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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】遊技玉やコインの持ち込み、貸し玉料金の異な
る遊技台を用いる不正を検出可能な不正人物の特定シス
テム及び特定方法を提供する。
【解決手段】玉貸し機で遊技用の玉の払い出しを受ける
利用者の顔をカメラ８－１～８－ｎで撮影すると共に遊
技台で遊技する遊技者の顔をカメラ８－１～８－ｎで撮
影し、各々の撮影データを利用者データベース２４及び
遊技者データベース２２に保存ならびに蓄積する。遊技
者データベース２２に保存された遊技者の遊技者画像デ
ータと利用者データベース２４に保存された利用者の利
用者画像データとを顔認証手段２５によって参照し、同
一の者の有無を検知する。顔認証手段２５によって利用
者データベース２４の中に遊技者画像データ２２と一致
する者を発見できなかったとき、不正遊技者警告手段２
６によって当該遊技者を不正遊技者としてディスプレイ
１０に警告表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　玉貸し機又はコイン貸し機で遊技用の玉又はコインの払い出しを受ける利用者の顔を撮
影する利用者撮影手段と、
　前記利用者撮影手段によって撮影された前記利用者の画像データを保存し、蓄積する利
用者データベースと、
　遊技台で遊技する遊技者の顔を撮影する遊技者撮影手段と、
　前記遊技者撮影手段によって撮影された前記遊技者の画像データを保存し、蓄積する遊
技者データベースと、
　前記遊技者撮影手段によって撮影された遊技者の遊技者画像データに基づいて前記利用
者データベースに保存された利用者の利用者画像データの中から同一の者の有無を検知す
る顔認証手段と、
　前記顔認証手段によって前記利用者データベースの中に遊技者画像データと一致する者
が発見できなかった場合に、当該遊技者を不正遊技者として警告する不正遊技者警告手段
と、
　を備えていることを特徴とする不正人物の特定システム。
【請求項２】
　遊技台で遊技する遊技者の顔を撮影する遊技者撮影手段と、
　前記遊技者撮影手段によって撮影された前記遊技者の画像データを当該遊技者が遊技し
ている遊技台の貸し玉料金と関連付けて保存し、蓄積する遊技者データベースと、
　前記遊技者撮影手段によって撮影された遊技者の遊技者画像データに基づいて前記遊技
者データベースに保存された遊技者の遊技者画像データの中から同一の遊技者の有無を検
知する顔認証手段と、
　前記顔認証手段によって前記遊技者データベースの中に一致する遊技者を発見した場合
に、さらに当該遊技者が遊技している遊技台の貸し玉料金と前記遊技者データベースに保
存された遊技台の貸し玉料金とが一致するか否かを検知する貸し玉料金確認手段と、
　前記貸し玉料金確認手段によって当該遊技者が遊技している遊技台の貸し玉料金と前記
遊技者データベースに保存された遊技台の貸し玉料金と一致しなかった場合には当該遊技
者を不正遊技者として警告する不正遊技者警告手段と、
　を備えていることを特徴とする不正人物の特定システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の不正人物の特定システムにおいて、
　前記不正遊技者警告手段は、不正遊技者とされた遊技者の画像データをディスプレイ上
に表示することを特徴とする不正人物の特定システム。
【請求項４】
　利用者撮影手段によって玉貸し機又はコイン貸し機で遊技用の玉又はコインの払い出し
を受ける利用者の顔を撮影するステップと、
　前記利用者撮影手段によって撮影された前記利用者の画像データを利用者データベース
に保存し、蓄積するステップと、
　遊技者撮影手段によって遊技台で遊技する遊技者の顔を撮影するステップと、
　前記遊技者撮影手段によって撮影された前記遊技者の画像データを遊技者データベース
に保存し、蓄積するステップと、
　前記遊技者撮影手段によって撮影された遊技者の遊技者画像データに基づいて前記利用
者データベースに保存された利用者の利用者画像データの中から顔認証手段によって同一
の者の有無を検知するステップと、
　前記顔認証手段によって前記利用者データベースの中に遊技者画像データと一致する者
が発見できなかった場合に、当該遊技者を不正遊技者として警告するステップと、
　を備えていることを特徴とする不正人物の特定方法。
【請求項５】
　遊技者撮影手段によって遊技台で遊技する遊技者の顔を撮影するステップと、
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　前記遊技者撮影手段によって撮影された前記遊技者の画像データを当該遊技者が遊技し
ている遊技台の貸し玉料金と関連付けて遊技者データベースに保存し、蓄積するステップ
と、
　前記遊技者撮影手段によって撮影された遊技者の遊技者画像データに基づいて前記遊技
者データベースに保存された遊技者の遊技者画像データの中から顔認証手段によって同一
の遊技者の有無を検知するステップと、
　前記顔認証手段によって前記遊技者データベースの中に一致する遊技者を発見した場合
に、さらに貸し玉料金確認手段によって当該遊技者が遊技している遊技台の貸し玉料金と
前記遊技者データベースに保存された遊技台の貸し玉料金とが一致するか否かを検知する
ステップと、
　前記貸し玉料金確認手段によって当該遊技者が遊技している遊技台の貸し玉料金と前記
遊技者データベースに保存された遊技台の貸し玉料金と一致しなかった場合には当該遊技
者を不正遊技者として警告するステップと、
　を備えていることを特徴とする不正人物の特定方法。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の不正人物の特定方法において、
　前記警告は、不正遊技者とされた遊技者の画像データをディスプレイ上に表示すること
を特徴とする不正人物の特定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、不正人物の特定システム及び特定方法に関し、さらに詳しくは、遊技玉やメ
ダル等の遊技媒体（以下、単に「貸し玉」ともいう。）の不正持ち込みや、貸し玉料金の
異なる遊技台への貸し玉の持ち込みを行う不正人物の特定システム及び特定方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ店やパチスロ店に代表される遊技店では客による不正行為が問題となっている
。例えば、その店の貸し玉を購入せずに他店の貸し玉を持ち込んで遊技したり、あるいは
再プレイ無しで遊技したり、さらには貸し玉料金が安い貸し玉を貸し玉料金が高い遊技台
へ持ち込んで遊技したりする等である。その他にも、店の貸し玉を店外に持ち出すことも
不正行為とされる。ここで、「再プレイ」とは、例えば、予め会員カードを作ること等に
よって貯めた玉やメダルを店に預けておき、次回遊技するときに預けた玉やメダルを使う
ことをいう。因みに、貸し玉の持ち込みは詐欺罪となり、貸し玉の持ち出しは窃盗罪（貸
し玉は借りたもので買ったものではないため）となる。そして、このような不正行為は遊
技店にとっては売り上げを低減させ、経営の圧迫を招く原因ともなる。
【０００３】
　上述のような不正行為に対して遊技店では、従業員の巡回等によって不正行為に対する
監視を行っているが、必ずしも有効な手段とはなっておらず、かえって人件費の高騰を招
く等の不都合もある。そのため、例えば特許文献１，２に示すように、コンピュータシス
テムを用いて不正行為を監視する技術が提案されている。特許文献１，２は、カメラで遊
技者の顔画像を取得し、予め取得した不審者の顔画像と照合し、不正者と判断された時に
は不正者が使用中の台の遊技玉の発射を禁止する監視方法（特許文献１）、及び遊技台の
払出玉数と発射玉数との差分が通常遊技状態において所定の閾値（数値？）よりも多いと
きに遊技台の不正利用を判定し、顔画像情報認識装置に当該遊技台を利用する利用者の顔
画像不正者の顔画像として顔画像情報データベースに登録する遊技店管理装置（特許文献
２）である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２０１１－１２０６９１号公報
【特許文献２】特開２０１１－１３９８７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来の監視方法や遊技店管理装置は、その店の貸し玉を購入せ
ずに他店の貸し玉を持ち込んで遊技したり、あるいは再プレイ無しで遊技したり、さらに
は貸し玉料金が安い貸し玉を貸し玉料金が高い遊技台へ持ち込んで遊技したりする等の不
正を検出することができないという問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、かかる問題点に鑑みなされたもので、その店の貸し玉を購入せずに
他店の貸し玉を持ち込んで遊技したり、あるいは再プレイ無しで遊技したり、さらには貸
し玉料金が安い貸し玉を貸し玉料金が高い遊技台へ持ち込んで遊技したりする等の不正を
行う人物を検知することが可能な不正人物の特定システム及び特定方法を提供するもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために請求項１に記載の発明は、玉貸し機又はコイン貸し機で遊技
用の玉又はコインの払い出しを受ける利用者の顔を撮影する利用者撮影手段と、前記利用
者撮影手段によって撮影された前記利用者の画像データを保存し、蓄積する利用者データ
ベースと、遊技台で遊技する遊技者の顔を撮影する遊技者撮影手段と、前記遊技者撮影手
段によって撮影された前記遊技者の画像データを保存し、蓄積する遊技者データベースと
、前記遊技者撮影手段によって撮影された遊技者の遊技者画像データに基づいて前記利用
者データベースに保存された利用者の利用者画像データの中から同一の者の有無を検知す
る顔認証手段と、前記顔認証手段によって前記利用者データベースの中に遊技者画像デー
タと一致する者が発見できなかった場合に、当該遊技者を不正遊技者として警告する不正
遊技者警告手段と、を備えていることを特徴とする不正人物の特定システムを提供する。
【０００８】
　上記課題を解決するために請求項２に記載の本発明は、遊技台で遊技する遊技者の顔を
撮影する遊技者撮影手段と、前記遊技者撮影手段によって撮影された前記遊技者の画像デ
ータを当該遊技者が遊技している遊技台の貸し玉料金と関連付けて保存し、蓄積する遊技
者データベースと、前記遊技者撮影手段によって撮影された遊技者の遊技者画像データに
基づいて前記遊技者データベースに保存された遊技者の遊技者画像データの中から同一の
遊技者の有無を検知する顔認証手段と、前記顔認証手段によって前記遊技者データベース
の中に一致する遊技者を発見した場合に、さらに当該遊技者が遊技している遊技台の貸し
玉料金と前記遊技者データベースに保存された遊技台の貸し玉料金とが一致するか否かを
検知する貸し玉料金確認手段と、前記貸し玉料金確認手段によって当該遊技者が遊技して
いる遊技台の貸し玉料金と前記遊技者データベースに保存された遊技台の貸し玉料金と一
致しなかった場合には当該遊技者を不正遊技者として警告する不正遊技者警告手段とを備
えていることを特徴とする不正人物の特定システムを提供する。
【０００９】
　上記課題を解決するために請求項３に記載の本発明は、請求項１又は２に記載の不正人
物の特定システムにおいて、前記不正遊技者警告手段は、不正遊技者とされた遊技者の画
像データをディスプレイ上に表示することを特徴とする。
【００１０】
　上記課題を解決するために請求項４に記載の発明は、利用者撮影手段によって玉貸し機
又はコイン貸し機で遊技用の玉又はコインの払い出しを受ける利用者の顔を撮影するステ
ップと、前記利用者撮影手段によって撮影された前記利用者の画像データを利用者データ
ベースに保存し、蓄積するステップと、遊技者撮影手段によって遊技台で遊技する遊技者
の顔を撮影するステップと、前記遊技者撮影手段によって撮影された前記遊技者の画像デ
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ータを遊技者データベースに保存し、蓄積するステップと、前記遊技者撮影手段によって
撮影された遊技者の遊技者画像データに基づいて前記利用者データベースに保存された利
用者の利用者画像データの中から顔認証手段によって同一の者の有無を検知するステップ
と、前記顔認証手段によって前記利用者データベースの中に遊技者画像データと一致する
者が発見できなかった場合に、当該遊技者を不正遊技者として警告するステップと、を備
えていることを特徴とする不正人物の特定方法を提供する。
【００１１】
　上記課題を解決するために請求項５に記載の本発明は、遊技者撮影手段によって遊技台
で遊技する遊技者の顔を撮影するステップと、前記遊技者撮影手段によって撮影された前
記遊技者の画像データを当該遊技者が遊技している遊技台の貸し玉料金と関連付けて遊技
者データベースに保存し、蓄積するステップと、前記遊技者撮影手段によって撮影された
遊技者の遊技者画像データに基づいて前記遊技者データベースに保存された遊技者の遊技
者画像データの中から顔認証手段によって同一の遊技者の有無を検知するステップと、前
記顔認証手段によって前記遊技者データベースの中に一致する遊技者を発見した場合に、
さらに貸し玉料金確認手段によって当該遊技者が遊技している遊技台の貸し玉料金と前記
遊技者データベースに保存された遊技台の貸し玉料金とが一致するか否かを検知するステ
ップと、前記貸し玉料金確認手段によって当該遊技者が遊技している遊技台の貸し玉料金
と前記遊技者データベースに保存された遊技台の貸し玉料金と一致しなかった場合には当
該遊技者を不正遊技者として警告するステップとを備えていることを特徴とする不正人物
の特定方法を提供する。
【００１２】
　上記課題を解決するために請求項６に記載の本発明は、請求項４又は５に記載の不正人
物の特定方法において、前記警告は、不正遊技者とされた遊技者の画像データをディスプ
レイ上に表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の不正人物の特定システム及び特定方法によれば、その店の貸し玉を購入せずに
他店の貸し玉を持ち込んで遊技したり、あるいは再プレイ無しで遊技したり、さらには貸
し玉料金が安い貸し玉を貸し玉料金が高い遊技台へ持ち込んで遊技したりする等の不正を
行う人物を検知することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る不正人物の特定システムの第一の実施形態を示すブロック図である
。
【図２】（ａ）はカメラを台表示ランプに取り付けた状態を示す説明図、（ｂ）は台間機
にカメラを取り付けた状態を示す説明図である。
【図３】（ａ）は図２（ａ）に示すカメラの視野の説明図、（ｂ）は図２（ｂ）に示すカ
メラの視野の説明図である。
【図４】本発明の第一の実施形態に係る不正人物の特定方法の一実施形態のフローチャー
トである。
【図５】本発明に係る不正人物の特定システムの第二の実施形態を示すブロック図である
。
【図６】本発明の第二の実施形態に係る不正人物の特定方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
１．第一の実施形態
［不正人物の特定システムの構成］
　以下、本発明に係る不正人物の特定システム及び特定方法について、好ましい一実施形
態に基づいて詳細に説明する。図１は本発明に係る不正人物の特定システムの第一の実施
形態を示すブロック図である。
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【００１６】
　図示された不正人物の特定システム（以下、単に「特定システム」という。）１は、ホ
ール内の全てのパチンコ台やパチスロ台等の遊技台３－１～３－ｎを管理するホールコン
ピュータ（ＨＣ）２内に設置され、あるいは１つの装置にまとめられてホールコンピュー
タ２に隣接するようにして設置される。ホールコンピュータ２は、遊技店の事務所等に設
置され、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、入出力部、表示制御部、外部との通信を制御する通信
制御部（いずれも図示せず）等を備えて構成されている。これらの構成については公知で
あるため、その説明は省略する。尚、特定システム１とホールコンピュータ２との間の通
信は、ＵＳＢ、ＬＡＮ等を用いて行われる。
【００１７】
　そして、特定システム１は、遊技台３－１～３－ｎで遊技する遊技者（＝遊技客）の顔
を撮影する遊技者撮影手段としての上述のカメラ４－１～４－ｎと、玉貸し機（又はコイ
ン貸し機（サンドともいう。））５－１～５－ｎで貸し玉の払い出しを受ける利用者の顔
を撮影する利用者撮影手段としての上述のカメラ８－１～８－ｎと、カメラ４－１～４－

ｎで撮影した遊技者の顔の画像データを画像処理する画像処理部２１と、画像処理部２１
によって画像処理されたの遊技者の顔の画像データを保存及び蓄積する遊技者データベー
ス（遊技者ＤＢ）２２と、カメラ８－１～８－ｎによって撮影された貸し玉の払い出しを
受ける利用者の顔の画像データを画像処理する画像処理部２３と、画像処理部２３で処理
された利用者の画像データを保存及び蓄積する利用者データベース（利用者ＤＢ）２４と
、遊技者データベース２２内の遊技者画像データに基づいて利用者データベース２４に保
存された利用者の利用者画像データの中から同一人の有無を検知する顔認証手段２５と、
顔認証手段２５によって利用者データベース２４の中に遊技者画像データと一致する者が
発見できなかったときに当該遊技者を不正遊技者として警告する不正遊技者警告手段２６
とを備えて構成されている。また、特定システム１は、その他にも、遊技台３－１～３－

ｎの管理内容や遊技台３－１～３－ｎに関する情報や警告等を表示するディスプレイ１０
と、遊技台３－１～３－ｎに対する設定等を入力等するためのキーボードやマウス等を含
む図示しない入力装置と、後述する画像処理部２１をはじめとする各種手段を備えて構成
されている。
【００１８】
　カメラ４－１～４－ｎ及びカメラ８－１～８－ｎは、ＣＭＯＳセンサ等を用いたデジタ
ルカメラや監視カメラ等に用いられているユニット等を利用することができ、遊技者Ｈ及
び利用者の顔を精細に記録できる性能を備えていることが望ましく、例えば２００万画素
以上が望まれる。カメラ４－１～４－ｎは、遊技中の遊技者Ｈの顔を確実に認識できさえ
すればどこに設置してもよく、遊技台３－１～３－ｎに設ける他、例えば、図２（ａ）に
示すように、台表示ランプ部７に設置することができる。そして、カメラ４－１～４－ｎ

の取り付け角度は、台表示ランプ部７に取り付けた場合には図３（ａ）に示すような撮影
視野θに設定し、遊技者Ｈの顔全体が撮影できるようにする。一方、カメラ８－１～８－

ｎは、貸し玉を利用する利用者（この場合の利用者は遊技者Ｈと同じである。）の顔を確
実に認識できさえすればどこに設置してもよく、図２（ｂ）に示すように、玉貸し機５－

１～５－ｎ等の上部や側部等に設置することができる。また、カメラ８－１～８－ｎは、
玉貸し機５－１～５－ｎの利用者の顔を撮影するので、カメラ８－１～８－ｎの取り付け
角度は、図３（ｂ）に示すような撮影視野θに設定し、利用者の顔全体が撮影できるよう
にする。
【００１９】
　画像処理部２１は、カメラ４－１～４－ｎで撮影した遊技者の顔の画像データを画像処
理する画像処理エンジンであり、一方、画像処理部２３はカメラ８－１～８－ｎで撮影し
た利用者の顔の画像データを画像処理する画像処理エンジンであり、画像処理部２１，２
３はいずれも同一の機能を備えている。画像処理部２１，２３は、いずれも入力された画
像データに対し、必要に応じてノイズ除去、階調補正、色補正、画像圧縮等の各種の処理
を施すＬＳＩであり、最終的には、画像内の背景等を除外した輪郭線及び特徴点等による
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顔パターンを出力する。そして、画像処理部２１において画像処理された出力画像は遊技
者データベース２２に保存され、画像処理部２３において画像処理された出力画像は利用
者データベース２４に保存される。
【００２０】
　遊技者データベース２２及び利用者データベース２４は共にハードディスク、ソリッド
ステートドライブ等によって構成されている。遊技者データベース２２は、画像処理部２
１で処理された遊技者の画像データを保存し蓄積する。利用者データベース２４は、画像
処理部２３で処理された利用者の画像データを保存し蓄積する。遊技者データベース２２
及び利用者データベース２４は、例えば、リレーショナル型のデータベースとなっている
。具体的には、遊技者データベース２２では各遊技台３－１～３－ｎに対応させて遊技者
の顔画像を保存し、利用者データベース２４では各玉貸し機５－１～５－ｎに対応させて
利用者の顔画像を保存している。尚、カメラ４－１～４－ｎでの撮影は後述するように１
分毎に行われるので、同じ顔が継続して撮影された場合、同じ顔が重複して保存され、記
憶容量の浪費や画像検索の膨大化を招くことになる。そこで、遊技者データベース２２へ
の保存回数を調整することも適宜行われる。一方、カメラ８－１～８－ｎでの撮影は玉貸
し機５－１～５－ｎで貸し玉の払い出しを受けた際に撮影されるようになっている。また
、再プレイを行う場合には利用者カードによる預けた貸し玉の払い出しを行った際に利用
者データベース２４にその利用者の顔画像データを入力するか又は利用者データベース２
４にフラグを立てる等して玉貸し機５－１～５－ｎの利用があったものとする。
【００２１】
　顔認証手段２５は、遊技者データベース２２内の遊技者画像データに基づいて利用者デ
ータベース２４に保存された利用者の利用者画像データの中から同一の者の有無を判定す
るプログラムからなる。遊技者Ｈと利用者が一致しない場合、すなわち、遊技者Ｈが貸し
玉の払い出しを受けた利用者の中にいない場合には、その店の貸し玉を購入せずに遊技し
たことになるため、他店の貸し玉を持ち込んで遊技したか、あるいは再プレイ無しで遊技
したことになると推測されるので、これを決める顔認識は重要な処理となる。
【００２２】
　顔認識の方法は、例えば、画像中からの顔パターン切り出し（＝顔検出）と、識別処理
の２段階の処理が行われる。初めに、顔画像データがｆピクセル×ｆピクセルであればｆ
×ｆ次元の空間（特徴空間）にベクトル化する。そして、このベクトル表現によって２つ
の画像を比較することが可能になる。両者がどの程度類似しているかは、両者のベクトル
の成す角度（相関係数）に基づいて決定する。具体的には、何人かの顔パターンから生成
した平均顔パターンをテンプレートとし、入力画像との相関（２つのベクトルのなす角度
）を求め、もっとも相関値が高い領域を顔パターンとして抽出する。このようにして撮影
画像の中から顔の検出を行う。
【００２３】
　次に、検出された顔に対する識別処理について説明する。識別処理の最も基本的な方法
は相関法であり、入力パターンと登録パターンの成す相関（角度）に基づいて識別する。
最も簡単な識別方法は入力された濃淡画像パターンをそのまま用いる方法であるが、濃淡
画像情報は照明変動などの影響を受け易いため高い識別性能を期待することはできない。
そのため、濃淡画像から識別に有効な特徴を抽出することにより識別性能を上げることが
できる。さらに、相関法に比べて高性能とされる部分空間法も用いられている。この部分
空間法は入力パターンベクトルと辞書パターンからＫＬ（Karhunen-Loeve）展開を用いて
生成される部分空間とのなす角度に基づいて識別を行うものである。尚、上述の顔認証の
手法は一例であり、具体的な手法についてはこれに限るものではなく、適宜の手法を用い
ることができることはいうまでもない。
【００２４】
　不正遊技者警告手段２６は、顔認証手段２５によって利用者データベース２４の中に遊
技者画像データと一致する者が発見できなかった場合に、当該遊技者を不正遊技者として
警告するプログラムからなる。具体的には、不正遊技者の発見をホールの従業員等に報知
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するため、不正遊技者（＝ゴト師）の顔写真（顔画像）をポップアップ等により得ｓ低（
？）システム１のディスプレイ１０に表示を行って店の関係者等に警告を行う。この警告
は、表示以外の他の方法、例えば、音声合成によるメッセージの出力と顔画像の表示の組
み合わせ、アラーム等と顔画像の表示の組み合わせ、文字のテロップと顔画像の表示の組
み合わせ等によって行うことも可能である。
【００２５】
［特定システムの動作及び判別方法］
　次に、上述した特定システム１の動作と共に本発明に係る不正遊技者の判別方法につい
て説明する。貸し玉は、原則として、その店での当日限りの使用に決められており、且つ
、店の外に持ち出すことは禁じられている。但し、店に預けることにより再プレイを行う
ことは可能である。それにもかかわらず、貸し玉の持ち込みが後を絶たない。そのような
不正遊技者は不正行為を見破られるのをおそれて、過去に一度も来店していない店や極め
て少ない来店回数の店で不正行為を行っている。不正遊技者が他店のコインを持ち込んで
遊技した場合、貸し玉の持ち込みのため店の売り上げは０円となる。そのため、再プレイ
が無い場合（即ち、一度も遊技していない場合）、本実施形態では不正遊技者（ゴト師）
と判断して警告を発するものである。
【００２６】
　図４は本発明の第一の実施形態に係る不正人物の特定方法の一実施形態のフローチャー
トである。まず、特定システム１は、利用者撮影手段であるカメラ８－１～８－ｎによっ
て玉貸し機５－１～５－ｎを利用する利用者の顔を撮影する（ステップＳ１）。その撮影
開始は利用者が玉貸し機５－１～５－ｎで貸し玉の貸し出し操作を行ったときとする。そ
して、撮影された利用者の顔画像データは画像処理部２３に取り込まれ、画像処理部２３
によって利用者の顔画像に対する各種の処理が実施される。そして、画像処理部２３によ
って画像処理された利用者の画像データは当該利用者が利用した玉貸し機５－１～５－ｎ

と関連付けて利用者データベース２４に自動的に保存される（ステップＳ２）。
【００２７】
　次に、特定システム１は、遊技台３－１～３－ｎのいずれかで遊技を開始した遊技者の
顔を当該遊技者が遊技台３を操作したタイミングでカメラ４－１～４－ｎによって撮影を
行う（ステップＳ３）。そして、例えば１分毎等にカメラ４－１～４－ｎによって撮影が
行われれる。（行われる）こうして撮影された遊技者の顔の画像データは画像処理部２１
に取り込まれる。そして、画像処理部２１では、画像処理部２３と同様の画像処理を施し
た後、当該遊技者の画像データと遊技台３－１～３－ｎを関連付けて遊技者データベース
２２に記録保存する（ステップＳ４）。
【００２８】
　次に、特定システム１は、顔認証手段２５を動作させ、遊技者データベース２２に保存
されている遊技者の遊技者画像データを利用者データベース２４に保存されている利用者
の利用者画像データと照合し、遊技台３－１～３－ｎで遊戯する遊技者が利用者データベ
ース２４の中に存在するか否かを判定する（ステップＳ５）。遊技者が利用者データベー
ス２４の中に存在する場合には（ステップＳ５：有り）、当該遊技者は玉貸し機５－１～
５－ｎを利用した者あるいは再プレイの者であることから通常客と判定する（ステップＳ
７）。一方、遊技者が利用者データベース２４の中に存在しない場合には（ステップＳ５
：無し）、当該遊技者が玉貸し機５－１～５－ｎを利用することなく遊技台３－１～３－

ｎで遊技したことを意味することになる。そのため、特定システム１は不正遊技者警告手
段２６を動作させ、当該遊技者を不正遊技者として警告を出す（ステップＳ６）。一方、
ステップＳ５で一致する人物が存在した場合（ステップＳ５：有り）、通常客と判定（ス
テップＳ７）して警告は行わない。ステップＳ６における警告は、不正遊技者を発見した
ことを知らせるメッセージ及び不正遊技者の顔写真等をディスプレイ１０にポップアップ
するなどして行う。この警告を見たスタッフ等は、不正遊技者や不正台に対して所定の処
置を実施することができる。尚、警告は表示以外の他の方法、例えば上述した音声合成や
アラームとテロップの組み合わせ等によることも可能である。
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【００２９】
［第一の実施形態の効果］
　第一の実施形態に係る不正人物の特定システム及び特定方法によれば、玉貸し機５－１

～５－ｎで貸し玉の払い出しを受けた利用者の顔をカメラ８－１～８－ｎで撮影し、その
画像データを利用者データベース２４に保存すると共に、遊技台３－１～３－ｎで遊技す
る遊技者の顔をカメラ４－１～４－ｎで撮影することにより、その顔画像を遊技者画像デ
ータベース２２に保存し、遊技台３－１～３－ｎで遊技する遊技者の画像データと利用者
画像データ２４内の画像とを顔認証手段２５によって利用者の中に遊技者と一致する者が
いるか否かを検知し、一致する者が発見できなかったときに、当該遊技者を不正遊技者と
して警告するようにしたので、当該店で貸し玉の利用あるいは再プレイをすることなく遊
技を行った、すなわち、貸し玉の持ち込みに対する不正を検出できるという効果がある。
【００３０】
　また、不正遊技者が検出されたとき、不正遊技者警告手段によってポップアップ等によ
りディスプレイ１０上に当該不正遊技者の画像を表示して警告することとしたので、店の
従業員等は迅速に当該不正遊技者を認知することができるので的確に対応することができ
るという効果がある。
【００３１】
２．第二の実施形態
　次に、本発明に係る不正装置が取り付けられた遊技台の判別システムの第二の実施形態
について説明する。図５は本発明の第二の実施形態に係る不正人物の特定システム及び特
定方法のフローチャートである。
【００３２】
　例えば、パチンコ店によっては貸し玉１個が４円の貸し玉料金のパチンコ台（４円パチ
ンコ）と、貸し玉１個が１円の貸し玉料金のパチンコ台（１円パチンコ）の両方を設置し
ている店がある。４円パチンコでは千円で２５０玉が借りられるのに対し、１円パチンコ
では千円で１，０００玉が借りられるので低資金で遊技ができるという特徴があるものの
、換金率が低い設定になっている。そのため、１円パチンコと４円パチンコとはコーナー
が分かれている。しかし、１円パチンコの貸し玉を持って４円パチンコのコーナーへ移動
して遊技する客がいる。そこで、第二の実施形態は、このような貸し玉料金の異なるコー
ナーからの玉の持ち込みを検出できるようにしたものである。
【００３３】
［特定システムの構成］
　第二の実施形態に係る特定システム１１は、遊技台３－１～３－ｎで遊技する遊技者撮
影手段であるカメラ４－１～４－ｎと、カメラ４－１～４－ｎで撮影した遊技者の顔の画
像データを当該遊技者が遊技している遊技台の貸し玉料金と関連付けて保存し蓄積する遊
技者データベース２２と、遊技者データベース２２に保存された遊技者の遊技者画像デー
タの中から同一の遊技者の有無を検知する顔認証手段２８と、遊技者が遊技している遊技
台の貸し玉料金と遊技者データベース２２に保存された遊技台の貸し玉料金とが一致する
か否かを検知する貸し玉料金確認手段２９と、当該遊技者が遊技している遊技台の貸し玉
料金と遊技者データベースに保存された遊技台の貸し玉料金と一致するか否かを検知する
貸し玉料金確認手段２９と、当該遊技者が遊技している遊技台の貸し玉料金と遊技者デー
タベースに保存された遊技台の貸し玉料金と一致しないことを貸し玉料金確認手段２９が
判定したときに当該遊技者を不正遊技者として警告する不正遊技者警告手段３０とを備え
て構成されている。尚、特定システム１１は、特定システム１と同様にホール内の全ての
パチンコ台やパチスロ台等の遊技台３－１～３－ｎを管理するホールコンピュータ（ＨＣ
）２内に設置され、あるいは１つの装置にまとめられてホールコンピュータ２に隣接する
ようにして設置される。また、特定システム１１は特定システム１と共に設けることもで
きる。
【００３４】
　遊技者データベース２２は、第一の実施形態に示すものと略（？）同様であるが、カメ
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ラ４－１～４－ｎで撮影した遊技者の顔の画像データを当該遊技者が遊技している遊技台
３－１～３－ｎの貸し玉料金の料金情報と関連付けて保存し蓄積される。貸し玉料金との
関連付けは、例えば、遊技している遊技台３－１～３－ｎに予め１円コーナーのものか又
は４円コーナーのものかを識別する料金情報を割り当てておき、遊技者の顔画像データを
当該料金情報と共に保存したり、利用した玉貸し機５－１～５－ｎが１円コーナーのもの
か４円コーナーのものかによって行うことができる。
【００３５】
　顔認証手段２８は、カメラ４－１～４－ｎによって撮影された遊技者の画像データと遊
技者データベース２２に保存されている遊技者の遊技者画像データとを比較し、同一の遊
技者が存在するか否かをチエックするプログラムからなる。その動作原理については、第
一の実施形態における顔認証手段２５と同じであるので説明を省略する。
【００３６】
　貸し玉料金確認手段２９は、顔認証手段２８によって遊技者データベース２２の中に一
致する遊技者を発見したとき、当該遊技者が遊技している遊技台３－１～３－ｎの貸し玉
料金と遊技者データベース２２に保存された遊技台３－１～３－ｎの貸し玉料金とが一致
するか否かを判定するプログラムからなる。もし、１円コーナーから４円コーナーに移動
して使用すれば、現在遊技している遊技台３－１～３－ｎの貸し玉料金と遊技者データベ
ース２２に保存された遊技台３－１～３－ｎの貸し玉料金とは不一致となるので、当該遊
技者は不正遊技者であると判断できる。
【００３７】
　不正遊技者警告手段３０は貸し玉料金確認手段２９によって不正遊技者が発見されたと
き、その事実を店の従業員等に警告するためのプログラムからなる。不正遊技者警告手段
３０は、貸し玉料金確認手段２９によって遊技者が現在遊技している遊技台３－１～３－

ｎの貸し玉料金と遊技者データベースに保存された遊技台３－１～３－ｎの貸し玉料金と
一致しなかったときディスプレイ１０に警告を行うものである。その警告方法は第一の実
施形態で説明した不正遊技者警告手段２６と同様であり、不正遊技者をポップアップ等に
よりディスプレイ１０に表示して警告を行う。
【００３８】
［特定システムの動作及び判別方法］
　次に、特定システム１１の動作について本発明に係る不正遊技者の判別方法と共に説明
する。図６は本発明の第二の実施形態に係る不正人物の特定方法のフローチャートである
。まず、特定システム１１は、カメラ４－１～４－ｎによって遊技台３－１～３－ｎで遊
技する遊技者の顔を撮影する（ステップＳ１１）。カメラ４－１～４－ｎによって撮影さ
れた遊技者の顔画像データは特定システム１１によって当該遊技者が遊技している遊技台
の貸し玉料金情報と関連付けて遊技者データベース２２に保存及び蓄積される（ステップ
Ｓ１２）。さらに特定システム１１は、カメラ４－１～４－ｎによって撮影された遊技者
の遊技者画像データに基づいて遊技者データベース２２に保存されている遊技者の遊技者
画像データの中から顔認証手段２８によって同一の遊技者の有無を検知する（ステップＳ
１３）。
【００３９】
　次に、特定システム１１は顔認証手段２８によって遊技者データベース２２の中に一致
する遊技者を発見したとき、貸し玉料金確認手段２９によって当該遊技者が現在遊技して
いる遊技台の貸し玉料金と遊技者データベース２２に保存された遊技台の貸し玉料金とが
一致するか否かを検知する（ステップＳ１４）。そして、当該遊技者が現在遊技している
遊技台の貸し玉料金と遊技者データベースに保存された遊技台の貸し玉料金が一致しない
と判定された場合（ステップＳ１４：不一致）、不正遊技者警告手段３０により当該遊技
者を不正遊技者として警告する（ステップＳ１５）。この警告は、不正遊技者を発見した
ことを知らせるメッセージ及び不正遊技者の顔写真等をディスプレイ１０にポップアップ
するなどして行う。この警告を見た店の従業員等は、不正遊技者に対して直ちに対処する
ことができる。尚、ステップＳ１４において、当該遊技者が現在遊技している遊技台の貸
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場合（ステップＳ１４：一致）、その客は正しい貸し玉料金の遊技台３－１～３－ｎで遊
技していることになるので、通常客と判定し（ステップＳ１６）、警告は行わない。
【００４０】
［第二の実施形態の効果］
　第二の実施形態に係る不正人物の特定システム及び特定方法によれば、貸し玉料金の異
なるコーナーからの玉の持ち込み（持ち出し）をした不正遊技者を容易に特定することが
できるという効果がある。
【００４１】
　また、第二の実施形態に係る不正人物の特定システム及び特定方法によれば、不正遊技
者が発見されたとき、不正遊技者警告手段によってポップアップ等によりディスプレイ１
０上に不正遊技者の画像を表示することとしたので、店の従業員等は迅速に不正遊技者に
対する措置をとることができるという効果がある。
【００４２】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実
施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内に
おいて、種々の変形・変更が可能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　　特定システム
　２　　　ホールコンピュータ
　３－１～３－ｎ　遊技台
　４－１～４－ｎ　カメラ
　５－１～５－ｎ　玉貸し機
　６　　　台間機
　７　　　台表示ランプ部
　８－１～８－ｎ　カメラ
　９　　　台間情報端末機
　１０　　ディスプレイ
　１１　　特定システム
　２１　　画像処理部
　２２　　遊技者データベース
　２３　　画像処理部
　２４　　利用者データベース
　２５　　顔認証手段
　２６　　不正遊技者警告手段
　２８　　顔認証手段
　２９　　貸し玉料金確認手段
　３０　　不正遊技者警告手段
　Ｈ　　　遊技者
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