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(57)【要約】
【課題】所謂「孔開けゴト」が行われたことを早期に発
見可能な遊技機用表面構成部品と、このような遊技機用
表面構成部品を備える遊技機を提供する。
【解決手段】遊技機の表面部を構成する遊技機用表面構
成部品である。樹脂成形品によって構成される樹脂成形
部（５５Ｆ等）と、樹脂成形部（５５Ｆ等）に配設され
る熱伝導体５２Ｂと、熱伝導体５２Ｂに設けられ、加熱
されることによって変色可能な不正標識部５２Ｈとを備
える。そして、不正標識部５２Ｈが遊技機用表面構成部
品の表側から視認可能な状態とされる。更に、不正標識
部５２Ｈは、所定温度に加熱すると特定色に変色するが
、元の温度に戻しても変色前の色には戻らない不可逆性
の着色材によって構成されることが望ましい。
【選択図】図２３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の表面部を構成する遊技機用表面構成部品であって、
　樹脂成形品によって構成される樹脂成形部と、
　前記樹脂成形部に配設される熱伝導体と、
　前記熱伝導体に設けられ、加熱されることによって視覚的な変化を発生可能な不正標識
部と、
　を備えるとともに、
　前記不正標識部が前記遊技機用表面構成部品の表側から視認可能な状態とされることを
特徴とする遊技機用表面構成部品。
【請求項２】
　前記不正標識部は所定温度に加熱すると前記視覚的な変化を発生するが、元の温度に戻
しても前記視覚的な変化の前の状態に戻らないことを特徴とする請求項１に記載の遊技機
用表面構成部品。
【請求項３】
　前記不正標識部は、所定温度に加熱されることによって変色、発色若しくは消色するこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機用表面構成部品。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の遊技機用表面構成部品を備え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、遊技機用表面構成部品及び遊技機に関し、特に、セブン機、羽根物、権利物
、アレンジボール機等の弾球式の遊技機に対して好適に適用することができる。
【背景技術】
【０００２】
　弾球式の遊技機は、（１）外枠と、（２）遊技盤を保持しつつ外枠に開閉可能な状態に
取り付けられる本体枠と、（３）本体枠の表側（前面側）に配設されて当該遊技機の表面
部を構成する遊技機用表面構成部品とを備えている。そして、この種の遊技機は遊技機用
表面構成部品として、「遊技盤を覆うガラス板を具備しつつ本体枠に開閉可能な状態に取
り付けられるガラス扉枠」と、「本体枠の表側においてガラス扉枠の装着位置よりも下方
に開閉可能な状態で装着される上皿部材」と、「本体枠の表側において上皿部材の装着位
置よりも下方に配置される下皿部材」等を備えている。
【０００３】
　また、遊技盤の表面部では外側レールと内側レールとが配設されると共に外側レールと
内側レールとが略円形状、略楕円形状、若しくは略長円形状に取り囲む部位が遊技領域と
される。この遊技領域内において最下部にアウト口が設けられ、この最下部よりも上方の
位置には、各種の入賞装置（始動入賞装置、大入賞装置、その他の入賞装置等）、入球ゲ
ート、表示装置（液晶表示装置）等の種々の盤部品が配設されるとともに多数の障害釘が
植設されている。
【０００４】
　この種の遊技機では「遊技領域を流下する遊技球が入賞装置に入賞する確率」が、「遊
技領域に植設される障害釘」の「向き」や「曲がり角度」に応じて設定される。
【０００５】
　一方、弾球式の遊技機においては所謂「孔開けゴト」と称される不正行為の対象となる
ことがある。すなわち、遊技機用表面構成部品が「樹脂製の成形品からなる樹脂成形部」
を主体に構成されることを悪用して以下のような不正行為（孔開けゴト）が行われること
がある。つまり、不正行為者が「ハンダゴテ」や「ドリル」等を用いて樹脂成形部に孔（
以下、「不正工作孔」という。）を開ける。更に、この不正工作孔に樹脂成形部の表側（
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前方）からピアノ線等の部材（以下、「不正工作部材」という。）を挿入して遊技機用表
面構成部品と本体枠との間の隙間に到達させる。そして、入賞装置（始動入賞装置、大入
賞装置、その他の入賞装置等）の近傍に植設された障害釘を不正行為者に都合が良いよう
に調整（不正に曲げたり、隣接する障害釘同士の間隔を不正に変更する等）する等の不正
行為が行われる場合がある。
【０００６】
　つまり、不正工作部材によって何れかの入賞装置の近傍に植設された障害釘を不正に調
整し、遊技球の入賞確率を不正に高めるという「不正行為」が行われることがある。また
、可変式の入賞装置（大入賞装置、始動入賞装置等）に対しては、その開閉部材（開閉扉
、開閉翼片等）を不正工作部材によって不正に開放させ、遊技球の入賞確率を不正に高め
るという「不正行為」が行われることもある。
【０００７】
　このため、かかる不正行為を防止するための提案がなされている。例えば、表面構成部
材における所定部位に、「漏洩することで不正発生の警報として機能する所定物質（異臭
を放つ液体、液化された状態で漏洩して外気に触れると凝固して固定化する物質など）」
を収納可能な収納領域を形成し、表面構成部材の所定部位が外部から破壊された場合は、
収納領域に収納された所定物質を漏洩可能に構成した遊技機が提案されている（特許文献
１を参照、以下「従来例」という。）。
【特許文献１】特開２００７－１０５２６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、「孔開けゴト」に際して樹脂成形部に開けられる不正工作孔のサイズ（孔径
）は、通常、小さなものとされる。蓋し、この不正工作孔はピアノ線等の外径の小さな「
不正工作部材」が挿入可能であれば十分であるばかりか、「孔開けゴト」の発覚を恐れる
不正行為者にとっても、不正工作孔のサイズ（孔径）が小さい方が好ましいからである。
このため、前述の従来例においては「所定物質」が「不正発生の警報」として十分に機能
できない可能性がある。
【０００９】
　すなわち、小さな不正工作孔からは、「警報として機能する上で十分な量の所定物質」
を円滑に漏洩させることが困難である等の理由で、パチンコホールを巡回している店員が
「所定物質の漏洩（つまり、孔開けゴトの発生）」を明確に確認できない可能性があるか
らである。つまり、所定物質として「異臭を放つ液体」を用いる態様では、「タバコの臭
い等、種々の臭い」が充満しているパチンコホールにおいて、小さな不正工作孔から漏洩
する液体の臭いをパチンコホールの店員が認識することは困難である。また、所定物質と
して「液化された状態で漏洩して外気に触れると凝固して固定化する物質」を用いる態様
では、小さな不正工作孔から漏洩して固定化する僅かな量の物質を、不正行為者が即座に
処理することが容易である。しかも、不正行為者は、樹脂成形部においてパチンコホール
を巡回する店員の死角になり易い位置に不正工作孔を開設するのが一般的であり、この死
角となり易い位置で異臭が放たれたり、所定物質が固定化しても、それらをパチンコホー
ルの店員が確認することは困難であるからである。
【００１０】
　従って、従来例の遊技機においては不正工作孔が樹脂成形部に開けられても、その痕跡
（開けられた事実や不正工作孔の位置）を直ちに確認することが困難であるとともに、そ
の確認には時間・日数を要することがある。そして、パチンコホールが「孔開けゴトに基
づく被害」をある程度被った後、「ホールコンピュータの出球データ（出玉データ）異常
」によって漸く「孔開けゴト」の発生を確認することがある。
【００１１】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、その目的とするとこ
ろは、「孔開けゴト」が行われたこと、あるいは「孔開けゴト」が行われようとしていた
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ことを早期に発見可能な遊技機用表面構成部品と、このような遊技機用表面構成部品を備
える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】
【００１２】
　請求項１に記載の遊技機用表面構成部品（以下、「表面構成部品」という。）は、
　遊技機の表面部を構成する遊技機用表面構成部品であって、
　樹脂成形品によって構成される樹脂成形部と、
　前記樹脂成形部に配設される熱伝導体と、
　前記熱伝導体に設けられ、加熱されることによって視覚的な変化を発生可能な不正標識
部と、
　を備えるとともに、
　前記不正標識部が前記遊技機用表面構成部品の表側から視認可能な状態とされることを
特徴とする。
【００１３】
　請求項１の発明では、熱伝導体に不正標識部を設けるともに不正標識部を表面構成部品
の表側から視認可能な状態とする。このため、樹脂成形部に開けられる不正工作孔のサイ
ズが小さくても、樹脂成形部の広範な部位（不正工作孔の開けられた部位よりも広範な部
位）にハンダゴテのコテ先の熱やドリルの刃先の熱（不正工作孔を開けるときに生ずる摩
擦熱など）が伝達され、この「樹脂成形部の広範な部位」に視覚的な変化を生ずることと
なる。従って、ハンダゴテ等を用いた「孔開けゴト」が行われたこと、あるいは「孔開け
ゴト」が行われようしていたことを早期に発見することが可能となる。
【００１４】
　つまり、請求項１の発明によると、パチンコホールを巡回している店員等が「孔開けゴ
トが行われていること」を発見することが容易となる。また、パチンコホールを巡回して
いる店員等の死角となる位置で「孔開けゴト」が行われている場合であっても、不正標識
部において当該「孔開けゴト」が行われている部位よりも広範囲な部位に視覚的な変化を
生じさせることとなる。このため、不正行為者（単数の不正行為者若しくは共犯者を含む
複数の不正行為者）が不正工作孔を隠そうとしても、隠しとおすことが困難となる。
【００１５】
　各請求項の発明の適用対象となる遊技機としては、（１）外枠と、（２）遊技盤を保持
しつつ外枠に開閉可能な状態に取り付けられる本体枠と、（３）この本体枠の表側（前面
側）に配設されて当該遊技機の表面部を構成する表面構成部品と、（４）この本体枠の裏
側（後面側）に配設されて遊技者に離間する裏面部（当該遊技機の裏面部）を構成する遊
技機用裏面構成部品（裏機構盤等）とを備えるもの（弾球式の遊技機）を例示できる。
【００１６】
　この遊技機は「表面構成部品」として、「ガラス扉枠（つまり、遊技盤を覆うガラス板
を具備しつつ本体枠に開閉可能な状態に取り付けられるガラス扉枠）」と、「上皿部材（
つまり、本体枠の表側においてガラス扉枠の装着位置よりも下方に開閉可能な状態で装着
される上皿部材）」と、「下皿部材（つまり、本体枠の表側において上皿部材の装着位置
よりも下方に配置される下皿部材」等を備えるが、これらの「表面構成部品」の全てに対
して「各請求項の発明のうちの何れかの発明」を適用してもよいが、これらの「表面構成
部品」から選択される１個若しくは２個以上に「各請求項の発明のうちの何れかの発明」
を適用してもよい。例えば、特に「孔開けゴト」の対象となり易い上皿部材に限定して「
各請求項の発明のうちの何れかの発明」を適用してもよい。
【００１７】
　ここで、「表面構成部品」の本体部（つまり、部品本体）は樹脂成形部のみで構成され
てもよいし、樹脂成形部とその他の部分（例えば、金属で構成される部分）によって構成
されてもよい。但し、この場合において、樹脂成形部の表面部によって「表面構成部品」
の表面部の全部若しくは一部を構成することになる。尚、上皿部材は遊技機から払い出さ
れる遊技球（賞球）や球貸装置から貸し出される遊技球（貸球）を貯留するための部材で



(5) JP 2009-279054 A 2009.12.3

10

20

30

40

50

ある。また、下皿部材は、上皿部材からオバーフローした遊技球や上皿部材から抜き取ら
れた遊技球を貯留するための部材である。この上皿部材及び下皿部材は別体で構成されて
もよいし、一体で構成されてもよい。
【００１８】
　各請求項の発明の「熱伝導体」は、例えば、樹脂成形部を構成する樹脂より熱伝導性が
良い素材（熱伝導率の高い素材）を用いて構成される。この「熱伝導体」の構成素材とし
ては、「金属材料（鉄、銅、アルミ若しくはステンレス）」、「グラファイト（黒鉛）」
、「良熱伝導性のセラミック材料（アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、炭化珪素
、窒化珪素若しくはジルコニア等）」等を例示できる。また、各請求項の発明の「熱伝導
体」は、これらの熱伝導率の高い素材を板形状（シート若しくは箔のように薄くてもよい
。）、小片状、塊状等に成形して構成することができる。
【００１９】
　この「熱伝導体」はその熱伝導性において等方的な性質を有していてもよいが、熱伝導
性において異方性を有していてもよい。この異方性を有する場合、例えば、板形状（シー
ト状若しくは箔でもよい。）等に構成される「熱伝導体」の肉厚方向を遊技機（表面構成
部品）の表裏の方向（前後方向）に向けるとともに、当該「熱伝導体」の良好な熱伝導性
を有する方向を遊技機（表面構成部品）の幅方向（左右方向）、上下方向、斜め上下方向
若しくは表面構成部品の表面部を周回する方向等に向けることができる。つまり、良好な
熱伝導性を有する方向を熱伝導体の面方向に向けることができる。かかる具体例によると
、ハンダゴテ等によって熱伝導体の肉厚方向に加えられた熱を、遊技機（表面構成部品）
の幅方向（左右方向）、上下方向、斜め上下方向等に拡散することが容易である。尚、こ
の異方性を有する熱伝導性を、グラファイト（黒鉛）を用いて構成される板状体（シート
状若しくは箔状でもよい。）等によって得ることができる。
【００２０】
　各請求項の発明の「熱伝導体の配設位置」として、樹脂成形部の表面部や裏面部の他に
、樹脂成形部の内部を例示することができる。但し、樹脂成形部の裏面部や内部に配設す
る場合、「樹脂成形部のうちで少なくとも不正標識部の前方（表側）に位置する部分」を
透明（無色透明であってもよいし、有色透明であってもよい。）に構成することで、「熱
伝導体に設けられる不正標識部」が、表面構成部品の表側から視認可能な状態とされる。
尚、樹脂成形部の内部に熱伝導体の配設する態様では、樹脂成形部の成形時に熱伝導体を
樹脂成形部の内部にインサートしてもよいし、樹脂成形部の分割体で構成すると共に分割
体の境界部に熱伝導体を配設してもよい。
【００２１】
　各請求項の発明の「熱伝導体の配設範囲」は種々選択でき、例えば、樹脂成形部の表面
部、裏面部若しくは所定の縦断面に沿った全域や、この全域の５割を超える範囲などを例
示できる。但し、樹脂成形部がパチンコホールを巡回する店員の死角になり難い部位と死
角になり易い部位とを有する場合には、両部位に及ぶ範囲に熱伝導体を配設することが望
ましい。例えば、上皿部材や下皿部材等の皿部材は店員の死角になり難い前面部と、店員
の死角になり易い底面部とを備えるため、不正行為者は皿部材の底面部に不正工作孔を開
設する可能性がある。かかる場合においても、上皿部材の正面前方から視認可能な部位や
その背後に熱伝導体及び不正標識部を配設すれば、パチンコホールを巡回する店員が「孔
開けゴト」の実行を確認することが容易であるからである。
【００２２】
　各請求項の発明の「不正標識部」において、加熱されることによって発生し得る視覚的
な変化としては、「色の変化（例えば、所定の温度に加熱されることによって発生する色
変化）」や「形状の変化」等を例示できる。
【００２３】
　各請求項の発明の「不正標識部」を、例えば、熱伝導体の表面部（前面部）の全域若し
くは一部に形成される不正標識層（塗膜）によって構成することができる。また、熱伝導
体を透明に構成する場合、各請求項の発明の「不正標識部」を、熱伝導体の裏面部（後面
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部）の全域若しくは一部に形成される不正標識層（塗膜）によって構成することもできる
。更に、熱伝導体の表面部（前面部）の全域若しくは一部に貼付されるシールや、透明な
熱伝導体の裏面部（後面部）の全域若しくは一部に貼付されるシールによって構成するこ
ともできる。また、樹脂成形部の全体若しくは一部（但し、熱伝導体に接触する部分であ
ること）が、不正標識部を構成してもよい。つまり、樹脂成形部の全体若しくは一部を、
「不正標識部を構成することとなる着色材（例えば、示温インクや感熱インク）を混合し
た樹脂材料」を用いて成形してもよい。
【００２４】
　尚、本出願書類において特に断らない場合、「表」及び「前」は、「遊技機を基準とす
る前方（つまり、遊技者に近接する方向）」を示し、「裏」及び「後」は、遊技機を基準
とする後方（つまり、遊技者から離間する方向）」を示す。また、「左」とは、遊技者か
ら見て「左」であることを示し、「右」とは「遊技者から見て右」であることを示す。更
に、本体枠、ガラス扉枠、上皿部材、下皿部材等の扉型の部材の「左」、「右」、「前」
、「後」等は、これらの扉型の部材が使用状態にある場合、つまり、閉鎖された状態にあ
る場合を基準としたものである。
【００２５】
　請求項２の発明の表面構成部品は、請求項１に記載の表面構成部品において、
　前記不正標識部は所定温度に加熱すると前記視覚的な変化を発生するが、元の温度に戻
しても前記視覚的な変化の前の状態に戻らないことを特徴とする。
【００２６】
　請求項２の発明では不正標識部の視覚的な変化が不可逆性であるので、表面構成部品に
「孔開けゴトが行われた痕跡（又は、孔開けゴトが行われようとしていた痕跡）」を明確
に残すことができる。従って、例えば、営業時間中にパチンコホールを巡回する店員が、
「孔開けゴトが行われていること（又は、孔開けゴトが行われようとしていたこと）」を
見過ごした場合でも、パチンコホールの閉店後等に不正工作孔を発見し易くなる。
【００２７】
　請求項２の発明は適用対象となる遊技機が「弾球式の遊技機」であって、しかも、不正
工作部材によって入賞装置の近傍の障害釘が不正に調整された場合（又は、不正に調整さ
れようとしていた場合）に特に大きな意義を有する。蓋し、不正工作部材によって入賞装
置の近傍の障害釘が不正に調整された場合、不正工作孔が開けられたことが発見されるま
での間、不正行為者のみならず、善意の遊技者も「不当な利得（正当な理由がなく、賞球
を得ること）」を数日間、或いは長期間に渡って得ることになるため、パチンコホールの
被害は多大なものとなる。これに対して、請求項２の発明によると、表面構成部品に「孔
開けゴト」が行われたことの痕跡を明確に残すことができ、不正工作孔が開けられたこと
を発見し易くなる。このため、パチンコホールの被害が多大なものとなることを防止でき
る。
【００２８】
　請求項３の発明の表面構成部品は、請求項１又は２に記載の表面構成部品において、
　前記不正標識部は、前記不正標識部は、所定温度に加熱されることによって変色、発色
若しくは消色することを特徴とする。
【００２９】
　請求項３の発明では不正標識部の示温作用（加熱されることによって変色、発色若しく
は消色すること）によって「孔開けゴトの実行」を認識する構成であるため、「孔開けゴ
ト」の発見がより一層容易となる。尚、「所定温度に加熱されることによって発色するこ
と」は、「所定温度に加熱されることによって無色が有色になること」を指し、「所定温
度に加熱されることによって消色すること」は、「所定温度に加熱されることによって有
色が無色になること」を指す。
【００３０】
　請求項３の発明の「不正標識部」としては、着色材（示温塗料や感熱塗料）を用いて熱
伝導体に形成される塗膜（不正標識層）等を例示できる。また、樹脂成形部の全体若しく
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は一部を着色する着色材（例えば、示温インクや感熱インク）を例示することもできる。
【００３１】
　ここで、請求項３の発明の「不正標識部」を構成するための着色材（示温塗料、感熱塗
料、示温インク若しくは感熱インク）としては、「遊技機の設置状況温度（パチンコホー
ルの通常の温度）」、つまり、「常温（例えば、摂氏２０～２８度）」より特定の温度だ
け高い温度（例えば、３０～３５０度のうちの何れかの温度）で変色、発色若しくは消色
するものが選択される。特に、「ハンダゴテを用いた孔開けゴト」を対象とする場合、「
所定温度（変色、発色若しくは消色する温度）」を「摂氏１５０度～３３０度」のうちか
ら選択される何れかの温度とすることもできる。蓋し、ハンダゴテの使用時にはそのコテ
先温度が「摂氏３４０度～３７０度」とされるのが一般的である。そして、このコテ先温
度よりも低い温度に「所定温度」を定める必要があるからである。
【００３２】
　また、請求項３の発明が請求項２の発明に従属する場合には、「前記不正標識部は、所
定温度に加熱すると特定色に変色するが、元の温度に戻しても前記変色前の色には戻らな
い不可逆性の着色材によって構成されること」になる。この場合、「着色材」として、不
可逆性の示温塗料、不可逆性の感熱塗料、不可逆性の示温インク、不可逆性の感熱インク
を例示できる。
【００３３】
　尚、示温塗料（示温インク）を可逆性の示温塗料（示温インク）と不可逆性の示温塗料
（示温インク）と準可逆性示温塗料（示温インク）等に分類できる。このうち、可逆性の
示温塗料（示温インク）はそれを塗布（印刷等）した部位（熱伝導体）を所定の温度に加
熱し、変色、発色若しくは消色させた後に元の温度に戻すと、元の状態（色等）に戻る塗
料（示温インク）である。また、不可逆性の示温塗料（示温インク）はそれを塗布（印刷
等）した部位（熱伝導体）を所定の温度に加熱し、変色、発色若しくは消色させた後に元
の温度に戻戻しても、元の状態（色等）に戻らない塗料（インク）である。更に、準可逆
性示温塗料（準可逆性示温インク）は、可逆性の示温塗料（示温インク）と不可逆性の示
温塗料（示温インク）の中間的な特性を有する塗料（インク）であり、温度が下がること
で空気中の湿度によって徐々に元の色に戻る塗料（インク）である。
【００３４】
　不可逆性の示温塗料としては、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｐｂ、Ｃａ、Ａｇ、Ｍｎ、Ｆｅ等の重金属
の有機無機塩、複塩が主成分で、これらの材料が規定温度でＣＯ２、ＳＯ２、ＮＨ３、Ｃ
Ｏ２ 等のガスを放出したり、または顔料が酸化、分解する等の化学反応の結果、変色す
るという効果を利用したものである。
【００３５】
　可逆性示温の示温インクとしては、ロイコ染料、顕色剤、溶媒との混合物を使用しイン
ク化したものを例示できる。このインクでは、ロイコ染料と顕色剤が互いに電子を授受す
る結合状態のときに発色し、電子を授受しない非結合状態では発色しない（無色となる）
。また、溶媒の種類を変えることによりロイコ染料と顕色剤が結合状態となる温度を変え
ることができる。更に、可逆性示温インクとしては、コレストリック型液晶をマイクロカ
プセルの殻に閉じ込め、それを顔料として使用しインク化したものも例示できる。また、
可逆性示温のインクとしては、無機化合物系のものとして、Ｈｇ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｐｂなど
重金属のヨウ化物、またはそれらの錯塩を顔料として使用しインク化したものも例示でき
る。
【００３６】
　請求項４の発明の遊技機は、請求項１乃至３の何れか一項に記載の遊技機用表面構成部
品を備えることを特徴とする。
【００３７】
　請求項４の発明によると、「孔開けゴトが行われたこと、あるいは孔開けゴトが行われ
ようとしていたことを早期に発見可能な表面構成部品」を備える遊技機が得られる。
【００３８】
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　尚、各請求項の発明は弾球式の遊技機（つまり、パチンコ機）のみならず、回胴式の遊
技機（つまり、パチスロ）に対しても好適に適用できる。
【００３９】
　すなわち、回胴式の遊技機は、
　前方に開口部を有する外郭本体部と、
　左端部が該外郭本体部に軸支されて開閉動作可能とされるとともに該外郭本体部を閉鎖
する閉鎖状態に配置され、表面部の下部に受皿部を具備する表扉ユニットと、
　を具備した筐体を備え、
　前記外郭本体部内には、横方向に並ぶ複数列の表示リール（回胴）を具備する図柄表示
装置と、前記受皿部に向かって遊技メダルを払い出すメダル払出装置と、を備えている。
【００４０】
　この回胴式の遊技機においても、「表扉ユニットを構成する樹脂成形部に不正工作孔が
開けられ、この不正工作孔を通じて筐体内部に挿入される不正工作部材（ピアノ線等）に
より、メダル払出装置の電気的駆動源などを不正に操作し、不正なメダル払出を行う」と
いう不正行為が行われる可能性がある。このため、回胴式の遊技機においても、表扉ユニ
ットを「表面構成部材」として各請求項の発明を適用することができる。
【００４１】
　尚、請求項１～請求項４のうちの何れかの発明においては、熱伝導体の温度を測定する
ための温度センサ（熱電対、抵抗温度センサ、サーミスタ等）が付加されてもよい。そし
て、各請求項の発明の適用される遊技機、かかる遊技機が設置されるパチンコホールの管
理用のコンピュータ、若しくは、かかる遊技機が設置される島設備のコンピュータにおい
ては、温度センサが不正発生（例えば、ハンダゴテによって熱伝導体の温度が上昇したこ
と）を検出したときに、警報信号を発信する警報信号発信手段を備えてもよい。
【００４２】
　そして、この警報信号が発信されることで、遊技機、パチンコホールのホールコンピュ
ータ若しくは島設備のコンピュータうちの少なくとも何れかに設けられる警報手段（照明
、音、液晶表示装置の表示画面等を用いて不正行為が発生した旨の警報を発する手段）や
不正行為記録手段（不正行為を記録するカメラや、パチンコホールの監視カメラのレンズ
を、当該遊技機に向ける手段）を作動させることとしてもよい。
【発明の効果】
【００４３】
　以上記述したように、請求項１～３の各発明によると、「孔開けゴト」が行われたこと
、あるいは「孔開けゴト」が行われようとしていたことを早期に発見可能な表面構成部品
が得られる。また、請求項４の発明によると、「孔開けゴト」が行われたこと、あるいは
「孔開けゴト」が行われようとしていたことを早期に発見可能な表面構成部品を備える遊
技機を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を示す実施例について図面に基づいて説明す
る。以下に示す各実施例では、各請求項に係る発明を、「セブン機」と称する弾球式の遊
技機１に適用した具体例について説明する。
【００４５】
（１）機械的な構造
　ａ．遊技機の表面側の全体構造
　先ず、この遊技機１の全体構造について、図１～図１５を参照して説明する。この遊技
機１は、図１及び図２に示すように、外枠２と、この外枠２に装着された遊技機本体Ｈと
、を備えている。
【００４６】
　外枠２は、図１に示すように、略矩形状の枠状体によって構成される外枠本体２１と、
外枠本体２１の表面下部（前面下部）を覆う前板部２２と、を備えている。このうち、外
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枠本体２１は、上下に一対の水平板２１ａと、左右に一対の立設板２１ｂと、を備えてい
る。そして、両水平板２１ａは、上下に所定の間隔をおいて水平（平行）に配置されると
共に、左右方向に長尺とされている。また、両立設板２１ｂは、左右に所定の間隔をおい
て立設配置されると共に、上下方向に長尺とされている。 
【００４７】
　遊技機本体Ｈは、図１に示すように、外枠２の左端側上下のヒンジＨ１、Ｈ２を用いて
、外枠２の左端側に回動自在に組み付けてられている。この遊技機本体Ｈは、遊技機１の
うちで外枠２を除く部分であって、本体枠３と、ガラス扉枠（前面枠）４と、上皿部材５
と、下皿部材６と、遊技盤１０（図１６を参照）と、裏パック１０２（図１８を参照）等
を主要部としている。尚、ガラス扉枠４と、上皿部材５と、下皿部材６は「表面構成部品
」の具体例を構成する。
【００４８】
　本体枠３は、全体がプラスチック製であり、図３に示すように、外枠２の内側に嵌めこ
まれ、外枠２に対して開閉可能に軸支されている。つまり、本体枠３の左端側の上下が、
外枠２に対して軸支され、外枠２に対して開閉可能とされている。また、図３及び図４に
示すように、本体枠３のうちで上方側及び中間側の部位には、その前後を貫通する状態に
窓部３Ｍが設けられている。そして、本体枠３の裏面部のうちで、この窓部３Ｍを取り囲
む部位からは、遊技盤１０が挿入される保持用突出部３３ｇが突出している。この保持用
突出部３３ｇは、本体枠３の後方に突出しつつ、略矩形型の枠形状に構成され、遊技盤１
０に厚みに相当する奥行き（前後幅）を有している。
【００４９】
　この保持用突出部３３ｇは、その後方から、遊技盤１０（図１６参照）を受け入れて保
持する。この保持用突出部３３ｇに保持される遊技盤１０は、その表面部１０ａが前方に
向けられる。そして、この表面部１０ａの主要の部位（遊技領域１１を形成する部位を含
む主要な部位）が、窓部３Ｍを通じて、本体枠３の表側（前方）から視認可能とされてい
る。また、保持用突出部３３ｇの突端面であって、窓部３Ｍの左方側の上下と、窓部３Ｍ
の右方側の上下には、保持具３ｆが装着されている。この保持具３ｆは保持用突出部３３
ｇの突端面に軸心を略直交させた軸部材３ｇによって支持されている。この保持具３ｆは
軸部材３ｇの軸心回りに回転することで、その突端部３ｉ側を窓部３Ｍの周辺部の後方に
配置することで遊技盤１０を保持する。
【００５０】
　本体枠３の右端側の裏面部であって、保持用突出部３３ｇの右側方に位置する部位に、
施錠装置７が装着されている（図３を参照）。この施錠装置７は、上下に長尺状とされて
おり（図４を参照）、その表面部を、本体枠３の裏面部に当接させた状態で本体枠３に装
着されている。この施錠装置７の表面部では、上端部側と中間部とにおいて、係合部（ガ
ラス扉枠施錠用の係合部）７Ｋ、７Ｋを前方に突出させている（図４を参照）。
【００５１】
　図４に示すように、本体枠３の表面部３ａのうちで下方側の部位には、遊技球を遊技盤
１０に向けて発射するための発射装置ユニット７０と、発射装置ユニット７０から発射さ
れた遊技球を外レール１２（後述する。）に向かって誘導する発射レール５５等が配設さ
れている。尚、発射レール５５は、本体枠３の下方側の表面部において、左方向に向かっ
て上がり傾斜状に設けられている。そして、遊技盤１０の背面部には、裏パック１０２（
図３及び図１８参照）が装着され、この背面部を覆う状態とされている。尚、遊技盤１０
等の詳細に関しては後述する。
【００５２】
　図４に示すように、本体枠３の右端部において、上方側の部位と、中間側の部位には、
各々、貫通孔３ｂ、３ｃが設けられている。これらの貫通孔３ｂ、３ｃは、本体枠３の表
面部及び裏面部を貫通する状態に設けられ、各貫通孔３ｂ、３ｃには、係合部７Ｋが挿通
されている。このため、係合部７Ｋは、本体枠３の表面部において、その右端部の上方側
の部位と、中間側の部位とか、前方に突出する状態とされている。
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【００５３】
　ガラス扉枠（前面枠）４は、図５～図６を用いて示すように、扉枠本体４１と、この扉
枠本体４１に装着されるガラス板４３と、ガラス板４３を扉枠本体４１に保持させる（取
り付ける）ための保持具４４とを備えている。また、扉枠本体４１は、図７～図１０を用
いて示すように、ベース部材７００と、表カバー部材７１０と、裏板７２０と、インナー
部材７３０と、６枚の取付基板７４０と、取付基板７４０と同数の熱伝導体７５０と、複
数個のＬＥＤ７６０、７７０、７８０とを備えている。尚、ガラス扉枠４は樹脂成形部と
して、ベース部材７００と、表カバー部材７１０と、インナー部材７３０とを備えている
。
【００５４】
　ベース部材７００は、図７（ａ）に示すように、ガラス扉枠４と同様な外縁形状（正面
から観察した外縁形状）を備える枠状体を用いて構成され、内側に略円形の貫通孔７０１
を備えている。この貫通孔７０１は、ベース部材７００の表面部及び裏面部を貫通する状
態に設けられ、視認窓４１ａの後端側の部分を構成するものである。また、ベース部材７
００の上端側の左右には、後述するスピーカＳＰ３、ＳＰ４を取り付けるための取付孔７
０２が設けられている。尚、図７（ａ）では、ベース部材７００に取付基板７４０を併記
したものを図示し、図７（ｂ）では、ベース部材７００に取付基板７４０及び熱伝導体７
５０（不正標識部７５１付きである。）を併記したものを図示している。
【００５５】
　表カバー部材７１０は、図１に示すように、ガラス扉枠４と同様な外縁形状（正面から
観察した外縁形状）を備え、図７に示すベース部材７００の表面部側に装着され、ガラス
扉枠４の表面部分等を構成する（図９を参照）。この表カバー部材７１０は、表カバー本
体７１１（図８を参照）と、この表カバー部材７１０をベース部材７００に取り付けるた
めの取付具（図示を省略）とを備えている。
【００５６】
　表カバー本体７１１は、無色透明な樹脂を用いて構成される一体成形品であり、図６、
図８に示すように、前壁部７１２と、外周壁部７１３と、内周壁部７１４と、を備える。
このうち、前壁部７１２は、ガラス扉枠４と同様な外縁形状（正面から観察した外縁形状
）を備える枠状体を用いて構成され、内側に略円形の貫通孔７１２ａを備えている。この
貫通孔７１２ａは、前壁部７１２の表面部及び裏面部を貫通する状態に設けられ、視認窓
４１ａの前端側の部分を構成するものである。また、表カバー本体７１１の上端側の左右
には、後述するスピーカＳＰ１、ＳＰ２から発音される音を通過させるための通過孔７１
２ｃが設けられている。
【００５７】
　図１０（ａ）に示すように、前壁部７１２の裏面部には、多数の略棒状の凸レンズ部７
１２ｂが形成されている。この凸レンズ部７１２ｂは略半円柱形状とされつつ、軸心を上
下に向けている。つまり、この凸レンズ部７１２ｂは、略「シリンドリカルレンズ状」に
構成され、略半円柱状となりつつ、ベース部材７００の方向に突出する状態とされている
。また、外周壁部７１３は、前壁部７１２の外縁部から後方に突出する状態に設けられ、
内周壁部７１４は、前壁部７１２の内縁部（つまり、貫通孔７１２ａが形成された部位）
から後方に突出する状態に設けられている。この内周壁部７１４は、略円筒形状とされつ
つ、「ベース部材７００の貫通孔７０１」、「前壁部７１２貫通孔７１２ａ」等と一体と
なり、視認窓４１ａを構成する。
【００５８】
　裏板７２０は、金属板を用いて構成され、図９に示すように、ベース部材７００の裏面
部に装着される。この裏板７２０も、ガラス扉枠４と同様な外縁形状（正面から観察した
外縁形状）を備える枠状体とされている（図６を参照）。そして、図６に示すように、裏
板７２０の内側にも、略円形の貫通孔７２１が設けられている。また、貫通孔７２１の内
径は、ベース部材７００の貫通孔７０１の内径よりも、一回り、大きくされている。更に
、裏板７２０の裏面部であって、貫通孔７２１の周縁部（裏板７２０の内縁部）に近接す
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る部位には、保持具４４が装着されている。
【００５９】
　この保持具４４は、前述の保持具３ｆと同様な構成を備えており、ベース部材７００の
裏面部に軸心を略直交させた軸部材４４ｇと、この軸部材４４ｇによって支持された保持
具本体４４ｈとを備えている。この保持具本体４４ｈは、軸部材４４ｇの軸心回りに回転
可能な状態とされ、その突端部４４ｉ側を、貫通孔７２１の後方に出没させることができ
る。つまり、保持具本体４４ｈは、軸部材４４ｇの軸心回りに回転することで、突端部４
４ｉ側を貫通孔７２１の後方に配置させる保持状態と、突端部４４ｉ側を貫通孔７２１後
方から退避させる解除状態と、を実現することができる。
【００６０】
　本実施例では、外周壁部７１３の後端部とベース部材７００の外縁部と位置合わせし、
内周壁部７１４の後端部とベース部材７００の内縁部（貫通孔７０１）とを位置合わせし
つつ、表カバー部材７１０が、ベース部材７００の表面部側に装着される。これにより、
図９に示すように、前壁部７１２と、ベース部材７００の表面部との間には、空間部（以
下、「配置用空間部」という。）７１５が形成され、この配置用空間部７１５内に、イン
ナー部材７３０と、取付基板７４０と、取付基板７４０と同一枚数の熱伝導体７５０と、
複数個のＬＥＤ７６０、７７０、７８０とが配置される。
【００６１】
　また、裏板７２０の貫通孔７２１を、ベース部材７００の貫通孔７０１に位置合わせし
つつ、裏板７２０がベース部材７００の裏面部に装着される。このとき、貫通孔７２１の
内径が、貫通孔７０１の内径よりも大きくされているため、ベース部材７００の裏面部に
おいて、貫通孔７０１の周縁側に位置する部位７０８が、略リング形状となりつつ後方に
露呈する（図６を参照）。そして、保持具４４を解除状態としつつ、ガラス板４３の表面
部の周縁側の部位を、この略リング形状に露呈する部位７０８に当接させる。この後、保
持具４４を保持状態とすると、保持具本体４４ｈが、ガラス板４３の裏面部の周縁側の部
位に当接し、ガラス板４３が、保持具本体４４ｈ及び部位７０８によって挟持される。こ
れにより、ガラス板４３は、ガラス扉枠４に保持された状態となる。
【００６２】
　６枚の取付基板７４０（図７（ａ）を参照）は、異なる方向に向けられた３種類のＬＥ
Ｄ７６０、７７０、７８０を搭載するためのプリント配線基板である。これらの取付基板
７４０は、ベース部材７００の表面部において、貫通孔７０１を周回状に略包囲する状態
に配置されている。また、これらの取付基板７４０は、その表面部を前方に向けた状態に
配置されている。この３種類のＬＥＤ７６０、７７０、７８０は、何れも、通電に伴って
発光するＬＥＤチップ（図示を省略）と、このＬＥＤチップを封止すると共に透光性を備
えるモールド部材（透光性を備える樹脂等）Ｍと、を備えている。そして、図９に示すよ
うに、この３種類のＬＥＤ７６０、７７０、７８０はそのモールド部材Ｍの先端部Ｍ１が
指向する方向が異なった方向（ＬＥＤ７６０の先端部Ｍ１が前方、ＬＥＤ７７０の先端部
Ｍ１が上方、ＬＥＤ７８０の先端部Ｍ１が下方）とされている。
【００６３】
　熱伝導体７５０は、図７（ｂ）に示すように、各取付基板７４０の表面部に貼付されて
いる。この熱伝導体７５０は、アルミ製の薄板を用いて構成されるとともに、その表面部
が前方を指向する状態とされている。また、熱伝導体７５０も、貫通孔７０１を周回状に
略包囲する状態に配置されている（図２を参照）。更に、図７（ｂ）及び図１０（ｂ）に
示すように、熱伝導体７５０の表面部には不正標識部７５１が形成されている。この不正
標識部７５１は、熱伝導体７５０の表面部に対して、不可逆性の示温塗料（商品名；「サ
ーモベルＮＦ－１６０」、熱研科学工業株式会社製）を塗布して形成された塗膜（不正標
識層）によって構成されている。この示温塗料は変色温度（摂氏１６０度）になると、「
青色」から「黒色」するが、変色温度よりも低い温度に戻しても、元の色（青色）には戻
らない。
【００６４】
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　図２に示すように、不正標識部７５１は遊技機１の表側（前方）から表カバー本体７１
１を透かして視認可能とされている。そして、不正標識部７５１を構成する示温塗料の温
度がその変色温度（摂氏１６０度）を下回る場合には、遊技機１の表側（前方）からガラ
ス扉枠４を観察すると、この不正標識部７５１の「青色」が認識されることになる。
【００６５】
　インナー部材７３０は、透明な樹脂を用いて作製された一体成形品であり、図９に示す
ように、前カバー部材７１０の後方であって、ベース部材７００の表面部側に装着される
。このインナー部材７３０もガラス扉枠４と同様な外縁形状（正面から観察した外縁形状
）を備える枠状体とされている。そして、このインナー部材７３０の内側にも、略円形の
貫通孔が設けられている。尚、インナー部材７３０には軸心を上下に向けた導光部７３５
Ａ（図１０（ａ）を参照）が多数設けられている。そして、ＬＥＤ７７０から上方に出射
される光を上方に導光しつつ前方に出射したり、ＬＥＤ７８０から下方に出射される光を
下方に導光しつつ表側（前方）に出射する。
【００６６】
　扉枠本体４１の裏面部において、図５に示すように、開口部４１ａの右側方に位置する
部位（以下、「右側方部位」という。）からは、２つの係合突起４５、４５が突出してい
る。これらの係合突起４５、４５は、右側方部位の上端部側と、下端部側とから、扉枠本
体４１の後方に突出する状態に配設されている。また、両係合突起４５、４５は、略Ｌ字
状の板状体を用いて構成され、突端部を、扉枠本体４１の右側方に向けている。
【００６７】
　施錠装置７は、ガラス扉枠施錠部材７Ｂ（図１１を参照）と、ガラス扉枠施錠部材７Ｂ
を上方に付勢するためのバネ部材と（図示を省略）と、を備えている。このうち、ガラス
扉枠施錠部材７Ｂは、上下に長尺な略帯板状に構成されると共に、前端面から略フック形
状に構成された係合部７Ｋを突設させている。また、係合部７Ｋは、係合本体部７５６ａ
と、導入部７５６ｂとを、前方から後方に、この順で備えている。このうち、より後方に
位置する導入部７５６ｂでは、その上端面が後端部に向かうに従って下り傾斜となる「下
り傾斜面」としている。また、導入部７５６ｂよりも前方に位置する係合本体部７５６ａ
は、導入部７５６ｂに比べて凹んだ、係合用凹部７５６ｃを用いて構成されている。
【００６８】
　「本体枠３に対して開放状態」にあるガラス扉枠４を、「本体枠３に対して閉鎖状態」
にすると、図１１（ａ）に示すように、係合部７Ｋが係合突起４５、４５に係合し、ガラ
ス扉枠４は本体枠３に施錠される。つまり、ガラス扉枠４を開放状態から閉鎖状態に変化
させる途中に、図１１（ｂ）に示すように、上方の「係合突起４５」は、上方の「係合部
７Ｋ」の導入部７５６ｂの上端面に摺動し、下方の「係合突起４５」は、下方の「係合部
７Ｋ」の導入部７５６ｂの上端面を摺動する。
【００６９】
　このとき、導入部７５６ｂの上端面は、各「係合部７Ｋ」の後端部に向かうに従って下
り傾斜となる「下り傾斜面」とれているため、各「係合突起４５」が対応する係合本体部
７５６ａに近づくことで、係合部７Ｋ（ガラス扉枠施錠部材７Ｂ）は下方に押圧される。
つまり、ガラス扉枠施錠部材７Ｂは、バネ部材の付勢力に対抗しつつ、下方に移動（スラ
イド）するが、各「係合突起４５」が対応する係合本体部７５６ａに近づくに従って、係
合部７Ｋ（ガラス扉枠施錠部材７Ｂ）の下方への移動量が多くなる。そして、各「係合突
起４５」が対応する係合本体部７５６ａに係合本体部７５６ａに到達したところで、各「
係合部７Ｋ」は、バネ部材の付勢力によって上昇し｛図１１（ｂ）の矢印Ｕを参照｝、係
合部７Ｋが係合突起４５に係合し、ガラス扉枠４が本体枠３に対して施錠された状態とな
る｛図１１（ａ）を参照｝。
【００７０】
　尚、ガラス扉枠４を解錠する場合、所定の鍵を用いて施錠装置７を操作し、ガラス扉枠
施錠部材７５０を、バネ部材の付勢力に対抗しつつ、下方に移動させると、係合部７Ｋの
係合突起４５に対する係合を解除される。この状態で、ガラス扉枠４を手前に引くと、ガ
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ラス扉枠４を本体枠３に対して全開状態とすることができる。
【００７１】
　図１及び図２に示すように、ガラス扉枠４の上端部側の左右には、各々、スピーカＳＰ
１、ＳＰ２（図２０参照）が内蔵されている。つまり、前述の取付孔７０２等を用いて、
スピーカＳＰ１、ＳＰ２（図２０参照）が内蔵されている。また、本遊技機１においては
、前板部２２の左右両端にも、スピーカＳＰ３、ＳＰ４（図２０参照）が内蔵されている
。このため、本遊技機１においては、表面部の４隅にスピーカＳＰ１～ＳＰ４を配置する
ことで、「４ウェイのスピーカーシステム」を構成している。そして、本遊技機１におい
ては、これらのスピーカＳＰ１～ＳＰ４を用いて、遊技状態に応じた効果音その他の音（
音声）を発生させる。
【００７２】
　図１及び図２に示すように、遊技機本体Ｈの表面部のうちで、ガラス扉枠４の下方の部
位に、受皿扉体（上皿部材）５と下皿部材６とを備える。つまり、受皿扉体５は、ガラス
扉枠４の下方に配置され、下皿部材６は受皿扉体５の下方に配置されている。
【００７３】
　上皿部材５は、図１２及び図１３に示すように、略矩形の板形状に構成される板状部５
Ａと、板状部５Ａの表面部から前方に突出する状態に配置される上皿本体５Ｂと、を備え
ている。また、板状部５Ａは、樹脂を用いて構成されるとともに表側に位置する表板部５
１Ａと、鉄板を用いて構成されるとともに裏側に位置する裏板部５１Ｊとを備えている。
【００７４】
　この板状部５Ａの左端部が、ヒンジ５ｈを用いて本体枠３に支持されている。また、板
状部５Ａの左端寄りであって、「本体枠３の上排出口３５」と前後に位置合わせ可能な位
置（上皿部材５の閉鎖時に位置合わせ可能な位置）からは球受入部５ｄが突出している。
この球受入部５ｄは、図１５に示すように、略四角柱形状とされると共に、その軸心を後
方に向かって上がり傾斜状としている。尚、上排出口３５は、賞球払出装置１０９（後述
する。）から払い出される遊技球を遊技機１の表面側に排出するためのものである。
【００７５】
　図１、図１２及び図１３に示すように、板状部５Ａの左端部寄りには、上皿導入口５ｂ
が前後に貫通する状態に設けられている。この上皿導入口５ｂの後端部（遊技球の通過方
向に沿った始端部）は、球受入部５ｄの基端部（遊技球の通過方向に沿った終端部）に接
続（連通状に接続）され、上皿導入口５ｂの前端部（遊技球の通過方向に沿った終端部）
は、上皿本体５Ｂの内側（板状部５Ａの前方）で開放（開口）されている。このため、賞
球払出装置１０９（後述する。）から払い出される遊技球は、球受入部５ｄを通過して上
皿本体５Ｂは内に導入される。
【００７６】
　板状部５Ａの右端部寄りには、図１２及び図１５に示すように、球抜き用導出口５ｇが
、前後に貫通する状態に設けられている。また、図１５に示すように、板状部５Ａの裏面
部において、球抜き用導出口５ｇの左右の２カ所には取付具５ｖ、５ｖが装着されている
。この取付具５ｖ、５ｖは、球送り装置８０（図１２を参照）を板状部５Ａの裏面部に取
り付けるためのものである。尚、この球送り装置８０は、内部を球抜き用導出口５ｇの後
端部（上皿部材５の裏側に位置する端部）と連通させている。
【００７７】
　上皿本体５Ｂは、図１２に示すように、上方に開口する皿形状を備えており、主要部を
構成する上皿貯留部５Ｄと、その他の部位を構成する上皿棚部５Ｅとを備えている。この
うち、上皿貯留部５Ｄは、前述の上排出口３５を通じて上皿部材５に排出される（払い出
される）遊技球を貯留するための部位であり、上皿本体５Ｂの左側に偏った位置に設けら
れている。また、この上皿貯留部５Ｄは、上皿本体５Ｂの上方に開口する凹部によって構
成され、前述の上皿導入口５ｂの前端部（遊技球の通過方向に沿った終端部）は、この上
皿貯留部５Ｄの内部に向かって開放（開口）されている。また、上皿貯留部５Ｄの底面部
は右方向に向かって下り傾斜となる傾斜面とされている。
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【００７８】
　上皿棚部５Ｅの上面部は、図１２に示すように、上皿貯留部５Ｄの開口部に略面一で、
略平滑とされ、この上面部には、「球貸操作部５ｃ」と、操作スイッチＳＷとが配置され
ている。また、上皿棚部５Ｅの内部には、上皿貯留部５Ｄと球抜き用導出口５ｇとを連絡
するための抜き球導出通路５ｊが設けられている。この抜き球導出通路５ｊの一端部は、
「上皿貯留部５Ｄの底面部」の右端部に向かって開口し、この右端部と接続（連通状に接
続）されている。また、この抜き球導出通路５ｊの他端部は、球抜き用導出口５ｇに接続
（連通状に接続）されている。更に、抜き球導出通路５ｊは、一端部から他端部に向かっ
て、緩やかな下り傾斜状とされている。
【００７９】
　図１２に示すように、上皿本体５Ｂの表面部には球抜きボタン５Ｎが配置されている。
そして、遊技者が、この球抜きボタン５Ｎを操作すると（例えば、押圧すると）、球抜き
用導出口５ｇを通じて上皿部材５から排出される遊技球は下皿部材６に向かって排出され
る。また、上皿部材５の裏側（板状部５Ａの裏面部）には、球貸表示基板４１０（図１９
参照）及び演出ボタン基板２２８（図２０参照）が設けられている。
【００８０】
　上皿本体５Ｂは樹脂成形品を主体に構成されるとともに、図１３に示すように、内部に
熱伝導体５２Ｂを埋設した状態とされている。すなわち、上皿本体５Ｂは、図１４に示す
ように、不透明な樹脂成形品で構成される基部５１Ｂと、基部５１Ｂの表面部に装着され
た熱伝導体５２Ｂと、無色透明な樹脂成形品で構成されるとともに熱伝導体５２Ｂを挟み
込んだ状態で基部５１Ｂに装着された表層部５５Ｄとを備えている。つまり、本実施例で
は、基部５１Ｂと表層部５５Ｄとを熱伝導体５２Ｂを挟み込んだ状態で一体化して上皿本
体５Ｂを構成しているが、熱伝導体５２Ｂをインサートした状態にて上皿本体５Ｂを一体
成形することもできる。また、本実施例では上皿本体５Ｂを中実状に構成する態様を図示
しているが、上皿本体５Ｂを中空状に構成することもできる。尚、上皿部材５は樹脂成形
部として、表板部５１Ａと、基部５１Ｂと、表層部５５Ｄとを備えている。
【００８１】
　熱伝導体５２Ｂは、ガラス扉枠４を構成する熱伝導体７５０と同様に、アルミ製の薄板
を用いて構成されている。この熱伝導体５２Ｂは上皿本体５Ｂの表面形状にほぼ沿った形
状とされている。すなわち、上皿本体５Ｂの表面部５５Ｅは、立設状に配設されて遊技者
に対向する前面部５５Ｆと、上皿本体５Ｂの底面を構成する底面部５５Ｇとを備える。そ
して、熱伝導体５２Ｂは前面部５５Ｆの後方に略平行に配設される部分（以下、「前面後
方部」という。）５２Ｆと、底部５５Ｇの上方に略平行に配設される部分（以下、「底面
上方部」という。）５２Ｇとを備える屈曲板として構成されている。
【００８２】
　熱伝導体５２Ｂの表面部、つまり、「前面後方部５２Ｆの前面部」及び「底面上方部５
２Ｇの底面部」にも、前述の不正標識部７５１と同様な不正標識部５２Ｈが形成されてい
る。この不正標識部５２Ｈは遊技機１の表側（前方）から表層部５５Ｄを透かして視認可
能とされている。そして、不正標識部５２Ｈを構成する示温塗料の温度がその変色温度（
摂氏１６０度）を下回る場合には、遊技機１の表側（前方）から上皿部材５を観察すると
、この不正標識部５２Ｈの「青色」が認識されることになる。
【００８３】
　下皿部材６は、図１３に示すように、本体枠３の表側において上皿部材５の装着位置よ
りも下方に開閉不能な状態（固定された状態）に配置されている。この下皿部材６も、略
矩形の板形状に構成される板状部６Ａと、板状部６Ａの表面部から前方に突出する状態に
配置される下皿本体６Ｂとを備えている。尚、板状部６Ａは樹脂成形品６１Ａを用いて構
成されているが、その裏側には鉄板（裏板部５１Ｊに相当する部材）が配設されていない
。
【００８４】
　下皿本体６Ｂも、上皿本体５Ｂと同様な構成を備えている。すなわち、下皿本体６Ｂは
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不透明な樹脂成形品で構成される基部６１Ｂと、基部６１Ｂの表面部に装着された熱伝導
体６２Ｂと、無色透明な樹脂成形品で構成されるとともに熱伝導体６２Ｂを挟み込んだ状
態で基部６１Ｂに装着された表層部６５Ｄとを備えている。尚、熱伝導体６２Ｂをインサ
ートした状態にて下皿本体６Ｂを一体成形することもできるし、下皿本体６Ｂを中実状で
はなく、中空状に構成することもできる。尚、下皿部材６は樹脂成形部として、板状部６
Ａと、基部６１Ｂと、表層部６５Ｄとを備えている。
【００８５】
　熱伝導体６２Ｂも、図１４に併記するように、上皿部材５を構成する熱伝導体５２Ｂと
同様な構成を備えている。つまり、熱伝導体６２Ｂは下皿本体６Ｂの表面形状にほぼ沿っ
た形状とされている。すなわち、下皿本体６Ｂの表面部６５Ｅも、立設状に配設されて遊
技者に対向する前面部６５Ｆと、下皿本体６Ｂの底面を構成する底面部６５Ｇとを備える
。そして、熱伝導体６２Ｂは前面部６５Ｆの後方に略平行に配設される部分（前面後方部
）６２Ｆと、底部６５Ｇの上方に略平行に配設される部分（底面上方部）６２Ｇとを備え
る屈曲板として構成されている。
【００８６】
　この熱伝導体６２Ｂの表面部、つまり、「前面後方部６２Ｆの前面部」及び「底面上方
部６２Ｇの底面部」にも、前述の不正標識部７５１と同様な不正標識部６２Ｈが形成され
ている。この不正標識部６２Ｈも遊技機１の表側（前方）から表層部６５Ｄを透かして視
認可能とされている。そして、不正標識部６２Ｈを構成する示温塗料の温度がその変色温
度（摂氏１６０度）を下回る場合には、遊技機１の表側（前方）から下皿部材６を観察す
ると、この不正標識部６２Ｈの「青色」が認識されることになる。
【００８７】
　図１及び図２に示すように、下皿部材６の略中央には、遊技機１の内部から遊技球を排
出するための排出口６ａが設けられている。また、下皿部材６の左端には灰皿６ｂが設け
られ、下皿部材６の右端には発射ハンドル９が設けられている。また、下皿部材６の底面
には球抜き孔（図示を省略）が設けられている。この球抜き孔は、通常時には、閉鎖され
ているが、下皿部材６に貯留された遊技球を遊技機１から排出する際に開放状態とされる
。
【００８８】
　発射ハンドル９は、発射装置ユニット７０に接続されている。この発射ハンドル９には
、遊技者がハンドルに触れていることを検出するタッチスイッチ９ａが装着されており、
その近傍には、遊技球の発射を一時的に停止するための発射停止スイッチ９ｂが装着され
ている。更に、遊技機１の左端側には、プリペイドカードユニットが設けられている（図
示を省略）。
【００８９】
　ｂ．遊技盤１０の構成
　次に、遊技盤１０の構成について、図１６を中心に説明する。この遊技盤１０は、図３
に示すように、本体枠３に保持されるとともに、後述する各種制御基板（主制御基板２０
０、発射制御基板２６０等）２００Ｋと、裏パック１０２（図１８参照）により、その背
面側が覆われている。また、遊技盤１０は、正面視で略矩形状の合板を用いて構成される
遊技盤本体１０Ａと、この遊技盤本体１０Ａに装着される各種の盤部品（外側レール１２
、内側レール１３、メイン役物装置２０等）とを備えている。尚、この遊技盤本体１０Ａ
の表面部には、セル画が印刷されたシート状物が貼着されている（図示を省略）。
【００９０】
　遊技盤本体１０Ａの表面部（つまり、遊技盤１０の表面部１０ａ）には、レール部材Ｒ
が配置されている。更に、レール部材Ｒは、外側レール１２と内側レール１３とを備えて
いる。このうち、外側レール１２は、遊技盤１０の表面部１０ａにおいて、「開口部を下
方に向けた略円弧形状に配置された帯状の金属板」を用いて構成される。また、内側レー
ル１３は、遊技盤１０の表面部１０ａのうちで、外側レール１２の内側の部位において、
「開口部を上方に向けた略円弧形状に配置された帯状の金属板」を用いて構成される。そ
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して、内側レール１３の略全体と、外側レール１２の上部側の部分とによって、略円形の
レール部（以下、「領域レール部」という。）ｒが構成される。
【００９１】
　この遊技盤１０の表面部１０ａにおいて、領域レール部ｒで包囲される略円形の部位に
よって遊技領域１１が構成される。つまり、領域レール部ｒは、遊技盤１０の表面部１０
ａに構成される遊技領域１１の外縁部Ｇを構成している。また、遊技盤１０の表面部１０
ａの左端側において外側レール１２と内側レール１３との間に形成される円弧状の部位に
よって誘導通路Ｙが構成される。
【００９２】
　本遊技機１においては、発射装置ユニット７０によって打ち出され、図１６に示すよう
に、左上がり傾斜状の発射レール５５に沿って上昇した遊技球Ｙ１は、導通路Ｙを経て、
「領域レール部ｒ」によって包囲された遊技領域１１に向かって打ち出される構造となっ
ている。
【００９３】
　遊技領域１１には、メイン役物装置２０と、普通図柄作動ゲート（普通図柄作動口）１
６と、始動入賞装置１７と、下部装置３０と、左下表示装置５０と、右下表示装置６０と
、４個の一般入賞装置４０、４１、４３、４４と、多数の障害釘（図示を省略）と、風車
１９等が配設されている。
【００９４】
　メイン役物装置２０は、取付部材（化粧板）２１と、中央表示装置２７とを備えている
。このうち、取付部材２１は、領域形成部１０Ｂの表面部に装着される板状体によって構
成され、遊技領域１１の上半部のうちで、左端側を除く部位を構成している。この取付部
材（化粧板）２１には、窓部形成孔２１ｄが設けられている。そして、この窓部形成孔２
１ｄは、正面視で略矩形状の表示窓２１ｅを構成している。
【００９５】
　取付部材２１の頂部から右側縁部の下端に至る部位は、外側レール１２に近接し、頂部
から左側縁部の上端に至る部位には、上部装飾部材２１ｎが前方に突出する状態に装着さ
れている。また、取付部材２１の左側縁部には、左側装飾部材２１ｑが前方に突出する状
態に装着され、取付部材２１の下縁部には、ステージ部材２１ｐが前方に突出する状態に
装着されている。
【００９６】
　左側装飾部材２１ｑは、内部に遊技球通路（図示を省略）が形成された造形物２１ｒを
備えている。この遊技球通路の進入口は、左斜め上方に向かって開口し、遊技領域１１を
流下する遊技球を、この進入口で受け入れ、メイン役物装置２０の内部に進入させる。
【００９７】
　ステージ部材２１ｐは、その上面部によって、遊技球の転動面を構成する。この転動面
は、左右の端部から中央部に向かって下る傾斜面として構成されている。但し、転動面の
中央部では、上方に向かって僅かに隆起する隆起部とされている。また、ステージ部材２
１ｐには、転動面上の遊技球を、メイン役物装置２０の外部に排出するための排出通路が
設けられている。尚、排出通路の入口部２１ｕは、転動面の中央部の背後において、この
中央部と連続する位置で開口し、排出通路の出口部２１ｖは、この中央部よりも下方の位
置で開口している。
【００９８】
　本実施例では、遊技領域１１を流下し、メイン役物装置２０の内部に進入した遊技球は
、転動面の左端部に到達し、転動面上を右方向に転動し、更に、左方向に転動する。そし
て、遊技球の勢いを衰えたところで、この遊技球は、排出通路を通過してメイン役物装置
２０外に排出されるか、或いは、転動面の前縁部から、メイン役物装置２０外に排出され
る。尚、出口部２１ｖの直下に、後述する始動入賞装置１７が位置している。
【００９９】
　中央表示装置２７は画像表示装置の具体例を構成するものである。また、この中央表示
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装置２７は液晶表示装置を用いて構成されると共に、遊技盤本体１０Ａに対して、その後
方から装着されている。更に、この中央表示装置２７の表示画面２７ａは前方に向けられ
ると共に、表示窓２１ｅに内側に挿入されている。このため、この表示画面２７ａは、遊
技盤本体１０Ａの表面部よりも後方に位置しつつ、表示窓２１ｅを通じて前方から視認可
能とされている。
【０１００】
　この中央表示装置２７は、後述する右下表示装置６０と同様に、判定結果図柄を確定表
示するためのものである。但し、この中央表示装置２７においては、右下表示装置６０よ
りも、演出度の高い演出を実行しつつ、判定結果図柄の確定表示を行う。尚、本実施例で
は、右下表示装置６０が、本図柄を表示するための「本図柄表示用の図柄表示装置」を構
成し、中央表示装置２７が、演出用の疑似図柄（演出図柄ということもある。）を表示す
るための「疑似図柄表示用の図柄表示装置」を構成する。また、中央表示装置２７の表示
画面２７ａは可変状態に用いられ、その全体、若しくは、一部を用いて種々の図柄を表示
可能である。
【０１０１】
　普通図柄作動ゲート（普通図柄作動口）１６は、遊技領域１１において、メイン役物装
置２０の左側方に位置する部位に配設されている。また、この普通図柄作動ゲート（普通
図柄作動口）１６内には普通図柄作動ゲート通過検出スイッチ１６ｓ（図１８参照）が配
設されている。そして、普通図柄作動ゲート通過検出スイッチ１６ｓを遊技球が通過する
ことを前提に、「普通図柄の変動開始条件」が成立すると、左下表示装置５０（後述する
。）において、普通図柄の変動表示（具体的は、普通図柄用のランプ装置の点滅表示）を
開始する。そして、普通図柄の変動開始後、所定の変動時間を経過すると、普通図柄の確
定表示（点灯、若しくは、消滅）がなされる。そして、普通図柄の当り表示（点灯表示）
がなされると、普通電動役物１７（後述する。）が、所定時間（例えば、０．５秒）開放
駆動される。
【０１０２】
　始動入賞装置１７は、ステージ部２１ｄの排出路の直下に位置する部位に配設されてい
る。そして、第１の始動入賞部１７ａと、第２の始動入賞部１７ｂとを上下に配設した構
成を備える。このうち、第１の始動入賞部１７ａは、上方に開口部、つまり、第１の始動
口を開口させたポケット形状を備えている。この第１の始動口は、排出通路の出口部２１
ｖの直下に位置するため、排出通路を通過した遊技球は、この第１の始動口を通じて、始
動入賞装置１７に入賞する確率が高くされている。
【０１０３】
　第２の始動入賞部１７ｂは、第１の始動入賞部１７ａの直下に位置すると共に、入口側
部分に、普通電動役物が配置されている。この普通電動役物は、いわゆるチューリップ式
で左右に一対の翼片部が開閉するべく形成されている。つまり、第２の始動入賞部１７ｂ
は、この一対の翼片部を作動させるための普通電動役物ソレノイド１７ｃ（図１９参照）
を備えている。そして、この一対の翼片部が左右に開くと、遊技球の入球可能性が大きく
なる開放状態となり、一対の翼片部が立設され、遊技球の入球可能性が小さくなる通常状
態となる。
【０１０４】
　始動入賞装置１７の内部には、第１の始動入賞部１７ａ、若しくは、第２の始動入賞部
１７ｂを遊技球の通過を検出する始動入賞検出スイッチ１７ｓ（図１９参照）が配設され
ている。つまり、第１の始動入賞部１７ａに入賞した遊技球と、第２の始動入賞部１７ｂ
に入賞した遊技球は、始動入賞装置１７内の同一の通路（図示を省略）を通過し、この通
路の経路途中に配設された始動入賞検出スイッチ１７ｓによって検出される構成となって
いる。
【０１０５】
　下部装置３０は、始動入賞装置１７の下方に配設されている。この下部装置３０は、可
変入賞装置（大入賞装置）３１によって構成されている。この可変入賞装置３１は、遊技
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盤１０の表面部１０ａに装着された取付板部３１ｋを備える。この取付板部３１ｋは、略
中央部において平面形状が略帯状の開口部を表裏を貫通する状態に備え、この開口部によ
って大入賞口３１ａを構成している。そして、この大入賞口３１ａの後端部は、「大入賞
口入賞通路（大入賞口３１ａから入賞する遊技球を通過させるための通路であり、図示を
省略する。）」に連絡されている。
【０１０６】
　そして、可変入賞装置（大入賞装置）３１は、この大入賞口３１ａを開放・閉鎖するた
めの開閉板３１ｂと、この開閉板３１ｂを駆動するための大入賞口ソレノイド３１ｃ（図
１６参照）と、大入賞口入賞通路の経路途中若しくは経路端末部に設けられた入賞球検出
スイッチ３１ｓ（図１９参照）と、を備えている。この可変入賞装置（大入賞装置）３１
は、開閉板３１ｂが起立姿勢となると、この開閉板３１ｂが大入賞口３１ａを閉鎖するた
め、可変入賞装置（大入賞装置）３１への遊技球の入賞が不可能となる。一方、開閉板３
１ｂが、その下端部を支点に前方に傾動して前傾姿勢となると、大入賞口３１ａを開放さ
れると共に、開閉板３１ｂの裏面部（背面部）が遊技領域１１を流下し、可変入賞装置（
大入賞装置）３１へ到達した遊技球を、大入賞口３１ａに誘導する誘導部を構成する。
【０１０７】
　左下表示装置５０は、可変入賞装置（大入賞装置）３１の左側方に配置されている。こ
の左下表示装置５０は、図１７（ａ）に示すように、略円弧状に構成されると共に、遊技
盤１０の表面部に取り付けられる取付板５１を備えている。そして、この取付板５１には
、普通図柄保留表示部５２と、特別図柄保留表示部５３と、遊技状態表示部５５と、普通
図柄表示部５６とが設けられている。
【０１０８】
　普通図柄保留表示部５２は、２個のＬＥＤを用いて構成され、所謂「普通図柄に関する
保留数」を、４個を上限として表示する。また、特別図柄保留表示部５３も、２個のＬＥ
Ｄを用いて構成され、所謂「特別図柄に関する保留数」を、４個を上限として表示する。
更に、遊技状態表示部５５は、２個のＬＥＤ５５ａ、５５ｂを用いて構成され、遊技機１
の現在の遊技状態（遊技状態が通常遊技状態である旨、遊技状態が確変遊技状態である旨
等）を表示するために用いられる。また、普通図柄表示部５６は、１個のＬＥＤ５６ａを
用いて構成され、「普通図柄作動ゲート（普通図柄作動口）１６に伴う当否抽選の結果の
表示」を、変動表示（本実施例では、ＬＥＤを用いて点滅表示）を経て実行する。
【０１０９】
　右下表示装置６０は、可変入賞装置（大入賞装置）３１の右側方に配置されている。こ
の右下表示装置６０は、図１７（ｂ）に示すように、略円弧状に構成されると共に、遊技
盤１０の表面部に取り付けられる取付板６１を備えている。そして、この取付板６１には
、特別図柄表示部６２と、大当り態様表示部６３と、が設けられている。
【０１１０】
　特別図柄表示部６２は、略長円状に配設された「７個のＬＥＤ６２ａ～６２ｇ」を用い
て構成され、「始動入賞装置１７への遊技球の入賞（以下、「始動入賞」という。）に伴
う当否判定の結果の表示」を、変動表示（本実施例では、複数のＬＥＤを用いて点灯表示
）を経て実行する。つまり、この「当否判定に関する結果の表示に、先行する変動表示」
の実行時期が到来すると、「７個のＬＥＤ６２ａ～６２ｇ」を順次、点灯させる。具体的
には、略長円状に配設された「７個のＬＥＤ６２ａ～６２ｇ」において、この「略長円状
を周回する方向に沿って、７個のＬＥＤ６２ａ～６２ｇ」が点灯される。
【０１１１】
　より具体的には、所定のＬＥＤ（例えば、ＬＥＤ６２ａ）が点灯状態となると、残りの
ＬＥＤ（例えば、ＬＥＤ６２ｂ～６２ｇ）は消灯状態となる。このＬＥＤ（例えば、ＬＥ
Ｄ６２ａ）が消灯状態となると、略長円状を周回する方向に隣合う１つのＬＥＤ（例えば
、ＬＥＤ６２ｂ）のみが点灯状態となる。そして、点灯状態となるＬＥＤを、略長円状を
周回する方向に沿って順次変更することで、特別図柄表示部６２の変動表示が実行される
。この変動表示（以下、「ＬＥＤ６２ｂ～６２ｇを用いた循環表示」という。）を実行し
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、「特別図柄に関する当否判定に関する結果の表示」の実行時期が到来すると、特別図柄
表示部６２において、特別図柄の確定表示が実行される。尚、特別図柄表示部６２におけ
る特別図柄の表示態様に関しては後述する。
【０１１２】
　大当り態様表示部６３は、２個のＬＥＤ６３ａ、６３ｂを用いて構成される。この大当
り態様表示部６３は、主に、「特別図柄に関する当否判定に関する結果が大当りである場
合、その大当りの種類」を表示するために用いられる。つまり、特別図柄表示部６２にお
いて大当り表示がなされていない場合には、２個のＬＥＤ６３ａ、６３ｂは消灯状態とさ
せる。そして、特別図柄表示部６２において大当り表示がなされる場合、何れかのＬＥＤ
６３ａ、６３ｂを点灯させて、当該大当りの種類が表示される。
【０１１３】
　図１７（ａ）に示すように、２個の一般入賞装置４０、４１は、左下表示装置５０を構
成する取付板５１に一体化され、図１７（ｂ）に示すように、残りの２個の一般入賞装置
４３、４４は、右下表示装置６０を構成する取付板６１に一体化されている。そして、各
一般入賞装置４０、４１、４３、４４の内部には、遊技球の入賞を検出するための入賞検
出スイッチ４０ｓ、４１ｓ、４３ｓ、４４ｓ（図１９参照）が配設されている。
【０１１４】
　尚、多数の障害釘（図示を省略）は、以上説明した各盤部品との位置バランスを考慮し
て、遊技領域１１にパチンコ遊技に適するべく、配設されている。尚、遊技盤１０の下方
にはアウト口１８が設けられている。更に、アウト口１８の下部にはバック球防止部材（
図示を省略）が設けられている。そして、遊技領域１１に到達せず戻ってきた遊技球が再
び発射位置に戻ることを防止している。一方、ファール球防止部材１５は、内レール１３
の先端部に取り付けられている。
【０１１５】
　本遊技機１では、前述のように、上皿扉体５に操作スイッチＳＷを配設している。本実
施例の遊技機１では、この操作スイッチＳＷを操作しても、遊技上の演出に変化を与える
ことはできないが、各発明においては、この操作スイッチＳＷを、遊技上の演出に変化を
与えるために用いることとしてもよい。例えば、中央表示装置２７の表示画面２７ａで行
われる表示に変更を加えるために用いることとしてもよい。
【０１１６】
　ｃ．遊技機１の裏面構造
　次に、本実施例の遊技機１の裏面構造について図１８を参照して説明する。つまり、遊
技機１の裏面構造は、大きな裏パック１０２の上に各種装置が搭載された構造となってお
り、裏パック１０２は、一対のヒンジ１０３によって中枠３に開閉可能に軸支されている
。
【０１１７】
　裏パック１０２には、遊技球が蓄えられる賞球タンク１０５と、賞球の払出を行う賞球
払出装置１０９と、主制御部２００Ａを構成する主制御基板２００が格納された主制御基
板ケースと、発射装置ユニットを制御する発射制御基板２６０が格納された発射装置制御
基板ケース１３０と、賞球払出装置１０９を制御する払出制御基板２４０が格納された払
出制御基板ケース１１８と、主制御基板２００と各種スイッチ類とを中継する中継端子板
などが搭載されている。
【０１１８】
　賞球タンク１０５には底部にタンクスイッチが設けられており、球切れを検出すること
ができる。また、賞球タンク１０５と賞球払出装置１０９とは、タンクレール１０６によ
って接続されている。更に、図１３において、タンクレール１０６の右側には球抜きレバ
ーが設けられ、タンクレール１０６の下流側には補給球切れ検知スイッチが設けられてい
る。また、賞球払出装置１０９の下流側には、遊技球の振り分け部が設けられている。尚
、図１８は、図示が煩雑となることを避けるために、振り分け部の表示は省略されている
。
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【０１１９】
　主制御基板ケース、中継端子板や、払出制御基板ケース１１８等の各種基板類は、裏パ
ック１０２に回動自在に懸架された図示しない金属板に、着脱自在に装着されている。
【０１２０】
　裏パック１０２の右上端部には、ヒューズボックス、電源スイッチ、電源ターミナル基
板１３２及び大当り、発射装置制御、球切れ、扉開放、賞球、球貸し用等の遊技機枠用外
部接続端子を備えた中継端子板が設けられている。尚、電源ターミナル基板１３２には、
ラムクリア信号を発生させるためのラムクリアスイッチ１３２ａが接続されている。
【０１２１】
　また、中継端子板の上側には、外部からの電力の供給を受けるための電源ケーブルも配
設されている。更に、払出制御基板ケース１１８からは接続ケーブルが上方へ延出し、電
源ケーブルを備えた球貸装置に接続されている。また、裏パック１０２の略中央下端部に
は、下皿部材用球通路部材が設けられている。
【０１２２】
（２）制御回路の構成
　次に、図１９～図２１を用いて本実施例の遊技機１の制御回路の構成について説明する
。本遊技機１の制御回路は、主制御部２００Ａと、複数の副制御部（２２０Ａ、２４０Ａ
、２６０Ａ）とを含んで構成されている。つまり、主制御基板２００を用いて構成される
と共に遊技の基本的な進行や賞球に関わる当否についての制御を司る主制御部２００Ａと
、複数の副制御部（２２０Ａ、２４０Ａ、２６０Ａ）とを備えている。
【０１２３】
　副制御部としては、（ａ）演出制御基板２２０を用いて構成されると共に、「図柄表示
、ランプの発光、効果音、可動物の動作等を用いた遊技の各種の演出の制御を司る演出制
御部２２０Ａと、（ｂ）払出制御基板２４０を用いて構成されると共に貸球や賞球を払い
出す動作の制御を司る払出制御部２４０Ａと、（ｃ）発射制御基板２６０を用いて構成さ
れると共に遊技球の発射に関する制御を司る発射制御部２６０Ａを備える。尚、副制御部
には、主制御部１４０に直に接続された第１次副制御部（２２０Ａ、２４０Ａ）と、この
第１次副制御部を介して主制御部２００Ａに接続された第２次副制御部（２６０Ａ）とが
存在する。
【０１２４】
　これらの制御部（２００Ａ、２２０Ａ、２４０Ａ、２６０Ａ）を構成する制御基板（２
００、２２０、２４０、２６０）は、各種論理演算および算出演算を実行するＣＰＵや、
ＣＰＵで実行される各種プログラムやデータが記憶されているＲＯＭ、プログラムの実行
に際してＣＰＵが一時的なデータを記憶するＲＡＭ、周辺機器とのデータのやり取りを行
うための周辺機器インターフェース（ＰＩＯ）、ＣＰＵが演算を行うためのクロックを出
力する発振器、ＣＰＵの暴走を監視するウォッチドッグタイマ、定期的に割り込み信号を
発生させるＣＴＣ（カウンター・タイマ・サーキット）など、種々の周辺ＬＳＩがバスで
相互に接続されて構成されている。尚、図１９～図２１中の矢印の向きは、データあるい
は信号を入出力する方向を表している。また、図１９においては、主制御基板２００に搭
載されたＣＰＵ２０１、ＲＡＭ２０２、ＲＯＭ２０３のみ図示されており、主制御基板２
００に搭載されているＰＩＯ、更には、他の制御基板に搭載されているＣＰＵや、ＲＡＭ
、ＲＯＭなどについては図示を省略している。
【０１２５】
　主制御部２００Ａ（主制御基板２００）は、普通図柄作動ゲート通過検出スイッチ１６
ｓ、始動入賞検出スイッチ１７ｓ、入賞球検出スイッチ４０ｓ、４１ｓ、４３ｓ、４４ｓ
等から遊技球の検出信号を受け取って、遊技の基本的な進行や賞球に関わる当否を決定し
た後、演出制御部２２０Ａ（演出制御基板２２０）や、払出制御部２４０Ａ（払出制御基
板２４０）、発射制御部２６０Ａ（発射制御基板２６０）等に向かって、後述する各種の
コマンドを出力する。また、主制御部２００Ａ（主制御基板２００）には、発射装置ユニ
ットから発射された遊技球を検出するカウントスイッチ８ｓも接続されている。また、主
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制御部２００Ａ（主制御基板２００）は、普通電動役物ソレノイド１７ｃや、大入賞口ソ
レノイド３１ｃ、左下表示装置５０、右下表示装置６０に信号を出力することにより、こ
れらの動作を直接制御している。
【０１２６】
　演出制御部２２０Ａ（演出制御基板２２０）は、主制御部２００Ａ（主制御基板２００
）からの各種コマンドを受け取ると、コマンドの内容を解析して、その結果に応じた遊技
の演出を行う。即ち、中央表示装置（液晶表示装置）２７を駆動する演出表示制御基板２
２２やスピーカＳＰ１～ＳＰ４を駆動するアンプ基板２２４が接続されている。
【０１２７】
　演出制御部２２０Ａ（演出制御基板２２０）は、「各種ＬＥＤ４ｂ～４ｈ搭載された基
板」等の各種装飾用基板を駆動する装飾駆動基板２２６に駆動信号を出力することにより
、遊技の演出を行う。尚、操作スイッチＳＷからの操作信号は、演出ボタン基板２２８を
介して、演出制御部２２０Ａ（演出制御基板２２０）に入力される。尚、演出制御部２２
０Ａ（演出制御基板２２０）の詳細な入出力関係については後述する。
【０１２８】
　払出制御部２４０Ａ（払出制御基板２４０）は、所謂、貸球や賞球の払い出しに関する
各種の制御を司っている。例えば、遊技者が上皿部材５に設けられた球貸スイッチ５ｅや
返却スイッチ５ｆを操作すると、この信号は、球貸表示基板２４２から中継端子板を介し
て、球貸装置に伝達される。この球貸装置は、払出制御部２４０Ａ（払出制御基板２４０
）とデータをやり取りしながら、貸球の払出を行う。
【０１２９】
　主制御部２００Ａ（主制御基板２００）が賞球の払出コマンドを出力すると、このコマ
ンドを払出制御部２４０Ａ（払出制御基板２４０）が受け取って、払出モータ１０９ｍに
駆動信号を出力することによって賞球の払い出しが行われる。また、払い出された賞球は
、２つの払出スイッチ（前側払出スイッチ１０９ａ、後ろ側払出スイッチ１０９ｂ）によ
って検出されて、払出制御部２４０Ａ（払出制御基板２４０）に入力される。更に、払い
出された賞球数はカウントスイッチ１０９ｃによっても検出されて、主制御部２００Ａ（
主制御基板２００）でも計数されている。
【０１３０】
　賞球タンク１０５に設けられたタンクスイッチ１０４からの信号や、賞球タンク１０５
に供給する遊技球が蓄えられる図示しない外部タンクに設けられた外部タンクスイッチ１
２４からの信号も、払出制御部２４０Ａ（払出制御基板２４０）に入力されている。この
ため、払出制御部２４０Ａ（払出制御基板２４０）は、球切れのため賞球の払い出しがで
きなくなる前に、前述したエラーＬＥＤ４ｇ，４ｈによって異常を報知することが可能と
なっている。
【０１３１】
　下皿部６に設けられた下皿満タンスイッチ６ｓからの信号も払出制御部２４０Ａ（払出
制御基板２４０）に入力されている。このため、下皿部６が遊技球で一杯となった場合に
も、下皿満タンスイッチ６ｓで検出された信号を受けて、払出制御部２４０Ａ（払出制御
基板２４０）が賞球の払い出しを一時的に停止することが可能となっている。
【０１３２】
　また、払出制御部２４０Ａ（払出制御基板２４０は、主制御部２００Ａ（主制御基板２
００からの制御の下で、遊技球の発射を許可する信号（発射許可信号）を発射制御部２６
０Ａ（発射制御基板２６０）に向かって出力している。そして、発射制御部２６０Ａ（発
射制御基板２６０）は、この発射許可信号を受けて、後述するように、遊技球を発射する
ための各種制御を行っている。
【０１３３】
　主制御部２００Ａ（主制御基板２００）には、遊技機に関する情報（信号）を、遊技機
１の外部に出力するための外部端子部（外部出力用端子基板）２００Ｇが接続されている
。この外部端子部２００Ｇから出力される情報（信号）としては、大当り情報（大当り信
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号）、確率変動情報（確率変動信号）、賞球情報（賞球信号）等の遊技状態を示す情報（
信号）を例示できる。そして、これらの情報（信号）は、ホールコンピュータＨＰＣに送
信され、「不正行為の監視」や「パチンコホールにおける営業上の集計」等のために利用
される。つまり、パチンコホールは、ホールコンピュータＨＰＣに送信される賞球情報（
賞球信号）を利用しつつ、「不正行為（孔開けゴト等）」の監視を行っている。
【０１３４】
　次に、演出制御部２２０Ａ（演出制御基板２２０）に対する信号或いはコマンドの入出
力関係について説明する。前述のように、演出制御部２２０Ａ（演出制御基板２２０）に
は、演出表示制御基板２２２と、アンプ基板２２４、装飾駆動基板２２６、演出ボタン基
板２２８などの各種基板が接続されている。
【０１３５】
　演出制御部２２０Ａ（演出制御基板２２０）は、前述のように、主制御部２００Ａ（主
制御基板２００）から各種の演出用のコマンドを受け取ると、コマンドの内容を解釈して
、（ａ）中央表示装置（液晶表示装置）２７での具体的な表示内容や、（ｂ）スピーカＳ
Ｐで出力する効果音、更には、（ｃ）各種ＬＥＤやランプ類４ｂ～４ｆの点灯若しくは点
滅の具体的な態様を決定する。次いで、中央表示装置２７の駆動信号（各種の図柄制御コ
マンド）を演出表示制御部２２２Ａ（演出表示制御基板２２２）に出力して、演出用図柄
の変動停止表示を行う。このとき、表示されるキャラクタ図柄や背景図柄などの一部デー
タについては、中央表示装置（液晶表示装置）２７、或いは、演出表示制御基板２２２に
内蔵された演出表示ＲＯＭ２７ｒに格納されているデータを使用する。
【０１３６】
　また、疑似図柄の変動停止表示に合わせて、音声信号をアンプ基板２２４に出力するこ
とによって、スピーカＳＰ１～ＳＰ４から効果音を出力する。加えて、装飾駆動基板２２
６に信号を供給し、装飾駆動基板２２６から、各種ＬＥＤ４ｂ～４ｈの駆動信号を出力す
ることによって、各種ＬＥＤ４ｂ～４ｈやランプ類の点灯・点滅動作等を制御する。更に
、受皿扉体５の表面側に設けられた操作スイッチＳＷを遊技者が操作すると、この操作信
号が演出制御部２２０Ａ（演出制御基板２２０）に供給される。そして、演出制御部２２
０Ａ（演出制御基板２２０）は、供給された操作信号に基づいて、中央表示装置（液晶表
示装置）２７を初めとする各種の演出内容に操作結果を反映させることが可能に構成され
ている。
【０１３７】
（３）孔開けゴト対策の内容
　本遊技機１においては「孔開けゴト」に対して以下のように対処することができる。尚
、本実施例では、「ハンダゴテを用いて上皿部材５に対して孔開けゴトを行う場合」を例
にとって説明する。
【０１３８】
　図２２及び図２３（ａ）に示すように、不正行為者が前面部５５Ｆで開口する不正工作
孔Ａ１を設けとうようとする場合、ハンダゴテ５００のコテ先５１０を前方部５５Ｆの正
面前方（表側正面）から上皿部材５（上皿本体５Ｂ）に向かって押し込むことになる。
【０１３９】
　そして、コテ先５１０が熱伝導体５２Ｂに当接したところで、コテ先５１０の温度（摂
氏３４０度～３７０度）が熱伝導体５２Ｂに伝達される。更に、コテ先５１０が熱伝導体
５２Ｂに接触してある程度の時間が経過すると、コテ先５１０の温度が熱伝導体５２Ｂの
範な部位（つまり、不正工作孔Ａ１の開設部位よりも広範な部位）若しくは略全域に向か
って伝達される。
【０１４０】
　この際、不正標識部５２Ｈを構成する示温塗料の変色温度がコテ先５１０の温度よりも
低くされているため、図２３（ｂ）に示すように、不正標識部５２Ｈの広範な部位若しく
は全域が「青色」から「黒色」に変色する。つまり、不正標識部５２Ｈにおいて「不正工
作孔Ａ１の開口部Ａ１１の面積」よりも大きな面積を有する部位５２Ｈ１が「黒色」に変
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色するため、パチンコホールの店員等が、上皿部材５（上皿本体５Ｂ）の前方部５５Ｆに
不正工作孔Ａ１が開けられたことを確認することが容易となる。
【０１４１】
　また、不正標識部５２Ｈが不可逆性の示温塗料で構成されるため、不正標識部５２Ｈの
うちで「黒色」に変色した部分（前述の「不正標識部５２Ｈの広範な部位若しくは全域」
）は、その部分の温度が示温塗料の変色温度よりも低い温度に戻っても元の色（青色）に
は戻らない。このため、パチンコホールの店員等が「孔開けゴト」の実行時に不正工作孔
Ａ１の存在を確認できなかったとしても、「孔開けゴト」の痕跡を早期に確認することが
できる。
【０１４２】
　尚、本実施例の遊技機１は、「パチンコホールを巡回する店員（つまり、立ち姿勢の店
員）等から視認不可能な底部」を有する表面構成部品を具備している。つまり、上皿部材
５及び下皿部材６はパチンコホールを巡回する店員等から死角となる底部５５Ｇ（６５Ｇ
）を有している。そして、不正行為者がこの底部５５Ｇ（６５Ｇ）で開口する不正工作孔
を設けた場合、パチンコホールを巡回する店員にとっては不正工作孔自体を素早く確認す
ることは困難である。
【０１４３】
　ところが、本実施例では底部５５Ｇ（６５Ｇ）の上方から前面部５５Ｆ（６５Ｆの後方
にまで連続する熱伝導体５２Ｂ（６２Ｂ）を備える。このため、図２２に併記するように
、「底部５５Ｇで開口する不正工作孔Ａ２」が開けられたとしても、この「不正工作孔Ａ
２を開けられた事実」を確認することが容易である。つまり、本実施例では、コテ先５１
０が熱伝導体５２の底面上方部５２Ｇに当接することで、熱伝導体５２の前面後方部５２
Ｆの一部若しくは全域の温度が「不正標識部５Ｈを構成する示温塗料の変色温度」以上の
温度に上昇する。この場合、温度が上昇した部分に塗布された示温塗料が変色するため、
パチンコホールを巡回する店員等が上皿部材５等の前方や斜め上方等から、この変色を確
認することができるからである。
【０１４４】
　すなわち、本実施例によると、「確認困難な不正工作孔Ａ２」を敢えて確認することな
く、「孔開けゴト」の痕跡を確認することもできる。
【０１４５】
　本実施例では上皿部材５についての「孔開けゴト対策」について説明したが、本実施例
の遊技機１ではガラス扉枠４や下皿部材６についての「孔開けゴト対策」も同様に行うこ
とができる。
【０１４６】
（４）実施例の効果
　本実施例によると、熱伝導体５２Ｂ、６２Ｂ、７５０に不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７
５１を設けるともに不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７５１を表面構成部品（ガラス扉枠４、
上皿部材５、下皿部材６）の表側から視認可能な状態とする。このため、ハンダゴテ５０
０等を用いて樹脂成形部（ベース部材７００、表カバー部材７１０、インナー部材７３０
、表板部５１Ａ、基部５１Ｂ、表層部５５Ｄ、板状部６Ａ、基部６１Ｂ、表層部６５Ｄ）
に設けられる不正工作孔（Ａ１、Ａ２等）のサイズが小さくても、不正標識部５２Ｈ、６
２Ｈ、７５１において当該不正工作孔（Ａ１、Ａ２等）よりも広範囲な部位にハンダゴテ
５００のコテ先５１０の熱等が伝達され、視覚的な変化を生ずることとなる。従って、ハ
ンダゴテ等を用いた「孔開けゴト」が行われようとしていたことを早期に発見することが
可能となる。
【０１４７】
　つまり、本実施例によると、パチンコホールを巡回している店員とっても、「孔開けゴ
トが行われようとしていたこと」の発見が容易となる。また、本実施例は、「パチンコホ
ールを巡回している店員の死角となる位置で「孔開けゴト」が行われる場合であっても、
不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７５１において当該「孔開けゴト」が行われる部位よりも広
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範囲な部位に視覚的な変化を生じさせることとなり、「不正行為者が不正工作孔を隠しと
おすこと」が困難となる点で大きな意義を有している。
【０１４８】
　また、本実施例の遊技機１では不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７５１の視覚的な変化が不
可逆性であるので、表面構成部品（ガラス扉枠４、上皿部材５、下皿部材６）に「孔開け
ゴト」の痕跡を明確に残すことができる。従って、例えば、営業時間中にパチンコホール
を巡回する店員が、「孔開けゴトが行われようとしていたこと」を見過ごした場合でも、
パチンコホールの閉店後等に不正工作孔を発見し易くなる。
【０１４９】
　尚、本実施例の遊技機１においては、ピアノ線等の不正工作部材によって入賞装置｛可
変入賞装置（大入賞装置）３１、始動入賞装置１７、一般入賞装置４０、４１、４３、４
４｝の近傍の障害釘が不正に調整されようとしていた場合に特に大きな意義を有する。つ
まり、本実施例では、不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７５１の視覚的な変化が不可逆性であ
り、表面構成部品（ガラス扉枠４、上皿部材５、下皿部材６）に「孔開けゴト」の痕跡を
明確に残すことができる。このため、パチンコホールを巡回している店員が「不正工作孔
Ａ１、Ａ２」の開設時に、「孔開けゴト」を確認できなかった場合でも、この「不正工作
孔Ａ１、Ａ２」の存在を早期に確認することができる。従って、パチンコホールの被害が
多大なものとなることを防止できる。
【０１５０】
　更に、本実施例では不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７５１を、表面構成部品（ガラス扉枠
４、上皿部材５、下皿部材６）の表層部を構成する「透明な樹脂成形品（表カバー部材７
１０、表層部５５Ｄ、６５Ｄ）」で被覆する。このため、不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７
５１が不必要に変色することが防止される。例えば、表面構成部品（ガラス扉枠４、上皿
部材５、下皿部材６）の表層部に「遊技者が手に持つタバコの火の粉」が誤って落下した
場合等においては、不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７５１が変色することはない。一方、不
正行為者が、表面構成部品（ガラス扉枠４、上皿部材５、下皿部材６）の表層部に「タバ
コの火」を押し付けて不正工作孔を開設させて場合には、不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７
５１が変色することになる。
【０１５１】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各
請求項に記載した範囲を逸脱しない限り、各請求項の記載文言に限定されず、当業者がそ
れらから容易に置き換えられる範囲にも及び、かつ、当業者が通常有する知識に基づく改
良を適宜付加することができる。
【０１５２】
　即ち、本実施例では熱伝導体５２Ｂ、６２Ｂ、７５０の表面部の全域に不正標識部５２
Ｈ、６２Ｈ、７５１が形成された態様を例示したが、図２４に示す変形例１のように、熱
伝導体６１０の表面部の一部のみに不正標識部６２０を設けてもよい。つまり、変形例１
においては、熱伝導体６１０が「表面構成部品６００の正面前方を向いた部分６１０ａ」
と、「表面構成部品６００の下方を向いた部分６１０ｂ」とを備えている。但し、不正標
識部６２０は前者の「表面構成部品６００の正面前方を向いた部分６１０ａ」のみに設け
られ、後者の「表面構成部品６００の下方を向いた部分６１０ｂ」には設けられていない
。つまり、「パチンコホールを巡回する店員等から死角となる部分（６１０ｂ）」には不
正標識部６２０が設けられていない。
【０１５３】
　この変形例１においては、ハンダゴテのコテ先を用いて表面構成部品６００に対してそ
の正面前方に開口する不正工作孔Ａ３が開けられた場合には、熱伝導体６１０における「
表面構成部品６００の正面前方を向いた部分６１０ａ」にコテ先の温度が伝達され、不正
標識部６２０に変色を生ずる。また、ハンダゴテのコテ先を用いて表面構成部品６００に
対してその下方に開口する不正工作孔Ａ４が開けられた場合には、熱伝導体６１０におけ
る「表面構成部品６００の下方を向いた部分６１０ｂ」を通じて、「表面構成部品６００
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の正面前方を向いた部分６１０ａ」にコテ先５１０の温度が伝達され、不正標識部６２０
に変色を生じさせることができる。つまり、変形例３では不正標識部６２０の形成範囲を
狭くしつつも「孔開けゴト」の痕跡を的確に発見できる。
【０１５４】
　尚、変形例１においては、表面構成部品６００のうちで不正標識部６２０の表側に位置
する部分６００Ｆを透明な樹脂を用いて構成し、表面構成部品６００のうちの残りの部分
（６００Ｄ、６００Ｅ）を不透明な樹脂で構成している。すなわち、表面構成部品６００
の内部に不正標識部６２０を配設する態様を採用しつつも、表面構成部品６００において
透明な樹脂で構成すべき範囲を狭くしている。そして、透明な樹脂を用いて構成される部
分６００Ｆに対する「孔開けゴト」のみならず、不透明な樹脂を用いて構成される部分６
００Ｄに対する「孔開けゴト」にも、表面構成部品６００の内部の「熱伝導体６１０及び
不正標識部６２０」を用いて的確に対処することができる。
【０１５５】
　本実施例では、上皿部材５においては上皿本体５Ｂに「熱伝導体５２Ｂ及び不正標識部
５２Ｈ」を配設し、下皿部材６においては下皿本体６Ｂに「熱伝導体６２Ｂ及び不正標識
部６２Ｈ」を配設する態様を例示したが、「熱伝導体及び不正標識部」を、これらの表面
構成部品のその他の部位に対しても配設することができる。例えば、図２４に示す変形例
１のように、上皿部材５（下皿部材６）を構成する板状部５Ａ（６Ａ）に相当する部分の
うちで、上皿部材５（下皿部材６）の表側（前方）から視認可能な部位に「熱伝導体５２
Ｃ（６２Ｃ及び不正標識部５２Ｊ（６２Ｊ）を配設することとしてもよい。
【０１５６】
　本実施例では不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７５１の表側に「無色透明な樹脂成形品（表
カバー部材７１０、表層部５５Ｄ、６５Ｄ）」を配設する態様を例示したが、各請求項の
発明においては不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７５１の表側に「有色透明な樹脂成形品」を
配設してもよい。
【０１５７】
　本実施例では表面構成部品（ガラス扉枠４、上皿部材５、下皿部材６）の内部に、「表
面部に不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７５１が形成された熱伝導体５２Ｂ、６２Ｂ、７５０
」を設ける態様を例示したが、図２５に示す変形例２のように、表面構成部品６００の表
面部に、「表面部に不正標識部６３１が形成された熱伝導体６３０」を配設してもよいし
、図２６に示す変形例３のように、表面構成部品６００の裏面部に、「表面部に不正標識
部６３６が形成された熱伝導体６３５」を配設してもよい。
【０１５８】
　ここで、変形例２の場合には、不正標識部６３１が表側に配設された状態となるため、
表面構成部品（ガラス扉枠４、上皿部材５、下皿部材６）には必ずしも透明な部分を設け
る必要がない。逆に、変形例３の場合には、不正標識部６３６の表側に表面構成部品（ガ
ラス扉枠４、上皿部材５、下皿部材６）が配設されるため、この表面構成部品のうちで少
なくとも不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７５１が表側に位置する部分を透明な部分とするこ
とが必要である。
【０１５９】
　本実施例では熱伝導体５２Ｂ、６２Ｂ、７５０の表面部に不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、
７５１を形成する態様を例示したが、図２７に示す変形例４のように、「表面構成部品６
００」において少なくとも「熱伝導体６６０の表面部の表側に位置する部位（以下、「熱
伝導体表部」という。）」６００Ａ自体を不正標識部６５０としてもよい。例えば、熱伝
導体前方部６００Ａを成形する際に樹脂材料に着色材｛例えば、可逆性の着色材（示温イ
ンク等）、若しくは、樹脂材料の融点よりも変色温度が高い不可逆性の着色材（示温イン
ク等）｝を混合してもよい。この場合、表面構成部品６００に不正工作孔が形成され、熱
伝導体６１０が加熱されることで、熱伝導体表部６００Ａが変色することになる。尚、着
色材を混合した樹脂材料を用いるとともに熱伝導体６１０をインサートしつつ表面構成部
品６００を成形することもできる。
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【０１６０】
　本実施例では表面部に不正標識部５２Ｈ、６２Ｈ、７５１が形成された熱伝導体５２Ｂ
、６２Ｂ、７５０を、表面構成部品（ガラス扉枠４、上皿部材５、下皿部材６）の内部に
配設する態様を例示したが、表面構成部品に対して不正標識部を設け、その裏側に熱伝導
体を配設してもよい。例えば、図２８の変形例５に示すように、表面構成部品６００Ｂを
構成する樹脂成形部６１０Ｂの裏面部に示温塗料を塗布して不正標識部６２１Ｂを形成す
る。そして、この不正標識部６８０の裏面部に熱伝導体（金属箔等）６２０Ｂを貼付等し
てもよい。
【０１６１】
　また、図２８の変形例５に示すように、不正標識部６８８の適所に欠落部６２１Ｃを設
けるとともに、熱伝導体６８７において各欠落部６２１Ｃと前後に位置合わせされる箇所
に貫通孔６２０Ｃを設けてもよい。この欠落部６２１Ｃ及び貫通孔６２０Ｃは、例えば、
熱伝導体６２０Ｂ及び不正標識部６２１Ｂが不透明に構成されつつも、熱伝導体６２０Ｂ
及び不正標識部６２１Ｂの裏側にＬＥＤ６８１Ｂ、６８２Ｂ、６８３Ｂが配設される場合
等において、これらのＬＥＤ６８１Ｂ、６８２Ｂ、６８３Ｂが発する光を通過させるため
に使用される。
【０１６２】
　本実施例では熱伝導体５２Ｂ、６２Ｂ、７５０を金属板（アルミの薄板）で構成する態
様を例示したが熱伝導体の構成素材はこれに限定されない。例えば、熱伝導体をアルミ箔
等を用いて構成することもできる。この場合、「孔開けゴト」が行われると、ハンダゴテ
のコテ先が熱伝導体を貫通する可能性が高くなるが、各請求項の発明では、かかる場合に
も的確に対処できる。つまり、この場合にも、「不正標識部において不正工作孔の開設範
囲よりも広範囲な部位」にハンダゴテのコテ先の熱等が伝達され、視覚的な変化を生ずる
こととなる。しかも、この場合、「コテ先が熱伝導体を貫通せずに単に当接する場合」に
比べて熱伝導体に伝達される熱量」が多くなり、不正標識部の変色をより生じ易くなる。
【０１６３】
　つまり、ハンダゴテのコテ先は通常、先細り形状であるため、コテ先が熱伝導体を貫通
した場合はコテ先が熱伝導体に当接した場合に比べて、熱伝導体と接触する範囲が広くな
る。このため、コテ先が熱伝導体を貫通する場合には熱伝導体に伝達される熱量が多くな
り、不正標識部の変色をより生じ易くなる。すなわち、各請求項の発明によると、「孔開
けゴト」の進行の度合いが大ききなるほど不正標識部の変色を生じ易くなる。換言すると
、不正行為者が表面構成部品に開設する不正工作孔がより深くなるほど（不正行為者が「
孔開けゴトの成功」により近づいた実感するほど）、「孔開けゴト」が発覚する可能性が
高くなることになる。
【０１６４】
　また、熱伝導体はその熱伝導性において等方的な性質を有していてもよいが、図２９（
ａ）及び（ｂ）に示す変形例６のように、熱伝導性において異方性を有していてもよい。
つまり、変形例６においては、板形状若しくはシート状（箔のように薄くてもよい。）に
構成される熱伝導体８００Ｒ、８００Ｌの肉厚方向が遊技機（表面構成部品）の表裏の方
向（前後方向）に向けられる。そして、良好な熱伝導性を有する方向を遊技機（表面構成
部品）の幅方向の上下方向に向けている。
【０１６５】
　つまり、変形例６はガラス扉枠４への適用例を示しており、このガラス扉枠４にはその
視認窓４１ａを挟み、右側に配設される熱伝導体８００Ｒと、左側に配設される熱伝導体
８００Ｌとを備えている。尚、これらの熱伝導体８００Ｒ、８００Ｌの配設箇所は種々選
択でき、例えば、ガラス扉枠４の表面部、ガラス扉枠４の内部、ガラス扉枠４の裏面部等
から選択される。
【０１６６】
　この変形例６の熱伝導体８００は熱伝導性において異方性を有しており、良好な熱伝導
性を有する方向が熱伝導体８００の面方向｛つまり、上下方向であって、図２９（ａ）の
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Ｄの方向、図２９（ｂ）のＬの方向｝とされている。更に、この熱伝導体８００の表面部
にも不正標識部８１０（示温塗料の塗膜を用いて構成）が形成されている。そして、変形
例６はガラス扉枠４を構成する裏板７２０においては、その下端側の両端部寄りの部位に
貫通孔７２０Ｋ、７２０Ｋ｛図２９（ａ）の破線７２０Ｋを参照｝を備えている。尚、実
施例のガラス扉枠４を構成する裏板７２０も、その下端側の両端に同様な貫通孔を備えて
いる
【０１６７】
　この変形例６を、例えば以下の場合に好適に適用できる。すなわち、変形例６のガラス
扉枠４では、その裏板７２０において、その下端側の両端にその肉厚方向に貫通する貫通
孔７２０Ｋ、７２０Ｋを備えるため、この下端側の両端部寄りの部位が「孔開けゴト」の
標的となり易い。そして、この変形例６のガラス扉枠４のように、一部に防御の弱い部分
を有する表面構成部品においては、不正行為者（場合によっては、複数人の不正行為者）
が、当該「防御の弱い部分（つまり、ガラス扉枠４の下端側の両端）を隠すようにしつつ
不正工作孔を形成する可能性がある。
【０１６８】
　ところが、変形例６においては熱伝導体８００の面方向に熱伝導性が高くされているた
め、不正標識部８１０の広範な範囲（例えば、全域）において変色を生ずる。つまり、ガ
ラス扉枠４のうちで不正行為者が隠しきれない範囲において、不正標識部８１０の変色を
生ずるため、パチンコホールを巡回している店員とっても、「孔開けゴト」の発見がより
一層容易である。尚、以上の点に関しては、実施例の上皿部材５において、裏板部５１Ｊ
の貫通部分の前方の部位、つまり、球受入部５ｄの前方の部位、球抜き用導出口５ｇの前
方の部位についても同様である。
【０１６９】
　ここで、変形例６の熱伝導体８００の具体例を説明する。この熱伝導体８００としては
、例えば、「黒鉛結晶（グラファイト結晶）がその面方向を揃えて積層された層状構造を
有するグラファイト成形体」を例示することができる。かかるグラファイト成形体におい
て、層状黒鉛結晶の面内方向、つまり、「六方晶系のＣ面方向」の結合は強固である反面
、層状黒鉛結晶の層間の結合は分子間力によるために結合力が弱くされる。このため、グ
ラファイト成形体８１０はその熱伝導性に異方性を有し、層状黒鉛結晶の面内方向（層方
向）への熱伝導性に優れることになる。そして、変形例６の熱伝導体８００Ａ、８００Ｂ
においては、熱伝導性が高くなる方向が、上下方向｛図２９（ｂ）に示す符号Ｄの方向、
図２９（ｂ）に示す符号Ｌの方向｝に一致するように構成されている。
【０１７０】
　尚、図３０（ａ）の変形例７に示すように、変形例６の熱伝導体８００Ａ、８００Ｂに
おいては、その裏面部に断熱層（樹脂、ゴム若しくは低熱伝導性セラミックス材料を用い
て構成されるシート、フィルム、板状体等で構成される断熱層）８８０を形成してもよい
。また、図３０（ｂ）の変形例８に示すように、熱伝導体８００Ａ、８００Ｂの表面部の
一部に不正標識部８１０を形成する場合は、熱伝導体８００の表面部において不正標識部
８１０の存在しない部位に同様な断熱層８８１を形成してもよい。これの場合は、ハンダ
ゴテ５００のコテ先５１０から熱伝導体８００の一部に加えられた熱を、熱伝導体８００
の全域に効率良く伝達することができる。
【０１７１】
　また、実施例及び各変形例では、「ハンダゴテ５００のコテ先５１０を用いた孔開けゴ
ト」に対する対策を主眼においた遊技機について言及したが、各請求項の発明を「ドリル
を用いた孔開けゴト」に対する対策を主眼においた遊技機についても適用できる。但し、
この場合、不正標識部（不正標識部を構成する示温塗料や示温インク等）の変色温度を低
くすること（例えば、摂氏５０度～１００度のうちの何れかの温度）が望ましい。蓋し、
ドリルを用いて表面構成部材に不正工作孔を開ける際のドリルの温度（表面構成部材に不
正工作孔を開けることによって生ずる熱）はコテ先５１０の温度よりも低くなるからであ
る。
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【産業上の利用可能性】
【０１７２】
　本発明は、遊技機を製造、販売等する分野において利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１７３】
【図１】本発明の実施例に係る遊技機を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施例に係る遊技機を示す正面図である。
【図３】外枠、本体枠、遊技盤、ガラス扉枠及び上皿部材等を示す説明図である。
【図４】本発明の実施例に係る遊技機においてガラス扉枠を外した状態の模式的な正面図
である。
【図５】本発明の実施例に係る遊技機においてガラス扉枠が開いた状態を示す説明図であ
る。
【図６】本発明の実施例に係る遊技機においてガラス扉枠を示す斜視図である
【図７】（ａ）は本発明の実施例に係る遊技機においてベース部材等を示す正面図であり
、（ｂ）は本発明の実施例に係る遊技機においてベース部材等を示す断面図｛図７（ａ）
の３－３断面に相当｝である。
【図８】本発明の実施例に係る遊技機において前カバーを示す斜視図である。
【図９】本発明の実施例に係る遊技機においてガラス扉枠の縦断面図（図８の５－５断面
に相当）である。
【図１０】（ａ）は本発明の実施例に係る遊技機においてガラス扉枠の横断面図（図８の
６－６断面に相当）であり、（ｂ）は図１０（ａ）の一部拡大断面図である。
【図１１】本発明の実施例に係る遊技機を構成する係合機構を説明するための説明図であ
る。
【図１２】図３において上皿部材が開いた状態を示す説明図である。
【図１３】上皿部材の縦断面図（図１２の８－８断面に相当）である。
【図１４】上皿部材の分解縦断面図である。
【図１５】上皿部材の背面図である。
【図１６】本発明の実施例に係る遊技機において遊技盤を示す正面図である。
【図１７】（ａ）は、本発明の各実施例において左下表示装置の概略的な正面図であり、
（ｂ）は、本発明の各実施例において右下表示装置の概略的な正面図である。
【図１８】本発明の実施例に係る遊技機を示す裏面図である。
【図１９】本発明の各実施例に係る電子制御装置を示すブロック図である。
【図２０】本発明の各実施例に係る電子制御装置を示すブロック図である。
【図２１】本発明の各実施例に係る電子制御装置を示すブロック図である。
【図２２】「孔開けゴト」に対する対策を説明するための説明図である。
【図２３】（ａ）及び（ｂ）は不正標識部の機能等を説明するための説明図である。
【図２４】変形例１を説明するための説明図である。
【図２５】変形例２を説明するための説明図である。
【図２６】変形例３を説明するための説明図である。
【図２７】変形例４を説明するための説明図である。
【図２８】変形例５を説明するための説明図である。
【図２９】（ａ）及び（ｂ）は変形例６を説明するための説明図である。
【図３０】（ａ）は変形例７を説明するための説明図であり、（ｂ）は変形例８を説明す
るための説明図である。
【符号の説明】
【０１７４】
　１；遊技機（弾球遊技機）、
　１０；遊技盤
　４；ガラス扉枠（表面構成部品）、
　５；上皿部材（表面構成部品）、
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　５１Ａ；表板部（脂成形部）、
　５１Ｂ；基部（脂成形部）、
　６；下皿部材（表面構成部品）、
　６Ａ；板状部、
　６１Ａ；脂成形部）、
　６１Ｂ；基部（脂成形部）、
　６５Ｄ；表層部（脂成形部）。
　５２Ｂ、６２Ｂ、７５０；熱伝導体、
　５２Ｈ、６２Ｈ、７５１；不正標識部、
　７００；ベース部材（脂成形部）、
　７１０；表カバー部材（脂成形部）、
　７３０；インナー部材（脂成形部）。

【図１】 【図２】



(30) JP 2009-279054 A 2009.12.3

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(33) JP 2009-279054 A 2009.12.3

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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