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(57)【要約】
【課題】不正行為（ハーネスゴト）を防止する。
【解決手段】第１収納ケース９３に、主制御基板の主基
板側コネクタ６８ａ～６８ｃを露出させるコネクタ窓９
５ａを形成する。第２及び第３収納ケース９７，９９に
、サブ制御基板のサブ基板側コネクタ７６ａ～７６ｃ，
８８ａ～８８ｃを露出させるコネクタ窓９５ｂ，９５ｃ
を形成する。主基板側コネクタ６８ａとサブ基板側コネ
クタ７６ａとを接続するハーネス６５及びそのコネクタ
接続部分を、第１ハーネスベース１０５及び第１ハーネ
スカバー１０７で覆う。両者をカシメピン１１８により
封印する。同様に、コネクタ６８ｂ，８８ａ同士を接続
するハーネス６７を、第２ハーネスベース１０９及び第
２ハーネスカバー１１１で覆い、両者をカシメピン１１
８により封印する。これにより、ハーネスゴトを防止す
ることができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技の実行制御を行う複数の制御基板を備え、前記複数の制御基板のうち、互いに電気
的に接続される第１制御基板及び第２制御基板にそれぞれ設けられたコネクタ同士を電気
配線により接続している遊技機において、
　前記電気配線の配線経路に沿う形状に形成され、前記電気配線を収納する無蓋箱状のベ
ース本体を備え、前記ベース本体の底部の一端部に前記第１制御基板の前記コネクタが挿
通される第１コネクタ挿通穴、及び前記底部の他端部に前記第２制御基板の前記コネクタ
が挿通される第２コネクタ挿通穴が形成されている配線ベースと、
　前記配線ベースの開口部を覆うように前記配線ベースに装着され、前記電気配線を覆う
第１覆い部、及び前記コネクタと前記電気配線との接続部分を覆う第２覆い部が一体形成
されている配線カバーと、
　前記配線カバーを前記配線ベースから不正に取り外した際に痕跡が残るように、前記配
線ベース及び前記配線カバーを封印する封印部材とを備えることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１及び第２制御基板は、第１ケース本体及び第２ケース本体からなる２分割構造
を有する収納ケースにそれぞれ収納され、前記第１ケース本体には、前記コネクタが露呈
されるコネクタ窓が形成されており、
　前記配線ベースは、前記第１及び第２コネクタ挿通穴に前記コネクタが挿通されて前記
第１ケース本体に当接された後、少なくとも前記配線ベース及び前記第１ケース本体を貫
通するベース固定部材により、前記第１ケース本体を間に挟んだ状態で前記第２ケース本
体に固定されることを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記封印部材は、前記配線カバー及び前記配線ベースを貫通して両者を一体に固定する
カシメピンであることを特徴とする請求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記封印部材は、前記配線カバーと前記配線ベースとにわたって貼り付けられた封印シ
ールであることを特徴とする請求項１または２記載の遊技機。
【請求項５】
　前記封印部材は、前記配線カバーを前記配線ベースにねじ止めし、且つ締め付けのみ可
能なワンウェイねじであることを特徴とする請求項１または２記載の遊技機。
【請求項６】
　前記封印部材は、前記配線ベースと前記配線カバーとを結束する結束バンドの両端部を
重ね合わせた状態で固定するバインドタグであることを特徴とする請求項１または２記載
の遊技機。
【請求項７】
　前記配線ベース及び前記配線カバーは、透明な樹脂材料で形成されていることを特徴と
する請求項１ないし６いずれか１項記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシンやパチンコ機などの遊技機に関し、さらに詳しくは、遊技の
実行処理を行う複数の制御基板同士をハーネスなどの各種電気配線により電気的に接続し
ている遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ店などの遊技場に設置して使用されるスロットマシンはパチスロ機と称され、
遊技媒体に用いられるメダルには一定の価値が与えられている。そしてゲームを行って獲
得したメダルは、その枚数に応じて種々の景品に交換することができることもあって、簡
便なレジャーとして広く親しまれている。最近のスロットマシンはマイクロコンピュータ
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によってその作動が制御され、リールをステッピングモータで駆動する構造となっている
。メダルを投入してリールを回転させた後、ストップボタンの操作タイミングを基準にし
てリールの停止制御を行い、リール停止時の絵柄の組み合わせが当選役に該当していると
ホッパー装置の駆動が行われ、その当選役に応じた枚数のメダルが払い出される。
【０００３】
　このような制御のために、スロットマシンにはメダルセンサ、リール停止操作用ストッ
プボタン、リール及びその駆動ユニット、ホッパー装置、発光ダイオードや液晶パネルか
らなる表示装置を含む各種装置が内蔵され、さらにこれらの各種装置の作動を制御する制
御基板が組み込まれている。制御基板には、主として電子抽選及びリールの停止制御を行
う電子部品（ＣＰＵ、ＲＯＭ等）を実装した主制御基板の他に、メダルの投入検知や遊技
者による各種の操作信号を検知するための電子部品を実装した操作検知用サブ基板や、表
示装置を駆動するための電子部品を実装した表示用サブ基板などの上述の各種装置の作動
を制御する各種サブ基板がある。そして、主制御基板とサブ基板、或いはサブ基板同士は
、ハーネスなどの電気配線により電気的に接続され、各々の間で電気信号の授受を行うこ
とによって各種装置の適切な制御が行われる。
【０００４】
　上述の主制御基板やサブ基板には、遊技制御用の各種プログラムが記憶されたＲＯＭが
実装されているが、不正にメダルを得るために、正規なＲＯＭを不正なＲＯＭに交換する
ことでスロットマシンの遊技制御内容（当選確率や配当枚数など）を不正に変更する行為
が行われるという問題があった。また、主制御基板やサブ基板そのものを不正な基板に交
換する行為が行われる場合もあった。このため、主制御基板やサブ基板は、それぞれ収納
ケースに収納されるか、或いは保護カバーで覆われている（特許文献１及び２参照）。
【特許文献１】特開平１１－４４９号公報
【特許文献２】特開平１１－４２３１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上述のＲＯＭ交換や基板交換などの主制御基板やサブ基板に対する不正行為
に対しては、上記特許文献１及び２に記載されている以外にも各種不正対策が施されてい
るが、各基板間を接続するハーネスについては十分な不正対策が施されていない。このた
め、ハーネスを各基板のコネクタから抜いて不正な回路基板を接続したり、ハーネスを途
中で切断して不正な回路基板を介在させたりして、上述の遊技制御内容を変更する所謂「
ハーネスゴト」と呼ばれる不正行為が可能である。このハーネスゴトはパチンコ店側の関
与も十分に推測されるため、早急な不正対策が求められている。
【０００６】
　本発明は上記問題を解決するためのものであり、ハーネスゴトと呼ばれる不正行為を防
止可能な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】
【０００７】
　本発明は、遊技の実行制御を行う複数の制御基板を備え、前記複数の制御基板のうち、
互いに電気的に接続される第１制御基板及び第２制御基板にそれぞれ設けられたコネクタ
同士を電気配線により接続している遊技機において、前記電気配線の配線経路に沿う形状
に形成され、前記電気配線を収納する無蓋箱状のベース本体を備え、前記ベース本体の底
部の一端部に前記第１制御基板の前記コネクタが挿通される第１コネクタ挿通穴、及び前
記底部の他端部に前記第２制御基板の前記コネクタが挿通される第２コネクタ挿通穴が形
成されている配線ベースと、前記配線ベースの開口部を覆うように前記配線ベースに装着
され、前記電気配線を覆う第１覆い部、及び前記コネクタと前記電気配線との接続部分を
覆う第２覆い部が一体形成されている配線カバーと、前記配線カバーを前記配線ベースか
ら不正に取り外した際に痕跡が残るように、前記配線ベース及び前記配線カバーを封印す
る封印部材とを備えることを特徴とする。
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【０００８】
　前記第１及び第２制御基板は、第１ケース本体及び第２ケース本体からなる２分割構造
を有する収納ケースにそれぞれ収納され、前記第１ケース本体には、前記コネクタが露呈
されるコネクタ窓が形成されており、前記配線ベースは、前記第１及び第２コネクタ挿通
穴に前記コネクタが挿通されて前記第１ケース本体に当接された後、少なくとも前記配線
ベース及び前記第１ケース本体を貫通するベース固定部材により、前記第１ケース本体を
間に挟んだ状態で前記第２ケース本体に固定されることが好ましい。
【０００９】
　前記封印部材は、前記配線カバー及び前記配線ベースを貫通して両者を一体に固定する
カシメピンであることが好ましい。
【００１０】
　前記封印部材は、前記配線カバーと前記配線ベースとにわたって貼り付けられた封印シ
ールであることが好ましい。
【００１１】
　前記封印部材は、前記配線ベースと前記配線カバーとを結束する結束バンドの両端部を
重ね合わせた状態で固定するバインドタグであることが好ましい。
【００１２】
　前記配線ベース及び前記配線カバーは、透明な樹脂材料で形成されていることが好まし
い。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の遊技機は、複数の制御基板同士を電気的に接続する電気配線を配線ベース及び
配線カバーで覆うとともに、前記配線ベース及び前記配線カバーを封印部材で封印するよ
うにしたので、ハーネスゴトと呼ばれる不正行為を防止することができる。また、ハーネ
スゴトが行われた場合でも痕跡が残るため、不正を容易に発見することができる。
【００１４】
　また、ベース固定部材を用いて、配線ベースを第１ケース本体を間に挟んだ状態で第２
ケース本体に固定するようにしたので、前記配線カバーを前記配線ベースから取り外して
前記ベース固定部材を取り外したり、前記ベース固定部材を破壊したりしない限り、前記
第１及び第２ケース本体を分離することができない。その結果、不正なＲＯＭ交換や基板
交換などの各制御基板に対する不正行為も防止することができ、さらに、不正行為が行わ
れた場合でも容易に発見することができる。
【００１５】
　また、配線ベース及び配線カバーをカシメピンで封印することで、同様にハーネスゴト
が行われた場合に痕跡を残すことができる。
【００１６】
　また、配線ベース及び配線カバーを封印シールで封印することで、同様にハーネスゴト
が行われた場合に痕跡を残すことができる。
【００１７】
　また、配線ベース及び配線カバーを結束する結束バンドの両端部をバインドタグで封印
することで、同様にハーネスゴトが行われた場合に痕跡を残すことができる。
【００１８】
　また、配線ベース及び配線カバーを透明樹脂材料で形成したので、ハーネスゴトが行わ
れた場合でも容易に発見することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１に示すように、本発明を実施したスロットマシン１０（遊技機）の筐体１２の前面
扉１３には、４個の絵柄表示窓１４が設けられている。そして、これらの絵柄表示窓４を
通し、筐体１２内に設置された第１リール１５ａ，第２リール１５ｂ，第３リール１５ｃ
及び、サブリール１６の絵柄を観察することができる。第１～第３リール１５ａ～１５ｃ
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の外周には様々な絵柄が一定ピッチで配列され、リールが停止した状態では絵柄表示窓１
４を通して１リール当たり３個の絵柄が観察される。これにより、各リールの絵柄を一個
ずつ組み合わせた直線状の入賞ラインが横３本斜め２本の合計５本が設定される。メダル
投入口１７からはゲームの開始に先立って遊技者によりメダルが投入される。１枚のメダ
ルを投入したときには中央横一本の入賞ラインが有効化され、２枚では横３本、３枚では
さらに斜め２本を加えた５本の入賞ラインが有効化される。
【００２０】
　右端のサブリール１６の外周には演出用の絵柄が配列され、リール始動用のスタートレ
バー１８を操作したときに、他のリール１５ａ～１５ｃとともに回転を始める。そして、
その直後に行われる電子抽選で例えばビッグボーナス（ＢＢ）ゲームモードに移行させる
ＢＢフラグが抽選されたときに「７」の絵柄を出す位置で停止制御される。ＢＢゲームモ
ードへの移行は第１～第３リール１５ａ～１５ｃによる絵柄の組み合わせが「７－７－７
」になったときに行われ、その期間中には大量のメダルを獲得することができるようにな
る。そこで、ＢＢフラグが抽選され「７－７－７」の組み合わせが得やすい状態になった
ときにサブリール１６で絵柄「７」を表示すれば、遊技者は大きな期待感をもってリール
ごとに設けられたストップボタン１９ａ，１９ｂ，１９ｃを操作することになり、スロッ
トマシンゲームの演出効果を高めることができる。
【００２１】
　ストップボタン１９ａ～１９ｃの上方の操作パネルには、メダルを貯留（クレジット）
した状態でゲームを行うときに操作される１枚ベットボタン，ＭＡＸベットボタン，精算
ボタンなどの各種の操作ボタンが設けられている。これらの操作ボタンの機能はいずれも
周知であるのでその詳細については省略する。筐体１２の下部にメダル受け皿２０が設け
られており、ゲームで当たりが得られたときに払い出し口２１から払い出される配当メダ
ルを貯留する。
【００２２】
　図２に示すように、前面扉１３の背面上部には表示ユニット２３が取り付けられ、背面
下部には操作検知用サブ基板２５が取り付けられている。表示ユニット２３は、例えば液
晶パネルとそのドライバ回路とから構成されている。表示ユニット２３が例えば文字やキ
ャラクタなどの演出画像を表示することで、電子抽選の抽選結果を示唆する（ＢＢに当選
したことへの示唆）演出が実行される。この表示ユニット２３は、ハーネス２７を介して
、筐体１２内に組み込まれた表示用サブ基板２９に電気的に接続されている。
【００２３】
　操作検知用サブ基板２５には、メダル投入口１７から投入されたメダルを検知するメダ
ルセンサ３１（図３参照）や、ストップボタン１９ａ～１９ｃなどの入力操作部３３（図
３参照）が接続されており、メダルの検知信号や入力操作部３３の操作信号が入力される
。この操作検知用サブ基板２５は、ハーネス３５を介して、筐体１２内の制御基板に電気
的に接続されている。
【００２４】
　筐体１２の内部には、リールユニット３７、ホッパー装置３９、電源ユニット４１など
の各種装置が組み込まれている。また、筐体１２の内部には、図３に示すような上述の各
種装置の作動を制御するための表示用サブ基板２９、リール用サブ基板４３、サブリール
用サブ基板４５、ホッパー用サブ基板４７、主制御基板４９、第１サブ制御基板５１、第
２サブ制御基板５３などの各種基板が組み込まれている。
【００２５】
　リールユニット３７（図２参照）は、第１～第３リール１５ａ～１５ｃ及びサブリール
１６と、各リール１５ａ～１５ｃ，１６をそれぞれ回転する第１～第４ステッピングモー
タ（以下、ＳＴＭという）５５ａ～５５ｄとをユニット化したものである。このリールユ
ニット３７には、フォトセンサ（図示せず）と、リール用サブ基板４３と、サブリール用
サブ基板４５とが組み込まれている。
【００２６】
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　フォトセンサ（図示せず）は、各リール１５ａ～１５ｃ，１６の回転中にリールの基準
位置に設けられた信号片の通過を検知する。リール用サブ基板４３は、第１～第３リール
１５ａ～１５ｃ（第１～第３ＳＴＭ５５ａ～５５ｃ）の駆動・停止制御を行う。サブリー
ル用サブ基板４５は、サブリール１６（第４ＳＴＭ５５ｄ）の回転・停止制御を行う。
【００２７】
　ホッパー装置３９は、メダルの払出し処理時に駆動される。ホッパー装置３９の近傍に
は、ホッパー駆動制御用のホッパー用サブ基板４７が設けられている。電源ユニット４１
（図２参照）には、電源スイッチ等が設けられており、このスイッチがＯＮされるとスロ
ットマシン１０の各部に必要な電力が供給される。
【００２８】
　スロットマシン１０は、遊戯に係る電子抽選及びリールの停止制御を行う主制御基板４
９と、主制御基板４９からの制御信号を受けてメダルの払い出し処理などを行う第１サブ
制御基板５１と、主制御基板４９からの制御信号を受けて演出処理を行う第２サブ制御基
板５３とを備えている。
【００２９】
　主制御基板４９には、メイン制御部５７及び電子抽選部５９からなるＣＰＵと、ＲＡＭ
及びＲＯＭからなるメモリ６１とが実装されている。スロットマシン１０の基本的な作動
は、メモリ６１のＲＯＭ領域に書き込まれたプログラムに従い、メイン制御部５７により
管制される。電子抽選部５９は、現在実行されたゲームの当選役を抽選して決める。
【００３０】
　また、主制御基板４９には、ハーネス６３を介してリール用サブ基板４３が接続され、
ハーネス６５を介して第１サブ制御基板５１が接続され、さらに、ハーネス６７を介して
第２サブ制御基板５３が接続されている。このため、主制御基板４９には、ハーネス６５
と接続される主基板側コネクタ６８ａと、ハーネス６７と接続される主基板側コネクタ６
８ｂと、ハーネス６３と接続される主基板側コネクタ６８ｃとが設けられている（図４参
照）。
【００３１】
　リール用サブ基板４３には、リール駆動ＩＣ６９が実装されている。リール駆動ＩＣ６
９は、メイン制御部５７から入力される制御信号に基づき、第１～第３リール１５ａ～１
５ｃを回転させる第１～第３ＳＴＭ５５ａ～５５ｃの駆動・停止を制御する。
【００３２】
　第１サブ制御基板５１には、第１サブ制御部７１からなるＣＰＵと、メモリ７３とが実
装されている。メモリ７３のＲＯＭ領域には、ホッパー装置３９を動作させるためのサブ
プログラムが記憶されている。この第１サブ制御基板５１には、主制御基板４９の他に、
ハーネス３５を介して操作検知用サブ基板２５が接続され、ハーネス７５を介してホッパ
ー用サブ基板４７が接続されている。このため、第１サブ制御基板５１には、ハーネス６
５と接続されるサブ基板側コネクタ７６ａと、ハーネス３５と接続されるサブ基板側コネ
クタ７６ｂと、ハーネス７５と接続されるサブ基板側コネクタ７６ｃとが設けられている
（図４参照）。
【００３３】
　第１サブ制御部７１は、メイン制御部５７からの制御信号を受けてメモリ７３からホッ
パー装置３９用のサブプログラムを読み出し、ホッパー用サブ基板４７に実装されたホッ
パー駆動ＩＣ７７に制御信号を入力する。ホッパー駆動ＩＣ７７は、入力された制御信号
に基づきホッパー装置３９を動作させる。また、第１サブ制御部７１は、操作検知用サブ
基板２５に実装された操作部ＩＣ７９よりメダルの検知信号や入力操作部３３の操作信号
が入力されたら、これらの信号を主制御基板４９のメイン制御部５７に入力する。
【００３４】
　第２サブ制御基板５３には、第２サブ制御部８１からなるＣＰＵと、メモリ８３とが実
装されている。メモリ８３のＲＯＭ領域には、表示ユニット２３（液晶パネル）で演出画
像を表示させるための表示データや、サブリール１６を動作させるためのサブプログラム
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が記憶されている。この第２サブ制御基板５３には、主制御基板４９の他に、ハーネス８
５を介して表示用サブ基板２９が接続され、ハーネス８７を介してサブリール用サブ基板
４５が接続されている。このため、第２サブ制御基板５３には、ハーネス６７と接続され
るサブ基板側コネクタ８８ａと、ハーネス８５と接続されるサブ基板側コネクタ８８ｂと
、ハーネス８７と接続されるサブ基板側コネクタ８８ｃとが設けられている（図４参照）
。
【００３５】
　第２サブ制御部８１は、メイン制御部５７からの制御信号を受けてメモリ８３から表示
データを読み出し、このデータを表示用サブ基板２９に実装された表示駆動ＩＣ８９に入
力する。表示駆動ＩＣ８９は、入力された表示データに基づき、表示ユニット２３で表示
させる演出画像の表示制御を行う。また、第２サブ制御部８１は、メイン制御部５７から
の制御信号を受けてメモリ８３からサブリール１６用のサブプログラムを読み出して、サ
ブリール用サブ基板４５に実装されたサブリール駆動ＩＣ９１に制御信号を入力する。サ
ブリール駆動ＩＣ９１は、入力された制御信号に基づき、サブリール１６を回転させる第
４ＳＴＭ５５ｄの駆動・停止を制御する。
【００３６】
　このように、スロットマシン１０内に組み込まれた各基板同士をハーネスを介し電気的
に接続して制御信号の授受を行うことで、スロットマシン１０の上述の各種装置が適切に
制御されて遊技を行うことができる。なお、スロットマシン１０の遊技のながれについて
は周知であるので説明は省略する。
【００３７】
　図４に示すように、本発明の第１制御基板に相当する主制御基板４９と、本発明の第２
制御基板に相当する第１及び第２サブ制御基板５１，５３とを接続するハーネス６５，６
７、つまり、スロットマシン１０の遊技制御内容（当選確率や配当枚数など）に関わる制
御信号を送るハーネスには、上述のハーネスゴトと呼ばれる不正行為を防止するための不
正対策が施されている。以下、具体的にこの不正対策について説明する。
【００３８】
　主制御基板４９は、ＲＯＭ交換や基板交換などの不正行為を防止するために、透明樹脂
製の第１収納ケース９３内に収納されている。この第１収納ケース９３は、第１上ケース
（第１ケース本体）９３ａと、第２下ケース（第２ケース本体）９３ｂとから構成される
２分割構造を有している。この第１上ケース９３には、主基板側コネクタ６８ａ～６８ｃ
を露出可能なコネクタ窓９５ａが形成されている。なお、本実施形態では、コネクタ窓９
５より主基板側コネクタ６８ａ～６８ｃが突出するように、コネクタ窓９５ａの形成され
ているエリアが他のエリアよりも一段低く形成されている。
【００３９】
　第２及び第３サブ制御基板５１，５３も同様に、第２上ケース９７ａ及び第２下ケース
９７ｂからなる第２収納ケース９７と、第３上ケース９９ａ及び第３下ケース９９ｂから
なる第３収納ケース９９とにそれぞれ収納されている。そして、第２上ケース９７ａには
、サブ基板側コネクタ７６ａ～７６ｃを露出可能なコネクタ窓９５ｂが形成されている。
また、第３上ケース９９ａには、サブ基板側コネクタ８８ａ～８８ｃを露出可能なコネク
タ窓９５ｃが形成されている。各収納ケース９３，９７，９９は、詳しくは後述するが、
筐体１２の背板に取り付けられたケース固定台１２ａ（図６参照）にそれぞれ固定されて
いる。
【００４０】
　ハーネス６５は、平行に並べられた複数の配線からなる配線部６５ａと、主基板側コネ
クタ６８ａに接続されるハーネス側コネクタ６５ｂと、サブ基板側コネクタ７６ａに接続
されるハーネス側コネクタ６５ｃとから構成される。また、ハーネス６７も同様に、配線
部６７ａと、主基板側コネクタ６８ｂに接続されるハーネス側コネクタ６７ｂと、サブ基
板側コネクタ８８ａに接続されるハーネス側コネクタ６７ｃとから構成される。
【００４１】
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　ハーネス６５及びそのコネクタ接続部分は、本発明の配線ベースに相当する第１ハーネ
スベース１０５と、本発明の配線カバーに相当する第１ハーネスカバー１０７とにより覆
われる。また、ハーネス６７及びそのコネクタ接続部分も同様に、第２ハーネスベース１
０９及び第２ハーネスカバー１１１により覆われる。これら各ハーネスベース１０５，１
０９及び各ハーネスカバー１０７，１１１は、内部を容易に視認できるように透明樹脂材
料で形成されている。
【００４２】
　第１ハーネスベース１０５のベース本体は、ハーネス６５の配線経路に沿い、且つハー
ネス６５を収納可能な無蓋箱状に形成されている。この第１ハーネスベース１０５のベー
ス本体の底部１０５ａの一端部には、主基板側コネクタ６８ａを挿通可能な第１コネクタ
挿通穴１１３ａが形成されており、底部１０５ａの他端部には、サブ基板側コネクタ７６
ａを挿通可能な第２コネクタ挿通穴１１３ｂが形成されている。また、底部１０５ａの第
１コネクタ挿通穴１１３ａの近傍には、ベース固定用ねじ１１５が挿通されるねじ挿通穴
１１７が形成されるとともに、底部１０５ａの略中央には、カシメ用のカシメピン１１８
（封印部材）が挿通される第１ピン挿通穴１１９が形成されている。
【００４３】
　第１ハーネスカバー１０７は、ハーネス６５の配線経路に沿う形状に形成されており、
第１ハーネスベース１０５の開口部１２１を覆うように第１ハーネスベース１０５に装着
される。この第１ハーネスカバー１０７は、第１覆い部１０７ａと、第２覆い部１０７ｂ
，１０７ｃとが一体に形成されている。
【００４４】
　第１覆い部１０７ａは、略平板状に形成されており、ハーネス６５の配線部６５ａを覆
う。第２覆い部１０７ｂは、主基板側コネクタ６８ａとハーネス側コネクタ６５ｂとのコ
ネクタ接続部分を覆うような形状に形成されている。第２覆い部１０７ｃは、サブ基板側
コネクタ７６ａと、ハーネス側コネクタ６５ｃとのコネクタ接続部分を覆うような形状に
形成されている。
【００４５】
　また、第１覆い部１０７ａには、第１ハーネスベース１０５の第１ピン挿通穴１１９に
対応する位置に、カシメピン１１８が挿通される第２ピン挿通穴１２３が形成されている
。この第２ピン挿通穴１２３の表面側の周囲は、カシメピン１１８の略円板上の頭部が嵌
合する略円環状の嵌合部１２５が形成されている。なお、この嵌合部１２５の形状は、カ
シメピン１１８の頭部の形状に対応して変えて良い。
【００４６】
　第２ハーネスベース１０９のベース本体は、ハーネス６７の配線経路に沿い、且つハー
ネス６７を収納可能な無蓋箱状に形成されている。そして、第２ハーネスベース１０９の
ベース本体の底部１０９ａの両端部には、主基板側コネクタ６８ｂが挿通される第１コネ
クタ挿通穴１２７ａと、サブ基板側コネクタ８８ａが挿通される第２コネクタ挿通穴１２
７ｂとが形成されている。また、ベース本体の底部１０９ａには上述のねじ挿通穴１１７
が形成され、両側壁部にはそれぞれ上述の第１ピン挿通穴１１９が形成されている。
【００４７】
　第２ハーネスカバー１１１は、第２ハーネスベース１０９の開口部１３１を覆うように
第２ハーネスベース１０９に装着される。この第２ハーネスカバー１１１は、ハーネス６
７の配線部６７ａを覆う第１覆い部１１１ａと、主基板側コネクタ６８ｂ及びハーネス側
コネクタ６７ｂのコネクタ接続部分を覆う第２覆い部１１１ｂと、サブ基板側コネクタ８
８ａ及びハーネス側コネクタ６７ｃのコネクタ接続部分を覆う第２覆い部１１１ｃとが一
体形成されている。そして、第１覆い部１１１ａには、第２ハーネスベース１０９の第１
ピン挿通穴１１９に対応する位置に、上述の第２ピン挿通穴１２３及び嵌合部１２５が２
個ずつ形成されている。
【００４８】
　次に、図５～図９を用いて、上述のハーネス６７，６８、第１及び第２ハーネスベース
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１０５，１０９、第１及び第２ハーネスカバー１０７，１１１の取り付け（組み付け）作
業について説明を行う。
【００４９】
　図５に示すように、両ハーネス６５，６７の取り付けを行う前に、第１及び第２ハーネ
スベース１０５，１０９の取り付けが行われる。第１ハーネスベース１０５は、その各コ
ネクタ挿通穴１１３ａ，１１３ｂに各基板側コネクタ６８ａ，７６ａが挿通されて、ベー
ス本体の両端部がそれぞれ第１上ケース９３ａ，第２上ケース９７ａに当接される。
【００５０】
　次いで、図６に示すように、第１ハーネスベース１０５のねじ挿通穴１１７（図４参照
）にベース固定用ねじ１１５が挿入される。この際に、第１上及び下ケース９３ａ，９３
ｂには、ねじ挿通穴１１７に対応する位置に同様のねじ挿通穴が形成されており、上述の
ケース固定台１２ａには、ねじ挿通穴１１７に対応する位置にベース固定用ねじ１１５が
螺合するねじ穴が形成されている。従って、第１ハーネスベース１０５は、ベース固定用
ねじ１１５により、第１収納ケース９３を間に挟んだ状態でケース固定台１２ａにねじ止
めされる。これにより、ベース固定用ねじ１１５を取り外さない限り、第１上ケース９３
ａと第１下ケース９３ｂとを分離させて、主制御基板４９を露呈させることができなくな
る。
【００５１】
　また、第２ハーネスベース１０９は、その各コネクタ挿通穴１２７ａ，１２７ｂに各基
板側コネクタ６８ｂ，８８ａが挿通されて、ベース本体の両端部がそれぞれ第１上ケース
９３ａ、第３上ケース９９ａに当接される（図５参照）。そして、この第２ハーネスベー
ス１０９も同様に、ベース固定用ねじ１１５により、第１収納ケース９３を間に挟んだ状
態でケース固定台１２ａにねじ止めされる。
【００５２】
　図７に示すように、各ハーネスベース１０５，１０９の取り付けが完了したら、各ハー
ネス６５，６７がそれぞれ対応する各ハーネスベース１０５，１０９のベース本体内に収
納される。次いで、ハーネス６５のハーネス側コネクタ６５ｂ，６５ｃがそれぞれ対応す
る主基板側コネクタ６８ａ、サブ基板側コネクタ７６ａに接続される。また、ハーネス６
７のハーネス側コネクタ６７ｂ，６７ｃもそれぞれ対応する各基板側コネクタ６８ｂ，８
８ａに接続される。なお、本実施形態では、第１ハーネスベース１０５の略中央に第１ピ
ン挿通穴１１９が設けられているため、配線部６５ａの各配線は第１ピン挿通穴１１９に
掛からないように収納される。
【００５３】
　ハーネス６５，６７の収納・コネクタ接続が完了したら、第１ハーネスカバー１０７に
より第１ハーネスベース１０５の開口部１２１が塞がれるとともに、第２ハーネスカバー
１１１により第２ハーネスベース１０９の開口部１３１が塞がれる。次いで、各ハーネス
カバー１０７，１０９の各第２ピン挿通穴１２３に、本発明の封印部材に相当するカシメ
ピン１１８が挿入される。なお、本発明で使用されるカシメピンの種類は特に限定はされ
ない。そして、各第２ピン挿通穴１２３に挿入されたカシメピン１１８の先端部は、各ハ
ーネスベース１０５，１０９の第１ピン挿通穴１１９（図７参照）を介して、ベース背面
より突出する。
【００５４】
　図８及び図９に示すように、第１ハーネスベース１０５及び第１ハーネスカバー１０７
を貫通するカシメピン１１８の先端部にカシメ加工を施すことで、両者が一体に固定され
て封印される。また、同様に、第２ハーネスベース１０９及び第２ハーネスカバー１１１
が、両者を貫通する２本のカシメピン１１８により一体に固定されて封印される。
【００５５】
　各ハーネスカバー１０７，１１１は、各カシメピン１１８を引き抜かない限り、各ハー
ネスベース１０５，１０９から取り外すことはできない。カシメピン１１８は、強引に引
き抜くと先端部が破損するため、不正に各ハーネスカバー１０７，１１１が取り外された
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際にその痕跡が残る。
【００５６】
　このように本実施形態では、各ハーネス６５，６７及びそのコネクタ接続部分を、各カ
シメピン１１８により封印処理された各ハーネスベース１０５，１０９及び各ハーネスカ
バー１０７，１１１で完全に覆うことができる。これにより、各ハーネス６５，６７及び
そのコネクタ接続部分に対して上述のハーネスゴトと呼ばれる不正行為が行われることを
防止することができる。また、ハーネスゴトが行われた場合にはその痕跡が残るため、不
正を容易に発見することができる。
【００５７】
　また、本実施形態では、各ハーネスベース１０５，１０９の一端部を、ベース固定用ね
じ１１５（図６参照）により、第１上ケース９３ａ及び第１下ケース９３ｂを間に挟んだ
状態でケース固定台１２ａにねじ止めしている。ベース固定用ねじ１１５は、各ハーネス
カバー１０７，１１１により覆われている。このため、各ハーネスカバー１０７，１１１
を取り外さない限り、ベース固定用ねじ１１５を取り外して第１上ケース９３ａと第１下
ケース９３ｂとを分離させることができない。このため、第１収納ケース９３に収納され
ている主制御基板４９（図３参照）に対して基板交換やＲＯＭ交換などの不正行為が行わ
れることも防止できる。
【００５８】
　この際に、各ハーネスベース１０５，１０９の他端部も同様に、ベース固定用ねじを用
いて、第２及び第３収納ケース９７，９９を間に挟んだ状態でケース固定台１２ａにねじ
止めするようにしてもよい。この場合には、第１及び第２サブ制御基板５１，５３に対す
る不正行為も同様に防止することができる。
【００５９】
　また、本実施形態では、各ハーネスベース１０５，１０９及び各ハーネスカバー１０７
，１１１を透明樹脂材料で形成しているので、収納されている各ハーネス６５，６７及び
そのコネクタ接続部分を視認することができる。その結果、ハーネスゴトが行われた場合
でも容易に発見することができる。
【００６０】
　なお、上記実施形態では、各ハーネスベース１０５，１０９及び各ハーネスカバー１０
７，１１１をカシメピン１１８で封印しているが、本発明はこれに限定されるものではな
い。例えば、図１０に示すように、封印部材としてハーネスベース１０５，１０９及び各
ハーネスカバー１０７，１１１とにわたって貼り付けられた封印シール１２７を用いても
よい。この封印シール１２７としては、剥がされたときに貼付位置に特定の図形が残るな
どの何らかの痕跡を残すものであれば、特に種類は限定されない。この封印シール１２７
が剥がされるとその痕跡が残るため、同様に不正を容易に発見することができる。この際
に、一度剥がした封印シール１２７が再度貼り付けられたりしないように、封印シール１
２７として、剥がされたときにその少なくとも一部が欠けるようなシールを用いることが
好ましい。
【００６１】
　また、図１１に示すように、封印部材としてワンウェイ（一方向）ねじ１２９を用い、
ワンウェイねじ１２９により各ハーネスカバー１０７，１１１を各ハーネスベース１０５
，１０９にねじ止めするようにしてもよい。この場合には、各ハーネスベース１０５，１
０９に、上述の第１ピン挿通穴１１９(図４参照)の代わりに、ワンウェイねじ１２９が螺
合するねじ穴（図示せず）を形成する。
【００６２】
　また、本実施形態では、上述の嵌合部１２５（図４参照）の代わりに、ワンウェイねじ
１２９の頭部が嵌合する嵌合部１３１が、各ハーネスカバー１０７，１１１に設けられて
いる。この嵌合部１３１の開口部は、ワンウェイねじ１２９を締め付けた後にキャップ１
３３で塞がれる。
【００６３】
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　ワンウェイねじ１２９は、周知のようにねじを締めることはできるが、特殊な工具を用
いない限りは緩めることができない特殊ねじである。このため、ワンウェイねじ１２９ま
たは各ハーネスベース１０５，１０９のねじ穴を破壊しない限りは、ワンウェイねじ１２
９を取り外すことができない。従って、強引にワンウェイねじ１２９を取り外した場合に
はその痕跡が残るため、同様に不正を容易に発見することができる。
【００６４】
　また、図１２に示すように、封印部材として、結束バンド１３５の両端部を重ね合わせ
た状態で固定するバインドタグ（封印具）１３７を用いるようにしてもよい。結束バンド
１３５は、第１ハーネスベース１０５と第１ハーネスカバー１０７との外周、及び第２ハ
ーネスベース１０９と第２ハーネスカバー１１１との外周にそれぞれ巻き付けられる。次
いで、各結束バンド１３５の両端部が重ね合わされた状態で、それぞれバインドタグ１３
７の通し穴（図示せず）に挿通される。そして、バインドタグ１３７を封印工具で挟み付
けることにより、結束バンド１３５の両端部が重ね合わされた状態で固定される。バイン
ドタグ１３７を破壊、または強引に引き抜かない限り、結束バンド１３５を取り外すこと
ができない。従って、この場合も痕跡が残るため、同様に不正を容易に発見することがで
きる。
【００６５】
　また、封印部材としてカシメピン１１８の他に、封印シール１２７、ワンウェイねじ１
２９、バインドタグ１３７を用いた場合を例に挙げて説明を行ったが、本発明はこれらに
限定されるものではなく、各ハーネスベース１０５，１０９から各ハーネスカバー１０７
，１１１が不正に取り外されたときに痕跡が残るような各種の封印部材を用いてもよい。
【００６６】
　なお、上記実施形態では、各ハーネスベース１０５，１０９を、ベース固定用ねじ１１
５により、第１収納ケース９３を間に挟んだ状態でケース固定台１２ａ（図６参照）にね
じ止めしているが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、図１３に示すよう
に、本発明のベース固定部材に相当するカシメピン１３９を用いて、各ハーネスベース１
０５，１０９を第１収納ケース９３（第２及び第３収納ケース９７，９９にも適用可）に
固定しつつ、第１収納ケース９３を封印するようにしてもよい。ここで、図１３中では第
１ハーネスベース１０５のみを図示している。
【００６７】
　この場合には、各ハーネスベース１０５，１０９に形成されている上述のねじ挿通穴１
１７（図４参照）と、第１上及び下ケース９３ａ，９３ｂに形成されているねじ挿通穴（
図示せず）とをピン挿通穴として用いればよい。そして、カシメピン１３９を各ハーネス
ベース１０５，１０９のピン挿通穴に挿入して、カシメピン１３９の先端部を第１下ケー
ス９３ｂの背面側に突出させる。次いで、カシメピン１３９の先端部にカシメ加工を施す
。これにより、各ハーネスベース１０５，１０９を、カシメピン１３９により、第１上ケ
ース９３ａを間に挟んだ状態で第１下ケース９３ｂに固定することができ、さらに、第１
収納ケース９３を封印することができる。
【００６８】
　各ハーネスカバー１０７，１１１を各ハーネスベース１０５，１０９から取り外してカ
シメピン１３９を引き抜いたり、その先端部を破壊したりしない限りは、第１上ケース９
３ａと第１下ケース９３ｂとを分離することができない。このため、第１上ケース９３ａ
と第１下ケース９３ｂとが不正に分離された場合にはその痕跡が残るため、不正が行われ
ても容易に発見することができる。また、カシメピン１３９の代わりに、例えば上述のワ
ンウェイねじを用いて、各ハーネスベース１０５，１０９を、第１上ケース９３ａを間に
挟んだ状態で第１下ケース９３ｂに固定（ねじ止め）しても同様の効果が得られる。
【００６９】
　なお、上記実施形態では、スロットマシン１０の各種装置を制御する制御基板として、
操作検知用サブ基板２５、表示用サブ基板２９、リール用サブ基板４３、サブリール用サ
ブ基板４５、ホッパー用サブ基板４７、主制御基板４９、第１サブ制御基板５１、第２サ



(12) JP 2008-73298 A 2008.4.3

10

20

30

40

50

ブ制御基板５３などを例に挙げて説明を行ったが、本発明はこれらに限定されるものでは
なく、各種の制御基板が設けられていても良い。
【００７０】
　また、本実施形態では、主制御基板４９と、第１及び第２サブ制御基板５１，５３とを
接続するハーネス６５，６７及びそのコネクタ接続部分に対して不正対策を施した場合を
例に挙げて説明を行ったが、本発明はこれらに限定されるものでなく、特に遊技制御内用
（当選確率や配当枚数など）に関わる制御信号を送る全てのハーネス及びそのコネクタ接
続部分に対して、同様の不正対策が施されている。
【００７１】
　なお、本実施形態では、各制御基板のコネクタ同士を接続する電気配線として、ハーネ
ス（ワイヤーハーネス）を例に挙げて説明を行ったが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、例えばフラットケーブルなどの各種電気配線（接続ケーブル）が使用されていて
もよい。
【００７２】
　また、上記実施形態（図６参照）では、各ハーネスベース１０５，１０９を、第１収納
ケース９３を間に挟んだ状態でケース固定台１２ａにねじ止めしているが、本発明はこれ
に限定されるものではない。例えば、第１ハーネスベース１０５は、その第１及び第２コ
ネクタ挿通穴１１３ａ，１１３ｂに挿通された基板側コネクタ６８ａ，７６ａを介して、
第１及び第２収納ケース９３，９７により保持される。従って、第１ハーネスベース１０
５を、ねじ等の固定部材を用いることなく、第１及び第２収納ケース９３，９７に取り付
けてもよい。同様に、第２ハーネスベース１０９も、ねじ等の固定部材を用いることなく
、第１及び第３収納ケース９３，９９に取り付けてもよい。
【００７３】
　また、本実施形態では、スロットマシン１０を例に挙げて説明を行ったが、各制御基板
のコネクタ同士を電気配線により接続しているパチンコ機などの各種遊技機にも本発明を
適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明を実施したスロットマシンの外観図である。
【図２】前面扉を開いた状態のスロットマシンの外観図である。
【図３】スロットマシンの電気的構成の概略を示すブロック図である。
【図４】主制御基板のコネクタと第１及び第２サブ制御基板のコネクタとを電気的に接続
する電気接続部分の分解斜視図である。
【図５】ハーネスベースが取り付けられた状態を説明するための説明図である。
【図６】ハーネスベースが、第１収納ケースを間に挟んだ状態でケース固定台に固定され
ていることを示す断面図である。
【図７】ハーネスの取り付け・コネクタ接続が完了した状態を説明するための説明図であ
る。
【図８】ハーネスカバーが取り付けられた状態を説明するための説明図である。
【図９】図８中のハーネスベース及びハーネスカバーを側面から側面図である。
【図１０】封印部材として封印シールを用いた他の実施形態の電気接続部分の外観図であ
る。
【図１１】封印部材としてワンウェイねじを用いた他の実施形態の電気接続部分の外観図
である。
【図１２】封印部材としてバインドタグを用いた他の実施形態の電気接続部分の外観図で
ある。
【図１３】カシメピンを用いて、ハーネスベースを第１収納ケースに固定しつつ、且つこ
の第１収納ケースを封印している他の実施形態を示す断面図である。
【符号の説明】
【００７５】
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　１０　スロットマシン（遊技機）
　１２ａ　ケース固定台
　４９　主制御基板（第１制御基板）
　５１，５３　第１～第２サブ制御基板（第２制御基板）
　６５，６７　ハーネス（電気配線）
　６８ａ～６８ｃ　主基板側コネクタ（コネクタ）
　７６ａ～７６ｃ，８８ａ～８８ｃ　サブ基板側コネクタ（コネクタ）
　９３，９７，９９　第１～第３収納ケース（収納ケース）
　９３ａ，９７ａ，９９ａ　第１～第３上ケース（第１ケース本体）
　９３ｂ，９７ｂ，９９ｂ　第１～第３下ケース（第２ケース本体）
　９５ａ～９５ｃ　コネクタ窓
　１０５，１０９　第１～第２ハーネスベース（配線ベース、ベース本体）
　１０５ａ，１０９ａ　底部
　１０７，１１１　第１～第２ハーネスカバー（配線カバー）
　１０７ａ，１１１ａ　第１覆い部
　１０７ｂ，１０７ｃ，１１１ｂ，１１１ｃ　第２覆い部
　１１３ａ，１２７ａ　第１コネクタ挿通穴
　１１３ｂ，１２７ｂ　第２コネクタ挿通穴
　１１５　ベース固定用ねじ
　１１８　カシメピン（封印部材）
　１２１，１３１　開口部
　１２７　封印シール（封印部材）
　１２９　ワンウェイねじ（封印部材）
　１３７　バインドタグ
　１３９　カシメピン（ベース固定部材）
【図１】 【図２】
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【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】
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