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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機筐体内に、電子部品が実装された電子回路基板と、遊技者に対する利益付与率を
複数段階に設定可能な設定スイッチとを配設した遊技機において、
　前記電子回路基板が収納された状態で取り付けられた基板収納ケースの端部に延設され
たベース部に、施錠機構を有する開閉可能に軸着された収納ボックスを設け、
　前記収納ボックス内に、前記ベース部に設けられた固定部に固定された前記設定スイッ
チ、および前記設定スイッチと前記電子回路基板とを電気的に接続するための配線を収納
し、
　前記収納ボックスの前面には、前記設定スイッチの前面に設けた鍵穴が臨み該設定スイ
ッチを操作するための第１の操作開口部と、該収納ボックスの施錠装置の鍵穴が臨む第２
の操作開口部とを設け、
　前記収納ボックスの前記電子回路基板側の側面には、該収納ボックスが閉じた状態とさ
れた際に、前記ベース部との間で前記基板収納ケースを挟持し、前記設定スイッチと前記
電子回路基板との接続部分を覆う被覆片を突出するように設け、
　前記収納ボックスの外部から前記設定スイッチおよび前記配線に対して不正改造機器を
接続不能としたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記ベース部には、前記収納ボックスの側面を覆う壁部より内側に位置する係止部を設
け、該係止部には、前記施錠装置のロック片が係止可能な透孔を設け、
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　前記収納ボックスが閉状態となった場合には、前記壁部と前記係止部との間に入り込ん
だ前記収納ボックスの側面および前記壁部により前記係止部が覆われることを特徴とする
請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第１の操作開口部は、開閉可能なカバー部材で覆われていることを特徴とする請求
項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遊技者に対する利益付与率を複数段階に設定可能な設定スイッチを備えた遊技
機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パチスロ遊技機、スロットマシン、パチンコ機等の遊技機には、その筐体内に、遊技機を
電気的に制御するための電子部品が実装された電子回路基板が配設されている。また、こ
のような遊技機には、遊技店と遊技者の利益の公平を図るために、遊技者に対する利益付
与率であるいわゆる出玉率を複数段階に設定するための設定スイッチを備えたものがある
。そして、遊技店では、営業戦略等に基づいて遊技機毎に設定スイッチを操作することに
より出玉率を設定し、遊技者に対して付与する利益を調整している。これに対して遊技者
は、より有利な出玉率が設定された遊技機を選択して遊技を行うことにより、より多くの
メダルや遊技球を獲得したいと望んでいる。ここで、遊技店による出玉率の設定が適正な
ものであれば、遊技店と遊技者との利益の公平が図られ、健全な遊技を行うことができる
。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の一般的な遊技機では、遊技機筐体の内部において、電子回路基板と
設定スイッチとは離れた位置に配設されており、両者の間を結線用ハーネス（配線）によ
り接続していた。
このため、電子回路基板と設定スイッチとを接続するための結線用ハーネスに対して、出
玉率の設定を変更するための改造機器を取り付け、遊技者側の利益を不正に増大させると
いう不正行為が行われることがあった。
このような不正行為が行われた場合には、遊技店と遊技者との利益の公平が崩れ、遊技店
に多大な損害を与えるばかりでなく、健全な遊技を行うことができなくなってしまう。
【０００４】
本発明は、上述した事情に鑑み提案されたもので、遊技店により設定された利益付与率が
不正に改変されることを防止して、遊技店と遊技者との利益の公平を図るとともに、健全
な遊技を行うことが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る遊技機は、上述した目的を達成するため、以下の特徴点を備えている。
　すなわち、本発明に係る遊技機は、遊技機筐体内に、電子部品が実装された電子回路基
板と、遊技者に対する利益付与率を複数段階に設定可能な設定スイッチとを配設した遊技
機において、
　前記電子回路基板が収納された状態で取り付けられた基板収納ケースの端部に延設され
たベース部に、施錠機構を有する開閉可能に軸着された収納ボックスを設け、
　前記収納ボックス内に、前記ベース部に設けられた固定部に固定された前記設定スイッ
チ、および前記設定スイッチと前記電子回路基板とを電気的に接続するための配線を収納
し、
　前記収納ボックスの前面には、前記設定スイッチの前面に設けた鍵穴が臨み該設定スイ
ッチを操作するための第１の操作開口部と、該収納ボックスの施錠装置の鍵穴が臨む第２
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の操作開口部とを設け、
　前記収納ボックスの前記電子回路基板側の側面には、該収納ボックスが閉じた状態とさ
れた際に、前記ベース部との間で前記基板収納ケースを挟持し、前記設定スイッチと前記
電子回路基板との接続部分を覆う被覆片を突出するように設け、
　前記収納ボックスの外部から前記設定スイッチおよび前記配線に対して不正改造機器を
接続不能としたことを特徴とするものである。
【０００６】
　この場合、前記ベース部には、前記収納ボックスの側面を覆う壁部より内側に位置する
係止部を設け、該係止部には、前記施錠装置のロック片が係止可能な透孔を設け、前記収
納ボックスが閉状態となった場合には、前記壁部と前記係止部との間に入り込んだ前記収
納ボックスの側面および前記壁部により前記係止部が覆われるように構成することが可能
である。
【０００７】
　また、前記第１の操作開口部は、開閉可能なカバー部材で覆われていることが好ましい
。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて、本発明に係る遊技機の実施形態の一例を説明する。
図１～３は、本発明に係る遊技機に使用する設定スイッチの一実施形態を示すもので、図
１は、設定スイッチを収納した収納ボックスの正面図、図２は、開状態の収納ボックスの
斜視図、図３は、閉状態の収納ボックスの斜視図である。また、図４は、本発明に係る遊
技機の一例であるパチスロ遊技機を示すもので、図４（ａ）は、パチスロ遊技機の斜視図
、図４（ｂ）は、パチスロ遊技機の筐体内部を示す正面図である。
【０００９】
本発明に係る遊技機は、パチスロ遊技機、パチンコ機等のように、遊技機筐体内に、電子
部品が実装された電子回路基板である主基板と、遊技者に対する利益付与率を複数段階に
設定可能な設定スイッチとを配設した遊技機に適用される。以下、代表的な遊技機として
パチスロ遊技機を例にとって説明を行う。
【００１０】
＜パチスロ遊技機＞
本発明に係るパチスロ遊技機１は、図４（ａ）に示すように、前面に開閉可能な前面扉２
を有する遊技機筐体３を備えている。前面扉２には、その前面のほぼ中央より上部に３個
の表示窓４を設け、各表示窓４には、遊技機筐体３の内部に配置した３個のリール５の外
周表面がそれぞれ臨んでいる。
【００１１】
また、表示窓４の下方の前面扉２の前面には、遊技に供する遊技メダルを投入するための
メダル投入口６と、遊技メダルの投入を条件として各リール５の回転を開始させるための
スタートスイッチ７と、各リール５に個別に対応して各リール５の回転を停止させるため
の３個のストップスイッチ８が設けられている。
【００１２】
さらに、前面扉２の下部には、賞として払い出された遊技メダルを受け入れるためのメダ
ル受皿９を設けるとともに、メダル受皿９に臨むようにして、メダル払出口１０が設けら
れている。
【００１３】
遊技機筐体３の内部には、図４（ｂ）に示すように、各表示窓４に外周表面を臨ませる位
置に、それぞれリール５を回転可能に配置し、メダル払出口１０に連通する位置に、賞と
しての遊技メダルを払い出すためのホッパ１１が配置されている。
【００１４】
また、遊技機筐体３の内部には、リール５の上方に位置するように、パチスロ遊技機１を
電気的に制御するための電子部品が実装された電子回路基板である主基板１２が、基板収
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納ケース１３に収納された状態で取り付けられている。
【００１５】
＜設定スイッチ＞
図４（ａ）、（ｂ）に示すパチスロ遊技機１は、遊技者に対する利益付与率であるいわゆ
る出玉率を複数段階に設定するための設定スイッチ１４を有している。この設定スイッチ
１４を用いて、例えば出玉率を６段階のいずれかに設定することにより、「当たり」およ
び「大当たり」が発生する確率を制御して、遊技者が獲得することができる遊技メダルの
数に変化を持たせている。すなわち、出玉率を高く設定することにより、「当たり」およ
び「大当たり」が発生する確率が高まり、遊技者がより多くの遊技メダルを獲得する可能
性が高まる。一方、出玉率を低く設定することにより、「当たり」および「大当たり」が
発生する確率が低くなり、遊技者が獲得することができる遊技メダルの数が比較的少なく
なる。
【００１６】
この設定スイッチ１４は、図１～３に示すように、主基板１２を収納するための基板収納
ケース１３の右端に隣接して設けた収納ボックス１５内に収納されている。この収納ボッ
クス１５は、基板収納ケース１３の右端側に延設されたベース部１６に対して上下方向に
回動可能に軸着されており、上方に向かって回動すると閉状態となり、下方に向かって回
動すると開状態となる。
【００１７】
上述したように、収納ボックス１５は、主基板１２の右端側に隣接しており、主基板１２
と設定スイッチ１４の接続部は、収納ボックス１５を閉じた状態で、収納ボックス１５に
より隠蔽されるようになっている。
【００１８】
＜収納ボックス＞
収納ボックス１５の前面には、設定スイッチ１４の前面に設けた鍵穴１７が臨む第１の操
作開口部１８と、収納ボックス１５の施錠装置１９の鍵穴２０が臨む第２の操作開口部２
１とが設けられている。また、収納ボックス１５の内部には、第２の操作開口部２１に鍵
穴２０を臨ませるようにして、施錠装置１９が取り付けられている。
【００１９】
また、収納ボックス１５の主基板１２側の側面には、収納ボックス１５が閉じた状態とさ
れた際に、基板収納ケース１３の表面に被さることにより、後述のベース部１６との間で
基板収納ケース１３を挟持するための被覆片２２が突出するように設けられている。これ
により、収納ボックス１５は、主基板１２が不正改造された回路基板に取り替えられてし
まうことを防止する機能を有するものである。
【００２０】
さらに、収納ボックス１５の前面外側には、第１の操作開口部１８を覆って閉鎖するため
のカバー部材２３が回動可能に取り付けられている。このカバー部材２３は、例えば透明
な合成樹脂製板材により形成されており、常には、第１の操作開口部１８を覆って設定ス
イッチ１４の鍵穴１７に鍵等を差し込めないようにして、設定スイッチ１４の不正な操作
を防止するようになっている。
【００２１】
ベース部１６には、設定スイッチ１４を固定するための固定部２４と、収納ボックス１５
の右側側面を覆うための壁部２５と、壁部２５より収納ボックス１５の内側に位置する係
止部２６とが、ベース部１６から突出して設けられている。また、係止部２６には、施錠
装置１９のロック片２７が係止可能な透孔２８が設けられている。この透孔２８は、図２
に示すように、下端側の幅が上端側と比較して広くなっており、長さ方向の中間部で下端
側から上端側に向かって縮径している。このような構成とすることにより、ロック片２７
を透孔２８内へ容易に進入させることができる。
【００２２】
なお、収納ボックス１５が閉状態となった場合には、壁部２５と係止部２６との間に収納
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ボックス１５の右側面が入り込み、壁部２５および収納ボックス１５の右側面により係止
部２６が覆われるので、収納ボックス１５の外部から透孔２８内に係止したロック片２７
を操作して、不正に収納ボックス１５を開くことを防止することができる。
【００２３】
＜結線用ハーネス＞
設定スイッチ１４と主基板１２とは、図１に示すように、結線用ハーネス２９により電気
的に接続されている。なお、結線用ハーネス２９の先端にはプラグ３０が取り付けられて
おり、主基板１２に設けたソケット（図示せず）にプラグ３０を差し込むことにより設定
スイッチ１４と主基板１２とを接続するようになっている。また、結線用ハーネス２９は
、収納ボックス１５と基板収納ケース１３との間で、被覆片２２により覆われるように配
設されており、収納ボックス１５および基板収納ケース１３の外部から結線用ハーネス２
９に接触できないようになっている。
【００２４】
なお、図１に示す実施形態では、結線用ハーネス２９を用いて設定スイッチ１４と主基板
１２とを接続しているが、設定スイッチ１４と主基板１２との間にカプラー等の接続手段
を設け、主基板１２に対して設定スイッチ１４を直に接続する等、他の接続形態により構
成してもよい。
【００２５】
＜設定スイッチの操作＞
収納ボックス１５は、常には閉状態となっており、施錠装置１９により施錠されている。
この状態で設定スイッチ１４を操作するには、第１の操作開口部１８を覆っているカバー
部材２３を左右いずれかの方向に回動させて第１の操作開口部１８が開いた状態とする。
そして、鍵穴１７に操作鍵（図示せず）を挿入して左右いずれかの方向に回動させること
により、所望の出玉率に設定する。この際、図示しないが、遊技機筐体３内に設けた７セ
グメント表示器、あるいはパチスロ遊技機１の前面側から視認可能な液晶表示器等に、設
定値が表示される。
出玉率の設定が終了すると、カバー部材２３により第１の操作開口部１８を覆って、鍵穴
１７に操作鍵等を差し込めないようにする。
【００２６】
また、設定スイッチ１４のメンテナンスあるいは交換を行う場合には、施錠装置１９を操
作して収納ボックス１５を開状態とすることにより、収納ボックス１５内に収納した設定
スイッチ１４および結線用ハーネス２９を取り外したり交換することができる。
【００２７】
＜他の実施形態＞
なお、上述した実施形態では、代表的な遊技機としてパチスロ遊技機１を例にとって説明
を行ったが、本発明は、電子部品が実装された電子回路基板（例えば主基板１２）と、遊
技者に対する利益付与率を複数段階に設定可能な設定スイッチ１４とを備えた遊技機であ
れば、パチンコ機、スロットマシン、アレンジボール遊技機、ゲームマシン等のような他
の遊技機にも適用することができる。
【００２８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る遊技機によれば、遊技機筐体内に配設された電子回路
基板の近傍に、施錠機構を有する開閉可能な収納ボックスを設け、この収納ボックス内に
、設定スイッチ、および設定スイッチと電子回路基板とを電気的に接続するための配線を
収納したことにより、収納ボックスの外部から設定スイッチおよび配線に対して不正改造
機器を接続する等の不正行為を確実に防止することができる。
【００２９】
したがって、遊技店により設定された利益付与率が不正に改変されることが防止され、遊
技店と遊技者との利益の公平が図られるとともに、健全な遊技を行うことが可能となる。
【００３０】
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より、収納ボックスを開閉することなく設定スイッチを操作することができるので、利益
付与率の設定を容易に行うことが可能となる。
【００３１】
さらに、操作開口部を開閉可能なカバー部材で覆うことにより、設定スイッチの操作が若
干面倒なものとはなるが、設定スイッチに対する不正操作を抑止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】設定スイッチを収納した収納ボックスの正面図
【図２】開状態の収納ボックスの斜視図
【図３】閉状態の収納ボックスの斜視図
【図４】本発明に係る遊技機の一例であるパチスロ遊技機を示すもので、（ａ）はパチス
ロ遊技機の斜視図、（ｂ）はパチスロ遊技機の筐体内部を示す正面図
【符号の説明】
１　パチスロ遊技機
２　前面扉
３　遊技機筐体
４　表示窓
５　リール
６　メダル投入口
７　スタートスイッチ
８　ストップスイッチ
９　メダル受皿
１０　メダル払出口
１１　ホッパ
１２　主基板
１３　基板収納ケース
１４　設定スイッチ
１５　収納ボックス
１６　ベース部
１７　設定スイッチの鍵穴
１８　第１の操作開口部
１９　施錠装置
２０　施錠装置の鍵穴
２１　第２の操作開口部
２２　被覆片
２３　カバー部材
２４　固定部
２５　壁部
２６　係止部
２７　ロック片
２８　透孔
２９　結線用ハーネス
３０　プラグ
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【図３】 【図４】
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