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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後に開口する開口部が形成された遊技盤と、
　前記遊技盤の開口部に配設され、点灯または消灯がなされる発光体と、
　前記遊技盤の盤面に配設されて前記発光体よりも前側に位置して該遊技盤の開口部を覆
うと共に、裏側から前記遊技盤の開口部の内部に延出する仕切り壁を備え、当該仕切り壁
により当該開口部内側の内部空間を複数の照明室に区画するよう構成された第１のレンズ
部と、
　前記第１のレンズ部の前方に位置する第２のレンズ部と、
　前記第２のレンズ部を前記第１のレンズ部に対して遊技球の直径よりも大きい間隔を隔
てて接続する接続部とを備え、
　前記接続部は、遊技領域を画成する案内レールよりも遊技領域側に位置するよう設けら
れて前記第１および第２のレンズ部の間を通過する遊技球が接触可能に湾曲するよう形成
され、
　前記第２のレンズ部は、前記第１のレンズ部に対して前後方向に少なくとも一部が重な
るよう構成され、
　前記第１のレンズ部と第２のレンズ部が前後に重なった領域の後方において前記複数の
照明室に、両レンズ部が前後に重なる領域および両レンズ部が前後に重ならない領域に対
して光を照射し得るよう前記発光体が設置され、
　前記第１のレンズ部および前記第２のレンズ部の夫々を、前記発光体の光から照射され
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る光の拡散態様が異なる形態となるよう構成すると共に、
　前記第１のレンズ部と前記第２のレンズ部との間に、当該第２のレンズ部で覆われた状
態で遊技球が流下可能な複数の球流下経路が形成された
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技盤に形成された遊技領域内で遊技球を流下させて遊技が行われるよう
構成された遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、遊技盤の盤面に画成した遊技領域の略中央位置に
枠状に形成された枠状装飾体(所謂センター役物)が配設されており、この枠状装飾体の開
口部を介して複数の図柄を変動表示して図柄変動演出を行なう液晶式やドラム式等の図柄
表示装置を後方から臨ませると共に、該遊技盤における枠状装飾体の下方位置に、パチン
コ球(遊技球)の入賞により図柄表示装置での変動を開始させる始動入賞装置や大当り時等
に開放する特別入賞装置を配設するよう構成されたものが多数提案されている。このよう
なパチンコ機では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植設された遊
技釘等との接触により跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過
程で前記始動入賞装置に入賞することにより、前記図柄表示装置で図柄変動に伴うリーチ
演出等の各種の遊技演出がなされ、該図柄表示装置に図柄が所定の組み合わせで停止する
ことにより所謂大当りが発生し、遊技盤に設けられた特別入賞装置が開放して多数の賞球
を獲得し得るよう構成される。また、前述したパチンコ機では、遊技盤の遊技領域内に照
明装置が配設されており、照明装置を発光させることで遊技盤を装飾したり、前記図柄表
示装置で行われる演出に合わせて照明装置を発光させて演出効果を高めることが行なわれ
ている(例えば、特許文献１,２参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－２３０９７号公報
【特許文献２】特開２０００－３５４６５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年は、遊技盤の大型化が進んでおり、また図柄表示装置で行われる遊技演
出の内容も複雑化していることから、照明装置の発光による装飾効果や演出効果を向上す
ることがより一層強く求められている。そこで、照明装置において遊技領域に露出する前
面レンズ部材を大きくしたり厚みを持たせれば、照明装置の発光による装飾効果や演出効
果の向上が期待できる。しかしながら、特許文献１のように、前記遊技盤に配設された照
明装置の前面レンズ部材を、遊技盤の盤面より前側に突出させて設ける構成にあっては、
前記前面レンズ部材を大きくすると、遊技盤に遊技釘を設けられるスペースが反対に減少
してしまい、遊技領域を流下するパチンコ球の流れが単調になってパチンコ球の動きの面
白みが損なわれることに繋がりかねない。また、遊技盤の前側には、遊技盤を透視保護す
るガラス板等が設置されており、前面レンズ部材の厚みを持たせるにも限界がある。また
、特許文献２のように、遊技盤に開設した開口部に照明装置を埋め込む構成にあっては、
前面レンズ部材を大きくしようとすれば、遊技盤に大きな開口部を開設する必要があり、
前述と同様に遊技釘の設置スペースが限られてしまう問題が生ずる。また、前面レンズ部
材の厚みを持たせるようにすると、厚みを持たせた分だけ遊技盤の盤面(前面)から前面レ
ンズ部材が突出してしまい、遊技領域を流下するパチンコ球が接触して損傷することにも
繋がりかねない。この場合には、前面レンズ部材(開口部)の周囲に遊技釘を設けることで
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パチンコ球の接触を防止し得るものの、遊技釘によりパチンコ球の流路が限られてしまい
、遊技領域を流下するパチンコ球の流れが単調になる欠点がある。
【０００５】
　すなわち本発明は、従来の技術に内在する前記課題に鑑み、これを好適に解決するべく
提案されたものであって、遊技球の流路を確保しつつ発光による装飾効果を向上可能な照
明手段を備えた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】
【０００６】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本発明の請求項１に係る発明は、
　前後に開口する開口部(23e)が形成された遊技盤(21)と、
　前記遊技盤(21)の開口部(23e)に配設され、点灯または消灯がなされる発光体(110a)と
、
　前記遊技盤(21)の盤面に配設されて前記発光体(110a)よりも前側に位置して該遊技盤(2
1)の開口部(23e)を覆うと共に、裏側から前記遊技盤(21)の開口部(23e)の内部に延出する
仕切り壁(202)を備え、当該仕切り壁(202)により当該開口部(23e)内側の内部空間(S)を複
数の照明室(204)に区画するよう構成された第１のレンズ部(61)と、
　前記第１のレンズ部(61)の前方に位置する第２のレンズ部(71)と、
　前記第２のレンズ部(71)を前記第１のレンズ部(61)に対して遊技球の直径よりも大きい
間隔を隔てて接続する接続部(75)とを備え、
　前記接続部(75)は、遊技領域(21a)を画成する案内レール(22)よりも遊技領域(21a)側に
位置するよう設けられて前記第１および第２のレンズ部(71)の間を通過する遊技球が接触
可能に湾曲するよう形成され、
　前記第２のレンズ部(71)は、前記第１のレンズ部(61)に対して少なくとも一部が前後方
向に重なるよう構成され、
　前記第１のレンズ部(61)と第２のレンズ部(71)が前後に重なった領域の後方において前
記複数の照明室(204)に、両レンズ部(61,71)が前後に重なる領域および両レンズ部(61,71
)が前後に重ならない領域に対して光を照射し得るよう前記発光体(110a)が設置され、
　前記第１のレンズ部(61)および前記第２のレンズ部(71)の夫々を、前記発光体(110a)の
光から照射される光の拡散態様が異なる形態となるよう構成すると共に、
　前記第１のレンズ部(61)と第２のレンズ部(71)との間に、当該第２のレンズ部(71)で覆
われた状態で遊技球が流下可能な複数の球流下経路(214)が形成されたことを要旨とする
。
　この構成では、第１のレンズ部と第２のレンズ部との間に、遊技球の直径よりも大きな
空間を確保することで、両レンズ部の間を遊技球が通過できるから、遊技球の流路が制限
されることなく遊技球の動きによる演出が可能となる。第１のレンズ部および第２のレン
ズ部を前後に重なるように設けて、発光体の光が両レンズ部を透過し得るよう構成するこ
とにより、発光による装飾効果や演出効果の向上を図り得る。また、第１のレンズ部およ
び第２のレンズ部が前後に重なる領域および両レンズ部が前後に重ならない領域に対して
発光体の光が照射されるようにしたことで、光の照射位置により発光の態様が異なるよう
に見せることができ、装飾効果や演出効果をより一層高めることができる。
　また接続部を湾曲形成して第１および第２のレンズ部の間を通過する遊技球を誘導可能
に構成したことで、発光による装飾効果や演出効果を高めつつ、遊技球の動きに変化を与
えることができる。
　そして第１のレンズ部および第２のレンズ部の間を通過する遊技球を、該第２のレンズ
部を介して透視することができるから、遊技球の動きを確認しながら遊技を行うことがで
き、遊技球の動きによる面白みを与えることができる。
　また、第１のレンズ部と第２のレンズ部との間に複数の球流下経路を形成することで、
照明手段による装飾効果や演出効果を高めつつ、遊技球の流路を多彩にして、遊技の興趣
を向上することができる。
　また、仕切り壁により開口部内側の内部空間を複数の照明室に区画することで、照明室
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毎にレンズ部に対する光の照射位置を変化させることができるから、発光による装飾効果
や演出効果の向上を図り得る。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る遊技機によれば、照明手段の発光による装飾効果を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機を、中枠に対して前枠を開放した状態で示す概略斜視図であ
って、前枠の透視保護板や遊技盤における案内レールの内側に配設される各種遊技部品を
省略して示す。
【図３】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図４】実施例に係る遊技盤と設置部材とを分解した状態を示し、遊技盤を背面図で示す
と共に、球排出経路部材が取り付けられた設置部材を正面図で示す。
【図５】実施例に係る遊技盤と設置部材とを分解した部分拡大斜視図である。
【図６】(a)は、実施例に係る遊技盤におけるレンズ部材の配設位置を拡大して示す分解
斜視図であり、(b)は、レンズ部材を背面から見た状態で示す分解斜視図である。
【図７】(a)は、実施例に係るレンズ部材を正面から示す斜視図であり、(b)は、レンズ部
材を背面から示す斜視図であり、(c)は、レンズ部材の平面図である。
【図８】(a)は、第１のレンズ部と第２のレンズ部とを分解した状態を、第１のレンズ部
を正面図で示すと共に第２のレンズ部を背面図で示し、(b)は、レンズ部材の右側面図で
あり、(c)は、(b)のＡ－Ａ線断面図である。
【図９】遊技盤の第５装着口と、レンズ部材との関係を示す説明図である。
【図１０】遊技盤におけるレンズ部材の配設位置を拡大して示す説明図であって、第２の
レンズ部の外周から延出する第１のレンズ部を斜線で示す。
【図１１】遊技盤をレンズ部材の配設位置で縦断した拡大断面図である。
【図１２】(a)は、遊技盤をレンズ部材の配設位置で横断した拡大断面図であり、(b)は、
(a)におけるレンズ部材の断面図である。
【図１３】(a)は，球排出経路部材を前側下方から示す斜視図であり、(b)は、球排出経路
部材を背面上方から示す斜視図である。
【図１４】球排出経路部材の分解斜視図である。
【図１５】球排出経路部材と上下の発光基板を分解した状態で示す斜視図である。
【図１６】別例１に係るレンズ部材が配設された遊技盤を、当該レンズ部材の配設位置で
縦断した拡大断面図である。
【図１７】別例２に係るレンズ部材を配設した遊技盤を示し、(a)は、当該レンズ部材の
配設位置で拡大した正面図であり、(b)は、当該レンズ部材の配設位置で横断した拡大断
面図である。
【図１８】別例３に係るレンズ部材を配設した遊技盤を、当該レンズ部材の配設位置で拡
大した正面図である。
【図１９】別例３に係るレンズ部材を配設した遊技盤を、当該レンズ部材の配設位置で縦
断した拡大断面図である。
【図２０】別例３に係るレンズ部材を配設した遊技盤を、当該レンズ部材の配設位置で横
断した拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行なうパ
チンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、
「右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見
た状態で指称する。なお、図中の符号Ｐは、パチンコ球を示している。
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【実施例】
【００１０】
　(パチンコ機１０について)
実施例に係るパチンコ機１０は、図１または図２に示すように、前後に開口する矩形枠状
に形成されて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠
１１の開口前面側に、遊技盤２１を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉お
よび着脱可能に組み付けられて、該遊技盤２１の裏側に、各種図柄を変動表示可能な演出
実行手段としての図柄表示装置１８が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１２の
前面側には、前記遊技盤２１を透視保護するガラス板や透明な合成樹脂材により形成され
た透視保護板１３ｂで前後に開口する窓部１３ａを覆うよう構成された前枠１３が開閉可
能に組み付けられると共に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１５が
開閉可能に組み付けられる。なお、実施例では、前記前枠１３の下部位置に、パチンコ球
を貯留する上球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合わせて上
球受け皿１４も一体的に開閉するよう構成される。なお、実施例では、前記図柄表示装置
１８としては、各種図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が
採用されるが、これに限られるものではなく、ドラム式の図柄表示装置やドットマトリッ
クス式の図柄表示装置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の図柄表
示装置を採用し得る。また、前記上球受け皿１４は、前記前枠１３と別体に形成してもよ
い。なお、球受け皿については、上下２枚の球受け皿１４,１５を備えるものに限らず、
１枚の球受け皿のみを設ける構成であってもよい。
【００１１】
　前記前枠１３の右下方位置には、前記中枠１２に配設された打球発射装置１６を作動す
る操作ハンドル１７が設けられている。前記操作ハンドル１７は、左回転方向に付勢され
た操作レバー１７ａを備えており、該操作レバー１７ａを右回転するよう遊技者が回動操
作することで打球発射装置１６が作動されて、前記上球受け皿１４に貯留されたパチンコ
球が前記遊技盤２１に向けて発射されるようになっている。
【００１２】
(外枠１１について)
　前記外枠１１は、上下左右の４つの枠部材を相互に組み付けることで縦長の矩形枠体と
して構成されるものであって、４つの枠部材で画成される開口領域に対し、前記中枠１２
が開閉および着脱自在に支持されて、外枠１１に対して中枠１２を閉成することで、該外
枠１１の内側に中枠１２が収容されるよう構成される。
【００１３】
(中枠１２について)
　図２に示すように、前記中枠１２は、上縁をなす上枠部１２ａと、下縁をなし、打球発
射装置１６、各種制御装置(図示せず)を設置する設置部として機能する下枠部１２ｂと、
左縁(一方の側縁)をなす左枠部１２ｃと、右縁(他方の側縁)をなす右枠部１２ｄとから構
成されて、これら上下左右の枠部１２ａ,１２ｂ,１２ｃ,１２ｄを組み付けた際に、全体
が外枠１１の開口領域に整合する大きさに形成される。そして、外枠１１に対して中枠１
２の左枠部１２ｃ側が、ヒンジ機構１９を介して回動自在に支持されて、右枠部１２ｄが
施錠装置(図示せず)により施錠されるようになっている。また、中枠１２には、上下左右
の枠部１２ａ,１２ｂ,１２ｃ,１２ｄを組み付けることで前後に開口する遊技盤保持部２
０が画成され、該遊技盤保持部２０に遊技盤２１が着脱自在にセット保持される。図２に
おいて、遊技盤２１の前面に配設されている各種の遊技部品は、後述する案内レール２２
を除いて図示省略してある。また、図２において、前枠１３に配設されている透視保護板
１３ｂも図示省略している。なお、中枠１２における上下左右の各枠部１２ａ,１２ｂ,１
２ｃ,１２ｄの全体或いは一部の枠部を一体成形して中枠１２を形成することも可能であ
る。
【００１４】
(遊技盤２１について)
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　前記遊技盤２１は、図２～図３に示すように、前記中枠１２の遊技盤保持部２０に整合
する略正方形に形成された所定板厚の木材板の表面に、各種絵柄等が描かれた合成樹脂シ
ート(図示せず)等を貼付けて装飾した板部材であって、該遊技盤２１の表面(盤面)に配設
された略円形状に湾曲した案内レール２２により、パチンコ球が流下可能な遊技領域２１
ａが画成されている。また、前記遊技盤２１の裏側には、図４に示す如く、前記図柄表示
装置１８が着脱自在に取り付けられる設置部材８１が配設されており、該設置部材８１に
形成された前後に開口する表示開口部８２ａを介して図柄表示装置１８の表示部を前側か
ら視認し得るよう構成される。
【００１５】
　また、前記遊技盤２１には、ルーター加工等の孔空け加工により前後に貫通する複数(
実施例では５つ)の装着口２３ａ～２３ｅが開設されて、各装着口２３ａ～２３ｅに対し
て各種の遊技盤設置部品(具体的には後述する枠状装飾体４０、始動入賞装置３０、特別
入賞装置３５、普通入賞装置５０、レンズ部材６０等)が前側から取り付けられると共に
、遊技領域２１ａの最下部位置には、該遊技領域２１ａに打ち出されたパチンコ球を排出
するアウト口２４が開設されている。なお、前記装着口２３ａ～２３ｅの形成数は、遊技
盤２１に取り付けられる各種遊技盤設置部品の個数や配設位置等により必要に応じて適宜
変更される。
【００１６】
　ここで、実施例の前記遊技盤２１には、図３に示すように、前記案内レール２２で囲ま
れた遊技領域２１ａの略中央の大部分が開口する第１装着口２３ａに、前後に開口する表
示窓口４０ａが形成された枠状装飾体４０が取り付けられ、該枠状装飾体４０の表示窓口
４０ａを介して図柄表示装置１８の表示面が遊技盤２１の前面側に臨むよう構成されてい
る。なお、実施例では、遊技盤２１に配設された枠状装飾体４０の表示窓口４０ａが、図
柄表示装置１８の表示部を前側から視認可能とする可視部となる。また、前記遊技盤２１
における枠状装飾体４０(第１装着口２３ａ)の下方位置には、遊技領域２１ａの左右幅方
向の略中央に第２装着口２３ｂが開設されており、該第２装着口２３ｂに、遊技領域２１
ａを流下するパチンコ球が入賞可能な第１始動入賞口３０ａを有する始動入賞装置３０が
取り付けられている。なお、実施例のパチンコ機１０では、前記枠状装飾体４０における
特別入賞装置３５の上方に位置に、遊技領域２１ａを流下するパチンコ球が入賞可能な第
２始動入賞口３２ａを有する第２始動入賞装置３２が配設されている。
【００１７】
　そして、前記遊技盤２１における始動入賞装置３０(第２装着口２３ｂ)の右側方に第３
装着口２３ｃが開設されて、遊技領域２１ａを流下するパチンコ球が入賞可能な特別入賞
口３６を有する特別入賞装置３５が取り付けられている。また、前記遊技盤２１における
始動入賞装置３０(第２装着口２３ｂ)の左側方に第４装着口２３ｄが開設されて、遊技領
域２１ａを流下するパチンコ球が入賞可能な普通入賞口５３を有する普通入賞装置５０が
取り付けられている。更に、前記遊技盤２１における枠状装飾体４０(第１装着口２３ａ)
の左側方に第５装着口２３ｅが開設されて、当該第５装着口２３ｅの前側に、該遊技盤２
１の盤面を発光装飾する照明手段を構成するレンズ部材６０が取り付けられている。すな
わち、実施例のレンズ部材６０は、前記始動入賞装置３０へ向けて流下可能なパチンコ球
の流下経路途中に配設されて、発光により発光装飾しつつ、流下するパチンコ球に対する
関心を惹き付けるようになっている。なお、前記第５装着口２３ｅは、上下方向に縦長と
なるよう形成されている。
【００１８】
(第１始動入賞装置３０および第２始動入賞装置３２について)
　前記第１始動入賞装置３０は、第１始動入賞口３０ａが常に上方に開口するよう設けら
れており、遊技盤２１の遊技領域２１ａを流下するパチンコ球が入賞可能な常時開放型の
入賞装置とされている。一方、前記第２始動入賞装置３２は、前記枠状装飾体４０の右下
部に右側方へ開口するよう設けられた第２始動入賞口３２ａと、該第２始動入賞口３２ａ
を開閉する開閉部材３２ｂとを備えており、駆動手段としての図示しないソレノイドの駆
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動に伴って開閉部材３２ｂが揺動変位することで、第２始動入賞口３２ａが開閉するよう
構成される。また、前記第１および第２始動入賞装置３０,３２は、対応する始動入賞口
３０ａ,３２ａに入賞したパチンコ球を検出する図示しない始動入賞球検出センサを備え
ており、各始動入賞球検出センサから制御装置への入賞検出信号の入力に伴って所定数の
賞球が払い出されると共に、該制御装置において大当り抽選が行われて、該大当り抽選の
結果に基づいて前記図柄表示装置１８の図柄変動演出が実行されるようになっている。そ
して、前記図柄表示装置１８での図柄変動演出の結果、該図柄表示装置１８に所定の組み
合わせ(例えば同一図柄の３つ揃い等)で演出図柄が停止表示されることで所謂大当りが発
生し、大当りの発生に伴って前記特別入賞装置３５を所定の開放条件で開放して多数の賞
球を獲得し得る機会が与えられるよう構成されている。なお、前記始動入賞球検出センサ
は、始動入賞口３０ａ,３２ａ毎に設けて入賞球を個別に検出してもよいし、各始動入賞
口３０ａ,３２ａに入賞したパチンコ球を１つのセンサで検出するよう構成してもよい。
【００１９】
(特別入賞装置３５について)
　前記特別入賞装置３５は、図３に示すように、遊技領域２１ａに開口する特別入賞口３
６を開閉自在に閉成する開閉扉３７を備えており、駆動手段としての図示しない第２ソレ
ノイドの駆動に伴って開閉扉３７が作動することで特別入賞口３６が開閉するよう構成さ
れている。また、前記特別入賞装置３５は、前記特別入賞口３６に入賞したパチンコ球を
検出する図示しない特別入賞球検出センサを備えており，該特別入賞球検出センサから制
御装置への入賞検出信号の入力に伴って所定数の賞球が払い出されるようになっている。
【００２０】
(普通入賞装置５０について)
　前記普通入賞装置５０は、図４、図５に示すように、前記遊技盤２１の前面に取着され
て前記第４装着口２３ｄを覆う薄板状の取着部材５１と、該取着部材５１に設けられて第
４装着口２３ｄを介して遊技盤２１の後方へ延在する複数(実施例では３つ)の球受け通路
５２とを備えている。前記球受け通路５２の夫々は、前記取着部材５１の前後に貫通する
よう延在すると共に、該取着部材５１の前後において上方に開口する樋形状に形成されて
おり、各球受け通路５２における取着部材５１(遊技盤２１の前面)から前方へ突出した突
出部分の上方開口部が、前記遊技領域２１ａを流下するパチンコ球が入賞可能な前記普通
入賞口５３として機能している。そして、前記各球受け通路５２の後端部は、前記設置部
材８１に設けられた球排出経路部材９０(後述)に連通接続するよう構成されており、各普
通入賞口５３に入賞したパチンコ球を対応の球受け通路５２を介して球排出経路部材９０
に誘導して遊技盤２１の外部に排出するよう構成されている。なお、前記球受け通路５２
の前端部には、装飾飾り部５２ａが取付けられている。ここで、前記取着部材５１および
装飾飾り部５２ａの夫々は、光透過性を有する部材により形成されており、後述する球排
出経路部９１に設けられたＬＥＤ１１２ａから取着部材５１および装飾飾り部５２ａへ照
射された光が遊技盤２１の前方へ照射されて、遊技盤２１を装飾するようになっている。
また，前記普通入賞装置５０の上部には、光透過性の装飾飾り部５４が設けられており、
後述する基板支持部１０５には移設された下部発光基板１１１のＬＥＤ１１２ａからの光
を透過して遊技盤２１を装飾するよう構成されている。
【００２１】
　また、図３に示すように、前記遊技盤２１には、前記遊技領域２１ａ内に多数の遊技釘
２６が設けられており、遊技釘２６との接触によりパチンコ球の流下方向が不規則に変化
するよう構成されている。また、前記枠状装飾体４０の左側方には、遊技領域２１ａを流
下するパチンコ球の接触に伴って回転する回転案内部材２７が回転自在に支持されている
。前記回転案内部材２７は、所謂「風車」とも称される部材であって、遊技領域２１ａを
流下するパチンコ球が接触することで前記回転案内部材２７が左右方向に回転されて、パ
チンコ球が回転案内部材２７の回転方向に弾くよう放出されるようになっている。
【００２２】
　また、前記遊技盤２１には、図３に示すように、前記第１始動入賞装置３０の第１始動
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入賞口３０ａと前記回転案内部材２７との間に、前記遊技釘２６が直線状に連続して設け
られている。ここで、以下の説明では、前記第１始動入賞装置３０および回転案内部材２
７の間に直線状に連続する遊技釘群を案内連釘２６Ａと指称する場合がある。すなわち、
前記回転案内部材２７の回転に伴って右方向(始動入賞装置３０側)に放出されることで、
前記案内連釘２６Ａ上にパチンコ球が移動するようになっている。前記案内連釘２６Ａは
、前記第１始動入賞装置３０の始動入賞口３０ａに向けて下方傾斜するよう配置されてお
り、前記回転案内部材２７から放出されたパチンコ球を第１始動入賞装置３０の第１始動
入賞口３０ａへ案内するよう構成される。すなわち、前記案内連釘２６Ａは、前記回転案
内部材２７の回転により放出されたパチンコ球を第１始動入賞装置３０へ案内する案内部
として機能している。なお、前記案内連釘２６Ａを構成する遊技釘２６は、適宜位置(実
施例では２箇所)でパチンコ球が通過可能な隙間が空くよう設けられており、該案内連釘
２６Ａ上を移動するパチンコ球が落下し得るようになっている。
【００２３】
(レンズ部材６０について)
　前記レンズ部材６０は、図５～図１２に示すように、前記遊技盤２１に開設された前記
第５装着口２３ｅの開口前側を覆う第１のレンズ部６１と、該第１のレンズ部６１の前方
に離間して位置するよう配置された第２のレンズ部７１とを備え、当該第１のレンズ部６
１および第２のレンズ部７１の夫々に、光を拡散する光拡散部６２,６６,７３が設けられ
ている。また、前記遊技盤２１の裏側には、前記第５装着口２３ｅと対応する位置に、前
記第１のレンズ部６１と対向するよう上部発光基板(発光基板)１１０が配設されると共に
、該上部発光基板１１０の前面に前方へ光を照射する照明手段としてのＬＥＤ(発光体)１
１０ａが実装されており、該ＬＥＤ１１０ａを発光した際の光がレンズ部材６０(第１の
レンズ部６１および第２のレンズ部７１)を透過して遊技盤２１の前方へ照射されるよう
になっている。
【００２４】
(第１のレンズ部について)
　前記第１のレンズ部６１は、図６、図７に示すように、光透過性を有する部材により遊
技盤２１の盤面に沿って延在すると共に前記第５装着口２３ｅの開口より大きな平板状に
形成されており、該第５装着口２３ｅの全体が第１のレンズ部６１で塞がれるよう遊技盤
２１の前面からねじ止めされている。また、前記第１のレンズ部６１には、前面側の外周
部に、外周縁部に向かうにつれて遊技盤２１側に傾斜する第１傾斜部６１ａが形成されて
おり、遊技盤２１の盤面に沿って流下するパチンコ球を、第１のレンズ部６１の前面に流
下し得るよう構成されている。なお、前記第１のレンズ部６１における上下の端部には、
前記遊技盤２１と対向する位置に、前後に貫通するネジ挿通孔６１ｂが形成されると共に
、後方へ突出する位置決め突部６１ｃが形成されており、遊技盤２１に形成された位置決
め孔(図示せず)に位置決め突部６１ｃを前側から挿入した状態で、ネジ挿通孔６１ｂに挿
通したネジを遊技盤２１に螺挿することで、第５装着口２３ｅを塞ぐように遊技盤２１に
固定されている。
【００２５】
　ここで、前記第１のレンズ部６１の前面には、図６～図８に示すように、前記光拡散部
としての第１光拡散部６２と、前記第２のレンズ部７１が固定される設置面６３とが形成
されている。前記第１光拡散部６２は、前記第１のレンズ部６１の前面において前記設置
面６３を除く略全面に設けられており、前後に緩やかに起伏する起伏状に形成されている
。すなわち、前後に緩やかに起伏する第１光拡散部６２を光が透過することで、該第１光
拡散部６２を透過する光が拡散されるようになっている。また、前記第１光拡散部６２の
起伏は、第１のレンズ部６１の前面側(第１光拡散部６２側)を通過するパチンコ球の動き
に対して影響しない程度の緩やかな形態に形成されている。前記設置面６３は、前記第２
のレンズ部７１に設けられた接続部７５(後述)の後端面に整合する形状に形成された平滑
面であって、該接続部７５の後端面を設置面６３に当接させた状態で、第２のレンズ部７
１が安定して支持されるようになっている。また、前記設置面６３は、前記第１のレンズ
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部６１における左側部に、第５装着口２３ｅの開口内側に位置するよう上下方向に所定長
さ延在するよう形成されている。
【００２６】
　また、前記第１のレンズ部６１の後面には、図６に示すように、前記光拡散部としての
第２光拡散部６６と、光を拡散しない透過面６７とが形成されている。前記第２光拡散部
６６は、前記第１のレンズ部６１の後面において前記透過面６７を除く略全面に設けられ
ており、前後に緩やかに起伏する起伏状に形成されると共に、該起伏に伴う凹状部分より
も深い複数の溝部６６ａが形成されている。また、前記第２光拡散部６６の起伏形状は、
前記第１光拡散部６２の起伏よりも大きな起伏をなすよう形成されており、該第２光拡散
部６６を透過する光の拡散効果を、第１光拡散部６２を透過する光の拡散効果よりも高く
なるよう構成されている。また、前記第２光拡散部６６を構成する複数の溝部６６ａは、
適宜に蛇行する蛇行形状に夫々形成されており、これらの溝部６６ａに照射される光を複
雑に広範囲に拡散し得るよう構成されている。すなわち、パチンコ球が接触しない第１の
レンズ部６１の後面に、光の拡散効果の高い第２光拡散部６６を形成することで、第１の
レンズ部６１の前面を通過するパチンコ球に対して影響を与えるのを避けつつ、第１のレ
ンズ部６１を透過する光の光拡散効果を向上させている。このように、前記第１のレンズ
部６１は、前面に形成される第１光拡散部６２および後面に形成される第２光拡散部６６
の形態が異なるよう構成されている。
【００２７】
　前記第１のレンズ部６１の後面に形成される透過面６７は、図１２に示すように、前面
側に形成された前記設置面６３と前後に対応する位置に形成された平滑面であって、該第
１のレンズ部６１の側縁部(実施例では左側縁部)に沿って上下方向に所定長さ延在するよ
う形成されている。また、前記透過面６７は、前記第５装着口２３ｅの開口内側に臨むよ
う形成されており、該第５装着口２３ｅの開口内側に臨む前記ＬＥＤの光が透過面６７に
入射し得るよう構成されている。すなわち、前記第１のレンズ部６１は、前記透過面６７
に入射した光が拡散されることなく透過して、前記設置面６３から前記第２のレンズ部７
１の接続部７５の後端面に入射するよう構成されている。
【００２８】
(第２のレンズ部７１について)
　前記第２のレンズ部７１は、図６、図７に示すように、遊技盤２１の盤面に沿って延在
する平板状に形成されており、前記第１のレンズ部６１から前方へ突出する接続部７５を
介して、パチンコ球の直径よりも大きい間隔を隔てた状態で該第１のレンズ部６１に接続
される。具体的に、実施例に係る前記第２のレンズ部７１は、前記第１のレンズ部６１に
対向する平板状のレンズ本体７２と、該レンズ本体７２から後方へ突出するよう形成され
て前記第１のレンズ部６１に接続する接続部７５とから光透過性の合成樹脂材により一体
形成されている。そして、前記第２のレンズ部７１におけるレンズ本体７２には、外周縁
部に向かうにつれて遊技盤２１から離間するよう傾斜した第２傾斜部７２ａが後面側の外
周部に形成されており、遊技盤２１の盤面に沿って流下するパチンコ球を、第１のレンズ
部６１と第２のレンズ部７１との間に案内し得るよう構成されている。すなわち、前記レ
ンズ部材６０には、第１のレンズ部６１と第２のレンズ部７１との間にパチンコ球が通過
可能な球通過領域Ｒが形成され、遊技盤２１の遊技領域２１ａを流下する過程でパチンコ
球がレンズ部材６０の球通過領域Ｒを通過し得るようになっている。
【００２９】
　前記第２のレンズ部７１のレンズ本体７２は、図７、図１０に示すように、前記第１の
レンズ部６１よりも正面側から視た外形形状が小さく形成されており、該第１のレンズ部
６１に対して前後方向に部分的に重なるよう構成されている。実施例では、前記レンズ本
体７２の上下の高さ寸法Ｈ１は、前記第５装着口２３ｅの上下の開口寸法Ｈ２より小さく
形成されており(図１１参照)、該レンズ本体７２の上端部および下端部が第５装着口２３
ｅの開口上端部および下端部よりも該第５装着口２３ｅの開口内側に臨むよう構成されて
いる。すなわち、前記第２のレンズ部７１のレンズ本体７２は、前記遊技盤２１に形成さ
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れた第５装着口２３ｅよりも小さく形成されている。言い換えると、遊技盤２１に第２の
レンズ部７１のレンズ本体７２を投影した際に、当該第２のレンズ部７１のレンズ本体７
２から第５装着口２３ｅがはみ出るよう構成されている。なお、レンズ本体７２の左端部
は、前記第１のレンズ部６１の左端部と前後に略整合するようになっている。すなわち、
前記第５装着口２３ｅの内側に位置する前記ＬＥＤ１１０ａを発光させた際に、前記第１
および第２のレンズ部６１,７１が前後に重なる領域および両レンズ部６１,７１が前後に
重ならない領域の夫々に対して該ＬＥＤ１１０ａの光が照射されるよう構成されている。
ここで、前記第２のレンズ部７１におけるレンズ本体７２の全体が第５装着口２３ｅより
も小さく形成されている必要はなく、該レンズ本体７２の一部が第５装着口２３ｅよりも
小さく形成されている構成であればよい。すなわち、第２のレンズ部７１のレンズ本体７
２の外周輪郭から第５装着口２３ｅの一部がはみ出るよう構成すればよい。
【００３０】
　また、前記第２のレンズ部７１におけるレンズ本体７２の前面には、図６、図７に示す
ように、前記光拡散部としての第３光拡散部７３が形成されている。前記第３光拡散部７
３は、前記レンズ本体７２の前面において略全面に設けられており、前後に緩やかに起伏
する起伏状に形成されている。すなわち、前後に緩やかに起伏する第３光拡散部７３を光
が透過することで、該第３光拡散部７３を透過する光が拡散されるようになっている。こ
こで、前記第３光拡散部７３の起伏は、前記第１のレンズ部６１に形成された第１光拡散
部６２の起伏形状と同じ形態で形成されており、前記第５装着口２３ｅに臨むＬＥＤを消
灯した状態において前面側からレンズ部材６０を見た際に、第１のレンズ部６１と第２の
レンズ部７１(レンズ本体７２)の境界を、見分け難くしてある。また、前記レンズ本体７
２の後面は、前記第２傾斜部７２ａを除く全面が平らな平滑面に形成されている。すなわ
ち、前記第２のレンズ部７１は、前記レンズ本体７２の後面に入射した光が拡散されるこ
となく透過すると共に、前面側の第３光拡散部７３で拡散された光が遊技盤２１の前側に
照射されるよう構成されている。
【００３１】
　前記接続部７５は、図７、図１０に示すように、前記第２のレンズ部７１におけるレン
ズ本体７２の左側縁部に、パチンコ球の直径よりも大きい寸法で後方へ突出するよう形成
されている。なお、図１０中にパチンコ球を二点鎖線で表示してある。また、前記接続部
７５の後端部に、後方へ突出する位置決め突部７５ａおよびネジ孔７５ｂが上下に離間す
る位置に夫々形成されており、前記第１のレンズ部６１の位置決め孔６３ａに位置決め突
部７５ａを挿入した状態で、該第１のレンズ部６１の後方からネジ挿通孔６３ｂに挿通し
たネジをネジ孔７５ｂに螺挿することで、第１のレンズ部６１および第２のレンズ部７１
が固定される。
【００３２】
　前記接続部７５は、前記レンズ本体７２の左側縁部側に上下方向へ延在するよう設けら
れた接続基部７６と、該接続基部７６の上端部に連設され、前記レンズ本体７２の左側縁
部に向けて延在する上側誘導部７７と、当該接続基部７６の下端部に連設され、レンズ本
体７２の左側縁部に向けて延在する下側誘導部７８とから構成されている。ここで、前記
接続基部７６は、前記遊技領域２１ａを画成する案内レール２２よりも内側(遊技領域２
１ａ側)に位置するよう設けられると共に、当該案内レール２２の内周面(遊技領域２１ａ
を画成する面)に沿った円弧状に湾曲するよう形成されている。そして、前記第１および
第２のレンズ部６１,７１の間の球通過領域Ｒの案内レール２２側の内側面を前記レンズ
部材６０の接続部７５(接続基部７６)が画成するよう構成されており、当該球通過領域Ｒ
を通過するパチンコ球が接続部７５(接続基部７６)に接触し得るようになっている。
【００３３】
　また、前記上側誘導部７７は、前記レンズ本体７２の左側縁部(図８では右側)に向けて
上方傾斜するよう形成されて、前記遊技盤２１の遊技領域２１ａを流下するパチンコ球を
、接続基部７６側(第１のレンズ部６１と第２のレンズ部７１との間)に誘導するよう構成
されている。ここで、前記接続部７５の上側誘導部７７および下側誘導部７８の案内レー
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ル２２側の端部と当該案内レール２２との間の間隙は、パチンコ球の直径より小さくなる
よう構成されており、当該案内レール２２と接続基部７６との間をパチンコ球が通過しな
いようになっている。また、前記レンズ部材６０は、前記案内レール２２に近接する左側
端部において前記接続部７５を介して前記第１および第２のレンズ部６１,７１が接続さ
れる一方で、案内レール２２から離間した右側端部および上下端部において前記球通過領
域Ｒが遊技領域２１ａ内に開放してパチンコ球が球通過領域Ｒから遊技領域２１ａへ自由
に移動し得るよう構成されている。このように、案内レール２２の内周面から遊技領域２
１ａ側に前記接続部７５が突出するようにレンズ部材６０が配設されており、案内レール
２２の内周面に沿って遊技領域２１ａの外周側を流下して接続部７５(上側誘導部７７や
接続基部７６)に接触したパチンコ球を、前記第１始動入賞口３０ａが位置する遊技領域
２１ａの中央側(内側)へ向けて移動し得るよう構成されている。
【００３４】
　ここで、前記レンズ部材６０は、図１０に示すように、前記接続基部７６に沿った円弧
の延長線方向に、前記回転案内部材２７が位置するよう構成されている。すなわち、実施
例のパチンコ機１０では、前記遊技盤２１の遊技領域２１ａを流下する過程でレンズ部材
６０の球通過領域Ｒを通過したパチンコ球が前記接続基部７６に案内されることで、パチ
ンコ球の流下方向が前記回転案内部材２７へ向き易くなるよう構成されている。すなわち
、実施例の接続部７５は、前記遊技領域２１ａを流下するパチンコ球を前記第１始動入賞
装置３０の第１始動入賞口３０ａ側へ誘導し得るよう構成されている。すなわち、前記接
続部７５の接続基部７６が、前記レンズ部材６０に形成される球通過領域Ｒの案内レール
２２側の側面を画成しており、当該球通過領域Ｒを通過するパチンコ球を所定方向へ誘導
する誘導部としての機能を備えている。
【００３５】
　ここで、図１２に示すように、前記接続部７５(接続基部７６)は、前記第２のレンズ部
７１を第１のレンズ部６１に取り付けた状態で、該第１のレンズ部６１の前面において遊
技盤２１に開設された前記第５装着口２３ｅの開口内側に位置するよう構成されている。
すなわち、前記接続部７５の接続基部７６は、後端面を前記第１のレンズ部６１の設置面
６３に当接させた状態で、前記第５装着口２３ｅの開口内側に臨む前記ＬＥＤ１１０ａの
光照射方向に沿うよう前後方向に延在する平板状に形成されている。従って、前記ＬＥＤ
１１０ａを発光させた際に、前記第１のレンズ部６１を透過した光が前記接続部７５(接
続基部７６)の後端部から第２のレンズ部７１に入射し、該接続部７５(接続基部７６)を
透過した光が第２のレンズ部７１の前面から遊技盤２１の前方へ照射されるようになって
いる。ここで、前記第２のレンズ部７１の前面には、前記第３光拡散部７３が全面に亘っ
て形成されていることから、接続部７５(接続基部７６)を透過した光が第３光拡散部７３
により拡散されるようになっている。また、前記接続部７５(接続基部７６)を前記ＬＥＤ
１１０ａの光照射方向に沿うよう前後方向に延在する平板状に形成したことで、該接続部
７５(接続基部７６)における遊技領域側の界面を透過し難くなることから、前記第２のレ
ンズ部７１の前面が接続部７５(接続基部７６)に対応する円弧状に強く光らせ得るように
なっている。
【００３６】
(設置部材８１について)
　前記設置部材８１は、図４、図５に示す如く、前記遊技盤２１の外郭形状と略整合する
大きさおよび形状に形成された略矩形状の対向面部８２と、該対向面部８２の外周縁部か
ら前方に突出する上下左右の画壁部８３とから前方に開口した箱状に形成されている。ま
た、前記設置部材８１には、前記画壁部８３の開口前端部に、前後に貫通する通孔８１ｃ
が形成された支持片８１ｂが複数箇所に設けられており、遊技盤２１と設置部材８１とを
組み付けた際に、該支持片８１ｂが遊技盤２１の裏面に平面的に当接するようになってい
る。そして、前記画壁部８３の開口前端部(支持片８１ｂ)を遊技盤２１の裏面に当接させ
た状態で、該支持片８１ｂに形成した通孔８１ｃに挿通したネジを遊技盤２１にねじ込む
ことで、当該遊技盤２１と設置部材８１とが固定されるようになっている。ここで、前記
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設置部材８１において前記遊技盤２１との間に画成される空間に、各種演出装置(図示せ
ず)や、入賞したパチンコ球を排出案内する球排出経路部材９０等の各種遊技部品が設置
されて、設置部材８１を基材とする１つのユニットとして扱い得るようになっている。ま
た、前記設置部材８１の対向面部８２には、前記枠状装飾部材４０の表示窓口４０ａと前
後に整列する位置に開口部８２ａが前後に開口するよう開設されており、該対向面部８２
の裏側に配設された前記図柄表示装置１８の表示面が該開口部８２ａおよび表示窓口４０
ａを介して遊技盤２１の前側に臨むようになっている。なお、以下の説明では、画壁部８
３について、対向面部８２の下端縁に設けられた画壁部を、下画壁部８３ａと指称して区
別する場合もある。ここで、下画壁部８３ａの前端部には、前記支持片８１ｂが左右に離
間する複数箇所(実施例では２箇所)に設けられており、遊技盤２１から取り外した状態で
、各支持片８１ｂの下端部を床面に支持することで、設置部材８１を起立姿勢で保持し得
るようになっている。また、実施例では、前記設置部材８１における対向面部８２の前側
に、前記開口部８２ａを囲繞するよう複数の演出装置が配設されている。
【００３７】
(球排出経路部材９０について)
　次に、前記設置部材８１に配設された前記普通入賞装置５０に入賞したパチンコ球を排
出案内する球排出経路部材９０について説明する。図５、図１３～図１７に示すように、
前記球排出経路部材９０は、前記設置部材８１の開口前端側に位置するよう該設置部材８
１に配設されており、前記普通入賞装置５０の球受け通路５２に連通して入賞したパチン
コ球を排出案内する球排出経路部９１を備えている。前記球排出経路部９１は、１個のパ
チンコ球が通過可能な通路幅で前方へ開口する樋状に形成されており、該球排出経路部９
１の前側に配設された光透過性の閉塞板９２により球排出経路部９１の前方開口を塞ぐこ
とで、パチンコ球が一列で移動可能な球通路を画成している。ここで、前記球排出経路部
９１は、前記閉塞板９２が取り付けられた状態で、前記普通入賞装置５０の各球受け通路
５２と前後に対応する位置で球入り口９３が前方へ開口するよう設けられており、該球入
り口９３を介して各球受け通路５２が球排出経路部９１に連通するようになっている。ま
た、前記球排出経路部９１の裏側には、前方へ光を照射するＬＥＤ１１２ａを実装した発
光基板１１２が配設されており、該発光基板１１２のＬＥＤ１１２ａからの光が、球排出
経路部９１および閉塞板９２を透過して前記普通入賞装置５０へ照射されるようになって
いる。
【００３８】
(球排出経路部９１について)
　前記球排出経路部９１は、図１３、図１４に示すように、前記普通入賞装置５０の球受
け通路５２に個別に連通する複数の分岐通路(個別排出通路)９５ａ～９５ｃと、各分岐通
路９５ａ～９５ｃの下流端部に接続して各分岐通路９５ａ～９５ｃが合流する共通通路(
合流排出通路)９７とを備えて、該共通通路９７の下流端部に球排出口９９ａが形成され
ている。すなわち、前記普通入賞装置５０の各球受け通路５２に入賞したパチンコ球は、
対応する分岐通路９５ａ～９５ｃを介して共通通路９７に流入して、前記球排出口９９ａ
から排出される。ここで、実施例の共通通路９７は、前記各分岐通路９５ａ～９５ｃの下
流端部に接続すると共に左右の一側方(実施例では右側方)へ向けて下方傾斜する傾斜通路
９８と、該傾斜通路９８の下流端に接続して下方へ延出すると共に前記球排出口９９ａが
形成された排出通路９９とから構成されており、各分岐通路９５ａ～９５ｃから傾斜通路
９８に流入するパチンコ球が排出通路９９へ集合して球排出口９９ａから排出されるよう
構成されている。前記排出通路９９の球排出口９９ａは前記中枠１２に設けられた球回収
部(図示せず)の上方で開口するよう構成されており、該球排出口９９ａから排出されたパ
チンコ球が球回収部を介してパチンコ機の外部(遊技店側の球循環設備)へ回収するように
なっている。
【００３９】
　前記複数の分岐通路９５ａ～９５ｃは、共通通路９７(傾斜通路９８)の上流端から上方
へ分岐する第１分岐通路９５ａと、該共通通路９７(傾斜通路９８)の中間位置から上方へ
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分岐する第２分岐通路９５ｂと、当該共通通路９７(傾斜通路９８)の下流端から上方へ分
岐する第３分岐通路９５ｃとが設けられて、これら第１～第３分岐通路９５ａ～９５ｃの
球入り口９３が、前記普通入賞装置５０に設けられた３つの球受け通路５２の夫々に連通
するようになっている。なお、前記第３分岐通路９５ｃは、前記排出通路９９の鉛直上方
に位置しており、第３分岐通路９５ｃを通過したパチンコ球が排出通路９９へ直接流入す
るようになっている。
【００４０】
　また、前記第１分岐通路９５ａおよび第２分岐通路９５ｂには、図１４に示すように、
前記共通通路９７との分岐部位より上方に、各分岐通路９５ａ,９５ｂを通過するパチン
コ球を検出する球検出センサ１０３を着脱可能な検査用球検出センサ取付部９６が設けら
れている。すなわち、前記第１分岐通路９５ａおよび第２分岐通路９５ｂに取り付けられ
た球検出センサ１０３がパチンコ球を検出することで、前記普通入賞装置５０における対
応する普通入賞口５３に入賞したパチンコ球を個別に検出し得るようになっている。なお
、前記検査用球検出センサ取付部９６は、前記閉塞板９２を取り付けた状態で、前方へ開
口するよう形成されており、球排出経路部材９０の前側から球検出センサ１０３を着脱し
得るようになっている。ここで、前記検査用球検出センサ取付部９６は、パチンコ機１０
の製造過程等において、前記普通入賞装置５０の各普通入賞口５３に対して入賞するパチ
ンコ球の数を個別に検出する必要がある場合に球検出センサ１０３を取り付け得るように
なっており、通常の遊技が行われる際には、該検査用球検出センサ取付部９６から球検出
センサ１０３が取り外された状態で遊技に供されるようになっている。
【００４１】
　図１４に示すように、前記共通通路９７の排出通路９９には、該排出通路９９を通過す
るパチンコ球を検出する球検出センサ１０３を着脱可能な排出球検出センサ取付部(収容
部)１００が設けられている。ここで、前記球検出センサ１０３は、矩形状に形成された
本体部１０３ａの一方側に偏った位置(図１４では前側)に、上下に開口してパチンコ球が
通過可能な球通過部１０３ｂが設けられると共に、他方側に偏った位置に、球通過部１０
３ｂを通過したパチンコ球を検出して検出信号を出力する検出機構部１０３ｃが設けられ
ており、該検出機構部１０３ｃから導出した配線が前記制御装置に接続されるようになっ
ている。ここで、実施例の球検出センサ１０３は、前記検出機構部１０３ｃを構成する検
出片(図示せず)が球通過部１０３ｂの開口内側に突出するよう構成されて、該球通過部１
０３ｂを通過するパチンコ球が検出片に接触することでパチンコ球を検出する機械式セン
サを採用しているが、非接触型の近接センサを採用することも可能である。
【００４２】
　前記排出球検出センサ取付部１００は、前方へ開口するよう前記球排出経路部材９０に
形成されており、前記球検出センサ１０３の本体部１０３ａを、前記検出機構部１０３ｃ
を後方に向けると共に球通過部１０３ｂを上下に開口する姿勢で、該排出球検出センサ取
付部１００の前方開口を介して前側から挿入することで収容保持されるようになっている
。そして、排出球検出センサ取付部１００に収容した球検出センサ１０３の前端部に前記
閉塞板９２が当接して、該排出球検出センサ取付部１００からの球検出センサ１０３の脱
落を防止すると共に、遊技盤２１の裏面に球検出センサ１０３が接触するのを防止してい
る。すなわち、実施例のパチンコ機１０では、遊技に供される状態において、第１～第３
分岐通路９５ａ～９５ｃが合流する共通通路９７の下流端に位置する排出通路９９の排出
球検出センサ取付部１００のみに球検出センサ１０３が取り付けられて、各普通入賞口５
３に対して入賞するパチンコ球を１つの球検出センサ１０３で検出するようになっている
。
【００４３】
(基板支持部１０５について)
　また、図１３～図１５に示すように、前記球排出経路部材９０には、前記球排出経路部
９１の左側に、前方へ光を照射する発光基板１１０が取り付けられる平板状の基板支持部
１０５が設けられている。前記基板支持部１０５は、前記球排出経路部９１と前記設置部
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材８１の左側の画壁部８３との間に位置すると共に、前記遊技盤２１の裏面に沿って延在
する平板状に形成されており、遊技盤２１と設置部材８１とを取り付けた際に、当該基板
支持部１０５の前面が遊技盤２１の裏面に近接して対向するようになっている。具体的に
、実施例では、前記遊技盤２１における第５装着口２３ｅの形成位置の裏側に対応する位
置まで基板支持部１０５が延在するよう構成されて、該第５装着口２３ｅの後方開口を基
板支持部１０５で塞ぐよう構成されている。
【００４４】
　前記基板支持部１０５には、図１５に示すように、後方へ開口する設置凹部１０６が複
数箇所(実施例では２箇所)に形成されており、各設置凹部１０６に対して前記発光基板１
１０が夫々配設されている。ここで、実施例の基板支持部１０５には、前記第５装着口２
３ｅに対応する位置および前記普通入賞装置５０に設けられた装飾飾り部５４に対応する
位置の夫々に前記設置凹部１０６が形成されている。すなわち、実施例において、前記第
５装着口２３ｅに対応する設置凹部１０６に配設される上部発光基板１１０が、前記レン
ズ部材６０を照明する発光手段として機能するようになっている。そして、前記普通入賞
装置５０に設けられた装飾飾り部５４に対応する設置凹部１０６に配設される下部発光基
板１１１が、該装飾飾り部５４を照明する発光手段として機能するようになっている。ま
た、前記第５装着口２３ｅに対応する位置に形成された設置凹部１０６には、前記上部発
光基板１１０に実装されたＬＥＤ１１０ａと対応する位置に、前後に貫通する通孔１０５
ａが夫々形成されており、各通孔１０５ａを介してＬＥＤ１１０ａが前記レンズ部材６０
(第１のレンズ部６１)に対向して、該ＬＥＤ１１０ａの光が直接第１のレンズ部６１に照
射されるようになっている。
【００４５】
　また、前記設置凹部１０６に発光基板１１０を取り付けた状態で、前記基板支持部１０
５の後面と発光基板１１０の後面とが略同一平面上に位置するようになっており(図１１
、図１２参照)、前記設置部材８１における対向面部８２の左側前面に配設された演出装
置に発光基板１１０が干渉しないよう構成されている。なお、前記基板支持部１０５には
、前記第５装着口２３ｅに対応する位置に形成された設置凹部１０６の右側に隣接して、
磁気を利用した不正を検出する磁気センサ１０８が設置される磁気センサ取付部１０７が
形成されている。
【００４６】
(実施例の作用)
　次に、実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００４７】
　前記中枠１２の前面側に設けられた操作ハンドル１７を遊技者が回転操作すると、前記
打球発射装置１６により発射されたパチンコ球が前記遊技盤２１に設けた案内レール２２
により画成された遊技領域２１ａ内に打ち出されて、遊技釘２６等に接触して流下方向を
変更しながら遊技領域２１ａ内を流下する。そして、前記遊技領域２１ａを流下するパチ
ンコ球が前記第１始動入賞装置３０の第１始動入賞口３０ａまたは第２始動入賞装置３２
の第２始動入賞口３２ａに入賞することで、前記図柄表示装置１８での図柄変動演出が開
始され、図柄変動演出の結果、図柄表示装置１８に所定の図柄組み合わせで演出図柄が表
示されると大当りが発生し、大当りの発生に伴い、前記遊技盤２１の下方に設けられた特
別入賞装置３５が開放されると共に、図柄表示装置１８において大当り演出が行われる。
また、実施例に係るパチンコ機１０では、前記図柄表示装置１８において行われる図柄変
動演出や大当り演出等の各種演出に合わせて、前記発光基板１１０～１１２のＬＥＤ１１
０ａ～１１２ａを適宜のパターンで点灯および消灯させることで、遊技盤２１の盤面を全
体的に装飾して遊技の興趣を高めるようになっている。
【００４８】
　前記球排出経路部材９０の基板支持部１０５に配設された上部発光基板１１０のＬＥＤ
１１０ａからの光は、盤面に設けられたレンズ部材６０を透過して遊技盤２１の前方へ照
射される。ここで、前記レンズ部材６０は、第１のレンズ部６１および第２のレンズ部７
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１を前後に重なるように設けられており、前記ＬＥＤ１１０ａの光が両レンズ部６１,７
１を透過し得るよう構成してあるから、１つのレンズ部を光が透過する構成に較べて、発
光による装飾効果や演出効果の向上を図り得る。また、前記レンズ部材６０は、第１のレ
ンズ部６１および第２のレンズ部７１を単に前後に重ねただけでなく、該第１のレンズ部
６１よりも第２のレンズ部７１を小さく形成して、正面側から見た状態で、両レンズ部６
１,７１が前後に重なる領域および両レンズ部６１,７１が前後に重ならない領域を設定し
たことにより、レンズ部材６０に対してＬＥＤ１１０ａの光を照射した際に、第１のレン
ズ部６１だけを透過して遊技盤２１の前方へ照射される光と、第１および第２のレンズ部
６１,７１を透過して遊技盤２１の前方へ照射される光とにより、光の照射位置により発
光の態様が異なるように見せることができ、装飾効果や演出効果をより一層高めることが
できる。
【００４９】
　また、前記第１のレンズ部６１および第２のレンズ部７１は、パチンコ球の直径よりも
大きな間隔で離間するよう構成され、当該第１のレンズ部６１および第２のレンズ部７１
の間に球通過領域Ｒが形成されているから、遊技領域２１ａを流下するパチンコ球が両レ
ンズ部６１,７１の間の球通過領域Ｒを通過することができ、レンズ部材６０を遊技盤２
１に配設したとしてもパチンコ球の流路が制限されることなく、パチンコ球の動きによる
演出を行うことができる。しかも、第１および第２のレンズ部６１,７１の間の球通過領
域Ｒをパチンコ球が通過し得るよう構成することで、前記ＬＥＤ１１０ａから照射されて
第１および第２のレンズ部６１,７１が前後に重なる領域を透過する光がパチンコ球によ
りランダムに遮られることで、より複雑な発光態様による装飾を実現することができる。
また、第１のレンズ部６１および第２のレンズ部７１の間を通過するパチンコ球は、該第
２のレンズ部７１を介して透視することができるから、パチンコ球の動きを確認しながら
遊技を行うことができ、パチンコ球の動きによる面白みを与えることができる。
【００５０】
　また、前記レンズ部材６０は、第１のレンズ部６１に設けられる光拡散部６２,６６と
、第２のレンズ部７１に設けられる光拡散部７３とを異なった形態となるよう構成されて
いるから、該第１および第２のレンズ部６１,７１が前後に重なる領域と、両レンズ部６
１,７１が前後に重ならない領域とにおいて、一層異なった発光態様にすることができる
。ここで、前記第１のレンズ部６１の前面に形成される第１光拡散部６２を、前後に緩や
かに起伏する起伏状に形成する一方で、該第１のレンズ部６１の後面に形成される第２光
拡散部６６を、前後に緩やかに起伏する起伏状とすると共に該起伏に伴う凹状部分よりも
深い複数の溝部６６ａを形成してあるから、当該第１のレンズ部６１のみを透過する光を
効果的に拡散することができる。このように、第１のレンズ部６１においてパチンコ球が
接触しない後面に光の拡散効果の高い第２光拡散部６６を形成することで、該第１のレン
ズ部６１の前面を通過するパチンコ球に対して影響を与えるのを避けつつ、光の光拡散効
果を向上することができる。そして、第１のレンズ部６１の前後両面に形成される光拡散
部６２,６６の形態を変えることで、第１のレンズ部６１での光の拡散作用を高めること
ができ、装飾効果や演出効果の向上を図り得る。
【００５１】
　また、前記第２のレンズ部７１は、後面側を平滑面としたことで、第２のレンズ部７１
の後面を通過するパチンコ球に対して光拡散部が影響を与えるのを防止できる。更に、前
記第２のレンズ部７１の前面に形成される第３光拡散部７３を、前記第１のレンズ部６１
の前面に形成される第１光拡散部６２と同様の形態に形成することで、レンズ部材６０を
前側から観察する遊技者に見える第１のレンズ部６１と第２のレンズ部７１との境界を分
かり難くすることができる。すなわち、同様の外観であるにも関わらず、第１光拡散部６
２を透過して直接遊技者に観察される光と、第１光拡散部６２および第３光拡散部７３を
透過して直接遊技者に観察される光との装飾効果が異なることで、発光態様に対する面白
みを増すことができる。
【００５２】
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　更に、前記レンズ部材６０は、前記第１のレンズ部６１に対して第２のレンズ部７１を
接続する接続部７５を、前記第５装着口２３ｅの開口内側に臨ませて、前記上部発光基板
１１０のＬＥＤ１１０ａの光が接続部７５に入射し得るよう構成してあるから、両レンズ
部６１,７１が前後に重なる領域を透過する光と、両レンズ部６１,７１が前後に重ならな
い領域を透過する光の他に、該接続部７５を透過する光によって異なる発光態様を実現す
ることができる。このように、ＬＥＤ１１０ａの光が第１のレンズ部６１、接続部７５お
よび第２のレンズ部７１(レンズ本体７２)を透過し得るようにしたことで、１つの照明手
段としてのレンズ部材６０により複雑な発光態様を実現できる。また、前記ＬＥＤ１１０
ａの光の照射方向に沿って前後方向に延在する板状に接続部７５を形成したことで、該接
続部７５に入射した光を効率的に第２のレンズ部７１のレンズ本体７２まで導くことがで
きる。このため、レンズ部材６０において、前記接続部７５に対応した部位を、他の部位
と比べてより明瞭に発光させることが可能となり、当該接続部７５の形状に沿った線状に
発光させることが可能となる。
【００５３】
　更に、円弧状の接続基部７６と、上下の誘導部７７,７８とから前記接続部７５を構成
したことで、前記第１のレンズ部６１と第２のレンズ部７１の間の球通過領域Ｒを通過す
るパチンコ球を接続部７５で誘導し得る。ここで、接続部７５は、前記レンズ部材６０に
おいて、案内レール２２に近接する端部側に設けられており、前記上側誘導部７７の突出
分だけ案内レール２２から遊技領域２１ａの内側に位置するよう構成されているから、遊
技領域２１ａを流下して上側誘導部７７や接続基部７６に接触したパチンコ球の動きに対
して効果的に変化を与えることができ、パチンコ球の動きに対する面白みを高めることが
できる。また、前記レンズ部材６０において、案内レール２２から離間した右側端部にお
いて球通過領域Ｒが遊技領域２１ａに開放するよう構成したことで、上側誘導部７７や接
続基部７６との接触により変化を与えられたパチンコ球を、第１始動入賞口３０ａが位置
する遊技領域２１ａの中央側(内側)へ向かわせることができ、当該レンズ部材６０に形成
される球通過領域Ｒを通過するパチンコ球に対する関心を高めることができる。そして、
レンズ部材６０の設置に伴い遊技釘２６の設置スペースが限られるようになっても、当該
レンズ部材６０における接続部７５でパチンコ球を誘導することにより、パチンコ球の動
きが単調化するのを防止できる。また、前記第１始動入賞口３０ａに案内する案内連釘２
６Ａ(回転案内部材２７)側へ前記接続部７５によりパチンコ球が誘導されるようにしたこ
とで、該レンズ部材６０を通過するパチンコ球に対する関心を高めることができる。また
、第１のレンズ部６１および第２のレンズ部７１の間の球通過領域Ｒを通過するパチンコ
球は、該第２のレンズ部７１を介して透視することができるから、パチンコ球の動きを確
認しながら遊技を行うことができ、パチンコ球の動きによる面白みを与えることができる
。このように、レンズ部材６０を案内レール２２の内側に隣接して配置したことにより、
遊技者の関心が薄れがちな遊技領域２１ａの外周近傍において、発光による装飾効果や演
出効果やパチンコ球の動きの変化による演出効果を高めことが可能となる。
【００５４】
(別例について)
　次に、前述した発光による演出を行う照明手段が配設されたパチンコ機の別例について
説明する。なお、パチンコ機の基本構成は、前述した実施例のパチンコ機１０と同じであ
り、同一の構成および部材に対して同一の符号を付すものとする。
【００５５】
(別例１)
　図１６は、別例１に係るレンズ部材２００が配設された遊技盤２１を、当該レンズ部材
２００の配設位置で縦断した拡大断面図である。前記レンズ部材２００は、前述した実施
例のレンズ部材６０と同様に、前記遊技盤２１における枠状装飾体４０(第１装着口２３
ａ)の左側方に開設された第５装着口２３ｅに対応して配設されており、当該第５装着口
２３ｅを覆う第１のレンズ部６１と、該第１のレンズ部６１の前方に離間して位置するよ
う配置された第２のレンズ部７１とを備えている。また、前記レンズ部材２００には、第
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５装着口２３ｅの前側を覆う第１のレンズ部６１の後面(裏側)に、当該第５装着口２３ｅ
の内側へ延出する仕切り壁２０２が形成されており、第５装着口２３ｅの内側に画成され
た遊技盤２１の内部空間Ｓを複数の照明室２０４に区画するよう構成されている。この例
では、前記第１のレンズ部６１の後面において上下に離間する２箇所に仕切り壁２０２が
後方へ延出するよう形成されて、第５装着口２３ｅにより画成される内部空間Ｓを上下の
３つの照明室２０４に区画している。
【００５６】
　また、各仕切り壁２０２の夫々は、前記第５装着口２３ｅの内側に画成された内部空間
Ｓの左右幅の略全幅に亘って延在する板状に形成されると共に、各仕切り壁２０２の後端
部が、当該第５装着口２３ｅの後方開口を塞ぐ前記基板支持部１０５の前面に当接するよ
う構成されている。すなわち、前記各照明室２０４の夫々は、相互に略独立するよう仕切
り壁２０２により区画されている。そして、図１６に示すように、前記第５装着口２３ｅ
に対応して配設された上部発光基板１１０には、各照明室２０４の夫々に対応してＬＥＤ
１１０ａが実装されている。ここで、上部発光基板１１０には３つのＬＥＤ１１０ａが実
装されて、各照明室２０４に１つのＬＥＤ１１０ａが臨んでいる。また、前記仕切り壁２
０２は、メッキ処理や塗装処理等の遮光加工により光を透過しないよう形成されており、
各照明室２０４に対応したＬＥＤ１１０ａを発光させた際に、隣接する照明室２０４に対
応した第１のレンズ部材２００に光が照射されないようになっている。
【００５７】
　すなわち、この別例１に係るレンズ部材２００を備えたパチンコ機１０では、仕切り壁
２０２により遊技盤２１に開設した第５装着口２３ｅの内部空間Ｓを複数の照明室２０４
に区画すると共に、当該照明室２０４毎に上部ＬＥＤ１１０のＬＥＤ１１０ａを配置した
ことで、照明室２０４毎に発光させるＬＥＤ１１０ａを変えることにより、発光させたＬ
ＥＤ１１０ａに応じて第１のレンズ部６１に対する光の照射位置を変化させることが可能
となり、発光による装飾効果や演出効果の向上を図り得る。そして、各照明室２０４のＬ
ＥＤ１１０ａを異なる色で発光させれば、レンズ部材２００を多彩な色で照明することが
でき、装飾効果や演出効果の一層の向上を図り得る。また、別例１に係るレンズ部材２０
０を備えたパチンコ機１０に関しても、前述した実施例のレンズ部材６０を備えたパチン
コ機１０と同様の作用効果を期待できる。
【００５８】
(別例２)
　図１７は、別例２に係るレンズ部材２１０を配設した遊技盤２１を、当該レンズ部材２
００の配設位置で拡大した正面図である。別例２では、遊技盤２１に開設される前記第５
装着口２３ｅの左右の開口幅が、パチンコ球の直径２個分以上の大きさに設定されている
。前記レンズ部材２１０は、前述した実施例のレンズ部材６０と同様に、前記遊技盤２１
に開設された前記第５装着口２３ｅに対応して配設されており、当該第５装着口２３ｅを
覆う第１のレンズ部６１と、該第１のレンズ部６１の前方に離間して位置するよう配置さ
れた第２のレンズ部７１とを備えている。すなわち、前記レンズ部材２１０が備える第１
のレンズ部６１は、左右の開口幅寸法が前記第５装着口２３ｅの左右の開口幅より大きく
形成されて、第５装着口２３ｅの開口前方が全体的に塞がれるようになっている。また、
レンズ部材２１０の第２のレンズ部７１の左右幅寸法は、パチンコ球の直径２個分以上の
大きさで、かつ第１のレンズ部６１より僅かに小さく形成されている。すなわち、レンズ
部材２１０では、第１のレンズ部６１に対して第２のレンズ部７１が前後方向に部分的に
重なるよう構成されると共に、当該第１のレンズ部６１および第２のレンズ部７１の間に
、複数個のパチンコ球が横並びで流下可能な空間２１４が画成されるようになっている。
【００５９】
　また、レンズ部材２１０における第２のレンズ部７１には、前記レンズ本体７２におけ
る前記第１のレンズ部６１と対向する後面に、前記接続部７５から内側(図１７において
右側)に離間する位置に、複数の流下規制片２１２が第１のレンズ部６１側に向けて突出
するよう形成されている。すなわち、前記レンズ部材２１０は、第１のレンズ部６１およ
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び第２のレンズ部７１の間の空間が複数の流下規制片２１２により区画されるようになっ
ており、当該第１のレンズ部６１と第２のレンズ部７１との間に、パチンコ球が流下する
複数の球流下経路２１４が画成されるようになっている。すなわち、前記遊技領域２１ａ
を流下する過程で、レンズ部材２１０の球流下経路２１４をパチンコ球が通過し得るよう
構成されている。なお、このレンズ部材２１０には、球流下経路２１４が左右横並びで２
つ画成されている。また、前記複数の球流下経路２１４は、前記流下規制片２１２の間に
形成されたパチンコ球が通過可能な接続口２１６を介して相互に連通するよう構成されて
おり、レンズ部材２１０に形成された複数の球流下経路２１４の間でパチンコ球が相互に
行き来できるようになっている。
【００６０】
　また、前記第５装着口２３ｅの後方開口は、前記基板支持部１０５により塞がれると共
に、当該基板支持部１０５に配設された上部発光基板１１０において第１のレンズ部６１
と対向する前面に、前記レンズ部材２１０に形成された各球流下経路２１４の後方に対応
して位置するよう前記ＬＥＤ１１０ａが配設されている。従って、レンズ部材２１０に設
けた各球流下経路２１４をＬＥＤ１１０ａで照明し得るよう構成されて、当該球流下経路
２１４を通過するパチンコ球が光を遮ることで、装飾効果や演出効果を高め得るようにな
っている。このように、第１のレンズ部６１と第２のレンズ部７１との間に複数の球流下
経路２１４を形成したレンズ部材２１０を遊技盤２１に配設することで、ＬＥＤ１１０ａ
を発光した光による装飾効果や演出効果を高めつつ、パチンコ球の流路を多彩にして、遊
技の興趣を向上することができる。また、別例２に係るレンズ部材２１０を備えたパチン
コ機１０に関しても、前述した実施例のレンズ部材６０を備えたパチンコ機１０と同様の
作用効果を期待できる。
【００６１】
(別例３)
　図１８は、別例３に係るレンズ部材２２０を配設した遊技盤２１を、当該レンズ部材２
２０の配設位置で拡大した正面図であり、図１９は、別例３に係るレンズ部材２２０を配
設した遊技盤２１を、当該レンズ部材２２０の配設位置で縦断した拡大断面図であり、図
２０は、レンズ部材２２０を配設した遊技盤２１を、当該レンズ部材２２０の配設位置で
横断した拡大断面図である。図１９に示すように、前記別例３に係る遊技盤２１には、前
記第５装着口２３ｅの開口上部に連通する上部連通口２３０が前後に開口するよう形成さ
れると共に、第５装着口２３ｅの開口下部に連通する下部連通口２３１が前後に開口する
よう形成されている。そして、図１８に示すように、前記遊技盤２１の前面において前記
遊技領域２１ａ内で開口する球導入部材２３３が前記上部連通口２３０に配設されると共
に、遊技盤２１の前面において前記遊技領域２１ａ内で開口する球導出部材２３６が前記
下部連通口２３１に配設されている。
【００６２】
　前記球導入部材２３３は、図１８、図１９に示すように、前記遊技領域２１ａを流下す
るパチンコ球が入球可能な球導入口２３４ａが上方へ開口すると共に後方へ開口する樋状
に形成された球受け部２３４と、前記上部連通口２３０の内部に嵌合するよう設けられて
当該球受け部２３４の後方開口に連通すると共に前記第５装着口２３ｅ側に球出口２３５
ａが開口する導入通路部２３５とを備え、遊技領域２１ａを流下するパチンコ球を、球受
け部２３４の球導入口２３４ａから導入通路部２３５の球出口２３５ａに至る球導入路２
３３ａを介して第５装着口２３ｅへ誘導し得るよう構成されている。前記球導出部材２３
６は、前記下部連通口２３１の内部に嵌合するよう設けられて前記第５装着口２３ｅ側に
球入口２３７ａが開口すると共に前方へ開口する導出通路部２３７と、前記遊技盤２１の
前面側に突出するよう設けられて導出通路部２３７の前方開口に連通すると共に前記遊技
領域２１ａ内で排出口２３８ａが開口する球排出部２３８とを備え、前記球導入部材２３
３の導入通路部２３５を介して、第５装着口２３ｅに誘導されたパチンコ球を、導出通路
部２３７の球入口２３７ａから球排出部２３８の排出口２３８ａに至る球排出路２３６ａ
を介して遊技領域２１ａへ戻し得るよう構成されている。なお、図１８に示すように、球
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排出部２３８の排出口２３８ａは、前記回転案内部材２７へ向けて右側方へ開口するよう
形成されており、球排出路２３６ａを介して遊技領域２１ａに戻ったパチンコ球が回転案
内部材２７へ向けて排出されるようになっている。
【００６３】
　別例３のレンズ部材２２０は、図１８、図１９に示すように、前述した実施例のレンズ
部材６０と同様に、前後に重なる第１のレンズ部６１および第２のレンズ部７１を備えて
いる。更に、前記レンズ部材２２０は、前記第１のレンズ部６１の後方に重なるよう設け
られると共に、前記ＬＥＤ１１０ａの光照射方向前方に位置する第３のレンズ部２２２と
、前記第３のレンズ部２２２を第１のレンズ部６１に対してパチンコ球の直径よりも大き
い間隔を隔てて接続する第２の接続部２２５とを備えている。ここで、前記第３のレンズ
部２２２は、前記第５装着口２３ｅの内部に嵌合するよう設けられると共に、前記第２の
接続部２２５は、第５装着口２３ｅの開口左右側縁に沿って上下方向に延在するよう設け
られており、前記第１のレンズ部６１と第３のレンズ部２２２との間に、パチンコ球が通
過可能な球通路２２７(すなわち第１のレンズ部６１および第３のレンズ部２２２の間の
空間)が画成されるようになっている。そして、前記第１のレンズ部６１および第３のレ
ンズ部２２２の間に画成される球通路２２７は、上部開口が前記球導入部材２３３におけ
る球導入路２３３ａの球出口２３５ａに連通すると共に、下部開口が前記球導出部材２３
６における球排出路２３６ａの球入口２３７ａに連通するよう構成されている。
【００６４】
　すなわち、別例３の遊技盤は、前記遊技領域２１ａを流下するパチンコ球を、前記球導
入部材２３３の球導入路２３３ａを介して前記第１のレンズ部６１および第３のレンズ部
２２２の間の球通路２２７に誘導可能に構成されると共に、当該球通路２２７に導かれた
パチンコ球が前記球排出路２３６ａを介して遊技領域２１ａに戻されるようになっている
。このように、別例３の遊技盤２１には、レンズ部材２２０(第１のレンズ部６１)より上
方位置で前記遊技領域２１ａに開口すると共に第１のレンズ部６１および第３のレンズ部
２２２の間の空間に連通する球導入路２３３ａが形成されると共に、当該第１レンズ部６
１より下方位置で遊技領域２１ａに開口すると共に第１のレンズ部６１および第３のレン
ズ部２２２の間の空間に連通する球排出路２３６ａが形成され、当該球導入路２３３ａお
よび球排出路２３６ａをレンズ部材２２０の球通路２２７で連通接続するよう構成されて
おり、遊技領域２１ａを流下するパチンコ球が第１のレンズ部６１の後方を通過し得るよ
うになっている。
【００６５】
　また、前記第３のレンズ部２２２には、図１９に示すように、前記光拡散部としての第
４光拡散部２２３,２２４が形成されており、前記ＬＥＤ１１０ａを発光させた際に、当
該光拡散部２２３,２２４を透過して拡散された光が第１のレンズ部６１に照射されるよ
うになっている。ここで、前記第３のレンズ部２２２には、前面側に第４光拡散部２２３
が形成されると共に、後面側に第５光拡散部２２４が略全面に設けられている。前記第３
のレンズ部２２２の第４光拡散部２２３は、前記第１のレンズ部６１に形成された第１光
拡散部６２と同様に、該第３のレンズ部２２２の前面側(第４光拡散部２２３側)を通過す
るパチンコ球の動きに対して影響しない程度に緩やかに起伏する凹凸形状に形成されると
共に、当該第３のレンズ部２２２の第５光拡散部２２４は、第１のレンズ部６１に形成さ
れた第２光拡散部６６と同様に、第４光拡散部２２３の起伏よりも大きな起伏をなす凹凸
形状に形成され、該第５光拡散部２２４を透過する光の拡散効果を、第４光拡散部２２３
を透過する光の拡散効果よりも高くなるよう構成してある。このように、前記第３のレン
ズ部２２２には、パチンコ球が接触しない後面側に、光の拡散効果の高い第５光拡散部２
２４を形成することで、第１および第３のレンズ部６１,２２２の間の球通路２２７を通
過するパチンコ球に対して影響を与えるのを避けつつ、第３のレンズ部２２２を透過する
光の光拡散効果を向上させている。
【００６６】
　すなわち、別例３に係るレンズ部材２２０を備えた遊技盤２１では、第１のレンズ部６
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１に対して第３のレンズ部２２２が重なるよう位置することで、発光による装飾効果や演
出効果の向上を図り得る。また、第１のレンズ部６１と第２のレンズ部７１の間だけでな
く、第１のレンズ部６１と第３のレンズ部２２２の間をパチンコ球が通過し得るよう構成
することで、パチンコ球の通過に伴って光が遮られることで装飾効果や演出効果の向上を
図り得る。更に、第１のレンズ部６１および第３のレンズ部２２２の間を通過する遊技球
は、該第１のレンズ部６１や第２のレンズ部７１を介して透視することができるから、パ
チンコ球の動きを確認しながら遊技を行うことができ、パチンコ球の動きによる面白みを
与えることができる。また、第１および第２のレンズ部６１,７１の間の球通過領域Ｒを
パチンコ球が通過する場合と、第１および第３のレンズ部６１,２２２の間の球通路２２
７をパチンコ球が通過する場合とで、パチンコ球が向かう経路を変えることができるから
、遊技領域２１ａの外周側を流下するパチンコ球の行方に対する関心を高めることにも繋
がる。また、別例３に係るレンズ部材２２０を備えたパチンコ機１０に関しても、前述し
た実施例のレンズ部材６０を備えたパチンコ機１０と同様の作用効果を期待できる。
【００６７】
　なお、遊技機の構成は、前述したものに限られず、種々に変更することが可能である。
以下にその一例を示す。
【００６８】
(１)　実施例では、レンズ部材に光を照射する発光手段(発光体)を、球排出経路部材に取
り付けるようにしたが、これに限られるものではなく、遊技盤に開設される開口部(装着
口)に臨んでレンズ部材に光を照射し得るよう配設する構成であればよい。例えば、レン
ズ部材における第１のレンズ部の後方に発光手段の取付部を形成するようにしてもよい。
また、遊技盤に開設される開口部(装着口)の形状や開設位置に関しても、実施例のものに
限られず、遊技盤の任意位置に適宜の形状で形成することができる。
(２)　実施例のレンズ部材には、第１のレンズ部の前後両面に光拡散部を形成するよう構
成したが、前面および後面の何れか片面のみに光拡散部を設ける構成であってもよい。ま
た、第２のレンズ部の前面に光拡散部を形成するよう構成したが、これに限られるもので
はなく、前後の両面または後面のみに光拡散部を設ける構成とすることもできる。更に、
第３のレンズ部を設ける構成にあっては、第３のレンズ部の前後両面に光拡散部を形成す
る構成に限らず、前面および後面の何れか片面のみに光拡散部を設ける構成も採用可能で
ある。
(３)　実施例では、第１のレンズ部の前面に設けられる第１光拡散部を、後面に設けられ
る第２光拡散部よりも緩やかな起伏形状に形成したが、該第２光拡散部をより緩やかな起
伏形状とすることもできる。また、第１のレンズ部における光拡散部の形態は、実施例に
示したものに限られるものではなく、シボ加工やダイヤモンドカット等の光拡散処理を施
すようにしてもよく、また光拡散シート等の光拡散機能を有する部材を別途取り付けるよ
うにしてもよい。また、第３のレンズ部を設ける構成にあっても同様の構成を採用できる
ことは当然である。
(４)　また、第１のレンズ部の前後両面の光拡散部の形態を異ならせたが、同じ形態で光
拡散部を設けることもできる。また、第３のレンズ部を設ける構成にあっても同様である
。
(５)　実施例では、第１のレンズ部および第２のレンズ部を接続する接続部を第２のレン
ズ部に設けるよう構成したが、第１のレンズ部に接続部を設けるようにすることもでき、
また接続部を別部材とすることもできる。同様に、第３のレンズ部を設ける構成において
、第１のレンズ部および第３のレンズ部を接続する第２の接続部を第１のレンズ部に設け
るよう構成したが、第３のレンズ部に第２の接続部を設けるようにすることもでき、また
第２の接続部を別部材とすることもできる。
(６)　実施例では、第２のレンズ部を第１のレンズ部に対して遊技球の直径よりも大きい
間隔を隔てて接続する接続部を円弧状の接続基部と、上下の端部に連接する上下の誘導部
から構成したが、これに限られるものではなく、任意の形状とすることができる。
(７)　実施例では、第１のレンズ部と第２のレンズ部を接続する接続部を、案内レールの
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内側に、当該案内レールにおける遊技領域を画成する内周面に沿って湾曲するよう設けた
が、案内レールを分断すると共に、案内レールの内周面に沿って湾曲するよう形成した接
続部を分断した案内レールの間に配置して，当該接続部が案内レールの一部を成すよう構
成することもできる。
(８)　第１のレンズ部の裏側から前記遊技盤の開口部の内部に延出する仕切り壁により、
当該遊技盤の開口部内側の内部空間を３つの照明室に区画する構成を例示したが、これに
限られるものではなく、２または４つ以上の照明室に区画するよう構成することもできる
。また、仕切部材の形状としても、板状である必要はなく、任意の形状に形成することが
できる。例えば仕切り壁を格子状に形成したり、円筒状に形成するようにしてもよい。ま
た、仕切り壁により画成される照明室を円形や星形等の任意形状に形成することができる
。また、各照明室に対して２以上の発光体を配設してもよい。
(９)　実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるもの
ではなく、アレンジボール機やピンボール機、スロットマシン機等の各種遊技機を採用し
得る。
【００６９】
　また、本願には次のような技術的思想が含まれている。
(Ａ)　遊技盤(21)に設けられた案内レール(22)により遊技球が流下可能な遊技領域(21a)
が画成されると共に、当該遊技領域(21a)に発光による演出を行う照明手段(60,110a,200,
210,220)が配設された遊技機において、
　前記遊技盤(21)には、前記案内レール(22)に隣接する位置に前後に開口する開口部(23e
)が形成されると共に、
　前記照明手段(60,110a,200,210,220)は、
　前記遊技盤(21)の開口部(23e)に配設され、点灯または消灯がなされる発光体(110a)と
、
　前記遊技盤(21)の盤面に配設されて前記発光体(110a)よりも前側に位置すると共に、該
遊技盤(21)の開口部(23e)を覆う第１のレンズ部(61)と、
　前記第１のレンズ部(61)の前方に位置する第２のレンズ部(71)と、
　前記第２のレンズ部(71)を前記第１のレンズ部(61)に対して遊技球の直径よりも大きい
間隔を隔てて接続する接続部(75)と、
　前記第１のレンズ部(61)および第２のレンズ部(71)の夫々に設けられ、前記発光体(110
a)の光から照射される光を拡散する光拡散部(62,66,73)とを備え、
　前記接続部(75)は、前記案内レール(22)から遊技領域(21a)側に突出するよう設けられ
て前記第１および第２のレンズ部(71)の間を通過する遊技球が接触可能に構成されると共
に、該案内レール(22)の内周面に沿って湾曲するよう形成され、
　前記第２のレンズ部(71)は、前記第１のレンズ部(61)よりも小さく形成されると共に、
当該第１のレンズ部(61)に対して前後方向に重なるよう構成され、
　前記第１のレンズ部(61)と第２のレンズ部(71)が前後に重なった領域の後方に、両レン
ズ部(61,71)が前後に重なる領域および両レンズ部(61,71)が前後に重ならない領域に対し
て光を照射し得るよう前記発光体(110a)が設置されたことを要旨とする。
　この構成では、第１のレンズ部と第２のレンズ部との間に、遊技球の直径よりも大きな
空間を確保することで、両レンズ部の間を遊技球が通過できるから、遊技球の流路が制限
されることなく遊技球の動きによる演出が可能となる。第１のレンズ部および第２のレン
ズ部を前後に重なるように設けて、発光体の光が両レンズ部を透過し得るよう構成するこ
とにより、発光による装飾効果や演出効果の向上を図り得る。また、第１のレンズ部より
も第２のレンズ部を小さく形成し、両レンズ部が前後に重なる領域および両レンズ部が前
後に重ならない領域に対して発光体の光が照射されるようにしたことで、光の照射位置に
より発光の態様が異なるように見せることができ、装飾効果や演出効果をより一層高める
ことができる。
　また遊技領域を画成する案内レールより内側に、第１のレンズ部と第２のレンズ部を接
続する接続部が位置するよう構成すると共に、当該案内レールを湾曲形成して第１および
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第２のレンズ部の間を通過する遊技球を誘導可能に構成したことで、発光による装飾効果
や演出効果を高めつつ、遊技球の動きに変化を与えることができる。
　そして第１のレンズ部および第２のレンズ部の間を通過する遊技球を、該第２のレンズ
部を介して透視することができるから、遊技球の動きを確認しながら遊技を行うことがで
き、遊技球の動きによる面白みを与えることができる。
(Ｂ)　前記第１のレンズ部(61)の裏側から前記遊技盤(21)の開口部(23e)の内部に延出す
る仕切り壁(202)を備え、当該開口部(23e)内側の内部空間(S)を複数の照明室(204)に区画
するよう構成されると共に、前記複数の照明室(204)に、前記発光体(110a)が配設された
ことを要旨とする。
　この構成では、仕切り壁により開口部内側の内部空間を複数の照明室に区画することで
、照明室毎にレンズ部に対する光の照射位置を変化させることができるから、発光による
装飾効果や演出効果の向上を図り得る。
(Ｃ)　前記第１のレンズ部(61)と第２のレンズ部(71)との間に、複数の球流下経路(214)
が形成されたことを要旨とする。
　この構成では、第１のレンズ部と第２のレンズ部との間に複数の球流下経路を形成する
ことで、照明手段による装飾効果や演出効果を高めつつ、遊技球の流路を多彩にして、遊
技の興趣を向上することができる。
(Ｄ)　前記遊技領域(21a)を流下する遊技球が入賞可能な始動入賞口(30a)を備えると共に
、該始動入賞口(30a)への入賞を契機として演出を行う演出実行手段(18)を備え、
　前記第１および第２のレンズ部(61,71)の間を通過する遊技球を、前記始動入賞口(30a)
側へ誘導し得るよう前記接続部(75)が設けられていることを要旨とする。
　この構成では、第１のレンズ部および第２のレンズ部の間を通過する遊技球を、接続部
により始動入賞口側へ誘導し得るから、当該レンズ部の間を通過する遊技球に対する遊技
球の動きによる面白みを与えることができる。
(Ｅ)　前記接続部(75)は、光を透過可能に形成されると共に、前記第１のレンズ部(61)の
前面において遊技盤(21)の開口部(23e)の開口内側に、前記発光体(110a)の光照射方向に
沿って設けられることを要旨とする。
　この構成では、発光体の光が第１のレンズ部、接続部および第２のレンズ部を透過し得
るようにしたことで、１つの照明手段でより複雑な発光態様を実現できる。接続部は発光
体の光の照射方向に沿って設けられるから、該接続部に入射した光を効率的に第２のレン
ズ部まで導くことができ、該接続部に対応した部位を、他の部位と比べてより明瞭に発光
させることができる。また、接続部の後方を遊技球が通過しないから、第１のレンズ部と
第２のレンズ部の間を遊技球が通過する間も照明手段による装飾効果や演出効果を維持す
ることができる。
【００７０】
(Ｆ)　前記第１のレンズ部(61)の後方に重なるよう設けられると共に、前記発光体(110a)
の光照射方向前方に位置するよう構成され、該発光体(110a)から照射される光を拡散する
光拡散部(223,224)を有する第３のレンズ部(222)と、
　前記第３のレンズ部(222)を前記第１のレンズ部(61)に対して遊技球の直径よりも大き
い間隔を隔てて接続する第２の接続部(225)とを備え、
　前記第１のレンズ部(61)より上方位置で前記遊技領域(21a)に開口すると共に第１のレ
ンズ部(61)および第３のレンズ部(222)の間の空間(227)に連通する球導入路(233a)が形成
されると共に、当該第１レンズ部より下方位置で遊技領域(21a)に開口すると共に第１の
レンズ部(61)および第３のレンズ部(222)の間の空間(227)に連通する球排出路(236a)が形
成されて、
　前記遊技領域(21a)を流下する遊技球を、前記球導入路(233a)を介して第１のレンズ部(
61)および第３のレンズ部(222)の間の空間(227)に誘導可能に構成されると共に、該第１
のレンズ部(61)および第３のレンズ部(222)の間の空間(227)に導かれた遊技球が前記球排
出路(236a)を介して遊技領域(21a)に排出されることを要旨とする。
　この構成では、第１のレンズ部に対して第３のレンズ部が重なるよう位置することで、
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発光による装飾効果や演出効果の向上を図り得る。また、第１のレンズ部と第２のレンズ
部の間だけでなく、第１のレンズ部と第３のレンズ部の間を遊技球が通過し得るよう構成
することで、遊技球の通過に伴う装飾効果や演出効果の向上を図り得る。更に、第１のレ
ンズ部および第３のレンズ部の間を通過する遊技球を、該第１および第２のレンズ部を介
して透視することができるから、遊技球の動きを確認しながら遊技を行うことができ、遊
技球の動きによる面白みを与えることができる。
(Ｇ)　前記第１のレンズ部(61)および第２のレンズ部(71)は、前記遊技盤(21)の盤面に沿
って延在する平板状に形成されて、前記第１のレンズ部(61)の光拡散部(62,66)は、該第
１のレンズ部(61)の前面および後面に設けられると共に、該第２のレンズ部(71)の光拡散
部(73)は、当該第２のレンズ部(71)における前面および後面の何れか片面に設けられたこ
とを要旨とする。
　このように、第１のレンズ部と第２のレンズ部に設ける光拡散部を異ならせることで、
両レンズ部が前後に重なる領域と、両レンズ部が前後に重ならない領域での発光態様をよ
り一層異ならせることができる。このとき、第１のレンズ部の前後両面に光拡散部を形成
することで、当該第１のレンズ部だけを透過した光でも効果的な装飾や演出を行うことが
可能となる。
(Ｈ)　前記第１のレンズ部(61)は、前面に形成される光拡散部(62)および後面に形成され
る光拡散部(66)の形態が異なることを要旨とする。
　このように、第１のレンズ部の前後両面に形成される光拡散部の形態を変えることで、
第１のレンズ部での光の拡散作用を高めることができ、装飾効果や演出効果の向上を図り
得る。
【符号の説明】
【００７１】
　２１　遊技盤
　２３ｅ　第５装着口(開口部)
　１１０ａ　ＬＥＤ(発光体)
　６１　第１のレンズ部
　７１　第２のレンズ部
　７５　接続部
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