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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技状況を検出する１個、または複数の直流２線式の遊技情報検出スイッチと並列にイ
ンターフェイス装置に接続され、遊技機の制御装置に検出信号を出力する直流２線式のセ
キュリティセンサにおいて、
　前記セキュリティセンサにおける異常の有無により開閉する開閉手段と、
　前記開閉手段と直列に接続され、前記遊技情報検出スイッチが閉塞状態において発生す
る残電圧の電圧値と、酷似した電圧値の電圧を発生する電圧発生手段と、
　前記遊技情報検出スイッチが開放状態において流入する漏れ電流値と、酷似した電流値
の電流を発生する電流発生手段とを含み、
　自らと前記遊技情報検出スイッチとを同一特性の前記インターフェイス装置に接続して
利用可能な程度に、
　前記電圧発生手段は、前記遊技情報検出スイッチが閉塞状態において発生する残電圧の
電圧値と酷似した電圧値の電圧を発生し、
　前記電流発生手段は、前記遊技情報検出スイッチが開放状態において流入する漏れ電流
値と、酷似した電流値の電流を発生する
　セキュリティセンサ。
【請求項２】
　前記電圧発生手段は、ツェナーダイオードであり、
　前記遊技情報検出スイッチの閉塞状態において発生する前記残電圧の電圧値は、前記ツ
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ェナーダイオードと性能が酷似した他のツェナーダイオード、または定電圧回路により発
生する
　請求項１に記載のセキュリティセンサ。
【請求項３】
　前記電流発生手段は、定電流源であり、
　前記定電流源からの電流が、所定抵抗値の抵抗器に流れることで発生する両端電圧特性
がダイオードの順方向特性、若しくはトランジスタのベース－エミッタ間特性に酷似して
いる
　請求項１または２に記載のセキュリティセンサ。
【請求項４】
　前記開閉手段は、リードスイッチであり、
　前記電圧発生手段は、ツェナーダイオードであり、
　前記電流発生手段は、前記開閉手段、および前記電圧発生手段と並列に接続された定電
流源、または抵抗器であり、強磁界中により前記リードスイッチが開閉することで、磁気
検知機能を有する
　請求項１乃至３のいずれかに記載のセキュリティセンサ。
【請求項５】
　前記遊技情報検出スイッチと、
　前記遊技情報検出スイッチの出力信号、および、１個、または複数の、請求項１乃至４
のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に基づいて、前記遊技情報検出スイッ
チのインターフェイス信号、および前記１個、または複数の、請求項１乃至４のいずれか
に記載のセキュリティセンサのインターフェイス信号をそれぞれ出力する前記インターフ
ェイス装置と、
　前記遊技情報検出スイッチの前記インターフェイス信号と、前記セキュリティセンサの
インターフェイス信号に基づいて、前記遊技機の遊技状態、および異常を検出する前記制
御装置とを含む遊技機において、
　前記遊技情報検出スイッチの検出極性と、１個、または複数の、請求項１乃至４のいず
れかに記載のセキュリティセンサの検出極性とは、それぞれ異なる
　遊技機。
【請求項６】
　前記インターフェイス装置は、
　　前記遊技情報検出スイッチとの接続箇所、および、前記請求項１乃至４のいずれかに
記載のセキュリティセンサとの接続箇所に、断線、または短絡などの接続異常を検出する
接続異常検出手段をさらに含み、
　前記接続異常検出手段により接続異常が検出された場合、前記インターフェイス装置は
、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号、および、前記
請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するインターフ
ェイス信号を、Hi、またはLowの状態に固定して、前記制御装置に出力する
　請求項５に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記接続異常検出手段は、
　　前記遊技情報検出スイッチとの接続箇所、または前記請求項１乃至４のいずれかに記
載のセキュリティセンサとの接続箇所のいずれかで異常が発生した場合、警戒信号を出力
する異常検出出力手段をさらに含み、
　前記異常検出出力手段は、前記警戒信号を前記制御装置に出力する
　請求項６に記載の遊技機。
【請求項８】
　遊技状況を検出する１個、または複数の遊技情報検出スイッチと、
　前記遊技情報検出スイッチの出力極性と異なる出力極性の出力信号により人為的な不正
を検出する１個、または複数の前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセン
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サと、
　前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項１
乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するインターフェイス信
号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による警戒信号を伝送する前記イ
ンターフェイス装置と、
　前記インターフェイス装置により伝送される、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に
対応するインターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセ
ンサの出力信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常
検出出力手段による警戒信号に基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊技状態であるか否
か、前記遊技情報検出スイッチ、若しくは前記セキュリティセンサの断線状態、若しくは
短絡状態か否か、または、人為的不正行為発生状態か否かを判定する制御装置と
　を含む遊技機のセキュリティ装置。
【請求項９】
　前記インターフェイス装置は、前記異常検出出力手段が異常を検出した場合、異常が検
出された前記請求項１乃至４に記載のいずれかのセキュリティセンサの出力信号に基づい
た前記インターフェイス信号をLowまたはHiの状態に固定して出力し、
　前記制御装置は、前記LowまたはHiの状態に固定されて出力されている前記インターフ
ェイス装置のインターフェイス信号に基づいて、断線状態、若しくは短絡状態となった前
記セキュリティセンサを特定する
　請求項８に記載のセキュリティ装置。
【請求項１０】
　遊技状況を検出する１個、または複数の遊技情報検出スイッチと、
　前記遊技情報検出スイッチの出力極性と異なる出力極性の出力信号により人為的な不正
を検出する１個、または複数の前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセン
サと、
　前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項１
乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するインターフェイス信
号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による警戒信号を伝送する前記イ
ンターフェイス装置と、
　前記インターフェイス装置により伝送される、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に
対応するインターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセ
ンサの出力信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常
検出出力手段による警戒信号に基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊技状態であるか否
か、前記遊技情報検出スイッチ、若しくは前記セキュリティセンサの断線状態、若しくは
短絡状態か否か、または、人為的不正行為発生状態か否かを判定する制御装置と
　を含む遊技機のセキュリティ装置のセキュリティ方法において、
　前記１個、または複数の遊技情報検出スイッチにより、
　　遊技状況を検出し、
　前記１個、または複数の前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサに
より、人為的な不正を検出し、
　前記インターフェイス装置により、
　　前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項
１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するインターフェイス
信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による警戒信号を伝送し、
　前記制御装置により、
　　前記インターフェイス装置により伝送される、前記遊技情報検出スイッチの出力信号
に対応するインターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティ
センサの出力信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異
常検出出力手段による警戒信号に基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊技状態であるか
否か、前記遊技情報検出スイッチ、若しくは前記セキュリティセンサの断線状態、若しく
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は短絡状態か否か、または、人為的不正行為発生状態か否かを判定する
　遊技機のセキュリティ装置のセキュリティ方法。
【請求項１１】
　遊技状況を検出する１個、または複数の遊技情報検出スイッチと、
　前記遊技情報検出スイッチの出力極性と異なる出力極性の出力信号により人為的な不正
を検出する１個、または複数の前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセン
サと、
　前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項１
乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するインターフェイス信
号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による警戒信号を伝送する前記イ
ンターフェイス装置と、
　前記インターフェイス装置により伝送される、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に
対応するインターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセ
ンサの出力信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常
検出出力手段による警戒信号に基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊技状態であるか否
か、前記遊技情報検出スイッチ、若しくは前記セキュリティセンサの断線状態、若しくは
短絡状態か否か、または、人為的不正行為発生状態か否かを判定する制御装置と
　を含む遊技機のセキュリティ装置を制御するコンピュータに、
　前記１個、または複数の遊技情報検出スイッチにより、
　　遊技状況を検出し、
　前記１個、または複数の前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサに
より、人為的な不正を検出し、
　前記インターフェイス装置により、
　　前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項
１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するインターフェイス
信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による警戒信号を伝送し、
　前記制御装置により、
　　前記インターフェイス装置により伝送される、前記遊技情報検出スイッチの出力信号
に対応するインターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティ
センサの出力信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異
常検出出力手段による警戒信号に基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊技状態であるか
否か、前記遊技情報検出スイッチ、若しくは前記セキュリティセンサの断線状態、若しく
は短絡状態か否か、または、人為的不正行為発生状態か否かを判定する
　処理を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セキュリティセンサ、遊技機、セキュリティ装置、およびセキュリティ方法
、並びにプログラムに関し、特に、低コストで監視項目を増やせるようにすることで、遊
技状態と不正の監視を高い確度で実現できるようにしたセキュリティセンサ、遊技機、セ
キュリティ装置、およびセキュリティ方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機ではパチンコ球（遊技球）を検出するために直流２線式電子スイッチが
多く用いられている。直流二線式スイッチはメカスイッチと同じ感覚で使用可能、かつ電
子スイッチであるため出力信号の機械的なチャタリングが発生しないという利点がある。
このようなパチンコ球を検出する複数の電子スイッチの出力信号を、パチンコ遊技機全体
を制御する制御装置（CPU（Central Processing Unit））に伝達するため、インターフェ
イス装置が用いられる。
【０００３】
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　ところで、最近では、遊技機の人為的不正行為に関する情報が、インターネット等で一
般的に出回る状況となっており、次々と人為的不正行為を検出するセキュリティセンサを
設ける必要が生じている。このセキュリティセンサとしては、例えば、磁気検知センサ、
電波検知センサ、あるいは衝撃検知センサなどであり、これらのセキュリティセンサの搭
載頻度が高まり、従来の接続異常などの事故検出を含め、監視対象数が増加しつつある。
このため、保安システムの規模拡大、CPU接続端子数増加、実装面積の拡大、およびイン
ターフェイス装置の過剰なる多様化などが求められる結果、コストを増大させ、本来の遊
技性機能向上に必要とされるコスト、およびソフト容量などを圧迫している。
【０００４】
　パチンコ球検出方式に関してはインターフェイス装置に人為的不正行為の判別機能を追
加する方式が合理的である。例えば、遊技盤上に散在する遊技球検出スイッチ（例えば、
直流２線式電子スイッチ）の接続線を狙い、開放－接続を繰り返す不正行為が行われるよ
うな場合、遊技機中央部に設置された制御装置（CPU）近傍にインターフェイス装置を設
け、ここで接続異常が判定できれば、人為的不正行為等を未然に防止することができる。
そこで、このような、インターフェイス装置の中間処理による保安システムを搭載するこ
とで、上述の人為的不正行為の検出のほか、偶然発生した断線事故、または短絡事故等の
検出をも可能とする遊技機の保安技術が主流となっている。
【０００５】
　例えば、検出スイッチ１個あたり比較回路を３個搭載したインターフェイス装置を接続
し、通常の検出状態判定の他、接続部の断線、短絡などの異常検出を実施する技術が提案
されている（特許文献１参照）。この場合、検出スイッチ側に、正常状態にて中間電位出
力となる専用出力回路が備えられている。
【０００６】
　また、同様に比較回路を３個搭載したインターフェイス装置を構成し、さらに、これら
の弁別閾値を接近させて、正常動作判定領域を極力狭め、検出スイッチの専用化を実現す
るようにした技術が提案されている（特許文献２参照）。この場合、先の断線、短絡の事
故検出のほか、異種スイッチ強制接続による不正行為を未然に防止することができる。ま
た、異常検知時の検出信号処理方法など、遊技機の保安システムに適した信号処理技術も
提案されている。
【０００７】
　さらに、断線、短絡、および検出スイッチ駆動電源異常などの監視項目を増設し、異常
検知時では、CPUに警戒信号を出力する機能を備えた技術が提案されている（特許文献３
参照）。
【０００８】
　また、リードスイッチを内蔵した磁気センサにて、磁石による人為的不正行為を検出し
つつ、磁気センサ自体の断線事故をも検出するようにしている技術が提案されている（特
許文献４参照）。この場合、参考文献１により提案されている技術と同様、磁気センサヘ
ッド部では、非検出時に中間電位出力方式を採用し、磁気センサの検出状態判定＋断線検
知を実施するようにした技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－３２５９３０号公報
【特許文献２】特開２００５－３１８３５７号公報
【特許文献３】特開２００５－３１８３５８号公報
【特許文献４】特開２００８－２３７５４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１，４に記載の技術においては、元々遊技球検出スイッチの接
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続を想定しておらず、接続対象毎に装置（回路）変更が余儀なくされる上、それでも、電
子スイッチを駆動する電源電圧の変動、周囲温度の変動など、環境変化でも機能を維持す
ることが非常に困難であり、電子スイッチが正常動作しているにもかかわらず、前述の断
線、短絡異常検知機能が誤動作する恐れがあった。
【００１１】
　また、特許文献２に記載の技術においては、２線式スイッチ限定の性質が強すぎた結果
、多様化するセキュリティセンサの対応バリエーションが限定されるため、監視対象不足
により、人為的不正行為の発生を招く恐れがあり、このため、商品として市場ニーズに追
いつけない恐れがあった。
【００１２】
　さらに、特許文献３に記載の技術においては、警戒信号のみの告知となるため、CPUで
の判断情報量が不足し、十分な判断ができない恐れがあった。
【００１３】
　また、特許文献４に記載の技術においては、磁気センサ１個あたりの検出信号と断線異
常信号の２出力となり、CPU端子数の増加が懸念され、装置の大型化やコスト高を招く恐
れがあった。
【００１４】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、装置の大型化や端子数を不要に
増大させることなく、監視項目を増やせるようにすることで、遊技機の人為的不正行為お
よび断線または短絡等の接続異常を、低コストで、かつ、高い確度で監視できるようにす
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の第１の側面のセキュリティセンサは、遊技状況を検出する１個、または複数の
直流２線式の遊技情報検出スイッチと並列にインターフェイス装置に接続され、遊技機の
制御装置に検出信号を出力する直流２線式のセキュリティセンサであって、前記セキュリ
ティセンサにおける異常の有無により開閉する開閉手段と、前記開閉手段と直列に接続さ
れ、前記遊技情報検出スイッチが閉塞状態において発生する残電圧の電圧値と、酷似した
電圧値の電圧を発生する電圧発生手段と、前記遊技情報検出スイッチが開放状態において
流入する漏れ電流値と、酷似した電流値の電流を発生する電流発生手段とを含み、自らと
前記遊技情報検出スイッチとを同一特性の前記インターフェイス装置に接続して利用可能
な程度に、前記電圧発生手段は、前記遊技情報検出スイッチが閉塞状態において発生する
残電圧の電圧値と酷似した電圧値の電圧を発生し、前記電流発生手段は、前記遊技情報検
出スイッチが開放状態において流入する漏れ電流値と、酷似した電流値の電流を発生する
。
【００１６】
　前記電圧発生手段は、ツェナーダイオードとすることができ、前記遊技情報検出スイッ
チの閉塞状態において発生する前記残電圧の電圧値は、前記ツェナーダイオードと性能が
酷似した他のツェナーダイオード、または定電圧回路により発生するようにすることがで
きる。
【００１７】
　前記電流発生手段は、定電流源とすることができ、前記定電流源からの電流が、所定抵
抗値の抵抗器に流れることで発生する両端電圧特性がダイオードの順方向特性、若しくは
トランジスタのベース－エミッタ間特性に酷似しているようにすることができる。
【００１８】
　前記開閉手段は、リードスイッチとすることができ、前記電圧発生手段は、ツェナーダ
イオードとすることができ、前記電流発生手段は、前記開閉手段、および前記電圧発生手
段と並列に接続された定電流源、または抵抗器であり、強磁界中により前記リードスイッ
チが開閉することで、磁気検知機能を有するようにさせることができる。
【００１９】
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　本発明の第２の側面の遊技機は、前記遊技情報検出スイッチと、前記遊技情報検出スイ
ッチの出力信号、および、１個、または複数の、請求項１乃至４のいずれかに記載のセキ
ュリティセンサの出力信号に基づいて、前記遊技情報検出スイッチのインターフェイス信
号、および前記１個、または複数の、請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセ
ンサのインターフェイス信号をそれぞれ出力する前記インターフェイス装置と、前記遊技
情報検出スイッチの前記インターフェイス信号と、前記セキュリティセンサのインターフ
ェイス信号に基づいて、前記遊技機の遊技状態、および異常を検出する前記制御装置とを
含む遊技機であって、前記遊技情報検出スイッチの検出極性と、１個、または複数の、請
求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの検出極性とは、それぞれ異なるよ
うにすることができる。
【００２０】
　前記インターフェイス装置には、前記遊技情報検出スイッチとの接続箇所、および、前
記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサとの接続箇所に、断線、または
短絡などの接続異常を検出する接続異常検出手段をさらに含ませるようにすることができ
、前記接続異常検出手段により接続異常が検出された場合、前記インターフェイス装置に
は、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号、および、前
記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するインター
フェイス信号を、Hi、またはLowの状態に固定して、前記制御装置に出力させるようにす
ることができる。
【００２１】
　前記接続異常検出手段には、前記遊技情報検出スイッチとの接続箇所、または前記請求
項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサとの接続箇所のいずれかで異常が発生
した場合、警戒信号を出力する異常検出出力手段をさらに含ませるようにすることができ
、前記異常検出出力手段には、前記警戒信号を前記制御装置に出力させるようにすること
ができる。
【００２２】
　本発明の第３の側面の遊技機のセキュリティ装置は、遊技状況を検出する１個、または
複数の遊技情報検出スイッチと、前記遊技情報検出スイッチの出力極性と異なる出力極性
の出力信号により人為的な不正を検出する１個、または複数の前記請求項１乃至４のいず
れかに記載のセキュリティセンサと、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するイ
ンターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力
信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手
段による警戒信号を伝送する前記インターフェイス装置と、前記インターフェイス装置に
より伝送される、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号
、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するイン
ターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による警戒信号に
基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊技状態であるか否か、前記遊技情報検出スイッチ
、若しくは前記セキュリティセンサの断線状態、若しくは短絡状態か否か、または、人為
的不正行為発生状態か否かを判定する制御装置とを含む。
【００２３】
　前記インターフェイス装置には、前記異常検出手段が異常を検出した場合、異常が検出
された前記請求項１乃至４に記載のいずれかのセキュリティセンサの出力信号に基づいた
前記インターフェイス信号をLowまたはHiの状態に固定して出力させ、前記制御装置には
、前記LowまたはHiの状態に固定されて出力されている前記インターフェイス装置のイン
ターフェイス信号に基づいて、断線状態、若しくは短絡状態となった前記セキュリティセ
ンサを特定させるようにすることができる。
【００２４】
　本発明の第３の側面の遊技機のセキュリティ装置のセキュリティ方法は、遊技状況を検
出する１個、または複数の遊技情報検出スイッチと、前記遊技情報検出スイッチの出力極
性と異なる出力極性の出力信号により人為的な不正を検出する１個、または複数の前記請
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求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサと、前記遊技情報検出スイッチの出
力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュ
リティセンサの出力信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の
前記異常検出出力手段による警戒信号を伝送する前記インターフェイス装置と、前記イン
ターフェイス装置により伝送される、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するイ
ンターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力
信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手
段による警戒信号に基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊技状態であるか否か、前記遊
技情報検出スイッチ、若しくは前記セキュリティセンサの断線状態、若しくは短絡状態か
否か、または、人為的不正行為発生状態か否かを判定する制御装置とを含む遊技機のセキ
ュリティ装置のセキュリティ方法であって、前記１個、または複数の遊技情報検出スイッ
チにより、遊技状況を検出し、前記１個、または複数の前記請求項１乃至４のいずれかに
記載のセキュリティセンサにより、人為的な不正を検出し、前記インターフェイス装置に
より、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求
項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するインターフェイ
ス信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による警戒信号を伝送し、前
記制御装置により、前記インターフェイス装置により伝送される、前記遊技情報検出スイ
ッチの出力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載
のセキュリティセンサの出力信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７
に記載の前記異常検出出力手段による警戒信号に基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊
技状態であるか否か、前記遊技情報検出スイッチ、若しくは前記セキュリティセンサの断
線状態、若しくは短絡状態か否か、または、人為的不正行為発生状態か否かを判定する。
【００２５】
　本発明の第３の側面のプログラムは、遊技状況を検出する１個、または複数の遊技情報
検出スイッチと、前記遊技情報検出スイッチの出力極性と異なる出力極性の出力信号によ
り人為的な不正を検出する１個、または複数の前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセ
キュリティセンサと、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス
信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応する
インターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による警戒信
号を伝送する前記インターフェイス装置と、前記インターフェイス装置により伝送される
、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項１
乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するインターフェイス信
号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による警戒信号に基づいて、前記
遊技機の状態が、通常遊技状態であるか否か、前記遊技情報検出スイッチ、若しくは前記
セキュリティセンサの断線状態、若しくは短絡状態か否か、または、人為的不正行為発生
状態か否かを判定する制御装置とを含む遊技機のセキュリティ装置を制御するコンピュー
タに、前記１個、または複数の遊技情報検出スイッチにより、遊技状況を検出し、前記１
個、または複数の前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサにより、人
為的な不正を検出し、前記インターフェイス装置により、前記遊技情報検出スイッチの出
力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュ
リティセンサの出力信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の
前記異常検出出力手段による警戒信号を伝送し、前記制御装置により、前記インターフェ
イス装置により伝送される、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフ
ェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対
応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による
警戒信号に基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊技状態であるか否か、前記遊技情報検
出スイッチ、若しくは前記セキュリティセンサの断線状態、若しくは短絡状態か否か、ま
たは、人為的不正行為発生状態か否かを判定する処理を実行させる。
【００２６】
　本発明の第１の側面のセキュリティセンサにおける、遊技状況を検出する１個、または
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複数の直流２線式の遊技情報検出スイッチと並列にインターフェイス装置に接続され、遊
技機の制御装置に検出信号を出力する直流２線式のセキュリティセンサとは、例えば、磁
気センサであり、前記セキュリティセンサにおける異常の有無により開閉する開閉手段と
は、例えば、開閉スイッチであり、前記開閉手段と直列に接続され、前記遊技情報検出ス
イッチが閉塞状態において発生する残電圧の電圧値と、酷似した電圧値の電圧を発生する
電圧発生手段とは、定電圧発生部であり、前記遊技情報検出スイッチが開放状態において
流入する漏れ電流値と、酷似した電流値の電流を発生する電流発生手段とは、例えば、定
電流発生部である。
【００２７】
　すなわち、定電圧発生部により、前記遊技情報検出スイッチが閉塞状態において発生す
る残電圧の電圧値と、酷似した電圧値の電圧を発生すると共に、定電流発生部により、前
記遊技情報検出スイッチが開放状態において流入する漏れ電流値と、酷似した電流値の電
流を発生することにより、遊技情報検出スイッチと同特性の直流２線式の信号で磁気を利
用した人的不正行為を検出できるので、磁気センサと遊技情報検出スイッチとを同一の特
性のインターフェイス装置に接続して利用することが可能となり、端子数の増加を最小限
にすることで規模の拡大を抑制しつつ、コストを低減することが可能となる。
【００２８】
　また、本発明の第２の側面の遊技機における、前記遊技情報検出スイッチとは、例えば
、直流２線式電子スイッチであり、前記遊技情報検出スイッチの出力信号、および、１個
、または複数の、請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に基
づいて、前記遊技情報検出スイッチのインターフェイス信号、および前記１個、または複
数の、請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサのインターフェイス信号を
それぞれ出力する前記インターフェイス装置とは、例えば、インターフェイス装置であり
、前記遊技情報検出スイッチの前記インターフェイス信号に基づいて、前記遊技機の遊技
状態、および異常を検出する前記制御装置とは、例えば、制御部であり、前記遊技情報検
出スイッチの検出極性と、１個、または複数の、請求項１乃至４のいずれかに記載のセキ
ュリティセンサの検出極性とを、それぞれ異なるようにするとは、例えば、直流２線式電
子スイッチと、磁気センサとの検出極性を異なるものとすることである。
【００２９】
　すなわち、直流２線式電子スイッチは、通常、閉塞状態であり、遊技球を検出しない状
態において、オンの状態となっており、逆に遊技球を検出するとき、開放状態となり、オ
フの状態となる。また、磁気センサについては、通常、開放状態であり、磁気を検出して
いないときにオフの状態であり、磁気を検出したとき、閉塞状態となり、オンの状態とな
る。
【００３０】
　このため、直流２線式電子スイッチおよび磁気センサの出力信号以外に、直流２線式電
子スイッチおよび磁気センサの接続異常を検出できるようにした場合、待機状態（遊技球
を検出していない状態、または、磁気を検出していない状態）とは異なる信号に固定した
状態で出力するように設定することで、複数の直流２線式電子スイッチ、および磁気セン
サを使用しているとき、直流２線式電子スイッチ、または磁気センサのいずれの接続異常
であるかを特定することが可能となる上、端子数の増加を最小限にすることで規模の拡大
を抑制しつつ、コストを低減することが可能となる。
【００３１】
　本発明の第３の側面の遊技機のセキュリティ装置における、遊技状況を検出する１個、
または複数の遊技情報検出スイッチとは、例えば、直流２線式電子スイッチであり、前記
遊技情報検出スイッチの出力極性と異なる出力極性の出力信号により人為的な不正を検出
する１個、または複数の前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサとは
、例えば、磁気センサであり、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインター
フェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に
対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段によ
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る警戒信号を伝送する前記インターフェイス装置とは、例えば、遊技機のインターフェイ
ス装置であり、前記インターフェイス装置により伝送される、前記遊技情報検出スイッチ
の出力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセ
キュリティセンサの出力信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記
載の前記異常検出出力手段による警戒信号に基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊技状
態であるか否か、前記遊技情報検出スイッチ、若しくは前記セキュリティセンサの断線状
態、若しくは短絡状態か否か、または、人為的不正行為発生状態か否かを判定する制御装
置とは、例えば、遊技機の制御部である。
【００３２】
　すなわち、制御部は、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイ
ス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応す
るインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による警戒
信号に基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊技状態であるか否か、前記遊技情報検出ス
イッチ、若しくは前記セキュリティセンサの断線状態、若しくは短絡状態か否か、または
、人為的不正行為発生状態か否かを判定することができるので、装置の大型化や端子数を
不要に増大させることなく、監視項目を増やせるようにすることができ、さらに、遊技機
の人為的不正行為および断線または短絡等の接続異常を、低コストで、かつ、高い確度で
監視することが可能となる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、装置の大型化や端子数を不要に増大させることなく、監視項目を増や
せるようにすることができ、遊技機の人為的不正行為および断線または短絡等の接続異常
を、低コストで、かつ、高い確度で監視することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明を適用したパチンコ遊技機の保安システムの一実施の形態の構成例を示す
図である。
【図２】図１のＩ／Ｆ装置の構成例を示す図である。
【図３】図１の電子スイッチ、および磁気センサの構成例を示す図である。
【図４】図１の電子スイッチの詳細な構成例を示す図である。
【図５】Ｉ／Ｆ装置によりインターフェイス処理可能な電子スイッチおよび磁気センサの
出力信号の特性を説明する図である。
【図６】遊技球検出センサインターフェイス処理を説明するフローチャートである。
【図７】遊技球検出センサインターフェイス処理、および磁気検出センサインターフェイ
ス処理を説明する図である。
【図８】遊技球検出センサインターフェイス処理、および磁気検出センサインターフェイ
ス処理を説明する図である。
【図９】磁気検出センサインターフェイス処理を説明するフローチャートである。
【図１０】遊技球検出処理を説明するフローチャートである。
【図１１】磁気検出処理を説明するフローチャートである。
【図１２】信号検出処理を説明するフローチャートである。
【図１３】信号検出処理を説明する図である。
【図１４】信号検出処理により実現される処理をまとめた図である。
【図１５】図１の電子スイッチ、および磁気センサのその他の構成例を示す図である。
【図１６】図１の磁気センサのさらにその他の構成例を示す図である。
【図１７】汎用のコンピュータの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本発明の構成要件と、発明の詳細な説明に記
載の実施の形態との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本発明をサポ
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ートする実施の形態が、発明の詳細な説明に記載されていることを確認するためのもので
ある。従って、発明の詳細な説明中には記載されているが、本発明の構成要件に対応する
実施の形態として、ここには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは
、その実施の形態が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない
。逆に、実施の形態が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そ
のことは、その実施の形態が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであるこ
とを意味するものでもない。
【００３６】
　すなわち、本発明の第１の側面のセキュリティセンサ（例えば、図３の磁気センサ２）
は、遊技状況を検出する１個、または複数の直流２線式の遊技情報検出スイッチ（例えば
、図３の電子スイッチ１）と並列にインターフェイス装置（例えば、図３のＩ／Ｆ装置３
）に接続され、遊技機の制御装置に検出信号を出力する直流２線式のセキュリティセンサ
であって、前記セキュリティセンサにおける異常の有無により開閉する開閉手段（例えば
、図３の開閉スイッチ１１１）と、前記開閉手段と直列に接続され、前記遊技情報検出ス
イッチが閉塞状態において発生する残電圧の電圧値と、酷似した電圧値の電圧を発生する
電圧発生手段（例えば、図３の定電圧発生部１１２）と、前記遊技情報検出スイッチが開
放状態において流入する漏れ電流値と、酷似した電流値の電流を発生する電流発生手段（
例えば、図３の定電流発生部１１３）とを含み、自らと前記遊技情報検出スイッチとを同
一特性の前記インターフェイス装置に接続して利用可能な程度に、前記電圧発生手段は、
前記遊技情報検出スイッチが閉塞状態において発生する残電圧の電圧値と酷似した電圧値
の電圧を発生し、前記電流発生手段は、前記遊技情報検出スイッチが開放状態において流
入する漏れ電流値と、酷似した電流値の電流を発生する。
【００３７】
　前記電圧発生手段（例えば、図３の定電圧発生部１１２）は、ツェナーダイオード（例
えば、図３のツェナーダイオードＺＤ１１１）とすることができ、前記遊技情報検出スイ
ッチの閉塞状態において発生する前記残電圧の電圧値は、前記ツェナーダイオードと性能
が酷似した他のツェナーダイオード（例えば、図３のツェナーダイオードＺＤ９１）、ま
たは定電圧回路（例えば、図１５の抵抗Ｒ１２１，Ｒ１２２、およびトランジスタＴｒ１
２１からなる定電圧回路）により発生するようにすることができる。
【００３８】
　前記電流発生手段（例えば、図３の定電流発生部１１３）は、定電流源（例えば、図３
の抵抗Ｒ１１１，Ｒ１１３、およびトランジスタＴｒ１１１，Ｔｒ１１２からなる定電流
源）とすることができ、前記定電流源からの電流が、所定抵抗値の抵抗器（例えば、図３
の抵抗Ｒ１２）に流れることで発生する両端電圧特性がダイオードの順方向特性、若しく
はトランジスタのベース－エミッタ間特性に酷似しているようにすることができる。
【００３９】
　前記開閉手段（例えば、図３の開閉スイッチ１１１）は、リードスイッチとすることが
でき、前記電圧発生手段（例えば、図３の定電圧発生部１１２）は、ツェナーダイオード
（例えば、図３のツェナーダイオードＺＤ１１１）とすることができ、前記電流発生手段
（例えば、図３の定電流発生部１１３）は、前記開閉手段、および前記電圧発生手段と並
列に接続された定電流源（例えば、図３の抵抗Ｒ１１１，Ｒ１１３、およびトランジスタ
Ｔｒ１１１，Ｔｒ１１２からなる定電流源）、または抵抗器（例えば、図１６の抵抗Ｒ１
９１）であり、強磁界中により前記リードスイッチが開閉することで、磁気検知機能を有
するようにさせることができる。
【００４０】
　本発明の第２の側面の遊技機は、前記遊技情報検出スイッチと、前記遊技情報検出スイ
ッチの出力信号、および、１個、または複数の、請求項１乃至４のいずれかに記載のセキ
ュリティセンサの出力信号に基づいて、前記遊技情報検出スイッチのインターフェイス信
号、および前記１個、または複数の、請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセ
ンサのインターフェイス信号をそれぞれ出力する前記インターフェイス装置と、前記遊技
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情報検出スイッチの前記インターフェイス信号と、前記セキュリティセンサのインターフ
ェイス信号に基づいて、前記遊技機の遊技状態、および異常を検出する前記制御装置とを
含む遊技機であって、前記遊技情報検出スイッチ（例えば、図３の電子スイッチ１）の検
出極性と、１個、または複数の、請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサ
（例えば、図３の磁気センサ２）の検出極性とは、それぞれ異なるようにすることができ
る。
【００４１】
　前記インターフェイス装置には、前記遊技情報検出スイッチとの接続箇所、および、前
記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサとの接続箇所に、断線、または
短絡などの接続異常を検出する接続異常検出手段（例えば、図２の断線異常検知回路７１
－１，７１－２、または、短絡異常検知回路７２－１，７２－２）をさらに含ませるよう
にすることができ、前記接続異常検出手段により接続異常が検出された場合、前記インタ
ーフェイス装置には、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス
信号、および、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に
対応するインターフェイス信号を、Hi、またはLowの状態に固定して、前記制御装置に出
力させるようにすることができる。
【００４２】
　前記接続異常検出手段には、前記遊技情報検出スイッチとの接続箇所、または前記請求
項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサとの接続箇所のいずれかで異常が発生
した場合、警戒信号を出力する異常検出出力手段（例えば、図２のＯＲ回路３４）をさら
に含ませるようにすることができ、前記異常検出出力手段には、前記警戒信号を前記制御
装置に出力させるようにすることができる。
【００４３】
　本発明の第３の側面の遊技機のセキュリティ装置は、遊技状況を検出する１個、または
複数の遊技情報検出スイッチ（例えば、図２の電子スイッチ１）と、前記遊技情報検出ス
イッチの出力極性と異なる出力極性の出力信号により人為的な不正を検出する１個、また
は複数の前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサ（例えば、図２の磁
気センサ２）と、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号
、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するイン
ターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段（例えば、図２の
ＯＲ回路３４）による警戒信号を伝送する前記インターフェイス装置（例えば、図２のＩ
／Ｆ装置３）と、前記インターフェイス装置により伝送される、前記遊技情報検出スイッ
チの出力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載の
セキュリティセンサの出力信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に
記載の前記異常検出出力手段による警戒信号に基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊技
状態であるか否か、前記遊技情報検出スイッチ、若しくは前記セキュリティセンサの断線
状態、若しくは短絡状態か否か、または、人為的不正行為発生状態か否かを判定する制御
装置（例えば、図２の制御部４）とを含む。
【００４４】
　前記インターフェイス装置（例えば、図２のＩ／Ｆ装置３）には、前記異常検出出力手
段が異常を検出した場合、異常が検出された前記請求項１乃至４に記載のいずれかのセキ
ュリティセンサの出力信号に基づいた前記インターフェイス信号をLowまたはHiの状態に
固定して出力させ、前記制御装置には、前記LowまたはHiの状態に固定されて出力されて
いる前記インターフェイス装置のインターフェイス信号に基づいて、断線状態、若しくは
短絡状態となった前記セキュリティセンサを特定させるようにすることができる。
【００４５】
　本発明の第３の側面の遊技機のセキュリティ装置のセキュリティ方法またはプログラム
は、遊技状況を検出する１個、または複数の遊技情報検出スイッチ（例えば、図２の電子
スイッチ１）と、前記遊技情報検出スイッチの出力極性と異なる出力極性の出力信号によ
り人為的な不正を検出する１個、または複数の前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセ
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キュリティセンサ（例えば、図２の磁気センサ２）と、前記遊技情報検出スイッチの出力
信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリ
ティセンサの出力信号に対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前
記異常検出出力手段（例えば、図２のＯＲ回路３４）による警戒信号を伝送する前記イン
ターフェイス装置（例えば、図２のＩ／Ｆ装置３）と、前記インターフェイス装置により
伝送される、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号、前
記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するインター
フェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による警戒信号に基づ
いて、前記遊技機の状態が、通常遊技状態であるか否か、前記遊技情報検出スイッチ、若
しくは前記セキュリティセンサの断線状態、若しくは短絡状態か否か、または、人為的不
正行為発生状態か否かを判定する制御装置（例えば、図２の制御部４）とを含む遊技機の
セキュリティ装置のセキュリティ方法であって、前記１個、または複数の遊技情報検出ス
イッチにより、遊技状況を検出し（例えば、図１０のステップＳ５１）、前記１個、また
は複数の前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサにより、人為的な不
正を検出し（例えば、図１１のステップＳ６１）、前記インターフェイス装置により、前
記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインターフェイス信号、前記請求項１乃至
４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に対応するインターフェイス信号、
および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段による警戒信号を伝送し（例えば、図
９のステップＳ３４，Ｓ３７，Ｓ３９，Ｓ４１）、前記制御装置により、前記インターフ
ェイス装置により伝送される、前記遊技情報検出スイッチの出力信号に対応するインター
フェイス信号、前記請求項１乃至４のいずれかに記載のセキュリティセンサの出力信号に
対応するインターフェイス信号、および前記請求項７に記載の前記異常検出出力手段によ
る警戒信号に基づいて、前記遊技機の状態が、通常遊技状態であるか否か、前記遊技情報
検出スイッチ、若しくは前記セキュリティセンサの断線状態、若しくは短絡状態か否か、
または、人為的不正行為発生状態か否かを判定する（例えば、図１２のステップＳ７３，
Ｓ７５，Ｓ７７，Ｓ７８）。
【００４６】
　以下、図面を参照して、本発明を適用した保安システムについて説明する。
【００４７】
　図１は、本発明を適用した遊技機の保安システムの一実施の形態の構成例を示している
。
【００４８】
　図１の遊技機の保安システムは、パチンコ台に代表される遊技機における保安システム
であり、直流２線式の電子スイッチ１－１乃至１－５、磁気センサ２－１乃至２－３、イ
ンターフェイス（I/F）装置３、制御部４、および電源１１，１２より構成されている。
尚、電子スイッチ１－１乃至１－５、および磁気センサ２－１乃至２－３について、特に
区別する必要がない場合、単に、電子スイッチ１、および磁気センサ２と称するものとし
、その他の構成についても同様に称するものとする。
【００４９】
　電子スイッチ１－１乃至１－５は、それぞれ遊技球（パチンコ球）が盤面に設けられた
チャッカに入ったか否かを検出するセンサであり、電圧Ｖｃｃ１の電源電圧の電源１１よ
り抵抗Ｒ１１－１乃至Ｒ１１－５を介して電力供給を受けると共に、検出結果となるＨｉ
、またはＬｏｗの出力信号をそれぞれインターフェイス装置３の端子Ｖａ１乃至Ｖａ５に
供給する。電子スイッチ１は、遊技球が検出されない、通常状態において、回路として閉
塞状態（オン状態）となり、Ｌｏｗの出力信号を出力し、遊技球が検出される検出状態に
おいて、回路として開放状態（オフ状態）となり、Ｈｉの出力信号を出力する。
【００５０】
　磁気センサ２－１乃至２－３は、磁石の接近に伴う磁力の変化を検出することで磁石を
用いた人為的不正行為を検出するセンサであり、電圧Ｖｃｃ１の電源電圧の電源１１より
抵抗Ｒ１２－１乃至Ｒ１２－３を介して電力供給を受ける共に、検出結果となるＨｉ、ま
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たはＬｏｗの出力信号をそれぞれインターフェイス装置３の端子Ｖｂ１乃至Ｖｂ３に供給
する。磁気センサ２－１乃至２－３は、磁石の接近を検出しない通常状態において、回路
として開放状態（オフ状態）となり、Ｈｉの出力信号を出力し、磁石の接近が検出される
検出状態において、回路として閉塞状態（オン状態）となり、Ｌｏｗの出力信号を出力す
る。
【００５１】
　すなわち、電子スイッチ１と磁気センサ２とは、それぞれ通常状態および検出状態にお
ける出力信号の信号極性が異なる構成となっている。尚、図１においては、直流２線式電
子スイッチ１および磁気センサ２が、それぞれ５個、および３個接続されている例が示さ
れているが、個数については、それらに限るものではなく、遊技機の構成に応じて、それ
以外の個数でも良い。
【００５２】
　Ｉ／Ｆ装置３は、電源１１，１２からの電力供給を受けて駆動し、電子スイッチ１－１
乃至１－５および磁気センサ２－１乃至２－３の出力信号を端子Ｖａ１乃至Ｖａ５，Ｖｂ
１乃至Ｖｂ３を介して取得し、それぞれの出力信号に対応したインターフェイス信号を生
成して、対応する端子ＶＹ１乃至ＶＹ８より出力すると共に、電子スイッチ１－１乃至１
－５および磁気センサ２－１乃至２－３の断線、もしくは短絡などの接続異常、または、
電源１１の電圧低下異常を検出し、検出結果となる警戒信号を端子ＶＥより制御部４に出
力する。
【００５３】
　より詳細には、Ｉ／Ｆ装置３は、電子スイッチ１－１乃至１－５のそれぞれ出力信号を
インターフェイス処理するインターフェイス部３１－１乃至３１－５、および磁気センサ
２－１乃至２－３のそれぞれの出力信号をインターフェイス処理するインターフェイス部
３２－１乃至３２－３、電源１１の電圧低下を監視する電源監視部３３、および、インタ
ーフェイス部３１－１乃至３１－５，３２－１乃至３２－３からの異常検出信号のいずれ
かが異常を示しているとき警戒信号を出力するＯＲ回路３４を備えている。
【００５４】
　インターフェイス部３１－１乃至３１－５，３２－１乃至３２－３は、いずれも基本的
に同様の構成をしており、それぞれＩ／Ｆ処理部４１－１乃至４１－５および異常検出部
４２－１乃至４２－５、並びに、Ｉ／Ｆ処理部４３－１乃至４３－３および異常検出部４
４－１乃至４４－３を備えている。
【００５５】
　Ｉ／Ｆ処理部４１－１乃至４１－５は、いずれも端子Ｖａ１乃至Ｖａ５を介して供給さ
れてくる電子スイッチ１－１乃至１－５の出力信号、異常検出部４２－１乃至４２－５の
出力信号、および電源監視部３３の出力信号を処理し、インターフェイス信号を生成して
、端子ＶＹ１乃至ＶＹ５より制御部４に出力する。同様に、Ｉ／Ｆ処理部４３－１乃至４
３－３は、いずれも端子Ｖｂ１乃至Ｖｂ３を介して供給されてくる磁気センサ２－１乃至
２－３の出力信号、異常検出部４４－１乃至４４－３の出力信号、および電源監視部３３
の出力信号を処理し、インターフェイス信号を生成して、端子ＶＹ６乃至ＶＹ８より制御
部４に出力する。
【００５６】
　異常検出部４２－１乃至４２－５は、いずれも端子Ｖａ１乃至Ｖａ５を介して供給され
てくる電子スイッチ１－１乃至１－５の出力信号に基づいて、断線、または短絡といった
接続異常を検出すると共に、電源監視部３３からの電源監視結果に基づいた異常検出信号
をＯＲ回路３４に供給する。同様に、異常検出部４４－１乃至４４－３は、いずれも端子
Ｖｂ１乃至Ｖｂ３を介して供給されてくる磁気センサ２－１乃至２－３の出力信号に基づ
いて、断線、または短絡といった接続異常を検出すると共に、電源監視部３３からの電源
監視結果に基づいた異常検出信号をＯＲ回路３４に供給する。
【００５７】
　電源監視部３３は、電源電圧Ｖｃｃ２の電源１２より供給される電力により駆動し、電
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源１１の電源電圧の電圧低下を監視し、監視結果となる信号を各インターフェイス部３１
－１乃至３１－５，３２－１乃至３２－３に供給する。
【００５８】
　ＯＲ回路３４は、異常検出部４２－１乃至４２－５，４４－１乃至４４－３からの異常
検出信号に基づいて警戒信号を発生し端子ＶＥより制御部４に出力する。
【００５９】
　制御部４は、Ｉ／Ｆ装置３より供給されてくるインターフェイス信号、および警戒信号
に基づいて、電子スイッチ１による遊技球の検出、電子スイッチ１、および磁気センサ２
の断線、または短絡などの接続異常、電源１１の電圧低下、および磁石を用いた人為的不
正行為の有無を判断する。
【００６０】
　より詳細には、制御部４は、接続異常処理部４ａ、遊技球計測部４ｂ、磁気異常処理部
４ｃ、および電源異常処理部４ｄを備えている。接続異常処理部４ａは、端子ＶＹ１乃至
ＶＹ８、および端子ＶＥより得られるインターフェイス信号に基づいて、短絡異常、およ
び断線異常などの接続異常を認識し、図示せぬ表示部などにより、接続異常の発生を提示
する。遊技球計測部４ｂは、端子ＶＹ１乃至ＶＹ５、および端子ＶＥより得られるインタ
ーフェイス信号に基づいて、遊技球の通過を計測し、電子スイッチ１－１乃至１－５のそ
れぞれについて通過した遊技球の球数を計測する。磁気異常処理部４ｃは、端子ＶＹ６乃
至ＶＹ８、および端子ＶＥより得られるインターフェイス信号に基づいて、磁気センサ２
－１乃至２－３のいずれにおいて磁気が検出されたかを認識する。電源異常処理部４ｄは
、端子ＶＹ１乃至ＶＹ８、および端子ＶＥより得られるインターフェイス信号に基づいて
、電源１１の電源電圧Ｖｃｃ１の異常な低下を認識する。
【００６１】
　次に、図２を参照して、インターフェイス部３１，３２の詳細な構成について説明する
。図２においては、説明の都合により、Ｉ／Ｆ装置３における構成を簡略化し、電子スイ
ッチ１および磁気センサ２がそれぞれ１個ずつＩ／Ｆ装置３に接続されている例について
説明するが、図１におけるその他のインターフェイス部３１，３２についても同様である
。
【００６２】
　図２のインターフェイス部３１のＩ／Ｆ処理部４１は、分圧回路６１－１、切替回路６
２－１、リミッタ回路６３－１、比較回路６４－１、出力端子６５－１、インバータ６６
－１、およびＡＮＤ回路６７－１により構成されている。
【００６３】
　電源１１は、電子スイッチ１、電源監視部３３、Ｉ／Ｆ処理部４１、および異常検出部
４２に接続され、電圧Ｖｃｃ１を供給する。
【００６４】
　分圧回路６１－１は、定電圧素子として機能するダイオードＤ１－１，Ｄ２－１，Ｄ３
－１、ツェナーダイオードＺＤ１－１、並びに、抵抗Ｒ１－１，Ｒ２－１，Ｒ３－１によ
り構成されている。また、切替回路６２―１は、抵抗Ｒ１１－１とPNP型のトランジスタ
Ｔｒ１－１により構成されている。さらに、リミッタ回路６３－１は、抵抗Ｒ３１－１と
ツェナーダイオードＺＤ２１－１により構成されている。
【００６５】
　分圧回路６１－１の抵抗Ｒ１－１の一方の端部は、ダイオードＤ３－１のカソード、お
よび、断線異常検知回路７１－１の比較回路８１－１の閾値電圧ＶT2-1を入力する入力部
（以下、適宜、閾値電圧ＶT2-1入力部という）に接続され、他方の端部は、ダイオードＤ
２－１のカソード、比較回路６４－１の閾値電圧ＶT1-1入力部、および抵抗Ｒ２－１の一
方の端部と接続されている。
【００６６】
　直列に接続されたダイオードＤ１－１，Ｄ２－１の、ダイオードＤ１－１のアノードは
、切替回路６２－１のトランジスタＴｒ１－１のコレクタに接続され、ダイオードＤ２－
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１のカソードは、上述したように、抵抗Ｒ１－１の他方の端部、抵抗Ｒ２－１の一方の端
部、および比較回路６４－１の閾値電圧ＶT1-1入力部に接続されている。
【００６７】
　抵抗Ｒ２－１の一方の端部は、抵抗Ｒ１－１の他方の端部、ダイオードＤ２－１のカソ
ード、および比較回路６４－１の閾値電圧ＶT1-1入力部に接続されており、他方の端部は
、抵抗Ｒ３－１の一方の端部、および短絡異常検知回路７２－１の比較回路８３－１の閾
値電圧ＶT3-1入力部に接続されている。
【００６８】
　抵抗Ｒ３－１の一方の端部は、抵抗Ｒ２－１の他方の端部、および短絡異常検知回路７
２の比較回路８３－１の閾値電圧ＶT3-1入力部に接続され、他方の端部は、ツェナーダイ
オードＺＤ１－１のカソードと接続され、ツェナーダイオードＺＤ１－１のアノードは、
GNDに接続されている。
【００６９】
　また、切替回路６２－１のトランジスタＴｒ１－１のエミッタは、電源１１に接続され
ており、コレクタは、ダイオードＤ１－１のアノードに接続されており、ベースは、抵抗
Ｒ１１－１の一方の端部に接続されている。抵抗Ｒ１１－１の一方の端部は、トランジス
タＴｒ１１－１のベースに接続され、他方の端部は、リミッタ回路６３－１の抵抗Ｒ３１
－１の一方の端部、比較回路６４－１の出力部、信号処理回路８２－１の一方の入力端子
、および信号処理回路８４－１の一方の入力端子に接続されている。
【００７０】
　さらに、比較回路６４－１の出力部は、閾値電圧ＶT1-1に対する比較電圧ＶP-1の比較
出力信号を、切替回路６２－１の抵抗Ｒ１１－１の他方の端部、リミッタ回路６３－１に
出力すると共に、断線異常検知回路７１－１の信号処理回路８２－１の一方の入力端子、
および短絡異常検知回路７２－１の信号処理回路８４－１の一方の入力端子にも出力する
。比較回路６４－１の閾値電圧ＶT1-1入力部は、ダイオードＤ２－１のカソード、抵抗Ｒ
１－１の他方の端部、および抵抗Ｒ２－１の一方の端部に接続されており、比較電圧ＶP-

1入力部は、端子Ｖａを介して電子スイッチ１の出力信号が供給される。また、比較回路
６４－１の出力部は、切替回路６２－１の抵抗Ｒ１１－１を介して、トランジスタＴｒ１
－１のベースと、リミッタ回路６３－１の抵抗Ｒ３１－１を介して、ツェナーダイオード
ＺＤ２１－１のカソードおよびＡＮＤ回路６７－１の入力部に接続されている。また、ツ
ェナーダイオードＺＤ２１－１のアノードは、GNDに接続されている。
【００７１】
　インターフェイス部３１の異常検出部４２は、断線異常検知回路７１－１、短絡異常検
知回路７２－１、出力端子７３－１，７４－１、インバータ７５－１，７６－１、および
ＯＲ回路７７－１より構成されている。
【００７２】
　断線異常検知回路７１－１は、比較回路８１－１、および信号処理回路８２－１により
構成されている。断線異常検知回路７１－１は、電子スイッチ１の断線状態時（開放状態
のとき）の異常を検知する。
【００７３】
　短絡異常検知回路７２－１は、比較回路８３－１、および信号処理回路８４－１により
構成されている。短絡異常検知回路７２－１は、電子スイッチ１が閉塞状態時（閉塞状態
のとき）の異常を検知する。
【００７４】
　また、電源監視部３３の出力端子６５－１、断線異常検知回路７１－１の出力端子７３
－１、および短絡異常検知回路７２－１の出力端子７４－１のそれぞれは、ＯＲ回路７７
－１に接続されている。ＯＲ回路７７－１は、ＯＲ演算（合成）して得られる出力信号を
、インターフェイス部３１における断線、または短絡の異常を示す接続異常信号としてＯ
Ｒ回路３４に出力する。
【００７５】
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　さらに、電源監視部３３の出力端子６５－１、断線異常検知回路７１－１の出力端子７
３－１、および短絡異常検知回路７２－１の出力端子７４－１は、それぞれ、インバータ
６６－１，７５－１，７６－１を介して、ＡＮＤ回路６７－１に接続されている。また、
ＡＮＤ回路６７－１には、電源監視部３３の出力端子６５－１、断線異常検知回路７１－
１の出力端子７３－１、および短絡異常検知回路７２－１の出力端子７４－１の他に、リ
ミッタ回路６３－１を介して比較回路６４－１の出力部も接続されている。そして、ＡＮ
Ｄ回路６７－１は、ＡＮＤ演算処理により、これらの信号が全てＨｉの信号で揃った状態
となったときＨｉの信号を、それ以外のときＬｏｗの信号を、それぞれ端子ＶＹ１より電
子スイッチ１の出力信号に対応するインターフェイス信号として制御部４に出力する。
【００７６】
　次に、インターフェイス部３２の構成について説明するが、基本的に、インターフェイ
ス部３１の構成と同様であり、同一の構成については、同一の符号を付すと共に、インタ
ーフェイス部３１のものには「－１」を付し、インターフェイス部３２のものには「－２
」を付すものとし、特に区別する必要がない場合、ハイフン以下の記号を省略するものと
する。
【００７７】
　すなわち、図２のインターフェイス部３２のＩ／Ｆ処理部４３は、分圧回路６１－２、
切替回路６２－２、リミッタ回路６３－２、比較回路６４－２、出力端子６５－２、イン
バータ６６－２、およびＡＮＤ回路６７－２により構成されている。
【００７８】
　電源１１は、磁気センサ２とＩ／Ｆ処理部４３と異常検出部４４に接続され、電圧Ｖｃ
ｃ１を供給する。
【００７９】
　分圧回路６１－２は、定電圧素子として機能するダイオードＤ１－２，Ｄ２－２，Ｄ３
－２、ツェナーダイオードＺＤ１－２、並びに、抵抗Ｒ１－２，Ｒ２－２，Ｒ３－２によ
り構成されている。また、切替回路６２－２は、抵抗Ｒ１１－２とPNP型のトランジスタ
Ｔｒ１－２により構成されている。さらに、リミッタ回路６３－２は、抵抗Ｒ３１－２と
ツェナーダイオードＺＤ２１－２により構成されている。
【００８０】
　分圧回路６１－２の抵抗Ｒ１－２の一方の端部は、ダイオードＤ３－２のカソード、お
よび、断線異常検知回路７１－２の比較回路８１－２の閾値電圧ＶT2-2入力部に接続され
、他方の端部は、ダイオードＤ２－２のカソード、比較回路６４－２の閾値電圧ＶT1-2入
力部、および抵抗Ｒ２－２の一方の端部と接続されている。
【００８１】
　直列に接続されたダイオードＤ１－２，Ｄ２－２の、ダイオードＤ１－２のアノードは
、切替回路６２－２のトランジスタＴｒ１－２のコレクタに接続され、ダイオードＤ２－
２のカソードは、上述したように、抵抗Ｒ１－２の他方の端部、抵抗Ｒ２－２の一方の端
部、および比較回路６４－２の閾値電圧ＶT1-2入力部に接続されている。
【００８２】
　抵抗Ｒ２－２の一方の端部は、抵抗Ｒ１－２の他方の端部、ダイオードＤ２－２のカソ
ード、および比較回路６４－２の閾値電圧ＶT1-2入力部に接続されており、他方の端部は
、抵抗Ｒ３－２の一方の端部、および短絡異常検知回路７２－２の比較回路８３－２の閾
値電圧ＶT3-2入力部に接続されている。
【００８３】
　抵抗Ｒ３－２の一方の端部は、抵抗Ｒ２－２の他方の端部、および短絡異常検知回路７
２の比較回路８３－２の閾値電圧ＶT3-2入力部に接続され、他方の端部は、ツェナーダイ
オードＺＤ１－２のカソードと接続され、ツェナーダイオードＺＤ１－２のアノードは、
GNDに接続されている。
【００８４】
　また、切替回路６２－２のトランジスタＴｒ１－２のエミッタは、電源１１に接続され
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ており、コレクタは、ダイオードＤ１－２のアノードに接続されており、ベースは、抵抗
Ｒ１１－２の一方の端部に接続されている。抵抗Ｒ１１－２の一方の端部は、トランジス
タＴｒ１１－２のベースに接続され、他方の端部は、リミッタ回路６３－２の抵抗Ｒ３１
－２の一方の端部、比較回路６４－２の出力部、信号処理回路８２－２の一方の入力端子
、および信号処理回路８４－２の一方の入力端子に接続されている。
【００８５】
　さらに、比較回路６４－２の出力部は、閾値電圧ＶT1-2に対する比較電圧ＶP-2の比較
出力信号を、リミッタ回路６３－２に出力すると共に、断線異常検知回路７１－２の信号
処理回路８２－２の一方の入力端子、および短絡異常検知回路７２－２の信号処理回路８
４－２の一方の入力端子にも出力する。比較回路６４－２の閾値電圧ＶT1-2入力部は、ダ
イオードＤ２－２のカソード、抵抗Ｒ１－２の他方の端部、および抵抗Ｒ２－２の一方の
端部が接続されており、比較電圧ＶP-2入力部は、端子Ｖｂを介して磁気センサ２の出力
信号が供給される。また、比較回路６４－２の出力部は、切替回路６２－２の抵抗Ｒ１１
－２を介して、トランジスタＴｒ１－２のベースと、リミッタ回路６３－２の抵抗Ｒ３１
－２を介して、ツェナーダイオードＺＤ２１－２のカソードおよびＡＮＤ回路６７－２の
入力部に接続されている。また、ツェナーダイオードＺＤ２１－２のアノードは、GNDに
接続されている。
【００８６】
　インターフェイス部３２の異常検出部４４は、断線異常検知回路７１－２、短絡異常検
知回路７２－２、出力端子７３－２，７４－２、インバータ７５－２，７６－２、および
ＯＲ回路７７－２より構成されている。
【００８７】
　断線異常検知回路７１－２は、比較回路８１－２、および信号処理回路８２－２により
構成されている。断線異常検知回路７１－２は、磁気センサ２が開放状態時（開放状態の
とき）の異常を検知する。
【００８８】
　短絡異常検知回路７２－２は、比較回路８３－２、および信号処理回路８４－２により
構成されている。短絡異常検知回路７２－２は、磁気センサ２が閉塞状態時（閉塞状態に
なろうとするとき）の異常を検知する。
【００８９】
　また、電源監視部３３の出力端子６５－２、断線異常検知回路７１－２の出力端子７３
－２、および短絡異常検知回路７２－２の出力端子７４－２のそれぞれは、ＯＲ回路７７
－２に接続されている。ＯＲ回路７７－２は、ＯＲ演算（合成）して得られる出力信号を
、インターフェイス部３２における断線、または短絡の異常を示す接続異常信号としてＯ
Ｒ回路３４に出力する。
【００９０】
　さらに、電源監視部３３の出力端子６５－２、断線異常検知回路７１－２の出力端子７
３－２、および短絡異常検知回路７２－２の出力端子７４－２は、それぞれ、インバータ
６６－２，７５－２，７６－２を介して、ＡＮＤ回路６７－２に接続されている。また、
ＡＮＤ回路６７－２には、電源監視部３３の出力端子６５－２、断線異常検知回路７１－
２の出力端子７３－２、および短絡異常検知回路７２－２の出力端子７４－２の他に、リ
ミッタ回路６３－２を介して比較回路６４－２の出力部も接続されている。そして、ＡＮ
Ｄ回路６７－２は、ＡＮＤ演算処理により、これらの信号が全て揃った状態となったとき
Ｈｉの信号を、それ以外のときＬｏｗの信号を、それぞれ端子ＶＹ２より磁気センサ２の
出力信号に対応するインターフェイス信号として制御部４に出力する。
【００９１】
　電源監視部３３は、ツェナーダイオードＺＤ１１、NPN型のトランジスタＴｒ１１、お
よび抵抗Ｒ２１乃至Ｒ２３により構成されている。
【００９２】
　ツェナーダイオードＺＤ１１のカソードは、電源１１に接続され、ツェナーダイオード
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ＺＤ１１のアノードは、抵抗Ｒ２１を介してトランジスタＴｒ１１のベース、および抵抗
Ｒ２２に接続されている。
【００９３】
　トランジスタＴｒ１１のコレクタは、抵抗Ｒ２３を介して電圧Ｖｃｃ２を供給する電源
１２に接続されている。また、トランジスタＴｒ１１のコレクタと抵抗Ｒ２３との間の接
続点には、電源１１の電圧値異常の有無をＨｉまたはＬｏｗの信号で出力する出力端子６
５－１，６５－２、およびインバータ６６－１，６６－２を介してＡＮＤ回路６７－１，
６７－２が接続されている。トランジスタＴｒ１１のエミッタは、GNDに接続されている
。インバータ６６－１，６６－２は、電源監視部３３からのＨｉ、またはＬｏｗの電圧値
異常の有無を示す信号を反転させてＡＮＤ回路６７－１，６７－２に供給する。
【００９４】
　さらに、抵抗Ｒ２２の一方の端部は、抵抗Ｒ２１およびトランジスタＴｒ１１のベース
と接続され、抵抗Ｒ２２の他方の端部、およびトランジスタＴｒ１１エミッタは、それぞ
れ、GNDに接続されている。
【００９５】
　すなわち、電源監視部３３では、ツェナーダイオードＺＤ１１のツェナー電位ＺＤ１１
と、トランジスタＴｒ１１のベース－エミッタ間電圧ＶBEとの和（ＺＤ１１＋ＶBE）が、
電子スイッチ１の正常な動作を保証する範囲ＶM内の電圧値より低い電圧値となるように
、ツェナーダイオードＺＤ１１のツェナー電位ＺＤ１１が設定される。これにより、電源
１１から供給される電圧Ｖｃｃ１が正常（範囲ＶM内の電圧値）であれば、電源１１から
供給される電圧Ｖｃｃ１は、ツェナーダイオードＺＤ１１のツェナー電位ＺＤ１１とトラ
ンジスタＴｒ１１のベース－エミッタ間電圧ＶBEとの和（ＺＤ１１＋ＶBE）より高くなる
ので、ツェナーダイオードＺＤ１１、抵抗Ｒ２１、および抵抗Ｒ２２に電流が流れ、トラ
ンジスタＴｒ１１はオンする。そして、出力端子６５－１，６５－２における出力電圧値
Ｖ１は、Ｌｏｗの信号となり、出力端子６５－１，６５－２からは、Ｌｏｗの信号が出力
され、インバータ６６－１，６６－２からはＨｉの信号が出力されることになる。
【００９６】
　また、電源１１から供給される電圧Ｖｃｃ１が、異常（正常な動作を保証する範囲ＶM

を下回った場合）であれば、反対にトランジスタＴｒ１１はオフする。この場合、出力端
子６５－１，６５－２における出力電圧値Ｖ１は、電源１２の電源電位Ｖｃｃ２となり、
出力端子６５－１，６５－２からは、Ｈｉの信号が出力され、インバータ６６－１，６６
－２からはＬｏｗの信号が出力されることになる。
【００９７】
　ＯＲ回路３４の２個の入力端子は、それぞれＯＲ回路７７－１，７７－２の出力端子に
接続されており、出力端子は、端子ＶＥに接続されている。
【００９８】
　ＯＲ回路７７－１は、電源監視部３３からの出力信号に基づいた出力端子６５－１から
の出力信号、断線異常検知回路７１－１の出力信号、および短絡異常検知回路７２－１の
出力信号のいずれかが異常の発生を示すＨｉの信号となればＯＲ回路３４にＨｉの異常を
示す信号を出力し、それ以外の場合、異常が発生していないことを示すＬｏｗの信号を出
力する。ＯＲ回路７７－２は、電源監視部３３からの出力信号に基づいた出力端子６５－
２からの出力信号、断線異常検知回路７１－２の出力信号、および短絡異常検知回路７２
－２の出力信号のいずれかが異常の発生を示すＨｉの信号となればＯＲ回路３４にＨｉの
信号を出力し、それ以外の場合、異常が発生していないことを示すＬｏｗの信号を出力す
る。
【００９９】
　ＯＲ回路３４は、ＯＲ回路７７－１，７７－２のいずれかにおいて、電源１１の電圧異
常、電子スイッチ１、または磁気センサ２の断線状態、若しくは、短絡状態などの接続異
常が、全てにおいて発生していないことを示すＬｏｗの信号が供給されてきている限り、
端子ＶＥよりＬｏｗの警戒信号（異常が発生していないことを示す信号）を制御部４に出
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力し、電源１１の電圧異常、電子スイッチ１、または磁気センサ２の断線状態、または、
短絡状態などの接続異常が発生したことを示すＨｉの信号がいずれか一つでも供給されて
くると異常が発生していることを示すＨｉの警戒信号を制御部４に出力する。
【０１００】
　次に、図３，図４を参照して、電子スイッチ１および磁気センサ２の一実施の形態の構
成例について説明する。
【０１０１】
　電子スイッチ１は、ＩＣ回路９１、抵抗Ｒ９１、ツェナーダイオードＺＤ９１、NPN型
のトランジスタＴｒ９１、感度調整用の抵抗ＲＥ、共振容量Ｃ０、およびＩＣ回路９１に
外付けされるコイル９２より構成されている。トランジスタＴｒ９１のベースは、ＩＣ回
路９１の端子９１ｂに接続され、エミッタがGNDに接続されており、コレクタがツェナー
ダイオードＺＤ９１のアノードに接続されている。ＩＣ回路９１の端子９１ａは、ツェナ
ーダイオードＺＤ９１のカソード、および抵抗Ｒ９１の一方の端部に接続されており、端
子９１ｃは、GNDに接続されている。ツェナーダイオードＺＤ９１のカソードは、ＩＣ回
路９１の端子９１ａ、および抵抗Ｒ９１の一方の端部に接続されており、アノードは、ト
ランジスタＴｒ９１のコレクタに接続されている。抵抗Ｒ９１の一方の端部は、ＩＣ回路
９１の端子９１ａ、およびツェナーダイオードＺＤ９１のカソードに接続され、他方の端
部が抵抗Ｒ１１の他方の端部およびＩ／Ｆ装置３の端子Ｖａに接続されている。抵抗Ｒ１
１の他方の端部は、抵抗Ｒ９１の他方の端部、およびＩ／Ｆ装置３の端子Ｖａに接続され
ている。感度調整用の抵抗ＲＥの一方の端部は、ＩＣ回路９１の端子９１ｄに接続されて
おり、他方の端部は、GNDに接続されている。共振容量Ｃ０の一方の端部は、ＩＣ回路９
１の端子９１ｅおよびコイル９２の一方の端部に接続されており、他方の端部は、コイル
９２の他方の端部およびGNDに接続されている。
【０１０２】
　より詳細には、図４で示されるように、電子スイッチ１のコイル９２は、遊技球を通過
させる貫通穴９３を備えている。また、ＩＣ回路９１は、トランジスタＴｒ１０１乃至Ｔ
ｒ１０６、抵抗Ｒ１０１，１０２、および比較器１０１より構成されている。
【０１０３】
　トランジスタＴｒ１０１のベースは、トランジスタＴｒ１０２のベース、およびコレク
タ、トランジスタＴｒ１０４のコレクタ、並びに抵抗Ｒ１０２の他方の端部に接続されて
おり、エミッタは、端子９１ｄに接続されており、コレクタは、トランジスタＴｒ１０４
乃至Ｔｒ１０６のベース、およびトランジスタＴｒ１０５のコレクタに接続されている。
【０１０４】
　トランジスタＴｒ１０２のベースは、自らのコレクタ、トランジスタＴｒ１０１のベー
ス、トランジスタＴｒ１０４のコレクタ、並びに抵抗Ｒ１０２の他方の端部に接続されて
おり、エミッタは、トランジスタＴｒ１０３のベースおよびコレクタに接続されており、
コレクタは、自らのベース、トランジスタＴｒ１０１のベース、トランジスタＴｒ１０４
のコレクタ、並びに抵抗Ｒ１０２の他方の端部に接続されている。
【０１０５】
　トランジスタＴｒ１０３のベースは、自らのコレクタ、およびトランジスタＴｒ１０２
のエミッタに接続されており、エミッタは、端子９１ｅに接続されており、コレクタは、
自らのベース、およびトランジスタＴｒ１０２のエミッタに接続されている。
【０１０６】
　トランジスタＴｒ１０４のベースは、トランジスタＴｒ１０５，Ｔｒ１０６のベース、
およびトランジスタＴｒ１０１，Ｔｒ１０５のコレクタに接続されており、エミッタは、
トランジスタＴｒ１０５，Ｔｒ１０６のエミッタ、端子９１ａおよび抵抗Ｒ１０２の一方
の端部に接続されており、コレクタは、トランジスタＴｒ１０１，Ｔｒ１０２のベース、
トランジスタＴｒ１０２のコレクタ、および抵抗Ｒ１０２の他方の端部に接続されている
。
【０１０７】
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　トランジスタＴｒ１０５のベースは、自らのコレクタ、トランジスタＴｒ１０４，Ｔｒ
１０６のベース、およびトランジスタＴｒ１０１のコレクタに接続されており、エミッタ
は、トランジスタＴｒ１０４，Ｔｒ１０６のエミッタ、端子９１ａ、および抵抗Ｒ１０２
の一方の端部に接続されており、コレクタは、自らのベース、トランジスタＴｒ１０４，
Ｔｒ１０６のベース、およびトランジスタＴｒ１０１のコレクタに接続されている。
【０１０８】
　トランジスタＴｒ１０６のベースは、トランジスタＴｒ１０４，１０５のベース、トラ
ンジスタＴｒ１０１，Ｔｒ１０５のコレクタに接続されており、エミッタは、トランジス
タＴｒ１０４，Ｔｒ１０５のエミッタ、端子９１ａ、および抵抗Ｒ１０２の一方の端部に
接続されており、コレクタは、比較器１０１の一方の入力端子、および抵抗Ｒ１０１の一
方の端部に接続されている。
【０１０９】
　抵抗Ｒ１０１の一方の端部は、トランジスタＴｒ１０６のコレクタ、および比較器１０
１の一方の端部に接続されており、他方の端部は、端子９１ｃに接続されている。
【０１１０】
　抵抗Ｒ１０２の一方の端部は、トランジスタＴｒ１０４乃至Ｔｒ１０６のエミッタ、お
よび端子９１ａに接続されており、他方の端部は、トランジスタＴｒ１０１，Ｔｒ１０２
のベース、およびトランジスタＴｒ１０４のコレクタに接続されている。
【０１１１】
　比較器１０１は、一方の入力端子が、トランジスタＴｒ１０６のコレクタ、および抵抗
Ｒ１０１に接続されており、他方の入力端子は、図示しないが基準電位が入力されており
、出力端子が端子９１ｂに接続されている。
【０１１２】
　このような構成により、コイル９２と共振容量Ｃ０との並列回路により共振回路が形成
され、貫通穴９３に遊技球が存在しない状態においては、sin波が発振される。すなわち
、トランジスタＴｒ１０１乃至Ｔｒ１０５により発振回路が構成されており、トランジス
タＴｒ１０１は、バイアス回路を構成する抵抗Ｒ１０２、およびトランジスタＴｒ１０２
，Ｔｒ１０３により定常駆動し、トランジスタＴｒ１０４，Ｔｒ１０５により構成される
定電流ミラー回路を動作させる。これにより、トランジスタＴｒ１０１のベースの電圧が
sin波の如く変化し、コイル９２に高周波を発生させる。
【０１１３】
　このように、コイル９２に高周波が発生し、電子スイッチ１が遊技球を検出しない状態
において、電子スイッチ１は、閉塞状態となる。
【０１１４】
　このとき、貫通穴９３を遊技球が通過すると、共振回路インピーダンスが変化し、トラ
ンジスタＴｒ１０１のベースで発生する発振が停止する。
【０１１５】
　発振が停止すると、共振回路両端の発生電位が０Ｖとなるため、トランジスタＴｒ１０
３のエミッタ電位も０Ｖとなる。したがって、ＩＣ回路９１内のトランジスタＴｒ１０１
乃至Ｔｒ１０３の特性は同一であるので、トランジスタＴｒ１０１のベースの電圧は、ト
ランジスタＴｒ１０３のベース－エミッタ間電位Ｖｂｅ１０３と、トランジスタＴｒ１０
２のベース－エミッタ間電位Ｖｂｅ１０２とが加算され、合計２×ＶｂｅＩＣ（ＶｂｅＩ
Ｃは、ＩＣ回路９１内のトランジスタにおけるベース－エミッタ間電圧）の直流バイアス
がかかることになる。このとき、構成上トランジスタＴｒ１０１，Ｔｒ１０２のＶｂｅＩ
Ｃがキャンセルされることにより、トランジスタＴｒ１０１のエミッタ電圧は、電圧Ｖｂ
ｅＩＣとなり、結果として、抵抗ＲＥの両端電圧は、電圧ＶｂｅＩＣとなる。
【０１１６】
　このため、トランジスタＴｒ１０１のエミッタ電流Ｉ１０１は、以下の式（１）で示さ
れる関係となる。
【０１１７】
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　Ｉ１０１＝ＶｂｅＩＣ／ＲＥ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
【０１１８】
　ここで、Ｉ１０１は、トランジスタＴｒ１０１のエミッタ電流Ｉ１０１の電流値を表し
、ＶｂｅＩＣは、トランジスタＴｒ１０１のベース－エミッタ電圧を表し、ＲＥは、感度
調整抵抗ＲＥの抵抗値を表している。
【０１１９】
　そして、このトランジスタＴｒ１０１のエミッタ電流Ｉ１０１により、トランジスタＴ
ｒ１０４，Ｔｒ１０５により構成されるミラー回路が駆動することになるが、トランジス
タＴｒ１０４乃至Ｔｒ１０６のエミッタ電流値が一致することになるので、ＩＣ回路９１
内における漏れ電流ＩＬは、以下の式（２）で示される。
【０１２０】
　ＩＬ＝Ｉ１０４＋Ｉ１０５＋Ｉ１０６＝３×Ｉ１０１＝３×ＶｂｅＩＣ／ＲＥ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【０１２１】
　ここで、Ｉ１０４乃至Ｉ１０６は、トランジスタＴｒ１０４乃至Ｔｒ１０６のエミッタ
電流を表している。
【０１２２】
　すなわち、電子スイッチ１における漏れ電流ＩＬは、３×ＶｂｅＩＣ／ＲＥと考えるこ
とができ、感度調整用抵抗ＲＥの抵抗値により設定される。尚、この漏れ電流ＩＬにおい
ては、比較器１０１に消費される電流は誤差の範囲として無視した値となっている。
【０１２３】
　このように、遊技球を検出する開放状態の場合、電子スイッチ１には、ＩＣ回路９１内
において漏れ電流ＩＬが発生する。そこで、このような電子スイッチ１のＩＣ回路９１の
維持電流のみで駆動する動作モードを漏れ電流モードという。
【０１２４】
　この漏れ電流モードにおいて、電子スイッチ１より、Ｉ／Ｆ装置３の端子Ｖａに供給さ
れる出力信号の電圧値Ｖａは、以下の式（３）で示される。
【０１２５】
　Ｖａ＝Ｖｃｃ１－（３×Ｒ１１／ＲＥ）×ＶｂｅＩＣ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（３）
【０１２６】
　また、電子スイッチ１は、機械式のスイッチとは異なり、スイッチを機能（動作）させ
るために、電子スイッチ１が閉塞状態（オン）のときにも僅かに小さい電圧が残っている
。このような、電子スイッチ１が閉塞状態のときに電子スイッチ１にかかる電圧を残留電
圧という。
【０１２７】
　すなわち、電子スイッチ１が、遊技球を検出しない場合、すなわち、閉塞状態の場合、
トランジスタＴｒ９１はオンの状態となり、電子スイッチ１より、Ｉ／Ｆ装置３の端子Ｖ
ａに供給される出力信号の電圧値Ｖａは、以下の式（４）で示される。
【０１２８】
　Ｖａ＝ＺＤ９１＋（Ｖｃｃ１－ＺＤ９１）×Ｒ９１／（Ｒ１１＋Ｒ９１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（４）
【０１２９】
　一方、磁気センサ２は、磁石の接近に伴って開閉するリードスイッチからなる開閉スイ
ッチ１１１、ツェナーダイオードＺＤ１１１よりなる定電圧発生部１１２、抵抗Ｒ１１１
，Ｒ１１３、およびＮＰＮ型のトランジスタＴｒ１１１，Ｔｒ１１２よりなる定電流発生
部１１３、並びに、抵抗Ｒ１１２より構成されている。
【０１３０】
　開閉スイッチ１１１の一方の端部は、定電圧発生部１１２のツェナーダイオードＺＤ１
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１１のアノードに接続され、他方の端部はGNDに接続されている。ツェナーダイオードＺ
Ｄ１１１のアノードは、開閉スイッチ１１１の一方の端部に接続されており、カソードは
、定電流発生部１１３の抵抗Ｒ１１３の一方の端部、トランジスタＴｒ１１２のコレクタ
、および抵抗Ｒ１１２の一方の端部に接続されている。抵抗Ｒ１１３の一方の端部は、ツ
ェナーダイオードＺＤ１１１のカソード、トランジスタＴｒ１１２のコレクタ、および抵
抗Ｒ１１２の一方の端部に接続され、他方の端部は、トランジスタＴｒ１１２のベース、
およびトランジスタＴｒ１１１のコレクタに接続されている。トランジスタＴｒ１１１の
コレクタは、抵抗Ｒ１１３の他方の端部、およびトランジスタＴｒ１１２のベースに接続
されており、ベースは、トランジスタＴｒ１１２のエミッタ、および抵抗Ｒ１１１の一方
の端部に接続されており、エミッタは、GNDに接続されている。トランジスタＴｒ１１２
のコレクタは、ツェナーダイオードＺＤ１１１のカソード、抵抗Ｒ１１３の一方の端部、
および抵抗Ｒ１１２の一方の端部に接続されており、ベースは、抵抗Ｒ１１３の他方の端
部、およびトランジスタＴｒ１１１のコレクタに接続されており、エミッタには、トラン
ジスタＴｒ１１１のベース、および抵抗Ｒ１１１の一方の端部が接続されている。抵抗Ｒ
１１１の一方の端部には、トランジスタＴｒ１１２のエミッタ、およびトランジスタＴｒ
１１１のベースが接続されており、他方の端部は、GNDに接続されている。
【０１３１】
　磁気センサ２は、リードスイッチからなる開閉スイッチ１１１を利用した磁気センサで
あり、人為的不正行為に使用される磁石が接近することにより、開閉スイッチ１１１がオ
ンの状態となり、ツェナーダイオードＺＤ１１１からなる定電圧発生部１１２がツェナー
電位により定電圧を発生する状態となる。すなわち、磁石の接近により磁気を検出すると
閉塞状態となり、いわゆるノーマルオープンに動作する。この場合、磁気センサ２は、Ｉ
／Ｆ装置３の端子Ｖｂに対して以下の式（５）で示されるような電圧値Ｖｂの出力信号を
出力する。
【０１３２】
　Ｖｂ＝ＺＤ１１１＋（Ｖｃｃ１－ＺＤ１１１）×Ｒ１１２／（Ｒ１２＋Ｒ１１２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（５）
【０１３３】
　ここで、Ｖｂは、端子Ｖｂに供給される磁気センサ２の出力信号の電圧値であり、ＺＤ
１１１は、ツェナーダイオードＺＤ１１１のツェナー電位であり、Ｖｃｃ１は、電源１１
の電源電圧であり、Ｒ１２，Ｒ１１２は、抵抗Ｒ１２，Ｒ１１２の抵抗値である。
【０１３４】
　すなわち、式（５）で示される磁気センサ２の出力信号の電圧値Ｖｂは、上述した式（
４）で示される電子スイッチ１の出力信号の電圧値Ｖａと酷似した形式の式となる。この
ため、ツェナーダイオードＺＤ９１，ＺＤ１１１のツェナー電位を同一にし、抵抗Ｒ１１
とＲ１２との抵抗値、および抵抗Ｒ９１，Ｒ１１２との抵抗値をそれぞれ調整することに
より、電子スイッチ１の閉塞状態における出力信号の電圧値Ｖａの特性と、磁気センサ２
の閉塞状態における出力信号の電圧値Ｖｂの特性とは、酷似するように調整可能な構成と
なっている。
【０１３５】
　また、磁気センサ２において、人為的不正行為に使用される磁石の接近がなく、開閉ス
イッチ１１１が開放された場合、ツェナーダイオードＺＤ１１１からなる定電圧発生部１
１２は、ツェナー電位により定電圧を発生しない状態となるため、抵抗Ｒ１１１，Ｒ１１
３、およびトランジスタＴｒ１１１，Ｔｒ１１２からなる定電流発生部１１３が機能し、
以下の式（６）で示される電流値の定電流を発生する。
【０１３６】
　Ｉｙ＝Ｖｂｅ１１１／Ｒ１１１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（６）
【０１３７】
　ここで、Ｉｙは、定電流発生部１１３により発生される定電流の電流値であり、Ｖｂｅ
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１１１は、トランジスタＴｒ１１１のベース－エミッタ間の電圧値であり、Ｒ１１１は、
抵抗Ｒ１１１の抵抗値である。
【０１３８】
　すなわち、定電流電流値Ｉｙは、印加電圧によらず不変となる。ただし、バイアス側と
なる抵抗Ｒ１１３、およびトランジスタＴｒ１１１のエミッタ電流は電圧依存するため、
抵抗Ｒ１１３の抵抗値を十分大きな値に設定し、定電流設定値より遥かに小さい値に操作
することで、誤差として扱えるものとする。この時、開放状態における磁気センサ２の出
力信号の電圧値Ｖｂは、以下の式（７）で示される。
【０１３９】
　Ｖｂ＝Ｖｃｃ１－Ｉｙ×Ｒ１２＝Ｖｃｃ１－（Ｒ１２／Ｒ１１１）×Ｖｂｅ１１１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（７）
【０１４０】
　以上のことから、式（３）で示される電子スイッチ１の開放状態における（漏れ電流モ
ードにおける）出力信号の電圧値Ｖａと、式（７）で示される開放状態における磁気セン
サ２の出力信号の電圧値Ｖｂとは、式の形式が同様である。また、トランジスタＴｒ１１
１のベース－エミッタ間電圧Ｖｂｅ１１１と、ＩＣ回路９１内のトランジスタＴｒ１０１
乃至Ｔｒ１０６のベース－エミッタ間電圧ＶｂｅＩＣとは、略同特性であるので、抵抗Ｒ
１１１の抵抗値を調整することにより磁気センサ２の出力電圧Ｖｂを、電子スイッチ１の
出力電圧Ｖａと酷似するように設定することが可能である。
【０１４１】
　このため、電子スイッチ１と磁気センサ２とは、開放状態および閉塞状態における出力
信号の特性をほぼ一致するように調整することが可能である。
【０１４２】
　結果として、電子スイッチ１および磁気センサ２の、開放状態および閉塞状態における
出力信号の特性をほぼ一致するように調整することにより、Ｉ／Ｆ装置３は、電子スイッ
チ１および磁気センサ２について、インターフェイス部３１，３２を同一の特定の構成と
することが可能となり、電子スイッチ１および磁気センサ２については、信号特性を意識
することなく接続することが可能となる。このため、電子スイッチ１の代わりに磁気セン
サ２を接続するといったことが可能となるため、電子スイッチ１の遊技球の検出のみなら
ず、磁気センサ２による磁気の検出をするといった検出項目を増やしたい状況となっても
、別途インターフェイスの構成を設ける必要がなくなるので、装置規模の増大やコストの
上昇を抑制しつつ、検査項目を増やすことが可能となる。
【０１４３】
　次に、Ｉ／Ｆ装置３におけるインターフェイス部３１の動作について説明する。
【０１４４】
　図５は、図２のＩ／Ｆ装置３におけるインターフェイス部３１の動作特性を示している
（以下、動作特性グラフという）。なお、図５の横軸は、電源１１の電圧Ｖｃｃ１を、縦
軸は、インターフェイス部３１内の所定の位置での電圧値（電圧レベル）を示している。
【０１４５】
　電源１１の電圧Ｖｃｃ１には、図５に示す範囲ＶM内の変動がある。なお、電子スイッ
チ１は、電子スイッチ１にかかる電圧が範囲ＶM内の電圧値であれば、正常な動作が保証
される。
【０１４６】
　即ち、遊技球が貫通穴９３（図４）を通過しているときの電子スイッチ１の出力電圧値
は、図５の斜線部で示されている電圧値ＶP-OFF（以下、適宜、高位出力電圧ＶP-OFFとい
う）となる。ここで、高位出力電圧ＶP-OFFの電圧値（電圧レベル）が、完全にＶｃｃ１
とならないのは、上述した電子スイッチ１の漏れ電流のためである。また、このときの電
子スイッチ１は開放状態である。従って、高位出力電圧ＶP-OFFが比較回路６４－１に入
力されているときには、遊技球が検出されている。なお、高位出力電圧ＶP-OFFは、図５
に示すように、右上がりに傾いている。即ち、電源１１の電圧Ｖｃｃ１が、範囲ＶM内で
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高くなるに従い、高位出力電圧ＶP-OFFも平行関係を維持しつつ高くなっている。
【０１４７】
　一方、遊技球が貫通穴９３を通過していないときの電子スイッチ１の出力電圧値は、図
５の斜線部で示されている電圧値ＶP-ON（以下、適宜、低位出力電圧ＶP-ONという）とな
る。ここで、低位出力電圧ＶP-ONの電圧値（電圧レベル）が、完全に電源１１の０Ｖとな
らないのは、上述した電子スイッチ１の残留電圧のためである。また、このときの電子ス
イッチ１は閉塞状態である。従って、低位出力電圧ＶP-ONが比較回路６４－１に入力され
ているときには、遊技球が検出されていない。
【０１４８】
　なお、高位出力電圧ＶP-OFFおよび低位出力電圧ＶP-ONの電圧値が、図５に示すように
、ある程度の幅を有しているのは、電子スイッチ１の製造時のバラつきなどの個体差によ
る。
【０１４９】
　ここで、閾値電圧ＶT1-1は、遊技球が検出された状態から、遊技球が検出されていない
状態になったか否か、または、遊技球が検出されていない状態から、遊技球が検出された
状態となったか否かを判定するための、即ち、電子スイッチ１の出力電圧値が、高位出力
電圧ＶP-OFFから低位出力電圧ＶP-ONに変化したか否か、または、電子スイッチ１の出力
電圧値が、低位出力電圧ＶP-ONから高位出力電圧ＶP-OFFに変化したかどうかを判定する
ための電圧値である。
【０１５０】
　但し、比較回路６４－１は、ヒステリシスを有しているため、電子スイッチ１の出力電
圧値が高位出力電圧ＶP-OFFから低位出力電圧ＶP-ONに変化したか否かを判定するときの
閾値電圧ＶT1-1は、図５に示すように、電圧ＶT-ON（以下、適宜、低位反転電圧ＶT-ONと
いう）となり、電子スイッチ１の出力電圧値が低位出力電圧ＶP-ONから高位出力電圧ＶP-

OFFに変化したか否かを判定する閾値電圧ＶT1-1は、電圧ＶT-OFF（以下、適宜、高位反転
電圧ＶT-OFFという）となる。
【０１５１】
　そして、インターフェイス部３１の比較回路６４－１は、電子スイッチ１の出力電圧値
が、高位出力電圧ＶP-OFFから、低位反転電圧ＶT-ONを下回って低位出力電圧ＶP-ONにな
った場合、遊技球を検出していないことを表すＬｏｗの比較出力信号をリミッタ回路６３
－１を介してＡＮＤ回路６７－１に出力する。また、比較回路６４－１は、電子スイッチ
１の出力電圧値が、低位出力電圧ＶP-ONから、高位反転電圧ＶT-OFFを超えて高位出力電
圧ＶP-OFFになった場合、遊技球を検出したことを表すＨｉの比較出力信号をＡＮＤ回路
６７－１に出力する。
【０１５２】
　より詳細には、分圧回路６１－１は、閾値電圧ＶT1-1を、比較回路６４－１の高位出力
電圧ＶP-OFFまたは低位出力電圧ＶP-ONが入力されている入力部とは異なる他方の入力部
に供給する。また、分圧回路６１－１は、後述する切替回路６２－１のトランジスタＴｒ
１－１がオンまたはオフすることにより、それぞれ、ダイオードＤ１－１，Ｄ２－１を有
効もしくは無効にする。
【０１５３】
　切替回路６２－１は、比較回路６４－１から供給される比較出力信号のＨｉまたはＬｏ
ｗの比較出力信号によって、トランジスタＴｒ１－１をオンまたはオフさせ、分圧回路６
１－１の状態を第１の状態、または第２の状態に切り替える。
【０１５４】
　切替回路６２－１のトランジスタＴｒ１－１は、PNP形であるので、比較回路６４－１
から供給される比較出力信号がＬｏｗの信号である場合（遊技球を検出しない場合）、ト
ランジスタＴｒ１－１はオンし、切替回路６２－１は、分圧回路６１－１を第１の状態に
する。また、比較回路６４－１から供給される比較出力信号がＨｉ信号である場合（遊技
球を検出する場合）、トランジスタＴｒ１－１はオフし、切替回路６２－１は、分圧回路
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６１－１を第２の状態にする。
【０１５５】
　分圧回路６１－１の第１の状態では、ダイオードＤ１－１，Ｄ２－１が有効となり、電
源１１の電圧Ｖｃｃ１から、ダイオードＤ１－１，Ｄ２－１にかかる電圧を引いた値が、
高位反転電圧ＶT-OFFとなって、比較回路６４－１の閾値電圧ＶT1-1入力部に供給される
。
【０１５６】
　すなわち、高位反転電圧ＶT-OFFは、以下の式（８）で表される。
【０１５７】
　ＶT-OFF＝Ｖｃｃ１－（Ｖｄ１＋Ｖｄ２）＝Ｖｃｃ１－２×Ｖｄ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（８）
【０１５８】
　ここで、ＶT-OFFは、高位反転電圧を、Ｖｄ１，Ｖｄ２は、それぞれダイオードＤ１－
１，Ｄ２－１の順方向電圧を、Ｖｄは、ダイオードＤ１－１，Ｄ２－１の特性が同一であ
る場合におけるダイオードの順方向電圧を示している。
【０１５９】
　また、分圧回路６１－１の第２の状態では、ダイオードＤ１－１，Ｄ２－１が無効とな
り、抵抗Ｒ２－１，Ｒ３－１、およびツェナーダイオードＺＤ１－１にかかる電圧値が、
低位反転電圧ＶT-ONとなって、比較回路６４－１の閾値電圧ＶT1-1入力部に供給される。
【０１６０】
　すなわち、低位反転電圧ＶT-ONは、以下の式（９）で表される。
【０１６１】
　ＶT-ON＝ＺＤ１＋（Ｖｃｃ１－Ｖｄ３－ＺＤ１）
　　　　　　　　　　　　　　　×（Ｒ２＋Ｒ３）／（Ｒ１＋Ｒ２＋Ｒ３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（９）
【０１６２】
　ここで、ＶT-ONは、低位反転電圧を、Ｖｄ３は、ダイオードＤ３－１の順方向電圧を、
Ｖｄは、ダイオードＤ１－１，Ｄ２－１，Ｄ３－１の特性が同一である場合におけるダイ
オードの順方向電圧を、Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３は、抵抗Ｒ１－１，Ｒ２－１，Ｒ３－１の抵抗
値をそれぞれ示している。
【０１６３】
　リミッタ回路６３－１は、ツェナーダイオードＺＤ２１－１のツェナー電位ＺＤ２１－
１以上の過大な電圧が、ＡＮＤ回路６７－１に入力されることを防止する。
【０１６４】
　図５では、高位反転電圧ＶT-OFFは、電源１１の電圧Ｖｃｃ１に依存する特性を有して
いる。即ち、電源１１の電圧Ｖｃｃ１が、範囲ＶM内で高くなるに従い、高位反転電圧ＶT

-OFFも高くなっている。これは、電源１１の電源電圧Ｖｃｃ１を基準として、ダイオード
Ｄ１－１，Ｄ２－１の電圧降下により高位反転電圧ＶT-OFFが決定されることによる。
【０１６５】
　以上のことから、式（３）で示される電子スイッチ１の開放状態における（漏れ電流モ
ードにおける）出力信号の電圧値Ｖａと、式（８）で示される高位反転電圧ＶT-OFFとは
、Ｖｃｃ１への依存性が同様であり、したがって、図５で示されるように、電源１１の電
圧Ｖｃｃ１、高位反転電圧ＶT-OFF、および高位出力電圧ＶP-OFFは、相互に平行関係が維
持される。また、後述する式（１０）で示される、高域側閾値電圧ＶT2-1も同様に平行関
係が維持される。尚、必然的に、式（７）の開放状態における磁気センサ２の出力信号Ｖ
ｂも、式（３）で示される電子スイッチ１の開放状態における（漏れ電流モードにおける
）出力信号の電圧値Ｖａと、同様にＶｃｃ１への依存性が同様の式となり、相互に平行関
係が維持される。
【０１６６】
　また、断線異常検知回路７１－１は、電子スイッチ１が開放状態時の異常を検知する。
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より具体的には、断線異常検知回路７１－１の比較回路８１－１は、比較電圧ＶP-1（電
子スイッチ１の出力電圧値）が、電源１１の電圧Ｖｃｃ１と高位出力電圧ＶP-OFFとの間
（高位出力電圧ＶP-OFFより電圧値が高い側）に設定されている高域側閾値電圧ＶT2-1よ
りも高い（または以上）か否かにより、改造電子スイッチを取り付けるなどのために、電
子スイッチ１の＋端子（または－端子）が切断されて、電子スイッチ１が、断線状態とな
り、電子スイッチ１に、漏れ電流が生じず、比較回路６４－１に入力される比較電圧ＶP-

1（電子スイッチ１の出力電圧値）が、電圧Ｖｃｃ１となったか否かを判定し、判定結果
に対応する判定出力信号を信号処理回路８２－１に供給する。
【０１６７】
　ここで、高域側閾値電圧ＶT2-1は、以下の式（１０）で表される。
【０１６８】
　ＶT2-1＝Ｖｃｃ１－Ｖｄ３＝Ｖｃｃ１－Ｖｄ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１０）
【０１６９】
　ここで、ＶT2-1は高域側閾値電圧を、Ｖｃｃ１は電源１１の電源電圧Ｖｃｃ１を、Ｖｄ
３はそれぞれダイオードＤ３－１の順方向電圧を、ＶｄはダイオードＤ１－１，Ｄ２－１
，Ｄ３－１の特性が同一である場合におけるダイオードの順方向電圧を示している。
【０１７０】
　また、信号処理回路８２－１は、比較回路６４－１の比較出力信号と、比較回路８１－
１の比較出力信号とが共にＨｉのとき、Ｈｉの比較出力信号を出力端子７３－１、および
インバータ７５－１を介してＡＮＤ回路６７－１に出力するとともに、ＯＲ回路７７－１
に供給する。
【０１７１】
　短絡異常検知回路７２－１の比較回路８３－１は、比較電圧ＶP-1（電子スイッチ１の
出力電圧値）が、GND電位と低位出力電圧ＶP-ONとの間（低位出力電圧ＶP-ONより電圧値
が低い側）に設定された低域側閾値電圧ＶT3-1よりも低い（または以下）か否かにより判
定し、判定結果に対応する判定出力信号を信号処理回路８４－１に供給する。
【０１７２】
　すなわち、低域側閾値電圧ＶT3-1は、以下の式（１１）で表される。
【０１７３】
　ＶT3-1＝ＺＤ１＋（Ｖｃｃ１－Ｖｄ３－ＺＤ１）
　　　　　　　　　　　　　　　×（Ｒ３）／（Ｒ１＋Ｒ２＋Ｒ３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１１）
【０１７４】
　ここで、ＶT3-1は低域側閾値電圧を、Ｖｃｃ１は電源１１の電源電圧Ｖｃｃ１を、ＺＤ
１はツェナーダイオードＺＤ１－１の電圧を、Ｒ１乃至Ｒ３は、抵抗Ｒ１－１乃至Ｒ３－
１の抵抗値を、Ｖｄ３はダイオードＤ３－１の順方向電圧を、それぞれ示している。
【０１７５】
　信号処理回路８４－１は、比較回路６４－１の比較出力信号と、比較回路８３－１の比
較出力信号とが共にＬｏｗのとき、Ｈｉの比較出力信号を出力端子７４－１、およびイン
バータ７６－１を介してＡＮＤ回路６７－１に出力するとともに、ＯＲ回路７７－１に供
給する。
【０１７６】
　以上のことから、式（４）で示される電子スイッチ１の閉塞状態における出力信号の低
位出力電圧ＶP-ON、式（９）で示される低位反転電圧ＶT-ON、および、式（１１）で示さ
れる低域側閾値電圧ＶT3-1は、略平行が維持され、抵抗Ｒ１１，Ｒ９１，Ｒ１２，Ｒ１１
２の抵抗値を調整することにより、大小関係が維持される。尚、必然的に、式（５）の閉
塞状態における磁気センサ２の出力信号Ｖｂも、式（４）で示される電子スイッチ１の閉
塞状態における出力信号の低位出力電圧ＶP-ONと、同様に相互に平行関係が維持される。
【０１７７】
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　Ｉ／Ｆ処理部４１のＡＮＤ回路６７－１は、電源監視部３３からの出力信号に基づいた
インバータ６６－１からの出力信号、リミッタ回路６３－１からの比較回路６４－１の比
較出力信号、断線異常検知回路７１－１の出力信号に基づくインバータ７５－１の出力信
号、および短絡異常検知回路７２－１の出力信号に基づくインバータ７６－１の出力信号
がすべてＨｉのときＨｉの信号を端子ＶＹ１より制御部４に出力する。
【０１７８】
　尚、電源監視部３３からの出力信号は、通常Ｌｏｗであるから、インバータ６６－１よ
りＨｉの出力信号が供給される。比較回路６４－１からは遊技球が検出されない状態であ
れば、電子スイッチ１がノーマルクローズであるので、Ｌｏｗの出力信号が供給される。
断線異常検知回路７１－１の出力信号は、異常がない限り常にＬｏｗとなるため、インバ
ータ７５－１からは、Ｈｉの出力信号が供給される。さらに、短絡異常検知回路７２－１
の出力信号は、異常がない限り、Ｌｏｗが出力されているので、インバータ７６－１から
はＨｉが出力される。すなわち、ＡＮＤ回路６７－１は、電源１１の電源電圧の低下、断
線、または短絡といった異常がない場合、比較回路６４－１の出力信号に追従する事にな
る。
【０１７９】
　また、異常検出部４２のＯＲ回路７７－１は、電源監視部３３からの出力信号に基づい
た出力端子６５－１からの出力信号、断線異常検知回路７１－１の出力信号、および短絡
異常検知回路７２－１の出力信号のいずれかがＨｉとなればＯＲ回路３４にＨｉの信号を
出力し、それ以外の場合、Ｌｏｗを出力する。
【０１８０】
　すなわち、電源監視部３３からの出力信号に基づいた出力端子６５－１からの出力信号
、断線異常検知回路７１－１の出力信号、および短絡異常検知回路７２－１の出力信号は
、異常がない限りすべてＬｏｗ信号であるので、通常、ＯＲ回路７７－１は、Ｌｏｗを出
力する。
【０１８１】
　これらをまとめると、図５で示されるように、電圧Ｖｃｃ１と高位出力電圧ＶP-OFFと
の間（高位出力電圧ＶP-OFFより電圧値が高い側）に高域側閾値電圧ＶT2-1が設定され、G
ND電位（電圧０[V]）と低位出力電圧ＶP-ONとの間（低位出力電圧ＶP-ONより電圧値が低
い側）に低域側閾値電圧ＶT3-1が、それぞれ設定される。なお、高域側閾値電圧ＶT2-1と
高位出力電圧ＶP-OFFとの電位差をFOFF-Uとし、低位出力電圧ＶP-ONと低域側閾値電圧ＶT

3-1との電位差をFON-Dとする。尚、図５においては、「-1」の記載は省略されている。
【０１８２】
　この場合、遊技球が検出されない場合、比較回路６４－１に入力される比較電圧ＶP-1

（電子スイッチ１の出力電圧値）が、低位反転電圧ＶT-ONと低域側閾値電圧ＶT3-1との間
の電圧値であるとき、および、遊技球が検出される場合、比較回路６４－１に入力される
比較電圧ＶP1-1（電子スイッチ１の出力電圧値）が、高域側閾値電圧ＶT2-1と高位反転電
圧ＶT-OFFとの間の電圧値であるときにのみ、比較回路６４－１に入力される比較電圧ＶP

1-1が、正規の電子スイッチ１による出力電圧値であると判定することができる。即ち、
正規の電子スイッチ１の出力電圧値にほぼ等しい電圧値のみを受け付けるように電圧値を
さらに限定し、電子スイッチ１に対する不正行為を防止することができる。
【０１８３】
　例えば、上述した式（３）により設定される漏れ電流モードにおける電子スイッチ１の
端子Ｖａへの出力電圧は、Ｖａ＝Ｖｃｃ１－（３×Ｒ１１／ＲＥ）×ＶｂｅＩＣと表現さ
れているため、式（８）で示される高位反転電圧ＶT-OFFがＶT-OFF＝Ｖｃｃ１－２×Ｖｄ
であり、式（１０）で示される高域側閾値電圧ＶT2-1がＶT2-1＝Ｖｃｃ１－Ｖｄであるこ
とから、ダイオードの電圧と、ＩＣ回路９１におけるトランジスタのベース－エミッタ間
電圧とが略一致するため、（３×Ｒ１１／ＲＥ）を１．５程度に設定することで、電子ス
イッチ１の出力電圧を、高位反転電圧と高域側閾値電圧との中間電圧に設定することが可
能となる。
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【０１８４】
　なお、電子スイッチ１が断線または短絡した場合、電子スイッチ１の＋端子（または－
端子）が切断された場合、または電子スイッチ１の＋端子と－端子とを故意に短絡させた
場合とそれぞれ同様に、電圧Ｖｃｃ１またはGND電位（電圧０[V]）となるので、電子スイ
ッチ１に対する不正行為の防止だけでなく、電子スイッチ１の断線または短絡の故障の検
出にもなる。
【０１８５】
　また、インターフェイス部３２の動作については、インターフェイス部３１の動作と同
様であるので、その説明は省略する。
【０１８６】
　ただし、この場合、図５で示されるように、電圧Ｖｃｃ１と高位出力電圧ＶP-OFFとの
間（高位出力電圧ＶP-OFFより電圧値が高い側）に高域側閾値電圧ＶT2-2（＝ＶT2-1）が
設定され、GND電位（電圧０[V]）と低位出力電圧ＶP-ONとの間（低位出力電圧ＶP-ONより
電圧値が低い側）に低域側閾値電圧ＶT3-2（＝ＶT3-1）が、それぞれ設定される。なお、
高域側閾値電圧ＶT2-2と高位出力電圧ＶP-OFFとの電位差もFOFF-Uとなり、低位出力電圧
ＶP-ONと低域側閾値電圧ＶT3-2との電位差もFON-Dとなる。
【０１８７】
　結果として、磁気センサ２により磁気が検出される場合であれば、比較回路６４－２に
入力される比較電圧ＶP-2（磁気センサ２の出力電圧値）が、低位反転電圧ＶT-ONと低域
側閾値電圧ＶT3-1との間の電圧値であるときにのみ、磁気センサ２により磁気が検出され
ない場合であれば、比較回路６４－２に入力される比較電圧ＶP-2（磁気センサ２の出力
電圧値）が、高域側閾値電圧ＶT2-2と高位反転電圧ＶT-OFFとの間の電圧値であるときに
のみ、比較回路６４－２に入力される比較電圧ＶP-2が、正規の磁気センサ２による出力
電圧値であると判定することができる。即ち、正規の磁気センサ２の出力電圧値にほぼ等
しい電圧値のみを受け付けるように電圧値をさらに限定し、磁気センサ２に対する不正行
為を防止することができる。
【０１８８】
　例えば、上述した式（７）により設定される開放状態における磁気センサ２の端子Ｖｂ
への出力電圧は、Ｖｂ＝Ｖｃｃ１－（Ｒ１２／Ｒ１１１）×Ｖｂｅ１１１と表現されてい
るため、式（８）で示される高位反転電圧ＶT-OFFがＶT-OFF＝Ｖｃｃ１－２×Ｖｄであり
、式（１０）で示される高域側閾値電圧ＶT2-1がＶT2-1＝Ｖｃｃ１－Ｖｄであることから
、ダイオードの電圧と、トランジスタＴｒ１１１のベース－エミッタ間電圧とが一致する
ため、（Ｒ１２／Ｒ１１１）を１．５程度に設定することで、磁気センサ２の出力電圧を
、高位反転電圧と高域側閾値電圧との中間電圧に設定することが可能となる。
【０１８９】
　なお、磁気センサ２が断線または短絡した場合、磁気センサ２の＋端子（または－端子
）が切断された場合、または磁気センサ２の＋端子と－端子とを故意に短絡させた場合と
それぞれ同様に、電圧Ｖｃｃ１またはGND電位（電圧０[V]）となるので、磁気センサ２に
対する不正行為の防止だけでなく、磁気センサ２の断線または短絡の故障の検出にもなる
。
【０１９０】
　さらに、ダイオードの電圧、トランジスタＴｒ１１１のベース－エミッタ間電圧、およ
びＩＣ回路９１におけるトランジスタのベースエミッタ間電圧とは略一致するため、電子
スイッチ１の漏れ電流モードにおける端子Ｖａへの出力電圧における係数（３×Ｒ１１／
ＲＥ）と、磁気センサ２の開放状態における端子Ｖｂへの出力電圧における係数を同一の
１．５程度に設定することで、電子スイッチ１および磁気センサ２の出力特性は、相互に
酷似するように設定させることができるので、いずれにおいても、正規のものでなければ
インターフェイス処理することができない。このため、不正行為を防止しつつも、相互に
互換性を備えているため、電子スイッチ１および磁気センサ２を意識することなく接続し
て、インターフェイス処理させることが可能となる。
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【０１９１】
　次に、図６のフローチャートを参照して、遊技球検出センサインターフェイス処理につ
いて説明する。尚、図６においては、Ｉ／Ｆ装置３の各回路が駆動することにより生じる
動作を説明するものである。
【０１９２】
　ステップＳ１において、すなわち、初期の処理において、比較回路６４－１は、比較出
力信号としてＬｏｗの信号を切替回路６２－１、リミッタ回路６３－１、異常検出部４２
の断線異常検知回路７１－１、および短絡異常検知回路７２－２に出力する。このため、
切替回路６２－１は、ダイオードＤ１－１，Ｄ２－１が有効となり、電源１１の電圧Ｖｃ
ｃ１から、ダイオードＤ１－１，Ｄ２－１の合計２個分のダイオードの順方向電圧値を差
し引いた電圧値が、高位反転電圧ＶT-OFFとなって、比較回路６４－１の閾値電圧ＶT1-1

入力部に供給される。
【０１９３】
　ステップＳ２において、比較回路６４－１は、端子Ｖａを介して電子スイッチ１より供
給されてくる出力信号の電圧値Ｖp-1が、遊技球の通過の有無を判断する遊技球閾値電圧
ＶT1-1よりも小さい、すなわち、遊技球が通過しているとき開放状態となる電子スイッチ
１が、遊技球の通過を検出せず、Ｌｏｗの信号を出力してきているか否か、より詳細には
、Ｌｏｗの信号に切り替わったか否かを判定する。
【０１９４】
　ステップＳ２において、遊技球閾値電圧ＶT1-1よりも小さく、遊技球の通過が検出され
ない場合、電子スイッチ１からの出力信号はＬｏｗの信号となるため、比較回路６４－１
は、端子Ｖａを介して電子スイッチ１より供給されてくる出力信号の電圧値Ｖp-1が、遊
技球の通過の有無を判断する遊技球閾値電圧ＶT1-1よりも小さいとみなし、処理は、ステ
ップＳ３に進む。
【０１９５】
　ステップＳ３において、比較回路６４－１は、比較出力信号としてＬｏｗの信号を切替
回路６２－１、リミッタ回路６３－１、異常検出部４２の断線異常検知回路７１－１、お
よび短絡異常検知回路７２－２に出力する。このため、切替回路６２－１は、ダイオード
Ｄ１－１，Ｄ２－１が有効となり、抵抗Ｒ２－１，Ｒ３－１、およびツェナーダイオード
ＺＤ１－１にかかる電圧値が、高位反転電圧ＶT-OFFとなって、比較回路６４－１の閾値
電圧ＶT1-1入力部に供給される。
【０１９６】
　ステップＳ４において、リミッタ回路６３－１は、比較回路６４－１より供給されてき
たＬｏｗの比較出力信号をＡＮＤ回路６７－１に供給する。ＡＮＤ回路６７－１は、電源
１１の異常、並びに、断線および短絡といった接続異常がない場合、電子スイッチ１の出
力信号であるＬｏｗの信号をそのまま端子ＶＹ１より制御部４に供給する。
【０１９７】
　より詳細には、電源監視部３３において電源１１からの供給電圧が正常であれば、Ｌｏ
ｗの信号が出力されるので、インバータ６６－１からはＨｉの信号がＡＮＤ回路６７－１
に供給される。
【０１９８】
　また、断線異常検知回路７１－１の比較回路８１－１は、断線異常がなければ、端子Ｖ
ａを介して電子スイッチ１より供給されてくる出力信号の電圧値Ｖp-1が、電源１１の電
源電圧Ｖｃｃ１よりダイオードＤ３－１の分だけ電圧が降下した閾値電圧値ＶT2-1よりも
小さくなるので、信号処理回路８２－１にＬｏｗの信号を供給する。このとき、比較回路
６４－１は、比較出力信号としてＬｏｗの信号を信号処理回路８２－１に供給する。この
結果、開放状態時における異常がなければ、信号処理回路８２－１からはＬｏｗの信号が
出力されるので、インバータ７５－１は、Ｈｉの信号をＡＮＤ回路６７－１に供給する。
【０１９９】
　さらに、短絡異常検知回路７２－１は、短絡異常がなければ、比較回路８３－１が、端
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子Ｖａを介して電子スイッチ１より供給されてくる出力信号の電圧値Ｖp-1が、抵抗Ｒ２
－１，Ｒ３－１による分圧電位となる閾値電圧値ＶT3-1よりも大きくなるので、信号処理
回路８４－１にＨｉの信号を供給する。このとき、比較回路６４－１からは比較出力信号
としてＬｏｗの信号が出力され、信号処理回路８４－１はＬｏｗの信号を出力するので、
インバータ７６－１は、Ｈｉの信号をＡＮＤ回路６７－１に供給する。
【０２００】
　すなわち、電源１１の異常がなく、断線および短絡などの接続異常が発生していなけれ
ば、ＡＮＤ回路６７－１には、インバータ６６－１，７５－１，７６－１よりそれぞれＨ
ｉの信号が供給されることになるので、ＡＮＤ回路６７は、電子スイッチ１の出力信号で
あるＬｏｗの信号をそのまま端子ＶＹ１に供給し、制御部４に出力する。
【０２０１】
　ステップＳ５において、比較回路６４－１は、端子Ｖａを介して電子スイッチ１より供
給されてくる出力信号の電圧値Ｖp-1が、遊技球の通過の有無を判断する遊技球閾値電圧
ＶT1-1よりも大きい、すなわち、遊技球が検出していないとき閉塞状態となる電子スイッ
チ１が、遊技球の通過を検出して、開放状態となることによりＨｉの信号を出力してきて
いるか否か、より詳細には、Ｈｉの信号に切り替わったか否かを判定する。
【０２０２】
　ステップＳ５において、遊技球閾値電圧ＶT1-1よりも大きく、遊技球の通過が検出され
た場合、電子スイッチ１からの出力信号はＨｉの信号となるため、比較回路６４－１は、
端子Ｖａを介して電子スイッチ１より供給されてくる出力信号の電圧値Ｖp-1が、遊技球
の通過の有無を判断する遊技球閾値電圧ＶT1-1よりも大きいとみなし、処理は、ステップ
Ｓ６に進む。
【０２０３】
　ステップＳ６において、比較回路６４－１は、比較出力信号としてＨｉの信号を切替回
路６２－１、リミッタ回路６３－１、異常検出部４２の断線異常検知回路７１－１、およ
び短絡異常検知回路７２－２に出力する。このため、切替回路６２－１は、トランジスタ
Ｔｒ１－１がオフの状態となることにより、ダイオードＤ１－１，Ｄ２－１が無効となり
、遊技球閾値電圧が、高位反転電圧ＶT-OFFとなって、比較回路６４－１の閾値電圧ＶT1-

1入力部に供給される。
【０２０４】
　ステップＳ７において、リミッタ回路６３－１は、比較回路６４－１より供給されてき
たＨｉの比較出力信号をＡＮＤ回路６７－１に供給する。ＡＮＤ回路６７－１は、電源１
１の異常、並びに、断線および短絡といった接続異常がない場合、電子スイッチ１のＨｉ
の出力信号をそのまま端子ＶＹ１より制御部４に供給する。
【０２０５】
　より詳細には、電源監視部３３において電源１１からの供給電圧が正常であれば、Ｌｏ
ｗの信号が出力されるので、インバータ６６－１からはＨｉの信号がＡＮＤ回路６７－１
に供給される。
【０２０６】
　また、断線異常検知回路７１－１は、開放状態における断線などの異常がなければ、比
較回路８１－１は、端子Ｖａを介して電子スイッチ１より供給されてくる出力信号の電圧
値Ｖp-1が、閾値電圧値ＶT2-1よりも小さくなるので、信号処理回路８２－１にＬｏｗの
信号を供給する。このとき、比較回路６４－１からは比較出力信号としてＨｉの信号が出
力されているので、信号処理回路８２－１は、開放状態時における異常がなければ、Ｌｏ
ｗの信号を出力するので、インバータ７５－１は、Ｈｉの信号をＡＮＤ回路６７－１に供
給する。
【０２０７】
　さらに、短絡異常検知回路７２－１は、閉塞状態における短絡などの異常がなければ、
比較回路８３－１は、端子Ｖａを介して電子スイッチ１より供給されてくる出力信号の電
圧値Ｖp-1が、抵抗Ｒ２－１，Ｒ３－１による分圧電位となる閾値電圧値ＶT3-1よりも大
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きくなるので、信号処理回路８４－１にＨｉの信号を供給する。このとき、比較回路６４
－１からは比較出力信号としてＨｉの信号が出力され、信号処理回路８４－１はＬｏｗの
信号を出力するので、インバータ７６－１は、Ｈｉの信号をＡＮＤ回路６７－１に供給す
る。
【０２０８】
　すなわち、電源１１の異常がなく、断線および短絡などの接続異常が発生していなけれ
ば、ＡＮＤ回路６７－１には、インバータ６６－１，７５－１，７６－１よりそれぞれＨ
ｉの信号が供給されることになるので、ＡＮＤ回路６７は、電子スイッチ１の出力信号の
値であるＨｉの信号をそのまま端子ＶＹ１に供給し、制御部４に出力する。
【０２０９】
　以上のように、電源１１の異常がなく、断線および短絡などの接続異常が発生していな
ければ、Ｉ／Ｆ装置３は、端子Ｖａに供給された電子スイッチ１の出力信号を、そのまま
端子ＶＹ１より制御部４に出力する。
【０２１０】
　ステップＳ８において、ＯＲ回路７７－１は、電源１１の電圧値が適正でないか、また
は、断線および短絡などの接続異常があるか否かを判定する。
【０２１１】
　ステップＳ８において、例えば、電源１１の電圧値が適正であり、かつ、断線および短
絡などの接続異常がない場合、ステップＳ９において、電源監視部３３の出力端子６５－
１からはＬｏｗの信号が出力されることになる。また、開放状態における断線などの異常
がない場合、断線異常検知回路７１－１の比較回路８１－１は、端子Ｖａを介して電子ス
イッチ１より供給されてくる出力信号の電圧値Ｖp-1が、閾値電圧値ＶT2-1よりも小さい
ので、信号処理回路８２－１にＬｏｗの信号を供給する。このため、信号処理回路８２－
１は、比較回路６４－１の比較出力信号に関わらず、ＯＲ回路７７－１にＬｏｗの信号を
出力する。さらに、閉塞状態における短絡などの異常がない場合、短絡異常検知回路７２
－１の比較回路８３－１は、端子Ｖａを介して電子スイッチ１より供給されてくる出力信
号の電圧値Ｖp-1が、抵抗Ｒ２－１，Ｒ３－１による分圧電位となる閾値電圧値ＶT3-1よ
りも小さくなるので、信号処理回路８４－１にＬｏｗの信号を供給する。このため、信号
処理回路８４－１はＬｏｗの信号をＯＲ回路７７－１に供給する。結果として、ＯＲ回路
７７－１は、Ｌｏｗの信号をＯＲ回路３４に供給する。
【０２１２】
　このとき、ＯＲ回路３４は、インターフェイス部３２において、磁気センサ２の開放状
態における断線、または、閉塞状態における短絡などの接続異常がないと判定されている
限り、端子ＶＥよりＬｏｗの警戒信号（異常が発生していないことを示す信号）を制御部
４に出力する。尚、ステップＳ９の処理は、インターフェイス部３２により磁気センサ２
の接続異常が検出されない場合の処理であって、磁気センサ２において接続異常が発生し
た場合、ＯＲ回路３４は、Ｈｉの警戒信号を出力する。
【０２１３】
　一方、ステップＳ８において、電源異常、または接続異常が発生した場合、ステップＳ
１０において、ＡＮＤ回路６７－１には、インバータ６６－１，７５－１、または７６－
１のいずれかからＬｏｗの信号が供給される。結果として、ＡＮＤ回路６７－１は、比較
回路６４－１の比較出力信号の結果に関わらず、Ｌｏｗの信号を固定した状態で端子ＶＹ
１より制御部４に出力する。
【０２１４】
　すなわち、電源１１の電圧に異常が発生すると、電源監視部３３の出力端子６５－１か
らはＨｉの信号が出力されることになり、インバータ６６－１が、ＡＮＤ回路６７－１に
Ｌｏｗの信号を出力する。また、開放状態における断線などの異常がある場合、断線異常
検知回路７１－１の比較回路８１－１は、端子Ｖａを介して電子スイッチ１より供給され
てくる出力信号の電圧値Ｖp-1が、閾値電圧値ＶT2-1よりも大きくなるので、信号処理回
路８２－１にＨｉの信号を供給する。このとき、開放状態であるので、比較回路６４－１
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からはＨｉの信号が出力されることになるため、信号処理回路８２－１は、Ｈｉの信号を
出力することになるので、インバータ７５－１がＡＮＤ回路６７－１にＬｏｗの信号を出
力する。さらに、閉塞状態における短絡などの異常がある場合、短絡異常検知回路７２－
１の比較回路８３－１は、端子Ｖａを介して電子スイッチ１より供給されてくる出力信号
の電圧値Ｖp-1が、抵抗Ｒ２－１，Ｒ３－１による分圧電位となる閾値電圧値ＶT3-1より
も小さくなるので、信号処理回路８４－１にＬｏｗの信号を供給する。このとき、閉塞状
態であるので、比較回路６４－１からは比較出力信号としてＬｏｗの信号が出力されてい
るので、信号処理回路８４－１が、Ｈｉの信号を出力し、結果、インバータ７６－１は、
ＡＮＤ回路６７－１にＬｏｗの信号を出力する。
【０２１５】
　ステップＳ１１において、ＯＲ回路７７－１には、電源監視部３３、断線異常検知回路
７１－１、または、短絡異常検知回路７２－１のいずれかからＨｉの信号が供給される。
そして、ＯＲ回路７７－１は、比較回路６４－１の比較出力信号の結果に関わらず、Ｈｉ
の信号をＯＲ回路３４に供給する。結果として、ＯＲ回路３４は、インターフェイス部３
２の異常を示す信号の有無に関わらず、Ｈｉの警戒信号を端子ＶＥより制御部４に出力し
、処理は、ステップＳ８に戻る。
【０２１６】
　すなわち、電源１１の電圧に異常が発生すると、電源監視部３３の出力端子６５－１か
らはＨｉの信号が出力されることになる。また、開放状態における断線などの異常がある
場合、出力端子７３－１からはＨｉの信号が出力されることになる。さらに、閉塞状態に
おける短絡などの異常がある場合、出力端子７４－１からはＨｉの信号が出力されること
になる。
【０２１７】
　結果として、ＯＲ回路７７－１には、電源監視部３３、断線異常検知回路７１－１、ま
たは短絡異常検知回路７２－１のいずれかからＨｉの信号が供給されるため、ＯＲ回路７
７－１は、Ｈｉの信号をＯＲ回路３４に供給する。ＯＲ回路３４は、インターフェイス部
３２の異常検出部４４からの出力信号に関わらず、異常が発生したことを示すＨｉの警戒
信号を端子ＶＥより制御部４に出力する。
【０２１８】
　尚、ステップＳ２において、遊技球の通過が検出された場合、電子スイッチ１からの出
力信号がＨｉの信号となり、比較回路６４－１が、端子Ｖａを介して電子スイッチ１より
供給されてくる出力信号の電圧値Ｖp-1が、遊技球の通過の有無を判断する遊技球閾値電
圧ＶT1-1よりも大きいとき、ステップＳ３，Ｓ４の処理はスキップされ、処理は、ステッ
プＳ５に進む。また、ステップＳ５において、遊技球の通過が検出されない場合、電子ス
イッチ１からの出力信号がＬｏｗの信号となり、比較回路６４－１が、端子Ｖａを介して
電子スイッチ１より供給されてくる出力信号の電圧値Ｖp-1が、遊技球の通過の有無を判
断する遊技球閾値電圧ＶT1-1よりも小さいとき、ステップＳ６，Ｓ７の処理はスキップさ
れ、処理は、ステップＳ８に進む。
【０２１９】
　以上のように、図６のフローチャートを参照して説明した遊技球検出センサインターフ
ェイス処理により、例えば、図７，図８で示されるような状況において、以下のような処
理が実現されることになる。尚、図７，図８においては、最上段が電子スイッチ１の出力
信号が供給される端子Ｖａの電圧値を、２段目が磁気センサ２の出力信号が供給される端
子Ｖｂの電圧値を、３段目がＩ／Ｆ装置３の出力端子ＶＹ１より出力されるインターフェ
イス信号の電圧値を、４段目がＩ／Ｆ装置３の出力端子ＶＹ２より出力されるインターフ
ェイス信号の電圧値を、最下段がＩ／Ｆ装置３の端子ＶＥより出力される警戒信号の電圧
値をそれぞれ示している。
【０２２０】
　すなわち、図７，図８の最上段で示されるように、時刻ｔ０乃至ｔ１、および時刻ｔ３
乃至ｔ５において、遊技球が検出されていない場合、電子スイッチ１の出力信号である端
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子Ｖａの入力信号である比較電圧ＶP-1は、低位出力電圧ＶP-ONとなり、低位反転電圧ＶT

-ONよりも小さく、かつ、低域側閾値電圧ＶT3-1よりも大きくなるので、ステップＳ２乃
至Ｓ４の処理により、図７，図８の３段目で示されるように、端子ＶＹ１からはＬｏｗの
信号がインターフェイス信号として出力される。
【０２２１】
　また、図７の時刻ｔ１乃至ｔ３において、例えば、電子スイッチ１に、断線異常が発生
した場合、電子スイッチ１の出力信号である端子Ｖａの入力信号である比較電圧ＶP-1は
、Ｖｃｃ１となるため、高域側閾値電圧ＶT2-1よりも大きくなるので、ステップＳ８，Ｓ
１０の処理により、図７の３段目で示されるように、端子ＶＹ１からはＬｏｗの信号がロ
ックされた状態でインターフェイス信号として出力される。また、ステップＳ１０の処理
により、図７の最下段で示されるように、端子ＶＥからはＨｉの警戒信号が出力される。
【０２２２】
　さらに、図７，図８の最上段で示されるように、時刻ｔ５乃至ｔ６において、遊技球が
検出された場合、電子スイッチ１の出力信号である端子Ｖａの入力信号である比較電圧Ｖ

P-1は、高位出力電圧ＶP-OFFとなり、高位反転電圧ＶT-OFFよりも大きく、かつ、高域側
閾値電圧ＶT2-1よりも小さくなるので、ステップＳ５乃至Ｓ７の処理により、図７，図８
の３段目で示されるように、端子ＶＹ１からはＨｉの信号がインターフェイス信号として
出力される。
【０２２３】
　また、図８の時刻ｔ１乃至ｔ３において、例えば、電子スイッチ１に、短絡異常が発生
した場合、電子スイッチ１の出力信号である端子Ｖａの入力信号である比較電圧ＶP-1は
、GND電位となるため、低域側閾値電圧ＶT3-1よりも小さくなるので、ステップＳ８，Ｓ
１０の処理により、図８の３段目で示されるように、端子ＶＹ１からはＬｏｗの信号がロ
ックされた状態でインターフェイス信号として出力される。また、ステップＳ１１の処理
により、図８の最下段で示されるように、端子ＶＥからはＨｉの警戒信号が出力される。
【０２２４】
　次に、図９のフローチャートを参照して、磁気センサ２の出力信号に基づいた、磁気検
出センサインターフェイス処理について説明する。尚、図９のフローチャートにおける処
理は、電子スイッチ１と極性の異なる磁気センサ２の出力信号に基づいて、インターフェ
イス部３１と、同様に構成されるインターフェイス回路３２による処理であるので、基本
的に、図６のフローチャートを参照して説明した遊技球検出センサインターフェイス処理
と同様である。すなわち、図９におけるステップＳ３１乃至Ｓ４１の処理は、図６のステ
ップＳ１乃至Ｓ１１と同様の処理であるので、その説明は省略するものとする。
【０２２５】
　すなわち、図９のフローチャートの処理により、図７，図８の２段目で示されるように
、時刻ｔ０乃至ｔ２、および時刻ｔ３乃至ｔ４において、磁気が検出されていない場合、
磁気センサ２の出力信号である端子Ｖｂの入力信号である比較電圧ＶP-2（＝ＶP-1）は、
高位出力電圧ＶP-OFFとなり、高位反転電圧ＶT-OFFよりも大きく、かつ、高域側閾値電圧
ＶT2-1（＝ＶT2-1）よりも小さくなるので、ステップＳ３５乃至Ｓ３７の処理により、図
７，図８の４段目で示されるように、端子ＶＹ２からはＨｉの信号がインターフェイス信
号として出力される。
【０２２６】
　また、図７，図８の２段目で示されるように、時刻ｔ２乃至ｔ３において、磁気が検出
された場合、磁気センサ２の出力信号である端子Ｖｂの入力信号である比較電圧ＶP-2（
＝ＶP-1）は、低位出力電圧ＶP-OFFとなり、低位反転電圧ＶT-OFFよりも小さく、かつ、
低域側閾値電圧ＶT3-2（＝ＶT3-1）よりも大きくなるので、ステップＳ３２乃至Ｓ３４の
処理により、図７，図８の４段目で示されるように、端子ＶＹ２からはＬｏｗの信号がイ
ンターフェイス信号として出力される。
【０２２７】
　さらに、図７の時刻ｔ４乃至ｔ６において、例えば、磁気センサ２に、断線異常が発生
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した場合、磁気センサ２の出力信号である端子Ｖｂの入力信号である比較電圧ＶP-2は、
Ｖｃｃ１となるため、高域側閾値電圧ＶT2-2よりも大きくなるので、ステップＳ３８，Ｓ
４０の処理により、図７の４段目で示されるように、端子ＶＹ２からはＬｏｗの信号がロ
ックされた状態でインターフェイス信号として出力される。また、ステップＳ４１の処理
により、図７の最下段で示されるように、端子ＶＥからはＨｉの警戒信号が出力される。
【０２２８】
　また、図８の時刻ｔ４乃至ｔ６において、例えば、磁気センサ２に、短絡異常が発生し
た場合、磁気センサ２の出力信号である端子Ｖｂの入力信号である比較電圧ＶP-2は、GND
電位となるため、低域側閾値電圧ＶT3-2よりも小さくなるので、ステップＳ３８，Ｓ４０
の処理により、図８の４段目で示されるように、端子ＶＹ２からはＬｏｗの信号がロック
された状態でインターフェイス信号として出力される。また、ステップＳ４１の処理によ
り、図８の最下段で示されるように、端子ＶＥからはＨｉの警戒信号が出力される。
【０２２９】
　図７，図８を参照して説明した内容をまとめると以下のようになる。
【０２３０】
　すなわち、電子スイッチ１と磁気センサ２とは、出力特性が逆になっている以外は同様
に構成されるため、出力端子ＶＹ１、ＶＹ２は、電源異常、断線、または短絡といった異
常が発生しない限り、電子スイッチ１および磁気センサ２の出力信号が、そのままインタ
ーフェイス信号として出力される。すなわち、電子スイッチ１が遊技球を検出しないとき
、出力信号とインターフェイス信号はいずれもＬｏｗの信号を出力し、それ以外のとき、
Ｈｉの信号を出力する。また、磁気センサ２が磁気を検出しないとき、出力信号とインタ
ーフェイス信号はいずれもＨｉの信号を出力し、それ以外のとき、Ｌｏｗの信号を出力す
る。
【０２３１】
　また、電子スイッチ１と磁気センサ２とは、いずれにおいても電源異常、断線、または
短絡といった異常が発生すると、出力信号の値とは無関係に、インターフェイス信号がＬ
ｏｗにロックされ、端子ＶＥより出力される警戒信号は、Ｈｉの信号とされる。尚、端子
ＶＥより出力される信号は、電子スイッチ１と磁気センサ２とがいずれも異常がない状態
においてのみ、Ｌｏｗの信号を出力する。
【０２３２】
　次に、図１０のフローチャートを参照して、電子スイッチ１による遊技球検出処理につ
いて説明する。
【０２３３】
　ステップＳ５１において、ＩＣ回路９１は、コイル９２のインピーダンスを検出するこ
とにより、遊技球が検出されたか否かを判定する。ステップＳ５１において、例えば、貫
通穴９３を遊技球が通過しない場合、ステップＳ５２において、ＩＣ回路９１は、遊技球
を検出しないものとみなし、トランジスタＴｒ９１をオンにして、電子スイッチ１を閉塞
状態にする。
【０２３４】
　すなわち、電子スイッチ１は、上述した式（４）の関係から明らかなように、抵抗Ｒ１
１，Ｒ９１とツェナーダイオードＺＤ９１とが調整されることにより、上述した式（１１
）で示される短絡異常判定用の閾値電圧ＶT3-1よりも大きく、式（９）で示される低位反
転電圧ＶT-ONよりも小さく、かつ、酷似したＬｏｗ信号電圧Nを発生し、Ｉ／Ｆ装置３の
端子Ｖａに供給する。
【０２３５】
　一方、ステップＳ５１において、貫通穴９３を遊技球が通過している場合、ステップＳ
５３において、ＩＣ回路９１は、遊技球を検出しているものとみなし、トランジスタＴｒ
９１をオフにして、電子スイッチ１を開放状態にする。
【０２３６】
　すなわち、電子スイッチ１は、上述した式（３）に基づいて、調整済みの感度調整用抵
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抗ＲＥ、および抵抗Ｒ１１により、上述した式（１０）で示される断線異常判定用の閾値
電圧ＶT2-1よりも小さく、式（８）で示される高位反転電圧ＶT-OFFよりも大きく、かつ
、酷似したＨｉ信号電圧を発生し、Ｉ／Ｆ装置３の端子Ｖａに供給する。
【０２３７】
　すなわち、以上のような処理により、Ｉ／Ｆ装置３におけるインターフェイス部３１は
、正規の電子スイッチ１に対応した出力特性に対応したＨｉ信号電圧、または、Ｌｏｗ信
号電圧でなければ、正しいインターフェイス処理が実現できないことになるため、不正な
電子スイッチ１による人為的な不正行為を抑制することが可能となる。
【０２３８】
　尚、以上においては、電子スイッチ１における構成回路の構成部品の抵抗値、ツェナー
電位、ダイオード電位等を調整することにより、Ｉ／Ｆ装置３において正しくインターフ
ェイス処理できる出力特性のＨｉ信号電圧、またはＬｏｗ信号電圧を発生させる例につい
て説明してきたが、逆に、Ｉ／Ｆ装置３におけるインターフェイス部３１の各構成回路の
構成部品の抵抗値、ツェナー電位、ダイオード電位等を調整することにより、正規の電子
スイッチ１からの出力信号のＨｉ信号電圧、またはＬｏｗ信号電圧の特性に対応できるよ
うにして、正規の電子スイッチ１とＩ／Ｆ装置３とのみが相互にインターフェイス処理が
実現できる関係となるようにしてもよい。したがって、電子スイッチ１の出力信号の電圧
特性である、Ｈｉ信号電圧、またはＬｏｗ信号電圧は、それぞれの対応関係を満たしつつ
、可能な限り高位反転電圧ＶT-OFF、および低位反転電圧ＶT-ONに酷似するものとなるよ
うに構成されることが望ましく、そうすることで、人為的不正行為に対して高い抑制効果
が期待できる。
【０２３９】
　次に、図１１のフローチャートを参照して、磁気センサ２による磁気検出処理について
説明する。
【０２４０】
　ステップＳ６１において、開閉スイッチ１１１は、磁石の接近によりオンされることに
より、磁気が検出されたか否かを判定する。ステップＳ６１において、例えば、磁気が検
出されない場合、ステップＳ６２において、開閉スイッチ１１１がオフにされることによ
り、定電流発生部１１３のみ有効にして、開放状態にする。これにより、磁気センサ２は
、電子スイッチ１のＨｉ信号電圧と酷似したＨｉ信号電圧を発生し、Ｉ／Ｆ装置３の端子
Ｖｂに供給する。
【０２４１】
　すなわち、磁気センサ２は、上述した式（７）の関係から説明したように、抵抗Ｒ１２
、並びに定電流発生部１１３の抵抗Ｒ１１１が調整されることにより、上述の式（１０）
で示される断線異常判定用の閾値電圧ＶT2-1よりも小さく、式（８）で示される高位反転
電圧ＶT-OFFよりも大きく、かつ、酷似したＨｉ信号電圧を発生することにより、電子ス
イッチ１に酷似したＨｉ信号電圧を発生し、Ｉ／Ｆ装置３の端子Ｖｂに供給する。
【０２４２】
　一方、ステップＳ６１において、磁気を検出した場合、ステップＳ６３において、開閉
スイッチ１１１は、オンされることにより、定電圧発生部１１２より電子スイッチ１の残
電圧に相当する定電圧を発生させ、磁気センサ２を閉塞状態にする。これにより、磁気セ
ンサ２は、電子スイッチ１のＬｏｗ信号電圧と酷似したＬｏｗ信号電圧を発生し、Ｉ／Ｆ
装置３の端子Ｖｂに供給する。
【０２４３】
　すなわち、電子スイッチ１は、上述した式（５）に基づいて、調整済みのツェナーダイ
オードＺＤ１１１、および抵抗Ｒ１２，Ｒ１１２により、上述した式（１１）で示される
短絡異常判定用の閾値電圧ＶT3-1よりも大きく、上述した式（９）で示される低位反転電
圧ＶT-ONよりも小さく、かつ、酷似したＬｏｗ信号電圧を発生することにより、電子スイ
ッチ１に酷似したＬｏｗ信号電圧を発生し、Ｉ／Ｆ装置３の端子Ｖｂに供給する。
【０２４４】
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　すなわち、以上のような処理により、Ｉ／Ｆ装置３におけるインターフェイス部３２は
、正規の電子スイッチ１と酷似した出力特性の正規の磁気センサ２に対応した出力特性に
対応した出力信号でなければ、正しいインターフェイス処理が実現できないことになるた
め、不正な磁気センサ２による人為的な不正行為を抑制することが可能となる。
【０２４５】
　尚、以上においては、磁気センサ２における構成回路の構成部品の抵抗値、ツェナー電
位、トランジスタのベースエミッタ間電位等を調整することにより、Ｉ／Ｆ装置３におい
て正しくインターフェイス処理できる出力特性の出力信号を発生させる例について説明し
てきたが、逆に、Ｉ／Ｆ装置３におけるインターフェイス部３２の各構成回路の構成部品
の抵抗値、ツェナー電位、トランジスタのベースエミッタ間電位等を調整することにより
、正規の磁気センサ２からの出力信号の出力特性に対応できるようにして、磁気センサ２
とＩ／Ｆ装置３とのみが相互にインターフェイス処理が実現できる関係となるようにして
もよい。
【０２４６】
　さらに、以上においては、インターフェイス部３１，３２が共通の構成とされているた
め、電子スイッチ１および磁気センサ２のそれぞれ出力信号特性を共通にしているため、
Ｉ／Ｆ装置３は、いずれのインターフェイス部３１，３２においても、電子スイッチ１お
よび磁気センサ２の出力信号をインターフェイス処理することができる上、人為的な不正
に対しても強固な保安体制を構成することができる。
【０２４７】
　次に、図１２のフローチャートを参照して、Ｉ／Ｆ装置３における信号検出処理につい
て説明する。
【０２４８】
　ステップＳ７１において、接続異常処理部４ａは、端子ＶＥより供給されてくるインタ
ーフェイス信号である警戒信号が、Ｈｉの信号であるか否か、すなわち、電源異常、断線
、または短絡などの接続異常が発生しているか否かを判定する。ステップＳ７１において
、例えば、図１３の最下段の時刻ｔｘ以降で示されるように、端子ＶＥから出力される警
戒信号がＨｉの信号である場合、ステップＳ７２において、接続異常処理部４ａは、警戒
信号がＨｉの信号となったタイミングから、端子ＶＹ１乃至ＶＹ８のいずれかで出力がＬ
ｏｗに固定されているか否かを判定する。
【０２４９】
　尚、図１３は、最上段から８段目までは、端子ＶＹ１乃ＶＹ８のインターフェイス信号
の時間方向の変移を示しており、最下段は端子ＶＥからの警戒信号の時間方向の変移を示
している。
【０２５０】
　ステップＳ７２において、例えば、いずれかの端子においてＬｏｗの信号に固定されて
いた場合、ステップＳ７３において、接続異常処理部４ａは、Ｌｏｗの信号に固定されて
いる端子に対応する電子スイッチ１、または磁気センサ２に短絡、または断線などの接続
異常が発生していることを認識し、例えば、必要に応じて認識した異常を表示部などに表
示させる。
【０２５１】
　すなわち、ステップＳ７２において、例えば、図１３の８段目で示されるように、時刻
ｔｘ以降において、Ｌｏｗの信号に固定されているので、ステップＳ７３において、接続
異常処理部４ａは、端子ＶＹ８に対応する磁気センサ２－３において、短絡、または断線
などの接続異常が発生していることを認識することが可能となり、例えば、これを表示部
などを用いて画像として表示したり、スピーカなどを用いて音声により出力することで、
ユーザに提示することが可能となる。
【０２５２】
　一方、ステップＳ７１において、端子ＶＥからの警戒信号がＨｉの信号ではない、すな
わち、電子スイッチ１－１乃至１－５、または磁気センサ２－１乃至２－３のいずれにお
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いても断線、または短絡などの発生が検出されていないことを示すＬｏｗの信号が供給さ
れてきた場合、処理は、ステップＳ７４に進む。
【０２５３】
　ステップＳ７４において、遊技球計測部４ｂは、いずれかの端子において所定期間だけ
インターフェイス信号がＨｉの信号となるか否かを判定する。ステップＳ７５において、
例えば、図１３における４段目で示されるように、端子ＶＹ４より供給されるインターフ
ェイス信号が、時刻ｔａから所定期間だけＨｉの信号となることにより、ステップＳ７５
において、遊技球計測部４ｂは、端子ＶＹ４に対応する電子スイッチ１－４において、時
刻ｔａのタイミングに遊技球が通過したことを認識することができ、必要に応じて個数を
計測する。また、同様に、図１３の最上段で示されるように、端子ＶＹ１における時刻ｔ
ｂからの所定期間については、対応する電子スイッチ１－１において、遊技球が検出され
たことを認識することになる。
【０２５４】
　一方、ステップＳ７４において、いずれの端子でも所定期間だけＨｉの信号が出力され
ない場合、処理は、ステップＳ７６に進む。
【０２５５】
　ステップＳ７６において、磁気異常処理部４ｃは、いずれかの端子がＨｉの信号状態か
らＬｏｗの信号に切り替わったか否か、すなわち、磁気センサ２が磁気を検出したか否か
を判定する。
【０２５６】
　ステップＳ７６において、例えば、図１３の７段目で示されるように、時刻ｔｆにおい
て、端子ＶＹ７からのインターフェイス信号がＬｏｗの信号に切り替わった場合、ステッ
プＳ７７において、磁気異常処理部４ｃは、対応する磁気センサ２－２において磁気が検
出されたものと認識する。
【０２５７】
　一方、ステップＳ７６において、いずれの端子においても、Ｈｉの信号状態からＬｏｗ
の信号に切り替わらない場合、ステップＳ７７の処理は、スキップされ、処理は、ステッ
プＳ７１に戻る。
【０２５８】
　さらに、ステップＳ７２において、いずれの端子においても、端子ＶＥの警戒信号がＨ
ｉの信号に切り替わったタイミングからＬｏｗの信号に固定的に切り替わらない場合、電
圧異常処理部４ｄは、電源監視部３３により監視されている電源１１に出力電圧Ｖｃｃ１
が所定値よりも低下していることを認識する。
【０２５９】
　尚、３段目で示される、端子ＶＹ３における時刻ｔｃからの所定期間、５段目で示され
る、端子ＶＹ５における時刻ｔｄから所定の期間、および２段目で示される、端子ＶＹ２
における時刻ｔｅから所定の期間についても、同様に所定期間Ｌｏｗの信号となるが、図
１３においては、端子ＶＥが時刻ｔｘ以降においてＨｉとなっているおり、断線、もしく
は短絡、または電源異常からくる異常が検出されることになるため、ステップＳ７１乃至
Ｓ７３，Ｓ７８の処理が繰り返されることにより、遊技球は事実上検出されない状態とな
る。
【０２６０】
　以上の処理により検出される状態をまとめると図１４で示される関係となる。
【０２６１】
　すなわち、最左列で示されるように、電源１１の電圧低下や、電子スイッチ１および磁
気センサ２の断線、または短絡といった接続異常がない場合、Ｉ／Ｆ装置３は、入力端子
Ｖａ１乃至Ｖａ５に入力される電子スイッチ１の出力信号を、端子ＶＹ１乃至ＶＹ５から
そのまま出力すると共に、入力端子Ｖｂ１乃至Ｖｂ３に入力される磁気センサ２の出力信
号を、端子ＶＹ６乃至ＶＹ８からそのまま出力する。このため、制御部４の遊技球計測部
４ｂは、端子ＶＹ１乃至ＶＹ５からの信号が所定時間だけＨｉの信号に切り替わったとき
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、対応する電子スイッチ１－１乃至１－５において遊技球が検出されたことを認識し、計
数する。また、磁気異常処理部４ｃは、端子ＶＹ６乃至ＶＹ８からの信号がＬｏｗの信号
に切り替わったとき、対応する磁気センサ２－１乃至２－３において磁石が接近したこと
を認識する。さらに、このとき、Ｉ／Ｆ装置３は、端子ＶＥより警戒信号をＬｏｗの信号
として制御部４に出力するので、制御部４は、異常が発生していないことを認識すること
が可能となる。
【０２６２】
　一方、最左列で示されるように、電源１１の電圧低下や、電子スイッチ１および磁気セ
ンサ２の断線、または短絡といった接続異常がある場合、Ｉ／Ｆ装置３は、端子ＶＥより
警戒信号をＨｉの信号として制御部４に出力するので、制御部４は、異常が発生している
ことを認識する。そして、磁気センサ２－１乃至２－３のいずれかに断線、または短絡と
いった接続異常がある場合、Ｉ／Ｆ装置３は、入力端子Ｖｂ１乃至Ｖｂ３のうち断線、ま
たは短絡といった接続異常がある磁気センサ２に対応する、端子ＶＹ６乃至ＶＹ８からの
インターフェイス信号をＬｏｗに固定して出力するので、制御部４の磁気異常処理部４ｃ
は、固定されたＬｏｗの信号により、対応する磁気センサ２－１乃至２－３において断線
、または短絡といった接続異常が発生したことを認識することが可能となる。
【０２６３】
　さらに、電源監視部３３により電源１１の電圧値Ｖｃｃ１が低下した場合、Ｉ／Ｆ装置
３は、全ての端子ＶＹ１乃至ＶＹ８の全ての端子からインターフェイス信号としてＬｏｗ
の信号を出力するので、電源異常処理部４ｄは、電源１１の電圧値が低下したことを認識
することが可能となる。
【０２６４】
　尚、以上においては、磁気センサ２の定電圧発生部１１２の構成としてツェナーダイオ
ードＺＤ１１１を用いて、電子スイッチ１の残電圧に酷似した電圧値を出力させるように
した例について説明してきたが、同様の機能を備えたものであればよく、例えば、図１５
の磁気センサ２'で示されるようなものであってもよい。
【０２６５】
　すなわち、図１５の磁気センサ２'における定電圧発生部１１２は、トランジスタＴｒ
１４１、および抵抗Ｒ１４１，Ｒ１４２より構成されている。トランジスタＴｒ１４１の
コレクタは、抵抗１４１の一方の端部、抵抗Ｒ１１３の一方の端部、トランジスタＴｒ１
１２のコレクタ、および抵抗Ｒ１１２の一方の端部に接続されており、エミッタは、抵抗
Ｒ１４２の他方の端部、および、開閉スイッチ１１１の一方の端部に接続されており、さ
らに、ベースは、抵抗Ｒ１４１の他方の端部、および抵抗Ｒ１４２の一方の端部に接続さ
れている。抵抗Ｒ１４１は、トランジスタＴｒ１４１のコレクタ、抵抗Ｒ１１３の一方の
端部、トランジスタＴｒ１１２のコレクタ、および抵抗Ｒ１１２の一方の端部に接続され
ており、他方の端部は、トランジスタＴｒ１４１のベース、および抵抗Ｒ１４２の一方の
端部に接続されている。抵抗Ｒ１４２の一方の端部は、トランジスタＴｒ１４１のベース
、および抵抗Ｒ１４１の他方の端部に接続されており、他方の端部は、開閉スイッチ１１
１の一方の端部、およびトランジスタＴｒ１４１のエミッタに接続されている。
【０２６６】
　このとき、図１５で示されるように、電子スイッチ１においてもツェナーダイオードＺ
Ｄ９１に代えて、トランジスタＴｒ１２１、および抵抗Ｒ１２１，Ｒ１２２により、磁気
センサ２の定電圧発生部１１２と同様の構成にすると共に、同一の特性を持ったものとす
るようにしてもよい。
【０２６７】
　さらに、以上においては、電子スイッチ１と磁気センサ２とを用いた場合について説明
してきたが、同様の構成により、他のセンサを組み合わせるようにしてもよく、例えば、
図１６の最上段で示されるような、電子スイッチ１と電波検出センサ２''としてもよい。
電波検出センサ２''は、アンテナ１６１、および、アンテナ１６１を用いて電波を検出す
るＩＣ回路１７１、ツェナーダイオードＺＤ１７１、およびトランジスタＴｒ１７１より
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構成される。すなわち、電波検出センサ２''は、電子スイッチ１における貫通穴９３の周
りの図示せぬコイルをアンテナ１６１に代えた構成であるので、ＩＣ回路１７１、ツェナ
ーダイオードＺＤ１７１、およびトランジスタＴｒ１７１の特性を、図３におけるＩＣ回
路９１、ツェナーダイオードＺＤ９１、およびトランジスタＴｒ９１と同様の特性として
、定電圧発生部１１２および定電流発生部１１３を構成することで上述した処理と同様の
処理を実現することができる。また、不要に端子数を増大させることなく、監視項目を増
やすようにすることが可能となる。
【０２６８】
　また、磁気センサ２の構成についても、図３、および図１５の構成のみならず、対応す
る特性を備えた構成となるようにしてもよく、例えば、図１６の２段目で示されるように
、磁気センサ２'''とするようにしてもよい。磁気センサ２'''においては、定電流発生部
１１３の構成を、同容量の漏れ電流を発生するＩＣ回路１８１に置き換えたものである。
【０２６９】
　さらに、Ｖｃｃ１の電圧の変化幅（図５におけるＶM）が小さく、固定電圧であるもの
と仮定してもよい場合、固定抵抗を設定するだけで定電流を発生させることができる。そ
こで、図１６の３段目で示されるように、定電流発生部１１３の構成を抵抗１９１に代え
た磁気センサ２''''とするようにしてもよい。すなわち、固定抵抗を設定するだけで済ま
すことができるので、装置構成を簡単なものとし、低コスト化を実現することが可能とな
る。
【０２７０】
　また、図１６の最下段で示されるように、３線式の磁気センサ２'''''とし、定電流発
生部１１３の構成を抵抗２０１、Ｒ２０２に代えるようにしてもよい。
【０２７１】
　尚、以上においては、電子スイッチ１の出力信号をノーマルクローズ、すなわち、遊技
球を検出するとき、Ｈｉの信号とし、遊技球を検出しないるとき、Ｌｏｗの信号とし、磁
気センサ２の出力信号をノーマルオープン、すなわち、磁気を検出するとき、Ｌｏｗの信
号とし、磁気を検出しないとき、Ｈｉの信号とすることで、相互に極性を異なるものとす
る例について説明してきたが、極性が異なればよいので、Ｈｉ、またはＬｏｗの関係は逆
の関係であっても良い。
【０２７２】
　また、電子スイッチ１、および磁気センサ２について、電源１１の電圧低下異常、短絡
、若しくは、断線などの接続異常が発生するとき、Ｉ／Ｆ装置３は、それぞれＬｏｗの信
号を固定して出力する例について説明してきたが、Ｈｉ、またはＬｏｗの信号のいずれか
に固定される構成であればよいので、例えば、異常が発生したときに、Ｈｉの信号を固定
的に出力する構成としてもよい。
【０２７３】
　以上のごとく、本発明によれば、装置の大型化や端子数を不要に増大させることなく、
監視項目を増やすようにすることができ、遊技機の人為的不正行為および断線または短絡
等の接続異常を、低コストで、かつ、高い確度で監視することが可能となる。
【０２７４】
　ところで、上述した一連の監視処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが
、ソフトウェアにより実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行さ
せる場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込
まれているコンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の
機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、記録媒体か
らインストールされる。
【０２７５】
　図１７は、汎用のパーソナルコンピュータの構成例を示している。このパーソナルコン
ピュータは、CPU(Central Processing Unit)１００１を内蔵している。CPU１００１には
バス１００４を介して、入出力インターフェイス１００５が接続されている。バス１００
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続されている。
【０２７６】
　入出力インターフェイス１００５には、ユーザが操作コマンドを入力するキーボード、
マウスなどの入力デバイスよりなる入力部１００６、処理操作画面や処理結果の画像を表
示デバイスに出力する出力部１００７、プログラムや各種データを格納するハードディス
クドライブなどよりなる記憶部１００８、LAN（Local Area Network）アダプタなどより
なり、インターネットに代表されるネットワークを介した通信処理を実行する通信部１０
０９が接続されている。また、磁気ディスク（フレキシブルディスクを含む）、光ディス
ク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disc)を含む）、
光磁気ディスク（ＭＤ(Mini Disc)を含む）、もしくは半導体メモリなどのリムーバブル
メディア１０１１に対してデータを読み書きするドライブ１０１０が接続されている。
【０２７７】
　CPU１００１は、ROM１００２に記憶されているプログラム、または磁気ディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリ等のリムーバブルメディア１０１１から
読み出されて記憶部１００８にインストールされ、記憶部１００８からRAM１００３にロ
ードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。RAM１００３にはまた、CPU１００
１が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
【０２７８】
　尚、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載
された順序に沿って時系列的に行われる処理は、もちろん、必ずしも時系列的に処理され
なくとも、並列的あるいは個別に実行される処理を含むものである。
【０２７９】
　また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表す
ものである。
【符号の説明】
【０２８０】
　１，１－１乃至１－５　電子スイッチ
　２，２－１乃至２－３　磁気センサ
　３　Ｉ／Ｆ装置
　４　制御部
　１１，１２　電源部
　３１，３１－１乃至３１－５，３２，３２－１乃至３２－３　インターフェイス部
　３３　電源監視部
　３４　ＯＲ回路
　４１，４１－１乃至４１－５　Ｉ／Ｆ処理部
　４２，４２－１乃至４２－５　異常検出部
　４３，４３－１乃至４３－３　Ｉ／Ｆ処理部
　４４，４４－１乃至４４－３　異常検出部
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