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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御基板を収容する基板ケースを備えた遊技機であって、
　前記基板ケースは、
　ケース本体と、
　前記ケース本体に貼り付けられる封印シールと、
　前記封印シールを覆うカバー部材と、
　前記ケース本体と前記カバー部材を固定する固定ピンと、を備え、
　前記ケース本体は、前記固定ピンを挿入可能なケース側ピン挿入孔を有し、
　前記カバー部材は、前記封印シールを覆うカバー面と、当該カバー面の端部に設けられ
た破断部と、当該カバー面の端部から前記ケース本体内に向かって鉛直方向に延設された
面に設けられ、前記固定ピンを挿入可能なカバー側ピン挿入孔と、を有し、
　前記固定ピンは、前記ケース側ピン挿入孔及び前記カバー側ピン挿入孔を介して前記ケ
ース本体内に挿入された状態で、前記ケース本体内からの抜け止めを防止する抜け止め防
止機構を有し、
　前記ケース側ピン挿入孔は、その端部を囲繞するように外側に向かって立設されるリブ
を有し、
　前記固定ピンは、前記ケース側ピン挿入孔及び前記カバー側ピン挿入孔を介して前記ケ
ース本体内に挿入された状態で、前記ケース側ピン挿入孔からその端部が露出しない長さ
に設定されることを特徴とする遊技機。
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【請求項２】
　制御基板を収容する基板ケースを備えた遊技機であって、
　前記基板ケースは、
　ケース本体と、
　前記ケース本体に貼り付けられる封印シールと、
　前記封印シールを覆うカバー部材と、
　前記ケース本体と前記カバー部材を固定する固定ピンと、を備え、
　前記ケース本体は、前記固定ピンを挿入可能なケース側ピン挿入孔を有し、
　前記カバー部材は、前記封印シールを覆うカバー面と、当該カバー面の端部に設けられ
た破断部と、当該カバー面の端部から前記ケース本体内に向かって鉛直方向に延設された
面に設けられ、前記固定ピンを挿入可能なカバー側ピン挿入孔と、を有し、
　前記固定ピンは、前記ケース側ピン挿入孔から、前記カバー側ピン挿入孔を介して前記
ケース本体内に挿入され、挿入された状態で前記ケース本体内からの抜け止めを防止する
抜け止め防止機構を挿入方向側の先端に有するとともに、前記ケース側ピン挿入孔及び前
記カバー側ピン挿入孔を介して前記ケース本体内に挿入された状態で、前記ケース側ピン
挿入孔からその端部が露出しない長さに設定されることを特徴とする遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御基板を収納する基板ケースを備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な遊技機は、主制御回路を構成する主制御基板と、副制御回路を構成する副制御
基板が配設されている。主制御基板や副制御基板は、簡単に不正行為が行えないように、
それぞれ基板ケースに収納されている。そして、基板ケースには、開けられた痕跡を残す
ための封印シールが貼り付けられている。
【０００３】
　このような基板ケースにおいて、本体ケースと蓋ケースとに跨るように貼り付けられた
封印シールと、本体ケースと蓋ケースとに跨るように保持され、封印シールを覆うカバー
部材とを備えた電子基板ユニットが知られている（特許文献１）。
【０００４】
　特許文献１に示す電子基板ユニットでは、封印シールに、リーダーによって読み取り可
能な情報を有する情報部が設けられるとともに、カバー部材に、本体ケース及び蓋ケース
から取り外される際に、封印シールの情報部を破る接触部が設けられている。
【０００５】
　このように、特許文献１に示す電子基板ユニットによれば、封印シールを覆うカバー部
材が取り外されると、封印シールの情報部が破壊又は破損するため、不正アクセスの痕跡
を確実に残すことができることとなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－２０７６４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に示す電子基板ユニットでは、カバー部材の接触部を封印シ
ールの情報部に接触させないように注意しながら、カバー部材を本体ケース及び蓋ケース
に取り付けなければならない。このため、カバー部材を含めた基板ケースの組み立てがよ
り困難となり、基板ケースの組み立て効率を低下させてしまうという問題があった。
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【０００８】
　また、特許文献１に示す電子基板ユニットでは、熱を加えることにより封印シールの付
着力を弱めてからカバー部材を取り外すと、封印シールが破れること無く、カバー部材と
共に本体ケース及び蓋ケースから剥がれてしまう虞があった。その結果、本体ケース及び
蓋ケースを分離して、制御基板に対して不正行為を行った後に、破れなかった封印シール
を本体ケース及び蓋ケースに貼り付けることが可能になってしまうため、不正行為防止の
観点から、封印シールへのアクセスをより困難とする必要があった。
【０００９】
　本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、カバー部材を含めた基板ケース
の組み立てを容易としつつ、封印シールへのアクセスをより困難とすることができる基板
ケース及び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】
【００１０】
　本発明に係る遊技機は、制御基板を収容する基板ケースを備えた遊技機であって、前記
基板ケースは、ケース本体（例えば、ケース本体２６１）と、前記ケース本体に貼り付け
られる封印シール（例えば、封印シール２６６）と、前記封印シールを覆うカバー部材（
例えば、カバー部材２６２）と、前記ケース本体と前記カバー部材を固定する固定ピン（
例えば、第１固定ピン３０７、第２固定ピン３０８）と、を備え、前記ケース本体は、前
記固定ピンを挿入可能なケース側ピン挿入孔（例えば、上ケース側ピン挿入孔３０１、下
ケース側ピン挿入孔３０２）を有し、前記カバー部材は、前記封印シールを覆うカバー面
と、当該カバー面の端部に設けられた破断部（例えば、第１破断部３０３、第２破断部３
０４）と、当該カバー面の端部から前記ケース本体内に向かって鉛直方向に延設された面
に設けられ、前記固定ピンを挿入可能なカバー側ピン挿入孔（例えば、第１カバー側ピン
挿入孔３０５ａ、第２カバー側ピン挿入孔３０５ｂ）と、を有し、前記固定ピンは、前記
ケース側ピン挿入孔及び前記カバー側ピン挿入孔を介して前記ケース本体内に挿入された
状態で、前記ケース本体内からの抜け止めを防止する抜け止め防止機構を有し、前記ケー
ス側ピン挿入孔は、その端部を囲繞するように外側に向かって立設されるリブを有するこ
とを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る基板ケースによれば、固定ピン（例えば、第１固定ピン３０７、第２固定
ピン３０８）を挿入するだけで、カバー部材（例えば、カバー部材２６２）をケース本体
（例えば、ケース本体２６１）に固定することができるため、封印シール（例えば、封印
シール２６６）を覆うカバー部材を設ける場合であっても、その組み立てを容易に行うこ
とができるとともに、封印シールへのアクセスをより困難とすることができる。
【００１２】
　また、本発明に係る基板ケースによれば、破断部（例えば、第１破断部３０３、第２破
断部３０４）を工具等で破断してカバー部材を取り外した場合には、その痕跡が確実に残
ることとなるため、封印シールにアクセスされたとしてもそれを容易に発見することがで
きる。
【００１３】
　また、本発明に係る遊技機は、前記固定ピンは、前記ケース側ピン挿入孔及び前記カバ
ー側ピン挿入孔を介して前記ケース本体内に挿入された状態で、前記ケース側ピン挿入孔
からその端部が露出しない長さに設定されていることを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る基板ケースによれば、固定ピンが一度ケース本体内に挿入されると、ケー
ス本体内から取り出すことが極めて困難な状態で留置されることとなる。その結果、カバ
ー部材の取り外しも極めて困難となるため、封印シールへのアクセスをより困難とするこ
とができる。
【００１５】
　また、本発明に係る遊技機は、制御基板を収容する基板ケースを備えた遊技機であって
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、前記基板ケースは、ケース本体と、前記ケース本体に貼り付けられる封印シールと、前
記封印シールを覆うカバー部材と、前記ケース本体と前記カバー部材を固定する固定ピン
と、を備え、前記ケース本体は、前記固定ピンを挿入可能なケース側ピン挿入孔を有し、
前記カバー部材は、前記封印シールを覆うカバー面と、当該カバー面の端部に設けられた
破断部と、当該カバー面の端部から前記ケース本体内に向かって鉛直方向に延設された面
に設けられ、前記固定ピンを挿入可能なカバー側ピン挿入孔と、を有し、前記固定ピンは
、前記ケース側ピン挿入孔から、前記カバー側ピン挿入孔を介して前記ケース本体内に挿
入され、挿入された状態で前記ケース本体内からの抜け止めを防止する抜け止め防止機構
を挿入方向側の先端に有するとともに、前記ケース側ピン挿入孔及び前記カバー側ピン挿
入孔を介して前記ケース本体内に挿入された状態で、前記ケース側ピン挿入孔からその端
部が露出しない長さに設定されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、カバー部材を含めた基板ケースの組み立てを容易としつつ、封印シー
ルへのアクセスをより困難とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本実施形態の遊技機における機能フローを説明する説明図である。
【図２】本実施形態の遊技機における外観構成例を示す斜視図である。
【図３】本実施形態の遊技機における内部構造を示すものであり、ミドルドアを閉じた状
態の斜視図である。
【図４】本実施形態の遊技機における内部構造を示すものであり、ミドルドアを開けた状
態の斜視図である。
【図５】本実施形態の遊技機におけるキャビネットの内部を示す説明図である。
【図６】本実施形態の遊技機におけるフロントドアの裏面側を示す説明図である。
【図７】本実施形態の遊技機における制御系を示すブロック図である。
【図８】本実施形態の遊技機における主制御回路の構成例を示すブロック図である。
【図９】本実施形態の遊技機における副制御回路の構成例を示すブロック図である。
【図１０】本実施形態の第１の実施形態に係る主制御基板ユニットの斜視図である。
【図１１】本実施形態の第１の実施形態に係る主制御基板ユニットの拡大図であり、カバ
ー部材が取り付けられた状態を示す斜視図である。
【図１２】本実施形態の第１の実施形態に係る主制御基板ユニットの拡大図であり、カバ
ー部材が取り外された状態を示す斜視図である。
【図１３】（ａ）（ｂ）本実施形態の第１の実施形態に係る主制御基板ユニットのカバー
部材を示す分解図である。
【図１４】本実施形態の第１の実施形態に係る主制御基板ユニットの模式断面図である。
【図１５】本実施形態の第２の実施形態に係る主制御基板ユニットの拡大図であり、カバ
ー部材が取り付けられた状態を示す斜視図である。
【図１６】本実施形態の第２の実施形態に係る主制御基板ユニットの拡大図であり、カバ
ー部材が取り外された状態を示す斜視図である。
【図１７】本実施形態の第２の実施形態に係る主制御基板ユニットの拡大図であり、カバ
ー部材及び封印シールが取り外された状態を示す斜視図である。
【図１８】本実施形態の第２の実施形態に係る主制御基板ユニットのカバー部材を示す分
解図である。
【図１９】（ａ）（ｂ）本実施形態の第２の実施形態に係る主制御基板ユニットの摺動部
材を示す分解図である。
【図２０】本実施形態の第２の実施形態に係る主制御基板ユニットの摺動部材が第２位置
にある状態を示す分解図である。
【図２１】本実施形態の第２の実施形態に係る主制御基板ユニットの模式断面図であり、
摺動部材が第１位置にある状態を示す図である。
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【図２２】本実施形態の第２の実施形態に係る主制御基板ユニットの模式断面図であり、
摺動部材が第２位置にある状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
［パチスロ機の機能フロー］
　まず、図１を参照して、本実施形態におけるパチスロ機１の主要な構成について説明す
る。図１は、本実施形態におけるパチスロ機１の機能フローを示す図である。パチスロ機
１では、図１に示した各手段が必要な処理を実行し、各々が担う機能が発揮されることに
より、遊技者による遊技の実行を可能としている。
【００１９】
＜投入操作検出手段＞
　投入操作検出手段は、遊技者によるメダルやコイン等の遊技媒体の投入操作を検出する
。所定数の遊技媒体（例えば、３枚のメダル）の投入操作が検出されると、後述する開始
操作検出手段による開始操作の検出が許可される。また、後述する図柄表示手段において
、予め定められた入賞ラインが有効化される（以下、有効化された入賞ラインを「有効ラ
イン」という。）。本実施形態において、遊技者によるメダルの投入を検出するセレクタ
６６は、投入操作検出手段を構成する。なお、検出可能な遊技媒体の種類は、メダルに限
られるものはなく、コインやトークン、遊技球、若しくはこれらと同等の価値を有する電
磁的遊技媒体等を含むものとする。
【００２０】
＜開始操作検出手段＞
　開始操作検出手段は、遊技者による開始操作を検出する。開始操作が検出されると、後
述する図柄表示手段による図柄の変動表示が開始される。また、後述する内部当籤役決定
手段が内部当籤役を決定する際に用いられる乱数値が、予め定められた数値範囲内（例え
ば、０～６５５３５）から抽出される。また、後述する演出制御手段が演出を決定する際
に用いられる演出用乱数値が、予め定められた数値範囲内（例えば、０～３２７６７）か
ら抽出される。本実施形態において、遊技者によるスタートレバー２３の操作を検出する
スタートスイッチ７９は、開始操作検出手段を構成する。なお、抽出される乱数値の種類
、個数、数値範囲については、これに限られるものではなく、遊技において必要となる個
数の乱数値を、所定の数値範囲内から抽出することができるものとする。
【００２１】
＜内部当籤役決定手段＞
　内部当籤役決定手段は、抽出された乱数値に基づいて抽籤を行い、予め定められた複数
の役の中から内部当籤役を決定する。すなわち、内部当籤役の決定により、有効ラインに
表示されることが許可される図柄の組合せが決定される。本実施形態において、各種のテ
ーブルを参照し、抽出された乱数値に基づいて内部抽籤処理を実行する主制御回路９１は
、内部当籤役決定手段を構成する。なお、図柄の組合せの種別としては、メダルの払出、
再遊技（リプレイ）の作動、ボーナスの作動等といった特典が遊技者に与えられる「入賞
」に係るものと、それ以外のいわゆる「ハズレ」に係るものとが設けられている。
【００２２】
　また、パチスロ機は、遊技の進行が停止される制御を行いうる。このような制御は、「
ロック」（又は、「フリーズ」）と称される。なお、便宜上、遊技開始時に実行される遊
技の進行が停止される制御を「遊技開始時ロック」と呼び、遊技終了時に実行される遊技
の進行が停止される制御を「遊技終了時ロック」と呼ぶ。すなわち、「遊技開始時ロック
」とは、スタートレバーが操作された後、予め定められた期間においては、ストップボタ
ンへの操作が有効とならないという意味で遊技の進行が停止される制御であり、「遊技終
了時ロック」とは、ストップボタンが操作された後、予め定められた期間においては、ベ
ットボタンへの操作、若しくはスタートレバーへの操作が有効とならないという意味で遊
技の進行が停止される制御である。もちろん、「ロック」の契機は、上記に限られるもの
ではなく、例えば、スタートレバーが操作され、ストップボタンのいずれかが操作された
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後、予め定められた期間においては、その後の操作が有効とならない制御を行うこととし
てもよい。
【００２３】
　ここで、内部当籤役決定手段は、抽出した乱数値に基づいて抽籤を行い、内部当籤役に
替えて、あるいは内部当籤役とともに、「ロック」を行うか否かを決定することができる
。この場合、複数の乱数値を抽出しておき、そのうちの１つの乱数値に基づいて内部当籤
役を決定し、他の１つの乱数値に基づいて「ロック」を行うか否かを決定することとして
もよい。
【００２４】
＜図柄表示手段＞
　図柄表示手段は、複数の図柄を複数列に変動表示する。すなわち、開始操作検出手段に
より開始操作が検出されると、図柄の変動表示を開始し、後述する停止制御手段により停
止制御が実行されると、図柄の変動表示を終了する。本実施形態において、複数のリール
３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ、及びリール表示窓４は、図柄表示手段を構成する。なお、図柄表示手
段は、これに限られるものではなく、例えば、複数の図柄画像を複数列に変動表示する図
柄画像表示手段（例えば、画像表示装置）等であってもよい。
【００２５】
＜停止操作検出手段＞
　停止操作検出手段は、遊技者による停止操作を検出する。停止操作が検出されると、後
述する停止制御手段により図柄表示手段による図柄の変動表示が停止される。本実施形態
において、遊技者によるストップボタン１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒの操作を検出するストッ
プスイッチ基板８０は、停止操作検出手段を構成する。
【００２６】
　なお、全てのリールが回転しているときに最初に行われるリールの停止操作を第１停止
操作、第１停止操作の次に行われる停止操作を第２停止操作、第２停止操作の次に行われ
る停止操作を第３停止操作という。
【００２７】
＜停止制御手段＞
　停止制御手段は、図柄表示手段における図柄の変動表示の停止を制御する。すなわち、
停止操作検出手段により停止操作が検出されると、内部当籤役決定手段により決定された
内部当籤役に応じて設定された停止制御情報に基づいて、図柄表示手段における図柄の変
動表示を停止制御する。本実施形態において、遊技者によりストップボタン１９Ｌ，１９
Ｃ，１９Ｒが操作されると、各種の停止制御情報を参照し、対応するリール３Ｌ，３Ｃ，
３Ｒの回転を停止制御するリール停止制御処理を実行する主制御回路９１は、停止制御手
段を構成する。
【００２８】
　ここで、パチスロ機では、基本的に、ストップボタンが押されたときから規定時間（１
９０ｍｓｅｃ又は７５ｍｓｅｃ）内に、該当するリールの回転を停止する制御が行われる
。本実施形態では、上記規定時間内でのリールの回転に伴って移動する図柄の数を「滑り
駒数」と呼ぶ。規定期間が１９０ｍｓｅｃである場合には、滑り駒数の最大数を図柄４個
分に定め、規定期間が７５ｍｓｅｃである場合には、滑り駒数の最大数を図柄１個分に定
める。なお、滑り駒数の最大数はこれらに限られるものではなく、適宜設定することがで
きる。
【００２９】
　停止制御手段は、内部当籤役の決定結果に応じて、表示が許可されている図柄の組合せ
については、上記規定時間を利用して、その図柄の組合せが有効ラインに沿って極力表示
されるように最大滑り駒数の範囲でリールの回転を停止する。
【００３０】
　その一方で、内部当籤役の決定結果に応じて、表示が許可されていない図柄の組合せに
ついては、上記規定時間を利用して、有効ラインに沿って表示されることがないように最



(7) JP 6511404 B2 2019.5.15

10

20

30

40

50

大滑り駒数の範囲でリールの回転を停止する。
【００３１】
　また、停止制御手段は、決定されている内部当籤役が、予め定められた停止操作順序（
例えば、複数のストップボタンが操作された順番）に応じて表示される図柄の組合せを変
動させるものであるときには、その予め定められた停止操作順序も参照して、該当するリ
ールの回転を停止する制御を行う。
【００３２】
＜入賞判定手段＞
　入賞判定手段は、図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じて、入賞があるか否か
の判定を行う。すなわち、停止制御手段により図柄の変動表示が停止された場合に、有効
ライン上に停止した図柄の組合せに基づいて役の入賞又は非入賞を判定する。本実施形態
において、図柄組合せテーブル等を参照し、図柄表示手段に表示された図柄の組合せに基
づいて入賞検索処理を実行する主制御回路９１は、入賞判定手段を構成する。
【００３３】
＜利益付与手段＞
　利益付与手段は、入賞判定手段により入賞があると判定されると、入賞した図柄の組合
せに応じた利益を付与する。すなわち、図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じて
、対応する利益を遊技者に付与する。本実施形態において、入賞検索処理の結果に基づい
てメダル払出処理等を実行する主制御回路９１は、利益付与手段を構成する。なお、付与
される利益が、副制御回路１０１の制御によって付与されるものである場合には、副制御
回路１０１が、利益付与手段を構成する。
【００３４】
　ここで、利益付与手段により付与される利益としては、メダルの払出、今回の遊技と同
じ数量の遊技媒体が自動で投入され、再度遊技を行えることとなる再遊技の作動、再遊技
に係る内部当籤役の当籤確率が高くなる再遊技高確率状態（リプレイタイム）の作動、メ
ダルの払出に係る内部当籤役の当籤確率が高くなる特別遊技状態（ボーナス）の作動、遊
技者に適切な停止操作の情報を報知することにより、メダルの払出に係る内部当籤役の入
賞確率が高くなる特定遊技状態（アシストタイム）の作動等を挙げることができる。なお
、利益付与手段が付与する利益はこれに限られるものではない。
【００３５】
　このように、パチスロ機においては、投入操作検出手段によって遊技者の投入操作が検
出され、開始操作検出手段によって遊技者の開始操作が検出されると、内部当籤役決定手
段によって内部当籤役等が決定されるとともに、図柄表示手段による図柄の変動表示が開
始される。そして、停止操作検出手段によって遊技者の停止操作が検出されると、停止制
御手段によって図柄表示手段による図柄の変動表示が停止制御され、図柄表示手段に表示
された図柄の組合せが、入賞判定手段によって入賞に係る図柄の組合せであると判定され
ると、利益付与手段によってその図柄の組合せに応じた利益が付与される。以上のような
一連の流れがパチスロ機における１回の遊技（単位遊技）として行われる。
【００３６】
＜演出制御手段＞
　演出制御手段は、抽出された演出用乱数値と、その他の情報（例えば、内部当籤役に関
する情報）とに基づいて抽籤を行い、複数種類の演出の中から今回実行するものを決定す
る。また、演出制御手段は、決定された演出が適切に実行されるように、後述する演出実
行手段を制御する。本実施形態において、各種のテーブルを参照し、少なくとも抽出され
た演出用乱数値に基づいて演出内容を決定するとともに、決定された演出内容にしたがっ
た演出を実行させる副制御回路１０１は、演出制御手段を構成する。なお、上述の「ロッ
ク」も演出の一態様であるとすることができる。この場合には、主制御回路９１が、演出
制御手段を構成する。
【００３７】
　また、演出制御手段は、所定の報知条件が満たされると、遊技者に対して遊技に必要な
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情報（例えば、停止操作順序に関する情報や遊技履歴に関する情報）を報知するための演
出を決定する。この場合、演出制御手段は、報知制御手段とも言いうる。
【００３８】
＜演出実行手段＞
　演出実行手段は、演出制御手段により決定された演出を実行する。すなわち、視覚に訴
える演出を実行する表示装置やランプ、聴覚に訴える演出を実行するスピーカ、触覚に訴
える演出を実行する演出ボタン等の演出に用いられる各種のデバイスを意味する。本実施
形態において、液晶表示装置１１、ＬＥＤ８５、スピーカ４２，５８，６４，６５Ｌ，６
５Ｒは、演出実行手段を構成する。なお、演出実行手段は、これらに限られるものではな
く、例えば、パチスロ機の前面側から視認可能な位置に設けられる可動体（役物）であっ
てもよいし、複数のリール（例えば、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ）を通常の図柄の変動表示
態様とは異なる演出態様で変動表示させることによって演出を実行するものであってもよ
い。
【００３９】
　また、演出実行手段は、演出制御手段によって、遊技者に対して遊技に必要な情報（例
えば、停止操作順序に関する情報や遊技履歴に関する情報）を報知するための演出が決定
された場合には、遊技者に対してその情報の報知を実行する。この場合、演出実行手段は
、報知手段とも言いうる。
【００４０】
［パチスロ機の構造］
　次に、図２～図５を参照して、本実施形態におけるパチスロ機１の構造について説明す
る。
【００４１】
＜外観構造＞
　図２は、パチスロ機１の外部構造を示す斜視図である。
【００４２】
　パチスロ機１の外装体２は、リールや回路基板等を収容するキャビネット２ａと、キャ
ビネット２ａに対して開閉可能に取り付けられるフロントドア２ｂとを有している。また
、キャビネット２ａの両側面には、把手７が設けられている。この把手７は、パチスロ機
１を運搬するときに手をかける凹部である。
【００４３】
　キャビネット２ａの内部には、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒが横並びに設けられてい
る。以下、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒを、それぞれ左リール３Ｌ、中リール３Ｃ、右リー
ル３Ｒという。各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒは、円筒状に形成されたリール本体と、リール
本体の周面に装着された透光性のシート材を有している。シート材の表面には、複数（例
えば２１個）の図柄が周方向に沿って等間隔に描かれている。
【００４４】
　フロントドア２ｂの中央よりも上側には、上パネルユニット１０と、液晶表示装置１１
が設けられている。上パネルユニット１０は、フロントドア２ｂの上部を形成している。
この上パネルユニット１０は、光源を有しており、光源から出射される光による演出を実
行する。液晶表示装置１１は、上パネルユニット１０の下側に配置されており、映像の表
示による演出を実行する。
【００４５】
　フロントドア２ｂの中央には、台座部１２が形成されている。この台座部１２には、図
柄表示領域４と、遊技者による操作の対象となる各種装置が設けられている。
【００４６】
　図柄表示領域４は、正面から見て３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに重畳する手前側に配
置されており、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに対応して設けられている。この図柄表示
領域４は、表示窓としての機能を果たすものであり、その背後に設けられた各リール３Ｌ
，３Ｃ，３Ｒを透過することが可能な構成になっている。以下、図柄表示領域４を、リー
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ル表示窓４という。
【００４７】
　リール表示窓４は、その背後に設けられたリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転が停止された
とき、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの複数種類の図柄のうち、その枠内における上段、中段
及び下段の各領域にそれぞれ１個の図柄（合計で３個）を表示する。本実施形態では、リ
ール表示窓４の各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに対向する上段、中段及び下段からなる３つの
領域のうち予め定められたいずれかをそれぞれ組合せてなる擬似的なラインを、入賞か否
かの判定を行う対象となるライン（入賞判定ライン）として定義する。
【００４８】
　リール表示窓４は、台座部１２に設けられた枠部材１３により形成されている。この枠
部材１３は、リール表示窓４と、情報表示窓１４と、ストップボタン取付部１５を有して
いる。
【００４９】
　情報表示窓１４は、リール表示窓４の下部に連続して設けられており、上方に向かって
開口している。すなわち、リール表示窓４と情報表示窓１４は、連続する１つの開口部と
して形成されている。この情報表示窓１４及びリール表示窓４は、透明の窓カバー１６に
よって覆われている。
【００５０】
　窓カバー１６は、枠部材１３の内面側に配置されており、フロントドア２ｂの前面側か
ら取り外し不可能になっている。また、枠部材１３は、窓カバー１６を挟んで情報表示窓
１４の開口に対向するシート載置部１７を有している。そして、シート載置部１７と窓カ
バー１６との間には、遊技に関する情報が記載されたシート部材（情報シート）が配置さ
れている。したがって、情報シートは、凹凸や隙間の無い滑らかな表面を有する窓カバー
１６により覆われている。
【００５１】
　情報シートの取付部を構成する窓カバー１６は、フロントドア２ｂの前面側から取り外
し不可能であり、凹凸や隙間の無い滑らかな表面であるため、情報シートの取付部を利用
して、パチスロ機１の内部にアクセスする不正行為を防ぐことができる。なお、情報シー
トの交換については、後で図４を参照して説明する。
【００５２】
　本実施形態では、リール表示窓４と情報表示窓１４を、連続する１つの開口部として形
成した。しかし、本発明の遊技機に係る情報表示窓は、リール表示窓の下方に設けられて
いればよく、リール表示窓に連続していなくてもよい。すなわち、本発明の遊技機に係る
リール表示窓と情報表示窓は、上下方向に並ぶ２つの開口部として形成してもよい。
【００５３】
　ストップボタン取付部１５は、情報表示窓１４の下方に設けられており、正面を向いた
平面に形成されている。このストップボタン取付部１５には、ストップボタン１９Ｌ，１
９Ｃ，１９Ｒが貫通する貫通孔が設けられている。ストップボタン１９Ｌ，１９Ｃ，１９
Ｒは、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒのそれぞれに対応づけられ、対応するリールの回転
を停止するために設けられる。以下、ストップボタン１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒを、それぞ
れ左ストップボタン１９Ｌ、中ストップボタン１９Ｃ、右ストップボタン１９Ｒという。
【００５４】
　ストップボタン１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒは、遊技者による操作の対象となる各種装置の
一例を示す。また、台座部１２には、遊技者による操作の対象となる各種装置として、メ
ダル投入口２１、ＢＥＴボタン２２、スタートレバー２３が設けられている。
【００５５】
　メダル投入口２１は、遊技者によって外部から投下されるメダルを受け入れるために設
けられる。メダル投入口２１に受け入れられたメダルは、予め定められた規定数を上限と
して１回の遊技に投入されることとなり、規定数を超えた分はパチスロ機１の内部に預け
ることが可能となる（いわゆるクレジット機能）。
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【００５６】
　ＢＥＴボタン２２は、パチスロ機１の内部に預けられているメダルから１回の遊技に投
入する枚数を決定するために設けられる。スタートレバー２３は、全てのリール（３Ｌ，
３Ｃ，３Ｒ）の回転を開始するために設けられる。
【００５７】
　また、正面から見てリール表示窓４の左側方には、７セグメントＬＥＤ（Light Emitti
ng Diode）からなる７セグ表示器２４が設けられている。この７セグ表示器２４は、特典
として遊技者に対して払い出すメダルの枚数（以下、払出枚数）、パチスロ内部に預けら
れているメダルの枚数（以下、クレジット枚数）等の情報をデジタル表示する。
【００５８】
　台座部１２の両側には、サイドパネルユニット２６Ｌ，２６Ｒが設けられている。この
サイドパネルユニット２６Ｌ，２６Ｒは、それぞれ光源を有しており、光源から出射され
る光による演出を実行する。また、サイドパネルユニット２６Ｌの下方には、精算ボタン
２７が設けられている。この精算ボタン２７は、パチスロ機１の内部に預けられているメ
ダルを外部に引き出すために設けられる。
【００５９】
　台座部１２の下方には、腰部パネルユニット３１が設けられている。腰部パネルユニッ
ト３１は、任意の画像が描かれた装飾パネルと、この装飾パネルを背面側から照明するた
めの光を出射する光源を有している。
【００６０】
　腰部パネルユニット３１の下方には、メダル払出口３２と、スピーカ用孔３３Ｌ，３３
Ｒと、メダルトレイユニット３４が設けられている。メダル払出口３２は、後述のメダル
払出装置５１の駆動により排出されるメダルを外部に導く。メダル払出口３２から排出さ
れたメダルは、メダルトレイユニット３４に貯められる。スピーカ用孔３３Ｌ，３３Ｒは
、演出内容に応じた効果音や楽曲等の音を出力するために設けられている。
【００６１】
＜内部構造＞
　図３及び図４は、パチスロ機１の内部構造を示す斜視図である。この図３では、フロン
トドア２ｂが開放され、フロントドア２ｂの裏面側に設けられたミドルドア４１がフロン
トドア２ｂに対して閉じた状態を示している。また、図４では、フロントドア２ｂが開放
され、ミドルドア４１がフロントドア２ｂに対して開いた状態を示している。また、図５
は、キャビネット２ａの内部を示す説明図である。図６は、フロントドア２ｂの裏面側を
示す説明図である。
【００６２】
　キャビネット２ａは、上面板２０ａと、底面板２０ｂと、左右の側面板２０ｃ，２０ｄ
と、背面板２０ｅを有している（図５参照）。キャビネット２ａ内部の上側には、キャビ
ネット側スピーカ４２が配設されている。このキャビネット側スピーカ４２は、取付ブラ
ケット４３Ｌ，４３Ｒを介してキャビネット２ａの背面板２０ｅに取り付けられている。
キャビネット側スピーカ４２は、例えば、効果音を出力するためのスピーカである。
【００６３】
　キャビネット２ａ内部を正面から見て、キャビネット側スピーカ４２の左側方には、キ
ャビネット側中継基板４４が配設されている。このキャビネット側中継基板４４は、キャ
ビネット２ａの左側面板２０ｃに取り付けられている。キャビネット側中継基板４４は、
ミドルドア４１（図３及び図４参照）に取り付けられた後述する主制御基板７１（図７参
照）と、ホッパー装置５１、遊技メダル補助収納庫スイッチ（不図示）、メダル払出カウ
ントスイッチ（不図示）とを接続する配線の中継を行う。
【００６４】
　キャビネット２ａ内部の中央部には、キャビネット側スピーカ４２による音の出力を制
御するアンプ基板４５が配設されている。このアンプ基板４５は、左右の側面板２０ｃ，
２０ｄに固定された取付棚４６に取り付けられている。
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【００６５】
　また、キャビネット２ａ内部を正面から見て、アンプ基板４５の右側には、外部集中端
子板４７が配設されている。この外部集中端子板４７は、キャビネット２ａの右側面板２
０ｄに取り付けられている。外部集中端子板４７は、メダル投入信号、メダル払出信号及
びセキュリティー信号などの信号をパチスロ機１の外部へ出力するために設けられている
。
【００６６】
　キャビネット２ａ内部を正面から見て、アンプ基板４５の左側には、サブ電源装置４８
が配設されている。このサブ電源装置４８は、キャビネット２ａの左側面板２０ｃに取り
付けられている。サブ電源装置４８は、交流電圧１００Ｖの電力を後述する電源装置５３
に供給する。また、交流電圧１００Ｖの電力を直流電圧の電力に変換して、アンプ基板４
５に供給する。
【００６７】
　キャビネット２ａの内部の下側には、メダル払出装置（以下、ホッパー装置）５１と、
メダル補助収納庫５２と、電源装置５３が配設されている。
【００６８】
　ホッパー装置５１は、キャビネット２ａにおける底面板２０ｂの中央部に取り付けられ
ている。このホッパー装置５１は、多量のメダルを収容可能で、それらを１枚ずつ排出可
能な構造を有する。ホッパー装置５１は、貯留されたメダルが例えば５０枚を超えたとき
、又は精算ボタンが押圧されてメダルの精算を行うときに、メダルを払い出す。ホッパー
装置５１によって払い出されたメダルは、メダル払出口３２（図２参照）から排出される
。
【００６９】
　メダル補助収納庫５２は、ホッパー装置５１から溢れ出たメダルを収納する。このメダ
ル補助収納庫５２は、キャビネット２ａ内部を正面から見て、ホッパー装置５１の右側に
配置されている。メダル補助収納庫５２は、キャビネット２ａの底面板２０ｂに係合され
ており、底面板２０ｂに対して着脱可能に構成されている。
【００７０】
　電源装置５３は、電源スイッチ５３ａと、電源基板５３ｂを有している（図７参照）。
この電源装置５３は、キャビネット２ａ内部を正面から見て、ホッパー装置５１の左側に
配置されており、左側面板２０ｃに取り付けられている。電源装置５３は、サブ電源装置
４８から供給された交流電圧１００Ｖの電力を各部で必要な直流電圧の電力に変換して、
変換した電力を各部へ供給する。
【００７１】
　図３，図４及び図６に示すように、ミドルドア４１は、フロントドア２ｂの裏面におけ
る中央部に配置され、リール表示窓４（図４参照）を裏側から開閉可能に構成されている
。ミドルドア４１の上部と下部には、ドアストッパ４１ａ，４１ｂ，４１ｃが設けられて
いる。このドアストッパ４１ａ，４１ｂ，４１ｃは、リール表示窓４を裏側から閉じた状
態のミドルドア４１の開動作を固定（禁止）する。すなわち、ミドルドア４１を開くには
、ドアストッパ４１ａ，４１ｂ，４１ｃを回転させてミドルドア４１の固定を解除する必
要がある。
【００７２】
　ミドルドア４１には、主制御基板７１（図７参照）を収納した主制御基板ケース５５と
、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒが取り付けられている。３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ
には、所定の減速比をもったギアを介してステッピングモータが接続されている。
【００７３】
　図４に示すように、ミドルドア４１を開くと、窓カバー１６の裏面とシート載置部１７
が露出される。上述したように、窓カバー１６の裏面とシート載置部１７との間には、遊
技に関する情報が記載された情報シートが配置されている。この情報シートは、ミドルド
ア４１を開いて窓カバー１６の裏面とシート載置部１７を露出させた状態で、窓カバー１
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６の裏面とシート載置部１７との間に形成された間隙に挿入される。また、情報シートを
交換する場合も、ミドルドア４１を開いてから情報シートの交換作業が行われる。
【００７４】
　主制御基板ケース５５には、設定用鍵型スイッチ５６が設けられている。この設定用鍵
型スイッチ５６は、パチスロ機１の設定を変更もしくはパチスロ機１の設定の確認を行う
ときに使用する。本実施形態では、主制御基板ケース５５と、この主制御基板ケース５５
に収納された主制御基板７１により、主制御基板ユニットが構成されている。
【００７５】
　主制御基板ケース５５に収納された主制御基板７１は、後述する主制御回路９１（図８
参照）を構成する。主制御回路９１は、内部当籤役の決定、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回
転及び停止、入賞の有無の判定といった、パチスロ機１における遊技の主な流れを制御す
る回路である。主制御回路９１の具体的な構成は後述する。
【００７６】
　ミドルドア４１の上方には、副制御基板７２（図７参照）を収容する副制御基板ケース
５７が配設されている。副制御基板ケース５７に収納された副制御基板７２は、副制御回
路１０１（図９参照）を構成する。この副制御回路１０１は、映像の表示等による演出の
実行を制御する回路である。副制御回路１０１の具体的な構成は後述する。
【００７７】
　副制御基板ケース５７の上方には、センタースピーカ５８が配設されている。そして、
フロントドア２ｂを裏面側から見て、センタースピーカ５８の左側方には、ファン５９が
配設されている。つまり、ファン５９は、フロントドア２ｂの裏面側における上部に配設
されている。このファン５９は、下向きに空気を送風し、パチスロ機１の内部を空冷する
。
【００７８】
　フロントドア２ｂを裏面側から見て、副制御基板ケース５７の右側方には、副中継基板
６１が配設されている。この副中継基板６１は、副制御基板７２と主制御基板７１とを接
続する配線を中継する。また、副制御基板７２と副制御基板７２の周辺に配設された基板
とを接続する配線を中継する基板である。なお、副制御基板７２の周辺に配設される基板
としては、後述するＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂが挙げられる。
【００７９】
　ＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂは、フロントドア２ｂの裏面側から見て、副制御基板ケース
５７の上方に配設されている。これらＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂは、副制御回路１０１（
図８参照）の制御により実行される演出に応じて、光源の一具体例を示すＬＥＤ（Light 
Emitting Diode）８５（図７参照）を発光させて、点滅パターンを表示する。なお、本実
施形態のパチスロ機１には、ＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂ以外に複数のＬＥＤ基板を備えて
いる。
【００８０】
　副中継基板６１の下方には、２４ｈドア開閉監視ユニット６３が配設されている。この
２４ｈドア開閉監視ユニット６３は、ミドルドア４１の開閉の履歴を保存する。また、ミ
ドルドア４１を開放したときに、液晶表示装置１１にエラー表示を行うための信号を副制
御基板７２（副制御回路１０１）に出力する。
【００８１】
　ミドルドア４１の下方には、ボードスピーカ６４と、下部スピーカ６５Ｌ，６５Ｒが配
設されている。ボードスピーカ６４は、腰部パネルユニット３１（図２参照）に対向して
おり、下部スピーカ６５Ｌ，６５Ｒは、それぞれスピーカ用孔３３Ｌ，３３Ｒ（図２参照
）に対向している。
【００８２】
　下部スピーカ６５Ｌの上方には、セレクタ６６と、ドア開閉監視スイッチ６７が配設さ
れている。セレクタ６６は、メダルの材質や形状等が適正であるか否かを選別する装置で
あり、メダル投入口２１に投入された適正なメダルをホッパー装置５１へ案内する。セレ
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クタ６６内においてメダルが通過する経路上には、適正なメダルが通過したことを検出す
るメダルセンサ（不図示）が設けられている。
【００８３】
　ドア開閉監視スイッチ６７は、フロントドア２ｂを裏面側から見て、セレクタ６６の左
側方に配置されている。このドア開閉監視スイッチ６７は、パチスロ機１の外部へ、フロ
ントドア２ｂの開閉を報知するためのセキュリティー信号を出力する。
【００８４】
　また、リール表示窓４の下方であってミドルドア４１により開閉される領域には、ドア
中継端子板６８が配設されている（図４参照）。このドア中継端子板６８は、主制御基板
ケース５５内の主制御基板７１（図７参照）と、各種のボタンやスイッチ、副制御基板７
２（図７参照）、セレクタ６６及び遊技動作表示基板８１（図７参照）との配線を中継す
る基板である。なお、各種のボタン及びスイッチとしては、例えば、ＢＥＴボタン２２、
精算ボタン２７、ドア開閉監視スイッチ６７、後述するＢＥＴスイッチ７７、スタートス
イッチ７９等を挙げることができる。
【００８５】
［パチスロ機が備える制御系］
　次に、パチスロ機１が備える制御系について、図７を参照して説明する。図７は、パチ
スロ機１の制御系を示すブロック図である。
【００８６】
　パチスロ機１は、ミドルドア４１に配設された主制御基板７１と、フロントドア２ｂに
配設された副制御基板７２を有している。主制御基板７１には、リール中継端子板７４と
、設定用鍵型スイッチ５６と、外部集中端子板４７と、ホッパー装置５１と、メダル補助
収納庫スイッチ７５と、電源装置５３の電源基板５３ｂが接続されている。設定用鍵型ス
イッチ５６、外部集中端子板４７、ホッパー装置５１及びメダル補助収納庫スイッチ７５
は、キャビネット側中継基板４４を介して主制御基板７１に接続されている。外部集中端
子板４７及びホッパー装置５１については、上述したため、説明を省略する。
【００８７】
　リール中継端子板７４は、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒのリール本体の内側に配設されて
いる。このリール中継端子板７４は、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒのステッピングモータ（
不図示）に電気的に接続されており、主制御基板７１からステッピングモータに出力され
る信号を中継する。
【００８８】
　メダル補助収納庫スイッチ７５は、メダル補助収納庫５２の後述するスイッチ貫通孔を
貫通している。このメダル補助収納庫スイッチ７５は、メダル補助収納庫５２がメダルで
満杯になっているか否かを検出する。
【００８９】
　電源装置５３の電源基板５３ｂには、電源スイッチ５３ａが接続されている。この電源
スイッチ５３ａは、パチスロ機１に必要な電源を供給するときにＯＮにする。
【００９０】
　また、主制御基板７１には、ドア中継端子板６８を介して、セレクタ６６、ドア開閉監
視スイッチ６７、ＢＥＴスイッチ７７、精算スイッチ７８、スタートスイッチ７９、スト
ップスイッチ基板８０、遊技動作表示基板８１及び副中継基板６１が接続されている。セ
レクタ６６、ドア開閉監視スイッチ６７及び副中継基板６１については、上述したため、
説明を省略する。
【００９１】
　ＢＥＴスイッチ７７は、ＢＥＴボタン２２が遊技者により押されたことを検出する。精
算スイッチ７８は、精算ボタン２７が遊技者により押されたことを検出する。スタートス
イッチ７９は、スタートレバー２３が遊技者により操作されたこと（開始操作）を検出す
る。
【００９２】
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　ストップスイッチ基板８０は、回転しているリールを停止させるための回路と、停止可
能なリールをＬＥＤなどにより表示するための回路を構成する基板である。このストップ
スイッチ基板８０には、ストップスイッチが設けられている。ストップスイッチは、各ス
トップボタン１９Ｌ，１９Ｃ，１９Ｒが遊技者により押されたこと（停止操作）を検出す
る。
【００９３】
　遊技動作表示基板８１は、メダルの投入を受け付けるとき、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，
３Ｒが回動可能なとき及び再遊技を行うときに、投入されたメダルの枚数を７セグ表示器
２４に表示させるための基板である。この遊技動作表示基板８１には、７セグ表示器２４
とＬＥＤ８２が接続されている。ＬＥＤ８２は、例えば、遊技の開始を表示するマークや
再遊技を行うマークなどを点灯させる。
【００９４】
　副制御基板７２は、ドア中継端子板６８と副中継基板６１を介して主制御基板７１に接
続されている。この副制御基板７２には、副中継基板６１を介して、サウンドＩ／Ｏ基板
８４、ＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂ、２４ｈドア開閉監視ユニット６３が接続されている。
これらＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂ及び２４ｈドア開閉監視ユニット６３については、上述
したため、説明を省略する。
【００９５】
　サウンドＩ／Ｏ基板８４は、センタースピーカ５８、ボードスピーカ６４、下部スピー
カ６５Ｌ，６５Ｒ及びフロントドア２ｂに設けられた不図示のスピーカへの音声の出力を
行う。
【００９６】
　また、副制御基板７２には、ロムカートリッジ基板８６と、液晶中継基板８７が接続さ
れている。これらロムカートリッジ基板８６及び液晶中継基板８７は、副制御基板７２と
共に副制御基板ケース５７に収納されている。ロムカートリッジ基板８６は、演出用の画
像（映像）、音声、ＬＥＤ基板６２Ａ，６２Ｂ及びその他のＬＥＤ基板（不図示）、通信
のデータを管理するための基板である。液晶中継基板８７は、副制御基板７２と液晶表示
装置１１とを接続する配線を中継する基板である。
【００９７】
＜主制御回路＞
　次に、主制御基板７１により構成される主制御回路９１について、図８を参照して説明
する。図８は、パチスロ機１の主制御回路９１の構成例を示すブロック図である。
【００９８】
　主制御回路９１は、主制御基板７１上に設置されたマイクロコンピュータ９２を主たる
構成要素としている。マイクロコンピュータ９２は、メインＣＰＵ９３、メインＲＯＭ９
４及びメインＲＡＭ９５により構成される。
【００９９】
　メインＲＯＭ９４には、メインＣＰＵ９３により実行される制御プログラム、データテ
ーブル、副制御回路１０１に対して各種制御指令（コマンド）を送信するためのデータ等
が記憶されている。メインＲＡＭ９５には、制御プログラムの実行により決定された内部
当籤役等の各種データを格納する格納領域が設けられる。
【０１００】
　メインＣＰＵ９３には、クロックパルス発生回路９６、分周器９７、乱数発生器９８及
びサンプリング回路９９が接続されている。クロックパルス発生回路９６及び分周器９７
は、クロックパルスを発生する。メインＣＰＵ９３は、発生されたクロックパルスに基づ
いて、制御プログラムを実行する。乱数発生器９８は、予め定められた範囲の乱数（例え
ば、０～６５５３５）を発生する。サンプリング回路９９は、発生された乱数の中から１
つの値を抽出する。
【０１０１】
　メインＣＰＵ９３は、リールインデックスを検出してから各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの
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ステッピングモータに対してパルスを出力した回数をカウントする。これにより、メイン
ＣＰＵ９３は、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転角度（主に、リールが図柄何個分だけ回
転したか）を管理する。なお、リールインデックスとは、リールが一回転したことを示す
情報である。このリールインデックスは、例えば、発光部及び受光部を有する光センサと
、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの所定の位置に設けられ、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転
により発光部と受光部との間に介在される検知片を備えたリール位置検出部（不図示）に
より検出する。
【０１０２】
　ここで、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転角度の管理について、具体的に説明する。ス
テッピングモータに対して出力されたパルスの数は、メインＲＡＭ９５に設けられたパル
スカウンタによって計数される。そして、図柄１つ分の回転に必要な所定回数（例えば１
６回）のパルスの出力がパルスカウンタで計数される毎に、メインＲＡＭ９５に設けられ
た図柄カウンタが１ずつ加算される。図柄カウンタは、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに応じ
て設けられている。図柄カウンタの値は、リール位置検出部（不図示）によってリールイ
ンデックスが検出されるとクリアされる。
【０１０３】
　つまり、本実施形態では、図柄カウンタを管理することにより、リールインデックスが
検出されてから図柄何個分の回転が行われたのかを管理するようになっている。したがっ
て、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの各図柄の位置は、リールインデックスが検出される位置
を基準として検出される。
【０１０４】
　上述したように、本実施形態では、滑り駒数の最大数を図柄４個分に定めている。した
がって、左ストップボタン１９Ｌが押されたときにリール表示窓４の中段にある左リール
３Ｌの図柄と、その４個先の図柄までの範囲内にある各図柄が、リール表示窓４の中段に
停止可能な図柄となる。
【０１０５】
＜副制御回路＞
　次に、副制御基板７２により構成される副制御回路１０１について、図９を参照して説
明する。図９は、パチスロ機１の副制御回路１０１の構成例を示すブロック図である。
【０１０６】
　副制御回路１０１は、主制御回路９１と電気的に接続されており、主制御回路９１から
送信されるコマンドに基づいて演出内容の決定や実行等の処理を行う。副制御回路１０１
は、基本的に、サブＣＰＵ１０２、サブＲＡＭ１０３、レンダリングプロセッサ１０４、
描画用ＲＡＭ１０５、ドライバ１０６を含んで構成されている。
【０１０７】
　サブＣＰＵ１０２は、主制御回路９１から送信されたコマンドに応じて、ロムカートリ
ッジ基板８６に記憶されている制御プログラムに従い、映像、音、光の出力の制御を行う
。ロムカートリッジ基板８６は、基本的に、プログラム記憶領域とデータ記憶領域によっ
て構成される。
【０１０８】
　プログラム記憶領域には、サブＣＰＵ１０２が実行する制御プログラムが記憶されてい
る。例えば、制御プログラムには、主制御回路９１との通信を制御するための主基板通信
タスクや、演出用乱数値を抽出し、演出内容（演出データ）の決定及び登録を行うための
演出登録タスクが含まれる。また、決定した演出内容に基づいて液晶表示装置１１（図６
参照）による映像の表示を制御する描画制御タスク、ＬＥＤ８５等の光源による光の出力
を制御するランプ制御タスク、スピーカ５８，６４，６５Ｌ，６５Ｒ等のスピーカによる
音の出力を制御する音声制御タスク等が含まれる。
【０１０９】
　データ記憶領域は、各種データテーブルを記憶する記憶領域、各演出内容を構成する演
出データを記憶する記憶領域、映像の作成に関するアニメーションデータを記憶する記憶
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領域が含まれている。また、ＢＧＭや効果音に関するサウンドデータを記憶する記憶領域
、光の点消灯のパターンに関するランプデータを記憶する記憶領域等が含まれている。
【０１１０】
　サブＲＡＭ１０３は、決定された演出内容や演出データを登録する格納領域や、主制御
回路９１から送信される内部当籤役等の各種データを格納する格納領域が設けられている
。
【０１１１】
　サブＣＰＵ１０２、レンダリングプロセッサ１０４、描画用ＲＡＭ（フレームバッファ
を含む）１０５及びドライバ１０６は、演出内容により指定されたアニメーションデータ
に従って映像を作成し、作成した映像を液晶表示装置１１に表示させる。
【０１１２】
　また、サブＣＰＵ１０２は、演出内容により指定されたサウンドデータに従ってＢＧＭ
などの音をスピーカ５８，６４，６５Ｌ，６５Ｒ等のスピーカにより出力させる。また、
サブＣＰＵ１０２は、演出内容により指定されたランプデータに従ってＬＥＤ８５等の光
源の点灯及び消灯を制御する。
【０１１３】
［主制御基板ケースの構成］
　次に、主制御基板ユニットを構成する主制御基板ケース５５の構成について、図１０～
図２２を参照して説明する。まず、図１０～図１４を参照して、本実施形態の第１の実施
形態に係る主制御基板ユニットについて説明し、次に、図１５～図２２を参照して、本実
施形態の第２の実施形態に係る主制御基板ユニットについて説明する。
【０１１４】
＜第１の実施形態＞
　図１０～図１４を参照して、本実施形態の第１の実施形態に係る主制御基板ユニットに
ついて説明する。図１０は、主制御基板ユニットの斜視図である。図１１は、主制御基板
ユニットの拡大図であり、カバー部材２６２が取り付けられた状態を示す斜視図である。
図１２は、主制御基板ユニットの拡大図であり、カバー部材２６２が取り外された状態を
示す斜視図である。図１３の（ａ）及び（ｂ）は、主制御基板ユニットのカバー部材２６
２を示す分解図である。図１４は、主制御基板ユニットの模式断面図である。
【０１１５】
　主制御基板ユニットは、主制御基板ケース５５と、主制御基板ケース５５に収納された
主制御基板７１から構成されている。図１０～図１４に示すように、主制御基板ケース５
５は、ケース本体２６１と、カバー部材２６２と、第１封印部２６３と、第２封印部２６
４と、第３封印部２６５と、封印シール２６６とを備えている。ここで、ケース本体２６
１及びカバー部材２６２は、透過性を有する樹脂によって形成されている。
【０１１６】
　図１０に示すように、ケース本体２６１は、略矩形の直方体状に形成されており、上下
方向に重ね合わされる上ケース部材２６１ａ及び下ケース部材２６１ｂから構成されてい
る。また、上ケース部材２６１ａと下ケース部材２６１ｂは、第１封印部２６３と、第２
封印部２６４と、第３封印部２６５によって固着され、その開放が規制される。
【０１１７】
　第１封印部２６３には、複数の第１封印部２６３ａ，２６３ｂが設けられており、初期
状態（例えば、パチスロ機１の設置時）においては、そのいずれか一方（例えば、第１封
印部２６３ａ）を使用して、上ケース部材２６１ａと下ケース部材２６１ｂとが封印され
る。そして、その後の検査等の実施に伴って、ケース本体２６１が開放された場合には、
使用されていない他方の第１封印部（例えば、第１封印部２６３ｂ）を使用して、上ケー
ス部材２６１ａと下ケース部材２６１ｂとが再度封印されることとなる。なお、第１封印
部２６３は、例えば、上ケース部材２６１ａの一部と下ケース部材２６１ｂの一部とを嵌
合させた状態で、図１１及び図１２に示すＺ方向（あるいは、その反対方向）から、先端
及び後端に抜止部を有する抜止部材（図示せず）を上ケース部材２６１ａの一部と下ケー
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ス部材２６１ｂの嵌合部に挿入することで、上ケース部材２６１ａと下ケース部材２６１
ｂとを封印するものであり、一度封印されると、その嵌合部を破壊するか、あるいは上ケ
ース部材２６１ａに設けられた複数の破断部（符号省略）をすべて破断しない限り、上ケ
ース部材２６１ａと下ケース部材２６１ｂとの封印が解除されない（すなわち、ケース本
体２６１が開放されない）ように構成されている。したがって、ケース本体２６１を開放
しようとすれば、第１封印部２６３によりその痕跡が確実に残ることとなる。
【０１１８】
　第２封印部２６４には、複数の第２封印部２６４ａ，２６４ｂが設けられており、初期
状態（例えば、パチスロ機１の設置時）においては、そのいずれか一方（例えば、第２封
印部２６４ａ）を使用して、上ケース部材２６１ａと下ケース部材２６１ｂとが封印され
る。そして、その後の検査等の実施に伴って、ケース本体２６１が開放された場合には、
使用されていない他方の第２封印部（例えば、第２封印部２６４ｂ）を使用して、上ケー
ス部材２６１ａと下ケース部材２６１ｂとが再度封印されることとなる。なお、第２封印
部２６４も第１封印部２６３と同様に構成されているため、説明は省略する。
【０１１９】
　第３封印部２６５は、上ケース部材２６１ａに設けられたネジ穴にケース間固定ネジ２
６７を螺挿することによって、上ケース部材２６１ａと下ケース部材２６１ｂとを封印す
る（図１４参照）。なお、ケース間固定ネジ２６７は、そのネジ山が上ケース部材２６１
ａの上面側よりも下方に位置するように、上ケース部材２６１ａと下ケース部材２６１ｂ
とを固着する。
【０１２０】
　図１２に示すように、封印シール２６６は、略長方形に形成されたシールであり、上ケ
ース部材２６１ａの上面側の少なくとも第３封印部２６５を覆う位置に貼り付けられてい
る。すなわち、第３封印部２６５にアクセスしようとすれば、第３封印部２６５を覆う封
印シール２６６を剥がし、あるいは破らなければならない。したがって、ケース本体２６
１を開放しようとすれば、封印シール２６６によりその痕跡が確実に残ることとなる。ま
た、この封印シール２６６には、一方の対角線に沿って延びるインレット部（図示せず）
が形成されている。また、このインレット部は、ＩＣチップに金属製のアンテナを取り付
けて形成されている。このインレット部により、上ケース部材２６１ａに貼り付けられた
封印シール２６６が、真正のシールであるか否かを外部機器（例えば、ＩＣリーダー）に
よって判定することが可能となっている。なお、封印シール２６６を、第３封印部２６５
を覆う位置であって、カバー部材２６２のカバー面の裏面側に貼り付けることとしてもよ
い。
【０１２１】
　上ケース部材２６１ａには、図１１及び図１２に示すＸ方向からケース本体２６１内に
向かって、第１固定ピン３０７（図１４参照）を挿入するための上ケース側ピン挿入孔３
０１が設けられ、下ケース部材２６１ｂには、図１１及び図１２に示すＹ方向からケース
本体２６１内に向かって、第２固定ピン３０８（図１４参照）を挿入するための下ケース
側ピン挿入孔３０２が設けられている。
【０１２２】
　なお、上ケース側ピン挿入孔３０１を、下ケース側ピン挿入孔３０２と同様に下ケース
部材２６１ｂに設けることとしてもよく、下ケース側ピン挿入孔３０２を、上ケース側ピ
ン挿入孔３０１と同様に上ケース部材２６１ａに設けることとしてもよい。また、上ケー
ス側ピン挿入孔３０１及び上ケース側ピン挿入孔３０２のいずれか一方のみを設けること
としてもよい。この場合、ケース側ピン挿入孔が設けられない側では、カバー部材２６２
と、上ケース部材２６１ａ又は下ケース部材２６１ｂとが何らかの方法で固定されること
とすればよい。
【０１２３】
　図１１及び図１３に示すように、カバー部材２６２は、そのカバー面の上面側の周囲に
側壁が立設され、断面コの字の略直方体状に形成されており、封印シール２６６全体を覆
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う。このカバー部材２６２により、第３封印部２６５及び封印シール２６６へのアクセス
が規制される。また、このカバー部材２６２は、第１破断部３０３と、第２破断部３０４
と、カバー側ピン挿入孔３０５（３０５ａ，３０５ｂ）と、位置決めピン３０６とから構
成されている。
【０１２４】
　第１破断部３０３は、凸状の複数の第１破断部３０３ａ，３０３ｂから構成されている
。これらの第１破断部３０３ａ，３０３ｂは、カバー部材２６２のカバー面の上ケース側
ピン挿入孔３０１側の端部に設けられており、カバー部材２６２の側壁（あるいは、カバ
ー部材２６２のカバー面）に対して、第１カバー側ピン挿入孔３０５ａが設けられる面を
支持している。なお、複数の第１破断部３０３ａ，３０３ｂを設けることなく、単一の第
１破断部３０３を設けることとしてもよい。また、第１破断部３０３を平板状に形成する
こととしてもよい。
【０１２５】
　第２破断部３０４は、凸状の複数の第２破断部３０４ａ，３０４ｂから構成されている
。これらの第２破断部３０４ａ，３０４ｂは、カバー部材２６２のカバー面の下ケース側
ピン挿入孔３０２側の端部に設けられており、カバー部材２６２の側壁（あるいは、カバ
ー部材２６２のカバー面）に対して、第２カバー側ピン挿入孔３０５ｂが設けられる面を
支持している。なお、複数の第２破断部３０４ａ，３０４ｂを設けることなく、単一の第
２破断部３０４を設けることとしてもよい。また、第２破断部３０４を平板状に形成する
こととしてもよい。
【０１２６】
　カバー側ピン挿入孔３０５は、上ケース側ピン挿入孔３０１側の第１カバー側ピン挿入
孔３０５ａと、下ケース側ピン挿入孔３０２側の第２カバー側ピン挿入孔３０５ｂとから
構成され、第１カバー側ピン挿入孔３０５ａは、カバー部材２６２のカバー面の上ケース
側ピン挿入孔３０１側の端部（すなわち、第１破断部３０３が設けられている端部）から
ケース本体２６１内に向かって鉛直方向（すなわち、下方向）に向かって延設された面に
設けられている。また、第２カバー側ピン挿入孔３０５ｂは、カバー部材２６２のカバー
面の下ケース側ピン挿入孔３０２側の端部（すなわち、第２破断部３０４が設けられてい
る端部）からケース本体２６１内に向かって鉛直方向（すなわち、下方向）に向かって延
設された面に設けられている。
【０１２７】
　位置決めピン３０６は、カバー部材２６２のカバー面の裏面側の所定位置（例えば、カ
バー面の角部）から上ケース部材２６１ａに向かって立設され、上ケース部材２６１ａに
設けられた位置決めピン挿入孔（図示せず）に挿入される。この位置決めピン３０６によ
り、カバー部材２６２をケース本体２６１に取り付ける場合に、カバー部材２６２の位置
が正しく位置決めされる。
【０１２８】
　続いて、図１４を参照して、第１の実施形態に係る主制御基板ユニットを構成する主制
御基板ケース５５の組み立て工程（特に、カバー部材２６２の取り付け）について説明す
る。図１４は、主制御基板ユニットの模式断面図であって、より詳細には、図１１及び図
１２に示すＺ方向から見た場合の断面図を示す図である。なお、図１４において、縦線で
囲まれた部分は上ケース部材２６１ａの断面を示し、横線で囲まれた部分は下ケース部材
２６１ｂの断面を示し、斜線で囲まれた部分はカバー部材２６２の断面を示している。
【０１２９】
　第１の実施形態に係る主制御基板ユニットでは、まず、主制御基板７１を収容した状態
で、上ケース部材２６１ａと下ケース部材２６１ｂとを嵌め合わせ、第３封印部２６５に
ケース間固定ネジ２６７を螺挿して、上ケース部材２６１ａと下ケース部材２６１ｂとを
固着し、次に、封印シール２６６を、少なくとも第３封印部２６５を覆うように上ケース
部材２６１ａに貼り付ける。
【０１３０】
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　次に、位置決めピン３０６によって位置決めされたカバー部材２６２を、封印シール２
６６を覆うようにケース本体２６１に取り付ける。このとき、カバー部材２６２は、ケー
ス本体２６１に対して未だ着脱可能な状態となっている。
【０１３１】
　次に、第１固定ピン３０７を、上ケース側ピン挿入孔３０１及び第１カバー側ピン挿入
孔３０５ａを介してケース本体２６１内に挿入するとともに、第２固定ピン３０８を、下
ケース側ピン挿入孔３０２及び第２カバー側ピン挿入孔３０５ｂを介してケース本体２６
１内に挿入する。これにより、上ケース部材２６１ａとカバー部材２６２、下ケース部材
２６１ｂとカバー部材２６２の各々が固定される。
【０１３２】
　ここで、第１固定ピン３０７は、上ケース側ピン挿入孔３０１及び第１カバー側ピン挿
入孔３０５ａを介してケース本体２６１内に挿入された状態では、上ケース側ピン挿入孔
３０１からはその端部が露出しない長さに設定されており、また、第２固定ピン３０８も
、下ケース側ピン挿入孔３０２及び第２カバー側ピン挿入孔３０５ｂを介してケース本体
２６１内に挿入された状態では、下ケース側ピン挿入孔３０２からはその端部が露出しな
い長さに設定されている。すなわち、第１固定ピン３０７及び第２固定ピン３０８は、一
度ケース本体２６１内に挿入されると、ケース本体２６１内から取り出すことが極めて困
難な状態で留置されることとなる。
【０１３３】
　したがって、その後にケース本体２６１を開放しようとする場合には、第１破断部３０
３（３０３ａ，３０３ｂ）と、第２破断部３０４（３０４ａ，３０４ｂ）を破断して、カ
バー部材２６２のカバー面のみを取り外す必要があることから、カバー部材２６２を取り
外してケース本体２６１を開放しようとすれば、第１破断部３０３及び第２破断部３０４
によりその痕跡が確実に残ることとなる。
【０１３４】
　なお、図１４においては、上ケース部材２６１ａと下ケース部材２６１ｂとが図１１及
び図１２に示すＺ方向から見て段差を有する（すなわち、下ケース部材２６１ｂにおいて
、下ケース側ピン挿入孔３０２が設けられている側（左側）の高さが、下ケース側ピン挿
入孔３０２が設けられていない側（右側）の高さよりも高い）ものであることから、当該
段差に応じて、上ケース側ピン挿入孔３０１と下ケース側ピン挿入孔３０２、及び第１カ
バー側ピン挿入孔３０５ａと第２カバー側ピン挿入孔３０５ｂが同じ高さ位置に設けられ
ることとしているが、これに限られるものではない。例えば、上ケース部材２６１ａと下
ケース部材２６１ｂとが図１１及び図１２に示すＺ方向から見て段差を有しない（すなわ
ち、下ケース部材２６１ｂにおいて、下ケース側ピン挿入孔３０２が設けられている側（
左側）の高さが、下ケース側ピン挿入孔３０２が設けられていない側（右側）の高さと略
同じ）ものである場合には、上ケース側ピン挿入孔３０１と下ケース側ピン挿入孔３０２
、及び第１カバー側ピン挿入孔３０５ａと第２カバー側ピン挿入孔３０５ｂを異なる高さ
位置に設けることとしてもよい。
【０１３５】
　具体的には、上ケース側ピン挿入孔３０１と第１カバー側ピン挿入孔３０５ａの位置は
そのままに、下ケース側ピン挿入孔３０２と第２カバー側ピン挿入孔３０５ｂがより下方
に位置するように設けられることとしてもよい。もっとも、上ケース部材２６１ａと下ケ
ース部材２６１ｂとが図１１及び図１２に示すＺ方向から見て段差を有するものであって
も、上ケース側ピン挿入孔３０１と下ケース側ピン挿入孔３０２、及び第１カバー側ピン
挿入孔３０５ａと第２カバー側ピン挿入孔３０５ｂを異なる高さ位置に設けることとして
もよい。
【０１３６】
　このように、第１の実施形態に係る基板ケースによれば、固定ピン３０７，３０８を挿
入するだけで、カバー部材２６２をケース本体２６１に固定することができるため、封印
シール２６６を覆うカバー部材２６２を設ける場合であっても、その組み立てを容易に行
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うことができる。
【０１３７】
　また、第１の実施形態に係る基板ケースによれば、破断部３０３，３０４を工具等で破
断してカバー部材２６２を取り外した場合には、その痕跡が確実に残ることとなるため、
封印シール２６６にアクセスされたとしてもそれを容易に発見することができる。
【０１３８】
　また、第１の実施形態に係る基板ケースによれば、固定ピン３０７，３０８が一度ケー
ス本体２６１内に挿入されると、ケース本体２６１内から取り出すことが極めて困難な状
態で留置されることとなる。その結果、カバー部材２６２の取り外しも極めて困難となる
ため、封印シール２６６へのアクセスをより困難とすることができる。
【０１３９】
＜第２の実施形態＞
　図１５～図２２を参照して、本実施形態における第２の実施形態に係る主制御基板ユニ
ットについて説明する。図１５は、主制御基板ユニットの拡大図であり、カバー部材４０
０が取り付けられた状態を示す斜視図である。図１６は、主制御基板ユニットの拡大図で
あり、カバー部材４００が取り外された状態を示す斜視図である。図１７は、主制御基板
ユニットの拡大図であり、カバー部材４００及び封印シール２６６が取り外された状態を
示す斜視図である。図１８は、主制御基板ユニットのカバー部材４００を示す分解図であ
る。図１９の（ａ）及び（ｂ）は、主制御基板ユニットの摺動部材５００を示す分解図で
ある。図２０は、主制御基板ユニットの摺動部材５００が第２位置にある状態を示す分解
図である。図２１は、主制御基板ユニットの模式断面図であり、摺動部材５００が第１位
置にある状態を示す図である。図２２は、主制御基板ユニットの模式断面図であり、摺動
部材５００が第２位置にある状態を示す図である。
【０１４０】
　なお、第２の実施形態においては、第１の実施形態と同様の機能を有する構成部品につ
いては、第１の実施形態における各構成部品と同一の符号を付し、説明を省略している。
例えば、第１の実施形態における上ケース部材２６１ａ及び下ケース部材２６１ｂと、第
２の実施形態における上ケース部材２６１ａ及び下ケース部材２６１ｂとは、厳密にはカ
バー部材２６２又はカバー部材４００の周辺において形状等が異なるものであるが、とも
にケース本体２６１を構成するという同様の機能を有するものである。
【０１４１】
　図１５～図１７に示すように、下ケース部材２６１ｂには、上ケース部材２６１ａに設
けられた開口を介して、図１５～図１７に示すＸ方向からケース本体２６１内に向かって
、摺動用ネジ４０４（図２２参照）を挿入するためのネジ挿入孔３１１が設けられるとと
もに、図１５～図１７に示すＹ方向からケース本体２６１内に向かって、摺動用ネジ４０
５（図２２参照）を挿入するためのネジ挿入孔３１２が設けられている。
【０１４２】
　図１５及び図１８に示すように、カバー部材４００は、そのカバー面の上面側の周囲に
側壁が立設され、断面コの字の略直方体状に形成されており、一部を除いて封印シール２
６６全体を覆う。このカバー部材４００により、封印シール２６６へのアクセスが規制さ
れる。また、このカバー部材４００は、貫通孔４０１と、規制部４０２（４０２ａ，４０
２ｂ）と、挿通部４０３（４０３ａ，４０３ｂ）とから構成されている。なお、第２の実
施形態において、封印シール２６６は、第３封印部２６５を覆う位置であって、カバー部
材４００のカバー面の裏面側に貼り付けられる構成を採る。もっとも、第１の実施形態と
同様に、上ケース部材２６１ａの上面側の少なくとも第３封印部２６５を覆う位置に貼り
付けられることとしてもよい。
【０１４３】
　貫通孔４０１は、カバー部材４００がケース本体２６１に取り付けられたときに、第３
封印部２６５に対向する位置となるようにカバー部材４００のカバー面に設けられている
。この貫通孔４０１により、カバー部材４００がケース本体２６１に取り付けられた後で



(21) JP 6511404 B2 2019.5.15

10

20

30

40

50

あっても、封印シール２６６の一部を破ることによって第３封印部２６５にアクセスする
ことが可能となっている。ただし、カバー部材４００は、一度ケース本体２６１に取り付
けられると、その後は上ケース部材２６１ａと一体でなければ取り外すことができなくな
るため、貫通孔４０１から第３封印部２６５にアクセスした場合には、封印シール２６６
の破れによってアクセスの痕跡を確実に残すことができる。
【０１４４】
　規制部４０２は、断面が下方向に向かう銛型矢印状に形成されており、ネジ挿入孔３１
１側の規制部４０２ａと、ネジ挿入孔３１２側の規制部４０２ｂとから構成されている。
規制部４０２（４０２ａ，４０２ｂ）は、カバー部材４００のカバー面の端部からケース
本体内２６１に向かって鉛直方向に延設された面に設けられ、この面がケース本体２６１
内に挿入されたときに、上ケース部材２６１ａの端面に係止してカバー部材４００の上方
向への移動を規制する（図２１及び図２２参照）。なお、下ケース部材２６１ｂに係止リ
ブを設けて、この係止リブに規制部４０２を係止させることによって、カバー部材４００
の上方向への移動を規制することとしてもよい。また、規制部４０２が、上ケース部材２
６１ａの端面と、下ケース部材２６１ｂに設けられた係止リブの両方に係止することとし
てもよい。
【０１４５】
　挿通部４０３は、後述する摺動部材５００の突出片５０４を挿通可能に形成された略矩
形の開口であり、ネジ挿入孔３１１側の挿通部４０３ａと、ネジ挿入孔３１２側の挿通部
４０３ｂとから構成されている。挿通部４０３は、摺動部材５００の突出片５０４が挿通
されることにより、カバー部材４００と摺動部材５００とを係合し、カバー部材４００の
上方向への移動を規制する（図２０及び図２２参照）。
【０１４６】
　図１９及び図２０に示すように、摺動部材５００は、ケース本体２６１内において、ネ
ジ挿入孔３１１又は３１２側から見たときに奥側である第１位置から、ネジ挿入孔３１１
又は３１２側から見たときに手前側である第２位置に摺動することが可能となるように形
成されている。この摺動部材５００は、ネジ螺挿部５０１と、舌片５０２（５０２ａ，５
０２ｂ，５０２ｃ，５０２ｄ）と、係止部５０３（５０３ａ，５０３ｂ，５０３ｃ，５０
３ｄ）と、突出片５０４と、摺動案内部５０５，５０６とから構成されている。なお、図
２０において矢線は、摺動部材５００が第１位置から第２位置に移動したことを表すもの
である。
【０１４７】
　ネジ螺挿部５０１は、下ケース部材２６１ｂに設けられたネジ挿入孔３１１又は３１２
を介して、図１５～図１７に示すＸ方向又はＹ方向からケース本体２６１内に向かって挿
入された摺動用ネジ４０４又は４０５（図２２参照）が螺挿されるネジ穴であり、ネジ螺
挿部５０１に摺動用ネジ４０４又は４０５が螺挿されると、それにしたがって摺動部材５
００が第１位置から第２位置までケース本体２６１内を摺動していくこととなる。そして
、最終的には、摺動用ネジ４０４又は４０５によって、ネジ挿入孔３１１又は３１２とネ
ジ螺挿部５０１が固定されることなり、これによって、下ケース部材２６１ｂに対して摺
動部材５００が固定されることとなる。
【０１４８】
　舌片５０２は、摺動部材５００におけるネジ螺挿部５０１が設けられる側の反対側（す
なわち、摺動用ネジ４０４又は４０５の挿入方向と反対側）から、ケース本体２６１の奥
側に向かって放射状に伸びる複数の舌片５０２ａ，５０２ｂ，５０２ｃ，５０２ｄから構
成されている。複数の舌片５０２ａ，５０２ｂ，５０２ｃ，５０２ｄは、各々が外向き（
例えば、舌片５０２ａにあっては上向き）に付勢されており、先端に設けられた後述する
係止部５０３（５０３ａ，５０３ｂ，５０３ｃ，５０３ｄ）が所定の付勢力をもってケー
ス本体２６１内の摺動面を摺動するようになっている。
【０１４９】
　係止部５０３は、複数の係止部５０３ａ，５０３ｂ，５０３ｃ，５０３ｄから構成され
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ており、係止部５０３ａは舌片５０２ａの先端に設けられ、係止部５０３ｂは舌片５０２
ｂの先端に設けられ、係止部５０３ｃは舌片５０２ｃの先端に設けられ、係止部５０３ｄ
は舌片５０２ｄの先端に設けられている。
【０１５０】
　ここで、複数の係止部５０３ａ，５０３ｂ，５０３ｃ，５０３ｄは、各々が舌片５０２
ａ，５０２ｂ，５０２ｃ，５０２ｄの外側の面から延設された外向き（例えば、舌片５０
２ａにあっては上向き）に傾斜する斜面と、この斜面の終端から内向き（例えば、舌片５
０２ａにあっては下向き）に折れ曲がり、舌片５０２ａ，５０２ｂ，５０２ｃ，５０２ｄ
の外側の面に対して略鉛直方向に形成された鉛直面と、この鉛直面の終端からケース本体
２６１の奥側に向かって、舌片５０２ａ，５０２ｂ，５０２ｃ，５０２ｄの外側の面に対
して略水平方向に延設されたリブとにより形成されている。
【０１５１】
　突出片５０４は、カバー部材４００のカバー面の端部からケース本体２６１内に向かっ
て鉛直方向に延設された面に設けられた略矩形の開口である挿通部４０３の形状に応じて
形成された略直方体状の突起であり、ネジ螺挿部５０１に摺動用ネジ４０４又は４０５が
螺挿されることにより、摺動部材５００がケース本体２６１内の第２位置に位置すること
となったときに、挿通部４０３に挿通され、カバー部材４００の上方向への移動を規制す
る（図２０及び図２２参照）。第２の実施形態において、突出片５０４は、摺動部材５０
０が第２位置にあるときに、摺動部材５００とカバー部材４００と係合する係合部を構成
する。
【０１５２】
　摺動案内部５０５は、摺動部材５００の摺動方向に沿って凸面状に形成されており、突
出片５０４からみて上方に配置され、上ケース部材２６１ａ内側の摺動面に形成されたガ
イド溝（図示せず）上を摺動することにより、摺動部材５００の摺動を案内する。また、
摺動案内部５０６は、摺動部材５００の摺動方向に沿って凸面状に形成されており、突出
片５０４からみて下方に配置され、下ケース部材２６１ｂ内側の摺動面に形成されたガイ
ド溝（図示せず）上を摺動することにより、摺動案内部５０５とともに摺動部材５００の
摺動を案内する。
【０１５３】
　続いて、図２１及び図２２を参照して、第２の実施形態に係る主制御基板ユニットを構
成する主制御基板ケース５５の組み立て工程（特に、カバー部材４００の取り付け）につ
いて説明する。図２１は、主制御基板ユニットの模式断面図であって、摺動部材５００が
第１位置にある状態を示す図であり、より詳細には、図１５～図１７に示すＺ方向から見
た場合の断面図を示す図である。図２２は、主制御基板ユニットの模式断面図であって、
摺動部材５００が第２位置にある状態を示す図であり、図２１と同一の方向から見た場合
の断面図を示す図である。なお、図２１及び図２２において、縦線で囲まれた部分は上ケ
ース部材２６１ａの断面を示し、横線で囲まれた部分は下ケース部材２６１ｂの断面を示
し、斜線で囲まれた部分はカバー部材４００の断面を示し、黒色で塗りつぶされた部分は
摺動部材５００の断面を示している。また、図２２において矢線は、摺動部材５００が第
１位置から第２位置に移動したことを表すものである。
【０１５４】
　第２の実施形態に係る主制御基板ユニットでは、まず、主制御基板７１及び摺動部材５
００を収容した状態で、上ケース部材２６１ａと下ケース部材２６１ｂとを嵌め合わせ、
第３封印部２６５にケース間固定ネジ２６７を螺挿して、上ケース部材２６１ａと下ケー
ス部材２６１ｂとを固着し、次に、封印シール２６６を、少なくとも第３封印部２６５を
覆うようにカバー部材４００のカバー面の裏面側に貼り付ける。
【０１５５】
　次に、封印シール２６６が貼り付けられたカバー部材４００をケース本体２６１に取り
付ける。このとき、規制部４０２（４０２ａ，４０２ｂ）が上ケース部材２６１ａに係止
し、カバー部材４００の上方向への移動が一応規制されるものの、カバー部材４００の弾
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性によって、カバー部材４００は、ケース本体２６１に対して未だ着脱可能な状態となっ
ている。
【０１５６】
　次に、摺動用ネジ４０４を、ネジ挿入孔３１１を介してネジ挿入孔３１１側のネジ螺挿
部５０１に螺挿してネジ止めするとともに、摺動用ネジ４０５を、ネジ挿入孔３１２を介
してネジ挿入孔３１２側のネジ螺挿部５０１に螺挿してネジ止めする。これにより、摺動
部材５００が第１位置から第２位置に移動し、下ケース部材２６１ｂと摺動部材５００と
が固定される。
【０１５７】
　ここで、上方に位置する上ケース部材２６１ａ内側の摺動面には、図１５～図１７に示
すＺ方向（すなわち、Ｘ方向又はＹ方向から見た場合の横方向）にわたって、上ケース側
凹部６０１（６０１ａ，６０１ｂ）が設けられており、摺動部材５００が第２位置に移動
すると、係止部５０３ａの斜面部分が上ケース側凹部６０１に入り込むとともに、上ケー
ス側凹部６０１の角が係止部５０３ａの鉛直面とリブとにより形成された内角に入り込む
ことで、係止部５０３ａが上ケース側凹部６０１（６０１ａ，６０１ｂ）に係止される。
【０１５８】
　また、下方に位置する下ケース部材２６１ｂ内側の摺動面には、図１５～図１７に示す
Ｚ方向（すなわち、Ｘ方向又はＹ方向から見た場合の横方向）にわたって、下ケース側凹
部６０２（６０２ａ，６０２ｂ）が設けられており、摺動部材５００が第２位置に移動す
ると、係止部５０３ｃの斜面部分が下ケース側凹部６０２に入り込むとともに、下ケース
側凹部６０２の角が係止部５０３ｃの鉛直面とリブとにより形成された内角に入り込むこ
とで、係止部５０３ｃが下ケース側凹部６０２（６０２ａ，６０２ｂ）に係止される。
【０１５９】
　また、図２１及び図２２においては図示を省略しているが、側方に位置する下ケース部
材２６１ｂ内側の摺動面には、図１５～図１７に示すＺ方向に対して鉛直方向（すなわち
、Ｘ方向又はＹ方向から見た場合の縦方向）にわたって、下ケース側凹部が設けられてお
り（以下、便宜上、Ｘ方向からみて左側方の摺動面に設けられる下ケース側凹部を下ケー
ス側凹部６０３とし、Ｘ方向からみて右側方の摺動面に設けられる下ケース側凹部を下ケ
ース側凹部６０４とする。）、摺動部材５００が第２位置に移動すると、係止部５０３ｂ
の斜面部分が下ケース側凹部６０３に入り込むとともに、下ケース側凹部６０３の角が係
止部５０３ｂの鉛直面とリブとにより形成された内角に入り込むことで、係止部５０３ｂ
が下ケース側凹部６０３に係止される。また、係止部５０３ｄの斜面部分が下ケース側凹
部６０４に入り込むとともに、下ケース側凹部６０４の角が係止部５０３ｄの鉛直面とリ
ブとにより形成された内角に入り込むことで、係止部５０３ｄが下ケース側凹部６０４に
係止される。
【０１６０】
　すなわち、摺動部材５００が第２位置に移動すると、係止部５０３ａ，５０３ｂ，５０
３ｃ，５０３ｄの各々が、上ケース側凹部６０１、下ケース側凹部６０２、下ケース側凹
部６０３及び下ケース側凹部６０４に係止されることとなり、摺動部材５００が第２位置
から移動不能となる。
【０１６１】
　なお、摺動部材５００の側方に位置するのが上ケース部材２６１ａであってもよく、こ
の場合には、上ケース部材２６１ａ内側の摺動面に、下ケース側凹部６０３及び下ケース
側凹部６０４（換言すれば、上ケース側凹部６０３及び上ケース側凹部６０４）を設ける
こととしてもよい。
【０１６２】
　また、係止部５０３ａ，５０３ｂ，５０３ｃ，５０３ｄの形状は上述したものに限られ
ず、上ケース側凹部６０１、下ケース側凹部６０２、下ケース側凹部６０３及び下ケース
側凹部６０４に対して、摺動部材５００が第２位置から移動不能となるように係止される
形状であればいずれの形状を採ることもできる。
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【０１６３】
　また、上ケース側凹部６０１、下ケース側凹部６０２、下ケース側凹部６０３及び下ケ
ース側凹部６０４に替えて、上ケース部材２６１ａ内側の摺動面に上ケース側凸部を設け
、下ケース部材２６１ｂ内側の摺動面の各々に下ケース側凸部を設けることとしてもよい
。この場合には、係止部５０３ａ，５０３ｂ，５０３ｃ，５０３ｄの形状を、上ケース側
凸部及び下ケース側凸部に対して、摺動部材５００が第２位置から移動不能となるように
係止される形状とすればよい。
【０１６４】
　また、図２１及び図２２においては、ネジ挿入孔３１１及び３１２が、各々下ケース部
材２６１ｂの左側及び右側に設けられることとしているが、これに限られるものではない
。例えば、ネジ挿入孔３１１及び３１２を、図２１及び図２２における下ケース部材２６
１ｂの下側に設けることとしてもよい。この場合、ネジ挿入孔３１１及び３１２の位置に
応じてネジ螺挿部５０１の配置を変更するとともに、摺動部材５００の構成も適宜変更す
ることとしてもよい。また、この場合、図２１及び図２２における上方側（すなわち、カ
バー部材４００側）が摺動部材５００の第１位置となり、図２１及び図２２における下方
側（すなわち、ネジ挿入孔３１１及び３１２が設けられる側）が摺動部材５００の第２位
置となるように構成してもよい。
【０１６５】
　また、摺動部材５００が第２位置に移動すると、突出片５０４が挿通部４０３に挿通さ
れ、カバー部材４００と摺動部材５００とが係合される。ここで、摺動部材５００は、係
止部５０３によって第２位置から移動不能となるように係止されているため、仮に、摺動
用ネジ４０４又は４０５を緩めたとしても、カバー部材４００と摺動部材５００との係合
は解除されないこととなる。
【０１６６】
　また、このとき、カバー部材４００の規制部４０２（４０２ａ，４０２ｂ）及び挿通部
４０３（４０３ａ，４０３ｂ）が設けられた面が、摺動部材５００の突出片５０４が設け
られた面によって外側（すなわち、規制部４０２ａ及び挿通部４０３ａが設けられた側に
あってはＹ方向、規制部４０２ｂ及び挿通部４０３ｂが設けられた側にあってはＸ方向）
に付勢される。このため、規制部４０２（４０２ａ，４０２ｂ）が上ケース部材２６１ａ
に完全に係止し、カバー部材４００の上方向への移動が規制される。
【０１６７】
　したがって、その後にケース本体２６１を開放しようとする場合には、貫通孔４０１か
ら封印シール２６６の一部を破ってケース間固定ネジ２６７を取り、上ケース部材２６１
ａをカバー部材４００ごと下ケース部材２６１ｂから分離させる必要があることから、ケ
ース本体２６１を開放しようとすれば、封印シール２６６の破れによりその痕跡が確実に
残ることとなる。
【０１６８】
　このように、第２の実施形態に係る基板ケースによれば、摺動用ネジ４０４及び４０５
を螺挿するだけで、カバー部材４００をケース本体２６１に固定することができるため、
封印シール２６６を覆うカバー部材４００を設ける場合であっても、その組み立てを容易
に行うことができる。
【０１６９】
　また、第２の実施形態に係る基板ケースによれば、摺動用ネジ４０４及び４０５が螺挿
されると、摺動部材５００が第１位置から第２位置に移動した後、第２位置から移動不能
となる。その結果、カバー部材４００の取り外しが極めて困難となるため、封印シール２
６６へのアクセスをより困難とすることができる。
【０１７０】
　また、第２の実施形態に係る基板ケースによれば、摺動部材５００が第２位置に移動す
ると、それに伴って突出片５０４が挿通部４０３に挿通され、カバー部材４００と摺動部
材５００とが係合される。したがって、簡易な構成でカバー部材４００の取り外し（移動
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）を規制することができる。
【０１７１】
　また、第２の実施形態に係る基板ケースによれば、少なくとも摺動部材５００が第２位
置にあるとき、規制部４０２によっても、カバー部材４００の取り外し（移動）が規制さ
れる。したがって、より強固にカバー部材４００の取り外し（移動）を規制することがで
きる。
【０１７２】
　また、第２の実施形態に係る基板ケースによれば、摺動部材５００が第２位置に移動す
ると、貫通孔４０１を介さずして第３封印部２６５にアクセスすることが極めて困難とな
る。したがって、封印シール２６６の破れによりその痕跡が確実に残ることとなるため、
第３封印部２６５にアクセスされたとしてもそれを容易に発見することができる。
【０１７３】
　以上、本実施形態に係る遊技機、並びにこの遊技機が備える本実施形態の第１の実施形
態及び第２の実施形態に係る基板ケースについて説明したが、これらの実施形態は、例と
して提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの実施形
態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲
で、種々の省略、組み合わせ、置き換え、変更を行うことができる。
【０１７４】
　例えば、本実施形態においては、遊技機としてパチスロ機１を例に挙げて説明している
が、これに限られるものではなく、遊技機としてパチンコ機を採用することとしてもよい
。パチンコ機は、枠体に遊技盤が取り付けられるとともに、その前面側には透過性を有す
る素材で形成された前面ドアが開閉自在に取り付けられている。これらは遊技機の外装体
であるから、本実施形態に係る主制御基板ケース５５をその内部に配置させることとすれ
ばよい。一例として、本実施形態に係る主制御基板ケース５５を遊技盤の裏面側（すなわ
ち、遊技盤における前面ドアの反対側）に取り付けることとすればよい。
【０１７５】
　また、例えば、本実施形態においては、主制御基板ケース５５がミドルドア４１に取り
付けられることとしているが、これに限られるものではなく、主制御基板ケース５５がキ
ャビネット２ａの内部に取り付けられることとしてもよい。この場合、キャビネット側ス
ピーカ４２の位置に主制御基板ケース５５を取り付けることとしてもよいし、キャビネッ
ト２ａ内に棚板が設けられる場合には、その棚板の上側又は下側に取り付けられることと
してもよい。
【０１７６】
　また、例えば、本実施形態においては、封印シール２６６にインレット部を形成するこ
ととしているが、これに限られるものではなく、封印シール２６６にコード部（例えば、
バーコード部や二次元コード部）を形成することとしてもよい。この場合、貼り付けられ
た封印シール２６６が、真正のシールであるか否かを外部機器（例えば、バーコードリー
ダー、二次元コードリーダー、あるいはそれらの機能を有する携帯機）によって判定する
ことが可能となるようにすればよい。また、インレット部やコード部が形成されないシー
ルを封印シール２６６として採用することとしてもよい。このようなシールであっても、
破られた痕跡を確実に残すことができるという点において、目的は達成しうる。もっとも
、安易に複製ができないように適切なコピーガード処理（例えば、ホログラム印刷）が施
されたシールであることが望ましい。
【０１７７】
　また、例えば、第１の実施形態に係る基板ケースにおいては、さらに、上ケース側ピン
挿入孔３０１内及び下ケース側ピン挿入孔３０２内を被覆するキャップを備えることとし
、より第１固定ピン３０７及び第２固定ピン３０８へのアクセスが困難となるようにして
もよい。
【０１７８】
　また、例えば、第１の実施形態に係る基板ケースにおいては、さらに、第１固定ピン３
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０７及び第２固定ピン３０８が、その挿入方向側の先端、あるいは周面に抜け止め防止機
構を備えることとし、第１固定ピン３０７及び第２固定ピン３０８をケース本体２６１内
から取り出すことがより困難となるようにしてもよい。
【０１７９】
　また、例えば、第１の実施形態に係る基板ケースにおいては、さらに、第１固定ピン３
０７及び第２固定ピン３０８がケース本体２６１内に挿入される場合に、その周面に接着
剤あるいは溶剤を塗布しておき、第１固定ピン３０７及び第２固定ピン３０８がケース本
体２６１内に挿入されると、接着あるいは溶着するように構成することにより、第１固定
ピン３０７及び第２固定ピン３０８をケース本体２６１内から取り出すことがより困難と
なるようにしてもよい。
【０１８０】
　また、例えば、第１の実施形態に係る基板ケースにおいては、さらに、第１固定ピン３
０７及び第２固定ピン３０８の断面径を、上ケース側ピン挿入孔３０１及び下ケース側ピ
ン挿入孔３０２（あるいは、第１固定ピン３０７及び第２固定ピン３０８が留置されるケ
ース本体２６１内のスペース）の断面径よりも若干大きくしておき、第１固定ピン３０７
及び第２固定ピン３０８をケース本体２６１内に圧入させることで、上ケース部材２６１
ａとカバー部材２６２、下ケース部材２６１ｂとカバー部材２６２の各々が固定されるよ
うに構成することとしてもよい。
【０１８１】
　また、例えば、第１の実施形態に係る基板ケースにおいては、第１固定ピン３０７及び
第２固定ピン３０８に替えて、ネジ（例えば、摺動用ネジ４０４，４０５と同様のネジ）
を上ケース側ピン挿入孔３０１内及び下ケース側ピン挿入孔３０２内に螺挿して、上ケー
ス部材２６１ａとカバー部材２６２、下ケース部材２６１ｂとカバー部材２６２の各々が
固定されるように構成することとしてもよい。
【０１８２】
　また、例えば、第２の実施形態に係る基板ケースにおいては、さらに、ネジ挿入孔３１
１及び３１２を被覆するキャップを備えることとし、ネジ挿入孔３１１及び３１２へのア
クセス自体が困難となるようにしてもよい。
【０１８３】
　また、例えば、第２の実施形態に係る基板ケースにおいては、摺動用ネジ４０４，４０
５に替えて、ピン（例えば、第１固定ピン３０７及び第２固定ピン３０８と同様のピン）
をネジ螺挿部５０１に挿入して、下ケース部材２６１ｂと摺動部材５００とが固定される
ように構成することとしてもよい。この場合、少なくとも摺動部材５００における係止部
５０３及び突出片５０４が、ピンが挿入されるにしたがって上述した第２位置に対応する
位置に移動するように、摺動部材５００を形成することとすればよい。
【符号の説明】
【０１８４】
　１…パチスロ（遊技機）、　２…外装体、　２ａ…キャビネット、　２ｂ…フロントド
ア、　４…表示窓（図柄表示領域）、　７…把手、　１０…上パネルユニット、　１１…
液晶表示装置、　１２…台座部、　１３…枠部材、　１４…情報表示窓、　１５…ストッ
プボタン取付部、　１６…窓カバー、　１７…シート載置部、　１９Ｌ…左ストップボタ
ン、　１９Ｃ…中ストップボタン、　１９Ｒ…右ストップボタン、　２１…メダル投入口
、　３１…腰部パネルユニット、　３２…メダル払出口、　３４…メダルトレイユニット
、　４１…ミドルドア、　４２…キャビネット側スピーカ、　４３Ｌ，４３Ｒ…取付ブラ
ケット、　５１…ホッパー装置（メダル払出装置）、　５２…メダル補助収納庫、　５５
…主制御基板ケース、　５７…副制御基板ケース、　７１…主制御基板、　７２…副制御
基板、　９１…主制御回路、　１０１…副制御回路、　２６１…ケース本体、　２６１ａ
…上ケース部材、　２６１ｂ…下ケース部材、　２６２…カバー部材、　２６３…第１封
印部、　２６４…第２封印部、　２６５…第３封印部、　２６６…封印シール、　２６７
…ケース間固定ネジ、　３０１…上ケース側ピン挿入孔、　３０２…下ケース側ピン挿入
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孔、　３０３…第１破断部、　３０４…第２破断部、　３０５ａ…第１カバー側ピン挿入
孔、　３０５ｂ…第２カバー側ピン挿入孔、　３０６…位置決めピン、　３０７…第１固
定ピン、　３０８…第２固定ピン、　３１１，３１２…ネジ挿入孔、　４００…カバー部
材、　４０１…貫通孔、　４０２ａ，４０２ｂ…規制部、　４０３ａ，４０３ｂ…挿通部
、　４０４，４０５…摺動用ネジ、　５００…摺動部材、　５０１…ネジ螺挿部、　５０
２ａ，５０２ｂ，５０２ｃ，５０２ｄ…舌片、　５０３ａ，５０３ｂ，５０３ｃ，５０３
ｄ…係止部、　５０４…突出片、　５０５，５０６…摺動案内部、　６０１ａ，６０１ｂ
…上ケース側凹部、　６０２ａ，６０２ｂ…下ケース側凹部
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