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(57)【要約】
【課題】前扉の開閉を確実に検知して不正行為を未然に
防止できる遊技機を提供する。
【解決手段】地磁気を基に方位を検知する方位検知体31
を前扉3に取り付け、例えばドアキーが施錠操作される
ことを条件に、その閉状態にある前扉3の方位角を基準
方位角として基準方位角記憶手段に記憶させておき、開
閉される前扉3のその時々における現在の方位角を検知
して、その現在の方位角と基準方位角と差が所定の閾値
以上かどうかにより、前扉3が閉状態か開状態かを判断
する。こうすると、方位検知体31は地磁気を検知するた
め、不正な治具による検知妨害を受けにくく、不正行為
を未然に防止可能な遊技機であるスロットマシンを提供
することができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面に開口部を有する筐体と、前記筺体に設けられて前記開口部を開閉する前扉とを備
えた遊技機において、
　前記前扉に設けられ磁界の向きを検知して方位角を検知する方位検知体と、
　前記前扉が閉じた状態で前記方位検知体によって検知した前記前扉の方位角を基準方位
角として記憶する基準方位角記憶手段と、
　前記方位検知体によって検知した現在の前扉の方位角と前記基準方位角記憶手段によっ
て記憶された前記基準方位角とに基づいて、前記前扉の開閉状態を判断する開閉判断手段
とを備え、
　前記開閉判断手段によって前記前扉が開状態であると判断された場合に、前記前扉の開
状態を報知する報知手段を備えた
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記開閉判断手段は、
　前記方位検知体によって検知した現在の前扉の方位角が、前記基準方位角記憶手段によ
って記憶された前記基準方位角と異なる場合に前扉が開状態であると判断する
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記開閉判断手段は、
　前記方位検知体によって検知した現在の前扉の方位角と前記基準方位角記憶手段によっ
て記憶された前記基準方位角との差を導出する導出手段を備え、
　前記導出手段による導出結果が予め定められた閾値に達した場合に前扉が開状態である
と判断する
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記基準方位角記憶手段は、ドアキーによる前記前扉の解錠操作を除く特定操作がある
ことを条件に、前記基準方位角を記憶するものであることを特徴とする請求項１乃至請求
項３に記載の遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシンなどの遊技機について、前扉が開閉したことを検知する仕組
みを備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機において、筺体内部に設けられている様々な機器に対し不正に動作をさせ
る不正行為が行われることがあった。このような不正行為を防止するため遊技機には、前
扉に、機械式接点スイッチやフォトセンサなどのセンサを設け、前扉が不正に開放される
と、センサから開放信号を送信して不正な開放を報知するようにしたものがある。
【０００３】
　また、その他に特許文献１のように、筺体前面の開口部を開閉する前扉にジャイロスコ
ープを設置し、ジャイロスコープで検知された回転角度に基づいて、前扉の開閉状態を判
断するものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－９９４０４号公報（段落００５３～００６２、図３～図５
参照）
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前述の機械式接点スイッチやフォトセンサを用いた場合、センサを無効
化するような治具を用いることにより、前扉の開放を確実に検出できないことがあった。
具体的には、前述の機械式接点スイッチの場合は、スイッチがオンの状態を前扉が閉まっ
ている状態（以下、閉状態）、スイッチがオフの状態を前扉が開いている状態（以下、開
状態）と判断するときに、このスイッチを、不正な治具によりオンしたままの状態に保持
すると、前扉が開放しているにもかかわらず、センサはオフせずにオン状態のままとなっ
て前扉が開状態であると判断されず、その間、遊技機内部の機器に対する不正行為が行わ
れることがあった。
【０００６】
　また、フォトセンサでは、発光部からの光を遮光部材などで遮光させて受光部で受光し
なかった場合を閉状態とし、光を遮光部材などで遮光せず受光した場合を開状態と判断す
るが、本来の遮光部材とは異なる遮光部材が不正に挿入されることにより常に閉状態と誤
認識させる状態になると、センサでは前扉が閉状態であると判断しているにもかかわらず
前扉は開放した状態となり、その間に遊技機内部に不正行為が容易に行われる状態になっ
てしまう恐れがある。
【０００７】
　さらに、特許文献１の記載の遊技機のようにジャイロスコープを用いる場合には、ジャ
イロスコープが回転角度を検知するためには、物体に加わる振動や加速度が必要となるが
、前扉をゆっくり開けられた場合にはジャイロスコープが反応しないため、ゆっくり開放
される前扉の回転角度の変化を検知できず、前扉の開放を検出できない恐れがある。
【０００８】
　そこで本発明は、前述の課題に鑑みてなされたものであり、前扉の開閉を確実に検知し
て不正行為を未然に防止できる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明は、前面に開口部を有する筐体と、前記筺体に設け
られて前記開口部を開閉する前扉とを備えた遊技機において、前記前扉に設けられ磁界の
向きを検知して方位角を検知する方位検知体と、前記前扉が閉じた状態で前記方位検知体
によって検知した前記前扉の方位角を基準方位角として記憶する基準方位角記憶手段と、
前記方位検知体によって検知した現在の前扉の方位角と前記基準方位角記憶手段によって
記憶された前記基準方位角とに基づいて、前記前扉の開閉状態を判断する開閉判断手段と
を備え、前記開閉判断手段によって前記前扉が開状態であると判断された場合に、前記前
扉の開状態を報知する報知手段を備えたことを特徴とする（請求項１）。
【００１０】
　なお、「方位検知体」とは、例えば電子コンパスなど地磁気の方向で真北を基準とした
方位に対する角度を方位角として検出するものである。また、地磁気に限らず磁気を利用
して方位角を検知可能な磁気センサであってもよい。ここで言う「方位角」とは、地磁気
を利用した基準の方位との関係を表したものである。また「報知手段」とは、開閉判断手
段により前扉が開状態であると判断されたときに、その旨を報知するものであればよく、
例えば、演出用ランプ、液晶表示器、スピーカーなどが該当する。
【００１１】
　また、前記開閉判断手段は、前記方位検知体によって検知した現在の前扉の方位角が、
前記基準方位角記憶手段によって記憶された前記基準方位角と異なる場合に前扉が開状態
であると判断するものであるとよい（請求項２）。
【００１２】
　また、前記開閉判断手段は、前記方位検知体によって検知した現在の前扉の方位角と前
記基準方位角記憶手段によって記憶された前記基準方位角との差を導出する導出手段を備
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え、前記導出手段による導出結果が予め定められた閾値に達した場合に前扉が開状態であ
ると判断するとよい（請求項３）。
【００１３】
　また、前記基準方位角記憶手段は、ドアキーによる前記前扉の解錠操作を除く特定操作
があることを条件に、前記基準方位角を記憶するものであるとよい（請求項４）。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載の発明によれば、方位検知体により前扉の方位角の変化を精度よく検知す
ることができるため、前扉の微小な動きも検知することが可能になり、前扉の開閉状態を
確実に検知することができる。また、方位検知体は、例えば地磁気等の磁界の向きを検知
するため、磁力線そのものを不正に曲げたりすることはほとんど不可能であり、従来のフ
ォトセンサを用いた場合のように不正な治具による検知妨害を受けにくく、不正行為を未
然に防止可能な遊技機を提供することができる。さらに、特許文献１に記載の遊技機では
、ジャイロスコープが回転角度を検知するためには、物体に加わる振動や加速度が必要で
あり、前扉をゆっくり開けられた場合にはジャイロスコープが反応せず、前扉の開放を検
出できない恐れがある。しかし、地磁気などの磁界の向きを検知する方位検知体を使うこ
とによって、振動や加速度を必要とせずに確実に前扉の開放を検知することができる。
【００１５】
　請求項２記載の発明によれば、基準方位角記憶手段に記憶された基準方位角に対して、
方位検知体によって検知した現在の前扉の方位角が異なるかどうかにより、前扉が開状態
か閉状態かを容易に判断することができる。
【００１６】
請求項３記載の発明によれば、基準方位角記憶手段に記憶された基準方位角と、方位検知
体によって検知した現在の前扉の方位角との差を導出手段により導出し、その導出結果が
予め定められた閾値に達していれば前扉は開状態であると判断することができ、前扉の開
閉状態を判断する上で、請求項２の発明ではカバーできない誤差を考慮したより精度の高
い開閉状態の判断を行うことができる。
【００１７】
　このとき、上記したような導出手段の導出結果に閾値を設けることにより、方位検知体
自体の検知誤差による誤認を排除できるとともに、遊技の進行に応じて遊技者が操作する
操作態様（ストップボタンやチャンスボタンなど）により生じる振動の誤認を防止できる
。すなわち、遊技に熱中した遊技者の中には、ある特定の図柄を停止させるために力を込
めてストップボタンを操作する者や、チャンスボタンを連打する演出が出たときに、熱心
に連打する者、ボーナスゲームなどの特別遊技に突入しても短時間で終わりストレスのあ
まり遊技機を殴打して遊技機に振動を与える者など様々な遊技者がいる。遊技機は遊技店
の島設備に釘打ちで頑丈に固定されているが、遊技者の力の入れ加減によって前扉や筐体
自体が振動し、その振動による前扉の一瞬のずれを開放と検知してしまう恐れがある。そ
こで、本請求項のように閾値を設けることにより、遊技者に遊技操作に起因した振動が生
じても、誤って前扉が開放したと判断することを未然に防止することができる。
【００１８】
　請求項４記載の発明によれば、遊技店の店員など遊技機を管理する立場にある者のみが
持っているドアキーによる前扉の解錠操作を除く特定操作（例えば、解錠時と反対方向に
ドアキーを回すリセット操作など）があることを条件に、方位検知体による基準方位角を
基準方位角記憶手段に記憶させるため、ドアキーを持っていない遊技店とは無関係の外部
の者によって本来の基準方位角ではない方位角が不正に記憶されることを防止でき、常に
正常に前扉が閉じられた状態での方位検知体による基準方位角を基準方位角記憶手段に記
憶させることができ、前扉の開閉判断の基準となる基準方位角自体に不正が及ぶことを未
然に防止できる。
【００１９】
　なお、このときの条件として、上記したドアキーの特定操作以外に、例えば、前扉が閉
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じた状態を目視等で確認している状態において、何らかの装置を用いてそれを操作、作動
させたりすることや、遊技店の店員などの限られた者しか知りえないコマンドを入力した
りすることであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の遊技機の第１実施形態にかかるスロットマシンの正面図である。
【図２】図１のスロットマシンの前扉開放時の斜視図である。
【図３】図１のスロットマシンのブロック図である。
【図４】図１のスロットマシンにおける方位角度の説明図である。
【図５】図１のスロットマシンにおける基準方位角の説明図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）はそれぞれ図１のスロットマシンの異なる状態における基準方位
角と現在の方位角との関係の説明図である。
【図７】図１のスロットマシンの動作説明用フローチャートである。
【図８】図１のスロットマシンの動作説明用フローチャートである。
【図９】本発明の遊技機の第２の実施形態の動作説明用フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　[第１の実施形態]
　以下、本発明に係る遊技機の第１の実施形態であるスロットマシンについて詳細に説明
する。
【００２２】
　＜スロットマシンの外観構成＞
　図１及び図２に示すように、スロットマシン1は、略直方体を有し前面に開口部を有す
る筐体2と、この筐体2に取り付けられ前面の開口部を開閉する前扉3とで構成されている
。
【００２３】
　筐体2の内部には、リールユニット4、制御装置としてメイン制御装置5とサブ制御装置6
、ホッパーユニット7、電源ボックス8などが収納されている。
【００２４】
　リールユニット4は、周囲に複数の図柄が配列された左リール4L、中リール4C、右リー
ル4Rが取り付けられている。各リール4L、4C、4Rにはリールモータが備えられており、こ
のリールモータによってリールの回転、停止が行われ後述するリール窓11に表示される。
【００２５】
　前扉3には、演出用ランプ9、液晶表示器10、リール窓11、メダル投入口12、1BETスイッ
チ13、MAXBETスイッチ14、スタートレバー15、ストップボタン16（以下では、左、中、右
ストップボタン16L、16C、16Rともいう）、精算ボタン17、BETランプ18a、18b、18c、ク
レジット表示器19、払出表示器20、払出口21、受け皿22、スピーカー23L、23R、前扉施錠
装置24、メダルセレクター25が設けられている。
【００２６】
　演出用ランプ9は、リール窓11に表示された図柄の組合せや、液晶表示器10に表示され
た映像に合わせて点灯、点滅、消灯し、演出効果を向上させる。またスロットマシン1が
エラーなどの異常状態になったときに、点灯或いは点滅して異常状態を報知する。
【００２７】
　液晶表示器10は、前扉3の上部に設けられており、遊技に関するキャラクターや様々な
映像の表示を行う。また、スロットマシン1がエラーなどの異常状態になったときに、「
エラー発生」などのメッセージ表示を行い、異常状態を報知する。
【００２８】
　リール窓11は、前述した各リール4L、4C、4Rの前方に配置されており、各リール4L、4C
、4Rを表示する。各リール4L、4C、4Rが全て停止した際に、縦３個横３個の合計９個の図
柄が表示されるようになっている。
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【００２９】
　メダル投入口12には、スロットマシン1の遊技媒体であるメダルが投入され、ここにメ
ダルを投入することによって遊技を行うための賭け数を定めることができる。
【００３０】
　BETスイッチはクレジットされているメダルの枚数を減じてメダルの投入に代えるため
のものであり、このBETスイッチには、１枚のメダルをBETするための1BETスイッチ13と、
最大規定数（本実施形態では３枚）分のメダルをBETするためのMAXBETスイッチ14とがあ
る。1BETスイッチ13は、押しボタン式のスイッチを用いて構成されており、ボタンを押す
と、１枚BET信号が出力されるようになっており、ボタンを１回押すごとに１枚BET信号が
１回出力され、ボタンを２回押すと、１枚BET信号が２回出力され、また、ボタンを３回
押すと、１枚BET信号が３回出力される。そして、１枚BET信号が１回出力されると、クレ
ジットされているメダルの枚数が１つ減じられて、１枚のメダルの投入に代えられる。ま
た、１枚BET信号が２回出力されると、クレジットされているメダルの枚数が２つ減じら
れて、２枚のメダルの投入に代えられる。さらに１枚BET信号が３回出力されると、クレ
ジットされているメダルの枚数が３つ減じられて、３枚のメダルの投入に代えられるよう
になっている。
【００３１】
　また、MAXBETスイッチ14は、1BETスイッチ13と同様に押しボタン式スイッチを用いて構
成されている。MAXBETスイッチ14は、ボタンを１回押すとMAXBET信号が出力され、このMA
XBET信号の出力により、クレジットされているメダルの枚数が最大規定数（本実施形態で
は３枚）分減じられて、最大規定数（本実施形態では３枚）分のメダルの投入に代えられ
る。
【００３２】
　スタートレバー15は、リール4L、4C、4Rの回転を開始させるためのものであり、メダル
投入後（但し、リプレイの場合はメダル投入不要）、スタートレバー15を操作することに
より、3個すべてのリール4L、4C、4Rの回転が開始する。
【００３３】
　ストップボタン16L、16C、16Rは回転中のリール4L、4C、4Rを停止させるためのもので
あって、前扉3の前面に横並びに３つ設けられている。各ストップボタン16L、16C、16Rは
各リール4L、4C、4Rに対応しており、左側のストップボタン16Lは左リール4Lに対応し、
中央のストップボタン16Cは中リール4Cに対応し、右側のストップボタン16Rは右リール4R
に対応している。そして、各リール4L、4C、4Rそれぞれに対応した左、中、右ストップボ
タン16L、16C、16Rを押すことによって、各リール4L、4C、4Rの回転が停止する。
【００３４】
　精算ボタン17はクレジットに対応した枚数のメダル、及び、BETとして設定されている
枚数のメダルを払い出すためのものであり、精算ボタン17を操作することにより、BET枚
数、及び、クレジットに貯留されているメダル枚数が払出口21から払い出される。
【００３５】
　メダルの１枚目を投入することにより1BETランプ18aが点灯し、２枚目を投入すること
により2BETランプ18bが点灯し、３枚目を投入することにより3BETランプ18cが点灯する。
【００３６】
　クレジット表示器19は、貯留枚数を表示する。また、払出表示器20は、遊技において払
い出しのある役が入賞した場合に、その払出枚数を表示するものである。
【００３７】
　払出口21はメダルを払い出すためのものであって、前扉下部に設けられており、払出口
21の下流に配置された受け皿22に、払出口21から払い出されたメダルを受け止められる。
【００３８】
　スピーカー23L、23Rは前扉3の下部の左右に設けられており、遊技に関する様々な効果
音などを出力する。また、スロットマシン1がエラーなどの異常状態になったときに、ア
ラーム音を出力したり、「エラーが発生しました」などの音声出力をしたりして、異常状



(7) JP 2014-161700 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

態を報知する。
【００３９】
　前扉施錠装置24は、前扉3を施錠するための装置であり、遊技店の店員など遊技機を管
理する立場の限られた者のみが持っているドアキーを挿入し、正回転（解錠操作）させる
ことにより施錠を解除（解錠）することができる。一方、前扉施錠装置24はドアキーを逆
回転させることにより、後述する閉状態の設定を行うことができる。
【００４０】
　ホッパーユニット7は、メダルを蓄えメダルを払い出すためのものであって、図２に示
すように、筐体2内の下部に配置されおり、ホッパーユニット7は、大量のメダルを蓄えて
おくメダルタンクと、メダルタンクに蓄えられているメダルを送り出すための送出機構と
を備えている。そして、送出機構により送り出されたメダルが上記した払出口21に送出さ
れて払い出される。
【００４１】
　電源ボックス8は、図２に示すように、筐体2内の下部にホッパーユニット7に隣接して
配置されおり、スロットマシン1の各電気機器や電子部品・電子回路、具体的には、リー
ルユニット4、メイン制御装置5、サブ制御装置6、ホッパーユニット7などに電力を供給す
るためのものである。
【００４２】
　＜制御ブロックの構成＞
　本実施形態におけるスロットマシン1は、図３に示すように、遊技の制御を行うための
メイン制御装置5と、メイン制御装置5から送信される信号を受信して主として演出の制御
を行うためのサブ制御装置6とにより構成される制御装置を備える。
【００４３】
　（メイン制御装置5）
　図３に示すように、メイン制御装置5は、メイン制御部51、後述する方位検知体による
基準方位角を記憶する基準方位角記憶手段52、閉状態設定判定手段53、開閉判断手段54を
備える。メイン制御部51は、ＣＰＵ51a、ＲＯＭ51b、ＲＡＭ51c、Ｉ／Ｏポート51d、所定
の範囲内で乱数を発生させる乱数発生回路51e、乱数発生回路51eから乱数を取得するラッ
チ回路51fを有しマイクロコンピュータにより構成される。また、開閉判断手段54は基準
方位角記憶手段52に記憶された基準方位角と、方位検知体による現在の方位角との差を演
算して導出する算出手段54aを有する。なお、算出手段54aは、本発明における「導出手段
」に相当する。
【００４４】
　メイン制御装置5にはサブ制御装置6とともに、図３に示すように電源ボックス8からの
電源供給がなされる。そして、図３に示すように、1BETスイッチ13、MAXBETスイッチ14、
スターレバー15、各ストップボタン16、精算ボタン17、前扉施錠装置24、メダルセレクタ
ー25それぞれからの信号がメイン制御装置5に入力される一方、リールユニット4、ホッパ
ーユニット7にメイン制御装置5から制御信号が出力され、このようにしてメイン制御装置
5により、スロットマシン1の遊技に関する制御が行われる。
【００４５】
　なお、メダルセレクター25は、図１、図２に示す前扉3の裏側に設けられ、図３に示す
ように、メダルセレクター25からの信号がメイン制御装置5に入力されることにより、メ
ダル投入口12より投入された遊技媒体であるメダルが適正なものであるか否かが判定され
、適正ではないと判定されると払出口21より排出され、適正であると判定されるとBETと
して正常に受け入れる制御が行われる。
【００４６】
　（サブ制御装置6）
　図３に示すように、サブ制御装置6は、サブ制御部61、演出用ランプ9を制御するランプ
制御回路62、液晶表示器10を制御する液晶制御回路63、スピーカー23L、23Rから出力する
音声を制御する音声制御回路64を備え、サブ制御部61は、ＣＰＵ61a、ＲＯＭ61b、ＲＡＭ
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61c、Ｉ／Ｏポート61dを備えたマイクロコンピュータにより構成される。
【００４７】
　さらに、サブ制御装置6から、演出用ランプ9、液晶表示器10、スピーカー23L、23Rに演
出制御信号が出力される。そして、メイン制御装置5からサブ制御装置6に送信される遊技
に関する信号に基づき、サブ制御装置6から演出ランプ9等に演出制御信号が出力され、ス
ロットマシン1の演出に関する制御が行われる。
【００４８】
　＜前扉3の開閉判断の構成＞
　スロットマシン1の前扉3の開閉状態を検知するために、方位検知体31が前扉3に設けら
れ、基準方位角記憶手段52と、閉状態設定判定手段53と、開閉判断手段54とがメイン制御
装置5に設けられている。
【００４９】
　（方位検知体31）
　方位検知体31には、例えば電子コンパスを用いることができる。このような方位検知体
（以下、電子コンパスともいう）31は、方位を電気信号として扱うことができ、方位検知
体（電子コンパス）31は磁気センサにより地磁気の「北」を検知し、「北」を基準方位と
して、方位検知体（電子コンパス）31が取り付けられている対象物がどの方位を向いてい
るかを検出する。図４に示すように、対象物が北東方向に向いているとすると、基準方位
である「北」から「東」に４５度の方位を対象物が向いているので、その対象物の方位は
「北東」となる。このとき、４５度が現在の対象物の方位角となる。このような電子コン
パス31を前扉3の右上端（或いは、右下端）に取り付けることで、開閉される前扉3のその
時々の方位角を検知することができる。なお、電子コンパス31は、ある一定の周期で方位
角を検知し、検知した方位角に応じた信号をメイン制御装置5に送信する。
【００５０】
　（基準方位角記憶手段52）
　基準方位角記憶手段52は、不正ではない所定の状況下で閉状態を確認された前扉3の方
位角を基準方位角θaとして記憶するが、この不正ではない所定の状況とは、遊技店の店
員等、スロットマシン1を管理する立場にある者が持っている前扉施錠装置24の施錠・解
錠を行うためのドアキーの操作が、不正ではない正常に行われる状況をいう。すなわち、
前扉3の裏側の前扉施錠装置24の近傍にはフォトセンサが設けられ、ドアキーを逆回転（
施錠）させることによりドアキーの動きに連動した突起部によりフォトセンサの光路が遮
断され、このフォトセンサの光路の遮断を契機に、電子コンパス(方位検知体)31から送信
される方位角が基準方位角θaとして基準方位角記憶手段52に記憶され、不正ではない正
常な状況のもとに、基準方位角θａが設定されることになる。本実施形態では、説明を簡
単にするため、基準方位角記憶手段52に、後述する図５のように「基準方位角θa＝９０
度」として記憶するものとする。
【００５１】
　（閉状態設定判定手段53）
　閉状態設定判定手段53は、ドアキーの特定操作によって、閉状態にある前扉3の基準方
位角θａを基準方位角記憶手段52に記憶させる閉状態設定が行われたか否かの判定を行う
ものであり、閉状態設定が行われていないと判定した場合には、この判定結果に基づき、
演出用ランプ9、液晶表示器10、スピーカー23L、23Rで閉状態設定を行うような報知がな
される。一方、閉状態設定が行われたと判定した場合には、このような報知は停止される
。
【００５２】
　（開閉判断手段54）
　開閉判断手段54は、電子コンパス（方位検知体）31により検知した現在の前扉3の方位
角から、前扉3の開閉を判断するものであり、上記したように開閉判断手段54は、算出手
段54aを備えている。この算出手段54aは、基準方位角θa（以下、数式を用いる時のみθa
と表記する）と、電子コンパス31が検出した現在の前扉3の方位角θb（以下、現在方位角
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θb。ただし、数式を用いる時のみθbと表記する）との差Δθを算出するものである。
【００５３】
　そして、開閉判断手段54は算出手段54aの算出した差Δθが、予め定められた閾値θt（
以下、数式を用いる時のみθtと表記する）に達した時に開状態と判断して開放信号を送
信する。この閾値θtは、電子コンパス31の微量な誤差、例えば、遊技者によって筐体2に
加えられる振動や、前扉3を強く閉めた時の動きなどを感知しないよう考慮にいれた許容
範囲内の数値に設定される。
【００５４】
　＜動作説明＞
　閉状態設定の手順について図５の動作説明図および図７のフローチャートを参照しつつ
説明する。
【００５５】
　まず、図７に示すように、S101において電源が投入されると、次に閉状態設定が行われ
たか否かの判定が閉状態設定判定手段53により行われ、S102で閉状態設定が行われている
と判定されると、このまま閉状態設定処理を終了する。一方、閉状態設定が行われていな
いとの判定結果であるとS103に進み、閉状態設定を行うよう、演出用ランプ9、液晶表示
器10、スピーカー23L、23Rで報知がされて閉状態の設定要求がなされる。このとき、演出
用ランプ9の点灯・点滅や、液晶表示器10への「扉を閉じた状態を設定して下さい」など
のメッセージ表示や、スピーカー23L、23Rからの「扉の設定をして下さい」などの音声出
力等により、閉状態設定を促す報知がなされ、その後次のS104へ進む。
【００５６】
　S104では閉状態設定、つまりドアキーの逆回転（特定操作）がなされたかどうかの判定
が行われる。ドアキーの逆回転（特定操作）がされていないとの判定結果であれば、S104
の判定が繰り返し行われる。一方、ドアキーの逆回転（特定操作）がされたとの判定結果
であれば、次のS105へ進み、そのときの電子コンパス31による方位角が基準方位角θaと
して取得され、次のS106において取得された基準方位角θaが基準方位角記憶手段52に記
憶される。
【００５７】
　より具体的に説明すると、図５に示すように、電子コンパス31により検知される前扉3
の方位が「東」となるように、スロットマシン1が前扉3を閉じた状態で遊技店に設置され
た場合を想定すると、地磁気の基準方位である「北」に対して現在の方位は「東」となる
ので、その方位角は９０度となり、９０度に応じた電圧信号等の信号が電子コンパス31か
らメイン制御装置5に出力される。このとき、ドアキーを逆回転（施錠）させることによ
り、「９０度」が基準方位角θaとして基準方位角記憶手段52に記憶されることになる。
【００５８】
　そして、次のS107において、S103で行われた閉状態設定を促す報知（閉状態設定要求）
が停止され、閉状態設定処理は終了する。
【００５９】
　このような閉状態設定行為はスロットマシン1を遊技店に設置する際に行えばよいので
、毎日行う必要がなく、店員の通常の日常業務よりも少ない頻度での作業で済むため、店
員の負担になることはない。
【００６０】
　続いて、開閉判断処理について、図６の動作説明図および図８のフローチャートを参照
しつつ説明する。
【００６１】
　まず、図８に示すように、S201において電子コンパス31によって現在の方位角θbが取
得され、次のS202において、図７のS106において基準方位角記憶手段52に記憶された基準
方位角θaと、S201にて取得した現在の方位角θbとの差Δθが算出手段54aによって算出
されて次のS203に進み、算出した差Δθがゼロ、つまりθb－θa＝０かどうかの判定が開
閉判断手段54により行われる。
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【００６２】
　そして、S203の判定結果が、θb－θa＝０であった場合、つまり基準方位角θaと現在
の方位角θbとが一致している場合、前扉3は開放していないと判断されてS201へ戻り、こ
れまでの処理が繰り返し行われる。一方、θb－θa＝０でなかった場合、つまり基準方位
角θaと現在の方位角θbとが異なっている場合、前扉3は開放していると判断されて次のS
204へ進む。
【００６３】
　具体的には、図６（ａ）に図示している。なお、基準方位角θaを設定したときの前扉3
を点線で示し、現在の方位角θbを取得したときの前扉3を実線で示している。基準方位角
θaが「９０度」のとき、前扉3が開放されることに伴い、電子コンパス31により現在方位
として「南東」が検知される場合、現在の方位角θｂは「１３５度」となり、算出手段54
aにより、現在の方位角θb（＝１３５度）と基準方位角θa（＝９０度）」との差Δθ（
θb－θａ）として、（１３５度－９０度）の計算が行われる。ここで、１３５度－９０
度＝４５度、つまり、θb－θa≠０であるため、基準方位角θaと現在の方位角θbとが一
致していないことになり、前扉3は開状態であると判断される。一方、電子コンパス31に
より現在方位として「東」が検知された場合、そのときの現在の方位角θｂは「９０度」
であるため、算出手段54aにより、現在の方位角θb（＝９０度）と基準方位角θa（＝９
０度）とに基づき、「９０度－９０度」の計算が行われ、θb－θa＝０との算出結果にな
り、基準方位角θaと現在の方位角θbとが一致するため、前扉3は閉状態であると判断さ
れる。
【００６４】
　そして、図８に示すS204において、S203での前扉3は開放しているという判定結果をう
けて、演出用ランプ9、液晶表示器10、スピーカー23L、23Rなどが制御されて、前扉3が開
放している旨の報知が行われ、その後次のS205へ進む。なお、前扉3が施錠状態でないと
きに誤って閉状態設定をしてしまうことも考えられるが、その場合、前扉3が閉まってい
るにもかかわらず開状態を報知することとなるので、これにより遊技店の店員は誤った閉
状態設定が行われたと気づくことができる。
【００６５】
　S205において、現在の方位角θbが取得され、次のS206において、図７のS106において
記憶された基準方位角θaと、S205で取得された現在の方位角θbとの差が算出手段54aに
より再度算出されてS207へ進み、θb－θa＝０であるかどうかの判定がなされる。
【００６６】
　ここで、S201～S203では前扉3が開放している報知を開始するかどうかを判断している
が、S205～S207は、前扉3が開放している報知を停止させるかどうかを判断するための処
理になっている。
【００６７】
　S207の判定の結果が、θb－θa＝０でなかった場合、つまり基準方位角θaと現在の方
位角度θbとが一致していなかった場合には、前扉3はまだ開放していると判断されてS305
へ戻り、再び現在の方位角度θbが取得される。一方、S207の判定結果が、θb－θa＝０
であった場合、つまり基準方位角θaと現在の方位角θbとが一致している場合には、前扉
3は開放しておらず閉状態のままと判断されて次のS208へ進む。
【００６８】
　そして、S208において、S207での前扉3は開放していないという判定結果をうけて、S20
4で行われた前扉3が開放している旨の報知が停止され、S201へ進み、再び現在の方位角θ
bが取得され、S202以降の動作が繰り返し行われる。
【００６９】
  このように、第１の実施形態のスロットマシンでは、方位検知体（電子コンパス）31を
使用することにより地磁気を利用した方位に基づき、基準方位角θａと現在の方位角θｂ
が異なるかどうかにより、前扉3の開閉を判断するため、前扉3の開閉を簡単な計算結果に
基づいて判断をすることができる。このとき、地磁気そのものを不正に曲げたりすること
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はほとんど不可能であり、従来のフォトセンサを用いた場合のように不正な治具による検
知妨害を受けにくく、不正行為を未然に防止することができる。
【００７０】
　[第２の実施形態]
　次に、発明に係る遊技機の第２の実施形態であるスロットマシンについて説明する。本
実施形態のスロットマシンの基本的な構成は、第１の実施形態と同一であるため、第１の
実施形態と異なる点について説明する。
【００７１】
　上記した第１の実施形態では、開状態の報知と異常な閉状態設定の報知とを図８のS204
において同じ報知の仕方にしていたが、第２の実施形態では、開状態の報知と異常な閉状
態設定の報知とを区別して報知するようにした。
本実施形態の開閉判断の手順について、図６（ａ）～（ｃ）および図９のフローチャート
を参照しつつ詳細に説明する。
【００７２】
　第２の実施形態では、図７のS106で設定された基準方位角θaを原点（例えば、０度）
とし、現在の前扉3の方位角θbと原点とから算出される角度をΔθとする。
【００７３】
　S301において、現在の方位角θbを取得する。次のS302では基準方位角θaである原点と
S301で取得した現在の方位角θbとからΔθを算出する。次のS303では、閉状態設定が正
しく行われたか否かを判定するために、S302で算出したΔθが０0≦Δθ≦１００の範囲
内であるかを判定する。ここで「１００」とは前扉3の開放範囲である１００度を意味す
る。開放範囲は遊技機によって多少異なっているが、本実施形態では理解を容易にするた
めに、具体的な開放範囲を「１００」と定める。また０≦Δθとしたのは、Δθがマイナ
スの数値となるときは、誤った閉状態設定を行った等の異常事態であるので、そのような
異常事態を検知するために０≦Δθと定めている。また、必ずしも０≦Δθとしなくても
よく、前扉3を強く閉めた場合に発生する振動等を考慮して、－1≦Δθのように僅かなマ
イナスの数値を適宜定めてもよい。
【００７４】
　具体的には、図６（ａ）に図示するように、基準方位角θaである原点が「９０度」で
、現在の前扉3の方位角θbが「１３５度」であるとき、Δθは「４５度」となる。よって
、０≦Δθ≦１００の範囲内であるので、正しい閉状態設定がなされていると判断し、S3
04へ進む。
【００７５】
　次に、誤った閉状態設定が行われた場合について説明する。図６（ｂ）で図示するよう
に前扉3が開いているにもかかわらず閉状態設定をして、基準方位角θaである原点が「１
８０度」で設定され、現在の前扉3の方位角θbが「９０度」であるとき、Δθは「－９０
度」となる。よって「0≦Δθ≦100」の範囲外であるので、誤った閉状態設定が行われた
と判断し、S310へ進む。なお、電子コンパス31の仕様によっては、図６（ｃ）に図示する
ように、Δθを「２７０度」と検知する場合もあるが、この場合でも、０≦Δθ≦１００
の範囲外であるので、誤った閉状態設定が行われたと判断し、S310へ進む。
【００７６】
　S304では、Δθ（＝４５度）が閾値θt以上であるか否か、つまりΔθ≧θtであるか否
かの判定が行われる。この判定の結果、Δθ≧θtでない場合、つまりΔθが閾値θtに達
していない場合、前扉3は開放していないと判断されてS301へ戻り、これまでの処理が繰
り返し行われる。一方、Δθ≧θtであった場合、つまりΔθが閾値θtに達している場合
、前扉3は開放していると判断され、S305に進み、S305において、演出用ランプ9、液晶表
示器10、スピーカー23L、23Rなどが制御されて、前扉3が開放している旨の報知が行われ
、その後S306へ進む。S306において現在の方位角θbが再度取得され、次のS307において
、基準方位角θaである原点とS306で取得した現在の方位角θbとからΔθを算出し、次の
S308において、S307で算出したΔθが０≦Δθ＜θtであるか否かの判定が行われる。こ
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こで、S301～S304では前扉3が正しい閉状態設定がなされたかどうかと、開放している報
知を開始するかどうか判断しているが、S306～S308は、前扉3が開放している報知を停止
させるかどうかを判断するための処理になる。
【００７７】
　そして、S308の判定結果が０≦Δθ＜θtでなかった場合、前扉3はまだ開放状態にある
と判断されてS306へ戻り、再び現在の方位角θbの取得が行われる。一方、S308の判定結
果が、０≦Δθ＜θtである場合、前扉3は開放しておらず閉状態である判断されて次のS3
09へ進み、S309おいて、S308での前扉3は開放していないという判定結果をうけて、S305
の前扉3の開放報知を停止する。
【００７８】
　ところで、S310では、S303での誤った閉状態設定が行われたという判定結果をうけて、
演出用ランプ9、液晶表示器10、スピーカー23L、23Rなどが制御されて、閉状態設定が正
しく行われていない旨の報知を行う。このとき、演出用ランプ9の点灯・点滅や、液晶表
示器10への「扉を閉じた状態を設定して下さい」などのメッセージ表示や、スピーカー23
L、23Rからの「扉の設定をして下さい」などの音声出力等により、閉状態設定を促す報知
がなされ、その後次のS311へ進む。
【００７９】
　S311では閉状態設定、つまりドアキーの逆回転がなされたかどうかの判定が行われる。
ドアキーの逆回転（特定操作）がされていないとの判定結果であれば、S311の判定が繰り
返し行われる。一方、ドアキーの逆回転（特定操作）がされたとの判定結果であれば、次
のS312へ進み、そのときの電子コンパス31による方位角が基準方位角θaとして取得され
、次のS306へ進み、上記したS306～S309の動作が行われる。
【００８０】
　以上のように、第２の実施形態では、基準方位角θaを原点とし、原点と現在の前扉3の
現在の方位角θbとから算出される角度をΔθとし、さらにΔθが０≦Δθ≦１００の範
囲内であるかの判定を加えることにより、前扉3の開閉を判断するだけでなく、正しい閉
状態設定が行われたか否かも判定することができる。
【００８１】
　［変形例］
　上記した実施形態の変形例について簡単に説明すると、第１の実施形態及び第２の実施
形態では、方位検知体（電子コンパス）31によって前扉3の方位角を検知して開閉判断を
行うようにした場合について説明したが、これに限らず前扉3の向いている方位そのもの
を検知して、方位の違いによって開閉判断を行うようにしてもよい。さらに、方位の説明
として「北」「東」「南東」等の８方位を用いて説明しているが、必ずしもこの限りでは
なく、方位の検出精度を上げるために、１６方位、３２方位、６４方位などを用いて表現
してもよい。例えば、閉状態における前扉3の方位が「南東微東」であった場合に、前扉3
の方位が「南東微東」ではなくなった時に開放していると判断してもよい。
【００８２】
　また、電子コンパス31には、例えば、ホール素子を用いたもの、MR素子を用いたもの、
２軸の磁気センサを用いたもの、３軸の磁気センサを用いたものなど種々あるが、いずれ
を用いてもよい。
【００８３】
　また、方位検知体31として電子コンパスに限らず、磁気方位センサを用いてもよい。さ
らに、筺体2内や、遊技場に設けられて磁気を発生する磁気発生体或いは磁気発生装置の
磁気を検知することにより基準となる方位を定め、その基準方位に対する現在の検知方位
とのずれ（方位角）から、前扉3の開放を検知するようにしてもよい。
【００８４】
  また、図２、図５、図６（ａ）～（ｃ）によると方位検知体31は前扉3の一端に設けた
場合について説明したが、これに限らず前扉3のどの箇所に備えてもよい。
【００８５】
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　また、ドアキーを特定操作することを条件に閉状態設定、つまり基準方位角記憶手段52
に基準方位角θａを記憶するようにしたが、これに限らず遊技店の店員などの限られた者
しかできないことを条件としてもよい。
【００８６】
　また、第１の実施形態及び第２の実施形態では、スロットマシンを遊技店に設置すると
きに閉状態設定（基準方位角の記憶）を行うようにした場合について説明したが、必ずし
もこの限りではなく、営業開始時の電源投入毎や、その他の電源投入毎に閉状態設定を行
ってもよい。
【００８７】
　また、第１、第２の実施形態及び図１では、基準方位角記憶手段52、閉状態設定判定手
段53、開閉判断手段54をメイン制御装置5に設け、サブ制御装置6を介して演出用ランプ9
、液晶表示器10、スピーカー23L、23Rで不正な開放の報知を行うようにした場合について
説明したが、それに限らず、サブ制御装置6を介さずにメイン制御装置5から直接、演出用
ランプ9、液晶表示器10、スピーカー23L、23Rで不正な開放の報知を行うようにしてもよ
い。また、メイン制御装置5、サブ制御装置6のいずれかからホール設備に対してエラーを
知らせる信号を送信するようにしてもよい。さらに、遊技の進行を停止させる、例えば遊
技機の電源を落とすなどして、前扉3の不正な開放を報知するようにしてもよい。
【００８８】
  さらに、基準方位角記憶手段52、閉状態設定判定手段53、開閉判断手段54はメイン制御
装置5に設けず、サブ制御装置6に設けて制御するようにしてもよい。
【００８９】
　また、本発明は上記したスロットマシンに限らず、パチンコ機、パロット、その他の遊
技機にも適用できるのはいうまでもない。
【符号の説明】
【００９０】
1…スロットマシン（遊技機）、
2…筐体、
3…前扉、
9…演出用ランプ（報知手段）、
10…液晶表示器（報知手段）、
23L、23R…スピーカー（報知手段）、
31…方位検知体、
52…基準方位角記憶手段、
54…開閉判断手段、
54a…算出手段（導出手段）、
θa…基準方位角、
θb…現在の方位角、
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【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月8日(2014.7.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明は、前面に開口部を有する筐体と、前記筺体に設け
られて前記開口部を開閉する前扉とを備えた遊技機において、前記前扉に設けられ磁界の
向きを検知して方位角を検知する方位検知体と、前記前扉のドアキーを解錠時に回す方向
とは反対方向に回す特定操作があったときに前記方位検知体によって検知した前記前扉の
方位角を基準方位角として記憶する基準方位角記憶手段と、前記方位検知体によって検知
した現在の前扉の方位角と前記基準方位角記憶手段によって記憶された前記基準方位角と
に基づいて、前記前扉の開閉状態を判断する開閉判断手段と、前記開閉判断手段によって
前記前扉が開状態であると判断された場合に、前記前扉の開状態を報知する報知手段とを
備え、前記開閉判断手段は、前記前扉の開閉状態の判断に加え、前記現在の前扉の方位角
と前記基準方位角記憶手段によって記憶された前記基準方位角との差が、前記前扉の閉状
態からの開放範囲として予め定められた所定範囲内にある場合は、前記特定操作が前記前
扉の閉状態で行われたと判断し、前記所定範囲内にない場合は、前記特定操作が前記前扉
の閉状態でないときに行われたと判断し、前記報知手段は、前記前扉の開状態の報知に加
え、前記開閉判断手段により、前記特定操作が前記前扉の閉状態でないときに行われたと
判断された場合に、その旨を報知することを特徴とする（請求項１）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項１記載の発明によれば、方位検知体により前扉の方位角の変化を精度よく検知す
ることができるため、前扉の微小な動きも検知することが可能になり、前扉の開閉状態を
確実に検知することができる。また、方位検知体は、例えば地磁気等の磁界の向きを検知
するため、磁力線そのものを不正に曲げたりすることはほとんど不可能であり、従来のフ
ォトセンサを用いた場合のように不正な治具による検知妨害を受けにくく、不正行為を未
然に防止可能な遊技機を提供することができる。さらに、特許文献１に記載の遊技機では
、ジャイロスコープが回転角度を検知するためには、物体に加わる振動や加速度が必要で
あり、前扉をゆっくり開けられた場合にはジャイロスコープが反応せず、前扉の開放を検
出できない恐れがある。しかし、地磁気などの磁界の向きを検知する方位検知体を使うこ
とによって、振動や加速度を必要とせずに確実に前扉の開放を検知することができる。ま
た、遊技店の店員など遊技機を管理する立場にある者のみが持っているドアキーを、解錠
時に回す方向とは反対方向に回すリセット操作（特定操作）があることを条件に、方位検
知体による基準方位角を基準方位角記憶手段に記憶させる。このようにすると、ドアキー
を持っていない遊技店とは無関係の外部の者によって本来の基準方位角ではない方位角が
不正に記憶されることを防止でき、常に正常に前扉が閉じられた状態での方位検知体によ
る基準方位角を基準方位角記憶手段に記憶させることができ、前扉の開閉判断の基準とな
る基準方位角自体に不正が及ぶことを未然に防止できる。また、開閉判断手段は、前扉の
開閉状態の判断に加え、現在の前扉の方位角と前記基準方位角記憶手段によって記憶され
た前記基準方位角との差が、前記前扉の閉状態からの開放範囲として予め定められた所定
範囲にない場合は、特定操作が前扉の閉状態でないときに行われたと判断する。このよう
にすると、前扉の開閉を判断するだけでなく、前扉の閉状態で基準方位角が記憶されてい



(17) JP 2014-161700 A 2014.9.8

るかどうか、すなわち、正常な状態で基準方位角が記憶されているか否かの判定も行うこ
とができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面に開口部を有する筐体と、前記筺体に設けられて前記開口部を開閉する前扉とを備
えた遊技機において、
　前記前扉に設けられ磁界の向きを検知して方位角を検知する方位検知体と、
　前記前扉のドアキーを解錠時に回す方向とは反対方向に回す特定操作があったときに前
記方位検知体によって検知した前記前扉の方位角を基準方位角として記憶する基準方位角
記憶手段と、
　前記方位検知体によって検知した現在の前扉の方位角と前記基準方位角記憶手段によっ
て記憶された前記基準方位角とに基づいて、前記前扉の開閉状態を判断する開閉判断手段
と、
　前記開閉判断手段によって前記前扉が開状態であると判断された場合に、前記前扉の開
状態を報知する報知手段とを備え、
　前記開閉判断手段は、前記前扉の開閉状態の判断に加え、
　前記現在の前扉の方位角と前記基準方位角記憶手段によって記憶された前記基準方位角
との差が、前記前扉の閉状態からの開放範囲として予め定められた所定範囲内にある場合
は、前記特定操作が前記前扉の閉状態で行われたと判断し、前記所定範囲内にない場合は
、前記特定操作が前記前扉の閉状態でないときに行われたと判断し、
　前記報知手段は、前記前扉の開状態の報知に加え、
　前記開閉判断手段により、前記特定操作が前記前扉の閉状態でないときに行われたと判
断された場合に、その旨を報知する
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記開閉判断手段は、
　前記方位検知体によって検知した現在の前扉の方位角が、前記基準方位角記憶手段によ
って記憶された前記基準方位角と異なる場合に前扉が開状態であると判断する
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記開閉判断手段は、
　前記方位検知体によって検知した現在の前扉の方位角と前記基準方位角記憶手段によっ
て記憶された前記基準方位角との差を導出する導出手段を備え、
　前記導出手段による導出結果が予め定められた閾値に達した場合に前扉が開状態である
と判断する
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ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
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