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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技機の遊技制御を行う遊技用ＣＰＵを含んでパッケージ化された演算処理用チップと、
　複数の電子部品をパッケージ化して前記演算処理用チップとは別個に形成された汎用チ
ップとを基板ケース内の遊技制御基板に実装し、前記演算処理用チップの正当性を外部の
検査手段により監視可能に構成してなる遊技制御装置において、
　前記基板ケースに、前記汎用チップが配置される位置に対応して、該汎用チップのパッ
ケージ表面の温度を確認するための温度確認手段が形成されているとともに、
　前記温度確認手段は、前記基板ケースの表面を開口して形成された開口部により構成さ
れるとともに、該開口部は前記汎用チップのパッケージ表面が臨む位置に形成され、
　前記開口部を介して、基板ケースの外側から前記汎用チップのパッケージ表面を触接す
るようにし、
　前記基板ケースには、前記開口部と前記汎用チップのパッケージ表面との間に位置する
空間を囲む囲繞壁が形成され、
　前記囲繞壁は、前記開口部から前記汎用チップのパッケージ表面へ向かって縮径する形
状に構成されるとともに、該囲繞壁の縮径方向の終端側にも前記開口部とは別個の第２開
口部が形成され、
　前記第２開口部を前記汎用チップのパッケージ表面により閉塞する構成としたことを特
徴とする遊技制御装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機やスロットマシン等（以下、単に遊技機という）に用いられ
る遊技制御装置に関し、特に、不正改造の発見を容易化した構造を有する遊技制御装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機、たとえば、パチンコ遊技機は、遊技盤前面に設けられた入賞口への打球の入賞
または通過をセンサで検出し、そのセンサ信号を遊技制御装置に取り込み、この遊技制御
装置からの指令に応答して、遊技盤前面のチューリップ等の電動開閉入賞装置や、液晶デ
ィスプレイ等の図柄変動表示装置といった、いわゆる電動役物を駆動するように構成され
ている。
【０００３】
　図１３（ａ）は、遊技制御装置の概略構成図である。遊技制御装置１は、各種の遊技セ
ンサ信号を取り込む入力ポート２と、各種の遊技駆動信号を出力する出力ポート３と、遊
技用ワンチップマイコン４と、それらの各部の間を接続する内部バス５とを有している。
【０００４】
　遊技機の動作、とりわけ、電動役物の動作は、もっぱら遊技用ワンチップマイコン４に
組み込まれた遊技用プログラムによってコントロールされるため、この遊技用ワンチップ
マイコン４を不正に改造された物に置き換えるという行為が社会問題化している。
【０００５】
　かかる不正行為の対策としては、たとえば、特許文献１に記載されているものが知られ
ている。この従来技術では、遊技用ワンチップマイコン４に予め固有の識別情報を書き込
んでおくとともに、遊技制御装置１の外部に遊技監視装置６を設けておき、必要に応じて
、遊技用ワンチップマイコン４から遊技監視装置６へと識別情報を送信するように構成さ
れている。遊技監視装置６は、初回の識別情報受信の際にはその識別情報を記憶保存し、
２回目以降の受信の際には記憶保存されている識別情報と受信した識別情報とを照合する
ことにより、照合一致の場合には遊技用ワンチップマイコン４が正規品であると判断し、
照合不一致の場合には不正品と判断する。
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－１３７５１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記の従来技術にあっては、遊技用ワンチップマイコン４に予め書き込
まれた固有の識別情報を外部の遊技監視装置６で評価して正規品であるか不正品であるか
を判定する仕組みとなっているため、以下の不正行為にまったく対応できないという問題
点がある。
【０００８】
　図１３（ｂ）は、不正行為の概念図である。この図において、遊技制御装置１′は、入
力ポート２、出力ポート３′、遊技用ワンチップマイコン４及び内部バス５を含む点で、
上記の遊技制御装置１と類似する。相違点は、出力ポート３′の内部に遊技用ワンチップ
マイコン４と同等の働きをする不正なマイコン７（以下、不正マイコン７という）が組み
込まれている点、及び、遊技用ワンチップマイコン４と内部バス５との間の接続が絶たれ
ている（切断箇所８）点にある。ちなみに、切断箇所８は便宜上である。実際には、たと
えば、遊技用ワンチップマイコン４などの実装部品の裏側等で切断し、見た目に簡単に分
からないように偽装されることが多い。
【０００９】
　このような不正行為が施された遊技制御装置１′の正規の遊技用ワンチップマイコン４
に対して、外部の遊技監視装置６から識別情報の要求を行うと、遊技用ワンチップマイコ
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ン４は、通常どおり自己の識別情報を遊技監視装置６に送信する。このため、遊技監視装
置６は、その識別情報が初回の受信であれば、その識別情報を記憶保存し、２回目以降の
受信であれば、記憶保存されている識別情報と受信した識別情報とを照合するので、当然
ながら、常に照合一致となってしまい、結局、不正行為（不正マイコン７の存在）を見抜
けない。
【００１０】
　一方、不正行為が施された遊技制御装置１′の実際の遊技制御は、正規の遊技用ワンチ
ップマイコン４で行われず、出力ポート３′に組み込まれた不正マイコン７で行われる。
この不正マイコン７が入力ポート２や出力ポート３′を乗っ取るからである。
【００１１】
　なお、図１３（ｂ）では、不正マイコン７が出力ポート３′に組み込まれているが、こ
れは一例である。組み込み対象の構成品の条件は、パッケージサイズ大きいこと、入出力
ポートを乗っ取りやすい位置にあることである。これらの点（パッケージサイズの点及び
入出力ポートの乗っ取りやすさの点）を満たす限り、出力ポート３′以外の構成品（たと
えば、入力ポート２など）に不正マイコン７が組み込まれることも当然考えられる。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、不正なマイコンが組み込まれた構成品を容易に発見できるよ
うにした遊技制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１記載の発明は、遊技機の遊技制御を行う遊技用ＣＰＵを含んでパッケージ化さ
れた演算処理用チップと、
　複数の電子部品をパッケージ化して前記演算処理用チップとは別個に形成された汎用チ
ップとを基板ケース内の遊技制御基板に実装し、前記演算処理用チップの正当性を外部の
検査手段により監視可能に構成してなる遊技制御装置において、
　前記基板ケースに、前記汎用チップが配置される位置に対応して、該汎用チップのパッ
ケージ表面の温度を確認するための温度確認手段が形成されているとともに、
　前記温度確認手段は、前記基板ケースの表面を開口して形成された開口部により構成さ
れるとともに、該開口部は前記汎用チップのパッケージ表面が臨む位置に形成され、
　前記開口部を介して、基板ケースの外側から前記汎用チップのパッケージ表面を触接す
るようにし、
　前記基板ケースには、前記開口部と前記汎用チップのパッケージ表面との間に位置する
空間を囲む囲繞壁が形成され、
　前記囲繞壁は、前記開口部から前記汎用チップのパッケージ表面へ向かって縮径する形
状に構成されるとともに、該囲繞壁の縮径方向の終端側にも前記開口部とは別個の第２開
口部が形成され、
　前記第２開口部を前記汎用チップのパッケージ表面により閉塞する構成としたことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、基板ケースに汎用チップの温度確認手段を備えるとともに、基板ケー
スに開口部を形成して、その開口部を温度確認手段とし、基板ケースの開口部からすり鉢
形状で汎用チップのパッケージ表面に至る構造としたので、たとえば、その汎用チップの
パッケージ内に不正ＣＰＵ（図１３の不正マイコン７参照）が隠されていた場合には、そ
の不正ＣＰＵの動作によって熱が発生し、パッケージが暖かくなるため、その温度により
、汎用チップが不正なものか正当なものかを容易に判定することができるところ、特に、
汎用チップのパッケージ表面の温度を確認する機器（温度計等）を基板ケースの開口部か
ら内部へ挿入したり、或いは、遊技店の係員が開口部から指を入れて汎用チップのパッケ
ージ表面に触れるだけで、汎用チップのパッケージ表面の温度を簡単に確認することがで
きるとともに、開口部を広く形成して指を入れやすく、且つ、パッケージ表面を触りやす
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くすることができ、また、第２開口部から基板ケース内部への異物の挿入を防止すること
ができ、基板ケースの保全性、すなわち、ボックスを開けずに制御装置内部を改造する等
の行為を防止できる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る遊技制御装置の実施形態を添付図面に基づき詳細に説明する。
　図１は、パチンコ遊技機１０（遊技機）の正面図である。このパチンコ遊技機１０は、
遊技機本体１１と、その遊技機本体１１の側方に併設されたカードユニット１２とを対に
して遊技場に多数設けられる。
【００１６】
　遊技機本体１１は、機枠１３の前面側に額縁状の前面枠１４を開閉可能に設け、該前面
枠１４に開設した窓部１５の前面側にガラス枠１６と開閉扉１７を開閉可能に軸着し、窓
部１５の背面側には、この窓部１５を塞ぐようにして遊技盤１８を装着し、前面枠１４の
下部前面側に球受皿１９と、遊技球の発射操作ハンドル２０などを取り付けてある。
【００１７】
　また、開閉扉１７には遊技球貯留手段として球供給皿２１を設け、該球供給皿２１より
打球発射機構（図示省略）へ供給された遊技球が弾発され、遊技盤１８の遊技部２２（主
として、ガラス枠１６の装飾部材２３によって覆われておらず、遊技者が視認できる状態
になっている領域）へ到達する。なお、遊技部２２には、多数の障害釘が植設されると共
に、大型の表示装置２５や球の入賞状態が変化する変動入賞装置２６といった大型の遊技
装置のほか、種々の入賞具や風車が配置されている。
【００１８】
　また、カードユニット１２は、遊技球を貸し出すためのプリペイドカードを処理するも
のであり、遊技者がプリペイドカードで遊技球を借り受ける場合、カードユニット１２の
カード挿入口２７にプリペイドカードを挿入すると、そのプリペイドカードでの球貸が可
能であれば使用可能な度数が度数表示器２８に表示され、球供給皿２１の横に設けられて
いる球貸スイッチ２９を操作する毎に単位度数分（例えば、１００円に相当する１度数分
）の球貸動作が行われる。なお、球貸スイッチ２９の隣のカード返却スイッチ３０が操作
されると、プリペイドカードがカード挿入口２７より排出される。
【００１９】
　図２は、パチンコ遊技機１０の背面図である。この図に示すように、パチンコ遊技機１
０の背面には、遊技機としての諸機能を実現するための機構、例えば、遊技場の島設備よ
り供給される遊技球を受けて貯留して球貸要求に応じた球排出や賞球排出を行う機構、遊
技盤に設けられた各種入賞口へ入賞して回収された遊技球や何れの入賞口にも入賞せずに
アウト口から回収された遊技球を機外の回収球搬送路へ導く遊技球回収機構などのほか、
遊技盤１８に設けた遊技装置の動作制御などを行うことで遊技の進行を統括的に制御する
遊技制御装置３１、球排出や打球の発射制御を行う排出・発射制御装置３２、各部へ所定
の電源を供給する電源装置３３等を適所に設けてある。なお、本実施形態における遊技制
御装置３１は、遊技盤１８の裏面下方部に装着される遊技盤裏面構成部材３４に着脱可能
に取り付けるものとしてある。
【００２０】
　図３は、遊技制御装置３１の分解図である。遊技制御装置３１は、遊技制御基板３４と
、この遊技制御基板３４を内装する箱形の透明若しくは半透明な基板ケース３５とからな
り、該基板ケース３５は、遊技盤裏面構成部材３４に着脱可能に取り付けられるベース部
材３６と、そのベース部材３６の開口面を閉鎖可能な蓋部材３７とを含む。
【００２１】
　ベース部材３６は、遊技制御基板３４の平面サイズよりも若干大きめの面積を有する矩
形状の底面３８と、その底面３８の４辺から立設する４つの底面側壁３９～４２と、長辺
側の二つの底面側壁３９、４１のそれぞれの外周面に形成された各々三個ずつの蓋係合部
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４３～４５（底面側壁４１に形成された蓋係合部は底面側壁４１の陰に隠れて見えない）
と、短辺側一つの底面側壁４０の外周面に形成された４個のカシメ受部４６～４９とを備
えている。また、このベース部材３６は、底面３８に形成された、たとえば、“キ”の字
状の補強リブ５０を有し、さらに、この補強リブ５０に連続すると共に、長辺側の二つの
底面側壁３９、４１に平行して、それらの底面側壁３９、４１の近くに立設された二つの
内部壁５１、５２とを有しており、この内部壁５１、５２と底面側壁３９、４１の間に、
平行する２本のスライド溝５３、５４を形成している。
【００２２】
　蓋部材３７は、ベース部材３６の側壁と同程度の高さを有する４つの蓋側壁５５～５８
と、それらの４つの蓋側壁５５～５８のうちの長辺側の二蓋側壁５５、５７の一部と短辺
側の一蓋側壁５８の一部を嵩上げした嵩上げ側壁部５９～６１と、短辺側の一蓋側壁５６
から連続する段付き部６２と、それらの嵩上げ側壁５９～６１及び段付き部６２に連続す
る天板部６３と、天板部６３と長辺側の二蓋側壁５５、５７の間に形成された三つの窪み
部６４～６６と、天板部６３の所定位置（遊技制御基板３４に実装されたＩ／Ｏエキスパ
ンダ１２１に対応する位置）に形成された“すり鉢状”の点検穴６７（温度確認手段）と
、長辺側の二つの蓋側壁５５、５７のそれぞれの外周面に形成された各々三個ずつの突出
片６８～７０（蓋側壁５７に形成された突出片は蓋側壁５７の陰に隠れて見えない）と、
短辺側一つの蓋側壁５６の外周面に形成された４個のカシメ部７１～７４及びそのカシメ
部７１～７４の両側に形成されたストッパ７５、７６とを備えている。また、この蓋部材
３７は、三つの窪み部６４～６６の各々にそれぞれ所定数且つ所定形状のコネクタ穴７７
～８１を形成している。なお、天板部６３の外表面には、遊技制御装置３１を組み立てる
際に、所要の識別指標、たとえば、基板管理シール８２や遊技制御基板シール８３などが
貼り付けられる。
【００２３】
　遊技制御基板３４は、ベークライト等のプリント基板に遊技制御に必要な様々な電子部
品やコネクタ類を実装したものである。たとえば、図面では、プリント基板の所定面（基
板ケース３５に内装される際にその基板ケース３５の蓋部材３７を臨む側の面）のコーナ
付近に実装された複数のコネクタ８４～８９と、該所定面のほぼ中央付近に実装された二
つのＩＣパッケージとが代表的に示されている。
【００２４】
　ここで、二つのＩＣパッケージの一方（図面左側）は、遊技用ワンチップマイコン９０
（演算処理用チップ）であり、他方（図面右側）は、複数の出力ポート回路（図４の出力
ポート回路９８～１０１を参照）を実装した汎用のＩ／Ｏエキスパンダ１２１（汎用チッ
プ）である。なお、遊技用ワンチップマイコン９０のパッケージは遊技機専用品であるが
、Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１については汎用品であり、とりわけ、汎用ＩＣの中で最も大
きな部類に入る、たとえば、６４ピン型ＳＤＩＰ（シュリンク・デュアル・イン・ライン
・パッケージ）に収められたものである。ちなみに、６４ピン型ＳＤＩＰとは、縦　　ｍ
ｍ×横　　ｍｍの長方形のプラスチックまたはセラミックケースの二長辺からそれぞれ３
２本ずつのピンを取り出した汎用ＩＣパッケージである。
【００２５】
　このような構造を有する遊技制御装置３１は、以下のようにして組み立てられる。
　まず、開口が上向きとなるように置かれた蓋部材３７に対して、所定面（基板ケース３
５に内装される際にその基板ケース３５の蓋部材３７を臨む側の面）を下向きにした遊技
制御基板３４を落とし込むと、その遊技制御器板３４の所定面に実装された複数のコネク
タ８４～８９が、蓋部材３７に形成されているコネクタ穴７７～８１から露出した状態に
なる。
【００２６】
　次いで、遊技制御基板３４を載せた状態の蓋部材３７の上方よりベース部材３６を被せ
、蓋部材３７の長辺側の二蓋側壁５５、５７の先端をベース部材３６のスライド溝５３、
５４に嵌め込み、ベース部材３６の一底面側壁４０が蓋部材３７のストッパ７５、７６に



(6) JP 4124470 B2 2008.7.23

10

20

30

40

50

突き当たるまでスライドさせる。さらに、蓋部材３７の突出片６８～７０をベース部材３
６の蓋係合部４３～４５に係合させた後、カシメ部７１～７４により、取り外し不可能な
方法で蓋部材３７とベース部材３６とを一体する。
【００２７】
　取り外し不可能な方法とは、単方向ネジのビス９２を用いて、カシメ部７１～７４とベ
ース部材３６のカシメ受部４６～４９とを連結固定し、次いで、カシメ部７１～７４のネ
ジ穴（ビス９２の頭の大きさで空けられている穴）に液状の速乾性充固着材を充填し、そ
の上から、さらに、ビス押さえ部材をネジ穴に入れて、たとえば、超音波溶着によってそ
のビス押さえ部材をネジ穴の内面へ強固に取り付けることをいう。このようにすると、カ
シメ部７１～７４とカシメ受部４６～４９とを物理的に破壊しない限り、ベース部材３６
と蓋部材３７とを分離できなくなる。なお、カシメ部７１～７４とカシメ受部４６～４９
を４対設けてある理由は、最大で４回の固着（正当なベース部材３６と蓋部材３７との分
離）を可能にするためである。また、破損しているカシメ部７１～７４とカシメ受部４６
～４９との数から、基板ケース３５を開いた回数を視覚的に確認できるようにするためで
もある。
【００２８】
　次に、遊技制御装置３１に内装される遊技制御基板３４の電気的な内部ブロック構成を
説明する。
　図４は、遊技制御基板３４の電気的な内部ブロック構成図であり、遊技制御基板３４は
、パチンコ遊技等に必要な役物制御を行う、いわゆる“アミューズメントチップ”として
の遊技用ワンチップマイコン９０と、外部の情報収集端末９３に実装された通信端末９４
との間でデータのやり取りを行うための外部通信端末９５と、ロジック用電源（たとえば
、ＤＣ５Ｖ）やドライブ用電源（たとえば、ＤＣ１２Ｖ、ＤＣ３３Ｖ）を発生する電源回
路９６と、入力ポート回路９７と、複数（ここでは５個）の出力ポート回路９８～１０２
と、それらの出力ポート回路９８～１０２から取り出された各々の信号を所要の負荷を駆
動し得る電力に増幅するドライブ回路１０３と、それらの各部を接続する基板内バス１０
４（データバス、アドレスバス及びコントロールバスの総称）とを備える。
【００２９】
　入力ポート回路９７には、遊技機本体１１に設けられた各種センサ、たとえば、ＳＯＬ
動作検出器１０４、特図表示検出器１０５、始動口ＳＷ１０６、カウントＳＷ１０７、ゲ
ートＳＷ１０８、入賞口センサＬ１０９、入賞口センサＲ１１０などからの検出信号が入
力されており、また、複数の出力ポート回路９８～１０２からは、ドライブ回路１０３を
介して、遊技機本体１１に設けられた電動役物等の各種負荷、たとえば、特図表示器１１
１、特図記憶表示器１１２、普図表示器１１３、普図記憶表示器１１４、遊技状態表示器
１１５、普電ＳＯＬ１１６、大入賞口ＳＯＬ１１７、排出制御装置１１８、演出制御装置
１１９、盤用外部情報１２０などへの駆動信号などが取り出されている。
【００３０】
　ここで、図示の例では、複数の出力ポート回路９８～１０２のうち４つ（出力ポート回
路９８～１０１）がＩ／Ｏエキスパンダ１２１に収められており、このＩ／Ｏエキスパン
ダ１２１のパッケージは、先にも述べたとおり、汎用ＩＣパッケージの中で最も大きな部
類に入る６４ピン型ＳＤＩＰの汎用チップである。ちなみに、冒頭でも説明したとおり、
このような大型の汎用チップは、不正なマイコン（図１３の不正マイコン７参照）の組み
込み対象として狙われやすい。
【００３１】
　なお、情報収集端末９３は、上記のとおり、遊技制御装置３１の外部通信端末９５に接
続された通信端末９４を備える他、パチンコ遊技機１０の盤用外部情報１２０やカードユ
ニット１２に接続された情報収集端末９３ａ及び上記の外部通信端末９５に接続された遊
技監視回路９３ｂ（検査手段）などを備え、パチンコ遊技機１０やカードユニット１２か
ら様々な情報信号、たとえば、売り上げ信号、補給球数信号、回収球数信号、大当たり信
号、特図回転信号及び確変信号などを取り込むとともに、遊技場内部ネットワークを介し
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て、不図示の場内管理装置に対して所要の情報送信を行う。
【００３２】
　ここで、情報収集端末９３に設けられている遊技監視回路９３ｂは、従来技術（図１３
参照）の遊技監視装置６に相当するものである。すなわち、遊技監視回路９３ｂは、遊技
制御装置３１に実装されている遊技用ワンチップマイコン９０の正当性を評価するもので
あり、その正当性の判定は、たとえば、遊技用ワンチップマイコン９０に対して定期的ま
たは不定期に識別情報の送信要求を出し、その要求に応答して遊技用ワンチップマイコン
９０から送信された識別情報を、初回受信の際には遊技監視回路９３ｂの内部に記憶保存
し、２回目以降の受信の際には記憶保存されている識別情報と受信した識別情報とを照合
することによって行うことができる。この場合、照合一致の場合は正常（遊技用ワンチッ
プマイコン９０が正規品である）であり、照合不一致の場合は異常（遊技用ワンチップマ
イコン９０が不正品に置き換えられている）である。
【００３３】
　但し、本発明の技術思想は、このような正当性判定の仕方に限定されない。要は、遊技
用ワンチップマイコン９０に予め（工場出荷時または遊技場設置時もしくは任意の時点）
書き込まれた固有の識別情報を外部（外部とは遊技制御装置３１の外の意味）で評価して
、その遊技用ワンチップマイコン９０の正当性を判定するものであればよく、加えて、前
記の不正行為（遊技用ワンチップマイコン９０以外の構成品に不正マイコンが組み込まれ
ること）に対応できないものであればよい。
【００３４】
　図５は、遊技用ワンチップマイコン９０のブロック図である。遊技用ワンチップマイコ
ン９０は、遊技制御を行う遊技ブロックＡと、情報管理を行う管理ブロックＢとを共通の
半導体基板上に実装してワンチップ化したものである。
【００３５】
　遊技ブロックＡは、リセット回路１２２と、クロックジェネレータ１２３と、遊技用Ｃ
ＰＵ１２４と、遊技プログラムを不揮発的に記憶する遊技用ＲＯＭ１２５と、遊技プログ
ラムのワークエリアとして用いられる遊技用ＲＡＭ１２６と、ＣＴＣ（Counter Timer Ci
rcuit）１２７と、割込みコントローラ１２８と、外部バスインターフェース１２９と、
Ｉ／Ｏポート１３０と、ＣＰＵバス１３１とを含む。
【００３６】
　遊技用ＣＰＵ１２４は、図示は略すが、各種のレジスタ群、演算・論理部（ＡＬＵ）、
命令レジスタ（ＩＲ）、デコーダ、プログラムカウンタ（ＰＣ）、スタックポインタ（Ｓ
Ｐ）、これらを結ぶデータバス、アドレスバスおよび各種の制御部をコア内に含む、例え
ば、Ｚ８０アーキテクチャのＣＰＵコアであり、遊技用ＲＯＭ１２５に格納された遊技プ
ログラムを遊技用ＲＡＭ１２６にロードして実行することにより、パチンコ遊技機１０の
遊技制御に必要な各種機能をソフト的に実現する。
【００３７】
　外部バスインターフェース１２９は、図４の基板内バス１０４との間でアドレス信号や
データ信号、メモリリクエスト信号、入出力リクエスト信号、メモリ書込み信号、メモリ
読み出し信号およびモード信号などの信号インターフェース処理を行う。
【００３８】
　遊技用ＲＡＭ１２６は、遊技用ＣＰＵ１２４の主記憶に相当し、例えば、ＳＲＡＭ等の
高速半導体デバイスで構成され、遊技ブロックＡにおける遊技プログラムに基づく処理を
実行する際にワークエリア（作業領域）として用いられる。なお、遊技用ＲＡＭ１２６は
、遊技用ワンチップマイコン９０の端子群の一つに割り当てられた専用の端子を用いて、
バッテリバックアップ機能を付与できるようになっており、パチンコ遊技機１０の電源オ
フ後もその記憶内容を保持することが可能になっている。
【００３９】
　リセット回路１２２や割込みコントローラ１２８は、パチンコ遊技機１０の電源投入時
に不図示の電源投入検出回路で作られるシステムリセット信号に応答して遊技用ＣＰＵ１
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２４をシステムリセットするとともに、遊技用ワンチップマイコン９０の各種内部リソー
スを初期状態に設定する。
【００４０】
　クロックジェネレータ１２３は、不図示の高精度発振器で作られた基準信号を基に遊技
用ＣＰＵ１２４を含む遊技用ワンチップマイコン９０の各ブロックの動作に必要なクロッ
ク信号を発生する。
【００４１】
　ＣＴＣ１２７は、タイマモードまたはカウンタモードといったモードに応じてクロック
入力を数え、割り込みの可否などを決定する。
【００４２】
　次に、遊技用ワンチップマイコン９０における情報管理を行う管理ブロックＢの構成を
説明する。管理ブロック２２Ｂは、管理用ファームメモリ１３２と、管理用ワークＲＡＭ
１３３と、バスモニタ回路１３４と、セキュリティメモリ１３５と、通信ポート１３６と
、管理バス１３７を含んで構成されている。
【００４３】
　管理用ファームメモリ１３２はブートプログラムを格納しており、遊技用ワンチップマ
イコン９０のシステムリセット時（正確には、システムリセット直後に実行される管理ブ
ロックＢの自己診断および初期化処理の正常完了後に）、このブートプログラムが立ち上
がって、所定の簡易チェックを行い、正常であれば、後述のプロテクト設定処理を実行し
た後、遊技プログラムの所定アドレス（遊技用ＣＰＵ１２４のアドレス空間内における所
定アドレス；一般に当該アドレス空間の先頭番地００００ｈ）に処理を渡す。
【００４４】
　バスモニタ回路１３４は、ＣＰＵバス１３１の状態監視を行い、ＣＰＵバス１３１が遊
技用ＣＰＵ１２４によって使用されていないときに、必要に応じて、ＣＰＵバス１３１を
介して遊技ブロックＡの遊技用ＲＯＭ１２５や遊技用ＲＡＭ１２６などをアクセスし、所
要のデータ（遊技プログラムや遊技用ＲＡＭ１２６の内容など）を管理ブロックＢに取り
込む。
【００４５】
　セキュリティメモリ１３５（ワンタイムＰＲＯＭで構成）には、遊技用ワンチップマイ
コン９０の識別や正当性の判定のために使用する識別情報（固有ＩＤ）が書き込まれてい
る。さらに、この固有ＩＤに加え、遊技種別コード、ランクコード、メーカ番号、機種コ
ードおよび検査番号などの各情報が書き込まれることもある。ちなみに、遊技種別コード
とは、パチンコ遊技機やスロットルマシン等を区別するための情報であり、例えば、パチ
ンコ遊技機の場合は“Ｐ”、スロットルマシンの場合は“Ｇ”を表すコードである。また
、ランクコードとは、遊技機の機種ランクコード（第１種、第２種等を区別するためのコ
ード）、メーカ番号当該遊技機の製造メーカを識別するためのメーカＩＤ（またはメーカ
コード）であり、機種コードとは、製造メーカが設定する当該遊技機の製品コードであり
、検査番号（または検定コード）とは、第３者機関による検査に合格した遊技機に付与さ
れる番号である。
【００４６】
　管理用ワークＲＡＭ１３３は、バスモニタ回路１３４を介して読み込まれた遊技ブロッ
クＡの情報（遊技プログラムや遊技用ＲＡＭ１２６の内容など）を一時的に保持するため
の記憶領域である。
【００４７】
　通信ポート１３６は、図４の情報収集端末９３との通信を行うもので、その情報収集端
末９３からの要求に応答して、管理用ワークＲＡＭ１３３の記憶内容を要求元の情報収集
端末９３に転送する。
【００４８】
　このような電気的ブロック構成を有する遊技制御装置３１は、遊技用ワンチップマイコ
ン９０に収められた遊技プログラムを逐次に実行しつつ、入力ポート回路９７を介して、
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ＳＯＬ動作検出器１０４、特図表示検出器１０５、始動口ＳＷ１０６、カウントＳＷ１０
７、ゲートＳＷ１０８、入賞口センサＬ１０９、入賞口センサＲ１１０などからの各種遊
技センサ信号を取り込みながら、それらのセンサ信号に基づいて、各種の駆動信号を発生
し、それらの駆動信号を、適宜の出力ポート回路９８～１０２からドライブ回路１０３を
介して、所要の負荷、すなわち、特図表示器１１１、特図記憶表示器１１２、普図表示器
１１３、普図記憶表示器１１４、遊技状態表示器１１５、普電ＳＯＬ１１６、大入賞口Ｓ
ＯＬ１１７、排出制御装置１１８、演出制御装置１１９、盤用外部情報１２０などに出力
することにより、パチンコ遊技機１０の遊技制御をコントロールする。
【００４９】
　一方、この遊技制御装置３１の正当性判定、すなわち、遊技制御装置３１に実装されて
いる遊技用ワンチップマイコン９０が正規のものであるか否かの判定は、この遊技用ワン
チップマイコン９０のセキュリティメモリ１３５に書き込まれている固有の識別情報とし
てのＩＤ情報を情報収集端末９３（の遊技監視回路９３ｂ）で評価することによって行わ
れる。かかる正当性判定の具体的仕組みは、冒頭の従来技術（特許文献１）にも詳しく述
べられているが、その概略の手順は次のとおりである。まず、情報収集端末９３から遊技
制御装置３１に対して定期的または不定期に情報要求を出す。遊技制御装置３１は、その
要求に応答してセキュリティメモリ１３５に書き込まれているＩＤ情報を読み出して情報
収集端末９３に送信する。情報収集端末９３は、初回の情報受信の場合にその情報を保存
格納し、２回目以降の情報受信の場合に保存済の情報と受信した情報とを照合する。そし
て、情報一致の場合には、正当な遊技用ワンチップマイコン９０を搭載した遊技制御装置
３１であると判断し、一方、情報不一致の場合には、不正に改造された遊技用ワンチップ
マイコン９０を搭載した遊技制御装置３１であると判断する。
【００５０】
　しかしながら、このような仕組みは、遊技用ワンチップマイコン９０の不正交換を検知
できる点で有益であるが、正規の遊技用ワンチップマイコン９０を残したまま他の周辺回
路に不正マイコンが組み込まれた場合にまったく対処できない。上記の手順、つまり、情
報収集端末９３から遊技制御装置３１に対して定期的または不定期に情報要求を出すと、
遊技制御装置３１は、その要求に応答してセキュリティメモリ１３５に書き込まれている
ＩＤ情報を読み出して情報収集端末９３に送信し、情報収集端末９３は、初回の情報受信
の場合にその情報を保存格納し、２回目以降の情報受信の場合に保存済の情報と受信した
情報とを照合し、情報一致の場合に正当な遊技用ワンチップマイコン９０を搭載した遊技
制御装置３１であると判断するからであり、正規の遊技用ワンチップマイコン９０を残し
たままの場合には、常に情報収集端末９３で「情報一致」が判定されてしまうからである
。
【００５１】
　他方、実際の遊技制御は、他の周辺回路に組み込まれた不正マイコンによって行われて
いるため、何らかの方法でこうした不正行為を見抜かなければならないが、上記の仕組み
（ＩＤ情報の評価）だけでは、まったく対処することができなかった。
【００５２】
　そこで、本実施形態では、不正マイコンが組み込まれる可能性がある周辺回路は、（１
）組み込みスペースの点で比較的大型のパッケージをもつこと、（２）正規の遊技用ワン
チップマイコン９０の入出信号を乗っ取りやすい位置にあること、（３）そのような不正
マイコンが組み込まれた周辺回路は、その不正マイコンの発熱によってパッケージ表面の
温度が高くなること、の３つの条件（１）～（３）に着目して案出されたものであり、簡
単な構造で効率的に不正マイコンの組み込みを検知できるようにしたことがポイントであ
る。
【００５３】
　＜第一の実施形態＞
　図６は、第一の実施形態の構成図である。この図において、遊技制御装置３１の蓋部材
３７の天板部６３には、先にも説明（図３）したとおり、“すり鉢状”の点検穴６７が形
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成されている。この点検穴６３の形成位置は、遊技制御装置３１の内部のＩ／Ｏエキスパ
ンダ１２１の直上である。Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１は、上記の３つの条件（１）～（３
）を満たす（したがって、不正マイコンが組み込まれる可能性がある）周辺回路の代表例
である。
【００５４】
　図７（ａ）、（ｂ）は、図６のＢ－Ｂ断面図及びＡ－Ａ断面図である。これらの図にお
いて、点検穴６７は、天板部６３の表面に開口する上部矩形穴６３ａ（開口部）と、その
上部矩形穴６３ａの４辺から遊技制御装置３１の内部に向かって延設する斜行壁６３ｂ～
６３ｅと、それら４つの斜行壁６３ｂ～６３ｅの下端部に形成され、上記の上部矩形穴６
３ａよりも小さく且つ上記の上部矩形穴６３ａと相似形の下部矩形穴６３ｆ（第２開口部
）とを備えて構成されている。点検穴６７の開口は、上部矩形穴６３ａから下部矩形穴６
３ｆにかけて、その開口面積が徐々に少なくなるように、つまり、斜行壁６３ｂ～６３ｅ
に沿って開口面積が縮径するようになっており、斜行壁６３ｂ～６３ｅは、点検穴６７の
上部矩形穴６３ａと下部矩形穴６３ｆとの間の空間を囲む囲繞壁を構成する。
【００５５】
　また、天板部６３から下部矩形穴６３ｆまでの高さＨは、その下部矩形穴６３ｆの下面
が、遊技制御基板３４の上に実装されたＩ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ表面に隙
間無く当接するように、または、若干の隙間ができたとしても、その隙間が薄板等の器具
を差し込むことができない程度になるように設定されている。
【００５６】
　このような構造（特に点検穴６７）を有する本実施形態の遊技制御装置３１においては
、点検穴６７の下部矩形穴６３ｆを介してＩ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ表面が
外部に露出する。このため、必要に応じて、点検穴６７の上部矩形穴６３ａから指先を差
し入れ、Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ表面に触れることができる。Ｉ／Ｏエキ
スパンダ１２１は、複数の出力ポート回路（ここでは、４つの出力ポート回路９８～１０
１）を切り替えるためのものであり、その消費電力は、遊技用ワンチップマイコン９０に
比べてきわめて少ない。それゆえ、正常なＩ／Ｏエキスパンダ１２１の場合には、そのパ
ッケージ表面に指を触れてもほとんど熱を感じないはずである。しかし、不正マイコンが
組み込まれたＩ／Ｏエキスパンダ１２１の場合には、この不正マイコンの消費電力がほぼ
遊技用ワンチップマイコン９０に匹敵するため、そのパッケージ表面に指を触れたときに
相当な熱を感じる。
【００５７】
　したがって、本実施形態の構造によれば、点検穴６７の上部矩形穴６３ａから指先を差
し入れてＩ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ表面に触れたときに、熱を感じなければ
、正常なＩ／Ｏエキスパンダ１２１であると判断することができ、一方、熱を感じたとき
には、不正マイコンが組み込まれたＩ／Ｏエキスパンダ１２１であると判断することがで
きるから、簡単な手順で不正マイコンの組み込みを検知できるという格別有益な効果が得
られる。
【００５８】
　図７（ｃ）は、本実施形態の第一の変形例を示す図である。この図において、上記の実
施形態との相違点は、下部矩形穴６３ｆを熱伝導部材６３ｇで閉鎖し、さらに、この熱伝
導部材６３ｇの下面をＩ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ表面に当接させた点にある
。熱伝導部材６３ｇは、熱を伝えやすく且つ機械的強度（容易に破壊されないもの）に優
れた、たとえば、銅などの金属素材を用いることが望ましい。また、熱伝導部材６３ｇの
下面とＩ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ表面との間に熱伝導グリースを塗っておく
ことも好ましい。
【００５９】
　このようにすると、Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ表面の温度が熱伝導部材６
３ｇの下面から上面へと伝えられるため、必要に応じて、点検穴６７の上部矩形穴６３ａ
から指を差し込み、熱伝導部材６３ｇの上面に触れることにより、Ｉ／Ｏエキスパンダ１
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２１のパッケージ表面の温度を間接的に体感することができる。
【００６０】
　したがって、この第一の変形例の構造においても、指先に熱を感じなければ、正常なＩ
／Ｏエキスパンダ１２１であると判断することができ、一方、指先に熱を感じたときには
、不正マイコンが組み込まれたＩ／Ｏエキスパンダ１２１であると判断することができる
から、上記と同様に、簡単な手順で不正マイコンの組み込みを検知できるという格別有益
な効果が得られる。
【００６１】
　なお、熱伝導部材６３ｇの上面に感熱シート（温度に応じて色が変化するシート）を貼
り付けておいてもよい。色の変化からＩ／Ｏエキスパンダ１２１の温度を視認（目視確認
）できるため、いちいち指先等で触る必要がない。
【００６２】
　図７（ｄ）は、本実施形態の第二の変形例を示す図である。この図において、上記の実
施形態との相違点は、この変形例の点検穴６７′は、天板部６３の表面からＩ／Ｏエキス
パンダ１２１のパッケージ表面にかけて延設された小断面積の開口６３ｈを有する点にあ
る。この開口６３ｈは、棒温度計や温度センサなどの計測具を差し込める程度の小さな面
積であればよい（指先が入らなくてもよい）。
【００６３】
　このようにしても、Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ表面の温度を、必要に応じ
て、棒温度計や温度センサなどの計測具で測定することができる。
【００６４】
　したがって、この第二の変形例の構造においても、棒温度計や温度センサなどの計測具
の測定値に基づいて、不正マイコンが組み込まれたＩ／Ｏエキスパンダ１２１であるか否
かを判断することができるから、簡単な手順で不正マイコンの組み込みを検知できるとい
う格別有益な効果が得られる。
【００６５】
　＜第二の実施形態＞
　さて、上記の実施形態及びそれらの変形例では、Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケー
ジ表面の温度を指先や温度計などの計測具を用いて測定している。つまり、指先に熱を感
じ、または高めの温度を計測した場合に、不正マイコンが組み込まれていると判断してい
る。しかし、このような判断を正しく行うためには、判断の元になる温度（以下、基準温
度という）、すなわち、不正マイコンが組み込まれていない正規のＩ／Ｏエキスパンダ１
２１の通常の温度を知っていなければならないが、上記の実施形態及びそれらの変形例に
あっては、単に「指先で触って熱く感じる」または、計測具で高い温度を測定した」とい
った曖昧な判定条件しかないので、判断結果の個人差を否めないという点で改善の余地が
ある。
【００６６】
　図８は、基準温度を持つように改良した実施形態を示す図であり、図９は、図８のＣ－
Ｃ断面図である。この実施形態においても、上記の実施形態と同様に、点検穴６７は、天
板部６３の表面に開口する上部矩形穴６３ａと、その上部矩形穴６３ａの４辺から遊技制
御装置３１の内部に向かって延設する斜行壁６３ｂ～６３ｅと、それら４つの斜行壁６３
ｂ～６３ｅの下端部に形成され、上記の上部矩形穴６３ａよりも小さく且つ上記の上部矩
形穴６３ａと相似形の下部矩形穴６３ｆとを備えて構成されており、また、天板部６３か
ら下部矩形穴６３ｆまでの高さＨは、その下部矩形穴６３ｆの下面が、遊技制御基板３４
の上に実装されたＩ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ表面に隙間無く当接するように
、または、若干の隙間ができたとしても、その隙間が薄板等の器具を差し込むことができ
ない程度になるように設定されている。
【００６７】
　上記実施形態との相違点は、天板部６３にもう一つの点検穴１３８を設けた点にある。
以下、識別のために、上記の実施形態と同一の点検穴６７を「第一の点検穴６７」といい
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、本実施形態特有の点検穴１３８を「第二の点検穴１３８」ということにする。
【００６８】
　第二の点検穴１３８は、天板部６３の表面に開口する上部矩形穴１３８ａと、その上部
矩形穴１３８ａの４辺から遊技制御装置３１の内部に向かって延設する斜行壁１３８ｂ、
～１３８ｅ（短辺側の斜行壁１３８ｄ、１３８ｅは図示を略している）と、それら４つの
斜行壁１３８ｂ～１３８ｅの下端部に形成され、遊技制御基板３４の上に実装された遊技
用ワンチップマイコン９０のパッケージが収まる程度の大きさの下部矩形穴１３８ｆとを
備えて構成されている。
【００６９】
　このような構造（特に二つの点検穴６７、１３８）を有する本実施形態の遊技制御装置
３１においては、第一の点検穴６７の下部矩形穴６３ｆを介してＩ／Ｏエキスパンダ１２
１のパッケージ表面が外部に露出するとともに、第二の点検穴１３８の下部矩形穴１３８
ｆを介して遊技用ワンチップマイコン９０のパッケージ表面が外部に露出する。このため
、必要に応じて、第一の点検穴６７の上部矩形穴６３ａから指先を差し入れ、Ｉ／Ｏエキ
スパンダ１２１のパッケージ表面に触れることができるとともに、第二の点検穴１３８の
上部矩形穴１３８ａから指先を差し入れ、遊技用ワンチップマイコン９０のパッケージ表
面にも触れることができる
【００７０】
　ここで、Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１に組み込まれるおそれがある不正マイコンは、遊技
用ワンチップマイコン９０と同等の働きをするものであり、その消費電力は遊技用ワンチ
ップマイコン９０と同レベルであると考えて差し支えない。したがって、もし、Ｉ／Ｏエ
キスパンダ１２１のパッケージ表面の熱または温度が、比較対照の遊技用ワンチップマイ
コン９０の熱または温度に近い場合には、高い蓋然性で、不正マイコンが組み込まれたＩ
／Ｏエキスパンダ１２１であると判断することができる。
【００７１】
　このように、本実施形態によれば、遊技用ワンチップマイコン９０のパッケージ温度を
基準にして、Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１の正常／異常を判断するので、敢えて、不正マイ
コンが組み込まれていない正規のＩ／Ｏエキスパンダ１２１の通常の温度を知っておく必
要がない。つまり、両方の温度を比べるだけでＩ／Ｏエキスパンダ１２１の正常／異常を
判断できるため、たとえば、未経験者であっても正しい判定を行うことができるという格
別の利点が得られる。
【００７２】
　図１０は、第二実施形態の変形例を示す図であり、図１１は、図９のＤ－Ｄ断面図であ
る。この変形例では、上記の第二実施形態の第一の点検部６７及び第二の点検部１３８の
代わりに、二つの点検プレート（以下、第一の点検プレート１３９、第二の点検プレート
１４０）を設けている点で相違する。すなわち、図１１に示すように、第一の点検プレー
ト１３９は“エ”の字状断面を有する熱伝導部材１３９ａの上端面１３９ｂを天板部６３
に形成した穴６３ａから外部に露出させるとともに、同熱伝導部材１３９ａの下端面１３
９ｃをＩ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ表面に接触させており、同様に、第二の点
検プレート１４０も“エ”の字状断面を有する熱伝導部材１４０ａの上端面１４０ｂを天
板部６３に形成した穴６３ｂから外部に露出させるとともに、同熱伝導部材１４０ａの下
端面１４０ｃを遊技用ワンチップマイコン９０のパッケージ表面に接触させている。
【００７３】
　このような構造（特に二つの点検プレート１３９、１４０）を有する本実施形態の遊技
制御装置３１においては、第一の点検プレート１３９の上端面１３９ｂに触ることによっ
てＩ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ表面温度を間接的に知ることができ、また、第
二の点検プレート１４０の上端面１４０ｂに触ることによって遊技用ワンチップマイコン
９０のパッケージ表面温度を間接的に知ることができる。したがって、前記の第二実施形
態と同様に、もし、Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ表面の熱または温度が、比較
対照の遊技用ワンチップマイコン９０の熱または温度に近い場合には、高い蓋然性で、不
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正マイコンが組み込まれたＩ／Ｏエキスパンダ１２１であると判断することができる。
【００７４】
　加えて、この変形例によれば、Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１や遊技用ワンチップマイコン
９０のパッケージが外部に露出しないので、これらの重要部品への不正なアクセスを防止
し、保全性を図ることもできる。
【００７５】
　なお、第一の点検プレート１３９や第二の点検プレート１４０の上面に感熱シートを貼
り付けておいてもよい。色の変化から遊技用ワンチップマイコン９０とＩ／Ｏエキスパン
ダ１２１の温度を視認（目視確認）できるため、いちいち指先等で触る必要がない。
【００７６】
　図１２は、以上の各実施形態及びそれらの変形例に適用可能な遊技制御基板３４の好ま
しいレイアウト図である。この図において、遊技制御基板３４は、いくつかの領域毎に回
路を構成している。たとえば、（ａ）の例では、遊技制御基板３４の表面を左から右に四
つの領域１４１～１４４に分けており、領域１４１を電源回路用とし、領域１４２を遊技
用ワンチップマイコン９０用とし、領域１４３をＩ／Ｏエキスパンダ１２１用とし、領域
１４４をドライブ回路１０３用としている。また、（ｂ）の例では、遊技制御基板３４の
表面を上下左右に四つの領域１４５～１４８に分けており、領域１４５を電源回路用とし
、領域１４６を遊技用ワンチップマイコン９０用とし、領域１４７をＩ／Ｏエキスパンダ
１２１用とし、領域１４８をドライブ回路１０３用としている。
【００７７】
　ここで、各領域の発熱量を対比すると、大きな熱を発生する部分は、電源回路用の領域
１４１、１４５や遊技用ワンチップマイコン９０用の領域１４２、１４６及びドライブ回
路１０３の領域１４４、１４８であり、Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１用の領域１４３、１４
７はほとんど熱を発生しない。したがって、図示のように、不正マイコンが組み込まれる
おそれがあるＩ／Ｏエキスパンダ１２１を一つの領域１４３、１４７に隔離してレイアウ
トすることにより、他の発熱部分、つまり、電源回路用の領域１４１、１４５や遊技用ワ
ンチップマイコン９０用の領域１４２、１４６及びドライブ回路１０３の領域１４４、１
４８からの熱の影響を受け難くなる。このため、Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１のパッケージ
表面の温度を正確に測定でき、このＩ／Ｏエキスパンダ１２１に不正なマイコンが組み込
まれているか否かを正しく判別することができるというメリットが得られる。
【００７８】
　このように、本発明は、不正なマイコンが組み込まれる可能性がある汎用チップは、（
ア）充分な内部スペースがある大型のパッケージを持つ汎用チップであり、しかも、（イ
）その汎用チップは入出力ポートを乗っ取りやすい場所に位置して必要があることから、
多くの場合、特定の汎用チップ（たとえば、Ｉ／Ｏエキスパンダ１２１などはその典型例
）を検証対象として特定できる点に着目するとともに、加えて、（ウ）そのような汎用チ
ップは電力使用費が少なく、通常であればパッケージに触っても熱を感じないはずである
が、不正なマイコンが組み込まれた場合には相当な熱（遊技用ワンチップマイコン９０に
匹敵する熱）を発生する点に着目し、検証対象の特定の汎用チップ（たとえば、Ｉ／Ｏエ
キスパンダ１２１）のパッケージ温度を遊技制御装置３１の基板ケース３５の外から触接
（指先や温度計等による測定）または視認（感熱シートの色変化等による目視確認）によ
って点検できるようにしたものである。したがって、汎用チップのパッケージに触接しま
たは視認するといったきわめて簡単な方法で、不正マイコンの組み込みの有無を判断する
ことができる。
【００７９】
　また、好ましくは、比較対照の温度も測定できるようにしたものである。この比較対照
の温度は、不正マイコンが組み込まれた汎用チップのパッケージ温度に近いことが望まし
く、たとえば、遊技用ワンチップマイコン９０のパッケージ温度とすることができる。こ
のように、比較対象の温度を測定できるようにすると、汎用チップのパッケージ温度が正
常な温度（比較対照の温度と大きく異なる）であるか異常な温度（比較対照の温度と同程
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度または近い）であるかを誰でも容易に判断することができる。
【００８０】
　以上本発明を実施形態に基づき具体的に説明したが、本明細書で開示された実施の形態
は全て例示であって、開示された技術に限定されるものではないと考えるべきである。す
なわち、本発明の技術的な範囲は、上記の実施形態における説明に基づいて制限的に解釈
されるものではなく、あくまでも特許請求の範囲の記載に従って解釈すべきであり、特許
請求の範囲の記載技術と均等な技術および特許請求の範囲内での全ての変更が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】パチンコ遊技機１０（遊技機）の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機１０の背面図である。
【図３】遊技制御装置３１の分解図である。
【図４】遊技制御基板３４の電気的な内部ブロック構成図である。
【図５】遊技用ワンチップマイコン９０のブロック図である。
【図６】第一の実施形態の構成図である。
【図７】図６のＡ－Ａ断面図及びＢ－Ｂ断面図及び実施形態の第一の変形例並びに第二の
変形例を示す図である。
【図８】基準温度を持つように改良した実施形態を示す図である。
【図９】図８のＣ－Ｃ断面図である。
【図１０】第二実施形態の変形例を示す図である。
【図１１】図９のＤ－Ｄ断面図である。
【図１２】各実施形態及びそれらの変形例に適用可能な遊技制御基板３４の好ましいレイ
アウト図である。
【図１３】遊技制御装置の概略構成図及び不正行為の概念図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１０　パチンコ遊技機（遊技機）
　３１　遊技制御装置
　３４　遊技制御基板
　３５　基板ケース
　６３ａ　上部矩形穴（開口部）
　６３ｂ～６３ｅ　斜行壁（囲繞壁）
　６３ｆ　下部矩形穴（第２開口部）
　６３ｇ　熱伝導部材
　６７　点検穴（温度確認手段）
　９０　遊技用ワンチップマイコン（演算処理用チップ）
　９３ｂ　遊技監視回路（検査手段）
　９６　電源回路
　９８～１０２　出力ポート回路
　１０３　ドライブ回路
　１２１　Ｉ／Ｏエキスパンダ（汎用チップ）
　１２４　遊技用ＣＰＵ
　１４１～１４４　領域
　１４５～１４８　領域
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