備えた可変入賞装置１００が配置されている。また、可変入賞装置１００の下方には
、アウト口２３が設けられており、遊技領域を流下しアウト球として機裏側へ排出される
遊技球が通過するようになっている。
【００３２】
　なお、本実施形態においては、図柄表示装置２１の可視表示部２１ａに表示される、例
えば３列の図柄が、同一図柄となる図柄組合せ態様で確定停止した状態が大当り状態とさ
れる。なお、前記確定停止とは、可視表示部２１ａにおいて、各図柄が完全に停止した状
態を示す。そしてこのとき、多数の遊技球を獲得できるチャンスが遊技者に付与される。
また、可視表示部２１ａに表示される図柄が３列で表示される場合、そのうち特定の２列
の図柄が同一図柄となって表示された状態がリーチ状態とされる。また、例えば、全て異
なる図柄となったりして、各図柄が同一図柄とならずに確定停止した状態がはずれ状態と
される。前記大当り状態が特別遊技状態に相当する。
【００３３】
　そして、打球発射装置１７の操作により遊技盤１３の遊技領域に打ち出された遊技球が
始動入賞装置２２の入賞口へ入賞するか、若しくは、始動保留球数の記憶値が１～４であ
る場合、図柄表示装置２１では、前記図柄変動ゲームが行われるようになっている。ここ
で、遊技球が打ち出されることによって遊技盤１３の遊技領域に流入される境界部分を流
入部１９とする。
【００３４】
　なお、「始動保留球数の記憶値」とは、図柄表示装置２１における図柄変動中に始動入
賞装置２２の入賞口に入賞した遊技球の数を所定の上限値（一般的には４）の範囲内で記
憶した値である。そして、前記記憶値が０（零）の場合には始動入賞装置２２の入賞口へ
の遊技球の入賞によって図柄変動ゲームが行われると共に、前記記憶値が０（零）以外の
場合には当該記憶値に基づき図柄変動ゲームが行われる。なお、前記記憶値は、始動入賞
装置２２の入賞口への遊技球の入賞により、＋１され、図柄変動ゲームの開始により－１
される。
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【００３５】
　ここで、可変入賞装置１００について詳しく説明する。図３（ａ）～（ｃ）は、本発明
に係る遊技機の一実施形態における可変入賞装置の構成を示す図であり、図３（ａ）は、
可変入賞装置の正面図、図３（ｂ）は、図３（ａ）におけるＡ－Ａ断面（側面）図、図３
（ｃ）は、図３（ａ）におけるＢ－Ｂ断面（上面）図である。また、図４は、本発明に係
る遊技機の一実施形態における可変入賞装置の構成を示す分解図である。
【００３６】
　図３（ａ）～（ｃ）に示すように、可変入賞装置１００は開閉可能な開閉体としての入
賞扉１００ａ、入賞扉１００ａの開閉を行うためのソレノイド１０２及び作動機構１０２
ａを備えている。入賞扉１００ａは、通常は閉鎖状態になっており、遊技盤１３上を落下
する遊技球の可変入賞装置１００内への入球を阻止している。そして、大当り状態となっ
た場合に、ソレノイド１０２が励磁され、作動機構１０２ａを介して入賞扉１００ａの開
放動作が行われるようになっている。その結果、開放状態となった入賞扉１００ａの内面
（上を向いている面）が、落下してくる遊技球の受け皿となって、可変入賞装置１００内
へ誘導するようになっている。
【００３７】
　また、可変入賞装置１００の機裏側の奥部にはカウントスイッチ１０１が１つ配設され
ている。カウントスイッチ１０１は例えば非接触型の磁気近接スイッチとされており、遊
技球が通過するための通過孔１０１ａが貫通形成されている。通過孔１０１ａは可変入賞
装置１００に入球する遊技球の排出のための経路である球経路（図３（ｂ）参照）の上方
に配置されている。そして、通過孔１０１ａを遊技球が通過することにより、可変入賞装
置１００に入球した遊技球が検出されるようになっている。なお、本実施形態では、カウ
ントスイッチ１０１が本請求項にいう入賞検知スイッチに相当する。また、カウントスイ
ッチ１０１に接触型の機械式スイッチを用いてもよい。
【００３８】
　そして、可視表示部２１ａに表示される図柄が全て一致した際（すなわち、大当り遊技
状態となった場合）には、入賞扉１００ａは、例えば３０秒経過するまで、或いは、１０
個の遊技球が可変入賞装置１００に入るまで開放状態が続くようになっている。そして、
入賞扉１００ａが開放状態の間に入球が許容される数（最大１０個）を、以下「許容入球
数」という。また、この動作は、所定回数（例えば、最大１６回）繰り返して行われるよ
うになっている。
【００３９】
　ここで、図３（ｂ）に示すように、大当り遊技状態となって入賞扉１００ａが開放状態
とされたとき、入賞扉１００ａの開放によって形成された大入賞口（本請求項にいう、第
１の開口部）からカウントスイッチ１０１の通過孔１０１ａまでの可変入賞装置１００の
内部における遊技球の経路は、大入賞口から球導入口Ｇまでの球崩し領域Ｓ１と、球導入
口Ｇから通過孔１０１ａまでの球導入領域Ｓ２から構成される入賞空間内を経路とする。
【００４０】
　球崩し領域Ｓ１は、大入賞口から流入した遊技球群を個別に分散させるための空間であ
り、球導入領域Ｓ２は、可変入賞装置１００の奥方へ進入してくる遊技球の進路を転換さ
せて、通過孔１０１ａに誘導させるための、カウントスイッチ１０１の上方の空間であり
、これら球崩し領域Ｓ１と球導入領域Ｓ２との境界としてゲート形状に形成された開口部
分（本請求項にいう第２の開口部）が球導入口Ｇである。
【００４１】
　この球導入口Ｇは、前記入賞空間の略中央に配設されていることが望ましい。また、球
導入口Ｇの幅は、遊技球の直径２個分と略同等の幅であることが望ましい（図３（ｃ）参
照）。
【００４２】
　また、球導入領域Ｓ２における通過孔１０１ａの上方（可変入賞装置１００の内部）に
は、可変入賞装置１００の奥方へ進入してくる遊技球の進路を、通過孔１０１ａのカウン
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トスイッチ１０１の通過孔１０１ａの存する下方にスムーズに転換させるための誘導突起
１０８が形成されている。
【００４３】
　一方、図３（ｃ）に示すように、球崩し領域Ｓ１には、大入賞口から流入した遊技球を
球導入領域Ｓ２の通過孔１０１ａへ案内する第１の底面部１０３が形成されている。この
第１の底面部１０３は通過孔１０１ａへ向かって僅かに下り傾斜しており、遊技球が通過
孔１０１ａへ導かれ易いようになっている。
【００４４】
　そして、第１の底面部１０３に遊技球を流入させるために第１の底面部１０３方向に下
り傾斜をなし、第１の底面部１０３よりも高い位置に形成され、第１の開口部１０３に向
かって下り傾斜させた第２の底面部１０４が、後述する段差１０６を介して大入賞口の幅
方向に並設されている。なお、図３（ｃ）では、第１の底面部１０３と第２の底面部１０
４とを明確に区別できるように、第１の底面部１０３と第２の底面部１０４とをそれぞれ
異なったハッチング表示とした。
【００４５】
　第２の底面部１０４の奥方には、第１の底面部１０３及び／又は第２の底面部１０４に
向かって傾斜し、第２の底面部１０４から流入してきて乗り上げた遊技球が第１の底面部
１０３に誘導されるように形成された壁部１０５が形成されている。
【００４６】
　また、入賞扉１００ａと球崩し領域Ｓ１との間には、遊技球の流出を阻止するための球
止め部１０７が、例えば溝形状をなして形成されている。
【００４７】
　さらに、第１の底面部１０３は、流入部１９が遊技領域の配設位置に応じて、上方から
見て斜めにカウントスイッチ１０１（通過孔１０１ａ）に向けて斜状に形成されている。
すなわち、流入部１９が遊技領域の左側にある場合には、第１の底面部１０３は、遊技機
の上方から見て、左側から右側にかけて斜めに形成されている。
【００４８】
　これは、流入部１９が遊技盤の左側に配設された遊技機において大当り状態となったと
きに、可変入賞装置１００の入賞扉１００ａが開放することによって形成された大入賞口
内に対して、遊技者の多くが前記大入賞口の左側から遊技球を流入させることを想定し、
より多くの遊技球を可変入賞装置１００内に流入させるためである。そのため、第１の底
面部１０３と第２の底面部１０４の境界である段差も、流入してきた遊技球をカウントス
イッチ１０１の通過孔１０１ａに誘導（ガイド）するように、第１の底面部１０３の形成
方向に応じて斜めに形成される。また、球崩し領域Ｓ１には、第１の底面部１０３の形成
方向に応じて斜めに切り立たせた壁部１０９も第１の底面部１０３の奥方に形成される。
【００４９】
　従って、第１の底面部１０３は、流入部１９の形成位置に応じて大入賞口の左右どちら
かに形成されるかが決定され、第１の底面部１０３が通過孔１０１ａに向かう方向も、流
入部１９の形成位置に応じて決定される。具体的には、流入部１９が遊技領域の左側に配
設された場合には、遊技領域正面（大入賞口）から見て左側に第１の底面部１０３が形成
され、その第１の底面部１０３は、遊技領域正面（大入賞口）から見て左側から右側にか
けて斜めに形成されていることが望ましい。
【００５０】
　図４は、本実施形態の可変入賞装置１００の分解図である。図４に示すように、本実施
形態の可変入賞装置１００は、前述した入賞扉１００ａと、通過孔１０１ａが形成された
カウントスイッチ１０１と、ソレノイド１０２と、作動機構１０２ａとが可変入賞装置構
成ブロック１００ｂ～１００ｄ及び可変入賞装置パネル１００ｅに組み込まれてなる。こ
のうち、本実施形態では、開放された入賞扉１００ａによって形成された大入賞口（第１
の開口部）から流入した遊技球をカウントスイッチ１０１の通過孔１０１ａに誘導を担当
するべく形成された可変入賞装置構成ブロック１００ｂについて説明する。
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【００５１】
　図５は、可変入賞装置構成ブロック１００ｂの構成を示す図であり、図５（ａ）は、球
導入領域Ｓ２側からの斜視図、図５（ｂ）は上面図、図５（ｃ）は、大入賞口側からの斜
視図である。
【００５２】
　図５（ａ）～図５（ｃ）に示すように、第１の底面部１０３と、段差１０６と、第２の
底面部１０４と、壁部１０５と、壁部１０９と、壁部１０５と壁部１０９との間に形成さ
れた球導入口Ｇ（ハッチングで表示）と、壁部１０５及び壁部１０９に対向する入賞扉１
００ａとによって、球崩し領域Ｓ１が形成される。
【００５３】
　図５（ａ）に示すように、可変入賞装置構成ブロック１００ｂは、前述したように、球
導入領域Ｓ２側に配置されるカウントスイッチ１０１の通過孔１０１ａに対して下り傾斜
をなす第１の底面部１０３と、段差１０６を介して大入賞口側（遊技機前面方向）に並設
された第２の底面部１０４とからなる。
【００５４】
　第２の底面部１０４は、第１の底面部に向かって下り傾斜した面一の面をなしており、
第２の底面部１０４の奥方（球導入領域Ｓ２側）には、例えば、第２の底面部１０４で前
記奥方に跳ね返った遊技球を第１の底面部１０３に誘導するための傾斜面１０５ａが壁部
１０５の一部として形成されている。
【００５５】
　また、第２の底面部１０４は、大入賞口側（遊技機前面方向）に向かって僅かに下り傾
斜した面をなしている。
【００５６】
　図５（ｂ）に示すように、第２の底面部１０４の縁部（段差１０６の上端部）は、遊技
機の左側方向から右側方向にかけて斜めに形成されている。これは、前述したように、流
入部１９（図２参照）が遊技領域の左側に配設されたことに応じたものであり、第１の底
面部１０３上の奥方に形成される壁部１０９も大入賞口側の面が、段差１０６と同様に遊
技機の左側方向から右側方向にかけて斜めに形成されている。
【００５７】
　なお、第１の底面部１０３は、面一の傾斜面でなく、高低差を生じさせることなく球導
入口Ｇに対して下り傾斜をなしていれば、遊技機の左右方向に所定の角度をなして連結さ
れた２つの面（１０３ａ及び１０３ｂ）から構成されてもよい。
【００５８】
　図５（ｃ）に示すように、壁部１０５に形成された傾斜面１０５ａは、第２の底面部１
０４の奥方に立設した垂直面１０５ｂに対して所定の角度で切り欠かれた面であり、第２
の底面部１０４で跳ね返った遊技球が第１の底面部１０３に誘導されやすいように、当該
面が第１の底面部１０３に向かって広がるように形成されている。
【００５９】
　また、段差１０６は、第１の底面部１０３を流下中の遊技球が第２の底面部に流入する
ことを阻止するために、第１の底面部１０３に対して所定の角度（ほぼ直角以下）で傾斜
した面に形成されている。
【００６０】
　さらに、第１の底面部１０３及び第２の底面部の大入賞口側（遊技機前面方向）の端部
は、大当り状態となったときに、遊技球が入賞空間内に流入しやすいように、入賞扉１０
０ａの下端とほぼ同じ高さか、それよりも低い位置に設置されている。
【００６１】
　次に、本発明に係る遊技機の一実施形態における可変入賞装置内の遊技球の挙動につい
て図面を参照して以下に説明する。図６～図８は、本発明に係る遊技機の一実施形態にお
ける可変入賞装置内の遊技球の挙動を示す上面図である。なお、以下の説明は、遊技領域
内において流入部１９（図２参照）が左側にある場合を例にして説明する。
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【００６２】
　図６に示すように、図柄変動ゲームの結果が大当りとなったときに、ソレノイド１０２
及び作動機構１０２ａにより入賞扉１００ａが開放され、遊技者の操作に応じて流入部１
９（図２参照）を経て遊技領域内に打ち出される。遊技領域内を流下した遊技球は、入賞
扉１００ａに引っ掛かり、第１の底面部１０３又は第２の底面部１０４に流入する（図６
では、遊技球が第１の底面部１０３に流入した場合を図示）。
【００６３】
　第１の底面部１０３に流入した遊技球は、カウントスイッチ１０１の通過孔１０１ａに
向かって下り傾斜し、かつ遊技領域の左側から右側に向かって斜めに向けられた第１の底
面部１０３に沿って流下し、球導入口Ｇ（図３（ｂ）参照）を経て球導入領域Ｓ２に至る
。球導入領域Ｓ２において遊技球は、前述した誘導突起１０８（図３（ｂ）参照）によっ
てスムーズにカウントスイッチ１０１の通過孔１０１ａに落とし込まれる。
【００６４】
　このような挙動は、入賞領域内に流入した１つの遊技球が、第１の底面部１０３に直接
流入した場合について示したものである。そこで、入賞領域内に流入した１つの遊技球が
、第２の底面部１０４に直接流入した場合には、第２の底面部１０４が第１の底面部１０
３及び大入賞口側（遊技機前面方向）に向かって下り傾斜しているため、図７に示すよう
に、第２の底面部１０４に流入した遊技球は、大入賞口側（遊技機前面方向）に若干回り
込むようにして第１の底面部１０３に流入する。このとき、球止め部１０７により、遊技
球は入賞扉１００ａよりも外側に流出することが抑制される。
【００６５】
　ここで、第２の底面部１０４は第１の底面部１０３に向かってのみ下り傾斜してもよい
が、本実施形態では、入賞領域内に流入する多数の遊技球を想定し、第１の底面部１０３
を流下する他の遊技球に対して第１の底面部１０３にて合流させる際に、ある程度の時間
差をもたせるべく、遊技球が大入賞口側（遊技機前面方向）に若干回り込むように第２の
底面部１０４を大入賞口側（遊技機前面方向）に向かって下り傾斜させる構成をも採用し
た。
【００６６】
　一方、入賞扉１００ａの閉鎖時に、入賞扉１００ａと壁部１０５における垂直面１０５
ｂとの間に遊技球が挟まれてしまった場合であっても、その挟持力を利用して挟まれた遊
技球を傾斜面１０５ａに乗り上げさせた後に、傾斜面１０５ａに沿って第１の底面部１０
３上に流下させることができ、入賞扉１００ａの閉鎖時に遊技球が挟まれてしまうことを
防いで、遊技球をスムーズに球導入口Ｇに案内する目的に貢献することができる。
【００６７】
　従って、図８に示すように、実際の大当り遊技中における入賞空間への遊技球の流入は
、第１の底面部１０３に直接流入する遊技球と、第２の底面部１０４に直接流入し、第２
の底面部１０４がなす下り傾斜によって回り込むように第１の底面部１０３に流入する遊
技球とに分散され、第１の底面部１０３を流下する遊技球は、段差１０６の形成により第
２の底面部１０４に流入することなく球導入口Ｇを経てカウントスイッチ１０１の通過孔
１０１ａに落とし込まれる。
【００６８】
　特に、第１の底面部１０３は、段差１０６が遊技領域における流入部１９（図２参照）
の設置位置に応じた斜状をなしている関係から、大入賞口から球導入領域Ｓ２にかけて段
差１０６と同様に斜状に形成されている。これに加え、第１の底面部１０３は球導入領域
Ｓ２に向かって下り傾斜をなしているから、第１の底面部１０３における遊技球の移送速
度と、第２の底面部における遊技球の移送速度との差が大きくなり、球詰まりを生じさせ
ることなく、遊技球を球導入領域Ｓ２にスムーズに導くことができる。
【００６９】
　以上説明したように、本発明によれば、入賞空間の球崩し領域Ｓ１を第１の底面１０３
及び第２の底面１０４が大入賞口の幅方向に並設するように構成し、第１の底面１０３と



(11) JP 4546806 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

第２の底面１０４との間には段差１０６を形成したので、入賞扉１００ａの開放によって
形成された大入賞口から流入してきた遊技球は第１の底面１０３を直接流下して球導入口
Ｇに導入される遊技球と、第２の底面１０４から第１の底面１０３に流入して球導入口Ｇ
に導入される遊技球とに分散され、球導入領域Ｓ２やその周囲の部品の設置スペース等に
制限を与えることなく、簡単な構成で、球詰まりを生じさせることなく、球導入口Ｇを介
して球導入領域Ｓ２にスムーズに導くことができる。
【００７０】
　また、本発明によれば、遊技領域における流入部１９の設置位置に応じて第１の底面部
１０３を形成したので、より多くの遊技球が入球すると予想される側に第１の底面部１０
３を位置させることとなり、より多くの遊技球を迅速に球導入口に移送することに貢献で
きる。
【００７１】
　また、本発明によれば、大入賞口から流入した遊技球をガイドするように斜めに球導入
領域Ｓ２に向けて段差１０６を形成したので、設計スペースに制限を与えることなく、遊
技球の移送速度を殺がずに球導入口Ｇに向けてスムーズに遊技球を案内することができる
。
【００７２】
　また、本発明によれば、第２の底面部１０４を大入賞口に向かって下り傾斜させ、入賞
扉１００ａと前記入賞空間との間に遊技球の流出を阻止するための球止め部１０７を形成
したので、球導入口Ｇを混雑させることなく、第１の底面部１０３上に存する遊技球を後
方から押圧せしめ、遊技球のスムーズな流下に貢献することができる。
【００７３】
　また、本発明によれば、第２の底面部１０４の奥方の壁部１０５に、第１の底面部１０
３及び／又は第２の底面部１０４に向かって傾斜させた傾斜面１０５ａを形成し、壁部１
０５に乗り上げた遊技球が第１の底面部１０３に誘導されるようにしたので、入賞扉１０
０ａの閉鎖時に、入賞扉１００ａとの間に遊技球が挟まれてしまった場合であっても、そ
の挟持力を利用して挟まれた遊技球を傾斜面１０５ａに乗り上げさせた後に、傾斜面１０
５ａに沿って第１の底面部１０３上に流下させることができ、入賞扉１００ａの閉鎖時に
遊技球が挟まれてしまうことを防いで、遊技球をスムーズに球導入口Ｇに案内する目的に
貢献することができる。
【００７４】
　また、本発明によれば、図柄変動ゲームの結果が大当りとなったときに、上方から大入
賞口に遊技球が流入するように入賞扉１００ａを開放可能としたので、遊技球を受け入れ
やすくする一方で、一旦受け入れた遊技球が大入賞口から流出してこぼれ落ちることを、
入賞扉１００ａにより防止することができる。
【００７５】
　次に、上記実施形態から把握できる技術的思想について以下に追記する。
【００７６】
　　（イ）　前記入賞空間の略中央に、球導入口が配設されたことを特徴とする請求項１
～６の何れかに記載の遊技機。
【００７７】
　　（ロ）　前記球導入口の幅は、遊技球の直径２個分と略同等の幅であることを特徴と
する（イ）に記載の遊技機。
【００７８】
　　（ハ）　球導入領域に配設される入賞検知スイッチが１つであることを特徴とする請
求項１～６、上記（イ）及び（ロ）の何れかに記載の遊技機。
【００７９】
　　（ニ）　前記入賞検知スイッチに遊技球を誘導する誘導突起が前記入賞検知スイッチ
の上方に形成されたことを特徴とする請求項１～６及び上記（イ）～（ハ）の何れかに記
載の遊技機。
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【００８０】
　　（ホ）　前記段差が前記第１の底面部に対してなす角度がほぼ直角以下であることを
特徴とする請求項１～６及び上記（イ）～（ニ）の何れかに記載の遊技機。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明に係る遊技機の一実施形態における構成を示す正面図。
【図２】本発明に係る遊技機の一実施形態における遊技盤の構成を示す正面図。
【図３】本発明に係る遊技機の一実施形態における可変入賞装置の構成を示す図。
【図４】本発明に係る遊技機の一実施形態における可変入賞装置の構成を示す図。
【図５】本発明に係る遊技機の一実施形態における可変入賞装置の構成を示す図。
【図６】本発明に係る遊技機の一実施形態において遊技球が可変入賞装置に流入する際の
態様を示す上面図。
【図７】本発明に係る遊技機の一実施形態において遊技球が可変入賞装置に流入する際の
態様を示す上面図。
【図８】本発明に係る遊技機の一実施形態において遊技球が可変入賞装置に流入する際の
態様を示す上面図。
【符号の説明】
【００８２】
　１０　遊技機
　１１　外枠
　１２　中枠
　１３　遊技盤
　１４　前枠
　１５　上球皿
　１６　下球皿
　１７　打球発射装置
　１８　サイドランプ
　１９　流入部
　２０　誘導レール
　２１　図柄表示装置
　２２　始動入賞装置（始動入賞口）
　２３　アウト口
　１００　可変入賞装置（大入賞口）
　１００ａ　入賞扉
　１００ｂ～１００ｄ　可変入賞装置構成ブロック
　１００ｅ　可変入賞装置パネル
　１０１　カウントスイッチ
　１０１ａ　通過孔
　１０２　ソレノイド
　１０２ａ　作動機構
　１０３　第１の底面部
　１０４　第２の底面部
　１０５　壁部
　１０５ａ　傾斜面
　１０５ｂ　垂直面
　１０６　段差
　１０７　球止め部
　１０８　誘導突起
　１０９　壁部
　Ｇ　球導入口
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　Ｓ１　球崩し領域
　Ｓ２　球導入領域

【図１】 【図２】
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