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(57)【要約】
【課題】特定処理を行なう相手を慎重に選択できるよう
にすることが可能な遊技用システムを提供する。
【解決手段】遊技用システムは、遊技場において遊技機
に１対１に対応して設けられ会員のカード（記録媒体）
を受付けるカードユニットと、遊技場の外に設置されカ
ードの記録情報に対応付けて各会員の会員情報を管理す
る管理サーバとを含む。管理サーバは、一の会員が他の
会員の中から選択した会員を、一の会員の「フレンド」
として登録する。さらに、管理サーバは、一の会員が自
らの「フレンド」の中から選択した会員を、一の会員の
「仲良しフレンド」として登録する（図９７）。遊技用
システムは、一の会員と「仲良しフレンド」との間でチ
ャット、持玉共有、スタンプ送受信などの特定処理を実
行する。
【選択図】図９７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技場において遊技機に１対１に対応して設けられ受付けた記録媒体により特定される
遊技者所有の遊技価値を用いて遊技機での遊技を可能にする遊技用装置と、前記遊技場の
外に設置され前記記録媒体の記録情報に対応付けて会員登録された各会員遊技者の会員情
報を管理する管理装置とを含む遊技用システムであって、
　前記管理装置は、
　　会員登録された一の会員遊技者が会員登録された他の会員遊技者の中から選択した会
員遊技者を、前記一の会員遊技者と関連性を持つ１次関連会員遊技者として登録する１次
登録手段と、
　　前記一の会員遊技者が前記１次関連会員遊技者の中から選択した会員遊技者を、前記
一の会員遊技者と関連性を持つ２次関連会員遊技者として登録する２次登録手段とを有し
、
　前記一の会員遊技者と前記２次関連会員遊技者との間で特定処理を実行する特定処理手
段をさらに含む、遊技用システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技用システムに関する。詳しくは、遊技場において遊技機に１対１に対応
して設けられ受付けた記録媒体により特定される遊技者所有の遊技価値を用いて遊技機で
の遊技を可能にする遊技用装置と、前記遊技場の外に設置され前記記録媒体の記録情報に
対応付けて会員登録された各会員遊技者の会員情報を管理する管理装置とを含む遊技用シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、予め設定された一の遊技機群の遊技者同士で遊技を行なうための遊技媒体のデー
タを共有したり、メッセージを送受信したりすることができるように構成された遊技用シ
ステムがあった（たとえば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３３４２８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のように複数の遊技者間でのデータ共有やメッセージ送受信を行なうことを
可能にする場合、データ共有相手やメッセージ送受信相手を安易に選択できるようにする
と、意図しない相手との間でデータが共有されたりメッセージが送受信されたりする事態
が生じるおそれがある。しかしながら、特許文献１には、そのような問題およびその対策
について言及されていない。
【０００５】
　この発明はかかる事情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、特定処理を行なう
相手を慎重に選択できるようにすることが可能な遊技用システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）　遊技場において遊技機（パチンコ機、スロットマシン、封入循環式パチンコ機
（Ｐ台２）、メダル不要のスロットマシン（Ｓ台２Ｓ））に１対１に対応して設けられ受
付けた記録媒体により特定される遊技者所有の遊技価値を用いて遊技機での遊技を可能に
する遊技用装置（ＣＵ３、呼出しランプ装置など）と、前記遊技場の外に設置され前記記
録媒体の記録情報に対応付けて会員登録された各会員遊技者の会員情報（たとえば、氏名
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、性別、年齢、登録済遊技場、お気に入り機種、１次関連会員、２次関連会員、遊技履歴
、遊技状況など）を管理する管理装置（たとえば、管理サーバ１４０）とを含む遊技用シ
ステムであって、
　前記管理装置は、
　　会員登録された一の会員遊技者が会員登録された他の会員遊技者の中から選択した会
員遊技者を、前記一の会員遊技者と関連性を持つ１次関連会員遊技者として登録する１次
登録手段（たとえば、図９１、図９５：一の会員遊技者が他の会員遊技者から選択してフ
レンド申請を行なった会員遊技者を、一の会員遊技者の「フレンド」として登録する）と
、
　　前記一の会員遊技者が前記１次関連会員遊技者の中から選択した会員遊技者を、前記
一の会員遊技者と関連性を持つ２次関連会員遊技者として登録する２次登録手段（たとえ
ば、図９７：一の会員遊技者が自らの「フレンド」の中から選択した会員遊技者を、一の
会員遊技者の「仲良しフレンド」として登録する）とを有し、
　前記一の会員遊技者と前記２次関連会員遊技者との間で特定処理を実行する特定処理手
段（たとえば、図３８、図３９：仲良しフレンドとのチャットを行なう、図４０～図４３
：仲良しフレンドとの持玉（持点）共有を行なう、仲良しフレンドとのスタンプ送受信を
行なうなど）をさらに含む。
【０００７】
　このような構成によれば、一の会員遊技者が特定処理を行なう相手を選択するには、単
に１次関連会員遊技者を選択するだけでなく、さらに１次関連会員遊技者の中から２次関
連会員遊技者を選択する必要がある。そのため、特定処理を行なう相手を慎重に選択でき
るようにすることが可能な遊技用システムを提供することができる。
【０００８】
　（２）　上記（１）の遊技用システムにおいて、
　前記１次登録手段は、前記他の会員遊技者を前記一の会員遊技者の前記１次関連会員遊
技者として登録することを前記他の会員遊技者が承認した場合に、前記他の会員遊技者を
前記一の会員遊技者の前記１次関連会員遊技者として登録する（たとえば、図９５のＳ４
６２、Ｓ４６３：他の会員遊技者が一の会員遊技者からのフレンド申請を承認した場合に
、他の会員遊技者を一の会員遊技者の「フレンド」として登録する）。
【０００９】
　このような構成によれば、本人の承諾なしに１次関連会員遊技者として登録されてしま
うことを防止することができる。その結果、特定処理を行なう相手をより慎重に選択でき
るようにすることができる。
【００１０】
　（３）　上記（１）または（２）の遊技用システムにおいて、
　前記一の会員遊技者が第１操作を行なったことに応じて、前記他の会員遊技者の前記会
員情報を表示する手段（たとえば、図１０１：一の会員遊技者が他の会員遊技者を絞り込
むための検索条件を入力する操作を行なったことを少なくとも１つの条件として、他の会
員遊技の遊技履歴を一の会員遊技者が所有する情報機器の表示部あるいは一の会員遊技者
が遊技する遊技機の表示器５４、３１２に表示する）と、
　前記一の会員遊技者が前記第１操作よりも簡易な第２操作を行なったことに応じて、前
記１次関連会員遊技者の前記会員情報を表示する手段（たとえば、図１００：一の会員遊
技者がフレンドリストから閲覧対象者を選択する操作を行なったことを１つの条件として
、フレンドの遊技履歴を一の会員遊技者が所有する情報機器の表示部あるいは一の会員遊
技者が遊技する遊技機の表示器５４、３１２に表示する）とをさらに含む。
【００１１】
　このような構成によれば、他の会員遊技者を予め１次関連会員遊技者として登録してお
くことで、簡易な操作で当該１次関連会員遊技者の会員情報を閲覧することができる。そ
の結果、遊技者の利便性を向上させることができる。
【００１２】
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　（４）　上記（３）の遊技用システムにおいて、
　前記第１操作は、検索条件入力画面を表示させる操作（たとえば、図１０１のＳ５９０
：会員検索要求操作）と、表示された前記検索条件入力画面に閲覧対象者を絞り込む検索
条件を入力する操作（たとえば、図１０１のＳ５９２：会員検索条件入力操作）と、入力
された前記検索条件に従って抽出された前記他の会員遊技者の中から閲覧対象者を前記一
の会員遊技者が選択する操作（たとえば、図１０１のＳ５９４：閲覧対象者選択操作）と
を含み、
　前記第２操作は、前記１次関連会員遊技者を一覧表示させる操作（たとえば、図１００
のＳ５７０：フレンドリスト操作）と、一覧表示された前記１次関連会員遊技者の中から
閲覧対象者を前記一の会員遊技者が選択する操作（たとえば、図１００のＳ５８０：閲覧
対象者選択操作）とを含む。
【００１３】
　このような構成によれば、他の会員遊技者を予め１次関連会員遊技者として登録してお
くことで、検索条件入力画面に閲覧対象者を絞り込む検索条件を入力する操作を行なわな
くても当該１次関連会員遊技者の会員情報を閲覧することができる。その結果、遊技者の
利便性を向上させることができる。
【００１４】
　（５）　上記（１）～（４）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記特定処理手段は、前記特定処理として、前記一の会員遊技者による遊技中に、当該
一の会員遊技者と同じ遊技場内で遊技中の前記２次関連会員遊技者と当該一の会員遊技者
との間でメッセージを送受信する処理（たとえば、図３８、図３９：同じ遊技場内で遊技
している仲良しフレンドとのチャットを行なう処理）を行なう手段を含む。
【００１５】
　このような構成によれば、同じ遊技場内で遊技している２次関連会員遊技者との間でメ
ッセージ送受信によるコミュニケーションをとることができる。その結果、遊技の興趣を
向上させることができる。
【００１６】
　（６）　上記（１）～（５）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記会員情報には、属性情報（たとえば、氏名、性別、年齢、登録済遊技場、お気に入
り機種、１次関連会員、２次関連会員など）が含まれ、
　前記他の会員遊技者の中から前記属性情報が前記一の会員遊技者と一致または近似する
遊技者を抽出して表示する手段（たとえば、図９２：他の会員遊技者の中から属性情報が
似ている会員遊技者を「フレンド」の候補者（おすすめユーザー）として抽出して、一の
会員遊技者が所有する情報機器の表示部あるいは一の会員遊技者が遊技する遊技機の表示
器５４、３１２に表示する。「フレンド」の中から属性情報が似ている会員遊技者を「仲
良しフレンド」の候補者として抽出して表示するようにしてもよい。）をさらに含む。
【００１７】
　このような構成によれば、自らに嗜好などが似ている遊技者を１次関連会員遊技者ある
いは２次関連会員遊技者として登録し易くなる。その結果、遊技者の利便性を向上させる
ことができる。
【００１８】
　（７）　上記（１）～（５）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記会員情報には、遊技履歴が含まれ、
　前記他の会員遊技者の中から前記遊技履歴が前記一の会員遊技者と一致または近似する
遊技者を抽出して表示する手段（たとえば、図９２：他の会員遊技者の中から遊技履歴が
似ている会員遊技者を「フレンド」の候補者（おすすめユーザー）として抽出して一の会
員遊技者が所有する情報機器の表示部あるいは一の会員遊技者が遊技する遊技機の表示器
５４、３１２に表示する。「フレンド」の中から遊技履歴が似ている会員遊技者を「仲良
しフレンド」の候補者として抽出して表示するようにしてもよい。）をさらに含む。
【００１９】
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　このような構成によれば、自らに遊技履歴が似ている遊技者を１次関連会員遊技者ある
いは２次関連会員遊技者として登録し易くなる。その結果、遊技者の利便性を向上させる
ことができる。
【００２０】
　（８）　上記（１）～（７）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記遊技用装置が受付けた一の会員遊技者と関連性を持つ前記２次関連会員遊技者のう
ち、当該一の会員遊技者と同じ遊技場内で遊技中の前記２次関連会員遊技者を特定可能な
情報を、当該２次関連会員遊技者の遊技状況とともに表示する手段をさらに含む（図３７
：「仲良しフレンド」のアバターを、大当りなどの遊技状況とともに一の会員遊技者が遊
技する遊技機の表示器５４、３１２に表示する）。
【００２１】
　このような構成によれば、同じ遊技場内で遊技している２次関連会員遊技者を特定可能
な情報と、その２次関連会員遊技者の遊技状況とを同時に確認することができる。その結
果、遊技者の利便性を向上させることができる。
【００２２】
　（９）　上記（１）～（８）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記遊技機での遊技に関する遊技関連情報（トップボタン、メニューボタン、離席ボタ
ン、返却ボタン、玉貸しボタン、再プレイボタン、払出ボタン、入金の残額、持玉数（持
点数）、貯玉数、遊技玉数（遊技点数）など）を表示する表示領域を有する表示手段（表
示器５４、３１２）と、
　前記遊技用装置に入力される入力を受け付ける受付手段（たとえば、ＣＵ３が入金操作
、玉貸し操作、払出操作、再プレイ操作、ログイン操作、広告表示操作、返却操作、離席
操作などを受け付ける）と、
　前記受付手段が受け付けた入力の種類に基づいて、前記表示手段に表示される広告情報
の表示態様を設定する設定手段（たとえば、ＣＵ３が広告情報を表示する広告表示領域を
設定する、ＣＵ３が広告情報を表示する時間を設定する）と、
　前記設定手段により設定された前記表示態様で前記広告情報を前記表示手段に表示させ
る表示制御手段（たとえば、図４４～図４７：ＣＵ３が設定された表示領域に広告情報を
表示する）とをさらに含む。
【００２３】
　このような構成によれば、遊技用装置が受け付けた入力の種類に応じた表示態様で広告
情報が表示される。そのため、広告情報によって遊技者の遊技中の操作が妨げられること
はなく、遊技者に対して不快感を与えることもない。また、入力の種類に応じた表示態様
で広告情報が表示されるため、広告の宣伝効果を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】カードユニットおよびパチンコ機を示す正面図である。
【図２】カードユニットおよびパチンコ機に用いられる制御回路を示すブロック図である
。
【図３】相互認証の結果、異常を検知した場合の通知処理を説明するための説明図である
。
【図４】カードユニット側とパチンコ機側とにおいて記憶している各種データおよびその
送受信を説明するための説明図である。
【図５】カードユニットとパチンコ機との間で送受信されるコマンドおよびレスポンスの
概略を説明する説明図である。
【図６】電源投入時におけるカードユニットとパチンコ機とでの処理の一例を示す図であ
る。
【図７】カードユニットにカードが挿入されたときのカードユニットとパチンコ機との処
理の一例を示す図である。
【図８】挿入したカードのプリペイド残額から玉貸したときのカードユニットとパチンコ
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機との処理の一例を示す図である。
【図９】カードユニットによって実行されるのめり込み判断処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１０】のめり込み防止に関する設定可能なパラメータを示す図である。
【図１１】モード「低」時ののめり込み防止のための画面の遷移を示す図である。
【図１２】モード「高」時ののめり込み防止のための画面の遷移を示す図である。
【図１３】モード「禁止」時ののめり込み防止のための画面の遷移を示す図である。
【図１４】持玉払出・貯玉払出をしたときのカードユニットとパチンコ機との処理の一例
を示す図である。
【図１５】遊技玉を計数するときのカードユニットとパチンコ機との通常の処理の一例を
示す図である。
【図１６】遊技者がカード返却操作を行なった場合の計数処理の一例を示す図である。
【図１７】Ｐ台およびＣＵと接続されるホールサーバおよびホールコンの構成を説明する
ためのブロック図である。
【図１８】Ｐ台およびＣＵと接続されるホールサーバおよびホールコンの別の構成を説明
するためのブロック図である。
【図１９】ＣＵ制御部による加算玉数の送信処理を説明するためのフローチャートである
。
【図２０】ＣＵ制御部による遊技情報の送信処理を説明するためのフローチャートである
。
【図２１】本発明の実施例における遊技用システムの構成を示す図である。
【図２２】共通会員カードのメモリマップを示す図である。
【図２３】貯玉サーバの貯蓄玉数管理テーブルを示す図である。
【図２４】（ａ）は、会員管理コンピュータの遊技場会員情報テーブルを示す図であり、
（ｂ）は、会員管理コンピュータの会員別遊技履歴テーブルを示す図である。
【図２５】（ａ）は、管理サーバの共通会員情報テーブルを示す図であり、（ｂ）は、管
理サーバの登録済遊技場テーブルを示す図であり、（ｃ）は、管理サーバの遊技場情報テ
ーブルを示す図であり、（ｄ）は、１次関連会員情報テーブルを示す図であり、（ｅ）は
、２次関連会員情報テーブルを示す図である。
【図２６】新規に共通会員カードを発行して会員登録を受付ける場合の会員登録機と会員
管理コンピュータと管理サーバとの処理状況を示す図である。
【図２７】共通会員カードを所持している遊技者から会員登録を受付ける場合の会員登録
機と会員管理コンピュータと管理サーバとの処理状況を示す図である。
【図２８】共通会員カードを所持している遊技者から会員登録を受付ける場合のカードユ
ニットと会員管理コンピュータと管理サーバとの処理状況を示す図である。
【図２９】会員遊技者の情報端末に表示されるログインページを示す図である。
【図３０】会員遊技者の情報端末に表示される遊技場表示ページを示す図である。
【図３１】会員遊技者の情報端末に表示される登録内容確認ページを示す図である。
【図３２】管理サーバにログインするための操作を説明するための画面の一例を示す図で
ある。
【図３３】管理サーバにログインするための操作を説明するための画面の一例を示す図で
ある。
【図３４】管理サーバにログインするための操作を説明するための画面の一例を示す図で
ある。
【図３５】管理サーバからログアウトするための操作を説明するための画面の一例を示す
図である。
【図３６】仲良しフレンド表示機能の操作を説明するための画面の一例を示す図である。
【図３７】仲良しフレンド表示機能の操作を説明するための画面の一例を示す図である。
【図３８】チャット機能の操作を説明するための画面の一例を示す図である。
【図３９】チャット機能の操作を説明するための画面の一例を示す図である。
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【図４０】持玉共有機能の操作を説明するための画面の一例を示す図である。
【図４１】持玉共有機能の操作を説明するための画面の一例を示す図である。
【図４２】持玉共有機能の操作を説明するための画面の一例を示す図である。
【図４３】持玉共有機能の操作を説明するための画面の一例を示す図である。
【図４４】カードユニットの表示器に表示される広告の表示態様を説明するための画面の
遷移を示す図である。
【図４５】カードユニットの表示器に表示される広告の表示態様を説明するための画面の
遷移を示す図である。
【図４６】カードユニットの表示器に表示される広告の表示態様を説明するための画面の
遷移を示す図である。
【図４７】カードユニットの表示器に表示される広告の表示態様を説明するための画面の
遷移を示す図である。
【図４８】カードユニットに対するカード返却操作の流れを説明するための画面遷移を示
す図である。
【図４９】カードユニットに対するカード返却操作の流れを説明するための画面遷移を示
す図である。
【図５０】離席操作の流れを説明するための画面遷移を示す図である。
【図５１】本実施形態に係る広告情報の管理方式を説明するための概略図である。
【図５２】本実施形態に係る広告実績テーブルの概略図である。
【図５３】本実施形態に係る対応関係情報テーブルの概略図である。
【図５４】鍵管理サーバから通信制御ＩＣまでの間の通信に使用される暗号鍵を説明する
ための図である。
【図５５】ＣＵ制御部３２３の電源投入・ホール設置時の立上の処理を説明するための図
である。
【図５６】ＣＵ制御部３２３の電源投入・通常立上の処理を説明するための図である。
【図５７】ＣＵ制御部３２３の電源投入・工場出荷時立上の処理を説明するための図であ
る。
【図５８】基板メーカコードの認証シーケンスの処理を説明するための図である。
【図５９】基板初期鍵または基板出荷鍵の認証シーケンスの処理を説明するための図であ
る。
【図６０】基板シリアルＩＤおよび基板認証鍵の認証シーケンスの処理を説明するための
図である。
【図６１】セキュリティ基板情報の問合せを行なう場合の処理を説明するための図である
。
【図６２】遊技機チップ情報問合せシーケンスの処理を説明するための図である。
【図６３】基板認証鍵認証異常のシーケンスの処理を説明するための図である。
【図６４】セキュリティ基板情報の問合せタイムアウトシーケンスの処理を説明する図で
ある。
【図６５】遊技機チップ情報の問合せ（照合）タイムアウトシーケンスの処理を説明する
図である。
【図６６】ＳＣ３２５ｂと通信制御ＩＣ３２５ａとの間の業務電文シーケンスの処理を説
明する図である。
【図６７】基板認証鍵の認証の処理を説明するためのフローチャートである。
【図６８】通信モードの切替処理を説明するためのフローチャートの一例であり、（ａ）
はＣＵ制御部－ＳＣ間の通信モード切替処理、（ｂ）はＳＣ－通信制御ＩＣ間の通信モー
ド切替処理である。
【図６９】通信モードの切替処理を説明するためのフローチャートの他の例であり、（ａ
）はＣＵ制御部－ＳＣ間の通信モード切替処理、（ｂ）はＳＣ－通信制御ＩＣ間の通信モ
ード切替処理である。
【図７０】統一店舗コードのチェックの認証動作を説明するためのフローチャートである
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。
【図７１】基板メーカコードの認証動作を説明するためのフローチャートである。
【図７２】遊技履歴表示機能での処理の流れの概略を示す第１のフローチャートである。
【図７３】遊技履歴表示機能での処理の流れの概略を示す第２のフローチャートである。
【図７４】遊技履歴表示機能での表示画面の例を示す第１の図である。
【図７５】遊技履歴表示機能での表示画面の例を示す第２の図である。
【図７６】遊技履歴表示機能での表示画面の例を示す第３の図である。
【図７７】遊技履歴表示機能での表示画面の例を示す第４の図である。
【図７８】遊技履歴表示機能での表示画面の例を示す第５の図である。
【図７９】遊技履歴表示機能での表示画面の例を示す第６の図である。
【図８０】遊技履歴表示機能での表示画面の例を示す第７の図である。
【図８１】遊技履歴表示機能での表示画面の例を示す第８の図である。
【図８２】遊技履歴表示機能で収集される遊技履歴の例を示す図である。
【図８３】遊技履歴表示機能での表示画面の例を示す第９の図である。
【図８４】遊技履歴投稿配信機能での処理の流れの概略を示す第１のフローチャートであ
る。
【図８５】遊技履歴投稿配信機能での処理の流れの概略を示す第２のフローチャートであ
る。
【図８６】遊技履歴投稿配信機能での表示画面の例を示す第１の図である。
【図８７】遊技履歴投稿配信機能での表示画面の例を示す第２の図である。
【図８８】遊技履歴投稿配信機能での表示画面の例を示す第３の図である。
【図８９】遊技履歴投稿配信機能での表示画面の例を示す第４の図である。
【図９０】遊技履歴投稿配信機能での表示画面の例を示す第５の図である。
【図９１】フレンド申請処理の流れの概略を示すフローチャートである。
【図９２】フレンド検索ページの一例を示す図である。
【図９３】プロフィールページの一例を示す図である。
【図９４】フレンド申請作成ページの一例を示す図である。
【図９５】フレンド登録処理の流れの概略を示すフローチャートである。
【図９６】フレンドリクエスト一覧ページの一例を示す図である。
【図９７】仲良しフレンド登録処理の流れの概略を示すフローチャートである。
【図９８】フレンドリストページの一例を示す図である。
【図９９】フレンド設定ページの一例を示す図である。
【図１００】フレンドの会員情報を表示させる処理の流れの概略を示すフローチャートで
ある。
【図１０１】フレンドとして登録されていない会員（非フレンド）の会員情報を表示させ
る処理の流れの概略を示すフローチャートである。
【図１０２】スロットマシンの前面扉を開放した状態を示す斜視図である。
【図１０３】カードユニットおよびスロットマシンのそれぞれにおいて記憶している各種
データおよびその送受信態様を説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して本発明に係る実施の形態を以下に説明する。
　　＜パチンコ機の構成＞
　まず、図１を参照して、本実施の形態に係るパチンコ機の構成を説明する。遊技場（ホ
ール）内に複数配置されている各遊技島（図示略）には、遊技機の一例の封入循環式パチ
ンコ機（以下、遊技機、パチンコ機またはＰ台と略称することもある）２が併設されてい
る。なお、Ｐ台２の所定側の側方位置には、該Ｐ台２に対して遊技用装置の一例のカード
ユニット（以下ＣＵと略称することもある）３が１対１に対応設置されている。なお、本
実施の形態に係る遊技用装置として、カードユニットを例に以下説明するが、これに限ら
れず、単にＰ台２の大当りや異常を報知するだけでなく、Ｐ台２での入賞回数などの遊技



(9) JP 2015-77290 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

情報を収集することができる呼出しランプ装置などであってもよい。
【００２６】
　Ｐ台２は、内部に遊技媒体の一例のパチンコ玉を封入しており、遊技者が打球操作ハン
ドル２５を操作することにより、発射モータ１８（図２参照）を駆動させて封入玉を１発
ずつ遊技盤２６前面の遊技領域２７に打込んで遊技ができるように構成されている。具体
的には、打球操作ハンドル２５の周囲にタッチセンサが設けられており、遊技者が打球操
作ハンドル２５を操作している状態でその遊技者の手がタッチセンサに触れ、その遊技者
の手の接触をタッチセンサで検知して発射モータ１８が駆動される。この状態で、遊技者
による打球操作ハンドル２５の回動操作量に応じて打球発射勢いが調整されて玉が遊技領
域２７内に発射される。
【００２７】
　図１に示すＰ台２は、いわゆる第１種のパチンコ機であって、遊技領域２７の中央に可
変表示装置（特別図柄とも言う）２７８が設けられている。また、遊技領域２７には、打
込まれたパチンコ玉が入賞可能な複数種類の入賞口が設けられている。図１に示す遊技領
域２７には、１つの大入賞口（可変入賞球装置）２７１と、３つの普通入賞口２７２，２
７３，２７４と、３つの始動入賞口２７５，２７６，２７７とが示されている。特に、始
動入賞口２７６は、遊技者にとって有利な第１の状態（たとえば開成状態）と遊技者にと
って不利な第２の状態（たとえば閉成状態）とに変化可能な電動チューリップで構成され
ている。
【００２８】
　可変表示装置２７８は、複数種類の識別情報（図柄）を可変表示可能な可変表示部を備
えており、各始動入賞口２７５，２７６，２７７に入賞した始動入賞玉の検出信号に基づ
いてそれらの複数種類の識別情報の可変表示を開始させる。可変表示装置の表示結果が特
定の識別情報の組合せ（たとえばぞろ目）になると、大当り状態となり、大入賞口２７１
が開放する。
【００２９】
　また、可変表示装置２７８の表示結果が大当り図柄の組合せ（ぞろ目）のうちの予め定
められた特別の識別情報の組合せ（たとえば７７７等の確変図柄の組合せ）となることに
より、確変大当り状態が発生し、それに伴う大当り状態の終了後大当りの発生確率が向上
した確率変動状態（確変状態）が発生する。
【００３０】
　遊技領域２７内に打込まれたパチンコ玉はいずれかの入賞口に入賞するかあるいは入賞
することなくアウト口１５４に回収される。いずれかの入賞口に入賞したパチンコ玉およ
びアウト口１５４に回収されたパチンコ玉は再度Ｐ台２内の回収経路を通って打球発射位
置にまで還元される。そして、遊技者が打球操作ハンドル２５を操作することにより再び
その打球発射位置のパチンコ玉が遊技領域２７内に打込まれる。
【００３１】
　Ｐ台２における遊技領域２７の下方位置には、表示器５４が設けられている。表示器５
４は、液晶表示装置で構成されており、持点やカード残額、あるいは可変表示装置２７８
の表示と連動した様々な演出画像を遊技者に表示する。なお、表示器５４は、図１に示す
ようにＣＵ３から独立してＰ台２に取付けられる構成でも、ＣＵ３と一体に形成され、Ｐ
台２の前面に嵌合させる構成でもよい。
【００３２】
　さらに、Ｐ台２における打球操作ハンドル２５の左方位置には、遊技玉から持玉への計
数処理をするための計数ボタン２８が設けられている。本実施の形態では、計数ボタン２
８を押下し続けた時間に応じて計数動作が繰返し実行される。なお、押下継続時間に関わ
らず、１度押下すると、所定数（たとえば１００玉）だけ遊技玉から持玉への計数が行な
われるようにしてもよく、あるいは、計数ボタン２８を１度押下した場合には、その押下
時間にかかわらず（長押しか否かにかかわらず）、現在遊技者が所有している遊技玉のす
べてが計数されるようにしてもよい。
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【００３３】
　このように、計数ボタン２８をＰ台２側に設けているため、計数ボタン２８をＣＵ３側
に設ける場合に比較して、Ｐ台２に正対して座っている遊技者の操作性を向上できる。
【００３４】
　計数ボタン２８の右上方には、遊技玉数を表示するための遊技玉数表示器２９が設けら
れている。遊技玉数表示器２９は、７セグメント式のディスプレイである。なお、遊技玉
数表示器２９は、液晶表示器や有機ＥＬ表示器、その他の表示器で構成してもよい。
【００３５】
　本実施の形態に係るＰ台２は、遊技盤２６とそれ以外の遊技枠（前枠）６とに分けるこ
とができる。特に、遊技盤２６は、各社が開発するパチンコ機の機種毎に異なるものであ
る一方、遊技枠６は、機種に関わらず共通の共通枠とされている。このため、遊技店は新
台入れ替えの際には遊技盤２６のみの交換で事足りる。
【００３６】
　　＜カードユニットの構成＞
　次に、引続き図１を参照して、本実施の形態に係るＣＵ３の構成を説明する。このＣＵ
３は、会員登録をしていない一般の遊技者に対して発行される遊技用記録媒体であるプリ
ペイド機能を備えるビジターカード（一般カードとも言う）、該遊技場に会員登録した会
員遊技者に対して発行され、会員登録した遊技場でのみ紐付けされた貯玉や残額等が使用
可能とされる遊技用記録媒体である遊技場会員カード、および複数の遊技場で共通に利用
することができるように会員登録した会員遊技者に対して発行される遊技用記録媒体であ
る共通会員カードを受付ける。ビジターカード、遊技場会員カードおよび共通会員カード
はＩＣカードで構成されている。
【００３７】
　それらのカードを受付けたＣＵ３は、カードの記録情報により特定される遊技者所有の
遊技価値（たとえばカード残額、持玉数、あるいは貯玉数等）を“遊技玉のデータ”に変
換する機能を有する。Ｐ台２では、遊技玉のデータによって特定される玉数相当の弾球遊
技が可能とされる。つまり、“遊技玉のデータ”とは、発射可能な玉の発射残数を示すデ
ータである。以下の説明では、“遊技玉のデータ”を貯玉や持玉と同様に、単に“遊技玉
”と称する。
【００３８】
　ＣＵ３の前面側には、紙幣を挿入するための紙幣挿入口３０２、装置前面より装置前方
方向に突出形成された突出部３０５、共通会員カード、遊技場会員カードまたはビジター
カードを挿入するためのカード挿入／排出口３０９などが設けられている。このカード挿
入／排出口３０９に挿入された共通会員カード、遊技場会員カードまたはビジターカード
がカードリーダライタ（図示省略）に受付けられ、そのカードに記録されている情報が読
取られる。
【００３９】
　前述の突出部３０５において、遊技者と対向する面には、表示器３１２が設けられてい
る。
【００４０】
　本実施の形態のＣＵ３には、機械的な再プレイボタンは設けられず、表示器５４または
表示器３１２に、再プレイボタンが表示され（図１１（Ａ），図１２（Ａ），図１３（Ａ
）参照）、表示器５４または表示器３１２のタッチパネルで、表示されている再プレイボ
タンへの操作が検知される。再プレイボタンは、共通会員カードや遊技場会員カードを受
付けた場合において、該共通会員カードや該遊技場会員カードに記録された会員カードＩ
Ｄや遊技場会員ＩＤ（単に、カードＩＤ、Ｃ-ＩＤとも言う）ならびに会員カードＩＤや
遊技場会員ＩＤにより特定される貯玉数を用いた再プレイ遊技を実施するためのボタンで
ある。
【００４１】
　表示器３１２は、挿入された遊技用記録媒体（カード）に記録されているプリペイド残
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額（カード残額または単に残額とも言う）を表示するものであるが、遊技玉数やその他の
各種情報を表示可能であるとともに、表面が透明タッチパネルで構成されており、表示器
３１２の表示部に表示された各種表示項目を指でタッチすることにより各種操作が入力可
能となるように構成されている。
【００４２】
　再プレイボタンを操作した場合に、挿入されたカードに遊技者が獲得した持玉数が記録
されているときにはその持玉数の一部を引落として遊技玉に変換し、変換した遊技玉に基
づいてＰ台２による遊技を行なうことが可能となる。一方、挿入されたカードが共通会員
カードや遊技場会員カードであり持玉数が記録されておらずかつ貯玉がホール用管理コン
ピュータ等に記録されている場合には、その貯玉の一部が引落とされて遊技玉に変換され
、Ｐ台２による遊技が可能となる。つまり、挿入されたカードに対応付けて貯玉と持玉と
の双方が記憶されている場合には、持玉が優先的に引落とされる。なお、再プレイボタン
とは別に、持玉を引落とすための専用の持玉払出ボタンを設け、再プレイボタンは貯玉引
落とし専用のボタンとしてもよい。
【００４３】
　ここで、「貯玉」とは、前日以前に獲得した玉でホールに預けている玉であり、貯玉払
出により遊技玉となる。また、貯玉は、遊技場に預入れられた遊技媒体であり、一般的に
当該遊技場に設置されたホール用管理コンピュータやその他の管理コンピュータにより管
理される。
【００４４】
　「持玉」とは、当日獲得した玉であり、持玉払出により遊技玉となる。また、持玉数は
、遊技者が遊技機により遊技を行なった結果遊技者の所有となった遊技玉数をカードに記
録したものであって、未だに遊技場に預入れられていない玉数のことである。一般的には
、遊技場において当日遊技者が獲得した玉数を「持玉」と言い、前日以前に遊技者が獲得
した玉数であって遊技場に預入れられた玉数を「貯玉」と言う。
【００４５】
　「遊技玉」とは、遊技機で発射可能な玉である。遊技玉数のデータは、既に説明したと
おり、プリペイドカードの残額、持玉、あるいは貯玉を引落とすことと引き換えにして生
成される。
【００４６】
　なお、持玉数を遊技場に設定された持玉数管理用の管理装置で管理してもよい。要する
に、「貯玉」と「持玉」との違いは、遊技場に預入れるための貯玉操作が行なわれて遊技
場に預入れられた玉数であるか、あるいは、未だに遊技場に預入れられていない段階の玉
数であるかの点である。
【００４７】
　本実施形態では、貯玉データは共通会員カードや遊技場会員カードに直接記録させずホ
ール用管理コンピュータ等の遊技場に設置されたサーバに共通会員カード番号や遊技場会
員カード番号と対応付けて記憶させ、共通会員カード番号や遊技場会員カード番号に基づ
いて対応する貯玉を検索できるように構成されている。一方、持玉は、カードに直接記録
している。しかし、それに限定されるものではなく、両者ともにホールサーバ８０１にカ
ード番号と対応付けて記憶させてもよい。ビジターカードの場合も、持玉は、ビジターカ
ードに直接記録している。しかし、それに限定されるものではなく、持玉をホールサーバ
８０１にカード番号と対応させて記憶させてもよい。このホールサーバ８０１にカード番
号と対応させて記憶させる際に、ホールサーバ８０１に記憶させた時刻を特定できるデー
タをカード（共通会員カード、遊技場会員カード、ビジターカード）に書込んで排出して
もよい。また、プリペイド残額についてはカード（共通会員カード、遊技場会員カード、
ビジターカード）に直接書込んで排出する。
【００４８】
　なお、持玉を、カード（共通会員カード、遊技場会員カード、ビジターカード）、また
はホールサーバに記憶させるタイミングは、たとえば、計数ボタン２８が操作されて計数
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処理が行なわれる度にリアルタイムに記憶させる、一定周期ごとに記憶させる、またはカ
ードを返却するときに一括して記憶させるなどのタイミングとすることが考えられる。
【００４９】
　また、遊技者が遊技を終えてＣＵ３からカードを返却したときには、ＣＵ３に記憶して
いた持玉が一旦貯玉としてホールサーバ８０１に記憶されるようにし、その遊技者がカー
ドの返却を受けた日と同じ日に再び同じまたは別のＣＵ３にカードを挿入したときには、
一旦貯玉として記憶された当日分の持玉のみが再びそのＣＵ３に記憶され、その持玉の範
囲で遊技玉を加算し、遊技できるようにしてもよい。
【００５０】
　紙幣挿入口３０２に挿入された紙幣は、貨幣識別器（図示省略）により取込まれてその
真贋や紙幣種別の識別がなされる。
【００５１】
　ＣＵ３の前面側には、さらに、ＩＲ（Infrared）感光ユニット（ＩＲ受光ユニットとも
言う）３２０と、カメラ３９９とが設けられている。ＩＲ感光ユニット３２０は、遊技場
の係員が所持するリモコン（図示略）から赤外線信号を受信して電子信号に変換して出力
する。カメラ３９９は、遊技者の顔画像を撮影して、ＣＵ制御部３２３に出力する。
【００５２】
　本実施の形態においては、上述の再プレイボタンと同様、機械的な玉貸（球貸）ボタン
およびカード返却ボタンは設けられず、表示器５４または表示器３１２に、玉貸ボタンお
よびカード返却ボタンが表示され（図１１（Ａ），図１２（Ａ），図１３（Ａ）参照）、
表示器５４または表示器３１２のタッチパネルで、表示されている玉貸ボタンおよびカー
ド返却ボタンへの操作が検知される。玉貸ボタンは、挿入されたカードに記録されている
残額を引落としてＰ台２による遊技に用いるための操作（遊技玉への変換操作）を行なう
ボタンである。カード返却ボタンは、遊技者が遊技を終了するときに操作され、挿入され
ているカードに遊技終了時の確定した遊技玉数（カード挿入時の持玉数－遊技玉への変換
数＋計数操作によって計数された持玉数）を記憶させて排出するための操作ボタンである
。
【００５３】
　　＜カードユニットとパチンコ機との構成＞
　図２は、ＣＵ３とＰ台２との構成を示すブロック図である。図２を参照して、ＣＵ３と
Ｐ台２との制御回路の概略を説明する。
【００５４】
　ＣＵ３には、マイクロコンピュータ等から構成されたＣＵ制御部３２３が設けられてい
る。このＣＵ制御部３２３は、ＣＵ３の主制御機能部であり、制御中枢としてのＣＰＵ（
Central Processing Unit）、ＣＰＵが動作するためのプログラムや制御データ等を記憶
しているＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＰＵのワークエリアとして機能するＲＡＭ（Ra
ndom Access Memory）、周辺機器との信号の整合性を保つための入出力インターフェイス
等が設けられている。
【００５５】
　ＣＵ制御部３２３には、ホール用管理コンピュータやセキュリティ上の管理を行なうホ
ールサーバ８０１（図３参照）と通信を行なうための外部通信部（図示省略）が設けられ
ている。ＣＵ制御部３２３には、Ｐ台２の払出制御基板１７とセキュリティを確保しなが
ら通信を行なうためのセキュリティ基板（ＳＣ基板）３２５が接続される。セキュリティ
基板３２５は、ＣＵ３のセキュリティ監視機能部である。なお、セキュリティ基板３２５
上にＣＵ制御部３２３を設けてもよく、あるいは、セキュリティ基板３２５とは別の基板
にＣＵ制御部３２３を設けてもよい。ＣＵ３にはＰ台２側への接続部（図示省略）が設け
られており、Ｐ台２にはＣＵ３側への接続部（図示省略）が設けられている。これら接続
部は、たとえばコネクタ等で構成されている。
【００５６】
　ＣＵ３側のセキュリティ基板３２５とＰ台２側の払出制御基板１７とは、このコネクタ
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と接続配線とを介して通信可能に接続される。セキュリティ基板３２５には、セキュリテ
ィ基板３２５と払出制御基板１７との通信を制御するための通信制御ＩＣ３２５ａと、Ｐ
台２のセキュリティを監視するためのセキュリティチップ（ＳＣ）３２５ｂが設けられて
いる。さらに、ＳＣ３２５ｂは、不正検知部１３２５を備え、不正検知部１３２５がＣＵ
制御部３２３からＰ台２に通知される遊技玉の加算要求情報を監視することにより不正検
知を行ない、不正検知時に鍵管理サーバ８００（図３参照）に通知する。また、不正検知
用の設定値（定数）は鍵管理サーバ８００から基板制御情報として通知される。
【００５７】
　ＣＵ制御部３２３には、前述した貨幣識別器により紙幣の真贋および種類が識別されて
、その識別結果信号が入力される。また、ＣＵ制御部３２３には、遊技場の係員が所持し
ているリモコンから発せられた赤外線をＩＲ感光ユニット３２０が受光すれば、その受光
信号が入力される。ＣＵ制御部３２３には、挿入されたカードの記録情報をカードリーダ
ライタが読取って、その読取り情報が入力されるとともに、ＣＵ制御部３２３からカード
リーダライタに対し、挿入されているカードに書込むデータが伝送されたときに、カード
リーダライタはそのデータを挿入されているカードに書込む。カードの記録情報には、カ
ードＩＤが含まれる。ＣＵ制御部３２３は、カードリーダライタが読み取ったカードＩＤ
を遊技終了まで記憶する。
【００５８】
　ＣＵ制御部３２３は、遊技者が遊技している際、遊技者の持玉を管理・記憶する。ＣＵ
制御部３２３から残額あるいは遊技玉数等のデータが表示制御部３５０に出力され、表示
制御部３５０で表示用データに変換される。Ｐ台２に対し、表示制御部３５０で変換した
表示用データが送信される。Ｐ台２に送信された表示用データは、中継基板１４を介して
表示器３１２に入力される。表示器３１２には、その表示用データに応じた画像が表示さ
れる。また、表示器３１２の表面に設けられているタッチパネルを遊技者が操作すれば、
その操作信号が表示制御部３５０を介してＣＵ制御部３２３に入力される。遊技者が玉貸
ボタンを操作することにより、その操作信号がＣＵ制御部３２３に入力される。なお、玉
貸ボタンは、ＣＵ３に設ける構成に限定されるものではなく、Ｐ台２に設けて操作信号を
ＣＵ制御部３２３に入力する構成であっても良い。遊技者が再プレイボタンを操作するこ
とによりその操作信号がＣＵ制御部３２３に入力される。遊技者がカード返却ボタン３２
２を操作することによりその操作信号がＣＵ制御部３２３に入力される。
【００５９】
　Ｐ台２には、Ｐ台２の遊技の進行制御を行なう主制御基板１６と、遊技玉を管理・記憶
する払出制御基板１７と、払出制御基板１７の指令に基づいて発射モータ１８を駆動制御
する発射制御基板３１と、可変表示装置２７８と、主制御基板１６から送信されてくるコ
マンドに基づいて可変表示装置２７８を表示制御する演出制御基板１５とが備えられてい
る。
【００６０】
　主制御基板１６および演出制御基板１５は、遊技盤２６に設けてある。主制御基板１６
には主制御部１６１である遊技制御用マイクロコンピュータが搭載されている。主制御部
１６１は、遊技機の主制御機能部である。遊技機制御用マイクロコンピュータは、制御中
枢としてのＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＣＰＵが動作するためのプログラムや
制御データ等を記憶しているＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＰＵのワークエリアとして
機能するＲＡＭ（Random Access Memory）、周辺機器との信号の整合性を保つための入出
力インターフェイス等が設けられている。主制御部１６１は、遊技盤２６に設けられてい
る入賞センサ１６２、および電波センサ１６３と接続してある。
【００６１】
　主制御部１６１は、各始動入賞口２７５，２７６，２７７に玉が入賞すると、大当り（
あるいはさらに小当りを含む）／外れを決定するための乱数を抽選し、その乱数を記憶す
る。これを保留記憶という。保留記憶数の最大値は、たとえば、４である。主制御部１６
１は、可変表示装置２７８で新たな可変表示を開始できる状態になれば、保留記憶を１つ
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消化してその保留記憶に基づいた大当り判定を行なうとともに可変開始から表示結果の導
出に至るまでの可変表示時間を複数種類の中から決定する。また、大当りを決定したとき
には、確率変動を生じさせるか否かも併せて決定する。主制御部１６１は、その大当り判
定の結果（確変にするか否かを含む）、および可変表示時間に関する情報をコマンドとし
て演出制御基板１５に搭載された演出制御部１５１へ送信する。
【００６２】
　主制御部１６１から演出制御部１５１へ送信される可変表示に関するコマンドには、可
変表示の開始を示す可変開始コマンド、可変表示の結果を示す表示結果コマンド（大当り
／外れ）、可変表示パターンを特定可能な可変表示時間コマンド、可変表示結果を導出表
示させるタイミングを示す可変停止コマンドなどが含まれる。さらに、主制御部１６１か
ら演出制御部１５１へ送信されるコマンドには、大当り中に大当りの進行状況を特定可能
なコマンドや、新たな保留記憶の発生を示すコマンド、遊技状態のエラーの発生を示すコ
マンドなどがある。
【００６３】
　演出制御部１５１は、主制御部１６１から送信されてくるこれらのコマンドに基づいて
可変表示装置２７８の可変表示内容を決定する。たとえば、演出制御部１５１は、主制御
部１６１から送信されてくるコマンドに基づいて可変表示結果および可変表示時間を特定
し、停止図柄を決定するとともに可変表示パターン（リーチの有無、リーチの種類）を決
定し、さらには大当りやリーチに関する予告演出の演出パターンを決定する。演出制御部
１５１は、決定した可変表示内容に従って可変表示装置２７８を表示制御する。
【００６４】
　演出制御基板１５は、遊技枠６側の中継基板１４を介して、表示器５４とも接続されて
いる。演出制御部１５１は、可変表示装置２７８に対して可変表示等のための表示制御信
号を送信するとともに、可変表示装置２７８の表示と連動する表示を行なうための表示制
御信号を表示器５４へ送信可能である。なお、中継基板１４および表示器５４は、ＣＵ３
側に設けるようにしてもよい。この場合、Ｐ台２側の演出制御基板１５は、ＣＵ３に設け
た中継基板１４と接続される。
【００６５】
　払出制御基板１７は、前枠（遊技枠）６に設けてある。払出制御基板１７には、払出制
御部１７１である払出制御用マイクロコンピュータが搭載されている。払出制御部１７１
は、遊技機の払出制御機能部である。払出制御用マイクロコンピュータは、制御中枢とし
てのＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＣＰＵが動作するためのプログラムや制御デ
ータ等を記憶しているＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＰＵのワークエリアとして機能す
るＲＡＭ（Random Access Memory）、周辺機器との信号の整合性を保つための入出力イン
ターフェイス等が設けられている。
【００６６】
　また、払出制御基板１７に対し、発射玉検出スイッチ９０３、アウト玉検出スイッチ７
０１、ファール玉検出スイッチ３３、計数ボタン２８、電波センサ１７３が電気的に接続
された状態で設けられている。この電波センサ１７３は、電波を不正に発信して主に玉上
げスイッチ（上）４１ａを常時オン状態にする不正行為を検知するためのものである。こ
の電波センサ１７３の検出信号が払出制御基板１７の入力ポート（図示省略）を介して払
出制御部１７１へ入力される。玉上げスイッチ（上）４１ａは、オンからオフに変化した
ことにより遊技玉の発射を検出し、その検知に基づいて、払出制御部１７１が、遊技玉数
を「１」減算する。
【００６７】
　したがって、不正電波によりこの玉上げスイッチ（上）４１ａが常時オン状態になると
、いくら玉を発射しても遊技玉数が減算されない状態となる。このような電波による不正
を電波センサ１７３により検知する。
【００６８】
　主制御基板１６から払出制御基板１７に対し、主制御チップＩＤ、入賞口情報、ラウン
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ド情報、接続確認信号、入賞検出信号、始動入賞口入賞情報、エラー情報、図柄確定回数
、大当り情報、メーカ固有大当りの情報が送信される。
【００６９】
　主制御チップＩＤ（メインチップＩＤとも言う）は、Ｐ台２の主制御基板１６に記録さ
れているチップＩＤのことであり、Ｐ台２の電源投入時に払出制御基板１７に対して送信
される情報である。入賞口情報は、入賞口の種類（始動入賞口、普通入賞口、大入賞口）
と、賞球数（入賞口に遊技玉が入ったときの払出玉数）とを含む情報であり、Ｐ台２の電
源投入時に払出制御基板１７に対して送信される。ラウンド情報は、大当りしたときのラ
ウンド数の情報であり、Ｐ台２の電源投入時に払出制御基板１７に対して送信される。
【００７０】
　接続確認信号は、主制御基板１６と払出制御基板１７とが接続されていることを確認す
るための信号であり、主制御基板１６から払出制御基板１７へ所定の電圧の信号が常時供
給されており、払出制御基板１７がその所定電圧信号を受信していることを条件として払
出制御基板１７が動作制御するように構成されている。入賞検出信号は、始動入賞口以外
の入賞口に入賞したパチンコ玉の検出信号である。この検出信号を受けた払出制御基板１
７は、その入賞玉１個に対して付与すべき玉数を、遊技玉数と加算玉数とに加算する制御
を行なう。
【００７１】
　始動入賞口入賞情報とは、始動入賞口のいずれかにパチンコ玉が入賞したことを示す情
報である。エラー情報とは、主制御基板１６が遊技制御を行なっている最中にエラーが発
生した場合にその旨を払出制御基板１７へ通知するための情報である。
【００７２】
　図柄確定回数とは、各始動入賞口への入賞に対する可変表示装置の表示結果として確定
した図柄の情報である。
【００７３】
　大当り情報とは、大当りが発生したことを示す情報であり、その内訳は、各メーカ共通
の大当りを示す共通大当り情報とメーカ固有の大当りを示すメーカ固有大当り情報とがあ
る。共通大当り情報は、たとえば１５ラウンド大当り等のように、各遊技機メーカが共通
に採用している大当りであり、その大当りに伴って確変が発生する場合には確変情報を含
み、その大当りに伴って時短状態（可変表示装置の可変表示時間を短縮する制御状態）が
発生する場合にはその時短情報を含んでいる。メーカ固有大当りとは、たとえば突然確変
（突確）のような、或る遊技機メーカのみが採用している大当り状態のことである。
【００７４】
　払出制御基板１７から主制御基板１６へ、ヘルスチェックコマンドと賞球個数受付コマ
ンドとが送信される。ヘルスチェックコマンドとは、主制御基板１６が正常に動作してい
るか否かをチェックするためのコマンドである。賞球個数受付コマンドとは、加算玉数を
受付けた旨を示すコマンドである。
【００７５】
　アウト玉検出スイッチ７０１から払出制御基板１７へアウト玉検出信号が入力される。
このアウト玉検出信号が入力された払出制御基板１７は、後述するように遊技中玉数（遊
技領域２７に浮遊している浮遊玉の玉数）を減算更新する。ファール玉検出スイッチ３３
からファール玉検出信号が入力された払出制御基板１７では、後述するように、加算玉数
と遊技玉数とを加算更新するとともに、遊技中玉数を減算更新する。発射玉検出スイッチ
９０３から払出制御基板１７へ発射玉検出信号が入力される。この発射玉検出信号が入力
された払出制御基板１７は、遊技中玉数を減算更新する。
【００７６】
　ＣＵ３のセキュリティ基板３２５とＰ台２の払出制御基板１７とが電気的に接続されて
おり、セキュリティ基板３２５から払出制御基板１７へ、後述するように各種コマンドが
送信される。逆に、払出制御基板１７からセキュリティ基板３２５へ、後述するように各
種レスポンスが送信される。
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【００７７】
　遊技枠６には、払出制御基板１７の他、中継基板１４、発射制御基板３１、発射モータ
１８、遊技玉数表示器２９が設けられている。なお、遊技玉数表示器２９は遊技枠６に直
接取り付けてもよいが、玉が払い出される通常のパチンコ機の前面側に設けられた上皿や
下皿のように、遊技枠６に対して回動可能な態様で設けるようにしてもよい。この点は、
表示器５４についても同様である。払出制御基板１７の払出制御部１７１は遊技玉数表示
器２９に遊技者が現在所有している遊技玉数を表示する。
【００７８】
　払出制御基板１７から発射制御基板３１へ、発射制御信号と発射許可信号とが出力され
る。それを受けた発射制御基板３１は、発射モータ１８を励磁するための信号を出力する
。これにより、パチンコ玉が遊技領域２７へ弾発発射される状態となる。発射制御基板３
１は、遊技者が打球操作ハンドル２５に触れていることを検出するタッチリングの入力信
号が入力されているときに発射モータ励磁出力を発し、発射モータ１８を駆動させる。
【００７９】
　遊技枠６には、表示器５４が設けられている。表示器５４は、中継基板１４を介してＣ
Ｕ３の表示制御部３５０からの表示データ（表示制御信号）を受信する。さらに、表示器
５４は、中継基板１４を介して演出制御基板１５からの表示データ（表示制御信号）を受
信する。
【００８０】
　中継基板１４には演出制御基板１５および表示制御部３５０のうち一方からの表示制御
信号を表示器５４へ出力して表示器５４に演出制御基板１５または表示制御部３５０から
の表示制御信号に基づく画像を表示するための切換回路１４１が搭載されている。
【００８１】
　なお、本実施の形態では、Ｐ台２側の表示器５４がＣＵ側で制御されるように構成され
ているが、これに代えて、Ｐ台２側に表示器５４を表示制御するための表示制御用基板を
設けてもよい。この場合、表示制御用基板は、払出制御部１７１の指令に基づいて表示器
５４を表示制御する。
【００８２】
　ＲＡＭクリアスイッチ２９３は、Ｐ台２のＲＡＭに記憶している遊技台情報や遊技情報
を消去するためのスイッチであり、Ｐ台がエラー状態となった後当該スイッチを店員が操
作することで初期状態に戻すことが可能となる。このＲＡＭクリアスイッチ２９３は、た
とえばカードが排出された後に店員により操作される。
【００８３】
　　＜パチンコ玉の循環経路＞
　ここでは、図１および図２を参照して、Ｐ台２におけるパチンコ玉の循環経路を概説す
る。
【００８４】
　遊技者が打球操作ハンドル２５を操作すると、発射モータ１８が駆動する。これにより
、発射位置にまで供給されてきた１個のパチンコ玉が打球ハンマーにより弾発されてその
パチンコ玉が遊技領域２７に打込まれる。
【００８５】
　遊技玉の発射検出は、玉上げスイッチ（上）４１ａがオンからオフに変化したことによ
り検出される。この検出は、払出制御部１７１が設けられている払出制御基板１７（図２
参照）でのポート入力により検知され、その検知に基づいて、払出制御部１７１が、遊技
玉数を「１」減算する。
【００８６】
　遊技領域２７に打込まれた玉のうち、アウト口１５４（図１参照）に進入したアウト玉
は、アウト玉流下経路を流下し、その途中に設けられたアウト玉検出スイッチ７０１によ
って検出される。ファール玉は、ファール玉戻り経路を通って流下し、その途中に設けら
れたファール玉検出スイッチ３３によって検出される。



(17) JP 2015-77290 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

【００８７】
　入賞口や可変入賞球装置に入賞したすべての入賞玉は、遊技機背面で集められて回収玉
通過経路に誘導される。同様に、アウト玉およびファール玉も回収玉通過経路に誘導され
る。回収玉通過経路には発射玉検出スイッチ９０３が設けられている。このため、入賞玉
、アウト玉、およびファール玉のすべてが発射玉検出スイッチ９０３によって検出される
。つまり、発射玉検出スイッチ９０３は、弾発されたパチンコ玉のすべてを検出するスイ
ッチである。このスイッチの検出数と、発射モータ１８により弾発されたパチンコ玉の弾
発数とが等しくなったときに、打込まれたパチンコ玉がすべて回収されたと判定できる。
【００８８】
　そこで、本実施の形態では、発射玉検出スイッチ９０３の検出数と弾発数との差を演算
しており、この差数が０でないときには、遊技領域２７に打込まれた玉の回収が済んでい
ないと判定している。この判定をすることによって、遊技領域２７を転動中であるか、遊
技領域の釘等の間に引っ掛かって落下していないような浮遊玉が存在していないかどうか
を判断できる。
【００８９】
　　＜表示器（タッチパネル）の表示制御＞
　主制御基板１６に搭載されている主制御部１６１は、遊技制御に伴い変化する各種の遊
技情報を払出制御基板１７の払出制御部１７１へ送信する。払出制御部１７１は、主制御
部１６１から送信されてくる遊技情報に基づいて玉数情報等をＣＵ制御部３２３へ送信す
るとともに、遊技玉数表示器２９を表示制御する。その結果、遊技玉数表示器２９には、
遊技者が現在所有している遊技玉数が表示され、玉の発射あるいは計数操作に基づいて遊
技玉数の表示が減算更新され、入賞の発生あるいは貸玉操作等に基づいて遊技玉数の表示
が加算更新される。
【００９０】
　ＣＵ制御部３２３は、払出制御部１７１から送信されてくる玉数情報等に基づいて自ら
記憶している遊技玉数等の遊技情報を更新する。また、ＣＵ制御部３２３はカード残額や
遊技者の持玉を記憶しており、Ｐ台２側の表示器５４にそれら記憶している遊技情報に基
づいた表示をするための情報を表示制御部３５０へ送信する。表示制御部３５０は、その
情報に基づいた表示制御信号をＰ台２側の中継基板１４へ送信する。
【００９１】
　一方、中継基板１４には、演出制御基板１５の演出制御部１５１からの表示制御信号も
入力される。演出制御部１５１は、主制御部１６１から受信する各種の可変表示コマンド
に基づいて可変表示装置２７８を表示制御するための表示制御信号を可変表示装置２７８
へ送信するとともに、表示器５４を表示制御するための表示制御信号を中継基板１４へも
送信する。
【００９２】
　中継基板１４には、通常、ＣＵ３の表示制御部３５０側のみから表示制御信号が送信さ
れており、演出制御部１５１からは表示制御信号は送信されない。その結果、通常は、表
示器５４にはＣＵ３の表示制御部３５０からの表示制御信号に基づいた持点やカード残額
などの情報が表示される。ところが、演出制御部１５１は、主制御部１６１から送信され
てくるコマンドに基づいて遊技機の遊技状態の変化を検出すると、その遊技状態の変化に
応じた表示制御信号を中継基板１４へ送信する。
【００９３】
　切換回路１４１は、演出制御部１５１からの表示制御信号の入力があると、表示制御部
３５０から入力される表示制御信号ではなく、演出制御部１５１から入力される表示制御
信号を表示器５４へ送信するように回路を切換える。その結果、表示器５４には通常時は
ＣＵ３側の表示制御に基づいた持点等の表示がなされ、たとえば、可変表示装置２７８に
大当り表示がなされるなどして遊技状態が変化すると、表示器５４の表示が大当り表示な
どの可変表示装置２７８の表示と連動するものに切換えられる。また、その後、演出制御
部１５１から中継基板１４への表示制御信号の送信が停止すると、切換回路１４１は、信
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号の入力元を切換え元に戻す。その結果、表示器５４には、再び、ＣＵ３側の表示制御に
基づいた情報が表示される。
【００９４】
　つまり、上記の例は、切換回路１４１は、演出制御部１５１および表示制御部３５０の
うち、演出制御部１５１から入力される表示制御信号を優先して表示器５４へ送信する構
成である。通常時は表示制御部３５０のみから表示制御信号が切換回路１４１へと入力さ
れるので、表示器５４にはＣＵ３側の表示制御に基づいた情報が表示され、大当り発生な
どの切換条件が成立して演出制御部１５１から表示制御信号が入力されると、その表示制
御信号が優先されて表示器５４へ送信され、表示器５４の表示が切換えられる。
【００９５】
　しかしながら、これに代えて、切換回路１４１は、演出制御部１５１および表示制御部
３５０のうち、表示制御部３５０から入力される表示制御信号を優先して表示器５４へ送
信する構成を採用してもよい。
【００９６】
　すなわち、切換回路１４１は、通常時は演出制御部１５１から常時受信する表示制御信
号に基づいて表示器５４に可変表示装置２７８の表示と連動する演出表示を行ない、遊技
点や持点が残り少なくなどの所定の切換条件が成立してＣＵ３側からその旨を表示するた
めの表示制御信号が入力されると、信号の入力元を演出制御部１５１から表示制御部３５
９に切換えることにより、表示器５４が遊技演出画面から遊技点や持点が残り少ない旨等
を報知する画面に変化するようにしてもよい。
【００９７】
　本実施の形態では、遊技玉数を表示する遊技玉数表示器２９の表示制御はＣＵ３ではな
く、遊技玉数の変動に直接的に関わるＰ台２によって行なわれるため、遊技玉数が遊技で
使用されて減算され、あるいは遊技によって加算された場合に、その更新後の遊技玉数を
即座に遊技玉数表示器２９に反映させることができる。
【００９８】
　仮に、遊技玉数表示器２９の表示制御をＣＵ３が行なうものとした場合には、Ｐ台２か
らＣＵ３に対して送信する遊技玉数の情報に基づいてＣＵ３から遊技玉数表示器２９へと
表示制御信号が送られるものとなる、しかし、その場合、ＣＵ３とＰ台２との通信状況等
によって、実際には遊技玉数が変化しているものの、その変化が遊技玉数表示器２９にす
ぐに反映されないものとなるという不都合が生じるおそれがある。本実施の形態によれば
、このような不都合が生じることを防止できる。
【００９９】
　一方、表示器５４はＣＵ３側で表示制御するために、遊技玉数表示器２９を表示制御す
るＰ台２がさらに表示器５４をも表示制御する場合と比較して、Ｐ台２の表示制御負担を
軽減できる。
【０１００】
　ここで、表示器５４の表示を切り替える具体例を挙げる。たとえば、通常時は表示器（
タッチパネル）５４にＣＵ３の表示制御部３５０の表示制御に基づいたカード残額等の表
示をし、大当り発生等の遊技状態の変化に応じて表示器５４の表示を可変表示装置２７８
の表示と連動したものに切換える例を挙げることができる。
【０１０１】
　あるいは、通常時は表示器（タッチパネル）５４に可変表示装置２７８の表示と連動し
た表示（演出制御部１５１の表示制御に基づく）をし、遊技点の減少に応じて表示器５４
に遊技点が残り少ないことを報知する画像を表示する例を挙げることができる。
【０１０２】
　なお、演出制御部１５１から中継基板１４に送信される表示制御信号で表示器５４が表
示動作する場合には、中継基板１４は単に演出制御部１５１から送信されてきた信号を中
継してそのまま表示器５４に送信する機能を備えておけばよい。これに対して、表示器５
４を表示動作させるための表示制御信号の信号形態と、演出制御部１５１から送信される
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表示制御信号との信号形態とが異なる場合も考えられ、この場合には、中継基板１４に切
換回路１４１に加えて信号形態を変換する変換回路を設ければよい。
【０１０３】
　さらに、切換え条件成立時に演出制御部１５１から送信される表示制御信号によって表
示器５４に表示される演出画像と、同じく演出制御部１５１から送信される表示制御信号
によって可変表示装置２７８に表示される画像とが同じものであってもよく、異なるもの
であってもよい。異なるものとした場合には、演出制御部１５１には可変表示装置２７８
用の画像データと表示器５４用の画像データとの２種類の画像データを記憶させておく必
要がある。
【０１０４】
　また、遊技玉数表示器２９は、主制御部１６１が表示制御する構成としてもよく、ある
いは、主制御部１６１から演出制御部１５１へ遊技玉数に関するコマンドを送信すること
によって演出制御部１５１が表示制御する構成としてもよい。
【０１０５】
　以上、説明した本実施の形態によれば、Ｐ台２の表示器５４には可変表示に関する演出
情報を表示可能であるために、可変表示装置２７８と併せて演出効果の高い遊技を提供で
きる。しかも、表示器５４にＣＵ３側から送られてくる遊技情報を表示する条件が成立し
たときには、ＣＵ３によってその遊技情報を表示器５４に表示するための表示制御が実行
されるため、その条件の成立の際には表示器５４を遊技演出ばかりでなくＣＵ３による遊
技情報の表示にも活用でき、しかも遊技情報の表示に伴うＰ台２の表示制御負担も軽減で
きる。
【０１０６】
　　＜カードユニットおよびパチンコ機に発生した異常の通知処理＞
　図３は、相互認証の結果、異常を検知した場合の通知処理を説明するための説明図であ
る。
【０１０７】
　図３を参照して、ＣＵ制御部３２３、セキュリティ基板３２５、払出制御部１７１、あ
るいは主制御基板１６において異常が発生した場合には、図３の矢印で示す方向に対して
通知が行なわれる。ここで言う異常には、ＣＵ制御部３２３、セキュリティ基板３２５、
払出制御部１７１、あるいは主制御基板１６を、不正に製造された他のものに差し替える
とか、あるいはノイズ等により誤作動したり故障したりした場合や、断線等によるオフラ
イン状態などが含まれる。図３に示される鍵管理サーバ８００は、ＣＵ３内部の電子部品
のシリアルＩＤ（ＳＩＤとも言う）毎に対応付けて、ＣＵ通信制御部のＳＩＤと認証鍵と
を記憶している鍵の管理サーバである。また、鍵管理サーバ８００は、主制御基板１６と
互いに通信可能なサーバである。
【０１０８】
　まず、ＣＵ３のセキュリティ基板３２５により異常が発生した場合には、前述したＣＵ
制御部３２３とセキュリティ基板３２５との間で行なわれる相互認証の結果、ＣＵ制御部
３２３が異常を検知する。この相互認証では、後述するシリアルＩＤ認証と機器認証の他
に、セッション鍵による機器認証も含まれている。
【０１０９】
　シリアルＩＤは、セキュリティ基板３２５のシリアルＩＤ（基板シリアルＩＤ）であり
、セキュリティ基板３２５のセキュリティチップ３２５ｂを製造する段階において、該セ
キュリティチップ３２５ｂのＲＯＭに記憶されている。また、ＣＵ３が遊技場に搬入され
た後、ホールサーバ８０１に接続されたときに、鍵管理センタの鍵管理サーバ８００から
ホールサーバ８０１経由で基板シリアルＩＤがダウンロードされてＣＵ制御部３２３に記
憶される。
【０１１０】
　ＣＵ制御部３２３がセキュリティ基板３２５の異常を検知した場合、ＣＵ制御部３２３
はホールサーバ８０１にその旨を通知するとともに、ＣＵ３の表示制御部３５０に異常報
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知コマンドを送信する。ＣＵ制御部３２３は、表示器３１２に異常発生した旨の表示を行
なう制御を表示制御部３５０に行なわせるとともに、異常報知ランプ（図示せず）を点灯
または点滅させて異常報知を行なう。さらに、ＣＵ制御部３２３は、外部通信部からホー
ル用管理コンピュータへ異常が発生した旨の信号を送信する。
【０１１１】
　ＣＵ３のＣＵ制御部３２３により異常が発生した場合には、前述した相互認証によりセ
キュリティ基板３２５が異常発生を検知し、その旨を示す信号（異常通知信号）を払出制
御部１７１に通知する。払出制御部１７１はそれを受けて異常発生した旨を主制御基板１
６へ通知する。主制御基板１６は、前述と同様に、異常報知ランプを作動させる制御を行
なうとともにホール用管理コンピュータへ異常が発生した旨の信号を送信する。
【０１１２】
　セキュリティ基板３２５が払出制御部１７１の異常を検知した場合には、その旨をＣＵ
制御部３２３へ通知し、ＣＵ制御部３２３がその旨をホールサーバ８０１へ通知する。
【０１１３】
　このように、セキュリティ基板３２５は、ＣＵ制御部３２３の異常を検知したときには
その旨を払出制御部１７１へ通知する一方、払出制御部１７１の異常を検知したときには
、その旨をＣＵ制御部３２３へ通知するものであり、セキュリティ基板３２５による異常
発生の通知先がそれぞれ異なる。その理由は、異常が発生した制御部に対して異常が発生
した旨を通知しても、何ら異常報知のための制御が行なわれず、異常防止対策にはならな
いためである。しかも、セキュリティ基板３２５は、通信制御の機能は有しているものの
異常報知制御の機能は有していない。よって、自ら異常報知の制御が行なえず、そのため
に必ず異常が発生した制御部とは反対側の制御部の方向に異常発生した旨の通知を行なう
のである。なお、セキュリティ基板３２５からの異常発生の通知を受けた払出制御部１７
１は、その旨を主制御基板１６へ通知する。主制御基板１６はその通知を受けて、前述と
同様の異常報知のための制御を行なう。
【０１１４】
　払出制御部１７１に異常が発生した場合には、その旨がセキュリティ基板３２５により
検知され、異常が発生した旨がＣＵ制御部３２３へ通知され、ＣＵ制御部３２３は前述し
た異常報知制御を行なうとともにホールサーバ８０１へ異常が発生した旨を通知する。ま
た、払出制御部１７１に異常が発生した場合には、主制御基板１６が異常発生した旨を検
知し、その通知を受けて前述した異常発生報知用の制御を行なう。
【０１１５】
　払出制御基板１７は、前述したように、セキュリティ基板３２５に異常が発生した場合
にはそれを検知して主制御基板１６へ通知する一方、主制御基板１６に異常が発生した場
合にはそれを検知してセキュリティ基板３２５へ異常が発生した旨を通知する。この払出
制御基板１７も、前述したセキュリティ基板３２５と同様に、異常が発生した旨を検知し
た場合にはその異常が発生した制御部に対して通知を行なっても異常報知用の制御が行な
われないために、異常が発生した制御部とは反対側の制御部あるいは制御基板に通知を行
なう。なお、セキュリティ基板３２５と払出制御基板１７とは、異常報知ランプや異常報
知用表示器等の異常報知手段が接続されておらず、異常を検知しても自ら異常報知制御す
る機能を有していない。なお、上記の説明では、セキュリティ基板３２５と払出制御基板
１７とは、異常報知ランプや異常報知用表示器等の異常報知手段が接続されておらず、異
常を検知しても自ら異常報知制御する機能を有していないこととして説明したが、セキュ
リティ基板３２５と払出制御基板１７とに異常報知の機能を設け、直接異常を発生した旨
を通知させてもよい。
【０１１６】
　　＜カードユニット側とパチンコ機側との送受信態様＞
　次に、図４は、ＣＵ３側とＰ台２側とのそれぞれで記憶している各種データの内の主な
ものおよびその送受信態様を示す模式図である。図４を参照して、ＣＵ３側とＰ台２側と
のそれぞれで記憶している各種データの内の主なものおよびその送受信態様を説明する。
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【０１１７】
　本実施の形態においては、Ｐ台２側において遊技玉数の変動を算出して現在の最新の遊
技玉数を記憶・管理している。ＣＵ３側においても現在の遊技玉数の算出・記憶を行なっ
ているが、その遊技玉数はＰ台２側から送信されてきた情報に基づいたものである。一方
、持玉（カード持玉数）や貯玉数、カード残額（残額）は、ＣＵ３側において管理・記憶
している。
【０１１８】
　図４では、ＣＵ３側のＣＵ制御部３２３に設けられているＲＡＭの記憶データと、Ｐ台
２側の払出制御基板１７に搭載されているＲＡＭの記憶データとを示している。まず、Ｐ
台２とＣＵ３とが遊技場に設置されて初めて電気的に接続された状態で電源を立上げたと
きに、Ｐ台２側の払出制御基板１７は、主制御基板１６からメインチップＩＤ（主制御チ
ップＩＤ）を送信してもらい、そのメインチップＩＤをＣＵ３側に送信するとともに、払
出制御基板１７自体が記憶している払出チップＩＤ（払出制御チップＩＤ）をＣＵ３側へ
送信する。
【０１１９】
　ＣＵ３側では、それら送信されてきたメインチップＩＤと払出チップＩＤとを記憶する
。次に、接続時刻すなわちＣＵ３側とＰ台２側とが接続されて通信が開始された時刻のデ
ータがＣＵ３側からＰ台２側へ送信され、Ｐ台２側ではその送信されてきた接続時刻を記
憶する。
【０１２０】
　この状態で、メインチップＩＤ、払出チップＩＤおよびＣＵ３側で識別された接続時刻
の３つの情報がＣＵ３側とＰ台２側とに記憶されることとなる。それ以降の電源投入時に
おいては、Ｐ台２側からＣＵ３側へそれら３つの情報、すなわち、メインチップＩＤと払
出チップＩＤと前回の接続時刻データとが送信される。
【０１２１】
　ＣＵ３側では、それら送信されてきたデータと既に記憶しているデータとを照合し、前
回と同じＰ台２が接続されているか否かを判別する。なお、接続時刻のデータは、電源が
立上げられる度にＣＵ３側とＰ台２側との通信が開始された新たな接続時刻データがＣＵ
３側からＰ台２側へ送信されてその新たな接続時刻データをＰ台２側において記憶するこ
ととなる。
【０１２２】
　ＣＵおよびＰ台の双方は、電文に「通番」を付加して送信する。また、ＣＵおよびＰ台
の双方は、相手から受信した「通番」を記憶する。「通番」には、「通常通番」、「加算
通番」および「計数通番」の３種類がある。「通常通番」は、電文のシーケンス番号を示
す。「通常通番」は、ＣＵ３側（一次局側）が初期値を「１」として送信時に受信した通
番をカウントアップ（＋１）して送信する。ただし、再送時は、「通常通番」をカウント
アップしない。Ｐ台２側（二次局側）は受信した通番をそのまま送信する。なお、通番の
連続性が成立しない場合は無応答となる。「加算通番」はＣＵ３がＰ台２に対して遊技玉
の加算を要求する際に用いられる通番である。「計数通番」は、Ｐ台２がＣＵ３に対して
遊技玉の計数を要求する際に用いられる通番である。
【０１２３】
　通常通番の更新権はＣＵ３のみが有する。ＣＵ３は、送信した通常通番と同じ通常通番
が返信されてきたときに、通常通番をバックアップ記憶した上で、更新した通常通番を送
信する。加算通番の加算更新権はＣＵ３のみが有する。ＣＵ３は、加算要求をする場合に
は、それまで通信に用いていた加算通番に+１した加算通番をＰ台２へ送信する。Ｐ台２
は、要求を承諾するときには、同じ加算通番を返信する。要求を拒否するときには、前回
、受信した加算通番（今回受信した加算通番－１）を返信する。計数通番の加算更新権は
Ｐ台２のみが有する。Ｐ台２は、計数要求をする場合には、それまで通信に用いていた計
数通番に+１した計数通番をＣＵ３へ送信する。ＣＵ３は、要求を承諾するときには、同
じ計数通番を返信する。要求を拒否するときには、受信した計数通番（今回受信した計数
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通番－１）を返信する。
【０１２４】
　以下では、「通常通番」について、ＣＵ３が送信時に受信した通番をカウントアップ（
＋１）して送信する構成について説明する。しかし、本発明は当該構成に限定されるもの
ではなく、Ｐ台２およびＣＵ３のそれぞれが、またはＰ台２が送信時に受信した通番をカ
ウントアップ（＋１）して送信し、他方は受信した通番をそのまま送信する構成であって
もよい。
【０１２５】
　また、「加算通番」および「計数通番」は、それぞれ、加算要求の処理および計数要求
の処理においてカウントアップされる特別な通番である。以下では、この「加算通番」お
よび「計数通番」がカウントアップされる際、「通常通番」もカウントアップする構成に
ついて説明する。しかし、本発明は当該構成に限定されるものではなく、「加算通番」お
よび「計数通番」がカウントアップされる際に「通常通番」のカウントアップを停止する
構成であってもよい。なお、以下では、「通常通番」を単に「通番」と称する。また、「
加算通番」および「計数通番」を併せて「要求通番」とも称する。
【０１２６】
　Ｐ台２側からＣＵ３側へは、最新遊技台情報（カウント中の遊技台情報）が送信される
。この最新遊技台情報は、Ｐ台２側の払出制御部１７１（図２参照）のＲＡＭの最新遊技
台情報記憶領域に記憶されている。具体的には、加算玉数カウンタの情報と、減算玉数カ
ウンタの情報と、計数玉数カウンタの情報とが含まれる。なお、遊技玉数は、最新遊技台
情報に含まれず、後述するように遊技玉数カウンタのカウント値としてＰ台２側からＣＵ
３側へ送信している。しかし、これに代えて、あるいは遊技玉数カウンタに加えて、遊技
玉数も最新遊技台情報に含めてもよい。
【０１２７】
　これらのカウンタの情報が、まとめてレスポンスとしてＣＵ側へ送信される。加算玉数
カウンタは、加算玉数をカウントするカウンタである。加算玉は、「賞球玉数×入賞個数
」と「バック玉数」との和である。なお、バック玉とはファール玉のことである。つまり
、加算玉とは、加算玉カウンタが遊技玉に加算すべき数を示す。減算玉数カウンタは、減
算玉数をカウントするカウンタである。減算玉は、「発射玉数」である。つまり、玉上げ
スイッチ（上）４１ａのオンからオフへの出力変化により検出された玉数である。なお、
「減算玉数」には、「計数玉数」は含まれない。計数玉数カウンタは、計数玉数をカウン
トするカウンタである。計数玉は、「計数操作によって遊技玉から持玉に変換された玉数
」である。ここで、「賞球玉」は、入賞口へ玉が入賞することにより払出される玉であり
、セーフ玉である。「発射玉」は、遊技機が発射した玉であり、バック玉がある場合はバ
ック玉を減算した玉数が発射玉数となる。「バック玉」は、発射玉が盤面上に跳出せずに
戻ってきた玉である。「アウト口通過玉」は、アウト口１５４を通過した玉であり、アウ
ト玉とセーフ玉の合計玉数がアウト口通過玉数を意味する。
【０１２８】
　たとえば、遊技領域２７に打込まれたパチンコ玉が入賞して主制御基板１６から入賞情
報が払出制御基板１７へ送信されてきたときに、その入賞情報に基づいて遊技玉を加算す
べき加算玉数を加算玉数カウンタがカウントし、その加算玉数カウンタの値（加算玉数）
をＰ台２側からＣＵ３側へ送信する。また、パチンコ玉が遊技領域２７内に発射されてい
ることによる玉上げスイッチ（上）４１ａのオンからオフへの出力変化に基づいて減算玉
数カウンタが発射玉数を減算玉数としてカウントし、その減算玉数カウンタの値（減算玉
数）をＰ台２側からＣＵ３側へ送信する。
【０１２９】
　あるいは、払出制御部１７１は、計数ボタン２８の押下により、遊技玉数を計数玉数と
してカウントし、その計数玉数カウンタの値（計数玉数）をＰ台２側からＣＵ３側へ送信
する。
【０１３０】
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　Ｐ台２側においては、加算玉数カウンタ、減算玉数カウンタ、および計数玉数カウンタ
の値をＣＵ３側へ送信する毎に、それらカウント値を前回遊技台情報記憶領域（払出制御
部１７１のＲＡＭ等）にバックアップデータとして記憶（書換え）した後、最新遊技台情
報としての加算玉数カウンタ、減算玉数カウンタ、および計数玉数カウンタの値を０クリ
アする（遊技玉数カウンタを除く）。なお、本実施の形態において「クリア」とは「初期
化」と同じ意味である。
【０１３１】
　その結果、前回遊技台情報（直前に送信した遊技台情報）の記憶エリアに、直前にＣＵ
３側に送信した遊技台情報である、加算玉数、減算玉数、および計数玉数のデータがバッ
クアップデータとして記憶される。このバックアップデータは、Ｐ台２側からＣＵ３側へ
最新遊技台情報が送信されなかった場合に、次の送信に際して今回の各カウンタの値ばか
りでなくその送信されなかった前回の各カウンタの値をも送信できるようにするためのも
のである。この前回遊技台情報に、直前に送信した遊技玉数をさらに加えて記憶するよう
にしてもよい。
【０１３２】
　また、払出制御基板１７は、入賞の発生、玉の発射、バック玉の発生、および計数玉の
発生（遊技玉から持玉への変換）に応じて、遊技玉数カウンタの値を更新し、その更新後
の遊技玉数カウンタの値を遊技玉数としてＣＵ３側に送信する。
【０１３３】
　ＣＵ３側においては、ＲＡＭ内の累計データ記憶領域に、遊技玉数、カード持玉数（単
に、持玉数とも言う）、貯玉数、残額、総加算玉数（加算玉数累計）、総減算玉数（減算
玉数累計）、およびカード挿入時持玉数を記憶している。なお、カード持玉数は、カード
挿入時持玉数から持玉払出数（カード持玉数から遊技玉数に変換した玉数）を減算し、計
数玉数を加算した玉数である。つまり、カード持玉数は、現時点で遊技者が所有している
持玉数である。
【０１３４】
　Ｐ台２側から送信されてきた加算玉数カウンタの値（加算玉数）に基づいて総加算玉数
を加算して玉数を更新する。また、Ｐ台２側から送信されてきた減算玉数カウンタの値（
減算玉数）に基づいて総減算玉数を減算して玉数を更新する。さらに、Ｐ台２から送信さ
れてきた計数玉数カウンタの値に基づいてカード持玉数を加算して更新する。このように
、ＣＵ３は、Ｐ台２より逐一送信されてくる最新遊技台情報によって総加算玉数、総減算
玉数、カード持玉数を更新することで最新のそれらの情報を管理することが可能となる。
【０１３５】
　ＣＵ３は、図示のとおり、遊技玉を記憶する領域を備えているとともに、Ｐ台２側から
遊技玉数カウンタのカウント値（遊技玉数または遊技玉トータル個数情報とも言う）も受
信している。ＣＵ３は、遊技玉を記憶する領域を以下の手順で更新する。すなわち、ＣＵ
３は、Ｐ台側から送信されてきた加算玉数カウンタの値（加算玉数）、減算玉数カウンタ
の値（減算玉数）、および計数玉数カウンタの値に基づいて、記憶している遊技玉数を更
新するとともに、同じタイミングでＰ台側から送信されてきた遊技玉数カウンタのカウン
ト値と、更新後の遊技玉数とが一致しているか否かを判定する。一致していれば、遊技の
続行を許容するが、一致していなければ、エラー状態に移行する制御を行なう。
【０１３６】
　その結果、たとえば、異常報知ランプや表示器３１２によりエラー報知が行なわれ、あ
るいは、ホール用管理コンピュータやホールサーバ８０１にエラーが発生した旨のエラー
通知信号が送信される（この場合、ホール用管理コンピュータやホールサーバ８０１によ
るエラー報知が行なわれるようにしてもよい）。その結果、係員による人為的な対応を促
す所定の報知が行なわれる。
【０１３７】
　なお、エラー状態に移行して遊技を停止させることに代えて、ＣＵ３側で記憶している
遊技玉数をＰ台２側から送信されてきた遊技玉数カウンタのカウント値に置き換えるよう
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にしてもよい。または、それに代えて、ＣＵ３側で管理している遊技玉数と、Ｐ台２側で
記憶している遊技玉数との平均値に補正してもよい。
【０１３８】
　このように、本実施の形態では、ＣＵ３側にも遊技玉数を記憶させているが、その遊技
玉数がＰ台２側で管理記憶している遊技玉数と整合するか否かの判定を行なえるようにし
ている（ＣＵ３側機能）。そのため、仮に不正行為その他の事情で、Ｐ台２側で記憶して
いる遊技玉数がＣＵ３側で記憶している遊技玉数と一致しない状況が発生しても、その旨
をチェックできる。なお、ここでは、ＣＵ３側にその判定機能を設けたが、たとえば、Ｃ
Ｕ３と接続されるホールサーバ８０１またはホール用管理コンピュータによって、ＣＵ３
側で記憶している遊技玉数とＰ台２側で記憶している遊技玉数とを受信し、両者が整合し
ているか否かの判定を行なうものとしてもよい。
【０１３９】
　図４に示すように、ＣＵ３は、カード持玉数、貯玉数を記憶する記憶領域と、受付けた
（挿入された）カードのカード残額を記憶する記憶領域と、総加算玉数（加算玉数累計）
、総減算玉数（減算玉数累計）およびカード挿入時持玉を記憶する記憶領域をさらに有す
る。ＣＵ制御部３２３（図２参照）は、貯玉の使用を要求する入力（たとえば、再プレイ
ボタンの入力（ただし、持玉無しのとき））に応じて貯玉を記憶する記憶領域から所定数
の貯玉を減算する。
【０１４０】
　ＣＵ制御部３２３（図２参照）は、持玉の使用を要求する入力（たとえば、持玉有のと
きの再プレイボタンの入力（ただし、持玉有のとき））に応じて持玉を記憶する記憶領域
から所定数の持玉を減算する。さらに、ＣＵ制御部３２３（図２参照）は、カード残額の
使用を要求する入力（たとえば、玉貸ボタンの入力）に応じてカード残額を記憶する記憶
領域から所定値を減算する。
【０１４１】
　遊技者所有の遊技用価値（たとえばプリペイド残額、持玉数、あるいは貯玉数）から価
値を引落として遊技に使用する操作を遊技者が行なった場合に、その引落とし分の玉数を
遊技玉数カウンタに加算するための加算玉数がＣＵ３側からＰ台２側へ送信される。Ｐ台
２側では、それを受けて、遊技玉数カウンタを加算更新する。
【０１４２】
　本実施の形態に係る遊技システムでは、一方、遊技者所有の遊技用価値を引落としてド
リンク等に交換するといういわゆるワゴンサービスのオーダ等を受付けることが可能であ
る。ただし、遊技玉でワゴンサービスを受けることが制限されており、持玉でしかワゴン
サービスを受けることができない。これは、各台計数機が配備された旧来の封入式のパチ
ンコ機において、皿に残っている計数前の玉を手で掴み出してワゴンサービスに用いるこ
とを禁止するようなイメージである。
【０１４３】
　このため、本実施の形態では、ワゴンサービスを行なう操作が実行されたときに、持玉
数がワゴンサービスの希望メニューに対応する玉数に満たない場合、遊技者に計数操作を
促すように構成されている。その際に遊技者が計数操作を実行すると、その操作に基づく
計数玉数がＰ台２側からＣＵ３側へ送信される。ＣＵ３側では、それを受けて、遊技玉数
を減算し、カード持玉数を加算して更新する。
【０１４４】
　　＜通信で用いられるフレーム構成＞
　次に、本実施の形態に係るＣＵ３とＰ台２との間での通信について、さらに詳しく説明
する。当該通信で用いられる電文は、所定のフォーマットからなるフレームで構成されて
いる。送信データ（電文）は、必ず１フレーム単位で送信される。つまり、電文の分割送
信は行なわない。また、連続で電文を送信する場合は、１ミリ秒以上の間隔をあける。
【０１４５】
　１フレームの送信データは、データ長、通常通番、加算通番、計数通番、コマンド、デ
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ータ部を含む。「データ長」は、送信データのデータ長（通番～データ部（業務電文範囲
））を示す。「コマンド」は、電文のコマンドコードである。「データ部」は、電文のデ
ータである。
【０１４６】
　　＜ＣＵとＰ台との間で送受信するコマンドおよびレスポンス＞
　次に図５を参照して、ＣＵ３とＰ台２との間で送受信されるコマンドおよびレスポンス
の概略を説明する。
【０１４７】
　図５には、送信方向および送信されるデータがコマンドかレスポンスかの別と送信情報
の名称とその概略が示されている。
【０１４８】
　　　＜＜１．リカバリ要求、２．リカバリ応答＞＞
　まず、ＣＵ３からＰ台２に対してリカバリ要求という名称のコマンドが送信される。こ
のリカバリ要求のコマンドは、Ｐ台２に対してリカバリ情報を要求するものである。この
リカバリ要求に対応して、Ｐ台２からＣＵ３に対してリカバリ応答という名称のレスポン
スが送信される。このリカバリ応答のレスポンスは、ＣＵ３に対してリカバリ情報を通知
するものである。
【０１４９】
　リカバリ要求のコマンドは、ＣＵ３が認証を完了した後にＣＵ３からＰ台２に対して送
信される。リカバリ要求のコマンドは、ＣＵ３からＰ台２に対してリカバリ情報を要求し
、ＣＵ３が認証完了後、最初に同コマンドを送信する。リカバリ要求は、「通番」、「コ
マンド」、「前回最終送信通番」、「前回最終送信計数通番」、「店舗コード」および「
ＳＣ基板ＩＤ」が含まれている。「通番」は、シーケンス番号（１～２５５）である。「
コマンド」は、状態情報要求のコマンドコードであり、１６進表現のバイナリデータで示
してある。
【０１５０】
　「前回最終送信通番」は、前回接続時にＰ台２に対して最後に送信した状態情報要求の
コマンドの通番である。「前回最終送信通番」が“０”の場合、記憶している通番が無い
状態を示している。なお、「前回最終送信通番」は、Ｐ台２において状態情報応答を送信
時に、ＣＵ３において状態情報応答受信時に「通番」をＰ台２、ＣＵ３側ともに前回最終
送信通番（通番）として記憶する通番である。
【０１５１】
　「前回最終送信計数通番」は、前回接続時にＰ台２に対して最後に送信した状態情報要
求のレスポンスの計数通番である。「前回最終送信計数通番」は、“０”の場合、記憶し
ている通番が無い状態を示している。なお、「前回最終送信計数通番」は、Ｐ台２におい
て状態情報応答を送信時に、ＣＵ３に状態情報応答受信時に計数通番をＰ台２、ＣＵ３側
ともに前回最終送信計数通番として記憶する通番である。
【０１５２】
　Ｐ台２のリカバリ処理（計数玉数）において、セキュリティ基板３２５から通知された
「店舗コード」および「ＳＣ基板ＩＤ」と、Ｐ台２で保持している「店舗コード」および
「ＳＣ基板ＩＤ」との一致判定を行ない、一致している場合には以下の処理を行なう。不
一致の場合には、計数前の遊技球数に戻す。
【０１５３】
　Ｐ台２はＣＵ３より通知された「前回最終送信計数通番」を参照して、ＣＵ３が計数要
求に対する計数処理を実施していなかった場合は計数要求がなかったものとする。この場
合、Ｐ台２は自らＣＵ３に通知した計数要求に対応する遊技玉の減算処理を実行しない。
一方、Ｐ台２はＣＵ３より通知された「前回最終送信計数通番」を参照して、ＣＵ３が計
数処理を実施済と判定したときには計数前の遊技玉数から計数玉数を減算して遊技玉を確
定する。なお、Ｐ台２が保持している店舗コードが全て“０”または“１”の場合は、店
舗コードが一致していると判定する。
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【０１５４】
　リカバリ応答のレスポンスは、ＣＵ３に対してＰ台２で保持しているリカバリ情報を応
答するものである。リカバリ情報は、「通番」、「コマンド」、「前回最終送信通番」、
「前回挿入中カードＩＤ」、「前回カード挿入時刻」、「前回最終送信加算通番」、「遊
技情報格納有無」、「前回遊技台情報」および「前回遊技情報」を含んでいる。「通番」
および「コマンド」は、前述と同じであるので説明を繰返さない。
【０１５５】
　「前回最終送信通番」は、前回接続時にＣＵ３に対して最後に送信した状態情報応答の
レスポンスに含まれる通番のデータであり、“０”のときは保持している通番がない場合
である。「前回挿入中カードＩＤ」は、前回接続時に挿入中だったカードのカードＩＤの
データであり、“０”のときは挿入中のカードがない場合である。Ｐ台２の払出制御部１
７１は、ＣＵ３から送信される情報に基づいて挿入中であったカードＩＤを記憶保持して
いる。
【０１５６】
　「前回カード挿入時刻」は、前回接続時に挿入中だったカードの挿入時刻のデータであ
り、“０”のときは挿入中のカードがない場合である。このデータも、年情報を２桁ＹＹ
、月情報を２桁ＭＭ、日情報を２桁ＤＤ、時間情報を２桁ｈｈ、分情報を２桁ｍｍ、秒情
報を２桁ｓｓで表されるデータである。「前回最終送信加算通番」は、前回接続時にＣＵ
３に対して最後に送信した状態情報応答のレスポンスに含まれる加算通番であり、“０”
のときは当該加算通番がない場合である。「遊技情報格納有無」は、遊技情報を格納して
いない場合“０ｘ００”、遊技情報を格納している場合“０ｘ０１”である。
【０１５７】
　「前回遊技台情報」は、ＣＵ３に前回通知した遊技台情報であり、「遊技玉数」、「発
射玉数」、「アウト口通過玉数」、「総賞球玉数」、「計数玉数」および「計数通番」の
情報を含んでいる。「遊技玉数」は、ＣＵ３に前回通知した遊技玉数である。「発射玉数
」は、ＣＵ３に前回通知した発射玉数である。「アウト口通過玉数」は、ＣＵ３に前回通
知したアウト口通過玉数である。「総賞球玉数」は、ＣＵ３に前回通知した総賞球玉数で
ある。「計数玉数」は、ＣＵ３に前回通知した計数玉数である。「計数通番」は、ＣＵ３
に前回通知した計数通番である。
【０１５８】
　「前回遊技情報」は、ＣＵ３に前回通知した遊技情報であり、「遊技情報数」、「種別
情報１」～「種別情報ｎ」、「賞球情報１」～「賞球情報ｎ」の情報を含んでいる。「遊
技情報数」は、ＣＵ３に前回通知した遊技情報の個数（０～ｎ）である。なお、ｎ＝０～
２２で可変長である。「種別情報１」は、ＣＵ３に前回通知した遊技種別情報１である。
「種別情報ｎ」は、ＣＵ３に前回通知した遊技種別情報ｎである。「賞球情報１」は、Ｃ
Ｕ３に前回通知した遊技賞球情報１である。「賞球情報ｎ」は、ＣＵ３に前回通知した遊
技賞球情報ｎである。
【０１５９】
　なお、「前回最終送信加算通番」は、ＣＵ３において状態情報要求を送信時、Ｐ台２に
おいて状態情報要求受信時に、ＣＵ３側、Ｐ台２ともに前回最終送信加算通番として記憶
する通番である。
【０１６０】
　Ｐ台２のリカバリ処理（遊技情報）において、セキュリティ基板３２５から通知された
「店舗コード」および「ＳＣ基板ＩＤ」と、Ｐ台２で保持している「店舗コード」および
「ＳＣ基板ＩＤ」との一致判定を行ない、「店舗コード」が不一致の場合には、リカバリ
データを無しとして処理する。一致している場合には以下の処理を行なう。
【０１６１】
　遊技情報のリカバリデータがある時は「遊技情報格納無」を格納無：０ｘ００にし、「
前回遊技台情報」および「前回遊技情報」にＰ台２が保持しているリカバリデータをセッ
トする。遊技情報のリカバリデータがない時または前回最終送信通番が０の時は「遊技情
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報格納有無」を格納無“０ｘ００”にし、「前回遊技台情報」および「前回遊技情報」を
ＡＬＬ“０”をセットする。なお、Ｐ台２が保持している店舗コードが全て“０”または
“１”の場合は、店舗コードが一致していると判定する。
【０１６２】
　なお、また、ＣＵ３は、Ｐ台２より通知された「前回最終送信通番」の処理を実施して
いなかった場合、前回遊技台情報を使用してリカバリ処理を行なう。なお、「前回最終送
信通番」の処理を実施している場合は、ＣＵ３は、前回遊技台情報のみ使用してリカバリ
処理を行なう。ただし、計数玉数のリカバリは実施しない。
【０１６３】
　また、通信相手の不一致等（たとえばＣＵ３またはＰ台２の交換等）でリカバリ処理が
実施できない場合、Ｐ台２の表示情報を元にＰＯＳで手補正することが考えられる。たと
えば、Ｐ台２の表示情報は、可変表示装置２７８の液晶表示画面を利用して表示すること
が考えられる。あるいは、Ｐ台２に対して、払出制御部１７１が制御する表示器をさらに
設けておき、その表示器に対して手補正のための情報を表示することも考えられる。なお
、ＰＯＳとは、景品管理システムのことであり、景品交換や景品の管理を行なうものであ
る。また、ＰＯＳは、景品交換や景品の管理を行なうものに限定されず、店舗で商品を販
売するごとに商品の販売情報を記録し、集計結果を在庫管理やマーケティング材料として
用いる一般的な販売時点管理（Point Of Sales system）であってもよい。
【０１６４】
　　　＜＜３．リカバリ要求２、４．リカバリ応答２＞＞
　ＣＵ３からＰ台２に対してリカバリ要求２という名称のコマンドが送信される。このリ
カバリ要求２のコマンドは、Ｐ台２に対して加算リカバリ情報を通知するものである。こ
のリカバリ要求２に対応して、Ｐ台２からＣＵ３に対してリカバリ応答２という名称のレ
スポンスが送信される。このリカバリ応答２のレスポンスは、ＣＵ３に対して加算リカバ
リ情報の処理結果を通知するものである。
【０１６５】
　リカバリ要求２のコマンドは、Ｐ台２に対して加算リカバリ情報を通知するものであり
、「通番」、「コマンド」、「前回最終送信加算通番」および「加算玉数」のデータが含
まれている。「通番」および「コマンド」は、前述と同じであるので説明を繰返さない。
リカバリ要求２は、Ｐ台２において加算玉リカバリ処理を実施する必要有とＣＵ３が判定
したときに送信される。ＣＵ３は、Ｐ台２より受信したリカバリ応答に含まれる「前回最
終送信加算通番」と自身で記憶している「前回最終送信加算通番」とを比較して一致して
いる場合には加算玉リカバリ処理の必要無と判定し、不一致の場合には加算玉リカバリ処
理の必要有と判定する。加算玉リカバリ処理の必要有と判定したときにはリカバリ要求２
を送信する。
【０１６６】
　リカバリ要求２に含まれる「前回最終送信加算通番」は、前回接続時にＰ台２に対して
最後に送信した状態情報要求のコマンドの加算通番のデータであり、「加算玉数」は、遊
技玉の加算玉数のデータである。
【０１６７】
　次に、Ｐ台２のリカバリ処理について詳しく説明する。Ｐ台２のリカバリ処理は、Ｐ台
２がリカバリ要求２に基づいて、ＣＵ３より通知された「前回最終送信通番」の処理を実
施していなかった場合、加算玉数を参照して遊技玉に対して加算を行なう処理である。
【０１６８】
　リカバリ応答２のレスポンスは、ＣＵ３に対してＰ台２で加算リカバリ情報の処理結果
を通知するもので、「通番」、「コマンド」および「リカバリ結果」を含んでいる。「リ
カバリ結果」は、“０ｘ００”の場合リカバリ結果ＯＫ、“０ｘ０１”の場合リカバリ結
果ＮＧである。なお、Ｐ台２が加算玉数を受けられない状態の場合はリカバリ結果として
処理ＮＧを応答する。
【０１６９】
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　　　＜＜５．通信開始要求、６．通信開始応答＞＞
　ＣＵ３からＰ台２に対して通信開始要求のコマンドが送信される。この通信開始要求の
コマンドは、Ｐ台２に対して通信開始を要求するものである。この通信開始要求に対応し
て、Ｐ台２からＣＵ３に対して通信開始応答のレスポンスが送信される。この通信開始応
答のレスポンスは、ＣＵ３に対して通信開始を応答するものである。
【０１７０】
　通信開始要求のコマンドは、Ｐ台２に対して正常に通信開始したことを通知するもので
ある。通信開始要求を受信したＰ台２は、それまで記憶していたリカバリ情報をクリアす
る。通信開始要求のコマンドは、「通番」、「コマンド」のデータが含まれている。「通
番」および「コマンド」は、前述と同じであるので説明を繰返さない。なお、ＣＵ３は、
通信開始要求後、計数通番を“０”（初期値）に、Ｐ台２も通信開始要求受信後、計数通
番を“０”（初期値）にする。
【０１７１】
　通信開始応答のレスポンスは、ＣＵ３に対して、正常に通信開始したことを通知するも
のであり、ＣＵ３が、リカバリ情報をクリアする。通信開始応答のレスポンスは、「通番
」、「コマンド」のデータが含まれている。「通番」および「コマンド」は、前述と同じ
であるので説明を繰返さない。
【０１７２】
　　　＜＜７．通信終了要求、８．通信終了応答＞＞
　ＣＵ３からＰ台２に対して通信終了要求のコマンドが送信される。この通信終了要求の
コマンドは、Ｐ台２に対して通信終了を要求するものである。この通信終了要求に対応し
て、Ｐ台２からＣＵ３に対して通信終了応答のレスポンスが送信される。この通信終了応
答のレスポンスは、ＣＵ３に対して通信終了を応答するものである。
【０１７３】
　通信終了要求のコマンドは、Ｐ台２に対して正常に通信終了したことを通知するもので
あり、「通番」、「コマンド」のデータが含まれている。「通番」および「コマンド」は
、前述と同じであるので説明を繰返さない。
【０１７４】
　通信終了応答のレスポンスは、ＣＵ３に対して、正常に通信終了したことを通知するも
のであり、ＣＵ３およびＰ台２が、該通知以降、通信を停止し再起動待ちとする。通信終
了応答のレスポンスは、「通番」、「コマンド」のデータが含まれている。「通番」およ
び「コマンド」は、前述と同じであるので説明を繰返さない。
【０１７５】
　　　＜＜９．状態情報要求＞＞
　ＣＵ３からＰ台２に対して状態情報要求のコマンドが送信される。この状態情報要求の
コマンドは、Ｐ台２に対してＣＵ３の状態を要求するものである。ＣＵ３はこのコマンド
を使用して、Ｐ台２の状態を定期的に確認する。また、状態情報要求のコマンドには、図
４に示したＣＵ３側からＰ台２側へ向かう加算玉数が含まれている。
【０１７６】
　この状態情報要求の具体的データには、「通番」、「コマンド」、「ＣＵ状態」、「加
算玉数」、「加算通番」および「計数通番」のデータが含まれている。「通番」および「
コマンド」は、前述と同じであるので説明を繰返さない。
【０１７７】
　「ＣＵ状態」は、Ｐ台２に対して通知するＣＵ３の状態を表わし、Ｂｉｔ０が“１”の
ときにカード挿入中を、“０”のときカード未挿入をそれぞれ示している。つまり、Ｂｉ
ｔ０は、ＣＵ３にカード（一般カード／遊技場会員カード／共通会員カード）が挿入され
ている状態を表わしている。また、ＣＵ３のカードストック部に予めストックされている
ストックカード（一般０円０玉カード）への入金により一般カード挿入中となる。
【０１７８】
　Ｂｉｔ１が“１”のときカードユニット開店中を、“０”のときカードユニット閉店中
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をそれぞれ示している。つまり、Ｂｉｔ１は、ＣＵ３の状態により、Ｐ台２に対してカー
ドユニット開店状態を通知する。カードユニット開店中を通知するタイミングは、たとえ
ば、開店完了時である。カードユニット閉店中を通知するタイミングは、たとえば、閉店
時である。なお、Ｐ台２は同状態が開店中から閉店中に変化時、保持している遊技玉を全
て計数玉数として状態情報応答にてＣＵ３に通知する。
【０１７９】
　Ｂｉｔ２が“１”のときカード返却準備中を、“０”のときカード返却準備中以外をそ
れぞれ示している。ＣＵ３は、カード返却、簡易離席、および食事休憩のそれぞれの操作
時に、このビットを立てることによって、Ｐ台２に対して「カード返却準備中」を一定時
間（１０秒）通知する。Ｐ台２は、計数ボタン２８の操作が検出されたときに、このカー
ド返却準備中のビットがオンの状態情報要求を受信していれば、計数ボタンを１回操作し
たか複数回操作したかに関わらず、あるいは操作継続時間に関わらず、記憶している遊技
玉を全て計数玉数として状態情報応答にてＣＵ３に通知する。
【０１８０】
　Ｂｉｔ３が“１”のとき遊技玉加算要求を、“０”のとき遊技玉加算要求無をそれぞれ
示している。つまり、Ｂｉｔ３は、玉貸、持玉払出、および貯玉払出の操作時に遊技玉の
加算（加算玉数）を要求する。
【０１８１】
　Ｂｉｔ４が“１”のとき計数玉受領完了を、“０”は計数玉未受領をそれぞれ示してい
る。Ｂｉｔ４は、計数玉受領時に受領完了したことをＰ台２に通知する。つまり、状態情
報応答のレスポンス「計数玉数」の送達を確認するために用いている。
【０１８２】
　Ｂｉｔ５が“１”のときカード抜き取り待ち中を、“０”はカード抜き取り完了をそれ
ぞれ示している。Ｂｉｔ５は、ＣＵ３からカード抜き取り待ちとなっている状態をＰ台２
に通知する。なお、Ｂｉｔ６～Ｂｉｔ７は未使用である。
【０１８３】
　「加算玉数」は、遊技玉の加算玉数であり、ＣＵ状態のＢｉｔ３が“１”のときにのみ
加算玉数のデータが有効となる。「加算通番」は、加算用シーケンス番号（０～２５５）
であり、遊技玉加算要求時にシーケンス番号を更新（＋１）して通知する。「計数通番」
は、計数用シーケンス番号（０～２５５）であり、計数要求時に受信した計数通番をその
まま通知する。ただし、計数通番の連続性が成立しない場合は計数受領を出さない。
【０１８４】
　　　＜＜１０．状態情報応答＞＞
　状態情報要求に対応して、Ｐ台２からＣＵ３に対して状態情報応答のレスポンスが送信
される。この状態情報応答のレスポンスは、ＣＵ３に対してＰ台２の情報・状態を通知す
るものである。状態情報応答のレスポンスには、図４に示した最新遊技台情報や遊技玉数
が含まれている。
【０１８５】
　この状態情報要求の具体的データには、「通番」、「コマンド」、「遊技玉数」、「発
射玉数」、「アウトロ通過玉数」、「総賞球玉数」、「計数要求玉数」、「計数通番」、
「発射強度」、「遊技台状態」、「不正検知情報」および「遊技情報」のデータが含まれ
ている。「通番」および「コマンド」は、前述と同じであるので説明を繰返さない。
【０１８６】
　「遊技玉数」は、現在の遊技玉数（加算・減算を演算した結果の遊技玉数）である。「
遊技玉数」は、ＣＵ３が後述する「総賞球玉数」「発射玉数」および「計数玉数」を使用
してＣＵ３の保持している遊技玉数を計算する。その後、ＣＵ３は、計算したＣＵ３の遊
技玉数と、Ｐ台２の遊技玉数とが一致するかをチェックする。
【０１８７】
　「発射玉数」は、発射個数（送信時に複数発射された玉がある場合は合算する）である
。ただし、バック玉数がある場合はバック玉数分を減算する。つまり、「発射玉数」（減
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算）は、ＣＵ３が保持している遊技玉数から減算するデータである。カードを保持してな
い状態で該データを受信した場合、ＣＵ３は遊技玉数の減算を行なわない。また、ＣＵ３
は、ＣＵ３自体の保持している遊技玉数が０玉の場合、減算を行なわない。
【０１８８】
　「アウト口通過玉数」は、アウト口１５４を通過した玉の個数（送信時に複数の通過玉
がある場合は合算する）である。
【０１８９】
　「総賞球玉数」は、賞球情報１－ｎの賞球玉数の合計である。この賞球情報１－ｎとは
、たとえば始動口、大入賞口、入賞口（普通入賞口）等の入賞口種別毎の賞球玉数のこと
である。なお、「総賞球玉数」（加算）は、ＣＵ３より送信する「加算要求玉数」は含ま
ない。また、ＣＵ３は保持している遊技玉数に総賞球玉数のデータを加算する。カードを
保持していない状態で総賞球玉数のデータを受信した場合、ＣＵ３は遊技玉数の加算は行
なわない。
【０１９０】
　「計数要求玉数」は、計数要求した遊技玉の個数である。つまり「計数玉数」（減算）
は、ＣＵ３が保持している遊技玉数から減算し、カード持玉数に加算するデータである。
なお、Ｐ台２からＣＵ３に送信する減算玉数のデータに計数玉数は利用しない。また、カ
ードを保持してない状態で該データを受信した場合、ＣＵ３は遊技玉数の減算を行なわな
い。また、ＣＵ３は、ＣＵ３自体の保持している遊技玉数が０玉の場合、減算を行なわな
い。
【０１９１】
　ただし、カードユニット開店状態が開店中から閉店中に変化した場合は、遊技機が保持
している遊技玉を計数して計数玉数として設定する。カードユニット開店状態が開店中の
ときには計数ボタン２８の操作が行なわれたことにより遊技玉を計数して計数玉数として
設定する。しかし、カードユニット開店状態が開店中から閉店中に変化した場合は、計数
ボタン２８の操作を待つことなく自動的に遊技玉を計数して計数玉数として設定する。
【０１９２】
　「計数通番」は、計数用シーケンス番号（０～２５５）であり、計数要求時にシーケン
ス番号を更新（＋１）して通知する。
【０１９３】
　「発射強度」は、遊技玉の発射するための強度である。
　「遊技台状態」は、ＣＵ３からＰ台２に対して状態情報要求のコマンドが送信された時
点の、Ｐ台２の状態を示し、「遊技台状態１」、「遊技台状態２」、「遊技台状態３」、
および「遊技台エラー状態」の情報を含んでいる。
【０１９４】
　「遊技台状態１」のＢｉｔ０は、遊技を許可しているか、禁止しているかを示しており
、“０”のときに遊技許可中であり、“１”のとき遊技禁止中である。Ｂｉｔ１は、ファ
ン（遊技者）がプレイ中（玉を発射している）か否かを示しており、０”のとき待機中（
ファンが球を発射してない状態）、“１”のとき遊技中（ファンが球を発射している状態
）である。ただし、遊技玉が有り、発射ハンドル（打球操作ハンドル２５）をタッチした
状態（タッチセンサに触れた状態）で遊技中となる。
【０１９５】
　Ｂｉｔ２は、遊技玉の有無（遊技玉無の検知）を示している。“０”のとき遊技玉数有
、“１”のとき遊技玉数無である。Ｂｉｔ３は、玉の発射が停止している状態で、全ての
発射した玉の行方が確定しているか否かを示している。つまり、遊技領域２７内の浮遊玉
が全て回収されたか否か示している。ただし、発射停止スイッチ（単発打ちスイッチとも
言う）による玉の発射停止は除く。“０”のとき遊技未完了（全ての玉の行方が未確定の
状態）、“１”のとき遊技完了（全ての玉の行方が確定している状態）である。なお、Ｐ
台２は、玉の発射を停止してから１５秒以上遊技の完了を確認できなかった場合、タイム
アウトし、遊技完了とする。
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【０１９６】
　Ｂｉｔ４は、遊技玉の計数要求の有無（計数ボタン押下の有無）を示しており、“０”
のとき要求無、“１”のとき計数開始時の計数玉の払出要求がある場合である。Ｐ台は、
計数操作が検出されたときに、この計数要求ＯＮの状態情報応答をＣＵ３へ送信し、計数
要求が受領されたか否かを確認する。“１”のとき計数要求である。Ｂｉｔ５は、遊技玉
加算の処理結果を示しており、“０”のとき加算ＯＫ、“１”のとき加算ＮＧである。Ｂ
ｉｔ６～Ｂｉｔ７は予備である。
【０１９７】
　「遊技台状態２」のＢｉｔ０は、大当り情報の大当り１（全ての大当り）を表わし、全
ての大当り中“１”をセットする。Ｂｉｔ１は、大当り情報の大当り２（大当り＋小当り
）を表わし、全ての大当り中および小当り中“１”をセットする。Ｂｉｔ２は、大当り情
報の大当り３（出玉大の大当り）を表わし、出玉が大きい大当り中“１”をセットする。
Ｂｉｔ３は、大当り情報の大当り４（出玉小の大当り）を表わし、出玉が小さい大当り中
“１”をセットする。Ｂｉｔ４は、大当り情報の大当り５（出玉中の大当り）を表わし、
出玉が中間の大当り中“１”をセットする。Ｂｉｔ５～Ｂｉｔ７は予備である。
【０１９８】
　「遊技台状態３」のＢｉｔ０は、遊技状態情報の大当り中＋時短中を表わし、大当り中
および時短中“１”をセットする。Ｂｉｔ１は、遊技状態情報の確変中を表わし、確変中
“１”をセットする。Ｂｉｔ２は、遊技状態情報の時短中を表わし、時短中“１”をセッ
トする。Ｂｉｔ３は、遊技状態情報の変動中を表わし、変動中“１”をセットする。Ｂｉ
ｔ４～Ｂｉｔ７は予備である。
【０１９９】
　「遊技台エラー状態」は、Ｐ台２で発生中のエラーコードを示し、Ｂｉｔ０～Ｂｉｔ５
を用いて各エラーコードを表現している。なお、Ｂｉｔ０～Ｂｉｔ５が全て“０”のとき
にはエラー無である。Ｂｉｔ６は、エラーが発生している場所を特定する情報であり、“
０”のとき払出制御、“１”のとき主制御をそれぞれ表わしている。Ｂｉｔ７は、エラー
の出力方法を示し、“０”のとき発報のみ、“１”のとき発報＋ホールサーバ８０１への
出力を表わしている。
【０２００】
　「不正検知情報」は、ＣＵ３からＰ台２に対して状態情報要求のコマンドが送信された
時点の、Ｐ台２で検知した情報であり、「不正検知状態１」、「不正検知状態２」、「不
正検知情報１」～「不正検知情報４」および「加算通番」の情報を含んでいる。
【０２０１】
　「不正検知状態１」は、主制御基板１６の不正検知情報である。「不正検知状態１」の
Ｂｉｔ０は、“１”のとき電波センサ検知の不正検知情報であることを表わしている。Ｂ
ｉｔ１は、“１”のとき磁気センサ検知不の正検知情報であることを表わしている。Ｂｉ
ｔ２は、“１”のとき不正入賞検知の不正検知情報であることを表わしている。Ｂｉｔ３
～Ｂｉｔ７は予備である。
【０２０２】
　「不正検知状態２」は、払出制御基板１７の不正検知情報である。「不正検知状態２」
のＢｉｔ０は、“１”のときガラス板開放の不正検知情報であることを表わしている。Ｂ
ｉｔ１は、“１”のとき枠本体開放の不正検知情報であることを表わしている。Ｂｉｔ２
は、“１”のとき電波センサ検知の不正検知情報であることを表わしている。Ｂｉｔ３は
、“１”のとき近接センサ異常の不正検知情報であることを表わしている。Ｂｉｔ４は、
“１”のとき賞球ゴト検知の不正検知情報であることを表わしている。ここで、「ゴト」
とは、パチンコやスロットマシンにおいて不正な方法で出玉を獲得する不正行為のことで
ある。Ｂｉｔ５は、“１”のとき複合ゴト検知の不正検知情報であることを表わしている
。Ｂｉｔ６は、“１”のとき不正加算検知の不正検知情報であることを表わしている。Ｂ
ｉｔ７は、“１”のとき夜間枠開放・監視ＳＷ異常検知の不正検知情報であることを表わ
している。
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【０２０３】
　「不正検知情報１」は、賞球センサゴト検知（入賞不整合玉数）の情報を示すデータで
ある。「不正検知情報１」は、「不正検知状態２」のＢｉｔ４が“１”のとき有効となる
。「不正検知情報２」は、複合センサゴト検知（発射／ＯＵＴ不整合玉数）の情報を示す
データである。つまり、発射玉数とアウト玉数（アウト口通過玉数）との不整合を検知し
たときの情報を示すデータである。「不正検知情報２」は、「不正検知状態２」のＢｉｔ
５が“１”のとき有効となる。「不正検知情報３」は、不正加算検知（不正加算玉数）の
情報を示すデータである。「不正検知情報３」は、「不正検知状態２」のＢｉｔ６が“１
”のとき有効となる。「不正検知情報４」は、夜間枠開放情報を示すデータである。「不
正検知情報４」は、「不正検知状態２」のＢｉｔ７が“１”のとき有効となる。
【０２０４】
　「不正検知情報４」のＢｉｔ７は、夜間監視スイッチ異常４が発生しているかを示す情
報で、“０”のとき正常、“１”のとき異常４発生を表わしている。Ｂｉｔ６は、夜間監
視スイッチ異常３が発生しているかを示す情報で、“０”のとき正常、“１”のとき異常
３発生を表わしている。Ｂｉｔ５は、夜間監視スイッチ異常２が発生しているかを示す情
報で、“０”のとき正常、“１”のとき異常２発生を表わしている。Ｂｉｔ４は、夜間監
視スイッチ異常１が発生しているかを示す情報で、“０”のとき正常、“１”のとき異常
１発生を表わしている。Ｂｉｔ０～３は、本体枠開放回数を示す情報で、“０”のとき開
放なし、“１”～“１５”は開放回数を表わしている。なお、開放回数は、１５回までカ
ウントし、１６回以降のカウントは１５回でホールドされる。
【０２０５】
　「加算通番」は、加算用シーケンス番号であり、加算要求時に受信した加算通番をその
まま通知する。ただし、加算通番の連続性が成立しない場合は無応答となる。
【０２０６】
　「不正検知状態３」は、払出制御基板１７の不正検知情報である。「不正検知状態３」
のＢｉｔ０は、“１”のとき他店舗遊技玉検知の不正検知情報であることを表わしている
。Ｂｉｔ１～Ｂｉｔ７は予備である。なお、他店舗遊技玉検知は、たとえばＰ台の回収玉
通過経路にセンサが設けてあり、当該センサが遊技玉に設けてある識別情報（表面の刻印
など）を読取り、自店舗の遊技玉の識別情報と一致するか否かを判定する。不一致の場合
、遊技玉に他店舗の遊技玉が混入しているとして「不正検知状態３」のＢｉｔ０を“１”
にして、ＣＵ３に通知する。
【０２０７】
　「遊技情報」は、ＣＵ３からＰ台２に対して状態情報要求のコマンドが送信された時点
の、Ｐ台２の情報であり、「遊技情報数」、「種別情報１」～「種別情報ｎ」、「賞球情
報１」～「賞球情報ｎ」を含んでいる。
【０２０８】
　「遊技情報数」は、種別情報・賞球情報の個数（ｎ）であり、ｎ＝０～２２（可変長）
である。種別情報は、Ｂｉｔ４からＢｉｔ７までがデータ種別の情報で、遊技情報のデー
タ種別を示しており、“０”のとき情報無、“１”のとき始動口、“２”のとき大入賞口
、“３”のとき入賞口、“４”のとき図柄停止回数である。Ｂｉｔ０からＢｉｔ３までが
データ番号の情報で、遊技情報のデータ種別毎のデータ番号を示しており、“０”のとき
情報無、“１”～“１５”のときそれぞれのデータ番号を表わしている。
【０２０９】
　「種別情報１」～「種別情報ｎ」は、遊技種別情報１～遊技種別情報ｎをそれぞれ示し
、「賞球情報１」～「賞球情報ｎ」は、遊技賞球情報１～遊技賞球情報ｎをそれぞれ示し
ている。
【０２１０】
　ここで、賞球情報は、Ｂｉｔ０からＢｉｔ３までが賞球玉数の情報で、遊技情報のデー
タ種別毎に入賞時の賞球玉数を示しており、“０”のとき情報無、“１”～“１５”のと
き賞球玉数のデータをそれぞれ表わしている。Ｂｉｔ４からＢｉｔ７までが入賞個数の情
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報で、遊技情報のデータ種別毎に入賞個数（累計）を示しており、“０”のとき情報無、
“１”～“１５”のとき入賞個数のデータをそれぞれ表わしている。
【０２１１】
　　　＜＜１１．カード挿入通知、１２．カード挿入応答＞＞
　ＣＵ３からＰ台２に対してカード挿入通知のコマンドが送信される。このカード挿入通
知のコマンドは、Ｐ台２に対してカード挿入を通知するものである。このカード挿入通知
に対応して、Ｐ台２からＣＵ３に対してカード挿入応答のレスポンスが送信される。この
カード挿入応答のレスポンスは、ＣＵ３に対してカード挿入通知を受信した旨の応答であ
る。
【０２１２】
　カード挿入通知のコマンドは、カード挿入時に、Ｐ台２に対して挿入されたカードのカ
ードＩＤと挿入時刻を通知し、「通番」、「コマンド」、「カードＩＤ」、「カード挿入
時刻」、「店舗コード」および「ＳＣ基板ＩＤ」のデータが含まれている。「通番」およ
び「コマンド」は、前述と同じであるので説明を繰返さない。
【０２１３】
　「カードＩＤ」は、ＣＵ３に挿入されたＩＣカードの識別ＩＤ情報であり、Ｐ台２が保
持している遊技玉との紐付に使用する。「カード挿入時刻」は、ＣＵ３のカード挿入／排
出口３０９（図１参照）にＩＣカードが挿入された時刻であり、年情報を２桁ＹＹ、月情
報を２桁ＭＭ、日情報を２桁ＤＤ、時間情報を２桁ｈｈ、分情報を２桁ｍｍ、秒情報を２
桁ｓｓで表されるデータである。カード挿入時刻は、Ｐ台２保持の遊技玉が当日玉か過去
玉かの判断に使用する。
【０２１４】
　「店舗コード」は、ＣＵ３が設置されている店舗識別コードであり、Ｐ台２が保持して
いる遊技玉との紐付に使用する。また、ＣＵ３が店舗移動されたか否かを判定するために
も使用する。ＣＵ３は、自らが設置されている店舗コードを記憶している。なお、店舗コ
ードは、セキュリティ基板３２５より情報付加してＰ台に通知する。「ＳＣ基板ＩＤ」は
、ＣＵ３を識別するためのＳＣ基板ＩＤであり、ＣＵ３が交換されたか否かを判定するた
めに使用する。ＳＣ基板ＩＤは、セキュリティ基板３２５より情報付加してＰ台２に通知
する。Ｐ台２の払出制御部１７１は、これらのカードＩＤ（Ｃ-ＩＤ）やカード挿入時刻
等のカード挿入通知コマンドで通知される情報を記憶する。
【０２１５】
　カード挿入応答のレスポンスは、ＣＵ３に対して正常にカード挿入通知を受信したこと
を通知するもので、「通番」、「コマンド」のデータが含まれている。「通番」および「
コマンド」は、前述と同じであるので説明を繰返さない。
【０２１６】
　　　＜＜１３．カード返却通知、１４．カード返却応答＞＞
　ＣＵ３からＰ台２に対してカード返却通知のコマンドが送信される。このカード返却通
知のコマンドは、Ｐ台２に対してカード返却を通知するものである。このカード返却通知
に対応して、Ｐ台２からＣＵ３に対してカード返却応答のレスポンスが送信される。この
カード返却応答のレスポンスは、ＣＵ３に対してカード返却を応答するものである。
【０２１７】
　カード返却通知のコマンドは、Ｐ台２に対してカード返却を通知するもので、ＣＵ３が
、「カード返却」ボタン押下時に同通知を送信する。カード返却通知には、「通番」、「
コマンド」のデータが含まれている。「通番」および「コマンド」は、前述と同じである
ので説明を繰返さない。
【０２１８】
　カード返却応答のレスポンスは、ＣＵ３に対してカード返却通知の応答を送信するもの
で、「通番」、「コマンド」、「カードＩＤ」、「カード挿入時刻」のデータが含まれて
いる。「通番」、「コマンド」、「カードＩＤ」および「カード挿入時刻」は、前述と同
じであるので説明を繰返さない。なお、ＣＵ３は、カード返却応答の際、コマンドに含ま
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れるカードＩＤと現在挿入中のカードのＩＤとが一致しない場合や、コマンドに含まれる
カード挿入時刻に問題がある場合、カード返却を行なわない、持玉のカードへの書込みを
禁止するなどの処理を行なう。
【０２１９】
　ここで、カード挿入通知時またはカード返却通知時のＰ台２の動作について説明する。
カード挿入通知時に、ＣＵ３で遊技場会員カード／共通会員カード挿入、一般カード挿入
、または一般０円０玉カードへの入金の操作を行なうと、Ｐ台２はカードＩＤおよびカー
ド挿入時刻のバックアップを行なう。カード返却通知時に、ＣＵ３で「カード返却」ボタ
ンの押下の操作を行なうと、Ｐ台２はカードＩＤおよびカード挿入時刻のクリアを行なう
。
【０２２０】
　　　＜＜１５．通信テスト要求、１６．通信テスト応答＞＞
　ＣＵ３からＰ台２に対して、通信テスト要求のコマンドが送信される。この通信テスト
要求のコマンドは、Ｐ台２に対してテストデータを通知するものである。この通信テスト
要求に対応して、Ｐ台２からＣＵ３に対して、通信テスト応答のレスポンスが送信される
。このカード返却応答のレスポンスは、ＣＵ３に対してテストデータを応答するものであ
る。
【０２２１】
　通信テスト要求のコマンドは、Ｐ台２に対してテストデータを通知するものである。な
お、Ｐ台２に対して通知するテストデータは暗号化していない。通信テスト要求のコマン
ドは、「通番」、「コマンド」、および「テストデータ」のデータが含まれている。「通
番」および「コマンド」は、前述と同じであるので説明を繰返さない。「テストデータ」
は、Ｐ台２に対して通知するテスト用のデータで任意のデータである。
【０２２２】
　通信テスト応答のレスポンスは、ＣＵ３に対してテストデータを通知するものである。
なお、ＣＵ３に対して通知するテストデータも暗号化していない。通信テスト応答のレス
ポンスは、「通番」、「コマンド」、および「テストデータ」のデータが含まれている。
「通番」および「コマンド」は、前述と同じであるので説明を繰返さない。「テストデー
タ」は、ＣＵ３に対して通知するテスト用のデータで任意のデータである。
【０２２３】
　　＜ＣＵとＰ台との通信における主なシーケンス＞
　　　＜＜コマンド、レスポンスの送信＞＞
　まず、ＣＵ３とＰ台２との間でのコマンドおよびレスポンスの送信について説明する。
ＣＵ３（１次局）からＰ台２（２次局）に対してコマンドが送信され、Ｐ台２はそのコマ
ンドに応答してレスポンスをＣＵ３に返信する。つまり、業務電文の送信は、ＣＵ３を１
次局、Ｐ台２を２次局としたコマンド／レスポンス方式である。
【０２２４】
　ＣＵ３からＰ台２への最初のコマンドの送信から次のコマンドの送信までの期間が、２
００ｍｓすなわち０．２秒に制御される。またＰ台２からＣＵ３へのレスポンスの送信を
行なった後次のレスポンスの送信までの期間が２００ｍｓすなわち０．２秒に制御される
。
【０２２５】
　このように、ＣＵ３とＰ台２との間で２００ｍｓの間隔でコマンドおよびレスポンスの
双方が送信される。一方、Ｐ台２は、打球操作ハンドル２５を操作することによって、１
分間に１００発のパチンコ玉が遊技領域２７内に打込まれるから、打球発射時間間隔は、
０．６秒である。その結果、玉を１発発射する間に複数のコマンドおよびレスポンスが送
受信されることになる。
【０２２６】
　それゆえ、Ｐ台２からＣＵ３へは、遊技玉数の変化量を通知するためのレスポンスが玉
の発射時間間隔よりも短い間隔で次々と送信されることになる。その結果、Ｐ台２は、遊
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技玉数の変化量を細やかにＣＵ３に対して通知可能となる。
【０２２７】
　なお、ここでは、コマンドおよびレスポンスの送信間隔を２００ｍｓにしたが、送信間
隔をこれよりも長い間隔としても、また、より短い間隔としてもよく、たとえば、その送
信間隔をＰ台２の発射時間間隔と一致させることも考えられる。
【０２２８】
　　　＜＜ＣＵ側の通信回線断検知＞＞
　次に、ＣＵ３側で通信断が検知された場合の処理について説明する。ＣＵ３がＰ台２に
対してコマンドを送信してから２００ｍｓ間にレスポンスを受信できなかった場合、再度
同じコマンドをＰ台２に送信する。さらにその２００ｍｓ後までの間にレスポンスを受信
できなかった場合には、同じコマンドをＰ台２に送信するという２回目の再送を行なう。
同じコマンドを最大１４回までＰ台２に再送する。１４回目の再送を行なってもＰ台２か
らレスポンスを受信できなかった場合、ＣＵ３は３秒後に通信異常と判断して「通信断」
とする。この通信異常は、ＣＵ３のコネクタとＰ台２のコネクタとが離脱している場合あ
るいは接続配線の断線さらにはＰ台２の電源断などの原因が考えられる。ＣＵ３は、コマ
ンドの再送時に通番のカウントアップを行なわない。
【０２２９】
　　　＜＜Ｐ台側の通信回線断検知＞＞
　Ｐ台２側で通信断を検知した場合の処理について説明する。ＣＵ３からＰ台２へコマン
ドが送信され、Ｐ台２ではそのコマンドに応答してレスポンスをＣＵ３に返信する。その
後ＣＵ３からのコマンドがＰ台２に送信されてこない状態が３秒間継続した場合、Ｐ台２
は通信断と判断し、発射モータ１８の駆動を停止させて遊技を停止する。この通信断の発
生原因も、ＣＵ３のコネクタとＰ台２のコネクタとの離脱、接続配線の断線、あるいはＣ
Ｕ３の電源断などが考えられる。
【０２３０】
　なお、Ｐ台２側で通信断を検知するコマンド、レスポンスには、リカバリ要求／リカバ
リ応答、リカバリ要求２／リカバリ応答２、通信開始要求／通信開始応答、通知終了要求
／通信終了応答、および通信テスト要求／通信テスト応答のコマンド、レスポンスを含ま
ない。
【０２３１】
　　　＜＜電源投入＞＞
　次に、電源投入時の接続シーケンスの処理について説明する。図６に示すシーケンス処
理は、ＣＵ３とＰ台２との通信が正常に終了した後の通信再開時に実行される処理である
。具体的には、カードが挿入されていない待機中において、ＣＵ３の電源をＯＦＦにした
後の通信再開時に実行される。典型例は、遊技場において１日の営業が終了して電源を立
下げ、翌日営業開始時に電源を立上げる場合である。
【０２３２】
　まず、電源を投入する。電源投入時においては、Ｐ台２では発射モータ１８を停止させ
て遊技を停止させてから通信を開始する。その後、認証シーケンスが開始され、Ｐ台２か
らＣＵ３に対して、メインチップＩＤと払出チップＩＤとが含まれる情報が送信される。
ＣＵ３は、受信したメインチップＩＤと払出チップＩＤとを上位の管理サーバへ送信して
メインチップＩＤと払出チップＩＤとが正規に登録されているか否か照会してもらいその
結果を返信してもらう。正規に登録されていれば適正な認証結果となる。
【０２３３】
　認証シーケンス後、ＣＵ３は、前回最終送信通番および前回最終送信計数通番を含むリ
カバリ要求をＰ台２へ送信し、Ｐ台２に対してリカバリ情報を要求する。Ｐ台２は、ＣＵ
３より通知された前回最終送信計数通番を参照して、計数リカバリ処理を実行する。具体
的に、Ｐ台２は、前回最終送信計数通番を参照して、ＣＵ３が計数処理を実施していなか
った場合、計数要求をなかったものとし、ＣＵ３が計数処理を実施済の場合、計数前の遊
技玉数から計数玉数を減算して遊技玉を確定する。
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【０２３４】
　計数リカバリ処理の実行後、Ｐ台２は、Ｐ台２内部（具体的には払出制御基板１７）で
バックアップしている遊技情報リカバリデータをレスポンスとしてＣＵ３へ返信する（リ
カバリ応答）。リカバリ情報としては、前回最終送信通番、前回挿入中カードＩＤ、前回
カード挿入時刻、前回最終送信加算通番および前回遊技台情報などが含まれている。
【０２３５】
　リカバリ応答を受けたＣＵ３では、リカバリ情報に含まれる前回最終送信加算通番の処
理を実行していなかった場合、リカバリ情報に含まれる前回遊技台情報を使用してＣＵ３
の加算リカバリ処理を実施する。ＣＵ３は、加算玉リカバリ処理を実施する場合、Ｐ台２
に対して、リカバリ要求２をＰ台２へ送信し、Ｐ台２に対してリカバリデータを送信する
。このリカバリデータには、前回最終送信通番、および加算玉数が含まれている。
【０２３６】
　それを受けたＰ台２では、受信したリカバリデータに基づいて加算リカバリ処理を実行
し、その結果をレスポンスとしてＣＵ３へ返信する（リカバリ応答２）。なお、Ｐ台２が
加算玉数を受けられない状態の場合はリカバリ結果としてリカバリ処理ＮＧを応答する。
【０２３７】
　このリカバリ処理は、ＣＵ３とＰ台２との間での互いのデータの整合性を回復するため
の処理であり、電源起動時に実行されるばかりでなく、トラブルが発生し復旧したときに
も、実行される。
【０２３８】
　ＣＵ３は、リカバリ要求などのコマンドを送信する度に通番をカウントアップする。た
だし、コマンドの再送時の際にはカウントアップしない。Ｐ台２は、前回受信した通番と
同じ通番のコマンドを受信した場合には、通信不良が発生してＣＵ３がコマンドを再送し
たと判断する。ＣＵ３はコマンドの送信し、同じ通番のレスポンスがＰ台２から通知され
た時に通番をバックアップする。Ｐ台２は、受信したコマンドに対応するレスポンスを送
信する際に、受信した通番をそのままＣＵ３に通知する。Ｐ台２はレスポンスの送信時に
通番をバックアップする。
【０２３９】
　ＣＵ３は、認証シーケンスが終了した後、通番を“１”としてリカバリ要求のコマンド
をＰ台２に送信する。Ｐ台２は、受信した通番“１”をそのままリカバリ応答のレスポン
スとしてＣＵ３に返信する。さらに、ＣＵ３は、通番を“２”としてリカバリ要求２のコ
マンドをＰ台２に送信する。Ｐ台２は、受信した通番“２”をそのままリカバリ応答２の
レスポンスをＣＵ３に返信する。
【０２４０】
　その後、ＣＵ３は、通番をカウントアップして“３”として、通信開始要求のコマンド
をＰ台２へ送信する。なお、ＣＵ３は、リカバリ要求２を送信しなかった場合、通番は１
カウントダウン（－１）した“２”となる。Ｐ台２では、それを受けて、リカバリデータ
をクリアする。そして、Ｐ台２は、受信した通番“３”のまま、通信開始応答のレスポン
スをＣＵ３へ返信する。これ以降、ＣＵ３とＰ台２との間で、状態情報要求のコマンドと
状態情報応答のレスポンスとの送受信が行なわれる。
【０２４１】
　ＣＵ３は、通番をカウントアップして“４”として、状態情報要求のコマンドをＰ台２
へ送信する。Ｐ台２は、それを受けて、遊技台情報、遊技情報および前回最終送信通番を
更新し、更新したデータを状態情報応答のレスポンスの送信毎にバックアップする。そし
て、Ｐ台２は、受信した通番“４”のまま、状態情報応答のレスポンスをＣＵ３に返信す
る。
【０２４２】
　ＣＵ３は、それを受けて、前回最終送信通番を更新し、更新したデータを状態情報応答
のレスポンスの受信毎にバックアップする。
【０２４３】
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　その後、ＣＵ３は、通番をカウントアップして“５”として、状態情報要求のコマンド
をＰ台２へ送信し、Ｐ台２は、受信した通番“５”のまま、状態情報応答のレスポンスを
ＣＵ３に返信する。
【０２４４】
　　　＜＜カード挿入＞＞
　カードが挿入されたときのＣＵ３およびＰ台２の処理について説明する。図７に示すＣ
Ｕ３は、カード挿入前、通番＝ｎ、カード返却準備状態＝ＯＦＦを含む状態情報要求のコ
マンドをＰ台２へ送信する。Ｐ台２では、それを受けて、通番＝ｎ、遊技禁止を含む状態
情報応答のレスポンスをＣＵ３に返信する。
【０２４５】
　その後、ＣＵ３では、カードが挿入されると、カードリーダライタにカードを取込む指
令信号を出力するとともに、取込んだカードに記録されている情報（カードＩＤ等）をカ
ードリーダライタが読取って、その読取り情報を受信する等の、カード挿入時処理が実行
される。
【０２４６】
　ＣＵ３は、カードの挿入が行なわれた後の所定期間、カード情報問合せ中の状態になる
。これは、挿入されたカードの適否や当該遊技場で登録されている遊技場会員カード／共
通会員カードであるか否か、あるいは持玉、貯玉やカード残額等をたとえばホールサーバ
８０１に問合せて認証している最中であることを表示器３１２に表示するとともにＰ台２
側の表示器５４に表示させる処理を実行している最中であることを意味している。
【０２４７】
　ＣＵ３は、表示器３１２に挿入されたカードの問合せ中であることを表示している間、
挿入されたカードを認証していないので、通番＝ｎ＋１、カード返却準備状態＝ＯＦＦを
含む状態情報要求のコマンドをＰ台２へ送信する。Ｐ台２では、それを受けて、通番＝ｎ
＋１、遊技禁止を含む状態情報応答のレスポンスをＣＵ３に返信する。なお、Ｐ台２側の
表示器５４は、ＣＵ３の表示制御部３５０により表示制御が行なわれ、カードの問合せ中
である旨の表示がなされる。
【０２４８】
　その後、ＣＵ３は、挿入されたカードが認証されると、そのカードのカードＩＤとカー
ド挿入時刻とをＣＵ制御部３２３のＲＡＭに記憶させるとともに、通番＝ｎ＋２、カード
ＩＤ、カード挿入時刻、店舗コードおよびＳＣ基板ＩＤを含むカード挿入通知のコマンド
をＰ台２へ送信する。なお、店舗コードおよびＳＣ基板ＩＤは、カード挿入通知のコマン
ドがセキュリティ基板３２５を通過するときに当該コマンドに付加される情報である。Ｐ
台２では、それを受けて、受信したカードＩＤ、カード挿入時刻、店舗コードおよびＳＣ
基板ＩＤのデータを払出制御部１７１のＲＡＭ等にバックアップするとともに、通番＝ｎ
＋２を含むカード挿入応答のレスポンスをＣＵ３に返信する。なお、ＣＵ３においても、
挿入されたカードのカードＩＤをＣＵ制御部３２３のＲＡＭ等に記憶する。
【０２４９】
　ＣＵ３は、それを受けて、通番＝ｎ＋３、カード返却準備状態＝ＯＮを含む状態情報要
求のコマンドをＰ台２へ送信することで、カード挿入中である状態をＰ台２に対して通知
する。Ｐ台２は、カード挿入中である状態の通知を受けて遊技を許可し、通番＝ｎ＋３、
遊技許可を含む状態情報応答のレスポンスをＣＵ３に返信することで、遊技許可中である
状態をＣＵ３に対して通知する。
【０２５０】
　カード挿入中、ＣＵ３は、通番＝ｎ＋４、カード返却準備状態＝ＯＮを含む状態情報要
求のコマンドをＰ台２へ送信し、Ｐ台２は、通番＝ｎ＋４、遊技許可を含む状態情報応答
のレスポンスをＣＵ３に返信する。
【０２５１】
　　　＜＜プリペイド貸出＞＞
　次に、挿入されたカードのプリペイド残額から遊技玉を貸出すときの処理について説明
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する。図８に示すシーケンス処理では、挿入されたカードに記録されているプリペイド残
額が５００円で、遊技玉数が５０玉である。まず、ＣＵ３は、通番＝ｎ、遊技玉加算要求
＝ＯＦＦ、加算通番＝ｍを含む状態情報要求のコマンドをＰ台２へ送信する。それを受け
て、Ｐ台２は、通番＝ｎ、遊技玉数＝５０、加算通番＝ｍを含む状態情報応答のレスポン
スをＣＵ３に返信する。このように、加算要求が発生していない間は、加算通番が更新さ
れることはない。
【０２５２】
　その後、遊技者が１回「貸出」ボタンを押下する貸出操作（玉貸操作）を行なうことに
より、ＣＵ３は、残額の５００円分すなわち１２５玉の貸出を行なう。ＣＵ３は、表示器
５４または表示器３１２に表示された玉貸ボタン（貸出ボタン）が操作された場合（ステ
ップＳ３０１）、後述するのめり込み判断処理を実行し（ステップＳ３０２）、のめり込
み判断処理の結果、のめり込みフラグがオン状態とされたか否かを判断する（ステップＳ
３０３）。のめり込みフラグは、遊技者が遊技にのめり込んでいる状態と判断できるか否
かを示すフラグである。のめり込み判断処理については、後述する。
【０２５３】
　ＣＵ３は、のめり込みフラグがオン状態であると判断した場合（ステップＳ３０３でＹ
ＥＳと判断した場合）、つまり、遊技者が遊技にのめり込んでいる状態と判断できる場合
は、玉貸しをせずに、貸出ボタンの押下に対する処理を終了する。
【０２５４】
　一方、のめり込みフラグがオン状態でないと判断した場合（ステップＳ３０３０でＮＯ
と判断した場合）、つまり、遊技者が遊技にのめり込んでいないと判断できる場合は、５
００円分のプリペイド消費を確定させるとともに、加算玉数＝１２５のデータをバックア
ップする。このように、残額消費は、貸出操作が行なわれた段階でＣＵ３側単独で確定す
る。その後、ＣＵ３は加算表示中となる。この加算表示中では、残額から１２５玉分引落
して遊技玉に加算している最中であることを表示器５４に表示させる。
【０２５５】
　次に、ＣＵ３は、Ｐ台２に対して遊技玉の加算要求を行なう。そのため、ＣＵ３は、通
番＝ｎ＋１、遊技玉加算要求＝ＯＮ、加算玉数＝１２５および加算通番＝ｍ＋１を含む状
態情報要求のコマンドをＰ台２へ送信する。通番をカウントアップして“ｎ＋１”とする
とともに、遊技玉の加算要求を行なうため、加算通番もカウントアップして“ｍ＋１”と
する。ＣＵ３は、加算通番を“ｍ＋１”にカウントアップするとともに、前回最終送信加
算通番を“ｍ＋１”に更新して、そのデータをバックアップする。それを受けて、Ｐ台２
は、遊技玉数＝５０（現在の遊技玉数）＋１２５（加算玉数）＝１７５に遊技玉数を更新
し、前回最終送信加算通番を“ｍ＋１”に更新して、そのデータをバックアップする。そ
して、Ｐ台２は、ＣＵ３に対して遊技玉数＝１７５および遊技玉加算結果＝ＯＫを通知す
るため、通番＝ｎ＋１、加算玉数＝１７５、遊技玉加算結果＝ＯＫおよび加算通番＝ｍ＋
１を含む状態情報応答のレスポンスをＣＵ３に返信する。遊技玉の加算要求に対する応答
であるため、加算通番をカウントアップせずに、そのまま“ｍ＋１”とする。
【０２５６】
　その後、ＣＵ３は、通番＝ｎ＋２、遊技玉加算要求＝ＯＦＦおよび加算通番＝ｍ＋１を
含む状態情報要求のコマンドをＰ台２へ送信し、Ｐ台２は、通番＝ｎ＋５、加算玉数＝１
７５および加算通番＝ｍ＋１を含む状態情報応答のレスポンスをＣＵ３に返信する。遊技
玉の加算要求がＯＦＦの場合、状態情報要求および状態情報応答は、通番をカウントアッ
プするが、加算通番はカウントアップしない。
【０２５７】
　　　＜＜のめり込み判断処理＞＞
　前述の図８のステップＳ３０１で貸出ボタンが押下された場合、および、後述の図１６
のステップＳ３０５でカード返却ボタンが押下されたと判断された場合、ＣＵ３によって
、のめり込み判断処理が実行される。
【０２５８】
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　図９は、ＣＵ３によって実行されるのめり込み判断処理の流れを示すフローチャートで
ある。図９を参照して、まず、ＣＵ３のＣＵ制御部３２３は、のめり込みフラグがすでに
オン状態であるか否かを判断する（ステップＳ３１１）。のめり込みフラグは、図８で前
述したが、遊技者が遊技にのめり込んでいる状態と判断できるか否かを示すフラグである
。
【０２５９】
　のめり込みフラグがオン状態でないと判断した場合（ステップＳ３１１でＮＯと判断し
た場合）、つまり、遊技者が遊技にのめり込んでいる状態でないと判断できる場合、ＣＵ
制御部３２３は、のめり込み監視中フラグがオン状態であるか否かを判断する（ステップ
Ｓ３１２）。のめり込み監視中フラグは、遊技者ののめり込みの監視中であるか否かを示
すフラグである。
【０２６０】
　のめり込み監視中フラグがオン状態でないと判断した場合（ステップＳ３１２でＮＯと
判断した場合）、つまり、遊技者ののめり込みの監視中でないと判断した場合、ＣＵ制御
部３２３は、のめり込み監視中フラグをオン状態にする（ステップＳ３１３）。
【０２６１】
　そして、ＣＵ制御部３２３は、カメラ３９９を制御して、遊技者の顔画像を撮影して、
ＲＡＭに記憶させる（ステップＳ３１４）。また、カードが受付けられている場合は、Ｃ
Ｕ制御部３２３は、そのカードＩＤを監視中ＩＤとしてＲＡＭに記憶させる（ステップＳ
３１５）。
【０２６２】
　ホールサーバ８０１は、遊技者の顔画像に対応付けて、その遊技者が当日に遊技に使用
した金額の累計である累計消費金額と、のめり込み防止のモードと、のめり込み防止の判
断基準の設定額とを対応付けて記憶している。
【０２６３】
　図１０は、のめり込み防止に関する設定可能なパラメータを示す図である。図１０を参
照して、のめり込み防止のモード設定としては、のめり込み防止の判断基準を満たすと遊
技を禁止するモード「禁止」と、再び遊技を可能とするための手間が比較的多いモード「
高」と、再び遊技を可能とするための手間が比較的少ないモード「低」とが含まれる。デ
フォルトでは、モード設定は、モード「高」に設定される。
【０２６４】
　のめり込みの判断基準の設定額は、１０，０００円から１００，０００円まで１０，０
００円刻みで設定可能となっている。デフォルトでは、設定額は、３０，０００円とされ
る。
【０２６５】
　これらのモード設定および設定額の配信の設定は、一括してすべてのＣＵ３に送信する
「一括」、または、個別にＣＵ３に送信する「個別」のいずれかである。デフォルトでは
、「一括」に設定される。「一括」に設定された場合は、ホールサーバ８０１で設定され
た１組のモード設定および設定額が、ホールサーバ８０１で管理されているすべてのＣＵ
３に送信される。「個別」に設定された場合は、ホールサーバ８０１で各ＣＵ３に対して
個別に、モード設定および設定額が送信される。
【０２６６】
　図９に戻って、ＣＵ３では、ＣＵ制御部３２３は、ステップＳ３１４で撮影された顔画
像に対応付けて、ホールサーバ８０１に記憶されている累計消費金額、モード設定および
設定額を、ホールサーバ８０１から取得して、ＲＡＭに記憶させる（ステップＳ３１６）
。なお、撮影された顔画像に対応付けてこれらのデータが記憶されていない場合は、ＣＵ
制御部３２３は、撮影した顔画像に加えて、モード設定としてはデフォルトのモード「高
」を記憶させ、累計消費金額としては「０円」を記憶させる。
【０２６７】
　のめり込み監視中フラグがオン状態であると判断した場合（ステップＳ３１２でＹＥＳ
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と判断した場合）、つまり、遊技者ののめり込みの監視中であると判断した場合、および
、ステップＳ３１６の後、つまり、のめり込みの監視中とされた後、ＣＵ制御部３２３は
、表示器５４または表示器３１２に表示された玉貸ボタンが操作されたか否かを判断する
（ステップＳ３２１）。
【０２６８】
　玉貸ボタンが操作されたと判断した場合（ステップＳ３２１でＹＥＳと判断した場合）
、ＣＵ制御部３２３は、ＲＡＭの累計消費金額に単位玉貸額（ここでは、図８で示すよう
に５００円）を加算する（ステップＳ３２２）。こののめり込み判断処理が、図８の玉貸
の処理のサブルーチンとして実行されている場合は、ステップＳ３２１の判断は、必ず、
ＹＥＳとなる。一方、こののめり込み判断処理が、図１６のカード返却の処理のサブルー
チンとして実行されている場合は、ステップＳ３２１の判断は、ＮＯとなり、累計消費金
額には何も加算されない。
【０２６９】
　玉貸ボタンが操作されていないと判断した場合（ステップＳ３２１でＮＯと判断した場
合）、および、ステップＳ３２２の後、ＣＵ制御部３２３は、累計消費金額が、ＲＡＭに
記憶している設定額を超えたか否かを判断する（ステップＳ３２３）。
【０２７０】
　累計消費金額が設定額を超えたと判断した場合（ステップＳ３２３でＹＥＳと判断した
場合）、ＣＵ制御部３２３は、のめり込みフラグをオン状態にし、表示器５４または表示
器３１２に表示されている玉貸ボタンに覆い被さるように、モードに応じた注意喚起表示
を表示させ、玉貸しボタンを不能動化させる（ステップＳ３２４）。
【０２７１】
　累計消費金額が設定額を超えていないと判断した場合（ステップＳ３２３でＮＯと判断
した場合）、および、ステップＳ３２４の後、ＣＵ制御部３２３は、実行する処理を呼出
元の処理に戻す。
【０２７２】
　図１１は、モード「低」時ののめり込み防止のための画面の遷移を示す図である。図１
２は、モード「高」時ののめり込み防止のための画面の遷移を示す図である。図１３は、
モード「禁止」時ののめり込み防止のための画面の遷移を示す図である。
【０２７３】
　図１１から図１３を参照して、注意喚起表示を表示させていない通常時には、図１１（
Ａ）、図１２（Ａ）および図１３（Ａ）で示すように、受付けられているプリペイド残額
を示す「残額５０００円」といった表示と、受付けられたカードに対応付けて管理されて
いる持玉の数を示す「持玉１０，０００玉」といった表示と、および、受付けられたカー
ドに対応付けて管理されている貯玉の数を示す「貯玉２０，０００玉」といった表示とに
加えて、カード返却ボタン、玉貸しボタンおよび再プレイボタンが表示される。
【０２７４】
　モード「低」時およびモード「高」時に、設定額を超過した場合には、図１１（Ｂ）お
よび図１２（Ｂ）で示すそれぞれ同様の画面が表示される。具体的には、玉貸ボタンの一
部に覆い被さるように、「のめり込まないように！」といった遊技者にのめり込みに対す
る注意喚起をするための表示と当該注意喚起表示を消去するための「確認」ボタンとを含
む画像が、注意喚起表示として表示される。
【０２７５】
　モード「禁止」時に、設定額を超過した場合には、図１３（Ｂ）で示す画面が表示され
る。具体的には、玉貸ボタンの一部に覆い被さるように、「のめり込まないように！（店
員をお呼びください）」といった遊技者にのめり込みに対する注意喚起をするための表示
を含む画像が、注意喚起表示として表示される。
【０２７６】
　このように、モード「低」時およびモード「高」時とは異なり、モード「禁止」時には
「確認」ボタンが表示されないため、遊技者は、注意喚起表示を消去することができない
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。
【０２７７】
　のめり込みフラグがオン状態であると判断した場合（ステップＳ３１１でＹＥＳと判断
した場合）、つまり、遊技者が遊技にのめり込んでいる状態であると判断できる場合、Ｃ
Ｕ制御部３２３は、カメラ３９９を制御して、遊技者の顔画像を撮影する。
【０２７８】
　そして、ＣＵ制御部３２３は、撮影した遊技者の顔画像が、ＲＡＭに記憶している遊技
者の顔画像から変化したか否かを判断する（ステップＳ３３２）。顔画像が変化していな
いと判断した場合（ステップＳ３３２でＮＯと判断した場合）、受付けられているカード
のカードＩＤが変化したか否かを判断する（ステップＳ３３３）。
【０２７９】
　顔画像またはカードＩＤの少なくともいずれか一方が変化したと判断した場合（ステッ
プＳ３３２でＹＥＳと判断した場合、または、ステップＳ３３３でＹＥＳと判断した場合
）、ＣＵ制御部３２３は、のめり込み監視中フラグをオフ状態とし、ＲＡＭに記憶してい
る顔画像、累計消費金額、モード設定、および、設定額を消去する（ステップＳ３３４）
。
【０２８０】
　顔画像およびカードＩＤの両方が変化していないと判断した場合（ステップＳ３３２お
よびステップＳ３３３でＮＯと判断した場合）、および、ステップＳ３３４の後、ＣＵ制
御部３２３は、ＲＡＭに記憶されているモードがモード「低」であるか否かを判断する（
ステップＳ３３５）。
【０２８１】
　モード「低」であると判断した場合（ステップＳ３３５でＹＥＳと判断した場合）、Ｃ
Ｕ制御部３２３は、図１１（Ｂ）で示した確認ボタンが操作されたか否かを判断する（ス
テップＳ３３６）。確認ボタンが操作されていないと判断した場合（ステップＳ３３６で
ＮＯと判断した場合）、ＣＵ制御部３２３は、実行する処理をこの処理の呼出元の処理に
戻す。
【０２８２】
　一方、モード「低」でないと判断した場合（ステップＳ３３５でＮＯと判断した場合）
、ＣＵ制御部３２３は、ＲＡＭに記憶されているモードがモード「禁止」であるか否かを
判断する（ステップＳ３３７）。
【０２８３】
　モード「禁止」であると判断した場合（ステップＳ３３７でＹＥＳと判断した場合）、
ＣＵ制御部３２３は、店員によるＣＵ３のリセット操作があったか否かを判断する（ステ
ップＳ３３８）。リセット操作がないと判断した場合（ステップＳ３３８でＮＯと判断し
た場合）、ＣＵ制御部３２３は、ステップＳ３３８の処理を繰返す。つまり、店員のリセ
ット操作がない限り、先の処理には進められない。
【０２８４】
　モード「低」時で図１１（Ｂ）の画面表示時に確認ボタンが操作されたと判断した場合
（ステップＳ３３６でＹＥＳと判断した場合）、および、モード「禁止」時で図１３（Ｂ
）の画面表示時にリセット操作があったと判断した場合（ステップＳ３３８でＹＥＳと判
断した場合）、ＣＵ制御部３２３は、のめり込みフラグをオフ状態にし、それぞれ、図１
１（Ｃ）および図１３（Ｃ）で示すように注意喚起表示を消し、玉貸ボタンを能動化させ
る。その後、ＣＵ制御部３２３は、実行する処理をこの処理の呼出元の処理に戻す。
【０２８５】
　モード「禁止」でないと判断した場合（ステップＳ３３７でＮＯと判断した場合）、Ｃ
Ｕ制御部３２３は、ＲＡＭに記憶されているモードがモード「高」であるか否かを判断す
る（ステップＳ３４１）。モード「高」でないと判断した場合（ステップＳ３４１でＮＯ
と判断した場合）、ＣＵ制御部３２３は、実行する処理をこの処理の呼出元の処理に戻す
。
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【０２８６】
　モード「高」であると判断した場合（ステップＳ３４１でＹＥＳと判断した場合）、Ｃ
Ｕ制御部３２３は、図１２（Ｂ）で示した確認ボタンが操作されたか否かを判断する（ス
テップＳ３４２）。確認ボタンが操作されたと判断した場合（ステップＳ３４２でＹＥＳ
と判断した場合）、ＣＵ制御部３２３は、図１２（Ｃ）で示すように、玉貸ボタンの全部
に覆い被さる「カード返却で操作可」といった表示を含む画像が表示されることで、玉貸
ボタンは不能動化のまま、図１２（Ｂ）で示した注意喚起表示は消去される（ステップＳ
３４３）。その後、ＣＵ制御部３２３は、実行する処理をこの処理の呼出元の処理に戻す
。
【０２８７】
　一方、図１２（Ｂ）で示した確認ボタンが操作されていないと判断した場合（ステップ
Ｓ３４２でＮＯと判断した場合）、ＣＵ制御部３２３は、玉貸ボタン不能動化中であるか
否か、つまり、図１２（Ｂ）または図１２（Ｃ）の画面が表示中であるか否かを判断する
（ステップＳ３４４）。玉貸ボタン不能動化中でないと判断した場合（ステップＳ３４４
でＮＯと判断した場合）、ＣＵ制御部３２３は、実行する処理をこの処理の呼出元の処理
に戻す。
【０２８８】
　一方、玉貸ボタン不能動化中であると判断した場合（ステップＳ３４４でＹＥＳと判断
した場合）、つまり、図１２（Ｂ）または図１２（Ｃ）の画面が表示中であると判断した
場合、ＣＵ制御部３２３は、表示器５４または表示器３１２に表示されているカード返却
ボタンが操作されたか否かを判断する（ステップＳ３４５）。
【０２８９】
　カード返却ボタンが操作されていないと判断した場合（ステップＳ３４５でＮＯと判断
した場合）、ＣＵ制御部３２３は、実行する処理をこの処理の呼出元の処理に戻す。
【０２９０】
　一方、カード返却ボタンが操作されたと判断した場合（ステップＳ３４５でＹＥＳと判
断した場合）、ＣＵ制御部３２３は、のめり込みフラグをオフ状態とし、図１２（Ｄ）で
示すように玉貸ボタンに覆い被さる表示を消去することで、玉貸ボタンを能動化する（ス
テップＳ３４６）。その後、ＣＵ制御部３２３は、実行する処理をこの処理の呼出元の処
理に戻す。
【０２９１】
　（１）　このように、ＣＵ３によって、受付けた金額に応じてＰ台２でのパチンコ遊技
を可能にするための図８で示すような玉貸の処理を実行させるための玉貸ボタンを示す画
像が、表示器５４または表示器３１２に表示され、表示画面上での遊技者の操作の検知に
基づいて、表示された玉貸ボタンの操作が受付けられたか否かが判断され、遊技の量を示
す指標が所定基準に達したか否かが判断され、指標が所定基準に達したと判断されたこと
に応じて、玉貸ボタンを示す画像の一部に覆い被さる注意喚起表示が、表示され、注意喚
起表示が表示されているときには、玉貸ボタンの操作の受付に応じた玉貸の処理が不能動
化される。
【０２９２】
　このため、遊技の量がある基準に達すると、パチンコ遊技を可能にすることができなく
なる。また玉貸ボタンを示す画像の一部に覆い被さる注意喚起表示がされるので、玉貸の
処理ができず、パチンコ遊技を可能にすることができなくなったことを遊技者に分かり易
く知らせることができる。その結果、遊技へののめり込みを効果的に防止することができ
る。
【０２９３】
　（２）　上述した実施の形態においては、ＣＵ３によって、パチンコ玉の払出しに用い
られた金額が所定の設定額に達したか否かが判断されることで、指標が所定基準に達した
か否かが判断されるようにした。
【０２９４】
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　このため、パチンコ玉の払出しに用いられた金額が設定額に達すると、遊技を可能にす
ることができなくなる。その結果、遊技へののめり込みを効果的に防止することができる
。なお、所定の設定額に達するまでの紙幣の投入回数に応じて、喚起表示の態様を異なら
せるようにしてもよい。
【０２９５】
　（３）　しかし、設定値に達したか否かが判断される金額は、当日のパチンコ玉の払出
しに用いられた金額に限定されず、３日間など所定期間のパチンコ玉の払出しに用いられ
た金額であってもよい。
【０２９６】
　（４）　また、これに限定されず、遊技が行なわれている時間（たとえば、当日の遊技
時間であってもよいし、３日間など所定期間の遊技時間であってもよい）が所定時間に達
したか否かが判断されることで、指標が所定基準に達したか否かが判断されるようにして
もよい。これによっても同様の効果を得ることができる。
【０２９７】
　（５）　また、遊技が行なわれた回数（たとえば、当日の台移動回数であってもよいし
、１週間など所定期間の他店を含めた来店回数であってもよい）が所定回数に達したか否
かが判断されることで、指標が所定基準に達したか否かが判断されるようにしてもよい。
これによっても同様の効果を得ることができる。
【０２９８】
　（６）　前述した実施の形態においては、所定基準は、遊技場内の管理装置であるホー
ルサーバ８０１から設定可能であることとした。このため、管理装置が設置されている場
所からまとめて所定基準を変更することができる。その結果、遊技へののめり込みを効果
的に防止することができる。この場合に、遊技者ごと、ＣＵ３ごと、遊技機島ごと、機種
ごと、遊技媒体貸出単価（たとえば、パチンコ玉１玉１円または４円、メダル１枚５円ま
たは２０円）ごと、大当り確率ごとに、所定基準が設定可能であることとしてもよい。
【０２９９】
　（７）　しかし、これに限定されず、所定基準は、各ＣＵ３などの各遊技用装置で設定
可能であることとしてもよい。これにより、各遊技用装置に所定基準を細やかに変更する
ことができる。その結果、遊技へののめり込みを効果的に防止することができる。
【０３００】
　（８）　また、所定基準は、遊技場外の管理装置から設定可能であることとしてもよい
。具体的には、遊技場外の管理装置で、所定基準が設定されて、設定された所定基準が、
当該管理装置で管理される遊技場の遊技用装置に送信され、各遊技用装置で受信された所
定基準が記憶されるようにする。これにより、遊技場外からまとめて所定基準を変更する
ことができる。その結果、遊技へののめり込みを効果的に防止することができる。
【０３０１】
　（９）　前述した実施の形態においては、ＣＵ３によって、管理装置としてのホールサ
ーバ８０１で遊技者を特定可能な情報（たとえば、カメラ３９９で撮影された顔画像、カ
ードＩＤ）に対応付けて累積されて計数されている指標が、所定基準に達したか否かが判
断されるようにした。
【０３０２】
　具体的には、上述したように、ホールサーバ８０１では、顔画像に対応付けられて累計
消費金額などが記憶されている。のめり込みフラグおよびのめり込み監視中フラグがオフ
である場合、つまり、遊技者がのめり込み状態でないと判断され、未だ、のめり込みを監
視していない場合は、まず、図９のステップＳ３１６で、ホールサーバ８０１から、遊技
者の顔画像に対応する累計消費金額が取得され、のめり込みの監視が開始される。
【０３０３】
　そして、ステップＳ３２１，ステップＳ３２２で示されるように、玉貸ボタンが操作さ
れるごとに、この累計消費金額に単位玉貸額が加算され、ステップＳ３２３，ステップＳ
３２４で示されるように、累計消費金額が設定額を超えると、注意喚起表示が表示され、
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玉貸ボタンが不能動化される。
【０３０４】
　これにより、ある遊技者がＣＵ３のうちのいずれを用いたとしても、遊技の量がある基
準に達すると、遊技を可能にすることができなくなる。その結果、遊技者ごとに遊技への
のめり込みを効果的に防止することができる。
【０３０５】
　（１０）　前述した実施の形態においては、個人データ（たとえば、年収、ブラックリ
スト、遊技の量を示す指標の傾向）に関わらず、同じ所定基準に、指標が達したか否かを
判断するようにした。
【０３０６】
　しかし、これに限定されず、管理装置で遊技者を特定可能な情報（たとえば、カメラ３
９９で撮影された顔画像、カードＩＤ）に対応付けて管理されている当該遊技者の個人デ
ータに応じた所定基準に、指標が達したか否かを判断するようにしてもよい。
【０３０７】
　具体的には、複数の遊技場が共同で遊技の量の多い遊技者の顔画像を管理装置で管理し
、その遊技者の遊技の量に応じた所定基準に、指標が達したか否かを判断するようにする
ようにしてもよい。
【０３０８】
　これにより、遊技者の個人データに応じた基準に達すると、遊技を可能にすることがで
きなくなる。また、遊技者が遊技場会員カード／共通会員カードなどを使わない場合であ
っても遊技者を特定することができる。その結果、それぞれの遊技者に合わせてのめり込
みを効果的に防止することができる。
【０３０９】
　（１１）　前述した実施の形態においては、１つの遊技場の管理装置で管理されている
ＣＵ３によって、管理装置で遊技者を特定可能な情報に対応付けて累積されて計数されて
いる指標が、所定基準に達したか否かが判断されるようにした。
【０３１０】
　しかし、これに限定されず、管理装置で遊技用装置が管理されている複数の遊技場のう
ちのいずれの遊技場の遊技用装置によっても、管理装置で遊技者を特定可能な情報に対応
付けて累積されて計数されている指標が、所定基準に達したか否かが判断されるようにし
てもよい。
【０３１１】
　具体的には、複数の遊技場の遊技者の累計消費金額を管理する管理装置によって遊技者
の顔画像に対応付けて複数の遊技場での累計消費金額を記憶し、遊技用装置によって、管
理装置から取得された複数の遊技場での累計消費金額が、所定基準に達したか否かが判断
されるようにしてもよい。
【０３１２】
　これにより、管理装置で遊技用装置が管理されているいずれの遊技場の遊技用装置を遊
技者が用いたとしても、遊技の量がある基準に達すると、遊技を可能にすることができな
くなる。その結果、遊技者が複数の遊技場のいずれを利用したとしても、遊技者ごとに遊
技へののめり込みを効果的に防止することができる。
【０３１３】
　（１２）　前述した実施の形態においては、ＣＵ３によって、玉貸の処理の不能動化を
解除する操作（たとえば、確認ボタンの操作、カードの返却ボタンの操作、店員のリセッ
ト操作）が受付けられたことを条件として、玉貸の処理の不能動化が解除される。
【０３１４】
　これにより、玉貸の処理の不能動化を解除するためには、不能動化を解除する操作が必
要となるので、遊技を可能にするために手間が増える。その結果、より効果的にのめり込
みを防止することができる。
【０３１５】
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　（１３）　なお、前述した実施の形態においては、図１１（Ｂ）、図１２（Ｂ）および
図１３（Ｂ）で示したように、玉貸ボタンの一部に覆い被さるように注意喚起表示が表示
されることとした。しかし、これに限定されず、玉貸ボタンの全部に覆い被さるように、
注意喚起表示を表示させてもよい。
【０３１６】
　また、所定の指標が所定基準に達したときに、最初は、玉貸ボタンに覆い被さっていな
い状態で、注意喚起表示が表示されるようにし、次第に、注意喚起表示を大きくする、ま
たは、移動するなどして、所定時間、経過した時点で、玉貸ボタンの一部または全部に覆
い被さるようにしてもよい。このように、次第に隠すようにすることで、覆い被さったこ
とを遊技者に認識させることができる。
【０３１７】
　（１４）　また、前述した実施の形態においては、玉貸ボタンが不能動化された。この
ように、玉貸ボタンの操作の受付を制限するようにした。しかし、これに限定されず、玉
貸ボタンの操作は受付けるが玉貸の処理を制限、たとえば、玉貸の処理を実行しないする
ようにしてもよいし、操作をするための手間が掛かるようにするもの（たとえば、操作を
するための手順が増えるもの、操作をするための場所が遠くなるもの）であってもよい。
【０３１８】
　また、遊技可能化処理の制限として、玉貸の処理を実行しないようにしてもよいし、入
金を受付けないようにしてもよいし、遊技機の動作を停止させるようにしてもよい。
【０３１９】
　（１５）　前述した実施の形態においては、図１１（Ｂ）、図１２（Ｂ）および図１３
（Ｂ）で示したように、玉貸ボタンに覆い被さるように注意喚起表示が表示されることと
した。しかし、これに限定されず、玉貸ボタンに加えて、カード返却ボタンおよび再プレ
イボタンの少なくとも一方に覆い被さるように注意喚起表示が表示されるようにしてもよ
い。
【０３２０】
　（１６）　前述した実施の形態においては、注意喚起表示が表示されているときには、
玉貸ボタンの操作の受付を制限するようにした。しかし、これに限定されず、注意喚起表
示が表示されているときには、注意喚起表示が覆い被されている範囲に関わらず、玉貸し
ボタンに加えてカード返却ボタンおよび再プレイボタンの少なくとも一方の操作の受付を
制限するようにしてもよい。また、注意喚起表示が表示されているときには、注意喚起表
示が覆い被されている範囲に関わらず、玉貸しボタンに加えてカード返却ボタンおよび再
プレイボタンの少なくとも一方の操作は受付けるが、それらのボタンに応じた処理を制限
する（たとえば、実行しない）ようにしてもよい。
【０３２１】
　　　＜＜持玉払出・貯玉払出（再プレイ）＞＞
　次に、持玉払出、貯玉払出をして再プレイする処理について説明する。この図１４では
、当初の遊技玉数が５０玉の状態となっている。まず、ＣＵ３は、通番＝ｎ、遊技玉加算
要求＝ＯＦＦおよび加算通番＝ｍを含む状態情報要求のコマンドをＰ台２へ送信する。そ
れを受けて、Ｐ台２は、通番＝ｎ、遊技玉数＝５０および加算通番＝ｍを含む状態情報応
答のレスポンスをＣＵ３に返信する。このように、加算要求が発生していない間は、加算
通番が更新されることはない。
【０３２２】
　その後、持玉または貯玉が存在する状態で、遊技者が持玉払出ボタンまたは再プレイボ
タンを押下すると、ＣＵ３は、持玉または貯玉からの１２５玉分の消費を確定させる。こ
のように、持玉または貯玉の消費は、持玉払出ボタンまたは再プレイボタンを押下する操
作がなされた段階でＣＵ３側単独で確定する。なお、持玉と貯玉との双方が存在する場合
には、持玉消費が優先される。
【０３２３】
　この持玉を優先して消費する制御に代えて、貯玉再プレイボタンと持玉再プレイボタン
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とを設け、遊技者が選択して操作することにより、貯玉消費または持玉消費のいずれかを
選べるようにしてもよい。すなわち、再プレイボタンは、貯玉（貯メダル）から遊技玉（
遊技点）を得るための貯玉（貯メダル）再プレイボタンと、持玉（持点）から遊技玉（遊
技点）を得るための持玉（持点）再プレイボタンとの２つで構成してもよい。
【０３２４】
　ＣＵ３は、持玉または貯玉からの消費を確定させた後、加算玉数＝１２５の加算要求を
Ｐ台２に通知する。具体的に、ＣＵ３は、遊技玉の加算処理中であることを表示するとと
もに、通番＝ｎ＋１、遊技玉加算要求＝ＯＮ、加算玉数＝１２５および加算通番＝ｍ＋１
を含む状態情報要求のコマンドをＰ台２へ送信する。遊技玉の加算要求を行なうため、通
番をカウントアップして“ｎ＋１”とするとともに、加算通番もカウントアップして“ｍ
＋１”とする。さらに、ＣＵ３は、前回最終送信加算通番を“ｍ＋１”に更新して、その
データをバックアップする。それを受けて、Ｐ台２は、遊技玉数＝５０（現在の遊技玉数
）＋１２５（加算玉数）＝１７５に遊技玉数を更新し、前回最終送信加算通番を“ｍ＋１
”に更新して、そのデータをバックアップする。そして、Ｐ台２は、通番＝ｎ＋１、加算
玉数＝１７５、遊技玉加算結果＝ＯＫおよび加算通番＝ｍ＋１含む状態情報応答のレスポ
ンスをＣＵ３に返信する。遊技玉の加算要求に対する応答であるため、加算通番をカウン
トアップせずに“ｍ＋１”のままとする。
【０３２５】
　その後、ＣＵ３は、通番＝ｎ＋２、遊技玉加算要求＝ＯＦＦおよび加算通番＝ｍ＋１を
含む状態情報要求のコマンドをＰ台２へ送信し、Ｐ台２は、通番＝ｎ＋２、加算玉数＝１
７５および加算通番＝ｍ＋１を含む状態情報応答のレスポンスをＣＵ３に返信する。
【０３２６】
　　　＜＜遊技玉計数（通常）＞＞
　次に、遊技玉の一部を計数して減算する通常時の計数処理について説明する。この図１
５では、カード返却の操作が検出されることなく計数ボタンが押下された場合を示してい
る。それゆえ、ＣＵ３からＰ台２へ送信されるカード返却準備状態のビットは、いずれも
ＯＦＦ（＝０）となっている。このため、以下ではカード返却準備状態のビットの説明を
省略する。
【０３２７】
　また、この図１５では、挿入された記録媒体（会員用カードまたはビジターカード）に
より特定される持玉数が「０」玉であり、当初の遊技玉数が「８００」玉の状態となって
いる。
【０３２８】
　なお、ここでは、計数ボタンの操作が検出されている間、１００点単位での計数が継続
し、計数ボタンの操作が検出されなくなった段階で計数動作が終了する例を説明する。
【０３２９】
　まず、ＣＵ３は、通番＝ｎ、カード返却準備状態＝ＯＦＦ、計数通番＝ｍ、計数応答＝
ＯＦＦを含む状態情報要求のコマンドをＰ台２へ送信する。それを受けて、Ｐ台２は、通
番＝ｎ、遊技玉数＝８００、計数通番＝ｍ、計数玉数＝０、計数要求＝ＯＦＦを含む状態
情報応答のレスポンスをＣＵ３に返信する。
【０３３０】
　ＣＵ３から送信された通番ｎに対して、Ｐ台２から通番ｎ＋１が返信されている。ＣＵ
３から送信された計数通番ｍに対して、Ｐ台２からは同じ計数通番ｍが返信されている。
これは、計数通番が、計数要求の発生を契機として更新され、計数の完了をもって更新が
終了される特別な通番だからである。
【０３３１】
　その後、遊技者が、計数ボタン２８を押下する。この図１５では、計数ボタン２８を１
回押下する操作がなされた直後に、通番＝ｎ＋１、カード返却準備状態＝ＯＦＦ、計数通
番＝ｍ、計数応答＝ＯＦＦを含む状態情報要求のコマンドがＣＵ３からＰ台２へ送信され
ている。
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【０３３２】
　Ｐ台２は、計数ボタン２８の操作を検出した場合、状態情報要求のコマンドに対する応
答として、計数要求値を具体的に１００に設定した通番ｎ＋１の状態情報応答をＣＵ３へ
送信する。ただし、この段階でＰ台２は計数要求分の計数を実行しない。このため、通番
ｎ＋１の状態情報応答では、依然として遊技玉数＝８００とされている。また、この状態
情報応答は、計数要求を示す電文であるため、計数通番が“ｍ＋１”にカウントアップさ
れている。Ｐ台２は、このとき、前回最終送信計数通番を更新し、更新した前回最終送信
計数通番と計数要求状態ＯＮとのデータをバックアップする。
【０３３３】
　通番ｎ＋１の状態情報応答を受信したＣＵ３は、要求されている計数玉数相当の持玉を
加算するとともに、持玉の表示を１００に更新する。すなわち、ＣＵ制御部３２３は、表
示制御部３５０に対して計数表示の指令を送信する。表示制御部３５０は、その指令を受
けてＰ台２側の表示器５４を表示制御する。その結果、表示器５４には、遊技玉が計数さ
れてその数が減少する一方で、持玉が増加する画像表示が行なわれる。
【０３３４】
　この場合、遊技玉が一発ずつ、各台計数器に案内されて計数されていくような演出表示
を行なうことが考えられる。この演出表示の他の例としては、遊技玉数のデータが持玉数
のデータに経時的に変換されていく表示であってもよい。たとえば、遊技玉数のデータと
持玉数のデータとを棒グラフで示し、遊技玉数の棒グラフを減少させつつ持玉数の棒グラ
フを増加させたり、遊技玉数の棒グラフの一部を持玉数の棒グラフに移動させる表示を繰
返したりしてもよい。さらに演出表示の他の例としては、現在の遊技玉数のデータと持玉
数のデータをそのままデジタル表示し、遊技玉数を減少させつつ持玉数を増加させたり、
遊技玉数の一部を持玉数に移動させる表示を繰返したり、種々の演出表示が考えられる。
【０３３５】
　さらに、ＣＵ３は、前回最終送信計数通番を“ｍ＋１”に更新して、そのデータをバッ
クアップする。続いて、ＣＵ３は、Ｐ台２に対して、通番ｎ＋２、計数通番ｍ＋１、計数
応答＝ＯＮの状態情報要求を送信し、要求された計数を終えたことを通知する。
【０３３６】
　この状態情報要求を受信したＰ台２は、ようやく、計数玉数＝１００に対応する数だけ
遊技玉数を減算し、遊技玉数表示器２９の表示を８００から７００に更新する。この段階
で、Ｐ台２は計数要求状態がＯＦＦとなるが、計数ボタンの押下が継続しているため、Ｐ
台２は２度目の計数要求をＣＵ３へ送信する。すなわち、計数要求値を具体的に１００に
設定した通番ｎ＋２の状態情報応答をＣＵ３へ送信する。ただし、この段階でもＰ台２は
計数要求分の計数を実行しない。このため、通番ｎ＋２の状態情報応答では、遊技玉数＝
７００とされている。また、この状態情報応答は、新たな計数要求として送信される電文
であるため、計数通番を“ｍ＋２”にカウントアップして、前回最終送信計数通番を更新
し、更新した前回最終送信計数通番と計数要求状態ＯＮとのデータをバックアップする。
【０３３７】
　通番ｎ＋２の状態情報応答を受信したＣＵ３は、要求されている計数玉数相当の持玉を
加算するとともに、持玉の表示を２００に更新する。さらに、ＣＵ３は、前回最終送信計
数通番を“ｍ＋２”に更新して、そのデータをバックアップする。続いて、ＣＵ３は、Ｐ
台２に対して、通番ｎ＋３、計数通番ｍ＋２、計数応答＝ＯＮの状態情報要求を送信し、
要求された計数を終えたことを通知する。
【０３３８】
　この状態情報要求を受信したＰ台２は、計数玉数＝１００に対応する数だけ遊技玉数を
減算し、遊技玉数表示器２９の表示を７００から６００に更新する。ところが、この段階
で、計数ボタンから遊技者の手が離れており、計数操作が終了している。このため、Ｐ台
２は計数完了を通番ｎ＋３の状態情報応答でＣＵ３へ通知する。すなわち、現在の遊技玉
数＝６００とともに、計数要求＝ＯＦＦ、計数玉数＝０の状態情報応答をＣＵ３へ送信す
る。また、計数要求に対応するすべての計数動作が済んでいるため、この状態情報応答に
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含まれる計数通番もｍ＋２のままで更新されていない。
【０３３９】
　この状態情報応答を受信したＣＵ３は、計数完了と判定する。図示を省略しているが、
ＣＵ３は、通番ｎ＋４、計数通番ｍ＋２、カード返却準備状態＝ＯＦＦ、計数応答＝ＯＦ
Ｆの状態情報応答をＰ台２へ送信する。
【０３４０】
　このように、本実施の形態では、計数玉数を通知する情報状態応答をＰ台からＣＵへ送
信する際に、Ｐ台側で早々と計数玉分の遊技玉の減算を行なっているのではなく、計数玉
数を通知する情報状態応答を送信してからこれに対する受領確認をＣＵから受けた段階で
、Ｐ台は遊技玉の減算を行なっている。
【０３４１】
　　　＜＜遊技玉計数（カード返却）＞＞
　次に、カードを返却する際の遊技玉の計数処理について説明する。図１６は、遊技者が
カード返却操作を行なった場合の計数処理を説明するためのシーケンス図である。図１６
では、挿入された記録媒体（会員用カード等）により特定されるカード持玉数が０玉であ
り、当初の遊技玉数が８００玉の状態となっている。まず、ＣＵ３は、通番＝ｎ、ＣＵ開
店状態＝ＯＮ、カード返却準備状態＝ＯＦＦ、計数通番＝ｍおよび計数応答＝ＯＦＦを含
む状態情報要求のコマンドをＰ台２へ送信する。それを受けて、Ｐ台２は、通番＝ｎ、遊
技玉数＝８００、計数通番＝ｍ、計数玉数＝０および計数要求＝ＯＦＦを含む状態情報応
答のレスポンスをＣＵ３に返信する。
【０３４２】
　その後、遊技者が、遊技を止める場合や別の遊技台に移動する場合に、表示器５４また
は表示器３１２に表示された「カード返却」ボタンを押下する（ステップＳ３０５）。「
カード返却」ボタンが操作された場合、図９で前述したのめり込み判断処理を実行する（
ステップＳ３０６）。
【０３４３】
　この場合、のめり込みフラグがオン状態であり、モード「高」であれば、カード返却ボ
タンの操作がされたか否かの判断（ステップＳ３４５）でＹＥＳと判断され、のめり込み
フラグがオフ状態にされ、玉貸ボタンが能動化される。
【０３４４】
　その後、遊技者が「カード返却」ボタンを押下した時点では、Ｐ台２の遊技玉数が８０
０玉で、ＣＵ３はＰ台２の遊技玉数が０玉でないと判定する。また、ＣＵ３は、遊技者が
「カード返却」ボタンを押下したのでカード返却準備状態＝ＯＮとして、通番＝ｎ＋１、
ＣＵ開店状態＝ＯＮ、計数通番＝ｍおよび計数応答＝ＯＦＦを含む状態情報要求のコマン
ドをＰ台２へ送信する。なお、ＣＵ３は、カード返却準備状態＝ＯＮの通知を１０秒間、
Ｐ台２に通知する。さらに、ＣＵ３は、Ｐ台２の遊技玉数が８００玉で、０玉でないため
、カード返却待機として、表示器５４等に計数操作を促す表示を行なう。
【０３４５】
　計数操作を促す表示を受けて、遊技者が計数ボタン２８を押下して、遊技玉を持玉に変
換する操作を行なう。Ｐ台２は、計数ボタン２８を押下する計数操作が、カード返却準備
状態＝ＯＮでの計数操作であると判定し、たとえば１００玉単位での計数ではなく、一括
して計数を処理する。
【０３４６】
　Ｐ台２は、遊技玉数８００玉の計数受付要求および遊技玉数８００玉を一括計数した計
数玉数８００玉をＣＵ３に通知するために、通番＝ｎ＋１、遊技玉数＝８００、計数通番
＝ｍ＋１、計数玉数＝８００および計数要求＝ＯＮを含む状態情報応答のレスポンスをＣ
Ｕ３に返信する。ただし、この段階でＰ台２は計数要求分の計数を実行しない。このため
、通番ｎ＋１の状態情報応答では、依然として遊技玉数＝８００とされている。また、こ
の状態情報応答は、計数要求の電文であるため、Ｐ台２は、計数通番を“ｍ＋１”にカウ
ントアップして、前回最終送信計数通番を更新し、更新した前回最終送信計数通番と計数
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要求状態ＯＮとのデータをバックアップする。
【０３４７】
　これを受けて、ＣＵ３は、計数玉数８００玉を持玉数に加算して、計数玉数８００玉を
遊技玉数８００玉から０玉に減算する。また、ＣＵ３は、更新した前回最終送信計数通番
のデータをバックアップする。そして、ＣＵ３は、計数玉受取りを通知するため、通番＝
ｎ＋２、ＣＵ開店状態＝ＯＮ、カード返却準備状態＝ＯＮ、計数通番＝ｍ＋１および計数
応答＝ＯＮを含む状態情報要求のコマンドをＰ台２へ送信する。
【０３４８】
　Ｐ台２は、ＣＵ３からの応答を受けて、計数玉数８００玉を遊技玉数８００玉から減算
して遊技玉数０玉を表示器５４等に表示する。さらに、Ｐ台２は、遊技玉数０玉、計数完
了した旨をＣＵ３に通知するために、通番＝ｎ＋２、遊技玉数＝０、計数通番＝ｍ＋１、
計数玉数＝０および計数要求＝ＯＦＦを含む状態情報応答のレスポンスをＣＵ３に返信す
る。なお、計数要求がＯＦＦとなるので、計数通番はｍ＋１のままカウントアップせずに
ＣＵ３に送信される。
【０３４９】
　ＣＵ３は、遊技者がカード返却ボタン３２２を押下してから１０秒経過する前、つまり
、カード返却準備状態中に、計数ボタン２８を押下して遊技玉を持玉に一括計数して遊技
玉数を０玉にしているので、カード返却処理を実行する。つまり、ＣＵ３は、通番＝ｎ＋
３を含むカード返却通知のコマンドをＰ台２へ送信する。それを受けて、Ｐ台２は、通番
＝ｎ＋３、払出制御基板１７に保持してあるカードＩＤおよびカード挿入時刻を含むカー
ド返却応答のレスポンスをＣＵ３に返信する。カードＩＤおよびカード挿入時刻をＣＵ３
に返信後、払出制御基板１７に保持してあるカードＩＤおよびカード挿入時刻のデータを
クリアする。
【０３５０】
　それを受けて、ＣＵ３は、挿入しているカードに記憶しているカードＩＤと、Ｐ台２か
ら受信したカードＩＤとの一致判別を行ない、一致した場合は挿入しているカードを返却
し、不一致の場合エラー処理を行ないホールサーバ８０１などに報告する。ＣＵ３は、カ
ードＩＤが一致した場合、カード挿入／排出口３０９に挿入してあったカード（挿入カー
ド）に持玉数８００を記憶させてそのカードを遊技者に返却する。また、遊技者がカード
挿入／排出口３０９にカードを挿入することなく入金操作により遊技を開始している場合
には、ＣＵ３に設けられているカードストック部にストックされているカード（ストック
カード）に持玉数８００を記憶させてそのカードを遊技者に返却する。挿入カードまたは
ストックカードの返却の際、ＣＵ３は当該カードのカードＩＤと持玉数のデータとをホー
ルサーバ８０１へ送信し、ホールサーバ８０１が当該カードのカードＩＤに対応付けて持
玉数のデータを記憶してもよい。
【０３５１】
　その後、ＣＵ３から返却されたカードは、カード挿入／排出口３０９から抜き取り可能
となるため、カードの一部がカード挿入／排出口３０９から突き出た状態（カード抜き取
り可能状態）で保持される。ＣＵ３は、カード抜き取り可能状態であるか否かを判定する
ことが可能なセンサをカード挿入／排出口３０９の近傍に取り付けてあり、当該センサの
信号がＯＮ状態の場合、カード抜き取り可能状態と判定し、ＯＦＦ状態の場合、カード抜
き取り完了状態と判定する。
【０３５２】
　そして、ＣＵ３は、カード返却処理が実行され、カード抜き取り可能状態となった場合
、カード返却準備状態ＯＦＦおよびカード抜き取り待ち中ＯＮの情報をＰ台２に通知する
。そのため、ＣＵ３は、通番＝ｎ＋４、ＣＵ開店状態＝ＯＮ、カード返却準備状態＝ＯＦ
Ｆ、カード抜き取り待ち中＝ＯＮ、計数通番＝ｍ＋１および計数応答＝ＯＦＦを含む状態
情報要求のコマンドをＰ台２へ送信する。これを受けて、Ｐ台２は、カード抜き取り忘れ
を防止するため、遊技者に対して「カード抜き取って下さい」との文言と使用した累計消
費金額で買える物とを可変表示装置２７８に表示する。
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【０３５３】
　このように、ＣＵ３によって、返却操作に基づいて受付けた金額のうち玉貸の処理に用
いられていない残額を特定可能なカードを返却するための処理が実行され、カードを返却
するための処理がされるときに、指標を示す情報が報知される。具体的には、使用した金
額で買える物を表示する。しかしこれに限定されず、使用した金額自体を表示してもよい
。
【０３５４】
　これにより、遊技者が使用した金額を間接的に示す遊技の量を示す指標が遊技者に示さ
れる。その結果、より効果的に遊技へののめり込みを防止することができる。
【０３５５】
　また、Ｐ台２は、カードの抜き取りを報知するため、ＬＥＤを点灯させたり、スピーカ
で「カード抜き取って下さい」と音声出力させたりしてもよい。さらに、Ｐ台２は、通番
＝ｎ＋４、遊技玉数＝０、計数通番＝ｍ＋１、計数玉数＝０および計数応答＝ＯＦＦを含
む状態情報応答のコマンドをＣＵ３へ送信する。
【０３５６】
　カード挿入／排出口３０９の近傍に取り付けたセンサがＯＮ状態であれば、ＣＵ３は、
カード抜き取り待ち中＝ＯＮを含む状態情報要求のコマンドをＰ台２へ送信する。しかし
、遊技者がカード挿入／排出口３０９からカードを抜き取った場合、カード挿入／排出口
３０９の近傍に取り付けたセンサがＯＦＦ状態となるので、ＣＵ３は、通番＝ｎ＋５およ
びカード抜き取り待ち中＝ＯＦＦを含む状態情報要求のコマンドをＰ台２へ送信する。
【０３５７】
　これを受けて、Ｐ台２は、可変表示装置２７８に表示していた「カード抜き取って下さ
い」の表示を止め、カードの抜き取りの報知を終了する。なお、カードの抜き取りの報知
は、カード抜き取り待ち中＝ＯＮを含む状態情報要求のコマンドを受取ってから、カード
抜き取り待ち中＝ＯＦＦを含む状態情報要求のコマンドを受取るまで報知を継続する。さ
らに、Ｐ台２は、通番＝ｎ＋５を含む状態情報応答のコマンドをＣＵ３へ送信する。
【０３５８】
　なお、図１６で説明したカードを返却する際の遊技玉の計数処理のシーケンスは、カー
ド返却時に限定されるものではなく、簡易離席・食事休憩時にも同様の処理を適用するこ
とができる。ここで、簡易離席とは、遊技者が小用を済ませるために５～１０分程度の短
い時間遊技を中断するものである。食事休憩とは、簡易離席よりも長いたとえば３０分間
等遊技を中断して食事や休憩を行なうものである。
【０３５９】
　　＜ホール用管理コンピュータを含むシステム＞
　次に、複数の遊技機を設置した遊技場には、各遊技機の出玉などを管理するためにホー
ルコン９００が、ホールサーバ８０１とは別に設けられている。図１７は、Ｐ台２および
ＣＵ３と接続されるホールサーバ８０１およびホールコン９００の構成を説明するための
ブロック図である。
【０３６０】
　遊技機メーカによってＰ台２のデータ出力フォーマットが異なっている。そのため、Ｃ
Ｕ３は、その種々のフォーマットの出力データを、所定のフォーマットに演算（変換）し
て台端末装置９０１経由でホールコン９００に出力する。その演算（変換）のための設定
データがＣＵ制御部３２３に入力されて記憶されるように構成されている。
【０３６１】
　また、ホールコンメーカによってホールコン９００のデータ受信フォーマットが異なっ
ている。そこで、図１７に示すホールコン９００は、台端末装置９０１を介してＣＵ３に
接続してある。台端末装置９０１は、ＣＵ３からの出力データのフォーマットを、各種ホ
ールコン９００にマッチするフォーマットに変換してホールコン９００に送信する。なお
、ホールコン９００によるＰ台２の台番号管理は、台端末装置９０１に関連付けてホール
コン９００に設定している。具体的には、ホールコン９００にはＣＰＵとＲＯＭとＲＡＭ
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とＥＥＰＲＯＭとが内蔵されており、ＣＰＵは、定員等の操作に応じて、台番号管理デー
タとしてＰ台２の台番号と台端末装置９０１の番号とを対応付けてＥＥＰＲＯＭに記憶さ
せる。Ｐ台２とＣＵ３との間ではシリアル通信が行なわれ、ＣＵ３と台端末装置９０１と
の間ではＣＵ３の複数の出力ピンから出力されるパラレル通信が行なわれ、台端末装置９
０１とホールコン９００との間ではシリアル通信が行なわれる。
【０３６２】
　ただし、各種ホールコン９００にマッチするフォーマットに変換する機能をＣＵ３また
はホールコン９００内に持たせることで、台端末装置９０１を介在させなくてもよい。
【０３６３】
　次に、ホールコン９００がホールサーバ８０１に直接接続される構成について説明する
。図１８は、Ｐ台２およびＣＵ３と接続されるホールサーバ８０１およびホールコン９０
０の別の構成を説明するためのブロック図である。
【０３６４】
　ＣＵ３が、ホールコンで管理する情報を、ホールサーバ８０１を経由してホールコン９
００に送信できるように、ホールコン９００がホールサーバ８０１に直接接続されている
。なお、ホールサーバ８０１には、複数のＣＵ３が接続されており、ホールサーバ８０１
が複数のＣＵ３からの出力信号を取りまとめてホールコン９００に送信する。この場合、
前述の各種ホールコン９００にマッチするフォーマットに変換してホールコン９００に送
信する台端末装置９０１機能はホールサーバ８０１が担う。なお、所定のフォーマットに
変換してホールコン９００に送信する台端末装置９０１機能を全てＣＵ３が担ってもよく
、またホールサーバ８０１とＣＵ３とでどの情報を変換するか等の役割分担を行なうよう
に制御してもよい。さらには、ホールサーバ８０１が複数のＣＵ３からの出力信号を取り
まとめてホールコン９００に送信する際に、送信する情報の内容をまとめた情報として送
信してもよい。たとえば、ホールサーバ８０１が、複数のＣＵ３から受信した信号を定期
的に（たとえば１０秒毎に）ホールコン９００に送信する場合に、その１０秒間に受信し
たすべてのＣＵ３の情報を一括してホールコン９００に送信する。
【０３６５】
　ホールサーバ８０１は、持玉や貯玉を管理する関係上必ずＣＵ３と接続されている必要
があり、図１８に示すように、複数のＣＵ３からの情報をホールサーバ８０１がまとめて
ホールコン９００へ送信する場合には、複数のＣＵ３からホールサーバ８０１までの配線
は既存のものを有効利用でき、ホールサーバ８０１とホールコン９００とを結ぶ配線だけ
新設すれば事足り、配線数の低減を図ることができる。また、各遊技機からの遊技情報を
たとえば島端末装置がまとめてホールコン９００へ出力する場合には遊技機設置島毎にま
とめる必要があるため、遊技機の設置レイアウトに制約があるという不都合が生じるが、
図１８の場合には、遊技機設置島毎にまとめる必要がなく、遊技機の設置レイアウトに制
約がなくなる。さらに、遊技機設置島のレイアウトの制約もなくなる。
【０３６６】
　図１７、図１８において、ＣＵ３を取付けて設置するための取付枠（ホルダ）に記憶さ
れたＩＤであるホルダＩＤに対応付けてホールコン９００で台番号を管理してもよい。こ
の取付枠（ホルダ）は、ＣＵ３を新たなものに交換しても取付枠（ホルダ）自体が交換さ
れることはなく、引き続き従前のものが使用される。このホルダＩＤに対応付けてホール
コン９００で台番号を管理する場合には、新たな台番号のＰ台２に交換されたときに、Ｃ
Ｕ３がそのＰ台２の台番号と取付枠（ホルダ）のホルダＩＤとを読取ってホールコン９０
０へ送信する（図１８の場合にはホールサーバ８０１経由でホールコン９００へ送信する
）。それを受けたホールコン９００のＣＰＵは、Ｐ台２の台番号とホルダＩＤとを対応付
けてＥＥＰＲＯＭに設定記憶させる。なお、Ｐ台２の台番号とホルダＩＤとを係員が手動
でホールコン９００に入力するようしてもよい。また、ホールサーバ８０１は、ＣＰＵ，
ＲＯＭ，ＲＡＭ、入出力インターフェイスを有しており、ＣＵ３から送信されてきた情報
を入出力インターフェイスで受信する。また、図１８の場合にはＣＰＵの制御によりその
受信情報を入出力インターフェイスから出力してホールコン９００へ送信する。
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【０３６７】
　また、他の管理方法として次のようにしてもよい。図１７で説明したように、Ｐ台２の
メインチップＩＤや払出制御チップＩＤ等のＩＤデータがＣＵ３、ホールサーバ８０１を
経由して鍵管理サーバ８００へ送信される。また、Ｐ台２の遊技盤２６を交換（盤交換）
されて新たな主制御基板１６に代わったときもＰ台２のメインチップＩＤ等のＩＤデータ
がＣＵ３、ホールサーバ８０１を経由して鍵管理サーバ８００へ送信される。ゆえに、鍵
管理サーバ８００へ送信される途中でホールサーバ８０１がメインチップＩＤを取得して
ホールコン９００へ送信することが可能である。
【０３６８】
　そこで、図１８に示すシステムでは、送信されてきたメインチップＩＤをホールサーバ
８０１がホールコン９００に送信し、ホールコン９００においてそのメインチップＩＤデ
ータにより遊技機台番号を管理する。台交換（盤交換）した場合に、たとえば、その台交
換（盤交換）された後のメインチップＩＤ等のＩＤデータと台交換（盤交換）前のメイン
チップＩＤ等のＩＤデータとをＣＵ３がホールコン９００に送信し、ホールコン９００の
ＣＰＵが、ＥＥＰＲＯＭに遊技機台番号に対応付けて記憶されているＩＤデータを台交換
（盤交換）された後のＩＤデータに更新する。また、図１７のシステムでも同様に、ＣＵ
３が、Ｐ台２のメインチップＩＤ等のＩＤデータをホールコン９００にも送信して、ホー
ルコン９００がＩＤデータを利用した台番号管理を行なうようにしてもよい。具体的には
、図１７、図１８において、ホールコン９００のＣＰＵが、Ｐ台２から送られてきたメイ
ンチップＩＤやセキュリティ基板のＩＤデータを受信し、そのＩＤデータに対応付けてＰ
台２の台番号をホールコン９００のＥＥＰＲＯＭに設定記憶して台番号管理を行なう。
【０３６９】
　さらに、図１７および図１８に示すシステムでは、ホールコン９００が、遊技機台番号
に対応付けて当該遊技機の機種も記憶した遊技機台番号の管理データを格納し、その管理
データに基づいて同じ機種の遊技機に対応するカードユニットを割出し、所定のフォーマ
ットに演算（変換）するための設定データを一括ＣＵ３へダウンロードして一括設定する
ように制御してもよい。「所定のフォーマット」の具体例としては、たとえば、図５に示
した遊技状態２や遊技状態３の各Ｂｉｔの出力ピンの割当てや信号の出力長さ、さらには
、Ｂｉｔ１とＢｉｔ２とを１つの出力ピンにまとめてＢｉｔ１＋Ｂｉｔ２→１ピン出力の
ように変換するようなフォーマットでもよい。また、図５に示した遊技状態２のＢｉｔ５
～７の予備の大当りの各ビットに関し、Ｐ台の各々のメーカが開発した機種に特有の当り
態様など、特徴的な仕様（ラウンド数や時短回数等）に応じて定義付けられた出力ピンの
割当てや信号の出力長さなどを設定するフォーマットでもよい。さらには、どの信号を出
力するかの選択も「所定のフォーマット」に含まれる。たとえば、図５に示した遊技状態
２や遊技状態３の各Ｂｉｔのうち、Ｂｉｔ０～４を出力してＢｉｔ５～７は出力しないな
どである。
【０３７０】
　また、図１８に示すシステムは、ＣＵ３とホールコン９００との間に台端末装置９０１
が介在しないため、ＣＵ３からの出力データのフォーマットをホールサーバ８０１がホー
ルコン９００にマッチするフォーマットに変換してホールコン９００に送信する。なお、
ホールコンメーカによる規格が統一されれば、ホールサーバ８０１でのフォーマット変換
は不要になる。
【０３７１】
　ホールコン９００によるＰ台２の台番号管理は、ＣＵ３のホルダに記憶されたホルダＩ
Ｄに対応付けてホールコン９００に設定したり、またＰ台２から送られてくるメインチッ
プＩＤやセキュリティ基板のＩＤ等により台番号管理したりしてもよい。その台番号管理
データに基づいて、同じ機種のＰ台２に対応したＣＵ３群に、ホールサーバ８０１経由で
一括設定データをダウンロードして一括設定してもよい。
【０３７２】
　前述したように、Ｐ台２の遊技盤２６を交換（盤交換）した場合、新たな遊技盤２６に
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設けられた主制御基板１６のメインチップＩＤがＣＵ３、ホールサーバ８０１、鍵管理サ
ーバ８００に送信される。そのため、メインチップＩＤに基づいて新台の台番号を管理す
ることで、メインチップＩＤに基づいて新台の台番号の設定変更がなされているか否かを
ホールコン９００が確認し、設定のし忘れの場合に報知して設定のし忘れを防止すること
ができる。
【０３７３】
　次に、ＣＵ３からホールコン９００にデータを送信する処理について説明する。図１９
は、ＣＵ制御部３２３による加算玉数の送信処理を説明するためのフローチャートである
。なお、当該フローチャートによる処理は、図１７および図１８のいずれのシステムにつ
いても適用することができる。
【０３７４】
　ＣＵ３からホールコン９００に送信するデータのうち、ＣＵ制御部３２３による加算玉
数について説明する。まず、ＣＵ制御部３２３は、Ｐ台２から図３に示すように加算玉数
の情報を受信する（ステップＳ３５１）。
【０３７５】
　ＣＵ制御部３２３は、受信した加算玉数を所定のフォーマットに変換（たとえば、加算
玉数１０個を１パルスの信号に変換）し、送信する（ステップＳ３５２）。
【０３７６】
　なお、上記Ｓ３５１で受信する情報は、加算玉数に加えてまたはそれに代えて、発射玉
数（図５参照）であってもよい。さらには、Ｓ３５１で受信する情報の他の例としては、
以下のものでもよい。
【０３７７】
　ａ　可変表示装置２７８の可変停止時の図柄確定回数。
　ｂ　各種入賞口への玉の入賞回数。
【０３７８】
　ｃ　前述の図５に示した遊技台情報２や３の各Ｂｉｔ情報。
　また、受信した加算玉数を所定のフォーマットに変換して出力する方法としては、前述
の１０個を１パルスの信号に変換するものに限定されるものではない。たとえば、どの種
類の信号をどの出力ピンに割当てるか、信号の出力長さ、さらには、複数種類の信号を１
つの出力ピンにまとめて出力のように変換するような出力方式でもよい。また、図５に示
した遊技状態２のＢｉｔ５～７の予備の大当りの各ビットに関し、Ｐ台の各々のメーカが
開発した機種に特有の当り態様など、特徴的な仕様（ラウンド数や時短回数等）に応じて
定義付けられた出力ピンの割当てや信号の出力長さなどを設定する出力方式でもよい。さ
らには、「所定のフォーマット」としては、どの信号を出力するかの選択も含まれる。た
とえば、図５に示した遊技状態２や遊技状態３の各Ｂｉｔのうち、Ｂｉｔ０～４を出力し
てＢｉｔ５～７は出力しないなどである。
【０３７９】
　さらに、前述のａの図柄確定回数の場合に、所定回数（たとえば１０回）図柄が確定す
れば１パルス出力するように制御し、また、ｂの玉の入賞回数の情報の場合に、所定個数
（たとえば１０個）の玉が入賞すれば１パルス出力するように制御してもよい。
【０３８０】
　以上のように、Ｓ３５２により所定のフォーマットに変換する情報は種々の情報が考え
られる。それら情報が所定の数（たとえば１０）に達するまでＣＵ３ではＰ台２からの定
期的に送られてくる情報を累積加算し、その加算値が所定の数（たとえば１０）に達した
ときに１パルスを出力するとともにそれまで累積加算値をクリアし、また次の情報の累積
加算を開始する。この「累積加算値のクリア」は、累積加算値から所定の数（たとえば１
０）を減算してもよい。なお、この「１パルス」の信号は、シリアル信号であるため送信
情報（たとえば加算玉数）が所定の数（たとえば１０）であることを示す特定のＢｉｔを
「１」にしたデータで出力する。
【０３８１】
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　次に、ＣＵ制御部３２３による遊技情報の処理について説明する。図２０は、ＣＵ制御
部３２３による遊技情報の処理を説明するためのフローチャートである。なお、当該フロ
ーチャートによる処理は、図１７および図１８のいずれのシステムについても適用するこ
とができる。
【０３８２】
　まず、ＣＵ制御部３２３は、ＣＵ３から出力する遊技情報の出力方式即ち遊技情報を所
定のフォーマットに演算（変換）して出力するための設定データについて入力があるか否
かを判断する（ステップＳ３６１）。ＣＵ制御部３２３は、リモコンなどの設定手段から
出力方式について入力があったと判断した場合（ステップＳ３６１：ＹＥＳ）、入力した
出力方式に基づいて、ＣＵ３から出力する遊技情報についてのビット位置、出力期間、出
力有無、情報の変換などの出力方式を設定する（ステップＳ３６２）。一方、ＣＵ制御部
３２３は、出力方式について入力がないと判断した場合（ステップＳ３６１：ＮＯ）、ス
テップＳ３６２の処理をスキップして、前回設定した出力方式を利用する。
【０３８３】
　上記ステップＳ３６２で設定される出力方式は、遊技機メーカによって異なるデータ出
力フォーマットの遊技機情報を、ホールコンメーカによって異なるデータ受信ファーマッ
トに変換して、ホールコン９００に出力するためのものである。たとえば、図５に示した
遊技状態２や遊技状態３の各Ｂｉｔの出力ピンの割当てや信号の出力長さ、さらには、Ｂ
ｉｔ１とＢｉｔ２とを１つの出力ピンにまとめてＢｉｔ１＋Ｂｉｔ２→１ピン出力のよう
に変換するような出力方式でもよい。また、図５に示した遊技状態２のＢｉｔ５～７の予
備の大当りの各ビットに関し、Ｐ台の各々のメーカが開発した機種に特有の当り態様など
、特徴的な仕様（ラウンド数や時短回数等）に応じて定義付けられた出力ピンの割当てや
信号の出力長さなどを設定する出力方式でもよい。さらには、「データ受信ファーマット
の変換」としては、どの信号を出力するかの選択も含まれる。たとえば、図５に示した遊
技状態２や遊技状態３の各Ｂｉｔのうち、Ｂｉｔ０～４を出力してＢｉｔ５～７は出力し
ないなどである。また、上記「ビット位置」とは、遊技状態２や遊技状態３の各Ｂｉｔを
どの出力ピンから出力するかの出力ピン位置の割当てのことである。
【０３８４】
　なお、前述したリモコンなどによる出力方式の入力の代わりに、ホールコン９００から
出力方式のデータをダウンロードしてＣＵ制御部３２３に記憶させるようにしてもよい。
さらには、ＣＵ３に接続されているＰ台２のメーカのサーバから出力方式のデータをダウ
ンロードしてＣＵ制御部３２３に記憶させるようにしてもよい。その場合のダウンロード
の経路としては、メーカのサーバからの出力方式のデータを鍵管理サーバ８００およびホ
ールサーバ８０１を経由してＣＵ制御部３２３にダウンロードすることが考えられる。Ｐ
台２のメーカのサーバから出力方式のデータをダウンロードする場合には、当該Ｐ台２を
設計製造した者がホールコン９００へ出力しようと意図する遊技情報を意図どおりにＣＵ
３に設定できるため、遊技場側で設定する必要がなくなるという利点がある。
【０３８５】
　ＣＵ制御部３２３は、Ｐ台２から遊技情報（たとえば、図５に示す遊技台状態２，３）
を受信したか否かを判断する（ステップＳ３６３）。ＣＵ制御部３２３は、Ｐ台２から遊
技情報を受信しないと判断した場合（ステップＳ３６３：ＮＯ）、処理を終了する。一方
、ＣＵ制御部３２３は、Ｐ台２から遊技情報を受信したと判断した場合（ステップＳ３６
３：ＹＥＳ）、受信した遊技情報を設定した出力方式に変換する（ステップＳ３６４）。
ここで、ＣＵ制御部３２３は、設定した出力方式により、ホールコン９００にマッチした
フォーマットに遊技情報を変換するので、遊技機メーカによって異なるデータ出力フォー
マットの遊技機情報を、ホールコンメーカによって異なるデータ受信ファーマットに変換
して、ホールコン９００に出力することができる。
【０３８６】
　具体的には、図５に示した遊技状態２や遊技状態３の各Ｂｉｔの出力ピンの割当てや信
号の出力長さ等をＳ３６２で設定して、その設定にしたがってＳ３６４で変換する。また
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、Ｓ３６２での設定内容としては、どのＢｉｔのデータを表示器５４で表示させるかを指
定するように設定してもよく、その場合には、Ｓ３６２で指定されたＢｉｔのデータを後
述するＳ３６６で判定して指定されたＢｉｔのデータを表示器５４で表示させるように制
御する。さらなるＳ３６２での設定内容としては、たとえば、図５に示した遊技状態２や
遊技状態３において、Ｂｉｔ１とＢｉｔ２とを１つの出力ピンにまとめてＢｉｔ１＋Ｂｉ
ｔ２→１ピン出力のように変換してもよい。
【０３８７】
　遊技情報を変換後、ＣＵ制御部３２３は、変換した遊技情報をホールコン９００に送信
するために出力する（ステップＳ３６５）。ＣＵ制御部３２３は、Ｐ台２から受信した遊
技情報のうち、表示器３１２で表示させる情報が含まれているか否かを判断する（ステッ
プＳ３６６）。この判断は、具体的には、上記Ｓ３６２での設定とは別に、図５に示した
遊技状態２や遊技状態３の各ＢｉｔのうちどのＢｉｔの情報を表示させるかを予めリモコ
ンやホールコン９００等によりＣＵ３に入力設定し、その設定されたＢｉｔの情報である
か否かにより判断する。また、他の方法として、前述したように、Ｓ３６２での設定と同
時にどのＢｉｔの情報を表示させるかを入力設定した場合には、その設定にしたがって表
示させる情報を判断する。
【０３８８】
　ＣＵ制御部３２３は、図１に示す表示器３１２で表示させる情報が含まれていると判断
した場合（ステップＳ３６６：ＹＥＳ）、遊技情報を表示器３１２で表示する制御を行な
う（ステップＳ３６７）。一方、ＣＵ制御部３２３は、表示器３１２で表示させる情報が
含まれていないと判断した場合（ステップＳ３６６：ＮＯ）、処理を終了する。表示器３
１２で表示させる情報とは、たとえば、遊技台情報２中の大当り３や大当り５、遊技台情
報３中の確変中や時短中などが考えられる。
【０３８９】
 
　＜共通会員カード＞
　本実施例の遊技用システムでは、図２１に示すように、共通会員用記録媒体であるＩＣ
カードから成る共通会員カード１Ａを所持する会員遊技者が、その１枚の共通会員カード
１Ａを用いて複数の各遊技場Ａ～Ｃにて会員登録を行なえるようになっている。なお、各
遊技場Ａ～Ｃのシステム構成は同一となっているので、遊技場Ａを例として本実施例のシ
ステム構成を説明する。
【０３９０】
　本実施例の遊技場Ａでは、複数配置された遊技島に並設される遊技機としてのＰ台２に
対して１対１に設置されるＣＵ３と、当該ＣＵ３にて使用される会員用記録媒体である共
通会員カード１Ａ、並びにプリペイドカードであるビジターカードに記録されている遊技
用価値であるプリペイド度数（以下、単に度数とする場合がある）の管理等を行なうシス
テムコントローラ１００と、共通会員カード１Ａを用いて会員登録を行なうための会員登
録機１０と、会員遊技者の貯蓄玉数（会員情報に含まれる貯玉数）を管理する貯玉サーバ
１１０と、セキュリティ上の管理を行なうホールサーバ８０１とが互いに通信ケーブル８
を介して双方向にデータ通信可能に接続されている。ホールサーバ８０１は、さらに前述
した鍵管理サーバ８００に接続されている。
【０３９１】
　本実施例のＣＵ３には、前面に設けられたカード挿入口に挿入された共通会員カード１
Ａ、遊技場会員カードやビジターカードに記憶された（会員）カードＩＤやプリペイド度
数等の記憶データを読み出すカードリーダライタ３’が内蔵されており、該カードリーダ
ライタ３’により読み出されたプリペイド度数や、共通会員カード１Ａや遊技場会員カー
ドに記憶されている持玉を使用して遊技玉を貸し出す玉貸処理や、共通会員カード１Ａや
遊技場会員カードで特定される貯玉の少なくとも一部を遊技玉として払い出す再プレイ処
理等が実施される。
【０３９２】
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　なお、ＣＵ３からは、当該ＣＵ３に共通会員カード１Ａが挿入されたことを示す会員カ
ードＩＤを含む会員カード受付け通知や、対応するＰ台２における遊技関連情報等の各種
情報が送信され、システムコントローラ１００からは、各共通会員カード１Ａや各遊技場
会員カード、各ビジターカードに残存するプリペイド度数等の情報が送信される。
【０３９３】
　また、貯玉サーバ１１０には、当該遊技場において会員登録した会員遊技者に関する会
員情報（当該会員遊技者の遊技にて発生する会員遊技関連情報や、会員遊技者の氏名や住
所等の個人情報である会員属性情報を含む）を収集、管理する会員管理コンピュータ１２
０が通信ケーブル９を介して双方向にデータ通信可能に接続されている。更に、会員管理
コンピュータ１２０は、専用通信回線１１を介して外部機関の貯玉補償センタに設置され
ている貯玉補償サーバ１３０に双方向にデータ通信可能に接続されている。この貯玉補償
サーバ１３０は、会員管理コンピュータ１２０を介して遊技場Ａの貯玉サーバ１１０と通
信可能になっている。また、会員管理コンピュータ１２０は、貯玉サーバ１１０を介して
、各ＣＵ３や会員登録機１０やシステムコントローラ１００と通信可能になっている。
【０３９４】
　なお、本実施例では、会員管理コンピュータ１２０と貯玉サーバ１１０とを個別のコン
ピュータとした形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら
会員管理コンピュータ１２０と貯玉サーバ１１０とを単一のコンピュータ（サーバコンピ
ュータ）にて形成するようにしても良い。
【０３９５】
　また、本実施例では、会員登録を後述する受付カウンタにて実施できるようにするため
に、会員管理コンピュータ１２０とは個別に、共通会員カード１Ａに記憶されている会員
カードＩＤや遊技場会員ＩＤを読み出すためのカードリーダライタ１０’を備える会員登
録機１０を用いた形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これ
ら会員登録機１０と会員管理コンピュータ１２０とを単一のコンピュータにて形成するよ
うにしても良い。
【０３９６】
　図２１に示すように、貯玉補償サーバ１３０は、後述するように、各遊技場の貯玉サー
バ１１０が有する貯蓄玉（貯玉）数管理テーブル（図２３参照）と同一のテーブルを有し
、各遊技場の貯玉サーバ１１０の貯蓄玉数管理テーブルが更新されるとともに、貯玉補償
サーバ１３０の貯蓄玉数管理テーブルも構成されるようになっており、何らかの不具合等
によって各遊技場における貯蓄玉数の管理データが損傷しても、これら貯蓄玉数の管理デ
ータを外部機関としての貯玉補償センタが保証できるようになっている。
【０３９７】
　更に、遊技場Ａの貯玉サーバ１１０は、専用通信回線１２を介して共通会員カード１Ａ
のカード管理会社に設置されている管理サーバ１４０に双方向にデータ通信可能に接続さ
れている。この管理サーバ１４０は、貯玉サーバ１１０を介して遊技場Ａのシステムコン
トローラ１００、会員登録機１０、並びに会員管理コンピュータ１２０と通信可能になっ
ている。なお、カード管理会社の管理サーバ１４０では、後述するように、各遊技場Ａ～
Ｃにて会員登録を行なった会員遊技者に関する情報を登録管理できるようになっている。
【０３９８】
　また、カード管理会社の管理サーバ１４０は、インターネットに接続された図示しない
通信部を備えており、インターネットへの接続機能を有する会員遊技者が操作可能な情報
端末であるノートパソコン１５Ａや携帯電話１６Ａから、該インターネットを介してアク
セス可能とされるサイトサーバの機能を有する。
【０３９９】
　更に、前述したＣＵ３は、対応するＰ台２と直接接続されており、ＣＵ３と対応するＰ
台２との間で各種信号の送受が可能とされているとともに、対応するＰ台２の遊技に使用
される遊技玉数や該遊技玉数を計数した計数玉数などが送受信されている。
【０４００】
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　そして、これら入力された各信号に基づいて遊技関連情報が会員管理コンピュータ１２
０に送信されることで、該会員管理コンピュータ１２０において、各Ｐ台２における遊技
関連情報を把握できるとともに、対応するＣＵ３において共通会員カードの受付け中に生
じた遊技関連情報を、当該会員遊技者の遊技にて発生した会員遊技関連情報である遊技履
歴として管理するようになっている。
【０４０１】
　また、共通会員カード１Ａが備えるＩＣチップには、各共通会員カード１Ａを個々に識
別可能とするための会員カードＩＤ（記録媒体識別情報）と、各会員遊技者を個々に識別
可能とするために、各遊技場において各会員に固有に付与された遊技場会員ＩＤとが記憶
されるようになっている。なお、共通会員カード１Ａには、当該遊技場Ａにおいて発行さ
れた遊技場会員ＩＤのみならず、他の遊技場Ｂ～Ｃにおいて発行された遊技場会員ＩＤも
記憶されるようになっており、会員遊技者は、１枚の共通会員カード１Ａによって、各遊
技場Ａ～Ｃにおいて会員登録を行なえるようになっている。ここで、遊技場会員カードが
備えるＩＣチップには、各会員遊技者を個々に識別可能とするために、各遊技場において
各会員に固有に付与された遊技場会員ＩＤが記憶されているが、会員カードＩＤ（記録媒
体識別情報）は記憶されるようにはなっていない。
【０４０２】
　図２２に示すように、共通会員カード１Ａが備えるＩＣチップの記憶領域は、カード管
理会社用の記憶領域や各遊技場Ａ～Ｃの固有に割り当てられた記憶領域が設定されている
。そして、後述するように、遊技場Ａは、共通会員カード１Ａにおける自店に対して割り
当てられた記憶領域に、遊技場Ａが独自に発行する遊技場会員ＩＤを、会員登録機１０や
ＣＵ３に設けられたカードリーダライタを用いて書き込むことができるようになっている
。なお、共通会員カード１ＡのＩＣチップにおける各遊技場Ａ～Ｃに割り当てられた記憶
領域には、各遊技場Ａ～Ｃにおける独自の記憶データが記憶できるようになっているが、
未使用の状態では、「０」などの空データを示すＮＵＬ値が初期値記憶データとして記憶
されている。
【０４０３】
　貯玉サーバ１１０が備える記憶装置には、図２３に示す貯蓄玉数管理テーブルが記憶さ
れている。なお、この貯蓄玉数管理テーブルには、図２３に示すように、会員遊技者の遊
技場会員ＩＤに対応付けて、前記玉計数器４０にて計数されて再度の遊技に使用可能とさ
れた貯蓄玉数が記憶されている。
【０４０４】
　会員管理コンピュータ１２０が備える記憶装置には、図２４に示すように、遊技場会員
情報テーブル（図２４（ａ）参照）と、会員別遊技履歴テーブル（図２４（ｂ）参照）と
が記憶されている。なお、遊技場会員情報テーブルには、図２４（ａ）に示すように、当
該遊技場Ａにおいて会員登録した会員遊技者を識別可能な各遊技場会員ＩＤに対応付けて
、本人確認に使用される暗証番号と、各会員遊技者の氏名（名字並びに名前）、性別、年
齢、誕生日、職業、住所、電子メールアドレスからなる会員属性情報（会員情報）とが登
録されている。
【０４０５】
　また、会員別遊技履歴テーブルには、図２４（ｂ）に示すように、各会員遊技者の遊技
場会員ＩＤに対応付けて、来店ポイントと、来店回数と、会員遊技者がＣＵ３に共通会員
カード１Ａを挿入してから遊技を終えて当該共通会員カード１Ａを取り出すまでに実施し
た遊技を１回の遊技として、最近１０回の遊技履歴（会員情報）が記憶されている。これ
ら遊技履歴として具体的には、遊技場会員ＩＤ毎に、来店日、遊技を実施したＰ台２の台
番号、遊技の開始時間（共通会員カード１Ａの挿入時間）、遊技の終了時間（共通会員カ
ード１Ａの返却時間）、開始時間と終了時間との差である遊技時間、始動回数、大当回数
、確変回数、会員遊技者が遊技に消費した金額である売上金額、会員遊技者が遊技にて獲
得することで遊技場が該会員遊技者に対して提供する景品と等価な金額である支出金額（
最小数は１００円単位）、これら売上金額から支出金額を差し引いた収支金額、遊技場の



(58) JP 2015-77290 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

勝敗とが記憶されている。図２４（ｂ）に示す会員別遊技履歴テーブルは、会員管理コン
ピュータ１２０のみに記憶されるだけでもよいが、会員カードＩＤに対応付けて管理サー
バ１４０に記憶してもよい。
【０４０６】
　また、本実施例の貯玉サーバ１１０は、ＣＵ３における再プレイ操作に基づいて該ＣＵ
３から送信される貯玉使用要求の受信に基づいて、会員管理コンピュータ１２０に対して
、当該貯玉使用要求に含まれる暗証番号が、当該貯玉使用要求に含まれる遊技場会員ＩＤ
に対応して前記遊技場会員情報テーブルに記憶されている暗証番号と一致するか否かを照
会し、当該暗証番号が一致した場合において、前記貯蓄玉数管理テーブルに当該遊技場会
員ＩＤに対応付けて記憶されている貯蓄玉数の遊技への再使用を許諾する貯蓄玉数使用許
諾処理を実施し、該貯蓄玉数の遊技への再使用に供された貯蓄玉数の大きさを該貯蓄玉数
の大きさから減算更新する。なお、この際、所定の手数料分の貯蓄玉数を減算更新するよ
うにしても良い。
【０４０７】
　また、本実施例の貯玉サーバ１１０は、ＣＵ３から送信される計数玉数の受信に基づい
て、当該計数玉数とともに送信される遊技場会員ＩＤに対応して貯蓄玉数管理テーブルに
記憶されている貯蓄玉数の大きさに、当該受信した計数玉数の大きさを加算更新する貯蓄
玉数更新処理を実施する。更に、貯蓄玉数管理テーブルの更新があった場合に、貯玉サー
バ１１０は、更新後の新たな貯蓄玉数の大きさと遊技場会員ＩＤとを含む貯玉情報を貯玉
補償センタの貯玉補償サーバ１３０に送信する貯玉情報送信処理を実施する。
【０４０８】
　また、本実施例の会員管理コンピュータ１２０は、ＣＵ３に新たに共通会員カード１Ａ
が受付けられたことに基づいて、当該ＣＵ３から送信される共通会員カード受付け通知の
受信に基づき、当該共通会員カード受付け通知に含まれる新たに受付けた共通会員カード
１Ａから読み出した遊技場会員ＩＤに対応する会員別遊技履歴テーブルの今回のデータを
前回のデータに、前回のデータを２回前のデータというように、それぞれの遊技履歴の回
数の更新を実施するともに、今回の遊技履歴への記憶（更新）を開始して、当該会員遊技
者の遊技において発生する会員遊技関連情報の記憶し、ＣＵ３における返却操作に基づい
て、ＣＵ３から送信される返却通知に記憶を開始した遊技場会員ＩＤが含まれる場合にお
いて、今回の遊技履歴への記憶（更新）を終了し、当該遊技単位における勝敗を判定して
記憶する処理を実施する。
【０４０９】
　なお、今回の遊技履歴への記憶（更新）を開始に際しては、会員管理コンピュータ１２
０からシステムコントローラ１００に対して当該更新する遊技履歴に対応する遊技場会員
ＩＤを含む使用度数情報出力要求を送信することで、システムコントローラ１００から、
当該送信した使用度数情報出力要求に含まれる遊技場会員ＩＤが記録された共通会員カー
ド１Ａからプリペイド度数の使用があった場合に、該使用度数の情報が送信されてくるこ
とで、遊技履歴の売上金額への加算更新が実施されるようになっている。
【０４１０】
　また、本実施例の会員管理コンピュータ１２０は、後述するように、会員登録機１０に
おいて、新規の会員登録を実施するための所定操作がなされた場合に、会員登録画面を会
員登録機１０の表示装置に表示して、新たに会員登録する会員遊技者に関する会員属性情
報の入力を受付ける会員属性情報入力処理を実施し、遊技場会員情報テーブルに記憶され
た遊技場会員ＩＤのうち、未使用の遊技場会員ＩＤを当該新規会員遊技者に対して付与し
、当該遊技場会員ＩＤに対応付けて、会員登録画面にて受付けた会員属性情報を遊技場会
員情報テーブルに記憶する会員属性情報記憶処理を実施する。
【０４１１】
　図２５に示すように、カード管理会社の管理サーバ１４０が備える記憶装置には、共通
会員情報テーブル（図２５（ａ）参照）と、登録済遊技場テーブル（図２５（ｂ）参照）
と、遊技場情報テーブル（図２５（ｃ））と、１次関連会員情報テーブル（図２５（ｄ）
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）と、２次関連会員情報テーブル（図２５（ｅ））とが記憶されている。なお、共通会員
情報テーブルには、図２５（ａ）に示すように、各共通会員カード１Ａを個々に識別可能
な会員カードＩＤ毎に対応付けて、本人確認に使用される暗証番号と、各会員遊技者の氏
名（名字並びに名前）、性別、年齢、誕生日、職業、住所、電子メールアドレスからなる
会員属性情報とが登録されている。なお、本実施例では、共通会員情報テーブルにおいて
暗証番号も管理しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら暗証番号は
、個々の遊技場のみで個別に管理することで、個々の遊技場で異なる暗証番号となるよう
にしても良い。
【０４１２】
　また、本実施例の登録済遊技場テーブルには、図２５（ｂ）に示すように、各会員カー
ドＩＤに対応付けて、当該会員カードＩＤから特定される会員遊技者が会員登録を行なっ
た遊技場の遊技場ＩＤ（遊技場情報）が全て記憶されている。これら登録済遊技場テーブ
ルへの遊技場ＩＤの登録は、後述するように、各遊技場に設置されている会員登録機１０
または会員管理コンピュータ１２０から会員属性情報登録要求または会員属性情報送信要
求とともに送信されてきた会員カードＩＤに対応付けて当該登録済遊技場テーブルに記憶
されている遊技場ＩＤに、当該送信がなされた遊技場の遊技場ＩＤが含まれていない場合
に、当該遊技場の遊技場ＩＤを当該会員遊技者が登録を行なった遊技場として登録済遊技
場テーブルに登録される。
【０４１３】
　また、本実施例の遊技場情報テーブルには、図２５（ｃ）に示すように、各遊技場の遊
技場識別子（遊技場Ａ、遊技場Ｂ、…）と遊技場ＩＤとに対応付けて、当該遊技場の遊技
場名や、所在地が記憶されていることにより、遊技場ＩＤから当該遊技場の遊技場名や所
在地等の情報を特定できるようになっている。
【０４１４】
　また、本実施例の１次関連会員情報テーブルには、図２５（ｄ）に示すように、各会員
カードＩＤに対応付けて、当該会員カードＩＤから特定される会員遊技者と所定の関連性
を持つ１次関連会員遊技者（以下「フレンド」ともいう）が全て記憶されている。本実施
例において、「フレンド」は、当該会員カードＩＤから特定される会員遊技者が他の会員
遊技者の中から選択したことに応じて登録される。
【０４１５】
　また、本実施例の２次関連会員情報テーブルには、図２５（ｅ）に示すように、各会員
カードＩＤに対応付けて、当該会員カードＩＤから特定される会員遊技者と所定の関連性
を持つ２次関連会員遊技者（以下「仲良しフレンド」ともいう）が全て記憶されている。
本実施例において、「仲良しフレンド」は、当該会員カードＩＤから特定される会員遊技
者が自らの「フレンド」の中から選択したことに応じて登録される。したがって、本実施
例において、「仲良しフレンド」を登録するためには、まず他の会員遊技者の中から「フ
レンド」を選択して１次的に登録し、１次的に登録された「フレンド」の中から「仲良し
フレンド」を２次的に登録する必要がある。なお、「フレンド」および「仲良しフレンド
」の登録については後に詳述する。
【０４１６】
　次に、新規に共通会員カード１Ａを発行して会員登録を受付ける場合の会員登録機１０
と会員管理コンピュータ１２０と管理サーバ１４０との処理状況について図２６を参照し
て説明する。
【０４１７】
　先ず、各遊技場Ａ～Ｃのいずれの店舗でも会員登録を行なっていない遊技者が遊技場Ａ
に来場し、遊技場Ａの会員登録を行なうものとする（図２１参照）。この遊技者は未だ共
通会員カード１Ａを所持（所有）しておらず、遊技場Ａに来場した際に、会員登録機１０
が設置されている受付カウンタに出向く。そこで、会員登録の申込用紙に氏名や住所等の
個人情報である会員属性情報を記入して店員に渡す。そして、遊技者から申込用紙を受け
取った店員は、未使用（未発行）の共通会員カード１Ａを会員登録機１０のカードリーダ
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ライタ１０’にセットするとともに、会員登録機１０に会員属性情報を入力する。
【０４１８】
　なお、本実施例では、店員が会員登録機１０を操作して会員属性情報を入力するように
なっているが、来場した遊技者が自由に操作できる入力端末を遊技場内に設置して、これ
らの端末を会員登録機１０に通信可能に接続し、遊技者が入力端末を用いて入力した会員
属性情報を会員登録機１０に送信することで、会員登録機１０が会員属性情報を取得でき
る構成であってもよい。
【０４１９】
　また、会員登録機１０は、会員属性情報の入力を受付ける処理を行なうとともに、カー
ドリーダライタ１０’に挿入された共通会員カード１ＡのＩＣチップにおいてカード管理
会社用の記憶領域に記憶された会員カードＩＤの読み出し処理を行なう（図２２参照）。
そして、会員登録機１０は、読み出した会員カードＩＤと当該遊技場Ａの遊技場ＩＤと入
力された会員属性情報とを含む会員属性情報登録要求をカード管理会社の管理サーバ１４
０に送信する処理を行なう。
【０４２０】
　ここで、カード管理会社の管理サーバ１４０は、遊技場Ａの会員登録機１０から受信し
た会員属性情報登録要求に含まれる会員カードＩＤを参照し、共通会員情報テーブルにお
ける当該会員カードＩＤに対応付けられた氏名や住所等の項目に、受信した会員属性情報
登録要求に含まれる会員属性情報である会員遊技者の氏名や住所等を登録する処理を行な
う。更に、管理サーバ１４０は、受信した会員属性情報登録要求に含まれる遊技場ＩＤを
当該会員カードＩＤに対応付けて登録済遊技場テーブルに登録する処理を行なう。
【０４２１】
　さらに会員登録機１０は、会員属性情報を含む遊技場新規会員情報を会員管理コンピュ
ータ１２０に送信する処理を行なう。ここで、会員管理コンピュータ１２０は、遊技場会
員情報テーブルを参照し、未使用の遊技場会員ＩＤの中から所定の遊技場会員ＩＤを決定
し、この決定した遊技場会員ＩＤに対応付けられた氏名や住所等の項目に、受信した遊技
場新規会員情報に含まれる会員属性情報である会員遊技者の氏名や住所等を登録する処理
を行なう。そして、決定した遊技場会員ＩＤを会員登録機１０に送信する処理を行なう。
なお、会員管理コンピュータ１２０は、決定した遊技場会員ＩＤを貯玉サーバ１１０にも
送信して、該貯玉サーバ１１０に決定した遊技場会員ＩＤを登録させるとともに、該遊技
場会員ＩＤに対応する貯玉数に初期値である「０」を記憶させる。
【０４２２】
　そして会員登録機１０は、会員管理コンピュータ１２０から受信した遊技場会員ＩＤを
、共通会員カード１ＡのＩＣチップにおける遊技場Ａ用の記憶領域（図２２参照）に書き
込む処理を行なう。そして、店員は、会員登録機１０から共通会員カード１Ａを取り外し
、この新規な共通会員カード１Ａを遊技者に手渡すようにし、遊技場Ａにおける会員登録
を完了することで、該共通会員カード１Ａを当該遊技場Ａにて使用することが可能となる
。
【０４２３】
　なお、これら共通会員カード１Ａを手渡す際、例えば、当該遊技者が所有している携帯
電話機の電話番号やＩＤ（ＳＩＭコード）や免許証番号等を入力して登録しておくことで
、当該遊技者が複数の共通会員カード１Ａの発行を受けようとしたときに、電話番号やＩ
Ｄ（ＳＩＭコード）や免許証番号が登録済みであるか否かを判定し、登録済みである場合
には、発行を行なわないようにすることで、複数の共通会員カード１Ａが同一人物に発行
されてしまうことを防止できるようにしても良い。
【０４２４】
　また、本実施例では、会員管理コンピュータ１２０が新たに当該遊技場の会員となる遊
技者に付与する遊技場会員ＩＤを決定して、該決定した遊技場会員ＩＤを共通会員カード
に書き込み記憶するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば
、予め共通会員カード１Ａに記憶されている会員カードＩＤを当該遊技場の遊技場会員Ｉ
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Ｄとして使用するようにしても良く、この場合において会員登録機１０は、会員カードＩ
Ｄを含む遊技場新規会員情報を会員管理コンピュータ１２０に送信し、会員管理コンピュ
ータ１２０は、遊技場新規会員情報に含まれる会員カードＩＤと会員属性情報とを対応付
けて遊技場会員情報テーブルに登録すれば良い。なお、このようにする場合にあっては、
共通会員カード１Ａに個々の遊技場に割り当てられる記憶領域を設けなくても良い。
【０４２５】
　また、遊技場Ａ以外の遊技場Ｂ～Ｃにおいて、共通会員カード１Ａを所持（所有）して
ない遊技者が会員登録を行なった場合も、上記した遊技場Ａの場合と同様な登録処理が行
なわれ、遊技者は最初に会員登録を行なった遊技場Ｂ～Ｃにて新規な共通会員カード１Ａ
を受け取るようになっている。
【０４２６】
　なお、本実施例では、カード管理会社の管理サーバ１４０の共通会員情報テーブルにお
ける会員カードＩＤに対応付けられた氏名や住所等の項目に、受信した会員属性情報登録
要求に含まれる会員属性情報である会員遊技者の氏名や住所等を登録する処理と、遊技場
Ａの会員管理コンピュータ１２０の遊技場会員情報テーブルにおける遊技場会員ＩＤに対
応付けられた氏名や住所等の項目に、受信した遊技場新規会員情報に含まれる会員属性情
報である会員遊技者の氏名や住所等を登録する処理と、を並行して処理できるようになっ
ているが、その他の処理態様であってもよい。
【０４２７】
　例えば、カード管理会社の管理サーバ１４０の共通会員情報テーブルにて会員属性情報
の登録処理が完了した時点で、その登録完了情報が遊技場Ａの会員管理コンピュータ１２
０に送信され、会員管理コンピュータ１２０が登録完了情報を受信したことに基づいて、
遊技場会員情報テーブルにて会員属性情報の登録処理を行なうようにしてもよい。また、
先に、会員管理コンピュータ１２０の遊技場会員情報テーブルにて会員属性情報の登録処
理を行なうようにし、その登録処理が完了した時点で、登録完了情報がカード管理会社の
管理サーバ１４０に送信され、管理サーバ１４０が登録完了情報を受信したことに基づい
て、共通会員情報テーブルにて会員属性情報の登録処理を行なうようにしてもよい。
【０４２８】
　次に、共通会員カード１Ａを所持している遊技者から会員登録を受付ける場合の会員登
録機１０と会員管理コンピュータ１２０と管理サーバ１４０との処理状況について図２７
を参照して説明する。
【０４２９】
　先ず、遊技場Ａ以外の遊技場Ｂ～Ｃのいずれかの店舗で既に会員登録を完了している遊
技者が遊技場Ａに来場し、遊技場Ａの会員登録を行なうものとする（図２１参照）。この
遊技者は、既に最初に会員登録を行なった遊技場にて発行された共通会員カード１Ａを所
持（所有）した状態で、会員登録機１０が設置されている受付カウンタに出向いて、会員
登録したい旨を店員伝えるとともに、自身が所持している共通会員カード１Ａを店員に手
渡す。店員は、受け取った共通会員カード１Ａを会員登録機１０のカードリーダライタ１
０’に挿入する。
【０４３０】
　会員登録機１０は、カードリーダライタ１０’に挿入された共通会員カード１ＡのＩＣ
チップにおける遊技場Ａ用の記憶領域に記憶された記憶データとカード管理会社用の記憶
領域に記憶された会員カードＩＤの読み出し処理を行なう（図２２参照）。ここで、遊技
場Ａにおいて未だ会員登録がなされていない場合には、遊技場Ａ用の記憶領域に前述した
ＮＵＬ値が記憶データとして記憶されており、遊技場Ａにおいて既に会員登録がなされて
いる場合には、当該遊技場Ａで独自に付与された遊技場会員ＩＤが記憶されていることと
なる。
【０４３１】
　更に、会員登録機１０は、共通会員カード１Ａから読み出した記憶データを会員管理コ
ンピュータ１２０に送信する処理を行なう。このカードの記憶データを受信した会員管理
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コンピュータ１２０は、遊技場会員情報テーブルを参照して共通会員カード１Ａの遊技場
Ａ用の記憶領域から読み出したデータが遊技場会員ＩＤとして登録されているか否かを判
定する処理を行なう。そして、会員管理コンピュータ１２０は、その判定結果（登録有り
・登録無し）を会員登録機１０に返信する処理を行なう。
【０４３２】
　そして、会員管理コンピュータ１２０から判定結果を受信した会員登録機１０は、この
判定結果により登録有りと判定された場合（記憶データが遊技場会員ＩＤである場合）に
、登録済の旨を表示装置に表示する。この場合には、店員は、会員登録機１０から共通会
員カード１Ａを取り外し、共通会員カード１Ａを遊技者に返却するとともに、既に遊技場
Ａにおける会員登録が済んでいることを伝える。
【０４３３】
　また、会員管理コンピュータ１２０から判定結果を受信した会員登録機１０は、この判
定結果により登録無しと判定された場合（記憶データがＮＵＬ値である場合等）に、読み
出した会員カードＩＤと当該遊技場Ａの遊技場ＩＤとを含む会員属性情報送信要求をカー
ド管理会社の管理サーバ１４０に送信する処理を行なう。
【０４３４】
　ここで、カード管理会社の管理サーバ１４０は、遊技場Ａの会員登録機１０から受信し
た会員属性情報送信要求に含まれる会員カードＩＤを照合し、該会員カードＩＤが登録さ
れている場合には、共通会員情報テーブルにおける当該会員カードＩＤに対応付けられて
登録されている氏名や住所等の会員属性情報を会員登録機１０に送信する処理を行なう。
更に、管理サーバ１４０は、受信した会員属性情報送信要求に含まれる遊技場ＩＤを当該
会員カードＩＤに対応付けて登録済遊技場テーブルに登録する処理を行なう。一方、該会
員カードＩＤが共通会員情報テーブルに登録されていない場合には、会員属性情報の登録
がない旨を示す会員属性情報未登録通知を返信して、会員登録機１０を、会員属性情報の
受付け状態に移行させる。なお、これら会員属性情報が受付けられた場合の流れは、新規
に共通会員カード１Ａを発行する場合の上述した流れと同じである。
【０４３５】
　また、カード管理会社の管理サーバ１４０から会員属性情報を受信した会員登録機１０
は、受信した会員属性情報を含む遊技場新規会員情報を会員管理コンピュータ１２０に送
信する処理を行なう。ここで、会員管理コンピュータ１２０は、遊技場会員情報テーブル
を参照し、未使用の遊技場会員ＩＤの中から所定の遊技場会員ＩＤを決定し、この決定し
た遊技場会員ＩＤに対応付けられた氏名や住所等の項目に、受信した遊技場新規会員情報
に含まれる会員属性情報である会員遊技者の氏名や住所等を登録する記録媒体利用登録処
理を行なう。そして、決定した遊技場会員ＩＤを会員登録機１０に送信する処理を行なう
。なお、会員管理コンピュータ１２０は、決定した遊技場会員ＩＤを貯玉サーバ１１０に
も送信して、該貯玉サーバ１１０に決定した遊技場会員ＩＤを登録させるとともに、該遊
技場会員ＩＤに対応する貯玉数に初期値である「０」を記憶させる。
【０４３６】
　更に、会員登録機１０は、カードリーダライタ１０’により、会員管理コンピュータ１
２０から受信した遊技場会員ＩＤを共通会員カード１ＡのＩＣチップにおける遊技場Ａ用
の記憶領域（図２２参照）に書き込む処理を行なう。そして、店員は、カードリーダライ
タ１０’から共通会員カード１Ａを取り外し、この共通会員カード１Ａを遊技者に手渡す
ようにし、遊技場Ａにおける会員登録を完了する。
【０４３７】
　このように、本実施例では、共通会員カード１Ａを所持している場合も、受付カウンタ
において会員登録を実施するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく
、例えば、以下に示すように、ＣＵ３において共通会員カード１Ａを使用して会員登録を
実施するようにしても良く、この場合のＣＵ３と会員管理コンピュータ１２０と管理サー
バ１４０との処理状況について図２８を参照して説明する。
【０４３８】
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　先ず、遊技場Ａ以外の遊技場Ｂ～Ｃのいずれかの店舗で既に会員登録を完了している遊
技者が遊技場Ａに来場したものとする（図２１参照）。この遊技者は、既に最初に会員登
録を行なった遊技場にて発行された共通会員カード１ＡをＣＵ３に挿入する。
【０４３９】
　そして、ＣＵ３は、挿入された共通会員カード１ＡのＩＣチップにおける遊技場Ａ用の
記憶領域に記憶された記憶データとカード管理会社用の記憶領域に記憶された会員カード
ＩＤをカードリーダライタ３’により読み出す読み出し処理を行なう（図２２参照）。こ
こで、遊技場Ａにおいて未だ会員登録がなされていない場合には、遊技場Ａ用の記憶領域
に前述したＮＵＬ値が記憶データとして記憶されており、遊技場Ａにおいて既に会員登録
がなされている場合には、当該遊技場Ａで独自に付与された遊技場会員ＩＤが記憶されて
いることとなる。
【０４４０】
　更に、ＣＵ３は、共通会員カード１Ａから読み出した記憶データを会員管理コンピュー
タ１２０に送信する処理を行なう。このカードの記憶データを受信した会員管理コンピュ
ータ１２０は、遊技場会員情報テーブルを参照して共通会員カード１Ａの遊技場Ａ用の記
憶領域から読み出したデータが遊技場会員ＩＤとして登録されているか否かを判定する処
理を行なう。そして、会員管理コンピュータ１２０は、その判定結果（登録有り・登録無
し）をＣＵ３に返信する処理を行なう。
【０４４１】
　そして、会員管理コンピュータ１２０から判定結果を受信したＣＵ３は、この判定結果
により登録有りと判定された場合（記憶データが遊技場会員ＩＤである場合）に、前述し
た貯玉使用要求を貯玉サーバ１１０に送信し、当該ＣＵ３にて貯玉を使用できるようにす
る。
【０４４２】
　また、会員管理コンピュータ１２０から判定結果を受信したＣＵ３は、この判定結果に
より登録無しと判定された場合（記憶データがＮＵＬ値である場合等）に、該ＣＵ３が備
える表示装置に「お客様は当店にて会員登録がなされておりません。当店にて会員登録を
行ないますか？」等の表示を行ない、遊技者に対して当該遊技場Ａの会員登録を行なうか
否かを問い合わせる処理を行なう。
【０４４３】
　ここで、遊技者が会員登録をしない旨の選択をした場合には、ＣＵ３から共通会員カー
ド１Ａを排出するカード返却処理を行なう。また、遊技者が会員登録する旨の選択をした
場合には、読み出した会員カードＩＤを含む会員登録要求を会員管理コンピュータ１２０
に送信する処理を行なう。
【０４４４】
　なお、本実施例では、遊技者が会員登録をしない旨の選択をした場合には、共通会員カ
ード１Ａを返却する形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、こ
れら共通会員カード１Ａを会員カードではなくビジターカードとして受付けてビジターカ
ードとして使用できるようにしても良く、この場合にあっては、共通会員カード１Ａの記
憶領域に、ＣＵ３にて計数した持玉数を記憶するようにしても良い。
【０４４５】
　また、これら共通会員カード１Ａがビジターカードとして使用された場合において、該
共通会員カード１Ａが挿入されてから返却されるまでの遊技履歴を、会員カードＩＤに対
応付けて会員属性なしの遊技履歴として記憶しておき、後に当該共通会員カード１Ａを所
持する遊技者が会員登録した場合には、該会員の遊技履歴として、当該共通会員カード１
Ａの会員カードＩＤに対応付けて記憶されている会員属性なしの遊技履歴を引き継ぐよう
にしても良い。
【０４４６】
　そして、ＣＵ３から会員登録要求を受信した会員管理コンピュータ１２０は、受信した
会員登録要求に含まれる会員カードＩＤと当該遊技場Ａの遊技場ＩＤとを含む会員属性情
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報送信要求をカード管理会社の管理サーバ１４０に送信する処理を行なう。
【０４４７】
　ここで、カード管理会社の管理サーバ１４０は、遊技場Ａの会員管理コンピュータ１２
０から受信した会員属性情報送信要求に含まれる会員カードＩＤを照合し、該会員カード
ＩＤが登録されている場合には、共通会員情報テーブルにおける当該会員カードＩＤに対
応付けられて登録されている氏名や住所等の会員属性情報を会員管理コンピュータ１２０
に送信する処理を行なう。更に、管理サーバ１４０は、受信した会員属性情報送信要求に
含まれる遊技場ＩＤを当該会員カードＩＤに対応付けて登録済遊技場テーブルに登録する
処理を行なう。
【０４４８】
　一方、会員カードＩＤが共通会員情報テーブルに登録されていない場合には、会員属性
情報の登録がない旨を示す会員属性情報未登録通知を会員管理コンピュータ１２０に返信
することで、会員管理コンピュータ１２０は、ＣＵ３に対してエラー報知指示と返却指示
とを送信して、エラーを報知させるとともに受付け中の共通会員カード１Ａを返却させる
。なお、この場合、例えば、会員登録機１０の場合のように、ＣＵ３を会員属性情報の受
付け状態に移行させて、会員属性情報の受付けを実施させるようにしても良い。このよう
に、会員属性情報の受付けを実施させた場合の流れは、会員登録機１０において新規に共
通会員カード１Ａを発行する場合の上述した流れと同じとすれば良い。
【０４４９】
　また、カード管理会社の管理サーバ１４０から会員属性情報を受信した会員管理コンピ
ュータ１２０は、遊技場会員情報テーブルを参照し、未使用の遊技場会員ＩＤの中から所
定の遊技場会員ＩＤを決定し、この決定した遊技場会員ＩＤに対応付けられた氏名や住所
等の項目に、受信した会員属性情報である会員遊技者の氏名や住所等を登録する記録媒体
利用登録処理を行なう。そして、決定した遊技場会員ＩＤをＣＵ３に送信する処理を行な
う。なお、会員管理コンピュータ１２０は、決定した遊技場会員ＩＤを貯玉サーバ１１０
にも送信して、該貯玉サーバ１１０に決定した遊技場会員ＩＤを登録させるとともに、該
遊技場会員ＩＤに対応する貯玉数に初期値である「０」を記憶させる。
【０４５０】
　更に、ＣＵ３は、会員管理コンピュータ１２０から受信した遊技場会員ＩＤを、共通会
員カード１ＡのＩＣチップにおける遊技場Ａ用の記憶領域（図２２参照）に書き込む処理
を行ない、遊技場Ａにおける会員登録を完了する。
【０４５１】
　このように本実施例の遊技用システムでは、共通会員カード１Ａを所持している遊技者
が会員となっていない遊技場Ａにおいて新たに会員になる際においては、カード管理会社
の管理サーバ１４０において管理されている該遊技者の会員属性情報が、共通会員カード
１Ａに記録されている会員カードＩＤに基づいて取得されて会員情報として登録されるた
め、これら会員属性情報を新たに会員になる毎に記入したり入力したりする等の当該遊技
者の手間を著しく省くことができ、会員登録が非常に簡素化されるばかりか、複数の会員
カードを携行する必要もないので、他の遊技場において既に会員登録している遊技者の他
の遊技場における会員化を促進させることができる。
【０４５２】
　また、遊技者は、会員登録機１０が設置されているいずれか１の遊技場にて共通会員カ
ード１Ａの新たな発行を受けて会員となることができるとともに、該会員の会員属性情報
をカード管理会社の管理サーバ１４０において迅速に管理できる。
【０４５３】
　また、会員登録機１０またはＣＵ３において共通会員カード１Ａを受付けた際に、会員
管理コンピュータ１２０が遊技場会員情報テーブルを参照してカードの記憶データが遊技
場会員ＩＤとして登録されているか否かを判定する処理を行なうことで、遊技者が来場し
た遊技場Ａの会員であると判定されたときには、カード管理会社の管理サーバ１４０に対
して会員カードＩＤが送信されて会員属性情報が無駄に取得されることがないので、会員
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管理コンピュータ１２０と管理サーバ１４０との間の通信負荷を低減できるとともに、管
理サーバ１４０における処理負荷も低減できる。
【０４５４】
　次に、会員遊技者が、情報端末であるノートパソコン１５Ａや携帯電話１６Ａを用いて
自分が会員登録を行なった各遊技場Ａ～Ｃを把握する場合や、登録内容の確認・変更を行
なう場合について図２９から図３１を用いて説明する。
【０４５５】
　先ず、会員遊技者は、情報端末であるノートパソコン１５Ａまたは携帯電話１６Ａから
カード管理会社の管理サーバ１４０のサイト（会員サービスサイト）にアクセスすると、
管理サーバ１４０は、図２９に示すように、ログインページを配信するようになっている
。
【０４５６】
　このログインページには、共通会員カード１Ａの一面に印刷された会員カードＩＤを入
力するための会員カードＩＤ入力部と、暗証番号を入力するための暗証番号入力部とが設
けられており、会員遊技者は、これら各入力部に会員カードＩＤ並びに暗証番号を入力し
た後、当該ログインページの下方位置に設けられている「ログイン」の選択入力部を選択
入力する。なお、会員カードＩＤは、共通会員カード１Ａの裏面にシリアルナンバーとし
て記載されており、会員遊技者は、このシリアルナンバーを会員カードＩＤとして入力す
るようになっている。
【０４５７】
　この「ログイン」の選択入力部の選択入力に基づいて、管理サーバ１４０は、当該ログ
インページにて受付けた会員カードＩＤに対応付けて前記共通会員情報テーブルに記憶さ
れている暗証番号が特定されて、ログインページにて受付けた暗証番号との照合処理が実
施され、該照合処理における照合が一致した場合において、前記登録済遊技場テーブルに
該会員カードＩＤに対応して記憶されている遊技場ＩＤを全て抽出する処理を行なう。
【０４５８】
　更に、管理サーバ１４０は、遊技場情報テーブルを参照し、抽出した遊技場ＩＤに対応
付けて登録されている遊技場名及び所在地を抽出し、遊技場表示ページを作成する処理を
行なう。図３０に示すように、遊技場表示ページには、会員遊技者が会員登録を行なった
遊技場が列挙され、この遊技場表示ページが会員遊技者の情報端末であるノートパソコン
１５Ａや携帯電話１６Ａに配信される。このように会員遊技者は、自分が共通会員カード
１Ａによって会員となっている遊技場Ａ～Ｃを正確に把握することができる。
【０４５９】
　また、遊技場表示ページの下方には、「ログアウト」の選択入力部が設けられるととも
に、会員遊技者が自分で登録した住所等の登録内容を確認するための登録内容確認ページ
を表示させるための「登録内容確認」の選択入力部が設けられる。そして、この「登録内
容確認」の選択入力部の選択入力に基づいて、管理サーバ１４０は、前述のログインペー
ジにて受付けた会員カードＩＤに対応付けて前記共通会員情報テーブルに記憶されている
会員遊技者の氏名や住所等の個人情報である会員属性情報を抽出し、登録内容確認ページ
を作成する処理を行なう。図３１に示すように、登録内容確認ページには、会員遊技者が
登録した氏名や住所等の個人情報である会員属性情報が列挙され、この登録内容確認ペー
ジが会員遊技者の情報端末であるノートパソコン１５Ａや携帯電話１６Ａに配信される。
登録内容確認ページに表示される会員属性情報には、「フレンド」として登録している会
員の氏名も含まれている。また、「フレンド」の中で、誰が「仲良しフレンド」として登
録されているかについても表示される。
【０４６０】
　例えば、会員カードＩＤが“ＫＫ－００００１”である「○○太郎」さんのフレンド欄
には、図２５（ｄ）に示す１次関連会員情報テーブルから“ＫＫ－００００２”である「
○○花子」さん、“ＫＫ－００１０１”である「△△三郎」さん、“ＫＫ－０００××”
である「××次郎」さんが登録されていることが登録内容確認ページに表示される。また
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、３名のフレンドのうち、「○○花子」さんおよび「△△三郎」さんが「仲良しフレンド
」に登録されている旨が各フレンド欄の氏名の下に表示される。なお、図３１に示す登録
内容確認ページには、フレンドが氏名で表示されているが、氏名ではなくニックネームや
アバター名などの別名で表示するようにしてもよい。
【０４６１】
　なお、登録内容確認ページの下方には、「ログアウト」の選択入力部が設けられるとと
もに、会員遊技者が自分で登録した住所等の会員属性情報の登録内容を変更するための登
録内容変更ページ（図示略）を表示させるための「登録内容変更」の選択入力部や、会員
遊技者が自分で登録した暗証番号を変更するための暗証番号変更ページ（図示略）を表示
させるための「暗証番号変更」の選択入力部が設けられる。このように会員遊技者は、登
録内容変更ページや暗証番号変更ページにて会員属性情報や暗証番号の変更を行なうこと
ができ、多数の遊技場Ａ～Ｃにおいて会員登録を行なっていても、一括して会員属性情報
や暗証番号の変更を行なうことができる。つまり、これら変更があった場合には、変更し
たデータが、該ログイン中の会員遊技者が会員となっている各遊技場に送信されて、会員
属性情報が更新されることで、一括して会員属性情報や暗証番号の変更を行なうことがで
きる。
【０４６２】
　なお、具体的な構成はこれら実施例に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる。
【０４６３】
　例えば、前記実施例では、共通会員カード１Ａの発行を受ける会員登録を、各遊技場に
設置された会員登録機１０において実施できるようにしているが、本発明はこれに限定さ
れるものではなく、カード会社が、遊技者から会員属性情報が記載された会員登録の申込
用紙の送付を受けて、カード管理会社の管理サーバ１４０においてこれらの会員登録の処
理を実施するようにしても良い。なお、これらカード管理会社において会員登録を実施し
た場合においては、共通会員カード１Ａを郵送等により会員遊技者に発行すれば良い。こ
のように、予め管理サーバ１４０にて会員登録を行なっておけば、各遊技場Ａ～Ｃの会員
登録を行なう場合に、会員属性情報を申込用紙に記入したり入力したりする等の当該遊技
者の手間を著しく省くことができる。
【０４６４】
　また、前記実施例では、共通会員カード１Ａまたはビジターカードに遊技用価値である
プリペイド度数を記録し、これらのカードをＣＵ３にセットすることで使用できるが、こ
の他にも、共通会員カード１Ａに電子マネー額が記憶された非接触ＩＣチップを内蔵する
とともに、ＣＵ３に、この非接触ＩＣチップに記憶されているデータの読み出しや書き込
みを含む非接触ＩＣチップとの近距離データ通信が可能な外部リーダライタを設けること
で、共通会員カード１Ａに記憶された電子マネーを用いて遊技を行なえるようにしてもよ
い。この場合には、電子マネー額の利用機能、いわゆるお財布機能を有する携帯電話を共
通会員カード１Ａの代りに用いるようにしてもよい。更に、この場合には、例えば、各遊
技場Ａ～Ｃの貯玉サーバ１１０に接続される管理サーバを電子マネーサービス会社に設置
するとともに、この電子マネーサービス会社の管理サーバに金融機関ネットワークを介し
て接続された金融サーバを遊技者が電子マネー契約をしている口座等を有している金融機
関に設置することで、電子マネーサービス会社の管理サーバは、遊技者が金融機関に開設
した口座の残高を使用してチャージ額の決済を行なうことができ、チャージ額に対応する
電子マネーを遊技者の共通会員カード１Ａや携帯電話にチャージすることができるように
してもよい。なお、この場合にあっては、前記実施例にてカード管理会社の管理サーバ１
４０が有する共通会員情報テーブルを、電子マネーサービス会社に設置される管理サーバ
にて管理するようにし、遊技場Ａ～Ｃの会員登録機１０や会員管理コンピュータ１２０か
ら会員属性情報送信要求があった際に、電子マネーサービス会社の管理サーバが自身で有
する共通会員情報テーブルを参照して、対応する会員属性情報を遊技場Ａ～Ｃの会員登録
機１０や会員管理コンピュータ１２０に返信する処理を行なうようにしてもよい。



(67) JP 2015-77290 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

【０４６５】
　また、前記実施例では、管理サーバ１４０にて抽出した登録済みの遊技場に関する情報
や会員属性情報を、アクセスしてきた会員遊技者の情報端末であるノートパソコン１５Ａ
や携帯電話１６Ａに配信するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく
、これらの情報を、ログインページにて受付けた会員カードＩＤから特定される当該会員
遊技者の電子メールアドレスや、該会員遊技者から電子メールを受付けて、会員遊技者が
指定した配信先となるこれらの電子メールアドレスに会員属性情報を含む電子メールを送
信するようにしても良い。
【０４６６】
　また、前記実施例では、管理サーバ１４０にて抽出した登録済みの遊技場に関する情報
や会員属性情報を、アクセスしてきた会員遊技者の情報端末であるノートパソコン１５Ａ
や携帯電話１６Ａに配信するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく
、遊技場Ａ～Ｃに設置された会員登録機１０からカード管理会社の管理サーバ１４０のサ
イトにアクセスして、この会員登録機１０を用いて登録された住所等の会員属性情報の登
録内容を変更できるようにしてもよい。
【０４６７】
　また、前記実施例では、管理サーバ１４０とサイトサーバとを１つのサーバにて構成し
ているが、本発明はこれに限定されるものではなく、セキュリティ性の向上の観点から管
理サーバ１４０とサイトサーバとを個別に設ける構成にしてもよい。
【０４６８】
　＜管理サーバへのログイン＞
　次に、各Ｐ台２で遊技する会員が管理サーバ１４０にログインして遊技を行なう場合に
ついて説明する。前述した管理サーバ１４０では、特に管理サーバ１４０にログインする
ことなく遊技を行なっているため、管理サーバ１４０に遊技履歴を記憶することなく、各
遊技場に設けられた会員管理コンピュータ１２０で遊技履歴を記憶していた。以下に説明
する遊技用システムでは、各Ｐ台２で遊技する会員が管理サーバ１４０にログインして遊
技を行なうことで、管理サーバ１４０に遊技履歴を記憶するとともに、さまざまな機能を
遊技者に提供することができる。まず、Ｐ台２で遊技を行なう際に、管理サーバ１４０に
ログインする必要がある。ここで、Ｐ台２に繋がったＣＵ３は、図２１に示すように貯玉
サーバ１１０を介して管理サーバ１４０と通信可能に接続されており、共通会員カード１
Ａの会員カードＩＤを用いて管理サーバ１４０にログイン可能である。
【０４６９】
　図１に示したＰ台２では、表示器５４に管理サーバ１４０へログインするための画面が
表示される。図３２～図３４は、管理サーバ１４０にログインするための操作を説明する
ための画面の一例を示す図である。なお、表示器５４には、タッチセンサが取り付けられ
てあり、当該画面に表示されたボタンの位置に触れると、当該ボタンの操作を行なうこと
が可能である。
【０４７０】
　図３２（ａ）は、Ｐ台２で遊技を始める前に、表示器５４に表示されているトップ画面
上（表示器５４の手前側表示）にメニュー画面枠が表示されている一例である。メニュー
画面枠内には、当該画面には管理サーバ１４０にログインせずに遊技を行なう「一般遊技
」ボタン、電子マネーを利用するための「電子マネー」ボタン、管理サーバ１４０にログ
インする「ログイン」ボタン、ＣＵ３において会員登録を行なう場合の「会員登録」ボタ
ン、表示器５４に広告を表示する場合の「ＣＭ表示」ボタンがそれぞれ表示されている。
なお、図３２（ａ）に示すメニュー画面枠には、左側の縦方向に「一般遊技」ボタン、「
一般遊技」ボタンの右側に上から順に「電子マネー」ボタン、「ログイン」ボタンおよび
「会員登録」ボタンが並び、「会員登録」ボタンのさらに右側に「ＣＭ表示」ボタンがそ
れぞれ表示されている。
【０４７１】
　メニュー画面枠の下（表示器５４の後ろ側表示）のトップ画面には、前述のボタン以外
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に、画面左上にログインした会員遊技者のアバターを表示するアバター表示領域、当該ア
バター表示領域の右方向に「大当り」、「確変」、「スタート」および「確率」の順に遊
技履歴が表示される。さらに、アバター表示領域の下方向には、トップ画面に戻るための
「トップ」ボタン、メニュー画面枠を表示する「メニュー」ボタン、「離席」ボタン、Ｃ
Ｕ３に挿入されたカードを返却するための「返却」ボタン、「球貸」ボタンが順に表示さ
れている。また、図３２（ａ）に示す画面の最上段には、遊技機の台番号（たとえば、０
３００番台）、および「呼出」ボタンが表示され、画面の最下段には画面左から順に「賞
球数」、「残額」および「貸玉」の表示があり、当該表示に続き遊技の説明を表示するた
めの「遊技ガイド」ボタン、および遊技機の操作を説明する「操作説明」ボタンが表示さ
れている。メニュー画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「球貸」ボタンなどと重なって
おらず、当該ボタンの操作は有効である。
【０４７２】
　遊技者が、管理サーバ１４０へログインして遊技を行なう場合、メニュー画面枠の「ロ
グイン」ボタンを押下すると、ＣＵ３が共通会員カード１Ａの会員カードＩＤを読み出し
、当該会員カードＩＤで管理サーバ１４０へログインする処理が行なわれる。その際、図
２９に示したようなログイン画面を表示して暗証番号を入力する構成にしてもよい。
【０４７３】
　なお、ＣＵ３に挿入されているカードが共通会員カード１Ａではなく、遊技場会員向け
に発行した会員カードやビジターカードである場合、携帯端末の非接触ＩＣチップに登録
してある会員カードＩＤでもログインできるように、図３２（ｂ）に示す「会員認証しま
す　リーダーに携帯端末をかざしてください」のメッセージ画面枠（ポップアップ画面）
がメニュー画面枠に変わってトップ画面上に表示される。遊技者は、自身の携帯端末の非
接触ＩＣチップに会員カードＩＤを登録していれば、リーダー（図示せず）に携帯端末を
かざして会員カードＩＤを読み出し、当該会員カードＩＤで管理サーバ１４０へログイン
する処理が行なわれる。もちろん、共通会員カード１Ａ自体をリーダーにかざして会員カ
ードＩＤを読み出して、管理サーバ１４０へのログイン処理を行なってもよい。図３２（
ｂ）に示すメッセージ画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「球貸」ボタンなどと重なっ
ておらず、当該ボタンの操作は有効である。
【０４７４】
　管理サーバ１４０へのログイン処理が開始されると、図３２（ｂ）に示すメッセージ画
面枠が消え、当該位置に図３３（ｃ）に示す「受付処理中です　しばらくお待ちください
」とのメッセージ画面枠が表示される。図３３（ｃ）に示すメッセージ画面枠の内容は、
一例でありＣＵ３が管理サーバ１４０へのログイン処理を行なっている最中であることを
示す内容であればいずれの内容であってもよい。なお、ＣＵ３が管理サーバ１４０へのロ
グイン処理を行なっている最中の画面は、図３３（ｃ）に示す画面に限られず、たとえば
メッセージ画面枠に遊技の説明画面や後述する広告画面を表示してもよい。図３３（ｃ）
に示すメッセージ画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「球貸」ボタンなどと重なってお
り、当該ボタンの操作は無効である。ただし、「呼出」ボタン、「遊技ガイド」ボタンお
よび「操作説明」ボタンの操作は有効にしてもよい。
【０４７５】
　次に、管理サーバ１４０へのログイン処理が終了すると、図３３（ｄ）に示すログイン
中の画面が表示される。当該ログイン中の画面には、「ログイン中」ボタンの表示、アバ
ター表示領域に、ログイン前に表示していた画像に変わり、ログインした遊技者が事前に
登録したキャラクタ画像が表示される。なお、キャラクタ画像を表示したアバター表示領
域の下に、ログインした遊技者の会員カードＩＤを表示してもよい。また、アバター表示
領域に表示させるキャラクタ画像の情報は、少なくとも管理サーバ１４０の会員属性情報
に関連付けて記憶してある。キャラクタ画像の登録は、管理サーバ１４０に会員属性情報
を登録する際に、遊技者が自分にあったキャラクタ画像を選択して登録する。なお、管理
サーバ１４０へのログインする度に、アバター表示領域に表示させるキャラクタ画像のデ
ータを管理サーバ１４０から送信するのではなく、会員管理コンピュータ１２０の会員属
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性情報にも当該キャラクタ画像のデータを記憶させておき、会員管理コンピュータ１２０
から当該データを送信するように構成してもよい。当該キャラクタ画像は、遊技者の遊技
状況（たとえば、大当り、出玉○○○発、○○○ハマりなどの状況など）により表情や動
作を変化させること（たとえば、大当りのときはうれしい表情をし、はずれのときは悲し
い表情をするなど）ができるとともに、後述するフレンド機能のように他のＰ台２に設け
た表示器５４に登場させることができる。さらに、ログイン中の画面には、本日持玉数、
貯玉数、およびプレイ可能玉（遊技玉）数が表示される。また、表示器５４には、本日持
玉数の表示の左側の位置に「払出」ボタン、貯玉数の表示の左側の位置に「再プレイ」ボ
タンがそれぞれ表示されている。「払出」ボタンは、本日持玉をプレイ可能玉（遊技玉）
に変換するためのボタンであり、本日持玉数が存在するとき有効で、存在しないとき無効
となる。また、「再プレイ」ボタンは、貯玉をプレイ可能玉（遊技玉）に変換するための
ボタンであり、貯玉数が存在するとき有効で、存在しないとき無効となる。
【０４７６】
　管理サーバ１４０へのログイン処理が行なわれ、ログインに用いた会員カードＩＤが図
２５（ａ）に示す共通会員情報テーブルに登録されていない場合、図３４（ｅ）に示す「
この携帯ｏｒカードは会員登録されておりません　今すぐ会員登録しますか？」とのメッ
セージ画面枠が表示される。ここで、図３４（ｅ）に表示された「はい」ボタンを押下す
ると会員登録サイトへ遷移できるように図３４（ｅ）に示すメッセージ画面枠に変えて、
図３４（ｆ）に示すメッセージ画面枠が表示される。図３４（ｆ）に示すメッセージ画面
枠には、「[会員登録サイトへ遷移します]」のタイトル、および「リーダーに携帯端末を
かざすか、表示されている二次元コードを読取ってください」とのメッセージが表示され
るとともに二次元コードが表示される。遊技者は、携帯端末をリーダーにかざすか、二次
元コードを読取って会員登録サイト（図示せず）へ遷移し、会員登録を行なう。一方、図
３４（ｅ）に表示された「いいえ」ボタンを押下するとトップ画面が表示される。なお、
「はい」ボタン、および「いいえ」ボタンのいずれも選択せずに１０秒間経過すると、ト
ップ画面が表示されるようにしてもよい。図３４（ｅ）および図３４（ｆ）に示すメッセ
ージ画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「球貸」ボタンなどと重なっており、当該ボタ
ンの操作は無効である。ただし、「呼出」ボタン、「遊技ガイド」ボタンおよび「操作説
明」ボタンの操作は有効にしてもよい。
【０４７７】
　＜管理サーバからのログアウト＞
　次に、管理サーバ１４０からのログアウト処理について説明する。遊技者が遊技を終了
する場合、以下のような操作を行ない管理サーバ１４０からログアウトする。図３５は、
管理サーバ１４０からログアウトするための操作を説明するための画面の一例を示す図で
ある。まず、図３５（ａ）に示す画面において表示されている「本日持玉」、「貯玉」、
および「プレイ可能玉」がそれぞれ０玉になるように計数処理を行なう。次に、ＣＵ３に
挿入されている共通会員カード１Ａを返却するために、「返却」ボタンを押下する。さら
に、表示される「ログイン中」ボタンの押下することで、管理サーバ１４０からログアウ
トできる。なお、前述の操作は一例であり、例えば、「返却」ボタンを押下するだけで、
前述の操作を自動で行ない管理サーバ１４０からログアウトするように構成してもよい。
【０４７８】
　管理サーバ１４０からのログアウト処理が開始されると、直ちにログアウトする構成で
あってもよいが、図３５（ｂ）のようにメッセージ画面枠を表示して完全にログアウトす
るまでに猶予時間を設定する構成であってもよい。図３５（ｂ）に示すメッセージ画面枠
では、「認証解除カウントダウン開始　あと００秒でログアウトします」とのメッセージ
が表示される。つまり、ＣＵ３は、管理サーバ１４０との間の認証を解除せず、ログイン
状態を設定された時間保持し、誤って「ログイン中」ボタンを押下して管理サーバ１４０
からログアウトされてしまわないようにしてある。なお、猶予時間を待たずに直ちにログ
アウトできるように「ログアウト」ボタンが設けてある。逆に、継続して遊技を行ないた
い場合のために「認証継続するには入金または「続ける」を押してください」とのメッセ
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ージが表示され、「続ける」ボタンを押下することで、図３３（ｄ）で示したログイン中
画面に戻る。図３５（ｂ）に示すメッセージ画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「球貸
」ボタンなどと重なっており、当該ボタンの操作は無効である。ただし、「呼出」ボタン
、「遊技ガイド」ボタンおよび「操作説明」ボタンの操作は有効にしてもよい。
【０４７９】
　管理サーバ１４０からのログアウト処理が完了すると、図３５（ｃ）に示すような画面
が表示される。具体的に、図３５（ｃ）に示すような画面には、「ログイン中」ボタンの
表示が消え、アバター表示領域に遊技者が登録したキャラクタ画像に変わり、ログイン前
のキャラクタ画像が表示される。また、アバター表示領域の下に、ログインした遊技者の
会員カードＩＤが表示されていた場合、当該表示も消える。なお、「ログイン中」ボタン
などの表示が消えた部分に、後述する広告画像の表示を行なってもよい。
【０４８０】
　＜仲良しフレンド表示機能＞
　管理サーバ１４０には、図２５（ｅ）に示すような２次関連会員情報テーブルが記憶し
てあり、各会員カードＩＤに対応付けて、当該会員カードＩＤから特定される会員遊技者
の「仲良しフレンド」（２次関連会員遊技者）が全て記憶されている。そして、本実施形
態に係る遊技用システムでは、当該２次関連会員情報テーブルを利用して仲良しフレンド
表示機能を遊技者に提供することができる。ここで、仲良しフレンド表示機能とは、管理
サーバ１４０にログインした会員カードＩＤに対応付けて２次関連会員情報テーブルに登
録してある仲良しフレンドのうち、同じ遊技場で遊技している仲良しフレンドを検索して
、ログインした会員の表示器５４に表示する機能である。図３６、図３７は、仲良しフレ
ンド表示機能の操作を説明するための画面の一例を示す図である。
【０４８１】
　具体的に、会員カードＩＤを有する会員が遊技場での遊技中に表示器５４に表示された
ログイン画面から管理サーバ１４０にログインすると、当該遊技場の会員管理コンピュー
タ１２０はログインした会員の会員カードＩＤを特定可能な情報を管理サーバ１４０に送
信する。管理サーバ１４０は、会員管理コンピュータ１２０からの情報に基づいて、ログ
インした会員の仲良しフレンドを検索し、検索結果を会員管理コンピュータ１２０に返信
する。会員管理コンピュータ１２０は、管理サーバ１４０から受信した仲良しフレンドが
現在ログインしているかどうかに基づいてログインした会員と同じ遊技場で遊技している
仲良しフレンドがいるかどうかを検索し、検索結果をログインした会員の表示器５４に表
示させる。なお、同じ遊技場内で遊技している仲良しフレンドを検索する処理を、各遊技
場の会員管理コンピュータ１２０ではなく、管理サーバ１４０で行なうようにしてもよい
。ここで、仲良しフレンド表示機能や後述するチャット機能を利用できる対象を同じ遊技
場で遊技している仲良しフレンドに限定することで、他の遊技場での遊技状況と比較され
、他の遊技場へ遊技者が流れるのを防止することができる。
【０４８２】
　なお、仲良しフレンドではなくてフレンドが同じ遊技場にいるか否かを検索して表示で
きるようにしてもよい。また、同じ遊技場ではなく異なる遊技場で遊技している（ログイ
ンしている）仲良しフレンドあるいはフレンドを特定するようにしてもよい。そして、特
定された仲良しフレンドあるいはフレンドとの間で後述するチャット機能や持玉共有機能
などの特定機能を利用できるようにしてもよい。
【０４８３】
　検索した結果、遊技場で遊技している仲良しフレンドが見つかった場合、図３６（ｂ）
に示すように仲良しフレンドのアバター（仲良しフレンドを特定可能な情報）としてキャ
ラクタ画像を「再プレイ」ボタンの下方に表示する。なお、表示する仲良しフレンドのキ
ャラクタ画像は、仲良しフレンドの会員カードＩＤに基づいて、当該会員カードＩＤの会
員属性情報に登録してあるキャラクタ画像を利用する。仲良しフレンドのキャラクタ画像
を表示するだけでは、遊技者が各仲良しフレンドを識別することができない場合もあるの
で、キャラクタ画像とともに会員カードＩＤなどの識別番号（たとえば、「Ｎｏ．０００
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１」、「Ｎｏ．０００２」、「Ｎｏ．０００３」など）を表示してある。もちろん、キャ
ラクタ画像とともに表示される識別表示は、会員カードＩＤに限定されず遊技場会員ＩＤ
、会員カードＩＤに登録してある氏名やニックネーム等であってもよい。
【０４８４】
　図３６（ｂ）に示す画面では、３名の仲良しフレンドが表示されている。この仲良しフ
レンドの表示される順は、左からログイン時間の早い順としてある。もちろん、表示順は
、これに限定されず、大当り回数が多い順や賞球数の多い順などでもよい。仲良しフレン
ドのアバターは、たとえば表示器５４の右端から歩いて登場して図３６（ｂ）に示すよう
に所定の位置に並ぶように表示してもよい。また、登場する際に、仲良しフレンドの遊技
状況を話し（ふきだし表示）しながら登場してもよい。さらに、図３６（ｂ）に表示され
た仲良しフレンドを押すことで、当該仲良しフレンドの遊技情報（たとえば遊技履歴など
）に基づき当該仲良しフレンドの遊技状況（会員情報の一例、たとえば、大当り、出玉○
○○発、○○○ハマりなどの状況など）を表示させることができる。たとえば、図３７（
ｃ）に示すように、たとえば、識別番号「Ｎｏ．０００１」の仲良しフレンドのキャラク
タ画像を押すと、現在の遊技状況として「大当り」と表示される。表示させる遊技状況に
は、遊技情報に含まれる大当り回数や確変回数などの遊技履歴や、会員属性情報に含まれ
る氏名などの情報がある。なお、フレンド機能では、ＣＵ３で受付けた会員カードＩＤに
対応する遊技者に対応して、表示器５４にアバターを表示させる仲良しフレンドの会員属
性情報を、当該仲良しフレンドの遊技情報とともに管理サーバ１４０または会員管理コン
ピュータ１２０から送信することになる。
【０４８５】
　検索した結果、遊技場で遊技している仲良しフレンドが見つからなかった場合、図３７
（ｄ）に示すように「再プレイ」ボタンの下方にキャラクタ画像が表示されない。なお、
前述の構成では、同じ遊技場内で遊技している仲良しフレンドを検索して表示しているが
、これに限定されず、所定の範囲内であればよく、たとえば同じ系列店の遊技場内で遊技
している仲良しフレンドを検索して表示しても、同じ地域内（たとえば同市内や同町内な
ど）で遊技している仲良しフレンドを検索して表示してもよい。もちろん、管理サーバ１
４０に登録されている仲良しフレンドであれば、どこで遊技しているのかに関わらず表示
してもよい。
【０４８６】
　＜チャット機能・スタンプ送受信機能＞
　本実施形態に係る遊技用システムでは、図３６、図３７で示したように、同じ遊技場で
現在遊技している仲良しフレンドが仲良しフレンド表示機能により表示されるだけではな
く、当該仲良しフレンドと通信を行なうこともできる。具体的には、仲良しフレンドとの
間で定型文を用いたチャットやスタンプ送受信が可能である。図３８、図３９は、チャッ
ト機能の操作を説明するための画面の一例を示す図である。
【０４８７】
　まず、図３８（ａ）に示すように、仲良しフレンド表示機能の結果、表示器５４には、
３名の仲良しフレンドが表示されている。この３名の仲良しフレンドの中から左端に位置
する仲良しフレンドと通信を行なう場合、当該仲良しフレンドの画面位置を押して、通信
相手を選択する。
【０４８８】
　表示されている仲良しフレンドを選択すると、図３８（ｂ）に示すように、選択メニュ
ー画面枠がアバターなどを表示した画面上に表示され、チャット機能と後述する持玉共有
機能とを選択することができる。チャット機能を利用して、選択した仲良しフレンドと通
信を行なうためには、選択メニュー画面の「チャットをする」ボタンを押下する。図３８
（ｂ）に示す選択メニュー画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「球貸」ボタンなどと重
なっておらず、当該ボタンの操作は有効である。そのため、チャット機能を中止したい場
合は、「トップ」ボタンなどを押下することで中止することができる。
【０４８９】
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　「チャットをする」ボタンを押下すると、表示器５４には、図３８（ｂ）に示す選択メ
ニュー画面枠に変わり、当該位置に図３９（ｃ）に示すような、送信する言葉（テキスト
メッセージ）を選ぶための一覧メニュー枠が表示される。一覧メニュー枠には、「送信す
る言葉を選んでね」とのメッセージとともに、「こんにちは」、「ハマッタ！」、「いい
よ」、「激アツ」、「ハズれた！」、「ダメ」、「帰ろうかな」、「玉ちょうだい・・・
」、「マジ？？？」、「まだ打つ？」および「移動します」などの送信する言葉が表示さ
れる。遊技者が一覧メニュー枠から「こんにちは」を選択して、通信相手の仲良しフレン
ドに送信する。なお、一覧メニュー枠に表示される送信する言葉は、ＣＵ３に予め登録さ
れている言葉だけではなく、遊技者が事前に情報端末であるノートパソコン１５Ａや携帯
電話１６Ａから管理サーバ１４０にアクセスして送信する言葉を追加・変更登録してもよ
い。また、送信する言葉を一覧メニュー枠から選ぶのではなく、キーボードなど入力画面
を表示して直接入力するようにしてもよい。図３９（ｃ）に示す一覧メニュー枠の表示は
、「トップ」ボタンや「球貸」ボタンなどと重なっておらず、当該ボタンの操作は有効で
ある。そのため、チャット機能を中止したい場合は、「トップ」ボタンなどを押下するこ
とで中止することができる。
【０４９０】
　本実施形態に係る遊技用システムは、遊技者が「こんにちは」と通信相手の仲良しフレ
ンドに言葉を送信すると、図３９（ｄ）に示すように通信相手の仲良しフレンドから「が
んばって！」との言葉を返信されてくることで、チャット機能を用いた通信を行なうこと
が可能となる。
【０４９１】
　このように、仲良しフレンドとの間で、チャット機能を用いて簡単に通信を行なうこと
ができることで、複数の遊技者間でコミュニケーションを図りつつ遊技を行なうことが可
能になり、単独で遊技を行なうときとは違った楽しみ方を遊技者に提供することができる
。
【０４９２】
　さらに、本実施例では、仲良しフレンドとの間でチャット機能を利用してテキストメッ
セージを送受信する際に、「スタンプ」を添えることができるスタンプ送受信機能を利用
可能に構成される。スタンプとは、テキストメッセージに挿入できるイラストのことであ
り、喜怒哀楽をはじめ、感動、落胆、放心、お礼、お詫び、応援などといった多種多様な
感情や心境を表現したイラストが含まれる。スタンプを送受信することで、言葉では表現
しにくい微妙な感情を、的確かつ簡潔に伝えることができる。
【０４９３】
　＜持玉共有機能＞
　本実施形態に係る遊技用システムでは、図３６、図３７で示したように、同じ遊技場で
現在遊技している仲良しフレンドが仲良しフレンド表示機能により表示されるだけではく
、当該仲良しフレンドとの間で持玉を共有することができる。具体的には、仲良しフレン
ドとの間で持玉を送信したり、受信したりすることで持玉共有が可能である。図４０～図
４３は、持玉共有機能の操作を説明するための画面の一例を示す図である。
【０４９４】
　まず、図３８（ａ）に示すように、フレンド機能の結果、表示器５４には、３名の仲良
しフレンドが表示されている。この３名の仲良しフレンドの中から左端に位置する仲良し
フレンドとの間で持玉共有を行なう場合、当該仲良しフレンドの画面位置を押して、持玉
共有相手を選択する。
【０４９５】
　表示されている仲良しフレンドを選択すると、図４０（ａ）に示すように、選択メニュ
ー画面枠がアバターなどを表示した画面上に表示され、チャット機能と持玉共有機能とを
選択することができる。持玉共有機能を利用して、選択した仲良しフレンドと持玉共有を
行なうためには、選択メニュー画面の「持玉を贈る」ボタンを押下する。図４０（ａ）に
示す選択メニュー画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「球貸」ボタンなどと重なってお
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らず、当該ボタンの操作は有効である。そのため、持玉共有機能を中止したい場合は、「
トップ」ボタンなどを押下することで中止することができる。
【０４９６】
　「持玉を贈る」ボタンを押下すると、表示器５４には、図４０（ａ）に示す選択メニュ
ー画面枠に変わり、当該位置に図４０（ｂ）に示すような、送る持玉数を選択する選択一
覧画面枠が表示される。図４０（ｂ）に示す選択一覧画面枠には、「贈る玉数を選択して
ください！」とのメッセージが表示されるとともに、「５０００玉」、「３０００玉」、
「１０００玉」および「５００玉」の贈る玉数が表示されている。なお、贈る玉数を選択
一覧画面枠から選ぶのではなく、キーボードなど入力画面を表示して直接入力するように
してもよい。図４０（ｂ）に示す選択一覧画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「球貸」
ボタンなどと重なっておらず、当該ボタンの操作は有効である。そのため、持玉共有機能
を中止したい場合は、「トップ」ボタンなどを押下することで中止することができる。
【０４９７】
　遊技者が「５０００玉」を選択すると、表示器５４には、図４０（ｂ）に示す選択一覧
画面枠に変わり、当該位置に図４１（ｃ）に示すような確認画面枠が表示される。図４１
（ｃ）に示す確認画面枠には、具体的に「Ｎｏ．０００１さんに持玉を贈ります」とのメ
ッセージとともに、「現在の当日持玉」、「共有玉数」および「残りの当日持玉」が表示
され、「決定」および「取消」ボタンが表示される。たとえば、「現在の当日持玉」が２
３９４５玉で、「共有玉数」として５０００玉贈る場合、「残りの当日持玉」は、２３９
４５玉－５０００玉で、１８９４５玉となる。遊技者は、当該画面で共有玉数を確認して
、仲良しフレンドに持玉を贈る場合、「決定」ボタンを押下し、仲良しフレンドに持玉を
贈ることを中止する場合、「取消」ボタンを押下する。ここで、図４１（ｃ）に示す画面
が表示する前に、持玉を贈る相手の仲良しフレンドが管理サーバ１４０からログアウトし
ている場合であっても、図４１（ｃ）に示す画面を表示するとともに、贈る玉数の確認を
行なう。図４１（ｃ）に示す選択メニュー画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「球貸」
ボタンなどと重なっておらず、当該ボタンの操作は有効である。そのため、持玉共有機能
を中止したい場合は、「トップ」ボタンなどを押下することで中止することができる。
【０４９８】
　「決定」ボタンを押下して、仲良しフレンドの持玉が送信された場合、図４１（ｄ）に
示すように、「送信完了」のメッセージ画面枠がアバターなどを表示した画面上に表示さ
れる。図４１（ｄ）に示すメッセージ画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「球貸」ボタ
ンなどと重なっており、当該ボタンの操作は無効である。一方、持玉を贈られた仲良しフ
レンド側の表示器５４（たとえば、０２３０番台のＰ台２に設けられた表示器５４）には
、図４２（ｅ）に示すメッセージ画面枠がアバターなどを表示した画面上に表示され、「
Ｎｏ．００８さんから贈り物が届いています」とのメッセージとともに、贈り物の「５０
００玉」が表示される。図４２（ｅ）に示すメッセージ画面枠の表示は、「トップ」ボタ
ンや「球貸」ボタンなどと重なっており、当該ボタンの操作は無効である。贈られた持玉
を受取った仲良しフレンドは、表示器５４に表示されている「確認」ボタンを押下するこ
とで、贈られた持玉を自分の持玉として利用することができるようになる。なお、表示器
５４に図４２（ｅ）に示すメッセージ画面枠が表示されると、「確認」ボタンが押下され
るまで遊技玉の発射以外の操作をすることができない。また、所定時間内に「確認」ボタ
ンが押下されなければ、持玉共有機能をキャンセルするように構成しても、自動的に持玉
共有するように構成してもよい。
【０４９９】
　図３８（ａ）で、持玉共有相手の仲良しフレンドを選択した後に、当該仲良しフレンド
が管理サーバ１４０からログアウトしている場合や、当該仲良しフレンドとの通信ができ
なくなっている場合、表示器５４には、図４３（ｆ）に示すように「送信失敗」のメッセ
ージ画面枠がアバターなどを表示した画面上に表示される。持玉の送信が失敗すると、贈
った持玉を戻す処理が開始され、図４３（ｆ）に示すメッセージ画面枠に「持玉を戻しま
す」と表示される。
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【０５００】
　贈った持玉を戻す処理が開始されると、表示器５４には、図４３（ｆ）に示すメッセー
ジ画面枠に変わり、当該位置に図４３（ｇ）に示すメッセージ画面枠が表示される。図４
３（ｇ）に示すメッセージ画面枠には、「共有玉を戻します」とのメッセージとともに、
「現在の当日持玉」、「共有玉数」および「残りの当日持玉」が表示され、「確認」ボタ
ンが表示される。たとえば、「現在の当日持玉」が１８９４５玉で、戻す「共有玉数」が
５０００玉の場合、「残りの当日持玉」は、１８９４５玉＋５０００玉で、２３９４５玉
となる。持玉が戻された遊技者は、表示器５４に表示されている「確認」ボタンを押下す
ることで、戻された持玉を自分の持玉として利用することができるようになる。なお、図
４３（ｇ）に示す選択メニュー画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「球貸」ボタンなど
と重なっていないが、表示器５４に図４３（ｇ）に示すメッセージ画面枠が表示されると
、「確認」ボタンが押下されるまで遊技玉の発射以外の操作をすることができない。また
、所定時間内に「確認」ボタンが押下されなければ、自動的に持玉を戻してもよい。
【０５０１】
　＜広告表示機能＞
　本実施形態に係る遊技用システムでは、遊技者などに対する広告宣伝機能を有する。具
体的には、遊技者の遊技を妨げないような表示態様で広告を表示器５４に表示することが
可能である。図４４～図４７は、カードユニットの表示器に表示される広告の表示態様を
説明するための画面の遷移を示す図である。
【０５０２】
　図４４（ａ）を参照して、ＣＵ３の表示器５４にはトップ画面が表示されている。トッ
プ画面は、遊技者がカードをＣＵ３に挿入した後、初めに表示される初期画面である。図
４４（ａ）からわかるように、表示器５４は、遊技機での遊技に関するさまざまな遊技関
連情報を表示する表示領域を有している。具体的に、表示器５４には、トップ画面に遷移
する操作を受け付ける「トップ」ボタンと、メニュー画面枠を表示する操作を受け付ける
「メニュー」ボタンと、遊技者が遊技を中断するための離席操作を受け付ける「離席」ボ
タンと、カードの返却操作を受け付ける「返却」ボタンと、残額から遊技に用いる遊技点
を貸出す操作を受け付ける「球貸」ボタン（図４４（ａ）の「２」（丸で囲まれた２を示
す）の領域）と、遊技場に預け入れられている遊技者所有の貯玉から遊技点に引き落とす
操作を受け付ける「再プレイ」ボタン（図４４（ａ）の「４」（丸で囲まれた４を示す）
の領域）と、カードに記録された遊技者所有の持点から遊技点に払い出す操作を受け付け
る「払出」ボタン（図４４（ａ）の「３」（丸で囲まれた３を示す）の領域）とが表示さ
れる。表示器５４には、さらに、入金の残額（残金）、賞球数、貸玉数、持玉数（持点数
）、貯玉数、プレイ可能玉数である遊技玉数（遊技点数）などが表示される。
【０５０３】
　ここで、ＣＵ制御部３２３は、遊技者の遊技を妨げずに広告表示を行なうため、ＣＵ３
が受け付けた入力の種類（たとえば、上述した各ボタンを遊技者が押下する操作）に基づ
いて、表示器５４に表示される広告の表示態様を設定する。ある局面では、ＣＵ制御部３
２３は、表示態様として、表示領域に対する広告表示領域の割り当てを設定する。具体的
には、ＣＵ制御部３２３は、遊技者から所定の操作を受け付けると、その所定の操作後に
遊技者が行なうと想定される一連の操作を妨げないように広告表示領域を設定する。すな
わち、ＣＵ制御部３２３は、遊技者が所定の操作を行なった後、次の操作のために遊技者
が確認したい領域が適切に確認できるように広告表示領域を設定する。そして、表示制御
部３５０は、設定された表示態様で広告を表示器５４に表示させる。別の局面では、ＣＵ
制御部３２３は、表示態様のうち広告を表示させる表示時間を設定する。そして、表示制
御部３５０は、当該設定された表示時間内において広告を表示させる。
【０５０４】
　以下、図４４（ａ）～図４７（ｇ）を参照して、ＣＵ３が遊技者からどのような操作を
受け付けると、表示器５４のどの領域に、どのくらいの時間、広告が表示されるのかを具
体的に説明する。
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【０５０５】
　図４４（ａ）および図４４（ｂ）を参照して、表示領域Ａに広告が表示される場合につ
いて説明する。まず、遊技者がＣＵ３に対して払出操作を行なった場合について考える。
具体的には、払出操作とは、「払出」ボタンを選択する操作（表示対象操作「３」（丸で
囲まれた３を示す）払出に相当）である。ＣＵ制御部３２３は、払出操作を受け付けると
、持玉の残数を示す持玉数（持点情報）が表示されている領域を視認可能な態様で広告表
示領域を設定する。たとえば、図４４（ｂ）に示すように、ＣＵ制御部３２３は、持玉数
が表示されていない表示領域Ａを広告表示領域として設定し、表示制御部３５０は、設定
された表示領域Ａに広告を表示する。すなわち、ＣＵ制御部３２３は、払出操作を受け付
けると、持玉数に被らないように広告表示領域を設定する。なお、ＣＵ制御部３２３は、
持玉数に加えて遊技玉数にも被らないように広告表示領域を設定してもよい。
【０５０６】
　また、ＣＵ制御部３２３は、図４４（ｂ）に示すように、広告を表示領域Ａに表示する
ときに、持玉数および遊技玉数を含むメッセージ画面枠（ポップアップ画面）を表示して
もよい。当該メッセージ画面枠では、さらに払出玉数も表示されている。このとき、ＣＵ
制御部３２３は、メッセージ画面枠が表示される比較的短い時間（たとえば、４秒）内で
広告を表示するように設定してもよい。このようなメッセージ画面枠を表示させるのは、
遊技者に対して持玉数および遊技玉数が変化したことの確認を促すためである。なお、持
玉数が減少し遊技玉数が増加したことを強調する矢印を表示してもよい。これにより、Ｃ
Ｕ３は、遊技者が払出操作後に持玉数の減少および遊技玉数の増加を確認するという流れ
を妨げることなく、広告を表示できる。
【０５０７】
　次に、遊技者がＣＵ３に対して入金操作を行なった場合について考える。入金操作とは
、紙幣挿入口３０２に紙幣を挿入する操作（表示対象操作「１」（丸で囲まれた１を示す
）入金に相当）、およびＣＵ３にスマートフォンなどの携帯端末と通信するための通信部
を設けて、携帯端末を当該通信部にかざすことによって携帯端末内に記憶されている電子
マネーをＣＵ３に認識させる操作（表示対象操作「５」（丸で囲まれた５を示す）電子マ
ネーに相当）を含む。ＣＵ制御部３２３は、入金操作を受け付けると、入金の残額が表示
されている領域、および「球貸」ボタンが表示されている領域を視認可能な態様で広告表
示領域を設定する。たとえば、図４４（ｂ）に示すように、ＣＵ制御部３２３は、残額お
よび「球貸」ボタンが表示されていない表示領域Ａに広告表示領域に設定し、表示制御部
３５０は、設定された表示領域Ａに広告を表示する。すなわち、ＣＵ制御部３２３は、入
金操作を受け付けると、残額および「球貸」ボタンに被らないように広告表示領域を設定
する。
【０５０８】
　また、ＣＵ制御部３２３は、広告を表示領域Ａに表示するときに、上述した払出操作の
場合と同じようなメッセージ画面枠を表示してもよい。この場合には、変化があった項目
である残額および電子マネー残額を含むメッセージ画面枠が表示される。このとき、ＣＵ
制御部３２３は、メッセージ画面枠が表示される比較的短い時間（たとえば、４秒）内で
広告を表示するように設定してもよい。このようなメッセージ画面枠を表示させるのは、
遊技者に対して残額または電子マネー残額が変化したことの確認を促すためである。
【０５０９】
　これにより、ＣＵ３は、遊技者が入金操作して残額または電子マネー残額が増加するの
を確認した後、当該残額から遊技点を貸し出す球貸し操作を行なう（「球貸」ボタンを押
下する）という一連の流れを妨げることなく、広告を表示できる。
【０５１０】
　次に、遊技者がＣＵ３に対して球貸し操作を行なった場合について考える。具体的には
、球貸し操作とは、「球貸」ボタンを選択する操作（表示対象操作「２」（丸で囲まれた
２を示す）球貸に相当）である。ＣＵ制御部３２３は、球貸し操作を受け付けると、入金
の残額が表示されている領域、および遊技玉の残数を示す遊技玉数（遊技点情報）が表示
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されている領域を視認可能な態様で広告表示領域を設定する。たとえば、図４４（ｂ）に
示すように、ＣＵ制御部３２３は、残額および遊技玉数が表示されていない表示領域Ａを
広告表示領域として設定し、表示制御部３５０は、設定された表示領域Ａに広告を表示す
る。すなわち、ＣＵ制御部３２３は、球貸し操作を受け付けると、残額および遊技玉数に
被らないように広告表示領域を設定する。
【０５１１】
　また、ＣＵ制御部３２３は、広告を表示領域Ａに表示するときに、上述した払出操作の
場合と同じようなメッセージ画面枠を表示してもよい。この場合には、変化があった項目
である残額および遊技玉数を含むメッセージ画面枠が表示される。このとき、ＣＵ制御部
３２３は、メッセージ画面枠が表示される比較的短い時間（たとえば、４秒）内で広告を
表示するように設定してもよい。このようなメッセージ画面枠を表示させるのは、遊技者
に対して残額および遊技玉数が変化したことの確認を促すためである。なお、メッセージ
画面枠において、残額が減少し遊技玉数が増加したことを強調する矢印を表示してもよい
。これにより、ＣＵ３は、遊技者が球貸し操作後に残額の減少および遊技点数の増加を確
認するという流れを妨げることなく、広告を表示できる。
【０５１２】
　次に、遊技者がＣＵ３に対して再プレイ操作を行なった場合について考える。具体的に
は、再プレイ操作とは、再プレイボタンを選択する操作（表示対象操作「４」（丸で囲ま
れた４を示す）再プレイに相当）である。ＣＵ制御部３２３は、再プレイ操作を受け付け
ると、貯玉の残数を示す貯玉数（貯玉情報）が表示されている領域を視認可能な態様で広
告表示領域を設定する。たとえば、図４４（ｂ）に示すように、ＣＵ制御部３２３は、貯
玉数が表示されていない表示領域Ａを広告表示領域として設定し、表示制御部３５０は、
設定された表示領域Ａに広告を表示する。すなわち、ＣＵ制御部３２３は、再プレイ操作
を受け付けると、貯玉数に被らないように広告表示領域を設定する。なお、ＣＵ制御部３
２３は、貯玉数に加えて遊技玉数にも被らないように広告表示領域を設定してもよい。
【０５１３】
　また、ＣＵ制御部３２３は、図４４（ｂ）に示すように、広告を表示領域Ａに表示する
ときに、上述した払出操作の場合と同じようなメッセージ画面枠を表示してもよい。この
場合には、変化があった項目である貯玉数および遊技玉数を含むメッセージ画面枠が表示
される。このとき、ＣＵ制御部３２３は、メッセージ画面枠が表示される比較的短い時間
（たとえば、４秒）内で広告を表示するように設定してもよい。メッセージ画面枠を表示
させるのは、遊技者に対して貯玉数および遊技玉数が変化したことの確認を促すためであ
る。なお、メッセージ画面枠において、貯玉数が減少し遊技玉数が増加したことを強調す
る矢印を表示してもよい。これにより、ＣＵ３は、遊技者が再プレイ操作後に貯玉数の減
少を確認するという流れを妨げることなく、広告を表示できる。
【０５１４】
　次に、遊技者がメニュー画面枠を表示して管理サーバ１４０にログインするログイン操
作を行なう場合について考える。具体的には、ログイン操作とは、遊技者が「メニュー」
ボタンを選択ときに表示される図３２（ａ）に示すメニュー画面枠において、「ログイン
」ボタンを選択する操作（表示対象操作「６」（丸で囲まれた６を示す）ログインに相当
）である。ＣＵ制御部３２３は、「メニュー」ボタンを選択する操作を受け付けると、ロ
グイン操作を受け付けるために必要なメニュー画面枠が表示される領域を視認可能な態様
で広告表示領域を設定する。たとえば、図４４（ｂ）に示すように、ＣＵ制御部３２３は
、メニュー画面枠が表示されていない表示領域Ａを広告表示領域として設定し、表示制御
部３５０は、設定された表示領域Ａに広告を表示する。すなわち、ＣＵ制御部３２３は、
「メニュー」ボタンを選択する操作を受け付けると、ログイン操作を受け付けるために必
要な操作領域に被らないように広告表示領域を設定する。これにより、ＣＵ３は、遊技者
がメニューボタンの選択操作後に表示されるメニュー画面枠においてログイン操作を行な
うという流れを妨げることなく、広告を表示できる。
【０５１５】
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　次に、図４５（ｃ）～図４６（ｆ）を参照して、表示領域Ｂに広告が表示される場合に
ついて説明する。ここでは、遊技者が広告に関する操作である広告表示操作を行なう場合
について考える。具体的には、広告表示操作とは、遊技者が「メニュー」ボタンを選択す
る操作と、「メニュー」ボタンを選択したときに表示される図３２（ａ）に示すメニュー
画面枠において「ＣＭ表示」ボタンを選択する操作（表示対象操作「７」（丸で囲まれた
７を示す）メニュー内のＣＭボタンタッチに相当）と、「ＣＭ表示」ボタンの選択操作後
に表示されるＣＭ選択画面において複数の広告の中から表示させたい広告を選択する操作
とを含む。ＣＵ制御部３２３は、「メニュー」ボタンを選択する操作を受け付けると、「
ＣＭ表示」ボタンを含むメニュー画面枠を表示器５４に表示する。
【０５１６】
　続いて、ＣＵ制御部３２３は、図３２（ａ）に示すメニュー画面枠において「ＣＭ表示
」ボタンを選択する操作を受け付けると、「メニュー」ボタンが表示される領域を視認可
能な態様で広告表示領域を設定する。たとえば、図４５（ｄ）に示すように、ＣＵ制御部
３２３は、「メニュー」ボタンが表示されていない表示領域Ｂを広告表示領域として設定
する。また、表示制御部３５０は、図４６（ｅ）に示すように、広告表示領域として設定
された表示領域Ｂに、複数のＣＭ（ＣＭ１～ＣＭ６）から表示するＣＭを選択するための
ＣＭ選択画面を表示させる。ＣＵ制御部３２３が遊技者からＣＭを選択する操作を受け付
けると、遊技者により選択されたＣＭ（たとえば、ＣＭ１を選択）が比較的長い時間内（
たとえば、１５秒間）において表示領域Ｂに表示される（図４６（ｆ））。このように、
遊技者がＣＭを選択する操作を実行した場合には、遊技者が積極的にＣＭを視認したい場
合であると考えられるため、ＣＵ制御部３２３は、広告を比較的大きい表示領域Ｂに比較
的長い時間（１５秒間）内において表示するように設定し、表示制御部３５０は、当該設
定に基づいて広告を表示させる。ただし、ＣＵ３は、表示領域Ｂ以外の領域の選択を受け
付けたり、入金操作、カード挿入操作を受け付けたりした場合には、ＣＭを表示中であっ
ても当該表示は解除される。
【０５１７】
　このように、ＣＵ制御部３２３は、「メニュー」ボタンに被らないように広告表示領域
が設定することから、遊技者は常に「メニュー」ボタンを選択することが可能となる。そ
のため、一度「ＣＭ表示」ボタンを選択してＣＭ選択画面や選択されたＣＭが表示された
場合であっても、「メニュー」ボタンを選択してメニュー画面枠を表示させることにより
、容易にログイン操作などに移行することができる。
【０５１８】
　次に、図４７（ｇ）および図４８～図５０を参照して、表示領域Ｃに広告が表示される
場合について説明する。ここでは、遊技者がＣＵ３に対して返却操作または離席操作を行
なった場合について考える。まず、カード返却操作の流れについて説明する。図４８、図
４９は、カードユニットに対するカード返却操作の流れを説明するための画面遷移を示す
図である。
【０５１９】
　図４８を参照して、ＣＵ３は、「返却」ボタンを選択する操作（表示対象操作「８」（
丸で囲まれた８を示す）返却に相当）を受け付けると（図４８（ａ））、返却確認画面枠
を表示する（図４８（ｂ））。返却確認画面枠には、「返却しますか？」とのメッセージ
画面が表示される。図４８（ｂ）に示す返却確認画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「
球貸」ボタンなどと重なっており、当該ボタンの操作は無効である。ただし、「呼出」ボ
タン、「遊技ガイド」ボタンおよび「操作説明」ボタンの操作は有効にしてもよい。ＣＵ
３は、返却する指示（「はい」ボタンを選択する操作）を受け付けると、カードが返却さ
れ、カートの取り忘れを防止するための画面を表示する（図４９（ｃ））。つまり、返却
操作が完了し、ＣＵ３は、返却操作を受け付けたと判断する。一方、ＣＵ３は、返却しな
い指示（「いいえ」ボタンを選択する操作）を受け付けると、図４８（ａ）の画面が表示
されて遊技が継続される。
【０５２０】
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　次に、離席操作の流れについて説明する。図５０は、離席操作の流れを説明するための
画面遷移を示す図である。
【０５２１】
　図５０を参照して、ＣＵ３は、離席ボタンを選択する操作（表示対象操作「９」（丸で
囲まれた９を示す）離席に相当）を受け付けると（図５０（ａ））、離席確認画面枠を表
示する（図５０（ｂ））。離席確認画面枠には、「離席　ちょっとだけ席を離れるときに
使ってね　カードが返却されるから取り忘れに注意してね　離席返却されたカードは他の
遊技台では使えないから必ず戻ってきてね」との注意喚起メッセージが表示される。図５
０（ｂ）に示す離席確認画面枠の表示は、「トップ」ボタンや「球貸」ボタンなどと重な
っており、当該ボタンの操作は無効である。ただし、「呼出」ボタン、「遊技ガイド」ボ
タンおよび「操作説明」ボタンの操作は有効にしてもよい。ＣＵ３は、離席する指示（「
離席する」ボタンを選択する操作）を受け付けると、カードが返却され、カートの取り忘
れを防止するための画面を表示する（図４９（ｃ））。つまり、離席操作が完了し、ＣＵ
３は、離席操作を受け付けたと判断する。一方、ＣＵ３は、離席しない指示（「キャンセ
ル」ボタンを選択する操作）を受け付けると、図５０（ａ）の画面が表示されて遊技が継
続される。
【０５２２】
　ＣＵ制御部３２３は、上述した返却操作を受け付けた場合、および離席操作を受け付け
た場合のいずれか一方の場合に、表示器５４の表示領域の全域を広告表示領域として設定
する。具体的には、図４７（ｇ）に示すように、ＣＵ制御部３２３は、表示器５４の表示
領域の全域である表示領域Ｃを広告表示領域として設定する。
【０５２３】
　また、ＣＵ制御部３２３は、比較的長い時間（たとえば、１５秒間）内において広告を
表示するように設定する。表示制御部３５０は、設定された表示領域Ｃに広告を所定の時
間内（たとえば、１５秒間）だけ表示する。このように、遊技者がカードを返却したり離
席したりした場合のように、遊技機に遊技者が対峙しておらず遊技者の操作を妨げること
がないような状況では、全域に比較的長い時間内において広告を表示する。
【０５２４】
　これにより、遊技者以外の他者に対する広告宣伝効果を高めることができる。ただし、
ＣＵ制御部３２３が画面に対する選択操作を受け付けた場合、入金操作やカード挿入操作
を受け付けた場合には、所定の時間内であってもＣＭ表示は解除される。
【０５２５】
　＜広告情報の管理＞
　図５１は、本実施形態に係る広告情報の管理方式を説明するための概略図である。図５
１に示すコンテンツ管理センタ８００Ｂのサーバ（以下「コンテンツ管理センタ８００Ｂ
」という）は、ＣＵ３で再生された広告の再生実績を集計して広告情報として管理する。
ここで、広告情報とは、広告としてＣＵ３で再生される音楽データ、画像データの実績を
集計した情報である。コンテンツ管理センタ８００Ｂには、図示していないが制御中枢と
してのＣＰＵ、ＣＰＵが動作するためのプログラムや制御データ等を記憶しているＲＯＭ
、ＣＰＵのワークエリアとして機能するＲＡＭ、ＨＤＤなどの大容量記憶装置、周辺機器
との信号の整合性を保つための入出力インターフェイス等が設けられている。以下、図５
１に示す（１）～（９）の符号に従い、広告情報の管理方式を具体的に説明する。なお、
以下の説明では、説明の容易化のため、広告情報は、画像データの再生実績であり、当該
画像データを「広告画像」という。
【０５２６】
　（１）Ｐ台２に対応するＣＵ３は、表示器５４において広告画像を再生する。以下、説
明の容易化のため、「Ｐ台２に対応するＣＵ３の表示器５４で広告画像が再生される」こ
とを、単に「ＣＵ３で広告画像が再生される」と記載する。図５１の例では、Ｐ台２ａ（
機種ＩＤ：機種Ａ）に対応するＣＵ３で広告画像Ａが再生中であり、Ｐ台２ｂ（機種ＩＤ
：機種Ａ）に対応するＣＵ３で広告画像Ｂが再生中であり、Ｐ台２ｃ（機種ＩＤ：機種Ｂ
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）に対応するＣＵ３で広告画像Ｃが再生中であることを示している。
【０５２７】
　（２）各々のＰ台２に対応するＣＵ３は、広告画像が再生されたことを示す再生情報（
たとえば、再生時「１」、非再生時「０」とする情報）、再生された広告画像の識別情報
（たとえば、再生されている画像のコード）、その広告画像を再生したＣＵ３、およびＣ
Ｕ３に対応するＰ台２の特定情報（たとえば、機種ＩＤ）を関連付けて、記憶部Ａに記憶
する。
【０５２８】
　広告画像の識別情報は、たとえば、画像名、画像コードである。また、Ｐ台２を特定す
るための特定情報は、たとえば、Ｐ台２の機種ＩＤ（機種名、機種コード）、メーカＩＤ
（メーカ名、メーカコード）、主制御用セキュリティチップＩＤ、および払出制御用セキ
ュリティチップＩＤの少なくともいずれかを含む。以下では、説明の容易化のため、広告
画像の識別情報が画像コード、Ｐ台２の特定情報が機種ＩＤであるものとする。
【０５２９】
　ＣＵ３は、再生情報に基づいて、何らかの広告画像が再生されたことを検出し、画像コ
ードに基づいて、その再生された広告画像がどの広告画像であるのかを識別することによ
り、再生された広告画像の再生実績を広告情報として収集する。ＣＵ３は、再生情報が検
出された回数と画像コードとに基づいて、再生された広告画像の再生回数をカウントする
ことで当該再生実績を広告情報として収集する。つまり、ＣＵ３は、どの広告画像が、何
回再生されたかという情報を含む再生実績を広告情報として収集する。ＣＵ３が収集する
広告情報には、広告画像を再生した時刻などの情報を一緒に収集してもよい。広告情報に
広告画像を再生した時刻の情報を収集することで、本来再生されるはずのない時刻（たと
えば、営業時間外の時刻）に再生された情報を異常データとして広告情報から除外するこ
とができる。
【０５３０】
　さらに、ＣＵ３は、収集した広告画像の広告情報に、その広告画像を再生したＣＵ３に
対応するＰ台２の機種ＩＤを関連付ける。ＣＵ３は、広告画像ごとに当該広告情報を内部
ＲＡＭやハードディスクなどで構成される記憶部Ａに記憶する。このとき、記憶部Ａに記
憶される広告情報は、どの広告画像が、どの機種において、何回再生されたかという情報
を含む。記憶部Ａは、ＣＵ３に設けられる場合に限定されるものではなく、Ｐ台２および
ＣＵ３の少なくともいずれか一方に設けられていればよい。遊技機に記憶部Ａを設ける場
合、遊技盤２６の主制御基板１６の内部ＲＡＭや、遊技枠６の払出制御基板１７の内部Ｒ
ＡＭに記憶部Ａを設けてもよい。
【０５３１】
　なお、ＣＵ３が、広告情報を収集する際に、再生情報に基づいて再生回数をカウントす
る場合について説明したが、これに限られない。たとえば、ＣＵ３は、広告画像が再生さ
れたことを示す再生情報を検出してから、当該再生の終了を示す終了信号を検出するまで
の時間に基づいて再生時間を算出して、当該再生時間を広告情報として収集してもよい。
【０５３２】
　また、ＣＵ３は、広告画像の再生時における再生領域（広告表示領域）を示す領域情報
を、記憶部Ａに記憶された当該広告画像の広告情報に関連付けてもよい。領域情報は、た
とえば、図４４～図４７で説明したような表示領域Ａ（小）、表示領域Ｂ（中）、表示領
域Ｃ（大）を示す情報を含む。
【０５３３】
　また、ＣＵ３は、広告情報に広告画像が再生中に遊技をしていた遊技者の年齢および性
別の情報を含めてもよい。たとえば、カメラ３９９は、遊技者の顔画像を撮影して、ＣＵ
制御部３２３に出力する。そして、ＣＵ制御部３２３は、遊技者を撮像することで得られ
た撮像画像から当該遊技者の特徴量（たとえば、目、鼻、口および輪郭といった顔の各部
分についての形や大きさ）を抽出する。ここで、特徴量には性別や年齢により傾向が見ら
れるので、性別や年齢を判定できる。そのため、ＣＵ制御部３２３は、取得した特徴量と
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所定の基準値とを比較照合することにより、遊技者の年齢および性別を推定する。もちろ
ん、管理サーバ１４０にログインしている場合、会員カードＩＤに対応付けて記憶してあ
る会員属性情報から遊技者の年齢および性別の情報を読み出して使用してもよい。
【０５３４】
　上述したように、ＣＵ３は、広告情報を記憶部Ａに一旦記憶するので、ＣＵ３とユニッ
ト管理コンピュータ（ホールサーバ）８０１との間またはユニット管理コンピュータ８０
１とコンテンツ管理センタ８００Ｂとの間で通信断が生じた場合でも、ＣＵ３で再生され
た広告画像の広告情報を記憶し続けることができ、通信復帰後にリカバリ処理を行なうこ
とができる。つまり、ＣＵ３の記憶部Ａは、広告情報をユニット管理コンピュータ８０１
やコンテンツ管理センタ８００Ｂへ送信するためのデータバッファとして機能させること
ができる。
【０５３５】
　（３）ＣＵ３は、記憶部Ａに記憶された広告情報をユニット管理コンピュータに送信す
る。具体的には、ＣＵ３は、定期的に（たとえば、１日に１回予め定められた時刻）、ま
たは広告情報の送信要求を外部（たとえば、ユニット管理コンピュータ８０１、コンテン
ツ管理センタ８００Ｂ）から受付けたときに、あるいはＣＵ３がオフライン状態からオン
ライン状態に復帰したときに広告情報をユニット管理コンピュータ８０１に送信する。
【０５３６】
　（４）ユニット管理コンピュータ８０１は、各々のＣＵ３から送信された広告情報を受
信する。ユニット管理コンピュータ８０１は、受信した広告情報にＰ台２が設置された店
舗情報を関連付ける。店舗情報は、たとえば、店舗の規模を示す情報（ホールの床面積、
Ｐ台２の台数）を含む。
【０５３７】
　（５）各店舗のユニット管理コンピュータ８０１は、ＣＵ３から受信した広告情報に店
舗情報を関連付けた広告情報をコンテンツ管理センタ８００Ｂに送信する。具体的には、
ユニット管理コンピュータ８０１は、定期的に（たとえば、１日に１回予め定められた時
刻）、または広告情報の送信要求を外部（たとえば、コンテンツ管理センタ８００Ｂ）か
ら受付けたときに、あるいはユニット管理コンピュータ８０１がオフライン状態からオン
ライン状態に復帰したときに当該広告情報をコンテンツ管理センタ８００Ｂに送信する。
【０５３８】
　（６）コンテンツ管理センタ８００Ｂは、所定の条件で、各々のホールに設置されてい
るユニット管理コンピュータ８０１から広告情報を受信してホールごとに集計する。具体
的には、コンテンツ管理センタ８００Ｂは、定期的に（たとえば、１日に１回予め定めら
れた時刻）、または広告情報の送信要求をユニット管理コンピュータ８０１に行なうこと
で、あるいはコンテンツ管理センタ８００Ｂがオフライン状態からオンライン状態に復帰
したときに当該広告情報をユニット管理コンピュータ８０１から受信する。そして、コン
テンツ管理センタ８００Ｂは、ホールごとに集計した広告情報を広告実績テーブルとして
記憶部Ｂに記憶する。換言すると、コンテンツ管理センタ８００Ｂは、各ホールのユニッ
ト管理コンピュータ８０１から送信された広告情報を受信してホールごとの広告情報を集
計し、記憶部Ｂに記憶された広告実績テーブルに蓄積して、広告情報を管理している。な
お、コンテンツ管理センタ８００Ｂは、広告情報をホールごとに集計するという所定の条
件で広告情報を集計しているが、これに限定されるものではなく、たとえば広告情報を遊
技機メーカごとに集計することや、広告情報を機種ごとに集計することを所定の条件とし
てもよい。
【０５３９】
　図５２は、本実施形態に係る広告実績テーブルの概略図である。図５２に示す広告実績
テーブルには、ホールごとに、当該ホールに設置されているＰ台２に対応するＣＵ３で再
生された広告画像の広告情報が記憶されている。広告実績テーブルは、広告画像ごとに、
機種、再生回数、再生時間、再生領域、および遊技者の性別を示す情報を含む。なお、図
５２に示す広告実績テーブルには、図示していないが３０代や４０代などの遊技者の年齢



(81) JP 2015-77290 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

の情報を追加してもよい。ここで、具体例として、店舗Ａの広告情報について説明する。
店舗Ａでは、広告画像Ａは、機種Ａに対応するＣＵ３おいて、男性の遊技中に表示領域Ｂ
（中）で１２回再生され、その再生時間が１８０秒であり、女性の遊技中に表示領域Ｃ（
大）で８回再生され、その再生時間が１２０秒であったことを示している。また、広告画
像Ａは、機種Ｂおよび機種Ｃに対応するＣＵ３では再生されていないことを示している。
【０５４０】
　広告画像Ｂは、機種Ｂに対応するＣＵ３において、女性の遊技中に表示領域Ａ（小）で
２０回再生され、その再生時間が８０秒であったことを示している。広告画像Ｃは、機種
Ｃに対応するＣＵ３において、男性の遊技中に表示領域Ｃ（大）で５回再生され、その再
生時間が７５秒であり、女性の遊技中に表示領域Ｂ（中）で３回再生され、その再生時間
が４５秒であったことを示している。広告画像Ｄは、機種Ａに対応するＣＵ３において、
男性の遊技中に表示領域Ａ（小）で１０回再生され、その再生時間が４０秒であり、機種
Ｂに対応するＣＵ３において、男性の遊技中に表示領域Ａ（小）で６回再生され、その再
生時間が２４秒であり、機種Ｃに対応するＣＵ３において、女性の遊技中に表示領域Ｂ（
中）で３回再生され、その再生時間が４５秒であったことを示している。
【０５４１】
　コンテンツ管理センタ８００Ｂは、このような様々な情報を含む広告実績テーブルを有
しているため、広告を提供した広告料の様々な算定方式に対して、適切な情報を提供する
ことができる。図５２の例では、コンテンツ管理センタ８００Ｂは、たとえば、再生回数
、再生時間、再生領域、遊技店の規模に応じて広告料が算定される方式に対して、適切な
情報を提供することができる。
【０５４２】
　（７）再び、図５１を参照して、コンテンツ管理センタ８００Ｂは、広告画像と、Ｐ台
２に対応するＣＵ３での当該広告画像の再生が許可されている当該Ｐ台２の機種ＩＤとの
対応関係を示す対応関係情報テーブルを記憶する記憶部Ｃをさらに含む。
【０５４３】
　図５３は、本実施形態に係る対応関係情報テーブルの概略図である。図５３の例では、
広告画像Ａは、機種Ａに対応するＣＵ３でのみ再生が許可されており、広告画像Ｂは、機
種Ｂに対応するＣＵ３でのみ再生が許可されており、広告画像Ｃは、機種Ｃに対応するＣ
Ｕ３でのみ再生が許可されており、広告画像Ｄは、機種Ａ、機種Ｂ、機種Ｃにそれぞれ対
応するＣＵ３で再生が許可されていることを示している。たとえば、広告画像Ｄは、遊技
機メーカと無関係な広告であり、機種に依存することなく再生される。しかし、広告画像
Ａは、機種Ａを製造している遊技機メーカの広告であり、機種Ａが設置してあるＣＵ３で
のみ再生される。
【０５４４】
　再び、図５１を参照して、コンテンツ管理センタ８００Ｂは、典型的には、遊技機メー
カから入力された情報に基づいて、図５３に示したような対応関係情報テーブルを記憶部
Ｃに記憶する。遊技機メーカは、コンテンツ管理センタ８００Ｂからの要求に応じて、出
荷済みのＰ台２の機種ＩＤと、当該Ｐ台２で再生が許可されている広告画像との対応関係
情報テーブルをコンテンツ管理センタ８００Ｂに送信する。あるいは、遊技機メーカは、
Ｐ台２を出荷する際に、Ｐ台２の出荷履歴を管理している機歴管理センタ８００Ａ（図３
参照）に出荷情報を入力するときに、当該出荷されたＰ台２の機種ＩＤと当該Ｐ台２で再
生が許可されている広告画像との対応関係情報テーブルをコンテンツ管理センタ８００Ｂ
に送信する。コンテンツ管理センタ８００Ｂは、受信した対応関係情報テーブルを記憶部
Ｃに記憶する。このように、コンテンツ管理センタ８００Ｂは、対応関係情報テーブルを
遊技機メーカから容易に取得することができる。また、コンテンツ管理センタ８００Ｂは
、遊技機メーカがＰ台２を出荷する際に対応関係情報テーブルが入力されるため、当該対
応関係情報テーブルを確実に取得することができる。なお、コンテンツ管理センタ８００
Ｂは、遊技機メーカから対応関係情報テーブルを直接取得する場合だけでなく、機歴管理
センタ８００Ａを経由して対応関係情報テーブルを取得してもよい。
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【０５４５】
　（８）コンテンツ管理センタ８００Ｂは、記憶部Ｂに記憶された広告実績テーブルと、
記憶部Ｃに記憶された対応関係情報テーブルとに基づいて、Ｐ台２で許可されていない広
告画像がＣＵ３で再生されたか否かを判定する。具体的には、コンテンツ管理センタ８０
０Ｂは、ある機種のＰ台２で本来再生される可能性のない広告画像についての広告情報が
存在するか否かを判定する。図５２および図５３の例では、広告画像Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、
すべて、再生が許可されている機種に対応するＣＵ３で再生されているため、コンテンツ
管理センタ８００Ｂは、広告画像の管理に異常はないと判定する。これに対して、たとえ
ば、広告画像Ａが機種Ｂに対応するＣＵ３で再生されていることを示す広告情報が存在す
る場合には、コンテンツ管理センタ８００Ｂは、機種Ｂにおいて許可されていない広告画
像が再生されていると判定して、異常を報知する。具体的には、コンテンツ管理センタ８
００Ｂは、管理者に異常な広告情報が存在することを連絡したり、異常な広告情報が存在
する店舗に連絡したりすることで異常を報知する。なお、異常な広告情報と判定する条件
は、前述の条件に限定されるものではなく、たとえば、広告情報としてあり得ない再生時
間（１回の再生が１時間など）や、広告情報としてあり得ない再生回数（１分間に１００
０回）などの条件でもよい。また、異常な広告情報と判定する条件として、登録されてい
ない店舗から送信されてきた広告情報などがある。
【０５４６】
　また、コンテンツ管理センタ８００Ｂは、記憶部Ｃに格納された対応関係情報テーブル
をユニット管理コンピュータ８０１、または店舗に設置されている各ＣＵ３に送信しても
よい。そして、ＣＵ３は、接続されている遊技機の機種と、対応関係情報テーブルとを比
較照合することで、当該機種で許可されていない広告画像は再生しないように制御しても
よい。
【０５４７】
　（９）コンテンツ管理センタ８００Ｂは、記憶部Ｂに記憶された広告情報のうち異常が
ない広告情報について、必要がある場合に外部に出力する。具体的には、コンテンツ管理
センタ８００Ｂは、広告情報に基づいて広告料を管理する管理団体に対して、広告情報の
送信要求に応じて、その要求先に広告情報を送信する。また、コンテンツ管理センタ８０
０Ｂは、広告情報の送信要求に応じて、その要求先に広告情報を送信するのではなく、当
該送信先に定期的に広告情報を送信してもよい。広告情報の送信先としては、たとえば、
広告情報に基づいて広告画像を提供した広告料を配分する会社などが想定される。また、
コンテンツ管理センタ８００Ｂは、図３に示すように鍵管理サーバ８００を介して機歴管
理センタ８００Ａに接続されているので、外部に広告情報を出力する場合、機歴管理セン
タ８００Ａを経由して広告情報を外部に出力してもよい。
【０５４８】
　　　＜鍵管理サーバから通信制御ＩＣまでの間の通信に使用される暗号鍵＞
　次に、鍵管理サーバから通信制御ＩＣまでの間の通信に使用される暗号鍵について説明
する。図５４は、鍵管理サーバから通信制御ＩＣ３２５ａまでの間の通信に使用される暗
号鍵を説明するための図である。まず、鍵管理サーバから通信制御ＩＣ３２５ａまでの間
の通信に使用される暗号鍵には、主に基板出荷鍵、基板初期鍵、基板認証鍵、本認証鍵、
仮認証鍵、有効鍵（商用）、通信鍵１（セッション鍵）および通信鍵２（セッション鍵）
がある。基板出荷鍵は、ＣＵ制御部－ＳＣの間の通信に利用され、出荷以前での通信テス
ト電文の暗号にのみ使用される。基板初期鍵は、ＣＵ制御部－ＳＣの通信に利用され、ホ
ールサーバとの最初の通信時にＣＵ制御部３２３が受信し、ＣＵ制御部３２３のＲＡＭに
記憶される。ＳＣ３２５ｂは、製造時の埋め込み情報から基板初期鍵を生成してＲＡＭに
記憶する。基板初期鍵を用いた認証用通信（基板初期鍵モード）は限られた期間のみ許容
（時限的運用）される。ここで、基板初期鍵モードは、前述したように、ホールサーバと
少なくとも１回は正常に通信して、基板初期鍵を取得する必要があるため、セキュリティ
性は担保されている。
【０５４９】
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　ここで、「限られた期間」とは、たとえば、２日間という限定的期間である。このよう
に、時限的運用を可能にすることによって、ホールにシステムを導入した段階ですぐに鍵
管理サーバとの鍵交換ができない場合であっても、システムの導入直後からホールは営業
を開始することが可能となる。なお、限定的期間としては、たとえば、毎朝９時～１７時
までの間という具合に、１日の中での定めた期間を設定してもよい。
【０５５０】
　なお、前述の基板初期鍵モードは、基板初期鍵を用いた認証用通信を限られた期間可能
にする制限を設けているが、本発明はこれに限定されるものではなく、使用できる金額（
カード残額、あるいは現金）を制限してもよい。あるいは、可変表示装置における図柄の
変動回数が一定回数に達した場合にゲームを強制終了させて遊技機を不能動化状態に制御
してもよい。または、大当たりの累積回数が一定回数に達した場合にゲームを強制終了さ
せて遊技機を不能動化状態に制御してもよい。その他、現金を投入することによる遊技の
みを許容してカード残額を使用した遊技ができないようにしてもよく、持玉を使用した遊
技のみに制限するようにしてもよい。
【０５５１】
　基板認証鍵は、ＣＵ制御部－ＳＣの間の通信に利用され、鍵管理サーバより基板セキュ
リティ情報の一部として受信する暗号鍵である。基板認証鍵を用いた認証用通信を行なう
ことで、基板初期鍵を用いた時限的運用から恒久的運用（通常運用）に通信モード（基板
認証鍵モード）が切換わる。この基板認証鍵は、ＣＵ制御部のＲＡＭとＳＣのＲＡＭとに
記憶される。
【０５５２】
　基板初期鍵を用いた時限的運用および基板認証鍵を用いた恒久的運用のいずれについて
も、ホールサーバに記憶された有効鍵をＣＵ制御部３２３が受信し、ＳＣ３２５ｂがその
有効鍵を通信制御ＩＣ３２５ａに対して設定することによりＰ台とＣＵとの間の通信が可
能となることで実現される。
【０５５３】
　本認証鍵は、ＳＣ－通信制御ＩＣの間の通信に利用され、鍵管理サーバから受信した更
新情報から、ＳＣ３２５ｂにより生成されてＳＣ３２５ｂのＲＡＭに記憶されるとともに
、通信制御ＩＣ３２５ａにおいてもＳＣ３２５ｂと同様に更新情報から生成されて通信制
御ＩＣ３２５ａのＲＡＭに記憶される。なお、この本認証鍵は、鍵管理サーバなどから本
認証鍵そのものを取得するようにしてもよい。また、鍵管理サーバなどから更新情報を受
信することなくＣＵ制御部３２３と通信制御ＩＣ３２５ａとが自ら生成してもよい。さら
に、鍵管理サーバなどから所定の第１データを取得するとともにＣＵ制御部３２３と通信
制御ＩＣ３２５ａとが自ら所定の第２データを生成し、それら第１データと第２データと
から本認証鍵を生成するようにしてもよい。
【０５５４】
　仮認証鍵は、ＳＣ－通信制御ＩＣの間の通信に利用され、本認証鍵が生成されるまでの
間（又は設定された許容時間（たとえば２日）が経過するまでの間）、ＳＣ３２５ｂと通
信制御ＩＣ３２５ａとの間での暗号通信に使用される。この仮認証鍵による暗号通信（仮
認証鍵モード）は限られた期間（たとえば２日）のみ許容（時限的運用）される。ＳＣ３
２５ｂおよび通信制御ＩＣ３２５ａは、製造段階から仮認証鍵をそれぞれのＲＯＭに記憶
している。有効鍵（商用）は、ホールサーバとの最初の通信時にＣＵ制御部３２３経由で
ＳＣ３２５ｂが受信し、通信制御ＩＣ３２５ａに対して送信（設定）する鍵である。有効
鍵が設定されることによってＰ台との通信が可能になる。なお、有効鍵は、通信制御ＩＣ
３２５ａ活性化用のデータである。換言すると、有効鍵は、ＣＵとＰ台との間の通信を許
可するための許可情報である。
【０５５５】
　通信鍵１（セッション鍵）は、ＣＵ制御部－ＳＣの間の通信に利用され、対遊技機用の
業務電文通信に用いられ、ＳＣ３２５ｂが何らかの変数を用いて、毎営業日作成している
。該変数として、たとえば、カウンタ値（乱数）や日時情報などを用いてもよい。通信鍵
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２（セッション鍵）は、ＳＣ－通信制御ＩＣの間の通信に利用され、対遊技機用の業務電
文通信に用いられる。
【０５５６】
　なお、前述に説明した鍵は、鍵のデータがそれぞれの部分にそのまま埋込まれている構
成であっても、鍵のデータを生成するための情報がそれぞれの部分に記憶されていて、該
情報を利用いて鍵のデータを生成する構成であってもよい。
【０５５７】
　次に、暗号鍵の取得方法と、取得した暗号鍵を用いて暗号通信を行なう方法について説
明する。まず、ＳＣ３２５ｂは、ホールサーバとの最初の通信時にＣＵ制御部３２３経由
で有効鍵を取得する。ＳＣ３２５ｂは、取得した有効鍵を通信制御ＩＣ３２５ａに対して
送信（設定）することで、Ｐ台との通信が可能になる。ＣＵ制御部３２３はホールサーバ
との最初の通信時に基板初期鍵を受信し、ＣＵ制御部３２３のＲＡＭに記憶される。ＳＣ
３２５ｂは、製造時の埋め込み情報から基板初期鍵を生成してＲＡＭに記憶する。ＳＣ３
２５ｂは、取得した基板初期鍵を用いてＣＵ制御部３２３と暗号認証を行ない、該基板初
期鍵を用いて時限的にＣＵ制御部３２３と暗号通信を行なう。また、電源投入時にＣＵ制
御部３２３から送られてきた接続要求を受信したホールサーバは、当該ホールサーバが設
置されている遊技場を識別するための統一店舗コードをＣＵ制御部３２３へ返信する。具
体的には、ホールサーバのＣＰＵの制御にしたがってホールサーバの入出力インターフェ
イスからＣＵ制御部３２３へ統一店舗コードが送信される。
【０５５８】
　一方、ＣＵ制御部３２３とＳＣ３２５ｂとの間では、両者に初期情報として記憶されて
いる基板メーカコードを用いた認証が行なわれる。基板メーカコードとは、セキュリティ
基板３２５を製造したメーカを特定するコードのことである。基板メーカコードを用いた
認証に成功したことを条件として、基板接続要求と基板接続応答とのやり取りが行なわれ
る（図５８参照）。ＣＵ制御部３２３からＳＣ３２５ｂへ送信される基板接続要求の中に
上記統一店舗コードが含まれており、基板接続要求を受信することによりＳＣ３２５ｂが
統一店舗コードを取得する。
【０５５９】
　次に、ＣＵ制御部３２３は、鍵管理サーバに対して基板セキュリティ情報を要求し、鍵
管理サーバがホールサーバを介して送信してきた基板セキュリティ情報を受信することで
、該基板セキュリティ情報に含まれる基板認証鍵を取得する。ＣＵ制御部は、取得した基
板認証鍵を用いてＳＣと暗号認証を行ない、該基板認証鍵を用いてＳＣと暗号通信を行な
う。なお、ＣＵ制御部３２３は、基板認証鍵を取得後すぐに基板初期鍵から基板認証鍵に
鍵を変更するのではなく、後述するように遊技機が非稼動状態になっていることを条件に
して鍵を変更する。
【０５６０】
　この基板認証鍵は、鍵管理サーバなどから取得する代わりに、ＣＵ制御部３２３が自ら
生成してもよく、また、鍵管理サーバなどから所定の第１データを取得するとともにＣＵ
制御部３２３が自ら所定の第２データを生成し、それら第１データと第２データとから基
板認証鍵を生成するようにしてもよい。
【０５６１】
　次に、ＳＣ３２５ｂは、記憶してある仮認証鍵を用いて通信制御ＩＣ３２５ａと暗号通
信を行なう。そして、ＳＣは、基板認証鍵を用いてＣＵ制御部と暗号通信を行なうことで
鍵管理サーバから取得した更新情報を仮認証鍵で復号し、基板問合せ番号を照会する。Ｓ
Ｃは、照会した基板問合せ番号が一致した場合、更新情報から本認証鍵を生成し、生成し
た本認証鍵を用いて通信制御ＩＣ３２５ａと暗号通信を行なう。なお、本認証鍵は、通信
制御ＩＣ３２５ａにおいても出荷時から記憶されているものではなく、ＳＣ３２５ｂと同
様に更新情報から生成される。
【０５６２】
　次に、ＳＣは、ＣＵ制御部に対して通信鍵１を通知し、以降のＣＵ制御部との間の通信
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を、通信鍵１を用いて行なうことで、遊技機との業務電文通信が可能となる。また、ＳＣ
は、通信制御ＩＣに対して有効鍵を設定することで、通信制御ＩＣから通信鍵２の通知を
受け、以降の通信制御ＩＣとの間の通信を、通信鍵２を用いて行なうことで、遊技機との
業務電文通信が可能となる。
【０５６３】
　　＜ＣＵ制御部とＳＣとの通信における主なシーケンス＞
　次に、図５５～図６５に基づいて、ＣＵ制御部３２３におけるＣＰＵで実行される処理
と、セキュリティチップ（ＳＣ）３２５ｂで実行される処理とを説明する。
【０５６４】
　まず、図５５を参照して、ＣＵ制御部３２３の電源投入・ホール設置時の立上の処理を
説明する。この図５５は、ＣＵ３が遊技場に設置されて最初に電源を立上げたときのシー
ケンスであり、特に、基板初期鍵を用いたホール設置時の立上シーケンスについて説明す
る。
【０５６５】
　まず、ＣＵ３の電源を投入すると、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂが起動される
。ＣＵ３が遊技場に設置されて最初に電源を立上げたときに、ＣＵ制御部３２３は、上位
装置より（具体的にはホールサーバより）基板初期鍵Ａ、基板初期鍵ＡのＭＡＣ鍵、有効
鍵（商用／Ｐ台出荷用）を取得する。ここで、基板初期鍵Ａは、遊技場に納入されてから
最初に上位装置へ通信する時、ホールサーバからダウンロードしてＣＵ制御部３２３に記
憶する暗号鍵であり、鍵管理センタに設置された鍵管理サーバに記憶されている基板情報
（基板シリアルＩＤと基板認証鍵）が取得されるまで、ＣＵ制御部３２３とＳＣ３２５ｂ
との通信に利用する暗号鍵である。なお、基板初期鍵Ａは、基板メーカコードを用いて復
号され、一方、基板初期鍵ＡのＭＡＣ鍵も同様に、基板メーカコードを用いて復号される
。これらの復号は、ＡＥＳ（Advanced Encryption Standard）の暗号方式に則った復号方
式で行なわれる。
【０５６６】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、基板メーカコード認証シーケンス、
基板初期鍵認証シーケンス、セキュリティ基板情報問合せシーケンスを実行する。
【０５６７】
　基板メーカコード認証シーケンスは、チャレンジ／レスポンス方式を用いて、ＣＵ制御
部３２３とＳＣ３２５ｂとの間で基板メーカコードを認証する。基板メーカコード認証シ
ーケンスの処理後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵にホールサーバより
取得した基板初期鍵を用い、基板初期鍵認証シーケンスを行ない、基板初期鍵認証が完了
した場合に認証ＯＫとなる。なお、基板初期鍵認証シーケンスの詳細な処理については、
後述する。
【０５６８】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵にホールサーバより取得した
基板初期鍵を用い、セキュリティ基板情報問合せシーケンスを行ない、セキュリティ基板
情報を取得することができた場合に取得ＯＫとなる。セキュリティ基板情報は、鍵管理セ
ンタの鍵管理サーバから取得し、基板シリアルＩＤや基板認証鍵などを含んでいる。なお
、セキュリティ基板情報問合せシーケンスの詳細な処理については、後述する。基板認証
鍵は、鍵管理センタに設置された鍵管理サーバからダウンロードしてＣＵ制御部３２３と
ＳＣ３２５ｂとの通信に利用する暗号鍵である。鍵管理サーバは、基板シリアル番号等に
対応付けて基板認証鍵を記憶している。
【０５６９】
　セキュリティ基板情報問合せシーケンスでセキュリティ基板情報を取得することができ
た場合、ＳＣ３２５ｂは、通信制御ＩＣ３２５ａとの間で認証を実行する。
【０５７０】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵にホールサーバより取得した
基板初期鍵を用い、通信鍵交換シーケンスを行ない、業務電文通信用の通信鍵を交換する
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。
【０５７１】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵に基板初期鍵を用い、通信鍵
交換シーケンスを行ない、通信鍵を生成する。通信鍵交換シーケンスでは、基板情報取得
シーケンスで基板情報を取得できた場合、基板認証鍵を暗号鍵に用いるが、基板情報を取
得できなかった場合、基板初期鍵を時限的に暗号鍵に用いる。通信鍵の生成方法は、具体
的には、乱数と現在時刻のデータとを用いて生成する。この通信鍵（セッション鍵）の生
成方法は、乱数と現在時刻のデータとに限らず、暗号通信を行なう装置間での相互認証に
用いた鍵以外の可変データであれば、いかなるものを用いてもよい。なお、通信鍵交換シ
ーケンスは、遊技機による遊技を可能にするために遊技機との暗号通信に用いる鍵（通信
化鍵）を交換するものであり、その詳細な処理については、後述する。
【０５７２】
　通信鍵交換シーケンスで通信鍵を生成できた場合、ＳＣ３２５ｂは、通信制御ＩＣ３２
５ａから遊技機チップ情報を取得する。
【０５７３】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵に通信鍵交換シーケンスより
取得した通信鍵を用い、遊技機チップ情報問合せシーケンスを行ない、遊技機チップ情報
を問合せ／通知する。遊技機チップ情報には、主制御チップ番号や払出制御チップ番号な
どが含まれている。なお、遊技機チップ情報認証シーケンスの詳細な処理については、後
述する。
【０５７４】
　以上の処理を行なうことで、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、遊技機と業務電
文通信が可能となる。この遊技機と業務電文通信を行なうことにより遊技機において遊技
が可能となる。この遊技機との業務電文通信には、通信鍵（セッション鍵）を利用して運
用される。このときの通信は、前述したように、時限的な通信であり、一定期間（たとえ
ば、２日）のみ許容される。以上の処理を経て行なわれる通信モードが制限通信モード（
基板初期鍵モード（基板初期鍵運用））である。この時限運用のまま一定期間（たとえば
、２日）がオーバーした場合には仮運用が停止されるとともに、オーバーしたことがＳＣ
３２５ｂからＣＵ制御部３２３、ホールサーバを経由して鍵管理サーバへ通知される。
【０５７５】
　その後、ＣＵ３は、Ｐ台２に対して、リカバリ要求を行ない、Ｐ台２は、前回最終送信
通番、前回挿入中カードＩＤ、前回カード挿入時刻を含むリカバリ応答のレスポンス（リ
カバリ応答）をＣＵ３に返信する。
【０５７６】
　次に、図５６を参照して、ＣＵ制御部３２３の電源投入・通常立上の処理を説明する。
この図５６は、ＣＵ３が遊技場に設置された後、通常に電源を立上げたときのシーケンス
であり、特に、基板認証鍵を用いた立上シーケンスについて説明する。
【０５７７】
　まず、ＣＵ３の電源を投入すると、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂが起動される
。ＣＵ３が遊技場に設置されて最初に電源を立上げたときに、ＣＵ制御部３２３は、上位
装置より（具体的には鍵管理サーバより、ホールサーバを経由して）基板シリアルＩＤ鍵
、基板認証鍵バージョン、基板認証鍵Ａ、基板認証鍵ＡのＭＡＣ鍵を取得する。なお、基
板シリアルＩＤ鍵は、基板初期鍵で復号され、基板初期鍵Ａは、基板シリアルＩＤを用い
て復号され、さらに、基板初期鍵ＡのＭＡＣ鍵も同様に、基板シリアルＩＤを用いて復号
される。これらの復号は、ＡＥＳの暗号方式に則った復号方式で行なわれる。
【０５７８】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、基板メーカコード認証シーケンス、
基板認証鍵認証シーケンス、セキュリティ基板情報問合せシーケンスを実行する。
【０５７９】
　基板メーカコード認証シーケンスは、チャレンジ／レスポンス方式を用いて、ＣＵ制御
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部３２３とＳＣ３２５ｂとの間で基板メーカコードを認証する。基板メーカコード認証シ
ーケンスの処理後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵に鍵管理サーバより
取得した基板認証鍵を用い、基板認証鍵認証シーケンスを行なう。なお、基板認証鍵認証
シーケンスの詳細な処理については、後述する。
【０５８０】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、鍵の更新が有る場合にのみ、暗号鍵
に鍵管理サーバより取得した基板認証鍵を用い、セキュリティ基板情報問合せシーケンス
を行なう。
【０５８１】
　基板認証鍵認証シーケンスで基板認証鍵を認証でき鍵更新が無かった場合や、鍵更新が
有り、セキュリティ基板情報問合せシーケンスで認証ができると、ＳＣ３２５ｂは、通信
制御ＩＣ３２５ａとの間で認証を実行する。
【０５８２】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵に基板認証鍵を用い、通信鍵
交換シーケンスを行ない、通信鍵を生成する。通信鍵の生成方法は、具体的には、乱数と
現在時刻のデータとを用いて生成する。この通信鍵（セッション鍵）の生成方法は、乱数
と現在時刻のデータとに限らず、暗号通信を行なう装置間での相互認証に用いた鍵以外の
可変データであれば、いかなるものを用いてもよい。なお、通信鍵交換シーケンスは、遊
技機による遊技を可能にするために遊技機との暗号通信に用いる鍵（通信化鍵）を交換す
るものであり、その詳細な処理については、後述する。
【０５８３】
　通信鍵交換シーケンスで通信鍵を生成することができた場合、ＳＣ３２５ｂは、通信制
御ＩＣ３２５ａから遊技機チップ情報をさらに取得する。
【０５８４】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵に通信鍵交換シーケンスより
取得した通信鍵を用い、遊技機チップ情報問合せシーケンスを行ない、遊技機チップ情報
を問合せ／通知する。遊技機チップ情報には、主制御チップ番号や払出制御チップ番号な
どが含まれている。なお、遊技機チップ情報認証シーケンスの詳細な処理については、後
述する。
【０５８５】
　以上の処理を行なうことで、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、遊技機と業務電
文通信が可能となる。この遊技機と業務電文通信を行なうことにより遊技機において遊技
が可能となる。この遊技機との業務電文通信には、通信鍵（セッション鍵）が利用される
。このときの通信は、制限通信モードのような制限のない通常通信モード（基板認証鍵モ
ード（基板認証鍵運用））である。
【０５８６】
　次に、図５７を参照して、ＣＵ制御部３２３の電源投入・工場出荷時立上の処理を説明
する。この図５７は、ＣＵ３が遊技場に出荷される前の工場出荷時のシーケンスを示し、
特に、基板出荷鍵を用いた工場出荷立上シーケンスについて説明する。当該シーケンスは
、工場出荷時、上位装置に接続していない状態のＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂに
おける処理である。
【０５８７】
　まず、ＣＵ３の電源を投入すると、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂが起動される
。ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、基板メーカコード認証シーケンス、基板初期
鍵認証シーケンスを実行する。
【０５８８】
　基板メーカコード認証シーケンスは、チャレンジ／レスポンス方式を用いて、ＣＵ制御
部３２３とＳＣ３２５ｂとの間で基板メーカコードを認証する。基板メーカコード認証シ
ーケンスの処理後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵に基板初期鍵を用い
、基板初期鍵認証シーケンスを行なう。しかし、工場出荷時の段階のため未だ遊技場にＣ
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Ｕ３が設置されていないため、遊技場のホールサーバより基盤初期鍵をＣＵ制御部３２３
が取得できておらず、その結果、基板初期鍵認証の結果がＮＧとなる。
【０５８９】
　その後、ＣＵ制御部３２３は、基板初期鍵認証シーケンスが認証ＮＧとなったため、Ｃ
Ｕ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂにセキュリティ基板３２５のテストに用いる基板出荷鍵
を要求する、基板出荷鍵要求のコマンドをＳＣ３２５ｂに送信する。ＳＣ３２５ｂは、Ｃ
Ｕ制御部３２３から基板出荷鍵要求のコマンドを受信後、基板出荷鍵を含む基板出荷鍵応
答のレスポンスをＣＵ制御部３２３に送信する。
【０５９０】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵にＳＣ３２５ｂより取得した
基板出荷鍵を用い、基板出荷鍵認証シーケンスを行なう。なお、基板出荷鍵認証シーケン
スの詳細な処理については、後述する。
【０５９１】
　基板出荷鍵認証シーケンスで基板出荷鍵を認証できた場合、ＳＣ３２５ｂは、通信制御
ＩＣ３２５ａとの間で認証を実行する。
【０５９２】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵に基板出荷鍵を用い、通信鍵
交換シーケンスを行ない、通信鍵を生成する。通信鍵の生成方法は、具体的には、乱数と
現在時刻のデータとを用いて生成する。この通信鍵（セッション鍵）の生成方法は、乱数
と現在時刻のデータとに限らず、暗号通信を行なう装置間での相互認証に用いた鍵以外の
可変データであれば、いかなるものを用いてもよい。なお、通信鍵交換シーケンスは、遊
技機による遊技を可能にするために遊技機との暗号通信に用いる鍵（通信化鍵）を交換す
るものであり、その詳細な処理については、後述する。
【０５９３】
　通信鍵交換シーケンスで通信鍵を生成できた場合、ＳＣ３２５ｂは、通信制御ＩＣ３２
５ａから遊技機チップ情報を取得する。
【０５９４】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵に通信鍵交換シーケンスより
取得した通信鍵を用い、遊技機チップ情報問合せシーケンスを行ない、遊技機チップ情報
を問合せ／通知する。遊技機チップ情報には、主制御チップ番号や払出制御チップ番号な
どが含まれている。なお、遊技機チップ情報認証シーケンスの詳細な処理については、後
述する。
【０５９５】
　その後、ＣＵ３は、Ｐ台２に対して、通信テスト要求を行ない、Ｐ台２は通信テスト応
答をＣＵ３に送信する。
【０５９６】
　以上の処理を行なうことで、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、遊技機と通信テ
スト電文のみの通信が可能となる。この通信テスト電文の通信を行なうことにより工場出
荷時の通信テストが行われる。この工場出荷時の通信テストに合格したＣＵ３が遊技場に
納入されて最初の電源立上時のシーケンスが図５５で説明したホール設置立上シーケンス
であり、その後基板認証鍵の取得後に実行されるシーケンスが図５６で説明した通常立上
シーケンスである。
【０５９７】
　次に、図５８を参照して、基板メーカコードの認証シーケンスの処理を説明する。
　まず、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して、基板メーカコードの認証を要求す
る基板メーカコード認証要求１のコマンドを送信する。なお、基板メーカコード認証は、
チャレンジ／レスポンス方式を用いて行なうため、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに
対して、チャレンジコードを要求する。
【０５９８】
　基板メーカコード認証要求１のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、基板メーカコード
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に基づくチャレンジコードを生成し、生成したチャレンジコードを基板メーカコード認証
応答１のレスポンスでＣＵ制御部３２３に通知する。
【０５９９】
　基板メーカコード認証応答１のコマンドを受信したＣＵ制御部３２３は、チャレンジコ
ードに基づくレスポンスコードを生成し、生成したレスポンスコードを基板メーカコード
認証要求２のコマンドでＳＣ３２５ｂに通知する。具体的には、基板メーカコードを鍵と
して受信したチャレンジコードを暗号化してレスポンスコードを生成する。
【０６００】
　基板メーカコード認証要求２のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、レスポンスコード
をチェックして（具体的には基板メーカコードを鍵としてレスポンスコードを復号してチ
ャレンジコードを抽出して）チャレンジコードが一致すればチェック結果がＯＫであると
する。そして、当該チェック結果を基板メーカコード認証応答２のレスポンスでＣＵ制御
部３２３に通知する。このとき、ＣＵ制御部３２３は、基板メーカコード認証結果などの
認証ログ情報をＳＣ３２５ｂから取得する。
【０６０１】
　一方、チャレンジコードが一致しなければチェック結果がＮＧ（不適正）であるとする
。その場合に、ｎ回際認証を繰り返し、ｎ回連続でＮＧの場合にＳＣ３２５ｂが無応答状
態（ＨＡＬＴ）となり、基板認証鍵と本認証鍵とがクリアされる（図７１参照）。この無
応答状態（ＨＡＬＴ）となった後には、ＳＣ３２５ｂが通信制御ＩＣ３２５ａと認証を行
なうことはなく、工場で修理を行なうこととなる。
【０６０２】
　ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂにＣＵ制御部固有情報（統一店舗コード、台番、現
在時刻）を通知して、遊技機との接続を要求する基板接続要求のコマンドを送信する。
【０６０３】
　ＳＣ３２５ｂは、ＣＵ制御部３２３からの基板接続要求のコマンドを受信後、統一店舗
コード、台晩、現在時刻の情報を保持し、前回の統一店舗コードが一致しているときは、
ＣＵ制御部３２３に対して接続要求を受付けた（ＯＫ）ことを通知する基板接続応答のレ
スポンスを返信する。
【０６０４】
　一方、前回の統一店舗コードと不一致であるときは、ＣＵ制御部３２３に対して接続要
求を受付けていない（ＮＧ）ことを通知する基板接続応答のレスポンスを返信し、ＲＡＭ
に記憶されている基板認証鍵をクリアするとともに、基板初期鍵を暗号鍵として処理を進
めるモードである基板初期鍵モード（図５５参照）に遷移する。このとき、ＣＵ制御部３
２３は、基板接続要求結果などの認証ログ情報をＳＣ３２５ｂから取得する。
【０６０５】
　次に、図５９を参照して、基板初期鍵または基板出荷鍵の認証シーケンスの処理を説明
する。
【０６０６】
　まず、図５９に示すように、基板初期鍵を暗号鍵として処理を進めるモードである基板
初期鍵モードの状態の場合には、図５９において基盤初期鍵を用いた認証が行われるが、
基板出荷鍵を暗号鍵として処理を進めるモードである基板出荷鍵モードの状態の場合には
、図５９において基盤出荷鍵を用いた認証が行われることになる。よって、図５９の「／
」はいずれか一方を表す記号である。ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して、認証
情報を要求する基板初期鍵／基板出荷鍵認証要求１のコマンドを送信する。なお、基板初
期鍵／基板出荷鍵認証要求１のコマンドは暗号化していないが、暗号鍵に基板初期鍵／基
板出荷鍵を用いて、暗号化してもよい。
【０６０７】
　基板初期鍵／基板出荷鍵認証要求１のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、ＣＵ制御部
３２３に対して、基板初期鍵または基板出荷鍵で認証情報の乱数Ａを暗号化し、ＭＡＣ鍵
でＨ－ＭＡＣを算出して、基板初期鍵／基板出荷鍵認証応答１のレスポンスで返信する。



(90) JP 2015-77290 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

【０６０８】
　基板初期鍵／基板出荷鍵認証応答１のコマンドを受信したＣＵ制御部３２３は、基板初
期鍵または基板出荷鍵を検証するため、認証情報の乱数Ａを復号化し、ＭＡＣをチェック
する。
【０６０９】
　その後、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して、基板初期鍵または基板出荷鍵で
認証情報の乱数Ｂを暗号化し、ＭＡＣ鍵でＨ－ＭＡＣを算出して、基板初期鍵／基板出荷
鍵認証要求２のコマンドで送信する。なお、基板初期鍵／基板出荷鍵認証要求２のコマン
ドは、暗号鍵に基板初期鍵または基板出荷鍵を用いて、暗号化してある。
【０６１０】
　基板初期鍵／基板出荷鍵認証要求２のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、ＣＵ制御部
３２３に対して、基板初期鍵または基板出荷鍵を検証するため、認証情報の乱数Ｂを復号
化し、ＭＡＣをチェックする。そして、ＳＣ３２５ｂは、ＣＵ制御部３２３に対して、認
証結果を基板初期鍵／基板出荷鍵認証応答２のレスポンスで返信する。このとき、ＣＵ制
御部３２３は、基板初期鍵認証結果、基板出荷鍵認証結果などの認証ログ情報をＳＣ３２
５ｂから取得する。
【０６１１】
　次に、図６０を参照して、基板シリアルＩＤおよび基板認証鍵の認証シーケンスの処理
を説明する。
【０６１２】
　まず、ＣＵ制御部３２３とＳＣ３２５ｂとの通信は、基板認証鍵を暗号鍵として処理を
進めるモードである基板認証鍵モードの状態において、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５
ｂに対して、基板シリアルＩＤの認証を要求する基板シリアルＩＤ認証要求１のコマンド
を送信する。なお、基板シリアルＩＤ認証は、チャレンジ／レスポンス方式を用いて行な
うため、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して、チャレンジコードを要求する。
【０６１３】
　基板シリアルＩＤ認証要求１のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、基板シリアルＩＤ
に基づくチャレンジコードを生成し、生成したチャレンジコードを基板シリアルＩＤ認証
応答１のレスポンスでＣＵ制御部３２３に通知する。
【０６１４】
　基板シリアルＩＤ認証応答１のコマンドを受信したＣＵ制御部３２３は、チャレンジコ
ードに基づくレスポンスコードを生成し（具体的には基板メシリアルＩＤを鍵としてチャ
レンジコードを暗号化してレスポンスコードを生成し）、生成したレスポンスコードを基
板シリアルＩＤ認証要求２のコマンドでＳＣ３２５ｂに通知する。
【０６１５】
　基板シリアルＩＤ認証要求２のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、レスポンスコード
をチェックして（具体的には基板メシリアルＩＤを鍵としてレスポンスコードを復号して
チャレンジコードを抽出して）、チャレンジコードが一致すればチェック結果がＯＫであ
るとする。そして、当該チェック結果を基板シリアルＩＤ認証応答２のレスポンスでＣＵ
制御部３２３に通知する。なお、チェック結果がＮＧの場合、ＳＣ３２５ｂは、ＣＵ制御
部３２３に対してチェック結果を、基板認証結果通知および基板認証結果応答での認証結
果に含め、ＮＧを通知する。このとき、ＣＵ制御部３２３は、基板シリアルＩＤ認証結果
などの認証ログ情報をＳＣ３２５ｂから取得する。
【０６１６】
　その後、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して、基板認証鍵のバージョン情報を
通知するためにバージョン情報通知のコマンドを送信する。なお、バージョン情報通知の
コマンドは、暗号鍵に基板認証鍵を用いて、暗号化してある。
【０６１７】
　バージョン情報通知のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、ＣＵ制御部３２３に対して
基板認証鍵のバージョン情報を受信したことを通知するために、バージョン情報応答のレ
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スポンスを返信する。なお、バージョン情報応答のレスポンスは暗号化していないが、暗
号鍵に基板認証鍵を用いて暗号化してもよい。
【０６１８】
　その後、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して、認証情報を要求する基板認証鍵
認証要求１のコマンドを送信する。なお、基板認証鍵認証要求１のコマンドは暗号化して
いないが、暗号鍵に基板認証鍵を用いて、暗号化してもよい。
【０６１９】
　基板認証鍵認証要求１のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、ＣＵ制御部３２３に対し
て、基板認証鍵で認証情報の乱数Ａを暗号化し、ＭＡＣ鍵でＨ－ＭＡＣを算出して、基板
認証鍵認証応答１のレスポンスで返信する。
【０６２０】
　基板認証鍵認証応答１のコマンドを受信したＣＵ制御部３２３は、基板認証鍵を検証す
るため、認証情報の乱数Ａを復号化し、ＭＡＣをチェックする。
【０６２１】
　その後、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して、基板認証鍵で認証情報の乱数Ｂ
を暗号化し、ＭＡＣ鍵でＨ－ＭＡＣを算出して、基板認証鍵認証要求２のコマンドで送信
する。なお、基板認証鍵認証要求２のコマンドは、暗号鍵に基板認証鍵を用いて、暗号化
してある。
【０６２２】
　基板認証鍵認証要求２のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、ＣＵ制御部３２３に対し
て、基板認証鍵を検証するため、認証情報の乱数Ｂを復号化し、ＭＡＣをチェックする。
そして、ＳＣ３２５ｂは、ＣＵ制御部３２３に対して、認証結果を基板認証鍵認証応答２
のレスポンスで返信する。
【０６２３】
　その後、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して、基板認証結果を通知するために
、基板認証結果通知のコマンドを送信する。なお、基板認証結果通知のコマンドは、暗号
鍵に基板認証鍵を用いて、暗号化してある。基板認証結果通知のコマンドは、基板シリア
ルＩＤ認証と基板認証鍵の認証結果をＳＣ３２５ｂに対して通知する。
【０６２４】
　基板認証結果通知のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、ＣＵ制御部３２３に対して、
基板シリアルＩＤ認証と基板認証鍵の認証結果を通知するために、基板認証結果応答のコ
マンドを送信する。なお、基板認証結果応答のコマンドは、暗号鍵に基板認証鍵を用いて
、暗号化してある。このとき、ＣＵ制御部３２３は、基板認証結果などの認証ログ情報を
ＳＣ３２５ｂから取得する。
【０６２５】
　次に、図６１は、セキュリティ基板情報の問合せを行なう場合の処理を説明するための
図である。図６１を参照して、まず、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して上位装
置に問合せる情報を要求するために、セキュリティ基板問合せ指示通知のコマンドを送信
する。なお、送信するセキュリティ基板問合せ指示通知のコマンドは、暗号鍵に基板初期
鍵または基板認証鍵を用い、暗号化してある。
【０６２６】
　セキュリティ基板問合せ指示通知のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、上位装置（具
体的にはホールサーバ経由で鍵管理サーバ）に問合せる情報（基板シリアル番号および問
合せ情報）をＣＵ制御部３２３に通知するために、セキュリティ基板問合せ結果のレスポ
ンスをＣＵ制御部３２３に返信する。なお、返信するセキュリティ基板問合せ指示通知の
レスポンスは、基板シリアル番号を暗号鍵に基板初期鍵または基板認証鍵を用い、暗号化
しているとともに、ＣＵ制御部３２３とホールサーバとが復号できない鍵（以下「秘匿用
鍵」と言う）で問合せ情報を暗号化している。その結果、問合せ情報は鍵管理サーバのみ
が復号して解読できる。
【０６２７】
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　セキュリティ基板問合せ結果のレスポンスを受信したＣＵ制御部３２３は、基板シリア
ル番号および問合せ情報に基づき、上位装置（具体的にはホールサーバ経由で鍵管理サー
バ）にセキュリティ基板３２５の情報（基板シリアル番号および問合せ情報）を問合せ、
上位装置からの応答を待つ。セキュリティ基板情報を問合せ中、ＣＵ制御部３２３および
ＳＣ３２５ｂは、上位装置からの応答を待たずに、次のステップの処理（たとえば、通信
制御ＩＣの認証処理、遊技機チップ情報の認証処理、遊技機との業務電文処理等）を実行
し、セキュリティ基板情報を受信したときに必要な処理を実施する。
【０６２８】
　その後、ＣＵ制御部３２３は、上位装置からセキュリティ基板情報の問合せ結果（基板
シリアルＩＤおよび基板認証鍵）を受信すると、セキュリティ基板情報をＳＣ３２５ｂに
通知する。具体的に、ＣＵ制御部３２３は、問合せ結果である基板シリアルＩＤおよび基
板認証鍵を含むセキュリティ基板情報通知のコマンドをＳＣ３２５ｂに送信する。なお、
送信するセキュリティ基板情報通知のコマンドは、暗号鍵に基板初期鍵または基板認証鍵
を用い、暗号化してある。
【０６２９】
　ＳＣ３２５ｂは、セキュリティ基板情報通知のコマンドを受信後、問合せ番号を確認し
て、セキュリティ基板情報通知のコマンドを正常に受信したことをＣＵ制御部３２３に通
知するために、セキュリティ基板情報結果のレスポンスを返信する。なお、鍵更新情報は
、次回リセット時に使用される。返信するセキュリティ基板情報結果のレスポンスは、暗
号化しなくてもよいが、暗号化する場合、暗号鍵に基板初期鍵または基板認証鍵を用いる
。
【０６３０】
　その後、ＣＵ制御部３２３は、受信結果がＯＫの場合には、基板シリアルＩＤ鍵および
基板認証鍵Ａを保存して、次回リセット時に認証鍵情報として使用する。また、ＣＵ制御
部３２３は、基板情報問合せおよび基板情報通知の認証ログ情報を取得する。
【０６３１】
　次に、図６２を参照して、遊技機チップ情報問合せシーケンスの処理を説明する。
　まず、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して遊技機チップ情報を問合せる遊技機
チップ問合せ指示通知のコマンドを送信する。なお、送信する遊技機チップ問合せ指示通
知のコマンドは、暗号化しなくてもよいが、暗号化する場合、暗号鍵に通信鍵を用いる。
【０６３２】
　一方、ＳＣ３２５ｂは、通信制御ＩＣから遊技機チップ情報を取得する。その後、遊技
機チップ問合せ指示通知のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、遊技機チップ情報の取得
を完了しているので、遊技機チップ問合せ結果＝ＯＫの情報を含む遊技機チップ問合せ結
果のレスポンスをＣＵ制御部３２３に返信する。遊技機チップ情報には、主制御チップＩ
Ｄ、払出制御チップＩＤなどが含まれている。なお、返信する遊技機チップ問合せ結果の
レスポンスは、主制御チップＩＤと払出制御チップＩＤとが秘匿用鍵で暗号化され、その
他の情報は暗号鍵に通信鍵を用いて、暗号化してある。
【０６３３】
　その後、ＣＵ制御部３２３は、返信された遊技機チップ問合せ結果のレスポンスを受信
した場合、上位装置（鍵管理サーバまたはホールサーバ：図５４参照）に、主制御チップ
番号および払出制御チップ番号を含む遊技機チップ情報を問合せ、上位装置からの応答を
待つ。遊技機チップ情報問合せ中、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、上位装置か
らの応答を持たずに、次のステップの処理（遊技機との業務電文処理）を実行する。遊技
機チップ情報の問合せには時間（たとえば２時間程度）がかかるため、その間遊技機の稼
働を停止しておくわけにはいかないために、上位装置からの応答を持たずに次のステップ
の処理（遊技機との業務電文処理）を実行する。なお、遊技機チップ情報問合せ中は、リ
セット動作（たとえば、リセットボタン（図示省略）の操作や電源再投入など）が行なわ
れても、再度遊技機チップ問合せ指示通知の要求は出されない。
【０６３４】
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　その後、ＣＵ制御部３２３は、上位装置から遊技機チップ情報の照合結果を受信すると
、当該照合結果をＳＣ３２５ｂに通知する。具体的に、ＣＵ制御部３２３は、照合結果を
含む遊技機チップ情報通知のコマンドをＳＣ３２５ｂに送信する。なお、送信する遊技機
チップ照合結果通知のコマンドは、暗号鍵に通信鍵を用いて、暗号化してある。
【０６３５】
　ＳＣ３２５ｂは、遊技機チップ情報通知のコマンドを受信後、照合結果がＯＫのとき、
遊技機メーカコードおよび型式コードをＣＵ制御部３２３に通知するため、遊技機チップ
情報結果のレスポンスを返信する。なお、返信する遊技機チップ情報結果のレスポンスは
、暗号鍵に通信鍵を用いて、暗号化してある。
【０６３６】
　同時に、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂからの遊技機チップ情報結果に含まれる遊
技機チップ情報問合せ、遊技機チップ情報照合結果などの認証ログを取得する。
【０６３７】
　次に、図６３を参照して、基板認証鍵認証異常のシーケンスの処理を説明する。
　まず、ＣＵ３の電源を投入すると、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂが起動される
。
【０６３８】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、基板メーカコード認証シーケンス、
基板認証鍵認証シーケンスを実行する。
【０６３９】
　基板メーカコード認証シーケンスは、チャレンジ／レスポンス方式を用いて、ＣＵ制御
部３２３とＳＣ３２５ｂとの間で基板メーカコードを認証する。基板メーカコード認証シ
ーケンスの処理後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、暗号鍵に鍵管理サーバより
取得した基板認証鍵を用い、基板認証鍵認証シーケンスを行なう。ここで、基板認証鍵認
証が認証ＮＧとなった場合には、ＳＣ３２５ｂは、認証異常として、基板認証鍵情報をク
リアする。
【０６４０】
　その後、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ３２５ｂは、基板初期鍵認証シーケンスを実行す
る。このとき、基板初期鍵認証シーケンスの通信は、暗号鍵として基板初期鍵を用いて、
暗号化してある。
【０６４１】
　この基板初期鍵認証シーケンスの認証が認証ＯＫのときは、その後は図５５に示したホ
ール設置時立上シーケンスの処理と同様に、セキュリティ基板情報問合せシーケンス、通
信鍵交換シーケンス、遊技機チップ情報問合せシーケンスなどの処理が行われ、遊技機と
業務電文通信が可能となる。以後の通信は、暗号鍵として、通信鍵を用いて、暗号化して
ある。
【０６４２】
　なお、ＳＣ３２５ｂは、基板認証鍵シーケンスの認証が認証ＮＧになったことを示す「
基板認証鍵更新異常」のアラームを鍵管理サーバ８０１に通知する。
【０６４３】
　次に、図６４は、セキュリティ基板情報の問合せタイムアウトシーケンスの処理を説明
する図である。
【０６４４】
　まず、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して上位装置に問合せる情報を要求する
ために、セキュリティ基板問合せ指示通知のコマンドを送信する。なお、送信するセキュ
リティ基板問合せ指示通知のコマンドは、暗号鍵に基板初期鍵または基板認証鍵を用い、
暗号化してある。
【０６４５】
　セキュリティ基板問合せ指示通知のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、上位装置（具
体的にはホールサーバ経由で鍵管理サーバ）に問合せる情報（基板シリアル番号および問
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合せ情報）をＣＵ制御部３２３に通知するために、セキュリティ基板問合せ結果のレスポ
ンスをＣＵ制御部３２３に返信する。なお、返信するセキュリティ基板問合せ指示通知の
レスポンスは、基板シリアル番号を暗号鍵に基板初期鍵または基板認証鍵を用い、暗号化
しているとともに、秘匿用鍵で問合せ情報を暗号化している。その結果、問合せ情報は鍵
管理サーバのみが復号して解読できる。
【０６４６】
　セキュリティ基板問合せ結果のレスポンスを受信したＣＵ制御部３２３は、基板シリア
ル番号および問合せ情報に基づき、上位装置（具体的にはホールサーバ経由で鍵管理サー
バ）にセキュリティ基板３２５の情報（基板シリアル番号および問合せ情報）を問合せ、
上位装置からの応答を待つ。セキュリティ基板情報を問合せ中、ＣＵ制御部３２３および
ＳＣ３２５ｂは、上位装置からの応答を待たずに、次のステップの処理（たとえば、通信
制御ＩＣの認証処理、遊技機チップ情報の認証処理、遊技機との業務電文処理等）を実行
する。
【０６４７】
　その後、ＣＵ制御部３２３は、上位装置からセキュリティ基板情報の問合せ結果（基板
シリアルＩＤおよび基板認証鍵）を受信する前に、セキュリティ基板情報問合せの待ち時
間がタイムアウトした場合には、ＣＵ３はＰ台２の状態に関する情報を要求する状態情報
要求のコマンドを送信する。なお、この状態情報要求のコマンドは、暗号鍵に通信鍵を用
い、暗号化してある。態情報要求のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは通信制御ＩＣ３２
５ａ経由でＰ台２の遊技機チップ情報を取得する。
【０６４８】
　そしてＳＣ３２５ｂは、ＣＵ３に対して、状態情報応答のレスポンスを返信する。この
とき、ＳＣ３２５ｂは、セキュリティ基板情報を鍵管理センタに問合せを要求する旨の「
基板問合せ有」を含む状態情報応答を返信する。
【０６４９】
　上記のセキュリティ基板問合せに対して、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して
上位装置に問合せる情報を要求するために、セキュリティ基板問合せ指示通知のコマンド
を送信する。なお、送信するセキュリティ基板問合せ指示通知のコマンドは、暗号鍵に基
板初期鍵または基板認証鍵を用い、暗号化してある。
【０６５０】
　セキュリティ基板問合せ指示通知のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、上位装置（具
体的にはホールサーバ経由で鍵管理サーバ）に問合せる情報（基板シリアル番号および問
合せ情報）をＣＵ制御部３２３に通知するために、セキュリティ基板問合せ結果のレスポ
ンスをＣＵ制御部３２３に再度返信する。なお、返信するセキュリティ基板問合せ指示通
知のレスポンスは、基板シリアル番号を暗号鍵に基板初期鍵または基板認証鍵を用い、暗
号化しているとともに、秘匿用鍵で問合せ情報を暗号化している。その結果、問合せ情報
は鍵管理サーバのみが復号して解読できる。
【０６５１】
　セキュリティ基板問合せ結果のレスポンスを受信したＣＵ制御部３２３は、基板シリア
ル番号および問合せ情報に基づき、上位装置（具体的にはホールサーバ経由で鍵管理サー
バ）にセキュリティ基板３２５の情報（基板シリアル番号および問合せ情報）を問合せ、
上位装置からの応答を待ち続ける。
【０６５２】
　次に、図６５は、遊技機チップ情報の問合せ（照合）タイムアウトシーケンスの処理を
説明する図である。
【０６５３】
　まず、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して上位装置に問合せる情報（具体的に
は遊技機チップ情報）を要求するために、遊技機チップ問合せ指示通知のコマンドを送信
する。なお、送信する遊技機チップ問合せ指示通知のコマンドは、暗号鍵に通信鍵を用い
、暗号化してある。
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【０６５４】
　一方、ＳＣ３２５ｂは、通信制御ＩＣから遊技機チップ情報を取得し、その後、遊技機
チップ問合せ指示通知のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、上位装置（具体的にはホー
ルサーバ経由で鍵管理サーバ）に問合せる情報（主制御チップ情報および払出制御チップ
情報）をＣＵ制御部３２３に通知するために、遊技機チップ問合せ結果（認証ＯＫ）のレ
スポンスをＣＵ制御部３２３に返信する。なお、返信する遊技機チップ問合せ指示通知の
レスポンスは、主制御チップＩＤと払出制御チップＩＤとが秘匿用鍵で暗号化され、その
他の情報は暗号鍵に通信鍵を用い、暗号化してある。
【０６５５】
　遊技機チップ問合せ結果のレスポンスを受信したＣＵ制御部３２３は、主制御チップ情
報および払出制御チップ情報に基づき、上位装置（具体的にはホールサーバ経由で鍵管理
サーバ）に遊技機チップ情報（主制御チップ情報および払出制御チップ情報）を問合せ、
上位装置からの応答を待つ。遊技機チップ情報を問合せ中、ＣＵ制御部３２３およびＳＣ
３２５ｂは、上位装置からの応答を待たずに、次のステップの処理（たとえば、通信制御
ＩＣの認証処理、セキュリティ基板情報の認証処理、遊技機との業務電文処理等）を実行
し、遊技機チップ情報を受信したときに必要な処理を実施する。
【０６５６】
　しかしながら、その後、ＣＵ制御部３２３は、上位装置から遊技機チップ情報の問合せ
結果（主制御チップ情報および払出制御チップ情報）を受信する前に、遊技機チップ情報
問合せの待ち時間がタイムアウトした場合には、ＣＵ３はＰ台２の状態に関する情報を要
求する状態情報要求のコマンドを送信する。なお、この状態情報要求のコマンドは、暗号
鍵に通信鍵を用い、暗号化してある。状態情報要求のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは
通信制御ＩＣ３２５ａ経由でＰ台２の遊技機チップ情報を取得する。
【０６５７】
　そしてＳＣ３２５ｂは、ＣＵ３に対して、状態情報応答のレスポンスを返信する。この
とき、ＳＣ３２５ｂは、遊技機チップ情報の鍵管理センタへの問合せを要求する旨の「チ
ップ情報問合せ有」を含む状態情報応答を返信する。
【０６５８】
　上記の遊技機チップ情報問合せに対して、ＣＵ制御部３２３は、ＳＣ３２５ｂに対して
上位装置に問合せる情報を要求するために、遊技機チップ問合せ指示通知のコマンドを送
信する。なお、送信する遊技機チップ問合せ指示通知のコマンドは、暗号鍵に通信鍵を用
い、暗号化してある。
【０６５９】
　遊技機チップ問合せ指示通知のコマンドを受信したＳＣ３２５ｂは、上位装置（具体的
にはホールサーバ経由で鍵管理サーバ）に問合せる情報（主制御チップ情報および払出制
御チップ情報）をＣＵ制御部３２３に通知するために、遊技機チップ問合せ結果のレスポ
ンスをＣＵ制御部３２３に再度返信する。なお、返信する遊技機チップ問合せ指示通知の
レスポンスは、主制御チップＩＤと払出制御チップＩＤとが秘匿用鍵で暗号化され、その
他の情報は暗号鍵に通信鍵を用い、暗号化してある。
【０６６０】
　遊技機チップ問合せ結果のレスポンスを受信したＣＵ制御部３２３は、主制御チップ情
報および払出制御チップ情報に基づき、上位装置（具体的にはホールサーバ経由で鍵管理
サーバ）に遊技機チップ情報（主制御チップ情報および払出制御チップ情報）を問合せ、
上位装置からの応答を待ち続ける。
【０６６１】
　以上の図５５～図６５に基づいて説明したＣＵ制御部３２３とＳＣ３２５ｂとの間での
シーケンスにおいて、特徴的な部分を以下にまとめて説明する。
【０６６２】
　ＣＵ３が遊技場に入荷されて設置された後に実行されるシーケンスとして、「基板初期
鍵認証シーケンス」がある（図５５参照）。この「基板初期鍵認証シーケンス」は、遊技
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場に搬入されて設置された最初の電源投入時においては、上位装置（ホールサーバ）から
基板初期鍵をダウンロード取得し、その基板初期鍵を用いて認証されるシーケンスである
。この基板初期鍵認証シーケンスの認証結果がＯＫであることを条件として、この基板初
期鍵を用いて「セキュリティ基板情報問合せシーケンス」が実行される（図５５参照）。
このセキュリティ基板情報問合せシーケンスにより基板認証鍵が上位装置（鍵管理サーバ
）からダウンロード記憶され、以降、この基板認証鍵を利用して各種認証シーケンスや通
信鍵交換シーケンス等が実行されてその通信鍵を用いて遊技機と業務電文通信が実行され
る（図５６参照）。
【０６６３】
　一方、基板初期鍵を用いてのセキュリティ基板情報問合せシーケンス（図５５参照）を
実行した結果、基板認証鍵を取得できない場合がある。この基板認証鍵は、ＣＵメーカが
ＣＵ３を遊技場に出荷するときにそのＣＵ３の基板認証鍵を鍵管理サーバへ送信して鍵管
理サーバに記憶してもらい、遊技場に搬入されたＣＵがその事前に鍵管理サーバに記憶さ
れている基板認証鍵をダウンロード記憶するのであるが、ＣＵメーカから鍵管理サーバへ
の基板認証鍵の送信が何らかの理由により遅れている場合がある。また、遊技場に搬入さ
れて設置されたＣＵ３がセキュリティ基板情報問合せシーケンスを実行して基板認証鍵を
ダウンロードしようとしたときに鍵管理サーバとＣＵ３との間で不測の事態が発生して通
信不能のオフライン状態となっている場合もある。このような場合には、基板認証鍵をダ
ウンロードすることができない。
【０６６４】
　基板認証鍵をダウンロードできない場合に、それ以降の遊技機との業務電文通信等の実
稼動の運用が一切できないとなれば、遊技場における稼動率の低下等の運用上の問題が生
じる。そこで、このような不測の事態が発生した場合には、仮の認証鍵である基板初期鍵
を利用して実稼動の仮運用ができるように制御される。具体的には、上位装置（具体的に
はホールサーバ）より取得済の基板初期鍵を用いて、通信鍵交換シーケンスを実行し、乱
数と時刻データとを用いて通信鍵（セッション鍵）を生成し、ＣＵ制御部３２３とＳＣ３
２５ｂとの間でその通信鍵（セッション鍵）を共有し、その通信鍵（セッション鍵）を使
用して業務電文通信を行なって実稼動制御が行なわれる。この基板初期鍵を利用して交換
した通信鍵による実稼動制御は、あくまで基板初期鍵が仮の鍵であり基板認証鍵が取得で
きない不安定な状態であるために、一定の期間だけ許容される仮運用の制御がなされる。
具体的には、２日間のみこの基板初期鍵を用いた実稼動制御を許容し、３日目の電源立上
げ時においても基板認証鍵を取得できなかったときには、それ以降の制御を停止させ、異
常が発生した旨を報知するとともにホールサーバやホール用管理コンピュータへ異常発生
した旨の通知を行なうように制御する。なお、基板初期鍵での一定の期間（たとえば２日
）だけ許容される仮運用の時限制御は、基板初期鍵がホールサーバに記憶されているもの
であるため、少なくともＣＵ制御部３２３がホールサーバに接続されていることが担保さ
れている状態で許容される。
【０６６５】
　また、前述の「基板初期鍵／出荷鍵認証シーケンス」は、図５９に示した工場出荷時す
なわち未だ遊技場に搬入されていない段階でも実行される。この段階で基板初期鍵認証シ
ーケンスを実行した場合には、未だ基板初期鍵が取得されていないために、基板初期鍵を
用いたこの基板初期鍵認証シーケンスの実行の結果ＮＧの認証結果が導出される。すると
、図５９に示した基板出荷鍵要求、基板出荷鍵応答以降の各シーケンスが実行され、遊技
機と通信テスト電文の通信が実行される状態となる。すなわち、「基板初期鍵／出荷鍵認
証シーケンス」により、基板初期鍵が取得されている段階かあるいは取得されていない工
場出荷時の段階かを判断しているのであり、本来相互認証を行なう機器認証シーケンスを
、基板初期鍵が取得された段階かあるいは取得されていない工場出荷時の段階かの判別に
も有効利用している。
【０６６６】
　　＜通信制御ＩＣとセキュリティチップとの通信における主なシーケンス＞



(97) JP 2015-77290 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

　次に、図６６は、ＳＣ３２５ｂと通信制御ＩＣ３２５ａとの間の業務電文シーケンスの
処理を説明する図である。図６６を参照して、ＣＵ３の電源投入後のＳＣ３２５ｂおよび
通信制御ＩＣ３２５ａの処理について説明する。
【０６６７】
　まず、ＣＵ３の電源を投入すると、ＳＣ３２５ｂおよび通信制御ＩＣ３２５ａが起動さ
れる。ＳＣ３２５ｂは、起動するとＣＵ制御部３２３と認証が実施され、通信制御ＩＣ３
２５ａは、起動すると遊技機と認証が実施される。
【０６６８】
　その後、ＳＣ３２５ｂおよび通信制御ＩＣ３２５ａは、暗号鍵に本認証鍵または仮認証
鍵を用い、通信制御ＩＣ認証シーケンスを行なう。図５４に基づいて説明した「仮認証鍵
モード」の場合には仮認証鍵を用い、本認証鍵が生成され後の本認証鍵モードの場合には
本認証鍵を用いる。
【０６６９】
　その後、ＳＣ３２５ｂおよび通信制御ＩＣ３２５ａは、暗号鍵に本認証鍵または仮認証
鍵を用い、セキュリティ情報更新シーケンスを行なう。さらに、ＳＣ３２５ｂおよび通信
制御ＩＣ３２５ａは、暗号鍵に本認証鍵または仮認証鍵を用い、遊技機チップ情報認証シ
ーケンスを行なう。
【０６７０】
　その後、ＳＣ３２５ｂは、通信制御ＩＣ３２５ａに対して通信鍵を要求する通信鍵要求
のコマンドを送信する。通信鍵要求のコマンドは、暗号鍵に本認証鍵または仮認証鍵を用
いて、暗号化してある。
【０６７１】
　通信鍵要求のコマンドを受信した通信制御ＩＣ３２５ａは、遊技機と業務電文を通信す
るための通信鍵（セッション鍵）を生成し、生成した通信鍵を通信鍵応答のレスポンスで
ＳＣ３２５ｂに通知する。なお、返信する通信鍵応答のレスポンスは、暗号鍵に本認証鍵
または仮認証鍵を用いて、暗号化してある。通信鍵（セッション鍵）の生成方法は、具体
的には、乱数と現在時刻のデータとを用いて生成する。この現在時刻のデータは、通信制
御ＩＣ３２５ａ自ら生成してもよくまた他の装置からもらい受けてもよい。この通信鍵（
セッション鍵）の生成方法は、乱数と現在時刻のデータとに限らず、前述の相互認証に用
いた鍵以外の可変データであれば、いかなるものを用いてもよい。
【０６７２】
　なお、上記の処理終了以降、遊技機と業務電文通信が可能となる。
　図６７は、「基板認証鍵による認証」の具体的制御を説明するためのフローである。図
６７を参照して、以下説明する一連の処理は、ＣＵ制御部３２３とＳＣ３２５ｂとの間に
おいて行なわれる。
【０６７３】
　ステップＳ２０１において、チャレンジレスポンス方式を用い、基板シリアルＩＤを使
用した認証処理(単体認証）が行なわれる（図６０の基板シリアルＩＤ認証要求／応答１
，２参照）。
【０６７４】
　そして、ステップＳ２０１の単体認証が完了すると、次のステップＳ２０２において鍵
バージョンのチェックが行なわれる（図６０のバージョン情報通知／応答参照）。
【０６７５】
　そして、ステップＳ２０２の鍵バージョンのチェックが完了すると、次のステップＳ２
０３において、基板認証鍵を使用した機器認証が行なわれる（図６０の基板認証鍵認証要
求／応答１，２参照）。
【０６７６】
　そして、ステップＳ２０３の機器認証処理が完了すると、次のステップＳ２０４におい
て、ステップＳ２０１～Ｓ２０３の認証結果を相互に通知を行ない、次のステップＳ２０
５に処理が進む（図６０の基板認証結果通知／応答参照）。
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【０６７７】
　ステップＳ２０５において、通知された認証結果について正常か否かが判断され、認証
結果が正常である場合にはステップＳ２０６に処理が進み、認証結果が正常でない場合に
はステップＳ２０７に処理が進む。
【０６７８】
　ステップＳ２０６において、ＣＵ制御部３２３がＳＣ３２５ｂから取得するセキュリテ
ィ基板情報を有しているか否かがさらに判断され、取得するセキュリティ基板情報を有し
ている場合には、ステップＳ２０９に処理が進み、取得するセキュリティ基板情報を有し
ていない場合には、ステップＳ２１０に処理が進む。
【０６７９】
　ステップＳ２０９においては、ＣＵ制御部３２３－ＳＣ３２５ｂ間の基板認証鍵の認証
処理について、さらにセキュリティ基板情報の問合せ処理へ遷移し、処理が終了する。一
方、ステップＳ２１０は、基板認証鍵モードの認証を正常に終了し、処理が終了する。な
お、この場合には、ＣＵ制御部３２３－ＳＣ３２５ｂ間は遊技機チップ情報の照合の処理
が行なわれる。
【０６８０】
　一方、ステップＳ２０５において、認証結果が正常でない場合には、ステップＳ２０６
に処理が進み。このステップＳ２０６においてこのリトライ回数が３回目か否かが判断さ
れ、リトライ回数が３回目である場合には、ステップＳ２０８に処理が進み、リトライ回
数が３回目でない（リトライ回数が１回目か２回目である）場合には、処理がステップＳ
２０１に戻り、再度認証処理が行なわれる。
【０６８１】
　ステップＳ２０８において、ＳＣ３２５ｂ基板認証異常として、リセット動作（たとえ
ば、リセットボタン（図示省略）の操作や電源再投入など）まで待機状態となる。リセッ
ト動作後において、再度基板初期鍵を暗号鍵として認証処理を行なうモード（基板初期鍵
モード）で起動され、各認証処理が行なわれ、処理が終了する。この場合には、その日の
営業は１日中この基板初期鍵モードで運用され、翌日の電源立上時に再度鍵管理サーバに
対しセキュリティ基板情報取得要求を出し、セキュリティ基板情報の取得を試みる（図６
４）。また、ステップＳ２０８ａに示したように、翌日の電源立上を待つことなくこの時
点でセキュリティ基板情報の問合せ処理を再度実行してもよい。この場合には、基板初期
鍵モードでの運用により遊技を進行させつつセキュリティ基板情報の問合せ処理も並行し
て進行させる。
【０６８２】
　図６８（ａ）は、ＣＵ制御部－ＳＣ間での通信モードの切替処理を説明するためのフロ
ーチャートの一例である。図６８（ａ）を参照して、ステップＳ２１１において、ＣＵ制
御部３２３は鍵管理サーバに基板認証鍵の要求を行ない、次のステップＳ２１２に処理が
進む。
【０６８３】
　そして、ステップＳ２１２において、ＣＵ制御部３２３は鍵管理サーバから送られてき
たセキュリティ基板情報の中から基板認証鍵を取得するとともに、セキュリティ基板情報
中の更新情報をＳＣ３２５ｂへ送信し、次のステップＳ２１３に処理が進む。
【０６８４】
　ステップＳ２１３において、ＣＵ制御部３２３は遊技機が非稼動状態か否かの判定を行
なう。次のステップＳ２１４のモード切替処理を行なったときにはその切替処理の実行中
遊技機との加減算玉数の通信処理ができなくなるため、ステップＳ２１４のモード切替処
理を行なう前に遊技機が非稼動状態か否かの判定を行なうのである。遊技機が非稼動状態
か否かは、ＣＵに遊技者のカードが挿入されていないか挿入されているかで判断する。カ
ードが挿入されていない場合には遊技機が非稼働状態と判断する一方、カードが挿入され
ている場合には遊技機が稼働状態と判断する。ＣＵ制御部３２３に対応する遊技機が非稼
動状態である場合には、ステップＳ２１４に処理が進み、ＣＵ制御部３２３に対応する遊
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技機が非稼動状態でない場合には、遊技機が非稼動状態になるまでステップＳ２１３の処
理が行なわれる。
【０６８５】
　ステップＳ２１４において、ＣＵ制御部３２３は、ステップＳ２１２において取得した
基板認証鍵に基づいて、基板初期鍵を暗号鍵として処理を進めるモード（基板初期鍵モー
ド）から基板認証鍵を暗号鍵として処理を進めるモード（基板認証鍵モード）へ通信モー
ドを切替て、処理が終了する。
【０６８６】
　図６８（ｂ）は、ＳＣ－通信制御ＩＣ間での通信モードの切替処理を説明するためのフ
ローチャートの一例である。図６８（ｂ）を参照して、ステップＳ２１６において、ＳＣ
３２５ｂがＣＵ制御部３２３からの更新情報を取得する。前述したようにＣＵ制御部３２
３はステップＳ２１２により更新情報をＳＣ３２５ｂへ送信する。それを受けたＳＣ３２
５ｂは、その更新情報を取得する。次に、ステップＳ２１７においてＳＣ３２５ｂは、取
得した更新情報から本認証鍵を生成する。次に、前述のステップＳ２１３と同様に、ステ
ップＳ２１８においてＳＣ３２５ｂは、遊技機が非稼動状態か否かの判定を行ない、非稼
動状態であることを条件として、ステップＳ２１９の処理を実行する。ステップＳ２１９
においてＳＣ３２５ｂは、生成した本認証鍵に基づいて、ＳＣ３２５ｂと通信制御ＩＣ３
２５ａとの通信モードについて仮認証鍵を暗号鍵として処理を進めるモード（仮認証鍵モ
ード）から本認証鍵を暗号鍵として処理を進めるモード（本認証鍵モード）へ切替える。
【０６８７】
　このような実施の形態によれば、ＣＵの正当性が鍵管理サーバに登録された基板認証鍵
によって認証される前に通常の通信モードとなってカード残額等を用いたＰ台での遊技が
可能となることを防止できる。さらに、鍵管理サーバに登録された基板認証鍵を受信でき
ないときでも、制限通信モードとなり、Ｐ台での遊技が許容されるため、柔軟な運用が可
能となる。しかも、その場合には通常通信モードに比べて所定の制限の下で遊技が許容さ
れるものとなるため、鍵管理サーバに記憶された基板認証鍵での認証が必要とされること
なく運用が続けられてしまうことを防止できる。
【０６８８】
　図６９（ａ）（ｂ）は、通信モードの切替処理を説明するためのフローチャートの他の
例である。ＣＵ制御部－ＳＣ間での通信モードの切替処理を示す図６９（ａ）を参照して
、ステップＳ２２１において、ＣＵ制御部３２３は鍵管理サーバにセキュリティ基板情報
の要求を行ない、次のステップＳ２２２に処理が進む。
【０６８９】
　そして、ステップＳ２２２において、ＣＵ制御部３２３が鍵管理サーバに要求したセキ
ュリティ基板情報をホールサーバが鍵管理サーバから取得し、そのセキュリティ基板情報
の中から基板認証鍵をホールサーバが取得する。次に、ステップＳ２２３においてホール
サーバは、前述のステップＳ２１３と同様の趣旨より、セキュリティ基板情報を要求した
ＣＵ制御部３２３に対応する遊技機が非稼動状態か否か判定する。遊技機が非稼動状態に
なったときにホールサーバはステップＳ２２４において、取得した基板認証鍵をＣＵ制御
部３２３へ送信し、それを受けたＣＵ制御部３２３はセキュリティ基板情報中の更新情報
をＳＣ３２５ｂへ送信する。次に、ステップＳ２２５においてＣＵ制御部３２３は、ステ
ップＳ２２２４において取得した基板認証鍵に基づいて、基板初期鍵を暗号鍵として処理
を進めるモード（基板初期鍵モード）から基板認証鍵を暗号鍵として処理を進めるモード
（基板認証鍵モード）へ通信モードを切替て、処理が終了する。
【０６９０】
　次に、ＳＣ－通信制御ＩＣ間での通信モードの切替処理を示す図６９（ｂ）を参照して
、ステップＳ２２６において、ＳＣ３２５ｂがＣＵ制御部３２３からの更新情報を取得す
る。前述したようにＣＵ制御部３２３はステップＳ２２４により更新情報をＳＣ３２５ｂ
へ送信する。それを受けたＳＣ３２５ｂは、その更新情報を取得する。次に、ステップＳ
２２７においてＳＣ３２５ｂは、取得した更新情報から本認証鍵を生成する。次に、ステ



(100) JP 2015-77290 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

ップＳ２２８においてＳＣ３２５ｂは、生成した本認証鍵に基づいて、ＳＣ３２５ｂと通
信制御ＩＣ３２５ａとの通信モードについて仮認証鍵を暗号鍵として処理を進めるモード
（仮認証鍵モード）から本認証鍵を暗号鍵として処理を進めるモード（本認証鍵モード）
へ切替える。
【０６９１】
　このような実施の形態によれば、制限通信モードにおいてホールサーバが鍵管理サーバ
から基板認証鍵を受信したときでも、Ｐ台が稼動中のときには、即座にその基板認証鍵が
ＣＵに送信されて通常通信モードに切り換わるのではなく、遊技機が非稼働状態になった
ことを条件にして基板認証鍵がホールサーバからＣＵに送信されて通常通信モードに切り
換わるため、制限通信モードにおいて提供されていた遊技に何らかの影響を与えてしまい
、遊技者が不利益を被ることを防止できる。
【０６９２】
　　＜ＳＣ３２５ｂとＣＵ制御部３２３との認証動作＞
　次に、統一店舗コードのチェック、基板メーカコードの認証についてさらに詳しく説明
する。
【０６９３】
　まず、図７０を参照して、ＳＣ３２５ｂによる統一店舗コードのチェック処理を説明す
る。この処理は、ＳＣ３２５ｂが、基板接続要求時に通知される統一店舗コードと前回通
知された統一店舗コードをチェックして、不一致の場合に設置された店舗が変わったと判
断する認証動作である。ＳＣ３２５ｂは、記憶している前回の統一店舗コードがダミーコ
ードであるか否かを判断する（ステップＳ１１０１）。なお、統一店舗コードのダミーコ
ードは、たとえば、すべてのデータが“０ｘＦＦ”である。このダミーコードは、ＣＵ３
が遊技場（店舗）に設置される前の出荷時の段階で通常の統一店舗コードの代わりに用い
られるものであり、出荷時の段階でＳＣ３２５ｂに既に記憶されている。そして出荷時に
ダミーコードをＣＵ制御部３２３経由でＳＣ３２５ｂに入力して、ＳＣ３２５ｂがその入
力されたダミーコードと記憶しているダミーコードとを一致判定して認証する。また、ダ
ミーコードは、新装開店の遊技場(ホール)のため未だ統一店舗コードを取得していない場
合に仮の店舗コードとして当該遊技場のホールサーバにデフォルトとして記憶されている
。そして、新装開店の遊技場に設置されたＣＵ３にホールサーバからダミーコードをダウ
ンロードさせてＳＣ３２５ｂがそのダウンロードされたダミーコードと記憶しているダミ
ーコードとを一致判定して認証し、Ｐ台２による遊技を可能にする。
【０６９４】
　正規の統一店舗コードを取得したホールサーバはＣＵ制御部３２３へその統一店舗コー
ドを送信する。それを受けたＣＵ制御部３２３は、次の電源投入時における基板接続要求
時にその統一店舗コードをＳＣ３２５ｂへ送信する。それを受けたＳＣ３２５ｂは、記憶
している前回の統一店舗コードがダミーコードであると判断した場合（ステップＳ１１０
１：ＹＥＳ）、基板接続要求時にホールサーバから通知された統一店舗コードに記憶を更
新するが、基板認証鍵、本認証鍵情報を初期化しないで、前回の各認証モードを引継いで
動作する。その後、ＳＣ３２５ｂは、認証ログ情報を保存する（ステップＳ１１０６）。
基板認証鍵、本認証鍵情報の初期化は、或る遊技場に設置されていたＣＵ３が他の遊技場
に移設されたときに必要となる処理であるが、ＳＣ３２５ｂに記憶されているダミーコー
ドを統一店舗コードに更新する場合には、前述した新装開店の遊技場が正規に統一店舗コ
ードを取得してその統一店舗コードをＣＵ３にダウンロードした場合であり、店舗が代わ
ったわけではなく、基板認証鍵、本認証鍵情報の初期化は不要である。逆にこのような場
合に基板認証鍵、本認証鍵情報の初期化すると、再度基板認証鍵の取得要求が必要となり
、1営業日での基板初期鍵運用（時限運用）が多くなり、時限運用猶予期間が少なくなる
不都合が生じる。このような不都合を回避するために基板認証鍵、本認証鍵情報の初期化
を行なわないように制御している。
【０６９５】
　一方、ＳＣ３２５ｂは、記憶している前回の統一店舗コードがダミーコードでないと判
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断した場合（ステップＳ１１０１：ＮＯ）、基板接続要求時にホールサーバから通知され
た統一店舗コードと、記憶している前回の統一店舗コードとが一致しているか否かを判断
する（ステップＳ１１０２）。
【０６９６】
　ＳＣ３２５ｂは、基板接続要求時にホールサーバから通知された統一店舗コードと、記
憶している前回の統一店舗コードとが一致していると判断した場合（ステップＳ１１０２
：ＹＥＳ）、認証処理を基板初期鍵認証シーケンスへ遷移、あるいは、基板認証鍵認証シ
ーケンスへ遷移する（ステップＳ１１０３）。なお、ＳＣ３２５ｂは、前回の認証モード
が基板認証鍵モードである場合、基板認証鍵認証シーケンスへ遷移し、前回の認証モード
がそれ以外の認証モードである場合、基板初期鍵認証シーケンスへ遷移する。
【０６９７】
　一方、ＳＣ３２５ｂは、基板接続要求時にホールサーバから通知された統一店舗コード
と、記憶している前回の統一店舗コードとが一致していないと判断した場合（ステップＳ
１１０２：ＮＯ）、基板認証鍵情報、および本認証鍵情報を初期化（クリア）する（ステ
ップＳ１１０４）。このような統一店舗コードの不一致は、或る遊技場に設置されていた
ＣＵ３が他の遊技場に移設されたときに生じる。ＣＵ３が他の遊技場に移設されたため、
前の遊技場で使用していた基板認証鍵情報および本認証鍵情報を初期化（クリア）してセ
キュリティを担保するのである。なお、ＳＣ３２５ｂは、ＣＵ制御部３２３から通知され
る統一店舗コードが変更になった場合、本認証鍵の初期化（クリア）を通信制御ＩＣ３２
５ａに設定して、仮認証鍵による認証を開始する。なお、ＳＣ３２５ｂが本認証鍵情報を
初期化（クリア）した場合に、通信制御ＩＣ３２５ａも本認証鍵情報を初期化（クリア）
するように制御してもよく、また、特にそのような制御を行なうことなく次回の通信制御
ＩＣ３２５ａとの認証のときにＳＣ３２５ｂが本認証鍵を有していないため仮認証鍵での
認証に戻るようにしてもよい。
【０６９８】
　また、ＳＣ３２５ｂは、ステップＳ１１０４で基板認証鍵情報、および本認証鍵情報を
初期化（クリア）した後、認証処理を基板初期鍵認証シーケンスおよび仮認証鍵シーケン
スへ遷移する（ステップＳ１１０５）。
【０６９９】
　ＳＣ３２５ｂは、ステップＳ１１０３で認証処理を基板初期鍵認証シーケンスへ遷移、
あるいは、基板認証鍵認証シーケンスへ遷移した後、ステップＳ１１０４で認証処理を基
板初期鍵認証シーケンスへ遷移した後、認証ログ情報を保存する（ステップＳ１１０６）
。
【０７００】
　図７１は、基板メーカコードの認証動作を説明するためのフローチャートである。基板
メーカコードの認証は、ＳＣ３２５ｂとＣＵ制御部３２３とが、それぞれ初期情報として
記憶している基板メーカコードを使用した認証を行なう認証動作である。図７１を参照し
て、まず、ＳＣ３２５ｂとＣＵ制御部３２３とは、記憶している基板メーカコードを使用
したチャレンジ／レスポンス方式による単体認証を行なう。（ステップＳ１２０１）。な
お、単体認証時に生成するレスポンスコードは、たとえば、記憶している基板メーカコー
ドを鍵にしてチャレンジコードをブロック暗号化した後にハッシュ関数でハッシュ化する
ことで生成される。
【０７０１】
　ＳＣ３２５ｂは、生成したチャレンジコードに対してＣＵ制御部３２３が生成したレス
ポンスコードをチェックした認証結果が正常か否かの判断を行なう（ステップＳ１２０２
）。ＳＣ３２５ｂは、認証結果が正常であると判断した場合（ステップＳ１２０２：ＹＥ
Ｓ）、既に基板認証鍵で認証済みであるか否かを判断する（ステップＳ１２０３）。一方
、ＳＣ３２５ｂは、認証結果が正常でない（異常）と判断した場合（ステップＳ１２０２
：ＮＯ）、ｎ回（たとえば３回）連続して異常であるか否かを判断する（ステップＳ１２
０４）。
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【０７０２】
　ＳＣ３２５ｂは、既に基板認証鍵で認証済みであると判断した場合（ステップＳ１２０
３：ＹＥＳ）、基板認証鍵の認証処理へ遷移し、基板認証鍵認証シーケンスを維持する（
ステップＳ１２０５）。一方、ＳＣ３２５ｂは、既に基板認証鍵で認証済みでないと判断
した場合（ステップＳ１２０３：ＮＯ）、基板初期鍵の認証処理へ遷移する（ステップＳ
１２０６）。
【０７０３】
　ＳＣ３２５ｂは、ｎ回連続して異常でないと判断した場合（ステップＳ１２０４：ＮＯ
）、処理をステップＳ１２０１に戻す。一方、ＳＣ３２５ｂは、ｎ回連続して異常である
と判断した場合（ステップＳ１２０４：ＹＥＳ）、セキュリティを担保するために基板認
証鍵情報および本認証鍵情報を初期化（クリア）する（ステップＳ１２０７）。これによ
り、基板認証鍵情報および本認証鍵情報が盗用される不都合を防止できる。その後、ＳＣ
３２５ｂは、基板初期鍵の認証処理へ遷移する（ステップＳ１２０８）。
【０７０４】
　ＳＣ３２５ｂは、ステップＳ１２０５で基板認証鍵認証シーケンスを維持、またはステ
ップＳ１２０６、Ｓ１２０８で基板初期鍵の認証処理へ遷移した後、認証ログ情報を保存
する（ステップＳ１２０９）。
【０７０５】
　＜遊技履歴表示機能＞
　本実施の形態に係る遊技用システムは、複数の遊技場での遊技履歴を、ＣＵ３の表示器
５４などの遊技場の表示装置ならびに遊技者の携帯電話１６Ａおよびノートパソコン（以
下、単に「ＰＣ」ともいう）１５Ａなどの情報機器で表示する遊技履歴表示機能を有する
。以下、図７２から図８３を参照して、遊技履歴表示機能について説明する。
【０７０６】
　まず、遊技履歴表示機能の前提である管理サーバ１４０での遊技履歴の蓄積について説
明する。ＣＵ３のＣＵ制御部３２３が、会員カードＩＤおよび当該会員カードＩＤに対応
する当該遊技場の遊技場会員ＩＤを特定すると、逐次、それぞれ遊技場会員ＩＤおよび会
員カードＩＤとともに遊技履歴と当該遊技機および設置遊技場を特定可能な遊技機ＩＤと
を会員管理コンピュータ１２０および遊技場外の管理サーバ１４０に送信する。
【０７０７】
　会員管理コンピュータ１２０は、受信した遊技履歴を、遊技場会員ＩＤに対応付けて、
記憶装置に記憶されている図２４（ｂ）で示される会員別遊技履歴テーブルに蓄積する。
【０７０８】
　また、管理サーバ１４０は、ＣＵ３に搭載されているカメラによって撮影された遊技者
の顔データを取得し、当該顔データが記憶部に記憶されているか否かを判断する。
【０７０９】
　当該顔データが記憶されていれば、当該顔データに対応付けられた顔ＩＤを特定し、記
憶されていなければ、新たに顔ＩＤを発行し、当該顔ＩＤと顔データとを対応付けて記憶
部に記憶させる。管理サーバ１４０は、会員カードＩＤが特定されている場合は、顔ＩＤ
と会員カードＩＤとを対応付けて記憶部に記憶させる。管理サーバ１４０は、特定した顔
ＩＤをＣＵ３に伝達する。そして、管理サーバ１４０は、受信した遊技履歴を、顔ＩＤお
よび特定されている場合には会員カードＩＤならびに遊技機ＩＤに対応付けて、図２４（
ｂ）の会員別遊技履歴テーブルで示されるような管理サーバ１４０の記憶部のテーブルに
蓄積する。
【０７１０】
　これとともに、管理サーバ１４０は、遊技機ＩＤで特定される遊技場および遊技機ごと
に、受信した遊技履歴を、顔ＩＤと対応付けて蓄積する。このように、共通会員カード受
付中だけでなく、共通会員カードの受付中でない場合であっても、遊技機で遊技したすべ
ての遊技について遊技履歴が送信されるので、遊技場および遊技機ごとの遊技履歴として
は当該遊技機でのすべての遊技履歴が蓄積されることとなる。なお、遊技履歴を顔ＩＤに
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対応付けて蓄積しないようにしてもよい。この場合は、会員カードＩＤに対応付けられて
いない遊技履歴は、遊技機ＩＤごとに蓄積するようにする。
【０７１１】
　ＣＵ３は、所定のイベント発生ごとに、遊技履歴を、会員カードＩＤまたは顔ＩＤとと
もに管理サーバ１４０に送信する。所定のイベントとは、たとえば、ＣＵ３への入金、入
金残額の消費による玉貸し、カードの排出、ログイン操作、ログアウト操作、大当り発生
、計数操作、持玉の払出し、および、再プレイ操作などである。なお、遊技履歴は、所定
のイベント発生ごとに送信されることに替えて、カード返却時または顔ＩＤ変化時に送信
されるようにしてもよい。
【０７１２】
　ＣＵ３から管理サーバ１４０に送信され、管理サーバ１４０の記憶部のテーブルに蓄積
される遊技履歴には、図２４（ｂ）で示す情報に加えて、後述する図８２で示すアウト玉
数（遊技領域に打出された玉数）、セーフ玉数（遊技機から払出された賞球の数）、大当
り回数および、スタート回数（図柄の変動表示が開始された回数）に加えて、日付、店舗
ＩＤ、台番号、遊技開始時間、遊技終了時間、プリペイド入金金額、プリペイド消費金額
、計数玉数、払出玉数、貯玉再プレイ玉数、発射玉数、入賞口入賞個数、大入賞口入賞個
数、始動入賞口入賞個数、初当り回数（確変時短中でないときの大当り回数）、確変回数
、時短回数、大当り中アウト玉数、大当り中セーフ玉数、大当り中スタート回数、大当り
中始動入賞口入賞個数、大当り中大入賞口入賞個数、大当り中大入賞口賞球個数、確変時
短中アウト玉数、確変時短中セーフ玉数、確変時短中スタート回数、確変時短中始動入賞
口入賞個数、および、大当り継続回数（確変時短状態中に発生した大当りの連続した回数
）などが含まれる。
【０７１３】
　次に、上述した管理サーバ１４０における遊技履歴の蓄積を前提とした遊技履歴表示機
能について説明する。図７２および図７３は、それぞれ、遊技履歴表示機能での処理の流
れの概略を示す第１および第２のフローチャートである。図７４から図８１および図８３
は、それぞれ、遊技履歴表示機能での表示画面の例を示す第１から第９の図である。図８
２は、遊技履歴表示機能で収集される遊技履歴の例を示す図である。
【０７１４】
　図７２を参照して、ＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなどの情報機器のＣＰＵは、実行
中のブラウザにおいて、遊技情報サイトへのアクセス操作を受付けた（ステップＳ７０１
でＹＥＳ）と判断した場合、管理サーバ１４０の遊技情報サイトへのアクセスを実行する
。遊技情報サイトは、図２９から図３１で前述した会員サービスサイトと、同じ管理サー
バ１４０で提供される異なるサイトである。
【０７１５】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器からのアクセスを受付けた（ステップＳ４０１
でＹＥＳ）と判断した場合、ログイン前トップページのデータをアクセス元の情報機器に
送信する（ステップＳ４０２）。
【０７１６】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からログイン前トップページのデータを受信し
、当該ログイン前トップページを表示部に表示させる（ステップＳ５０２）。
【０７１７】
　図７４を参照して、ログイン前トップページには、ログインＩＤおよびパスワードを入
力するための入力窓、ログイン操作を入力するための「ログイン」ボタン、会員登録に進
むための「会員登録」ボタン、掲示板を表示させるための「掲示板」ボタン、および、全
国の優秀な遊技履歴を表示させるための複数のボタン（「Ａ店ＣＲ○○詳細」ボタン，「
Ｂ店ＣＲ△△詳細」ボタン，「Ｃ店ＣＲ□□詳細」ボタン）などが表示される。なお、ロ
グイン前トップページには、会員が特定されていない段階であるので、デフォルトのアバ
ターの画像が表示される。
【０７１８】
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　図７２に戻って、情報機器のＣＰＵは、ログイン前トップページで「会員登録」ボタン
が操作された（ステップＳ５０３でＹＥＳ）と判断した場合、会員登録要求を管理サーバ
１４０に送信する。
【０７１９】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から会員登録要求を受信した（ステップＳ４０
３でＹＥＳ）と判断した場合、会員登録受付処理を実行する（ステップＳ４０４）。情報
機器のＣＰＵは、会員登録受付処理にしたがい、管理サーバ１４０との間で会員登録に必
要な情報をやり取りする（ステップＳ５０４）。会員登録受付処理においては、たとえば
、図２５（ａ）で示した情報が登録される。会員登録受付処理においては、特に、前述の
共通会員カードの会員カードＩＤとログインＩＤとの対応付けが行なわれる。
【０７２０】
　具体的には、管理サーバ１４０のＣＰＵは、会員登録受付処理で表示されるページにお
いて、既に発行されて会員遊技者が所持している共通会員カードに記載されている会員カ
ードＩＤの入力を受付け、入力された会員カードＩＤが既に管理サーバ１４０の記憶部に
記憶された正しいものであれば、新たに発行した遊技情報サイトのログインＩＤと遊技者
に入力を求めたパスワードとを、当該会員カードＩＤに対応付けて管理サーバ１４０の記
憶部に記憶させる。
【０７２１】
　なお、入力された会員カードＩＤが登録されている会員カードＩＤと異なる場合や、共
通会員カードを所持していない場合に操作するボタンが操作された場合など、遊技者が未
だ共通会員カードの発行を受けていない（会員登録していない）と考えられる場合は、共
通会員カードの発行を受けることを促すためのページに誘導するようにしてもよい。
【０７２２】
　情報機器のＣＰＵは、ログイン前トップページの入力窓にログインＩＤおよびパスワー
ドが入力された状態で「ログイン」ボタンが操作された（ステップＳ５０５でＹＥＳ）と
判断した場合、入力されたログインＩＤおよびパスワードを管理サーバ１４０に送信する
。本実施の形態においては、ログインＩＤは、図２５（ａ）で示した会員カードＩＤと同
じであることとするが、これに限定されず、異なるものであってもよい。
【０７２３】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器からログインＩＤおよびパスワードを受信した
（ステップＳ４０５でＹＥＳ）と判断した場合、ログインＩＤおよびパスワードが管理サ
ーバ１４０の記憶部に記憶された正しいものであれば、管理サーバ１４０の記憶部に記憶
されている当該ログインＩＤに対応する会員カードＩＤで示される会員の情報に基づいて
、当該ログインＩＤに対応する会員カードＩＤに応じたマイトップページを生成し、当該
マイトップページのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４０６）。
【０７２４】
　本実施の形態においては、管理サーバ１４０の記憶部には、会員カードＩＤおよびログ
インＩＤに対応付けて、会員の情報として、図２４で示した情報と同様の遊技者の情報に
加えて、アバター画像やポイント数やお気に入りの遊技場を示す情報などが記憶される。
具体的には、管理サーバ１４０のＣＰＵは、会員の情報に基づいて、アバター画像やポイ
ント数やお気に入りの遊技場を示す情報を特定し、お気に入りの遊技場のベスト３の遊技
機を特定し、特定した遊技機での獲得玉数を特定し、これらの情報を含むマイトップペー
ジを生成する。
【０７２５】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からマイトップページのデータを受信し、当該
マイトップページを表示部に表示させる（ステップＳ５０６）。
【０７２６】
　図７５を参照して、マイトップページには、当該会員のアバターの画像、当該会員の名
前、掲示板を表示させるための「掲示板」ボタン、お気に入りの遊技場の遊技履歴または
全国の優秀な遊技履歴を表示させるための複数のボタン（「Ｘ店ＣＲ○○詳細」ボタン，
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「Ｘ店ＣＲ△△詳細」ボタン，「Ｘ店ＣＲ□□詳細」ボタン）、当該会員の遊技履歴を表
示させるための複数のボタン（「２０１３年データ」ボタン，「生涯データ」ボタン，「
詳細」ボタン）、および、当該会員の日付別のプレイデータを表示させるための「この日
のプレイデータをみる」ボタンが表示される。
【０７２７】
　さらに、マイトップページには、図７５に示すように、フレンドリストページを表示さ
せるための「フレンドリスト」ボタン、フレンド検索ページを表示させるための「フレン
ド検索」ボタン、フレンドリクエスト一覧ページを表示させるための「フレンドリクエス
ト」ボタンが表示される。
【０７２８】
　図７３を参照して、情報機器のＣＰＵは、マイトップページの「この日のプレイデータ
をみる」ボタンが操作されることでプレイデータ閲覧操作が行なわれた（ステップＳ５１
１でＹＥＳ）と判断した場合、プレイデータ閲覧操作が行なわれた旨、ログインＩＤ、お
よび、操作された「この日のプレイデータをみる」ボタンに対応する日付を、管理サーバ
１４０に送信する。
【０７２９】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、プレイデータ閲覧操作が行なわれた旨、ログインＩＤ、
および、日付を受信した（ステップＳ４１１でＹＥＳ）と判断した場合、管理サーバ１４
０の記憶部に記憶されている当該ログインＩＤに対応する会員カードＩＤで示される会員
の遊技履歴に基づいて、当該日付に応じたログインＩＤに対応する会員カードＩＤの会員
のプレイデータページを生成し、当該プレイデータページのデータを、アクセス元の情報
機器に送信する（ステップＳ４１２）。
【０７３０】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からプレイデータページのデータを受信し、当
該プレイデータページを表示部に表示させる（ステップＳ５１２）。
【０７３１】
　図７６を参照して、プレイデータページには、当該プレイデータの遊技履歴の日付、当
該日付の遊技情報サイトへのログイン回数、および、当該日付の合計の遊技履歴（当日に
遊技したすべての遊技場のすべての遊技機の合計の大当り回数、総獲得玉数、遊技時間、
総回転数、投資玉数）のデータが表示される。
【０７３２】
　なお、プレイデータページに、当日に遊技した遊技場や遊技した遊技機や遊技機の種別
が特定可能に表示されてもよい。また、プレイデータページに、当日に遊技した遊技場ご
との遊技履歴や当日に遊技した遊技機の機種ごとの遊技履歴が特定可能に表示されてもよ
い。
【０７３３】
　図７３に戻って、情報機器のＣＰＵは、遊技履歴を検索するための遊技履歴検索操作が
行なわれた（ステップＳ５１３でＹＥＳ）と判断した場合、遊技履歴検索操作が行なわれ
た旨、および、ログインＩＤを、管理サーバ１４０に送信する。
【０７３４】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、遊技履歴検索操作が行なわれた旨、および、ログインＩ
Ｄを受信した（ステップＳ４１３でＹＥＳ）と判断した場合、管理サーバ１４０の記憶部
に記憶されている当該ログインＩＤに対応する会員カードＩＤで示される会員の遊技履歴
に基づいて、ログインＩＤに対応する会員カードＩＤの会員の遊技履歴を検索するための
遊技者が遊技した店舗および機種の遊技履歴リストページを生成し、当該遊技履歴リスト
ページのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４１４）。
【０７３５】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０から遊技履歴リストページのデータを受信し、
当該遊技履歴リストページを表示部に表示させる（ステップＳ５１４）。
【０７３６】
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　図７７を参照して、遊技履歴リストページには、当該会員が遊技した店舗のリストおよ
びその店舗を選択するためのボタン（「Ｘ店」ボタン，「Ａ店」ボタンなど）、ならびに
、当該会員が遊技した機種のリストおよびその機種を選択するためのボタン（「ＣＲ○○
」ボタン，「ＣＲ△△」ボタン，「ＣＲ◎◎」ボタンなど）が表示される。
【０７３７】
　会員が遊技した店舗および機種は、それぞれ、管理サーバ１４０の記憶部に記憶された
当該遊技者の会員カードＩＤに対応付けられた遊技履歴から遊技場および遊技機ＩＤを抽
出し、遊技機ＩＤから機種を特定することで特定される。
【０７３８】
　図７３に戻って、情報機器のＣＰＵは、遊技履歴リストページで店舗または機種を選択
するためのボタンが操作された（ステップＳ５１５でＹＥＳ）と判断した場合、選択され
た店舗または機種の遊技履歴の店舗別リストまたは機種別リストの表示を要求する旨、選
択された店舗または機種を特定するための情報（店舗ＩＤ，機種ＩＤ）およびログインＩ
Ｄを、管理サーバ１４０に送信する。
【０７３９】
　なお、管理サーバ１４０と情報機器との通信において、一度、ログインＩＤが正しく入
力された後の所定期間（たとえば、当日中または所定時間）は、管理サーバ１４０は、情
報機器を特定可能なＩＤを記憶しておき、当該ＩＤの情報機器からの要求があれば当該Ｉ
ＤからログインＩＤおよび会員カードＩＤを特定して、要求に応じた応答をするようにし
てもよい。
【０７４０】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、店舗別リストまたは機種別リストの表示を要求する旨、
店舗ＩＤまたは機種ＩＤ、および、ログインＩＤを受信した（ステップＳ４１５でＹＥＳ
）と判断した場合、管理サーバ１４０の記憶部に記憶されている当該ログインＩＤに対応
する会員カードＩＤで示される会員の遊技履歴に基づいて、当該店舗ＩＤまたは当該機種
ＩＤで特定される店舗または機種の当該ログインＩＤに対応する会員カードＩＤの会員の
店舗別／機種別遊技履歴リストページを生成し、当該店舗別／機種別遊技履歴リストペー
ジのデータをアクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４１６）。
【０７４１】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０から店舗別／機種別遊技履歴リストページのデ
ータを受信し、当該店舗別／機種別遊技履歴リストページを表示部に表示させる（ステッ
プＳ５１６）。
【０７４２】
　図７８を参照して、店舗別遊技履歴リストページには、店舗ＩＤで特定される店舗での
ログインＩＤに対応する会員カードＩＤの会員の遊技履歴のリストとそれぞれの遊技履歴
を選択するための複数の「詳細」ボタンが表示される。当該リストには、それぞれの遊技
履歴に含まれる遊技機の機種、台番号、遊技場、および、遊技した日付が表示される。
【０７４３】
　図７９を参照して、機種別遊技履歴リストページには、機種ＩＤで特定される機種のロ
グインＩＤに対応する会員カードＩＤの会員の遊技履歴のリストとそれぞれの遊技履歴を
選択するための複数の「詳細」ボタンが表示される。当該リストには、それぞれの遊技履
歴に含まれる遊技機の機種、台番号、遊技場、および、遊技した日付が表示される。
【０７４４】
　図７３に戻って、情報機器のＣＰＵは、店舗別／機種別遊技履歴リストページで「詳細
」ボタンが操作された（ステップＳ５２１）と判断した場合、遊技履歴の詳細データの表
示を要求する旨、選択された遊技履歴を特定する遊技履歴特定情報（遊技した日付、遊技
場および台番号を特定可能な情報）およびログインＩＤを、管理サーバ１４０に送信する
。
【０７４５】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、遊技履歴の詳細データの表示を要求する旨、遊技履歴特
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定情報およびログインＩＤを受信した（ステップＳ４２１でＹＥＳ）と判断した場合、管
理サーバ１４０の記憶部に記憶されている当該ログインＩＤに対応する会員カードＩＤで
示される会員の遊技履歴に基づいて、当該遊技履歴特定情報で特定される遊技履歴の詳細
データページを生成し、当該詳細データページのデータをアクセス元の情報機器に送信す
る（ステップＳ４２２）。
【０７４６】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０から詳細データページのデータを受信し、当該
詳細データページを表示部に表示させる（ステップＳ５２２）。
【０７４７】
　図８０を参照して、詳細データページには、遊技履歴特定情報（遊技した日付、遊技場
および台番号を特定可能な情報）で示される当該会員の遊技履歴（遊技機種名、遊技ホー
ル名、遊技年月日、遊技機台番号、遊技時間、遊技開始時間、総回転数、通常回転数、大
当り回数、大当り出現率（大当り回数を総回転数で割った値）、初当り回数、初当り出現
率（初当り回数を総回転数で割った値）、回転率（総回転数をアウト玉数で割った値）、
投資玉数、差玉数、ＭＡＸ出玉数（大当りが継続しているときの出玉数の最大値）、獲得
玉数、大当り平均継続回数、大当り最大継続回数、最大ハマリ回転数（大当りが発生しな
かった回転数の最大値）、スタートあふれ回数（保留記憶数が最大のときに始動入賞口に
入賞した無効の始動入賞口入賞回数）、おまけ入賞口入賞回数（一般入賞口への入賞回数
）、電サポ指数（高ベース中のセーフ玉数をアウト玉数で割った値）など）のデータ、当
該遊技履歴の実戦データを表示させるための「実戦データへ」ボタン、および、当該遊技
履歴のスランプグラフを表示させるための「スランプグラフへ」ボタンが表示される。な
お、当該遊技履歴特定情報で示される日付、遊技場および台番号の当該会員以外および会
員の遊技履歴を含む総遊技の遊技履歴を含めた遊技履歴（遊技履歴のスランプグラフ）を
個別に表示させるようにしてもよい。また、遊技機の総遊技の遊技履歴と併せた遊技履歴
やスランプグラフを個別に表示させるようにしてもよい。
【０７４８】
　図７３に戻って、情報機器のＣＰＵは、詳細データページで「実戦データへ」ボタンが
操作された（ステップＳ５２３でＹＥＳ）と判断した場合、実戦データの表示を要求する
旨、当該遊技履歴を特定する遊技履歴特定情報およびログインＩＤを、管理サーバ１４０
に送信する。
【０７４９】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、実戦データの表示を要求する旨、遊技履歴特定情報およ
びログインＩＤを受信した（ステップＳ４２３でＹＥＳ）と判断した場合、管理サーバ１
４０の記憶部に記憶されている当該ログインＩＤに対応する会員カードＩＤで示される会
員の遊技履歴に基づいて、当該遊技履歴特定情報で特定される遊技履歴の実戦データペー
ジを生成し、当該実戦データページのデータをアクセス元の情報機器に送信する（ステッ
プＳ４２４）。
【０７５０】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０から実戦データページのデータを受信し、当該
実戦データページを表示部に表示させる（ステップＳ５２４）。
【０７５１】
　図８１を参照して、実戦データページには、遊技履歴特定情報で示される遊技履歴の遊
技経過を示す表、および、図８０で示した詳細データを表示させるための「詳細を見る」
ボタンが表示される。遊技経過を示す表には、ログインした時間、大当りが発生した時間
、大当り間の回転数、および、大当り出玉数を特定可能な情報が表示される。
【０７５２】
　図７３に戻って、情報機器のＣＰＵは、詳細データページで「スランプグラフへ」ボタ
ンが操作された（ステップＳ５２５でＹＥＳ）と判断した場合、スランプグラフの表示を
要求する旨、当該遊技履歴を特定する遊技履歴特定情報およびログインＩＤを、管理サー
バ１４０に送信する。
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【０７５３】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、スランプグラフの表示を要求する旨、遊技履歴特定情報
およびログインＩＤを受信した（ステップＳ４２５でＹＥＳ）と判断した場合、管理サー
バ１４０の記憶部に記憶されている当該遊技履歴特定情報で特定される遊技機および日付
の、当該ログインＩＤに対応する会員カードＩＤで示される会員およびその他の会員の遊
技履歴に基づいて、当該遊技履歴特定情報で特定される遊技履歴のスランプグラフページ
を生成し、当該スランプグラフページのデータをアクセス元の情報機器に送信する（ステ
ップＳ４２６）。
【０７５４】
　図８２を参照して、管理サーバ１４０の記憶されている遊技履歴には、遊技領域に打込
まれた遊技球の玉数であるアウト玉のイベントごとの積算値、および、遊技機から払出さ
れた賞球の数であるセーフ玉のイベントごとの積算値などの、各台番号の遊技機および各
会員ごと遊技に関する履歴の情報が含まれる。また、ＣＵ３から送信される情報に基づい
て、遊技が開始されてから遊技が終了するまでの各会員ごとの遊技履歴が、一纏めの遊技
履歴のデータとして管理サーバ１４０の記憶部に記憶される。
【０７５５】
　なお、遊技の開始および終了は、共通会員カードが受付けられる場合は、カード受付時
のログインのイベント発生、および、カード排出時のログアウトのイベント発生によって
判断され、共通会員カードが受付けられていない場合は、新たなイベントが発生したとき
の遊技履歴における顔ＩＤが変化したこと、および、当該顔ＩＤから別の顔ＩＤに変化し
たことによって判断される。
【０７５６】
　なお、前述したように、遊技履歴は、共通会員カードが受付けられている場合は会員カ
ードＩＤとともに、ＣＵ３から管理サーバ１４０に所定のイベント発生ごとに送信され、
当該会員カードＩＤに対応付けて会員の遊技履歴として管理サーバ１４０の記憶部に蓄積
され、共通会員カードが受付けられていない場合は、ＣＵ３のカメラによって撮影された
顔データから顔ＩＤを特定し、当該顔ＩＤに対応付けて管理サーバ１４０の記憶部に蓄積
される。
【０７５７】
　スランプグラフの生成は、次のように行なわれる。まず、管理サーバのＣＰＵは、特定
された日付、店舗ＩＤ、台番号の遊技履歴のうち、アウト玉およびセーフ玉を、記憶部か
ら読出し、前述の所定のイベントごとのセーフ玉からアウト玉を引いた値を、所定のイベ
ントごとの差玉の数として記憶部に記憶させ、記憶部に記憶されている所定のイベントの
発生時間（不図示）に基づいて当該差玉の数を所定のイベントの発生時間順にプロットし
てスランプグラフを生成する。遊技履歴に対応付けて顔ＩＤが記憶されているので、スラ
ンプグラフのうちのどの期間がどの顔ＩＤの遊技者であるかを示すことができる。
【０７５８】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からスランプグラフページのデータを受信し、
当該スランプグラフページを表示部に表示させる（ステップＳ５２６）。
【０７５９】
　図８３を参照して、スランプグラフページには、横軸を時間（営業開始時から営業終了
時）、縦軸を差玉の数としたスランプグラフ、ならびに、当該スランプグラフの遊技年月
日、遊技機種名、遊技ホール名、および、遊技機の台番号を示す情報、ならびに、当該会
員の他の遊技者の同日および同台番号のスランプグラフも併せて表示させるための「併せ
て表示」ボタン、ならびに、当該会員のスランプグラフのみ表示させるための「あなただ
けのグラフのみ」ボタンが表示される。
【０７６０】
　本実施の形態におけるスランプグラフにおいては、当該会員が遊技した部分が太い実線
、前述のフレンド機能で登録された関連会員が遊技した部分が太い波線、その他の遊技者
が遊技した部分が細い実線で描かれている。この太い実線、太い波線、および、細い実線
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のすべての線を合わせたスランプグラフから特定されるのが、当該遊技機の当該日付にお
ける総遊技履歴（当該遊技機における一の期間における遊技機別遊技履歴）である。しか
し、これに限定されず、それぞれの遊技者を区別可能にスランプグラフが描かれるように
すればよい。また、スランプグラフの横軸は、時間に限定されず、Ｐ台２の可変表示装置
２７８で識別情報が変動表示した回転数またはスロットマシン２Ｓでのゲーム数であって
もよい。
【０７６１】
　また、「あなただけのグラフのみ」ボタンが操作された場合、同日および同台番号のス
ランプグラフに当該会員のスランプグラフのみが反映され関連会員のスランプグラフは反
映されない態様で、スランプグラフが表示されるようにしてもよいし、当該会員のスラン
プグラフのみが表示され、同日および同台番号の他の遊技者のスランプグラフは表示され
ない態様で、スランプグラフが表示されるようにしてもよい。
【０７６２】
　また、遊技機別遊技履歴と当該会員の遊技履歴とを区別可能に表示するのであれば、他
の表示方法であってもよい。たとえば、図８３においては、当日の当該遊技機での当該会
員のスランプグラフと当日の当該遊技機の当該会員以外の遊技者を含めたスランプグラフ
とを重ねて表示するようにしたが、並べて表示するようにしてもよい。また、遊技履歴を
スランプグラフではなく、図８０で示したように数字で表示するようにして、当該会員の
数字の遊技履歴と当日の当該遊技機の数字の遊技履歴を並べて表示させるようにしてもよ
い。
【０７６３】
　次に、前述した実施の形態により得られる主な効果を説明する。
　（１）　遊技場に設置され遊技者により遊技が行なわれる遊技機（たとえば、パチンコ
機、スロットマシン、封入循環式パチンコ機（Ｐ台２）、メダル不要のスロットマシン（
Ｓ台２Ｓ））に対応して設けられ予め登録された遊技者である会員遊技者を個々に識別す
るための会員識別情報が記録された会員用記録媒体を受付ける遊技用装置と、遊技場に設
置された前記遊技機における遊技履歴を前記遊技機ごとに管理し前記遊技場の外に設けら
れる管理装置とを含む遊技用システムであって、
　各遊技機における遊技履歴を特定するための履歴特定情報を前記管理装置に送信する履
歴特定情報送信手段（たとえば、ＣＵ３）と、
　前記遊技用装置によって受付けられた前記会員用記録媒体に記録された前記会員識別情
報を特定可能に前記管理装置に送信する会員識別情報送信手段（たとえば、ＣＵ３）とを
備え、
　前記管理装置は、
　　前記履歴特定情報送信手段によって送信される前記履歴特定情報に基づいて各遊技機
における一の期間における遊技履歴である遊技機別遊技履歴（たとえば、当該遊技機の１
日ごとの遊技時間、総回転数、総大当り回数など）を、各遊技機を特定可能な遊技機特定
情報に対応付けて記憶する遊技機別遊技履歴記憶手段（たとえば、管理サーバ１４０の記
憶部で記憶）と、
　　前記履歴特定情報送信手段によって送信される履歴特定情報と、前記会員識別情報送
信手段によって送信される前記会員識別情報とに基づいて、一の会員遊技者の遊技履歴で
ある会員遊技履歴（たとえば、当該遊技機での会員の遊技時間、総回転数、総大当り回数
など）を、前記遊技機特定情報と前記会員識別情報とに対応付けて特定可能に記憶する会
員遊技履歴記憶手段（たとえば、管理サーバ１４０の記憶部で記憶）とを備え、
　会員遊技者を特定する会員特定手段（たとえば、図７２のステップＳ４０５、図７４参
照。遊技者によって携帯電話１６Ａ，ノートパソコン１５Ａに手入力されたログインＩＤ
から会員カードＩＤを特定。共通会員カードからＣＵ３のカードリーダで読み取ることで
会員カードＩＤを特定。携帯電話１６Ａ，ノートパソコン１５Ａで受付けることに限定さ
れず、ＣＵ３，遊技情報を表示するための遊技情報表示端末で受付けるようにしてもよい
。）と、
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　複数の前記遊技場に設置された前記遊技機のうちのいずれかの前記遊技機の選択を受付
ける遊技機選択受付手段（たとえば、図７３のステップＳ４１３～ステップＳ４２２、図
７７～図８０参照。携帯電話１６Ａ，ノートパソコン１５Ａで選択を受付けることに限定
されず、ＣＵ３、遊技情報表示端末で選択を受付けるようにしてもよい。）と、
　前記会員特定手段による会員遊技者の特定と前記遊技機選択受付手段により受付けた前
記遊技機の選択とに基づいて、当該遊技機の前記遊技機別遊技履歴と当該遊技機での特定
された会員遊技者の前記会員遊技履歴とを対応付けて表示する表示手段（たとえば、図７
３のステップＳ４２６、図８３参照。個人データを強調したスランプグラフの態様で表示
させる。携帯電話１６Ａ，ノートパソコン１５Ａで表示させることに限定されず、ＣＵ３
，遊技情報データ表示端末に表示させるようにしてもよい。）とをさらに備える。
【０７６４】
　このような構成によれば、表示手段によって複数の遊技場の遊技機の遊技機別遊技履歴
と当該遊技機での会員遊技者の遊技履歴とが対応付けて表示される。このため、遊技者は
複数の遊技場の遊技機の遊技履歴と当該遊技機での会員遊技者の遊技履歴とを対応付けて
確認することができる。その結果、遊技者の利便性を向上させることが可能な遊技用シス
テムを提供することができる。
【０７６５】
　（２）　上記（１）の遊技用システムにおいて、
　前記遊技機選択受付手段は、前記会員特定手段によって特定された会員遊技者が遊技し
た前記遊技場のうちから前記遊技場の選択を受付け、選択された前記遊技場で当該会員遊
技者が遊技した前記遊技機のうちから前記遊技機の選択を受付ける（たとえば、図７３の
ステップＳ４１４～ステップＳ４２１、図７７，図７８，図８０参照）。
【０７６６】
　このような構成によれば、会員遊技者が遊技した遊技機の選択を容易に行なうことがで
きる。その結果、遊技者の利便性をさらに向上させることができる。
【０７６７】
　（３）　上記（１）の遊技用システムにおいて、
　前記遊技機選択受付手段は、前記会員特定手段によって特定された会員遊技者が遊技し
た前記遊技機の機種のうちから前記機種の選択を受付け、選択された前記機種で当該会員
遊技者が遊技した前記遊技機のうちから前記遊技機の選択を受付ける（たとえば、図７３
のステップＳ４１４～ステップＳ４２１、図７７，図７９，図８０参照）。
【０７６８】
　このような構成によれば、会員遊技者が遊技した遊技機の選択を容易に行なうことがで
きる。その結果、遊技者の利便性をさらに向上させることができる。
【０７６９】
　（４）　上記（１）から（３）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記表示手段は、複数の前記遊技場における前記遊技機別遊技履歴と前記会員遊技履歴
とを比較可能に表示する（たとえば、図８３のスランプグラフを複数の店舗分、表示させ
るようにしてもよい。）。
【０７７０】
　このような構成によれば、複数の遊技場における遊技機の遊技履歴と会員遊技者の遊技
履歴とが比較可能に表示される。このため、遊技者は複数の遊技場における遊技履歴を容
易に比較することができる。その結果、遊技者の利便性をさらに向上させることができる
。
【０７７１】
　（５）　上記（１）から（４）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記表示手段は、前記遊技機選択受付手段によって受付けられた前記遊技機と、前記会
員特定手段によって特定された会員遊技者と異なる他会員遊技者（たとえば、予め登録さ
れた関連会員遊技者、その他の会員遊技者）とに対応付けられて前記会員遊技履歴記憶手
段に記憶された前記他会員遊技者の前記会員遊技履歴を、前記遊技機別遊技履歴と当該会
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員遊技者の前記会員遊技履歴とに対応付けて表示する（たとえば、図７３のステップＳ４
２６において当該会員遊技者だけでなくフレンド機能で登録された関連会員遊技者の遊技
履歴も反映させたスランプグラフを作成する。図８３参照。）。
【０７７２】
　このような構成によれば、他の会員遊技者の遊技履歴が当該遊技機の遊技履歴と会員遊
技者の遊技履歴とに対応付けられて表示される。このため、遊技者は他の会員遊技者との
比較を容易にすることができる。その結果、遊技者の利便性をさらに向上させることがで
きる。
【０７７３】
　次に、前述した実施の形態の変形例について説明する。
　（１）　前述した実施の形態においては、ＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなどの情報
機器で遊技履歴表示機能を実行する場合について説明した。この場合、会員を特定するた
めに図７４で示したページでログインＩＤを入力するようにし、ログインＩＤに対応付け
られた会員カードＩＤを特定するようにした。しかし、これに限定されず、会員カードＩ
Ｄを直接入力するようにし、会員カードＩＤを特定するようにしてもよい。
【０７７４】
　また、Ｐ台２の表示器５４やＣＵ３の表示器３１２や店舗の遊技情報を表示するための
遊技情報表示端末で、遊技履歴表示機能を実行するようにしてもよい。この場合、共通会
員カードから会員カードＩＤを読込むことによって会員カードＩＤを特定するようにして
もよいし、情報機器の場合と同様、ログインＩＤを入力するようにし、ログインＩＤに対
応付けられた会員カードＩＤを特定するようにしてもよい。また、共通会員カードを受付
けているときのみログインＩＤを入力してログインができるようにしてもよい。この場合
、読み取った会員カードＩＤと、ログインＩＤに対応付けて管理サーバ１４０が記憶して
いる会員カードＩＤとの一致判定に基づいて、遊技履歴表示機能を実行するようにしても
よい。
【０７７５】
　（２）　前述した実施の形態においては、図８３で示したように、１台の遊技機の遊技
履歴（たとえばスランプグラフ）に会員の遊技履歴（たとえばスランプグラフ）を反映さ
せて表示するようにした。しかし、これに限定されず、店舗の同じ機種の同日または所定
期間の平均遊技履歴、最高遊技履歴または最低遊技履歴（たとえばスランプグラフ）に、
会員の遊技履歴（たとえばスランプグラフ）を反映させて表示するようにしてもよい。ま
た、管理サーバ１４０で遊技履歴を管理している遊技機のうち同じ機種の同日または所定
期間の平均遊技履歴、最高遊技履歴または最低遊技履歴（たとえばスランプグラフ）に、
会員の遊技履歴（たとえばスランプグラフ）を反映させて表示するようにしてもよい。こ
れにより、自分の遊技履歴と当該店舗または複数の店舗での同機種の遊技履歴とを比較す
ることができ、遊技者の利便性をさらに向上させることができる。
【０７７６】
　（３）　前述した実施の形態のおいて、情報機器において、図７４で示した画面でログ
インＩＤとパスワードとを入力してログインした場合、一度、遊技履歴表示機能の実行を
止めたとしても、所定期間（たとえば、当日中）は、再度、ログインＩＤとパスワードと
を入力しなくても、遊技履歴表示機能を実行可能なように構成してもよい。これにより、
遊技者の利便性をさらに向上させることができる。
【０７７７】
　なお、上述の（１）で説明したように、遊技状態表示端末で共通会員カードを受付けて
遊技履歴表示機能を実行する場合は、共通会員カードが返却されるまで遊技履歴表示機能
を実行可能なように構成する。
【０７７８】
　（４）　前述した実施の形態においては、図７７で示したように、階層的に遊技履歴を
検索できるように構成した。しかし、これに限定されず、店舗および台番のリストなどか
ら直接的に遊技履歴を選択できるように構成してもよい。
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【０７７９】
　（５）　また、同じ会員が同日に異なる店舗Ａ，Ｂで同じ機種で遊技した場合、同じ画
面に店舗Ａ，Ｂでの当該会員の遊技履歴（たとえばスランプグラフ）を表示するようにし
てもよい。この場合、店舗Ａ，Ｂの当該遊技機の当日の遊技履歴または同機種の遊技機で
の当日または所定期間の平均遊技履歴、最高遊技履歴または最低遊技履歴（たとえばスラ
ンプグラフ）を併せて表示するようにしてもよい。また、他の店舗の同機種で遊技してい
る関連会員の遊技履歴（たとえばスランプグラフ）を併せて表示するようにしてもよい。
これにより、遊技者の利便性をさらに向上させることができる。
【０７８０】
　（６）　前述した実施の形態における遊技履歴表示機能によれば、別の店舗に移った後
に、元の店舗で遊技していた遊技機がその後どのような遊技履歴になっているかを確認す
ることができる。
【０７８１】
　（７）　前述した実施の形態においては、図８３で示したように関連会員の遊技履歴を
合わせて表示するようにした。しかし、関連会員に限定されず、他の遊技者、たとえば、
同じ店舗または複数の店舗で、最も良い遊技履歴の遊技者または同じ程度の遊技履歴の遊
技者などの遊技履歴を合わせて表示するようにしてもよい。
【０７８２】
　＜遊技履歴投稿配信機能＞
　本実施の形態に係る遊技用システムは、遊技履歴を掲示板に投稿したり掲示板を遊技者
の携帯電話１６Ａおよびノートパソコン（ＰＣ）１５Ａなどの情報機器に配信したりする
遊技履歴投稿配信機能を有する。以下、図８４から図９０を参照して、遊技履歴投稿配信
機能について説明する。
【０７８３】
　図８４および図８５は、それぞれ、遊技履歴投稿配信機能での処理の流れの概略を示す
第１および第２のフローチャートである。図８６から図９０は、それぞれ、遊技履歴投稿
配信機能での表示画面の例を示す第１から第５の図である。
【０７８４】
　図８４を参照して、ＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなどの情報機器のＣＰＵは、実行
中のブラウザにおいて、図７４および図７５の「掲示板」ボタンが操作されることで、遊
技情報サイトの掲示板のトップページを表示させるための操作を受付けた（ステップＳ５
３１）と判断した場合、管理サーバ１４０に、当該掲示板のトップページの表示を要求す
る旨を送信する。
【０７８５】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から掲示板のトップページの表示要求を受信し
た（ステップＳ４３１でＹＥＳ）と判断した場合、掲示板トップページのデータを、アク
セス元の情報機器に送信する（ステップＳ４３２）。
【０７８６】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０から掲示板トップページのデータを受信し、当
該掲示板トップページを表示部に表示させる（ステップＳ５３２）。
【０７８７】
　図８６を参照して、掲示板トップページには、検索する遊技機のカテゴリ（パチンコ、
スロット）を選択入力するための入力窓、検索するキーワードを入力するための入力窓、
検索対象を選択するためのラジオボタン（タイトル／機種名または本文／レス）、および
、入力窓およびラジオボタンで設定された検索条件に基づいて検索を実行させるための「
検索」ボタン、ならびに、機種掲示板を表示させるための「機種掲示板」ボタン、ならび
に、カテゴリ別掲示板を表示させるための「カテゴリ別掲示板」ボタンが表示される。
【０７８８】
　図８４に戻って、情報機器のＣＰＵは、掲示板トップページで「機種掲示板」ボタンが
操作された（ステップＳ５３３でＹＥＳ）と判断した場合、機種掲示板表示要求を管理サ
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ーバ１４０に送信する。
【０７８９】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から機種掲示板表示要求を受信した（ステップ
Ｓ４３３でＹＥＳ）と判断した場合、機種掲示板トップページのデータを、アクセス元の
情報機器に送信する（ステップＳ４３４）。
【０７９０】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０から機種掲示板トップページのデータを受信し
、当該機種掲示板トップページを表示部に表示させる（ステップＳ５３４）。
【０７９１】
　図８７を参照して、機種掲示板トップページには、検索する遊技機のカテゴリ（パチン
コ、スロット）を選択入力するための入力窓、検索するキーワードを入力するための入力
窓、検索対象を選択するためのラジオボタン（タイトル／機種名または本文／レス）、お
よび、入力窓およびラジオボタンで設定された検索条件に基づいて検索を実行させるため
の「検索」ボタン、ならびに、注目機種のスレッドのリストを表示させるためのいくつか
のボタン（「ＣＲ◎◎」ボタン，「ＣＲ△△」ボタン，「ＣＲ□□」ボタン）などが表示
される。
【０７９２】
　図８４に戻って、情報機器のＣＰＵは、掲示板トップページまたは機種掲示板トップペ
ージで、検索条件が入力された上で「検索」ボタンが操作された（ステップＳ５３５でＹ
ＥＳ）と判断した場合、掲示板の検索を実行する旨および検索条件を管理サーバ１４０に
送信する。
【０７９３】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から掲示板の検索を実行する旨および検索条件
を受信した（ステップＳ４３５でＹＥＳ）と判断した場合、検索条件に応じた掲示板のス
レッド検索結果ページを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４３６）。
【０７９４】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からスレッド検索結果ページのデータを受信し
、当該スレッド検索結果ページを表示部に表示させる（ステップＳ５３４）。
【０７９５】
　図８８を参照して、スレッド検索結果ページには、検索条件（ここでは、カテゴリがパ
チンコで、キーワードがＣＲ◎◎であること）、および、検索結果のスレッドのリストが
表示される。検索結果のスレッドのリストには、スレッドのカテゴリ、スレッドを作成し
た投稿者、スレッドのタイトル、および、当該スレッドがお気に入りに登録された数が表
示される。
【０７９６】
　また、図８４に戻って、情報機器のＣＰＵは、機種掲示板トップページで、いずれかの
機種のスレッドのリストを表示させるためのボタンが操作された（ステップＳ５３７でＹ
ＥＳ）と判断した場合、選択された機種のスレッドのリストの表示を要求する旨、および
、選択された機種の機種ＩＤを管理サーバ１４０に送信する。
【０７９７】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から選択機種のスレッドのリストの表示要求お
よび機種ＩＤを受信した（ステップＳ４３７でＹＥＳ）と判断した場合、当該機種ＩＤの
機種のスレッド検索結果ページを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４３８
）。
【０７９８】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からスレッド検索結果ページのデータを受信し
、当該スレッド検索結果ページを表示部に表示させる（ステップＳ５３８）。当該スレッ
ド検索結果ページは、図８８で説明したページと同様である。
【０７９９】
　図８５を参照して、情報機器のＣＰＵは、スレッド検索結果ページで、いずれかのスレ
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ッドが選択された（ステップＳ５４１でＹＥＳ）と判断した場合、選択されたスレッドの
表示を要求する旨、および、選択されたスレッドを特定するためのスレッド特定情報（た
とえば、スレッドが作られたときに割振られるスレッドＩＤ）を管理サーバ１４０に送信
する。
【０８００】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から選択スレッドの表示（配信）要求およびス
レッド特定情報を受信した（ステップＳ４４１でＹＥＳ)と判断した場合、当該スレッド
特定情報で示されるスレッドページのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステ
ップＳ４４２）。
【０８０１】
　図８９を参照して、スレッドページには、スレッドの最初の投稿およびレスの内容、レ
スを新たに投稿するための「レスを書き込む」ボタン、および、当該スレッドをお気に入
りに追加するための「お気に入りに追加」ボタンが表示される。スレッドの最初の投稿お
よびレスには、たとえば、Ｎｏ．２のレスで示されるように、遊技者自身の遊技履歴を貼
り付ける（付加して投稿する）ことが可能とされている。
【０８０２】
　図８５に戻って、情報機器のＣＰＵは、スレッドページで、「レスを書き込む」ボタン
または「この人にレスする」ボタンが操作された（ステップＳ５４３でＹＥＳ）と判断し
た場合、操作されたボタンに応じたレスを書き込む旨、および、当該スレッドのスレッド
特定情報を管理サーバ１４０に送信する。
【０８０３】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から操作されたボタンに応じたレスを書き込む
旨およびスレッド特定情報を受信した（ステップＳ４４３でＹＥＳ）と判断した場合、当
該スレッド特定情報で示されるスレッドに、操作されたボタンに応じたレスを書き込むた
めのレス書込みページのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４４４
）。
【０８０４】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からレス書込みページのデータを受信し、当該
レス書込みページを表示部に表示させる（ステップＳ５４４）。
【０８０５】
　図９０を参照して、レス書込みページには、添付画像を入力するための入力窓、入力さ
れた添付画像をイメージを表示させる領域、最近の自分の遊技履歴をスレッドに掲載する
ための「最近のプレイデータ」ボタン、自分の遊技履歴のうち保護されているデータをス
レッドに掲載するための「保護データリスト」ボタン、お気に入りの機種の自分の遊技履
歴の累計データをスレッドに掲載するための「お気に入り機種累計データ」ボタン、選択
された遊技履歴のイメージを表示させる領域、投稿する本文を入力するための入力窓、お
よび、投稿内容の確認ページを表示させるための「投稿内容を確認する」ボタンが表示さ
れる。また、スレッドを新たに立ち上げるページにも、レス書込みページと同様のものが
表示される。なお、お気に入りの機種は、事前に選択的に登録されている。また、レス書
込みページに、過去の遊技履歴を機種別（メーカー別、タイプ別）、日別、期間別にスレ
ッドに掲載するためのボタンが表示されるようにしてもよい。
【０８０６】
　図８５に戻って、情報機器のＣＰＵは、レス書込みページで、「最近のプレイデータ」
ボタンおよび「お気に入り機種累計データ」ボタンのいずれかが操作されてプレイデータ
を選択する操作がされた（ステップＳ５４５でＹＥＳ）と判断した場合、選択されたプレ
イデータを表示するためのデータの送信要求、および、選択されたプレイデータを特定す
るためのプレイデータ特定情報（たとえば、遊技した日付、遊技した遊技場、遊技した遊
技機の台番号を特定する情報）を、管理サーバ１４０に送信する。
【０８０７】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、選択したプレイデータを表示するためのデータの送信要
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求、および、プレイデータ特定情報を受信した（ステップＳ４４５でＹＥＳ）と判断した
場合、選択されたプレイデータ（遊技履歴）を記憶部から読出し、当該プレイデータをレ
ス書込みページに表示するためのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップ
Ｓ４４６）。
【０８０８】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からプレイデータをレス書込みページに表示す
るためのデータを受信し、表示中のレス書込みページに、受信したデータで示されるプレ
イデータを表示させる（ステップＳ５４６）。表示されたプレイデータは、後述する投稿
確認操作が行なわれると投稿内容に含められる。
【０８０９】
　このように、本実施の形態においては、図９０のレス書込みページ「最近のプレイデー
タ」ボタンが操作されることで、自分の遊技履歴のみを掲載することが可能とされる。こ
こでは、一の遊技場における一の遊技機の当該会員の遊技履歴が掲載される。また、一の
遊技場や一の遊技機の遊技履歴を選択的に投稿できるようにしてもよい。
【０８１０】
　また、図９０のレス書込みページで「お気に入り機種累計データ」ボタンが操作される
と、ステップＳ４４６の処理と同様、管理サーバ１４０で、事前に選択的に登録されてい
る当該会員のお気に入り機種が特定され、特定された機種の当該会員のプレイデータ（遊
技履歴の累計データ）が読出され、当該プレイデータをレス書込みページに表示するため
のデータがアクセス元の情報機器に送信される。表示されたプレイデータは、後述する投
稿確認操作が行なわれると投稿内容に含められる。これにより、複数の遊技場における一
の機種の累計された自分の遊技履歴を掲載することが可能とされる。
【０８１１】
　また、図９０のレス書込みページで「保護データリスト」ボタンが操作されると、保護
されることで削除されずに保存されている当該会員のプレイデータ（遊技履歴）のリスト
が表示される。このリストからプレイデータが選択されることで、表示中のレス書込みペ
ージに、当該プレイデータが表示される。これにより、遊技者が公開したいと考えている
ような保護されたプレイデータを容易に投稿することが可能とされる。
【０８１２】
　また、図示はされていないが遊技履歴の項目ごとに配信を許可するか否かを選択するボ
タンを設け、配信を許可するボタンが操作された項目については配信を許可し、配信を許
可しないボタンが操作された項目については、配信を許可しないようにする。このように
、配信を許可する遊技履歴の項目の設定を受付けることが可能とされる。
【０８１３】
　また、図示はされていないが当該会員が投稿した投稿情報（たとえば、図８９のスレッ
ドのうちの一投稿情報）、当該会員が立てた掲示板のスレッド（たとえば、図８９のよう
なスレッド）および遊技履歴そのもの（たとえば、図７５，図７６，図８０，図８１，図
８３で示したページなどで表示される当該会員の遊技履歴）など当該会員に関する情報を
公開するか否かを選択するためのボタンを設け、公開するボタンが操作された場合はそれ
らの当該会員に関する情報を公開し、公開しないボタンが操作された場合はそれらの当該
会員に関する情報を非公開とする。このように、当該会員に関する情報を公開するか否か
の設定を受付けることが可能とされる。また、一部のみ公開することが可能としてもよい
。たとえば、前述のフレンド機能のフレンド（関連会員）以外には公開しないように設定
可能であってもよいし、特定の会員にしか公開しないように設定可能であってもよい。
【０８１４】
　なお、図８８で示した画面などで表示されるアバターやユーザのログインネームなどを
クリックすると、当該ユーザの図７５で示したページが表示される。この場合に、当該ユ
ーザの公開設定に応じて、当該ページおよびその他の遊技履歴のページが閲覧できたりで
きなかったりする。
【０８１５】
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　図８５に戻って、情報機器のＣＰＵは、レス書込みページで「投稿内容を確認する」ボ
タンが操作されることで投稿確認操作が行なわれた（ステップＳ５５１でＹＥＳ）と判断
した場合、投稿確認操作が行なわれた旨、投稿内容およびログインＩＤを管理サーバ１４
０に送信する。
【０８１６】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から投稿確認操作が行なわれた旨、投稿内容お
よびログインＩＤを受信した（ステップＳ４５１でＹＥＳ）と判断した場合、当該投稿内
容に本人以外の遊技履歴が含まれるか否かを判断する（ステップＳ４５２）。たとえば、
投稿した人が投稿の本文に、他人の投稿からコピーした他人の遊技履歴を貼付けたり、偽
造した遊技履歴を書込んだりした場合、投稿内容に本人以外の遊技履歴が含まれるように
なる。
【０８１７】
　投稿内容に本人以外の遊技履歴が含まれるか否かは、管理サーバ１４０の記憶部に記憶
されている当該ログインＩＤに対応する会員カードＩＤの会員と異なる会員の遊技履歴の
中に、投稿内容に含まれる遊技履歴が含まれているか否かで判断される。これにより、他
人の遊技履歴が含まれるか否かだけでなく、偽造させた遊技履歴が含まれるか否かを判断
することができる。
【０８１８】
　当該投稿内容に本人以外の遊技履歴が含まれる（ステップＳ４５２でＹＥＳ）と判断し
た場合、管理サーバ１４０のＣＰＵは、投稿の受付けを中止する（ステップＳ４５３）。
なお、投稿の受付けの中止に加えて、投稿の受付けを中止した旨を報知するようにしても
よい。
【０８１９】
　一方、当該投稿内容に本人以外の遊技履歴が含まれない（ステップＳ４５２でＮＯ）と
判断した場合、管理サーバ１４０のＣＰＵは、投稿内容を確認するための（図示しない）
投稿確認ページのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４５４）。
【０８２０】
　情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０から投稿確認ページのデータを受信し、当該投
稿確認ページを表示部に表示させる（ステップＳ５５４）。投稿確認ページには、投稿内
容および投稿内容を確定して投稿を完了させるための投稿確定ボタンが表示される。
【０８２１】
　情報機器のＣＰＵは、投稿確認ページで投稿確定ボタンが操作されることで投稿確定操
作が行なわれた（ステップＳ５５５でＹＥＳ）と判断した場合、投稿確定操作が行なわれ
た旨、投稿内容およびログインＩＤを管理サーバ１４０に送信する。
【０８２２】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から投稿確定操作が行なわれた旨、投稿内容お
よびログインＩＤを受信した（ステップＳ４５５でＹＥＳ）と判断した場合、当該投稿内
容を当該スレッドに追加して記憶部に記憶させる（ステップＳ４５６）。
【０８２３】
　なお、上述の図８５のステップＳ４４５～ステップＳ４５６，ステップＳ５４５～ステ
ップＳ５５５の処理などで説明したレスを投稿するための処理と同様の処理は、スレッド
を新たに立上げるページなどにおいて、スレッドを新たに立上げる処理にも実行される。
【０８２４】
　次に前述した実施の形態により得られる主な効果を説明する。
　（１）　遊技に関する投稿情報を配信する配信装置（たとえば、管理サーバ１４０）を
含む遊技用システムであって、
　遊技者が遊技を行なった遊技機での遊技履歴情報を、前記遊技者を特定可能な遊技者特
定情報（たとえば、カードＩＤ、携帯ＩＤ）に対応付けて記憶する個人遊技履歴記憶手段
（たとえば、管理サーバ１４０であってもよいし、店舗ごとのサーバであってもよい）と
、
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　前記遊技者特定情報を受付ける遊技者特定情報受付手段（たとえば、遊技者によって携
帯電話１６Ａ、ノートパソコン１５Ａに手入力されたログインＩＤに対応する会員カード
ＩＤを受付ける。カードからＣＵ３のカードリーダで読み取られた会員カードＩＤを受付
ける。）とを備え、
　前記配信装置は、
　　前記遊技者特定情報受付手段によって受付けられた一の前記遊技者の前記遊技者特定
情報に対応付けて前記個人遊技履歴記憶手段に記憶された前記遊技履歴情報を含む投稿情
報を受付ける投稿受付手段（たとえば、図８５のステップＳ４５１～ステップＳ４５５、
図９０参照。携帯電話１６Ａ、ノートパソコン１５Ａから受付けることに限定されず、Ｃ
Ｕ３から受付けるようにしてもよい。）と、
　　前記投稿情報の配信要求を受付ける配信要求受付手段（たとえば、図８５のステップ
Ｓ４４１、図８６～図８８参照。携帯電話１６Ａ、ノートパソコン１５Ａから受付けるこ
とに限定されず、ＣＵ３から受付けるようにしてもよい。）と、
　　前記配信要求受付手段によって受付けられた前記配信要求で要求された前記投稿情報
を配信する配信手段（たとえば、図８５のステップＳ４４２、図８９参照。携帯電話１６
Ａ、ノートパソコン１５Ａに配信することに限定されず、ＣＵ３に配信するようにしても
よい。）と、
　　前記遊技者特定情報受付手段によって受付けられた前記一の遊技者とは異なる他の遊
技者の前記遊技者特定情報に対応付けて前記個人遊技履歴記憶手段に記憶された前記遊技
履歴情報を含む投稿情報の前記配信手段による配信を規制する配信規制手段（たとえば、
図９０で示すように遊技履歴については、自分の遊技履歴のみを掲載することが可能とさ
れる。また、図８５のステップＳ４５２で示すように、投稿確認時に他人の遊技履歴が含
まれていないか確認し、含まれていない投稿のみを受付けるようにする。これに加えて、
本文に遊技履歴と考えられる情報がある場合は、投稿受付手段によって受付けないように
してもよいし、または、本文に遊技履歴と考えられる情報がある場合は、配信手段によっ
て配信しないようにしてもよいし、配信しても黒塗りなどで視認できないようにしてもよ
い。）とを備える。
【０８２５】
　このような構成によれば、遊技者が遊技を行なった遊技機での遊技履歴情報が、遊技者
を特定可能な遊技者特定情報に対応付けて記憶され、配信装置によって、一の遊技者の遊
技者特定情報に対応付けて記憶された遊技履歴情報を含む投稿情報が受付けられ、投稿情
報の配信要求が受付けられ、配信要求で要求された投稿情報が配信され、一の遊技者とは
異なる他の遊技者の遊技者特定情報に対応付けて記憶された遊技履歴情報を含む投稿情報
の配信が規制される。その結果、事実でない遊技履歴の配信を防止することで遊技者の遊
技意欲を高めて遊技機の稼働を向上させることが可能な遊技用システムを提供することが
できる。
【０８２６】
　（２）　上記（１）の遊技用システムにおいて、
　前記配信手段によって配信された前記投稿情報に含まれる他の遊技者の遊技履歴情報を
含む前記投稿情報の前記投稿受付手段による受付けを規制する投稿規制手段（たとえば、
図８５のステップＳ４５２で示すように、投稿確認時に他人の遊技履歴が含まれていない
か確認し、含まれていない投稿のみを受付けるようにする。管理サーバ１４０で受付けを
禁止することに限定されず、携帯電話１６Ａ，ノートパソコン１５Ａ側で受付けを禁止す
るようにしてもよい。）をさらに備える。
【０８２７】
　このような構成によれば、配信された投稿情報に含まれる他の遊技者の遊技履歴情報を
含む投稿情報の受付けが規制される。その結果、事実でない遊技履歴の投稿を配信を防止
することができる。
【０８２８】
　（３）　上記（１）または（２）の遊技用システムにおいて、
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　前記投稿情報に含まれる情報の項目のうち前記配信手段による配信を許可する項目の設
定を受付ける配信許可設定受付手段（たとえば、遊技履歴の項目ごとに配信を許可するか
否かを選択するボタンを設け、配信を許可するボタンが操作された項目については配信を
許可し、配信を許可しないボタンが操作された項目については、配信を許可しないように
する。）をさらに備える。
【０８２９】
　このような構成によれば、投稿情報に含まれる情報の項目のうち配信を許可する項目の
設定が受付けられる。その結果、遊技者が公開したくない情報を公開しないようにするこ
とができる。
【０８３０】
　（４）　上記（１）から（３）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記投稿情報を公開するか否かの設定を受付ける公開設定受付手段（たとえば、投稿情
報を公開するか否かを選択するためのボタンを設け、投稿情報を公開するボタンが操作さ
れた場合は投稿を公開し、投稿情報を公開しないボタンが操作された場合は投稿を非公開
とする。）をさらに備える。
【０８３１】
　このような構成によれば、投稿情報を公開するか否かの設定が受付けられる。その結果
、遊技者が投稿情報を公開したくない場合、公開しないようにすることができる。
【０８３２】
　（５）　上記（１）から（４）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記投稿受付手段は、複数の遊技場での前記遊技履歴情報を含む前記投稿情報を受付け
可能である（たとえば、図９０の「お気に入り機種累計データ」ボタンの説明参照）。
【０８３３】
　このような構成によれば、複数の遊技場での遊技履歴情報を含む投稿情報が受付けられ
る。このため、複数の遊技場での遊技履歴情報を別々に投稿しなくてもよくなる。その結
果、遊技者の利便性を向上させることができる。
【０８３４】
　（６）　上記（１）から（５）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記投稿受付手段は、機種別の前記遊技履歴情報を含む前記投稿情報を受付け可能であ
る（たとえば、図９０の「お気に入り機種累計データ」ボタンの説明参照）。
【０８３５】
　このような構成によれば、機種別の遊技履歴情報を含む投稿情報が受付けられる。この
ため、遊技履歴情報を同じ機種の遊技機の遊技履歴情報を機種別にまとめて投稿すること
ができる。その結果、遊技者の利便性を向上させることができる。
【０８３６】
　（７）　上記（１）から（６）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記個人遊技履歴記憶手段は、前記遊技が開始されてから当該遊技が終了するまでの前
記遊技履歴情報を一の遊技履歴情報として記憶する（たとえば、図８２で示したように、
ＣＵ３から送信される情報に基づいて、遊技が開始されてから遊技が終了するまでの遊技
履歴が、一纏めの遊技履歴のデータとして管理サーバ１４０の記憶部に記憶される）。
【０８３７】
　このような構成によれば、遊技開始から終了までの遊技履歴情報が一の遊技履歴情報と
して記憶される。このため、データのやり取りをしやすくなる。その結果、データのやり
取りが煩雑になることを防止することができる。
【０８３８】
　次に、前述した実施の形態の変形例について説明する。
　（１）　本実施の形態においては、図９０で説明したように、自分の遊技履歴のみ投稿
可能なように構成するようにした。また、図８５のステップＳ４５２およびステップＳ４
５３で説明したように、本人以外の遊技履歴を含む場合、投稿の受付けを中止するように
した。
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【０８３９】
　しかし、他人の遊技履歴の配信を規制することに限定されず、自己の正しい遊技履歴以
外の配信を規制するように構成してもよい。この場合、図８５のステップＳ４５２の処理
において、投稿内容に含まれる遊技履歴が、管理サーバ１４０の記憶部に記憶されている
当該ログインＩＤに対応する会員カードＩＤの会員の遊技履歴の中に含まれているか否か
を判断する。そして、含まれていなければ、たとえば、投稿の受付けを中止することで配
信を規制する一方、含まれていれば、投稿を受付けるための処理を実行するようにする。
【０８４０】
　（２）　図８９で示した遊技履歴が他人の遊技履歴であれば、コピーできないようにす
ることによって、他人の遊技履歴を自分の遊技履歴としての投稿または配信を規制するよ
うにしてもよい。
【０８４１】
　（３）　図８５のステップＳ４５２で、図９０で示した投稿の本文中に、遊技履歴と考
えられる数値（たとえば、遊技履歴に関連する用語（連チャン回数、大当り回数など）が
付された数値など）が記載されている場合は、当該会員の管理サーバ１４０の記憶部に記
憶された遊技履歴との一致度を算出し、一致度が所定値未満の場合、つまり、当該会員の
遊技履歴ではないと考えられる場合は、投稿を受付けないようにしてもよい。
【０８４２】
　＜フレンド登録・仲良しフレンド登録＞
　本実施の形態に係る遊技用システムにおいては、上述したように、一の会員遊技者（以
下、単に「一の会員」ともいう）は、他の会員遊技者（以下、単に「他の会員」ともいう
）を「フレンド」あるいは「仲良しフレンド」として予め登録しておくことができる。フ
レンドに登録しておくと、フレンドの遊技履歴を非フレンド（フレンドに登録されていな
い会員）の遊技履歴よりも簡易な操作で検索することができる。さらに、仲良しフレンド
として登録しておくと、既に述べたように、仲良しフレンドとの間で、仲良しフレンド表
示、チャット、スタンプ送受信、持玉共有などの特定の処理を行なうことが可能になる。
【０８４３】
　一の会員は、自らのＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなどの情報機器を操作することに
よって、他の会員を自らのフレンドとして登録することを他の会員に申請する「フレンド
申請」を行なうことができる。
【０８４４】
　フレンド申請を受けた会員は、自らのＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなどの情報機器
を操作することによって、そのフレンド申請を承認するか否かを選択することができる。
フレンド申請を受けた会員がその申請を承認した場合、フレンド申請を受けた会員がフレ
ンド申請を行なった会員のフレンドとして管理サーバ１４０の１次関連会員情報テーブル
（図２５（ｄ）参照）に登録される。
【０８４５】
　また、既にフレンドを持つ会員は、自らのＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなどの情報
機器を操作することによって、自らのフレンドの中から仲良しフレンドに設定する会員を
選択する「仲良しフレンド設定」を行なうことができる。仲良しフレンド設定によって選
択されたフレンドは、当該会員の「仲良しフレンド」として管理サーバ１４０の２次関連
会員情報テーブル（図２５（ｅ）参照）に登録される。
【０８４６】
　以下、図９１～図９９を参照して、フレンド登録・仲良しフレンド登録の処理の流れに
ついて詳細に説明する。
【０８４７】
　　＜＜フレンド申請処理＞＞
　まず、一の会員がフレンド申請を行なう場合の処理について説明する。
【０８４８】
　図９１は、フレンド申請処理の流れの概略を示すフローチャートである。この処理は、
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フレンド申請を行なう会員のＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなどの情報機器と、管理サ
ーバ１４０との間で行なわれる。
【０８４９】
　図９１を参照して、フレンド申請を行なう会員のＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなど
の情報機器のＣＰＵは、実行中のブラウザにおいて、図７５に示したマイトップページ上
で「フレンド検索」ボタンの操作を受付けた場合、フレンド検索ページの表示を要求する
旨を管理サーバ１４０に送信する（ステップＳ５５０）。管理サーバ１４０のＣＰＵは、
情報機器からフレンド検索ページの表示要求を受信すると（ステップＳ４５０）、フレン
ド検索ページのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４５１）。情報
機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からフレンド検索ページのデータを受信し、当該ペー
ジを表示部に表示させる（ステップＳ５５１）。
【０８５０】
　図９２は、フレンド検索ページの一例を示す図である。フレンド検索ページの上欄には
、未だフレンドに登録されていない会員（非フレンド）の中からフレンドに登録したい会
員を検索するための条件を入力する画面が表示される。この画面で、会員のニックネーム
、性別、年齢、地域、称号などを入力することで、入力条件に合致する会員を検索するこ
とができる。また、キーワード検索欄にキーワードを入力したり、ＩＤ検索欄に会員カー
ドＩＤを入力したりすることによって入力条件に合致する会員を検索することもできる。
【０８５１】
　なお、既に登録されているフレンドの中から特定のフレンドを検出する機能をさらに設
けるようにしてもよい。
【０８５２】
　図９２に示すフレンド検索ページの下欄には、まだフレンドに登録されてない会員のう
ち、管理サーバ１４０がフレンド候補として抽出した会員が「おすすめユーザー」として
表示される。
【０８５３】
　「おすすめユーザー」には、最近遊技した機種（遊技履歴の一例）が一致または近似す
る会員の中から４人がランダムに抽出されて表示される。非公開設定にしている会員、既
にフレンドとして登録されている会員は「おすすめユーザー」の対象外となる。
【０８５４】
　なお、おすすめユーザーの抽出条件は上述した条件に限定されない。たとえば、属性情
報（たとえばお気に入り機種、地域、年齢、会員カードＩＤの全部または一部）が一致ま
たは近似する会員を抽出するようにしてもよい。また、最近遊技した機種、お気に入り機
種、地域、年齢、会員カードＩＤが若い順の優先順で条件が一致している会員上位１００
人の中から４人をランダムに抽出するようにしてもよい。最近遊技した機種が一致する会
員が１００人以上いる場合にはその中でお気に入り機種が一致している会員、地域が同じ
会員、年齢が近い会員の優先順で１００人に絞り込こむようにすればよい。
【０８５５】
　「おすすめユーザー」の画面には、上記条件でランダムに表示された４人の会員のアバ
ター画像、称号、ニックネーム、お気に入り機種、最終遊技日、獲得差玉、「遊技履歴を
見る」ボタン、「フレンド申請を送る」ボタンがそれぞれ表示される。
【０８５６】
　図９１に戻って、情報機器のＣＰＵは、図９２のフレンド検索ページに入力された条件
で検索された会員および図９２のおすすめユーザー欄に表示された会員の中からいずれか
の会員を選択してプロフィールを表示させる操作（たとえば、おすすめユーザーの名前を
タッチする操作など）を受付けた場合、当該選択された会員のプロフィールの表示を要求
する旨を管理サーバ１４０に送信する（ステップＳ５５２）。管理サーバ１４０のＣＰＵ
は、情報機器から当該選択された会員のプロフィールの表示要求を受信すると（ステップ
Ｓ４５２）、当該選択された会員のプロフィールページのデータを、アクセス元の情報機
器に送信する（ステップＳ４５３）。情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からプロフ
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ィールページのデータを受信し、当該ページを表示部に表示させる（ステップＳ５５３）
。
【０８５７】
　図９３は、プロフィールページの一例を示す図である。なお、図９３は、図９２に示す
おすすめユーザーのうち、ニックネームが「パチンコ初心者」である会員のプロフィール
ページを例示している。プロフィールページには、選択された会員のアバター画像（コア
ラの画像）および称号ともに、選択された会員のプロフィール（ニックネーム、性別、生
年月日、地域、自己紹介コメント）が表示される。さらに、称号の下には、「フレンド申
請」ボタン、「お気に入りに追加」ボタンがそれぞれ表示される。
【０８５８】
　図９１に戻って、情報機器のＣＰＵは、図９２のフレンド検索ページに入力された条件
で検索された会員の中から選択された会員あるいは図９２のおすすめユーザー欄から選択
された会員の「フレンド申請を送る」ボタンの操作を受付けた場合、あるいは、図９３の
プロフィールページの「フレンド申請」ボタンの操作を受付けた場合、当該会員に対する
フレンド申請の作成を要求する旨を管理サーバ１４０に送信する（ステップＳ５５４）。
管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から当該フレンド申請の作成要求を受信すると（
ステップＳ４５４）、当該フレンド申請作成ページのデータを、アクセス元の情報機器に
送信する（ステップＳ４５５）。情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からフレンド申
請作成ページのデータを受信し、当該ページを表示部に表示させる（ステップＳ５５５）
。
【０８５９】
　図９４は、フレンド申請作成ページの一例を示す図である。なお、図９４には、図９３
のプロフィールページの「フレンド申請」ボタンが操作された場合に表示されるフレンド
申請作成ページが例示されている。フレンド申請作成ページは、表示前のページ（図９４
に示す例では図９３のプロフィールページ）の一部の領域にサブ画面として表示される。
フレンド申請作成ページには、フレンド申請の宛先となる会員のアバター画像およびニッ
クネームが表示され、その下には、本文入力欄と、「内容を確認する」ボタンとが表示さ
れる。
【０８６０】
　フレンド申請を行なう会員は、本文入力欄にたとえば「フレンドになってください！　
よろしくお願いします。」などのメッセージを入力し、「内容を確認する」ボタンを操作
すると、情報機器の表示部には内容確認ページ（図示せず）が表示される。この内容確認
ページで入力内容を確認したことを示す操作を行なうことによって、フレンド申請の受付
けを要求することができる。
【０８６１】
　図９１に戻って、情報機器のＣＰＵは、フレンド申請の受付けを要求する操作を受付け
た場合、当該フレンド申請の受付けを要求する旨を管理サーバ１４０に送信する（ステッ
プＳ５５６）。管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から当該フレンド申請の受付け要
求を受信すると（ステップＳ４５６）、当該フレンド申請を受付けるとともに、フレンド
申請受付完了ページのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４５７）
。情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からフレンド申請受付完了ページのデータを受
信し、当該ページを表示部に表示させる（ステップＳ５５７）。これにより、フレンド申
請の受付けが完了し、後述するように、フレンド申請の宛先となる会員のフレンドリクエ
スト一覧ページに申請内容が表示されることになる。
【０８６２】
　　＜＜フレンド登録（１次登録）処理＞＞
　次に、フレンド登録処理について説明する。本実施例では、フレンド申請を受けた会員
がその申請を承認した場合に、フレンド申請を受けた会員がフレンド申請を行なった会員
の「フレンド」として登録される。
【０８６３】
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　図９５は、フレンド登録処理の流れの概略を示すフローチャートである。この処理は、
フレンド申請を受けた会員のＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなどの情報機器と、管理サ
ーバ１４０との間で行なわれる。
【０８６４】
　図９５を参照して、フレンド申請を受けた会員のＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなど
の情報機器のＣＰＵは、実行中のブラウザにおいて、図７５に示したマイトップページ上
で「フレンドリクエスト」ボタンの操作を受付けた場合、フレンドリクエストの表示を要
求する旨を管理サーバ１４０に送信する（ステップＳ５６０）。管理サーバ１４０のＣＰ
Ｕは、情報機器からフレンドリクエストの表示要求を受信すると（ステップＳ４６０）、
フレンドリクエスト一覧ページのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップ
Ｓ４６１）。情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からフレンドリクエスト一覧ページ
のデータを受信し、当該ページを表示部に表示させる（ステップＳ５６１）。
【０８６５】
　図９６は、フレンドリクエスト一覧ページの一例を示す図である。フレンドリクエスト
一覧ページには、「フレンドリクエスト」ボタンを操作した会員を宛先とするフレンド申
請者の一覧が表示される。具体的には、フレンド申請を行なった会員のユーザー名（アバ
ター画像、ニックネーム）、そのフレンド申請の受信日時、メッセージ内容、「承認」ボ
タン、「拒否」ボタンが、各会員ごとに表示される。なお、図９６に示す例では、全フレ
ンド申請者２５人のうち、１～５人が１ページ目に表示されている。ページ切り替えボタ
ンを操作することで、他ページのフレンド申請者を表示させることができる。なお、フレ
ンド申請者がいない場合には、その旨が表示される。フレンド申請を受けた会員は、各フ
レンド申請者のメッセージ内容などを確認して、その申請を承認するか否かを各フレンド
申請者ごとに選択することができる。フレンド申請を受けた会員は、「承認」ボタンを操
作することで当該フレンド申請を承認することができ、「拒否」ボタンを操作することで
当該フレンド申請を拒否することができる。
【０８６６】
　図９５に戻って、情報機器のＣＰＵは、フレンド申請を承認する操作を受付けた場合、
当該フレンド申請の承認を要求する旨を管理サーバ１４０に送信する（ステップＳ５６２
）。管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から当該フレンド申請の承認要求を受信する
と（ステップＳ４６２）、フレンド申請を受けた会員をフレンド申請を行なった会員の「
フレンド」として図２５（ｄ）に示した１次関連会員情報テーブルに登録するとともに、
フレンド登録完了ページのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４６
３）。情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０からフレンド登録完了ページのデータを受
信し、当該ページを表示部に表示させる（ステップＳ５６３）。これにより、フレンド登
録が完了する。
【０８６７】
　　＜＜仲良しフレンド登録（２次登録）処理＞＞
　次に、仲良しフレンド登録処理について説明する。本実施例では、既に１次登録された
フレンドを持つ会員が、自らのフレンドの中から仲良しフレンドに設定する会員を選択す
ることで、当該選択されたフレンドを「仲良しフレンド」として２次登録することができ
る。
【０８６８】
　図９７は、仲良しフレンド登録処理の流れの概略を示すフローチャートである。
　図９７を参照して、会員のＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなどの情報機器のＣＰＵは
、実行中のブラウザにおいて、図７５に示したマイトップページ上で「フレンドリスト」
ボタンの操作を受付けた場合、フレンドリストの表示を要求する旨を管理サーバ１４０に
送信する（ステップＳ５７０）。管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器からフレンドリ
ストの表示要求を受信すると（ステップＳ４７０）、フレンドリストページのデータを、
アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４７１）。情報機器のＣＰＵは、管理サー
バ１４０からフレンドリストページのデータを受信し、当該ページを表示部に表示させる
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（ステップＳ５７１）。
【０８６９】
　図９８は、フレンドリストページの一例を示す図である。フレンドリストページには、
自らのフレンドとして登録されている会員の情報が一覧表示される。具体的には、フレン
ドとして登録されている会員のアバター画像、称号、ニックネーム、お気に入り機種、最
終遊技日、獲得差玉、「遊技履歴を見る」ボタン、「メッセージを送る」ボタン、「設定
」ボタンが、各フレンド欄にそれぞれ表示される。なお、図９８には、全フレンド１２０
人中、１～２０人が１ページ目に表示される例が示されている。ページ切り替えボタンを
操作することで、他ページのフレンドを表示させることができる。なお、フレンドが登録
されていない場合には、その旨が表示される。会員は、フレンドリストページ中の「設定
ボタン」を操作することによって、後述するフレンド設定ページを表示させることができ
る。
【０８７０】
　図９７に戻って、情報機器のＣＰＵは、フレンド設定ページを表示させる操作（図９８
の「設定」ボタンの操作）を受付けた場合、フレンド設定ページの表示を要求する旨を管
理サーバ１４０に送信する（ステップＳ５７３）。管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機
器からフレンド設定ページの表示要求を受信すると（ステップＳ４７３）、フレンド設定
ページのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４７４）。情報機器の
ＣＰＵは、管理サーバ１４０からフレンド設定ページのデータを受信し、当該ページを表
示部に表示させる（ステップＳ５７４）。
【０８７１】
　図９９は、フレンド設定ページの一例を示す図である。フレンド設定ページは、図９８
に示すフレンドリストページの一部の領域にサブ画面として表示される。フレンド設定ペ
ージには、選択されたフレンドのアバター画像およびニックネームが表示され、その右横
には「仲良しに設定」ボタンと、「フレンド解除」ボタンとが表示される。「フレンド解
除」ボタンを操作することで、そのフレンドの登録を解除することができる。「仲良しに
設定」ボタンを操作することで、そのフレンドを仲良しフレンドとして登録することがで
きる。
【０８７２】
　また、フレンド設定ページには、「『仲良し』になると、ホールでチャットやスタンプ
が送れるよ！」とのメッセージが表示される。このメッセージに表示されているように、
本実施の形態においては、仲良しフレンドに登録すると、仲良しフレンドとの間で上述し
たチャット機能やスタンプ送受信機能が利用できるようになる。また、上述した仲良しフ
レンド表示機能、持玉共有機能も利用することができる。
【０８７３】
　また、フレンド設定ページには、「※最大１０人まで『仲良し』設定が可能」とのメッ
セージが表示される。このメッセージに表示されているように、本実施の形態においては
、仲良しフレンドに登録可能な人数に上限数が設けられている。
【０８７４】
　図９７に戻って、情報機器のＣＰＵは、仲良しフレンドを設定する操作（図９９に示す
フレンド設定ページの「仲良しに設定」ボタンの操作）を受付けた場合、仲良しフレンド
の設定を要求する旨を管理サーバ１４０に送信する（ステップＳ５７５）。管理サーバ１
４０のＣＰＵは、情報機器から仲良しフレンドの設定要求を受信すると（ステップＳ４７
５）、要求されたフレンドを仲良しフレンドとして図２５（ｅ）に示した２次関連会員情
報テーブルに登録するとともに、仲良しフレンド登録完了ページのデータを、アクセス元
の情報機器に送信する（ステップＳ４７６）。情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０か
ら仲良しフレンド登録完了ページのデータを受信し、当該ページを表示部に表示させる（
ステップＳ５７６）。これにより、仲良しフレンド登録が完了する。
【０８７５】
　仲良しフレンド登録が完了すると、仲良しフレンドとの間で上述した仲良しフレンド表
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示機能、チャット機能、スタンプ送受信機能、持玉共有機能などの特定の機能を利用でき
るようになる。
【０８７６】
　＜会員情報表示処理＞
　本実施の形態に係る遊技用システムは、管理サーバ１４０に管理されている自らの会員
情報（属性情報や遊技履歴）だけでなく、他の会員の会員情報を検索して閲覧することが
できる。なお、会員管理コンピュータ１２０に管理されている他の会員の会員情報を検索
して閲覧できるようにしてもよい。
【０８７７】
　本実施の形態においては、フレンドの会員情報だけでなく、非フレンド（フレンドに登
録されていない会員）の会員情報も検索することができるが、フレンドの会員情報は、非
フレンドの会員情報よりも簡易な操作で検索することができる。
【０８７８】
　以下、図１００、図１０１を参照して、会員情報表示処理の流れについて説明する。
　　＜＜会員情報表示処理（フレンド）＞＞
　図１００は、フレンドの会員情報を表示させる処理の流れの概略を示すフローチャート
である。
【０８７９】
　図１００を参照して、会員のＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなどの情報機器のＣＰＵ
は、実行中のブラウザにおいて、図７５に示したマイトップページ上で「フレンドリスト
」ボタンの操作を受付けた場合、管理サーバ１４０との通信を行なって、図９８に示した
フレンドリストページを表示部に表示させる（ステップＳ５７０，Ｓ５７１，Ｓ４７０，
Ｓ４７１）。このフレンドリストページ上には、図９８に示したように、既に登録されて
いる自らのフレンドが一覧表示される。なお、ステップＳ５７０，Ｓ５７１，Ｓ４７０，
Ｓ４７１の処理の詳細については、前述の図９７で説明したものと同じであるのでここで
の詳細な説明は繰り返さない。
【０８８０】
　情報機器のＣＰＵは、図９８に示したフレンドリストページ上に一覧表示されたフレン
ドの中から閲覧対象者を選択する操作を受付けた場合、閲覧対象者の会員情報を要求する
旨を管理サーバ１４０に送信する（Ｓ５８０）。たとえば、情報機器のＣＰＵは、図９８
に示したフレンドリストページ上で特定のフレンドのアバター画像を選択する操作を受付
けた場合、当該選択されたアバター画像のフレンドの詳細な属性情報を要求する旨を管理
サーバ１４０に送信する。また、情報機器のＣＰＵは、図９８に示したフレンドリストペ
ージ上で「遊技履歴を見る」ボタンの操作を受付けた場合、当該「遊技履歴を見る」ボタ
ンが操作されたフレンドの遊技履歴を要求する旨を管理サーバ１４０に送信する。
【０８８１】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から閲覧対象者の会員情報要求を受信すると（
ステップＳ４８０）、要求された閲覧対象者の会員情報（属性情報、遊技履歴など）を表
示するページのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４８１）。情報
機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０から閲覧対象者の会員情報を表示するページのデータ
を受信し、当該ページを表示部に表示させる（ステップＳ５８１）。
【０８８２】
　このように、本実施の形態においては、閲覧対象者を絞り込む検索条件を入力する操作
を行なうことなく、フレンドリストを表示させ、表示されたフレンドの中から閲覧対象者
を選択するという簡易な操作で、フレンドの会員情報を検索することができる。
【０８８３】
　　＜＜会員情報表示処理（非フレンド）＞＞
　図１０１は、フレンドとして登録されていない会員（非フレンド）の会員情報を表示さ
せる処理の流れの概略を示すフローチャートである。
【０８８４】
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　図１０１を参照して、会員のＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなどの情報機器のＣＰＵ
は、実行中のブラウザにおいて、図７５に示したマイトップページ上で「フレンド検索」
ボタンの操作を受付けた場合、管理サーバ１４０との通信を行なって、図９２に示したフ
レンド検索ページを表示部に表示させる（ステップＳ５５０，Ｓ５５１，Ｓ４５０，Ｓ４
５１）。このフレンド検索ページ上には、図９２に示したように、対象者のニックネーム
、性別、年齢、地域、称号などを入力する欄や、キーワードを入力したり、会員カードＩ
Ｄを入力したりする欄が表示される。なお、ステップＳ５５０，Ｓ５５１，Ｓ４５０，Ｓ
４５１の処理の詳細については、前述の図９１で説明したものと同じであるのでここでの
詳細な説明は繰り返さない。
【０８８５】
　情報機器のＣＰＵは、フレンド検索ページ上で会員検索条件の入力を受付けた場合、入
力された会員検索条件を示す情報を管理サーバ１４０に送信する（Ｓ５９２）。管理サー
バ１４０のＣＰＵは、情報機器から会員検索条件を示す情報を受信すると（ステップＳ４
９２）、受信した会員検索条件に合致する会員を自らが記憶している会員情報データから
検索（抽出）し、検索結果を表示するページのデータをアクセス元の情報機器に送信する
（ステップＳ４９３）。情報機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０から検索結果を表示する
ページのデータを受信し、当該ページを表示部に表示させる（ステップＳ５９３）。なお
、検索結果を表示するページには、入力された会員検索条件に従って抽出された会員のア
バター画像およびニックネームが表示される。
【０８８６】
　情報機器のＣＰＵは、検索結果を表示するページ上に表示された会員の中から閲覧対象
者を選択する操作を受付けた場合、選択された閲覧対象者の会員情報を要求する旨を管理
サーバ１４０に送信する（Ｓ５９４）。この際、閲覧対象者の属性情報を要求する操作を
受付けた場合には閲覧対象者の属性情報を要求する旨を送信し、閲覧対象者の遊技履歴を
要求する操作を受付けた場合には閲覧対象者の遊技履歴を要求する旨を送信するようにし
てもよい。
【０８８７】
　管理サーバ１４０のＣＰＵは、情報機器から閲覧対象者の会員情報要求を受信すると（
ステップＳ４９４）、要求された閲覧対象者の会員情報（属性情報、遊技履歴など）を表
示するページのデータを、アクセス元の情報機器に送信する（ステップＳ４９５）。情報
機器のＣＰＵは、管理サーバ１４０から閲覧対象者の会員情報を表示するページのデータ
を受信し、当該ページを表示部に表示させる（ステップＳ５９５）。
【０８８８】
　このように、本実施の形態においては、フレンドの会員情報だけでなく、非フレンドの
会員情報も検索することができるが、多数の非フレンドの会員情報を検索する場合には、
まず閲覧対象者を絞り込む検索条件を入力する操作を行なう手間が必要になる。
【０８８９】
　次に前述した実施の形態により得られる主な効果を説明する。
　（１）　遊技場において遊技機（パチンコ機、スロットマシン、封入循環式パチンコ機
（Ｐ台２）、メダル不要のスロットマシン（Ｓ台２Ｓ））に１対１に対応して設けられ受
付けた記録媒体により特定される遊技者所有の遊技価値を用いて遊技機での遊技を可能に
する遊技用装置（ＣＵ３、呼出しランプ装置など）と、前記遊技場の外に設置され前記記
録媒体の記録情報に対応付けて会員登録された各会員遊技者の会員情報（たとえば、氏名
、性別、年齢、登録済遊技場、お気に入り機種、１次関連会員、２次関連会員、遊技履歴
など）を管理する管理装置（たとえば、管理サーバ１４０）とを含む遊技用システムであ
って、
　前記管理装置は、
　　会員登録された一の会員遊技者が会員登録された他の会員遊技者の中から選択した会
員遊技者を、前記一の会員遊技者と関連性を持つ１次関連会員遊技者として登録する１次
登録手段（たとえば、図９１、図９５：一の会員遊技者が他の会員遊技者から選択してフ
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レンド申請を行なった会員遊技者を、一の会員遊技者の「フレンド」として登録する）と
、
　　前記一の会員遊技者が前記１次関連会員遊技者の中から選択した会員遊技者を、前記
一の会員遊技者と関連性を持つ２次関連会員遊技者として登録する２次登録手段（たとえ
ば、図９７：一の会員遊技者が自らの「フレンド」の中から選択した会員遊技者を、一の
会員遊技者の「仲良しフレンド」として登録する）とを有し、
　前記一の会員遊技者と前記２次関連会員遊技者との間で特定処理を実行する特定処理手
段（たとえば、図３８、図３９：仲良しフレンドとのチャットを行なう、図４０～図４３
：仲良しフレンドとの持玉（持点）共有を行なう、仲良しフレンドとのスタンプ送受信を
行なうなど）をさらに含む。
【０８９０】
　このような構成によれば、一の会員遊技者が特定処理を行なう相手を選択するには、単
に１次関連会員遊技者を選択するだけでなく、さらに１次関連会員遊技者の中から２次関
連会員遊技者を選択する必要がある。そのため、特定処理を行なう相手を慎重に選択でき
るようにすることができる。
【０８９１】
　（２）　上記（１）の遊技用システムにおいて、
　前記１次登録手段は、前記他の会員遊技者を前記一の会員遊技者の前記１次関連会員遊
技者として登録することを前記他の会員遊技者が承認した場合に、前記他の会員遊技者を
前記一の会員遊技者の前記１次関連会員遊技者として登録する（たとえば、図９５のＳ４
６２、Ｓ４６３：他の会員遊技者が一の会員遊技者からのフレンド申請を承認した場合に
、他の会員遊技者を一の会員遊技者の「フレンド」として登録する）。
【０８９２】
　このような構成によれば、本人の承諾なしに１次関連会員遊技者として登録されてしま
うことを防止することができる。その結果、特定処理を行なう相手をより慎重に選択でき
るようにすることができる。
【０８９３】
　（３）　上記（１）または（２）の遊技用システムにおいて、
　前記一の会員遊技者が第１操作を行なったことに応じて、前記他の会員遊技者の前記会
員情報を表示する手段（たとえば、図１０１：一の会員遊技者が他の会員遊技者を絞り込
むための検索条件を入力する操作を行なったことを少なくとも１つの条件として、他の会
員遊技の遊技履歴を表示する）と、
　前記一の会員遊技者が前記第１操作よりも簡易な第２操作を行なったことに応じて、前
記１次関連会員遊技者の前記会員情報を表示する手段（たとえば、図１００：フレンドリ
ストから閲覧対象者を選択する操作を行なったことを１つの条件として、フレンドの遊技
履歴を表示する）とをさらに含む。
【０８９４】
　このような構成によれば、他の会員遊技者を予め１次関連会員遊技者として登録してお
くことで、簡易な操作で当該１次関連会員遊技者の会員情報を閲覧することができる。そ
の結果、遊技者の利便性を向上させることができる。
【０８９５】
　（４）　上記（３）の遊技用システムにおいて、
　前記第１操作は、検索条件入力画面を表示させる操作（たとえば、図１０１のＳ５９０
：会員検索要求操作）と、表示された前記検索条件入力画面に閲覧対象者を絞り込む検索
条件を入力する操作（たとえば、図１０１のＳ５９２：会員検索条件入力操作）と、入力
された前記検索条件に従って抽出された前記他の会員遊技者の中から閲覧対象者を前記一
の会員遊技者が選択する操作（たとえば、図１０１のＳ５９４：閲覧対象者選択操作）と
を含み、
　前記第２操作は、前記１次関連会員遊技者を一覧表示させる操作（たとえば、図１００
のＳ５７０：フレンドリスト操作）と、一覧表示された前記１次関連会員遊技者の中から



(127) JP 2015-77290 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

閲覧対象者を前記一の会員遊技者が選択する操作（たとえば、図１００のＳ５８０：閲覧
対象者選択操作）とを含む。
【０８９６】
　このような構成によれば、他の会員遊技者を予め１次関連会員遊技者として登録してお
くことで、検索条件入力画面に閲覧対象者を絞り込む検索条件を入力する操作を行なわな
くても当該１次関連会員遊技者の会員情報を閲覧することができる。その結果、遊技者の
利便性を向上させることができる。
【０８９７】
　（５）　上記（１）～（４）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記特定処理手段は、前記特定処理として、前記一の会員遊技者による遊技中に、当該
一の会員遊技者と同じ遊技場内で遊技中の前記２次関連会員遊技者と当該一の会員遊技者
との間でメッセージを送受信する処理（たとえば、図３８、図３９：同じ遊技場内で遊技
している仲良しフレンドとのチャットを行なう処理）を行なう手段を含む。
【０８９８】
　このような構成によれば、同じ遊技場内で遊技している２次関連会員遊技者との間でメ
ッセージ送受信によるコミュニケーションをとることができる。その結果、遊技の興趣を
向上させることができる。
【０８９９】
　（６）　上記（１）～（５）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記会員情報には、属性情報（たとえば、氏名、性別、年齢、登録済遊技場、お気に入
り機種、１次関連会員、２次関連会員など）が含まれ、
　前記他の会員遊技者の中から前記属性情報が前記一の会員遊技者と一致または近似する
遊技者を抽出して表示する手段（たとえば、図９２：他の会員遊技者の中から属性情報が
一致または近似する会員遊技者を「フレンド」の候補者（おすすめユーザー）として抽出
して表示する。「フレンド」の中から属性情報が一致または近似する会員遊技者を「仲良
しフレンド」の候補者として抽出して表示するようにしてもよい。）をさらに含む。
【０９００】
　このような構成によれば、自らに嗜好などが似ている遊技者を１次関連会員遊技者ある
いは２次関連会員遊技者として登録し易くなる。その結果、遊技者の利便性を向上させる
ことができる。
【０９０１】
　（７）　上記（１）～（５）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記会員情報には、遊技履歴が含まれ、
　前記他の会員遊技者の中から前記遊技履歴が前記一の会員遊技者と一致または近似する
遊技者を抽出して表示する手段（たとえば、図９２：他の会員遊技者の中から遊技履歴が
一致または近似する会員遊技者を「フレンド」の候補者（おすすめユーザー）として抽出
して表示する。「フレンド」の中から遊技履歴が一致または近似する会員遊技者を「仲良
しフレンド」の候補者として抽出して表示するようにしてもよい。）をさらに含む。
【０９０２】
　このような構成によれば、自らに遊技履歴が似ている遊技者を１次関連会員遊技者ある
いは２次関連会員遊技者として登録し易くなる。その結果、遊技者の利便性を向上させる
ことができる。
【０９０３】
　（８）　上記（１）～（７）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記遊技用装置が受付けた一の会員遊技者と関連性を持つ前記２次関連会員遊技者のう
ち、当該一の会員遊技者と同じ遊技場内で遊技中の前記２次関連会員遊技者を、当該２次
関連会員遊技者の遊技状況とともに表示する手段をさらに含む（図３７：「仲良しフレン
ド」のアバターを、大当りなどの遊技状況とともに表示する）。
【０９０４】
　このような構成によれば、同じ遊技場内で遊技している２次関連会員遊技者と、その２
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次関連会員遊技者の遊技状況とを同時に確認することができる。その結果、遊技者の利便
性を向上させることができる。
【０９０５】
　（９）　上記（１）～（８）のいずれかの遊技用システムにおいて、
　前記遊技機での遊技に関する遊技関連情報（トップボタン、メニューボタン、離席ボタ
ン、返却ボタン、玉貸しボタン、再プレイボタン、払出ボタン、入金の残額、持玉数（持
点数）、貯玉数、遊技玉数（遊技点数）など）を表示する表示領域を有する表示手段（表
示器５４、３１２）と、
　前記遊技用装置に入力される入力を受け付ける受付手段（たとえば、ＣＵ３が入金操作
、玉貸し操作、払出操作、再プレイ操作、ログイン操作、広告表示操作、返却操作、離席
操作などを受け付ける）と、
　前記受付手段が受け付けた入力の種類に基づいて、前記表示手段に表示される広告情報
の表示態様を設定する設定手段（たとえば、ＣＵ３が広告情報を表示する広告表示領域を
設定する、ＣＵ３が広告情報を表示する時間を設定する）と、
　前記設定手段により設定された前記表示態様で前記広告情報を前記表示手段に表示させ
る表示制御手段（たとえば、図４４～図４７：ＣＵ３が設定された表示領域に広告情報を
表示する）とをさらに含む。
【０９０６】
　このような構成によれば、遊技用装置が受け付けた入力の種類に応じた表示態様で広告
情報が表示される。そのため、広告情報によって遊技者の遊技中の操作が妨げられること
はなく、遊技者に対して不快感を与えることもない。また、入力の種類に応じた表示態様
で広告情報が表示されるため、広告の宣伝効果を向上させることができる。
【０９０７】
　次に、前述した実施の形態の変形例について説明する。
　（１）　本実施の形態においては、上述のフレンド申請処理（図９１）、フレンド登録
処理（図９５）、仲良しフレンド登録処理（図９７）、会員情報表示処理（図１００、図
１０１）を、会員のＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａなどの情報機器から行なう場合を説
明したが、これらの処理の全部または一部を各遊技場のＣＵ３から行なえるように構成し
てもよい。あるいは、これらの処理の全部または一部を各遊技場のＣＵ３からのみ行なえ
るようにし、会員のＰＣ１５Ａまたは携帯電話１６Ａからは行なえないようにしてもよい
。
【０９０８】
　また、会員がフレンド申請処理（図９１）を各遊技場のＣＵ３から行なう場合には、同
じ遊技場で遊技している会員の中からフレンドの候補者（おすすめユーザー）を抽出する
ようにしてもよい。
【０９０９】
　なお、同じ遊技場で遊技している会員を特定する手法は、仲良しフレンド表示機能で用
いる手法と同じ手法を用いることができる。すなわち、会員がフレンド申請処理（図９１
）を遊技場のＣＵ３から行なう場合には、当該遊技場の会員管理コンピュータ１２０ある
いは当該遊技場の会員管理コンピュータ１２０から情報を受けた管理サーバ１４０で、同
じ遊技場内で遊技している会員を特定するようにすればよい。
【０９１０】
　（２）　本実施の形態においては、非フレンドの会員情報（遊技履歴、属性情報）を表
示するページを表示部に表示させることができる（図１０１のＳ５９５）が、このページ
からフレンド申請処理（図９１）を行なえるように構成してもよい。このようにすると、
非フレンドの会員情報（遊技履歴、属性情報）を確認した上で、フレンド申請を行なうこ
とができる。
【０９１１】
　（３）　本実施の形態においては、管理サーバ１４０がフレンドに登録されてない会員
の中から遊技履歴あるいは属性情報が一致または近似する会員を抽出してフレンドの候補
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者（おすすめユーザー）として表示した（図９２）が、既にフレンドとして登録されてい
る会員の中から遊技履歴あるいは属性情報が一致または近似する会員を抽出して仲良しフ
レンドの候補者（おすすめユーザー）として表示するようにしてもよい。
【０９１２】
　（４）　本実施の形態においては、フレンド登録を行なうには相手の承認を必要とした
（図９５）が、相手の承認を得ることなくフレンド登録を行なえるようにしてもよい。
【０９１３】
　（５）　本実施の形態においては、仲良しフレンドとの間で持玉共有機能（図４０～図
４３）を利用できるが、持玉共有機能を利用できる機種を同一機種同士に限定したり、あ
るいは持玉共有機能を利用できる持玉を同一単価（たとえば、パチンコ玉１玉１円または
４円、メダル１枚５円または２０円）同士に限定したりするようにしてもよい。
【０９１４】
　（６）　本実施の形態においては、仲良しフレンド表示機能、チャット機能、スタンプ
送受信機能、持玉共有機能などの特定機能を、同じ遊技場で遊技している仲良しフレンド
との間に限定して利用可能としたが、これらの特定機能の全部または一部を、同じ遊技場
だけでなく他の遊技場を含めた全国の遊技場で遊技している仲良しフレンドとの間で、あ
るいは自宅に居る仲良しフレンドとの間で利用できるようにしてもよい。
【０９１５】
　また、本実施の形態においては、上記の特定機能の利用を会員が遊技している遊技機に
対応するＣＵ３から行なう場合について説明したが、上記の特定機能の全部または一部を
遊技場で遊技している（ログインしている）あるいは自宅に居る会員のＰＣ１５Ａまたは
携帯電話１６Ａなどの情報機器から行なえるようにしてもよい。
【０９１６】
　　＜スロットマシン＞
　次に、遊技機の他の例としてスロットマシンを説明する。図１０２は、スロットマシン
の前面扉を開放した状態を示す斜視図である。これまでの説明において、パチンコ機を“
Ｐ台”と略称したこととの関係上、スロットマシンを以下では、“Ｓ台”とも略称する。
【０９１７】
　遊技玉および持玉を用いた上記の遊技用システムは、Ｓ台にも同様に適用される。ただ
し、Ｓ台では、玉を使わずにゲームが行なわれる関係上、以下では、遊技玉を遊技点、持
玉を持点と称する。
【０９１８】
　図１０２を参照して、スロットマシン（Ｓ台）２Ｓは、本体枠２ａＳに対して前面扉２
ｂＳがその左側縁を揺動中心として開閉可能に設けられている。図１０２では図示を省略
しているが、Ｓ台２Ｓの図面左隣には、Ｐ台と同様にＣＵが接続される。
【０９１９】
　Ｓ台２Ｓでは、遊技点を用いることによって賭数が設定され、入賞に応じてその遊技点
が加算更新される。このため、Ｓ台２Ｓにおいて遊技をする際には、メダルの投入操作は
不要である。ゆえに、Ｓ台２Ｓには、メダル投入口およびメダル払出口が設けられていな
い。
【０９２０】
　Ｓ台２Ｓの筐体内部には、外周に複数種の図柄が配列されたリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ（
以下、左リール、中リール、右リールともいう）が水平方向に並設されており、これらリ
ール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒに配列された図柄のうち連続する３つの図柄が前面扉２ｂＳに設け
られた透視窓から見えるように配置されている。リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの外周部には、
複数種類の図柄が所定の順序で描かれている。
【０９２１】
　前面扉２ｂＳの各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを取り囲む部分には、タッチパネル式の表示
器５１０が設けられている。この表示器５１０は、Ｐ台の表示器５４に相当する表示器で
あり、表示器５４と同種の各種情報（遊技点や持点など）が表示される他、ゲームにおい
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て設定された賭数などが表示される。表示器５１０は、図２の表示器５４と同様にＣＵの
表示制御部３５０に接続されており、ＣＵ側で表示制御される。なお、この表示器５１０
は、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを取り囲む部分に設けるのではなく、Ｐ台と同様にさらに
下方のパネル部分（図１０２に示されるスタートスイッチ７Ｓよりも下方の位置の、旧来
のＳ台のメダル払出口が設けられたパネル部分）に設けてもよい。
【０９２２】
　また、前面扉２ｂＳには、メダル１枚分に相当する「遊技点＝１」を用いて賭数を設定
する際に操作される１枚ＢＥＴスイッチ５Ｓ、遊技状態に応じて定められた最大の賭数（
たとえば、ＢＢ発生前の通常遊技状態およびリプレイの当選確率が高確率となるＲＴ（Re
play Time）においては「遊技点＝３」、ボーナスにおいては「遊技点＝２」）を設定す
る際に操作されるＭＡＸＢＥＴスイッチ６Ｓ、ゲームを開始する際に操作されるスタート
スイッチ７Ｓ、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を各々停止する際に操作されるストップス
イッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒがそれぞれ設けられている。
【０９２３】
　Ｓ台２Ｓにおいてゲームを行なう場合には、まず、Ｐ台と同様に、隣接されたＣＵを利
用して遊技点を確保の上で、その遊技点を使用して賭数を設定する。遊技点は、ＣＵに挿
入されたプリペイドカードの残額、持点、あるいは遊技場に預け入れている貯メダル（Ｐ
台の貯玉に相当）を引落とすことによって得られる。遊技点を使用するには１枚ＢＥＴス
イッチ５Ｓ、またはＭＡＸＢＥＴスイッチ６Ｓを操作すればよい。本実施の形態では、た
とえば、賭数を１設定することによって遊技点が１減点され、表示器５１０の遊技点の表
示も減算更新される。賭数が設定されると、賭数および遊技状態に応じて定められた入賞
ラインが有効となり、スタートスイッチ７Ｓの操作が有効な状態、すなわち、ゲームが開
始可能な状態となる。
【０９２４】
　ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ７Ｓを操作すると、各リール２Ｌ、２Ｃ、
２Ｒが回転し、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの図柄が連続的に変動する。この状態でいずれ
かのストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒを操作すると、対応するリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ
の回転が停止し、透視窓に表示結果が導出表示される。
【０９２５】
　そして全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止されることで１ゲームが終了し、有効化さ
れた入賞ライン上に予め定められた図柄の組合せ（以下、役とも呼ぶ）が各リール２Ｌ、
２Ｃ、２Ｒの表示結果として停止した場合には入賞が発生し、その入賞に応じて定められ
た遊技点が遊技者に対して付与され、表示器５１０の遊技点の表示も加算更新される。
【０９２６】
　Ｓ台の場合にも、Ｐ台と同様に遊技点を計数することが可能である。図１に示すとおり
、Ｓ台２Ｓには、遊技点を計数して持点に変換するための計数ボタン２８Ｓが設けられて
いる。なお、玉貸ボタン、カード返却ボタン、および再プレイボタンは、ＣＵのディスプ
レイに表示される。遊技者は任意のタイミング、あるいは、Ｐ台と同様に計数操作を促す
表示が表示器５１０に行なわれたことに基づいて、計数操作を実行する。すると、遊技点
が計数されて遊技点が減少する一方で持点が増加する様子が表示器５１０に表示される。
なお、玉貸ボタンは、ＣＵ側ではなくＰ台側およびＳ台側に設けてもよい。その場合に、
玉貸ボタンの操作信号がＣＵ３へ直接入力されるようにしてもよく、あるいは、Ｐ台２や
Ｓ台（スロットマシン）２Ｓを経由して状態情報応答としてＣＵ３へ送信されるようにし
てもよい。
【０９２７】
　入賞となる役の種類は、遊技状態に応じて定められているが、大きく分けて、ビッグボ
ーナス（ＢＢ）、レギュラーボーナス（ＲＢ）への移行を伴う特別役と、メダルの払い出
しを伴う小役と、賭数の設定を必要とせずに次のゲームを開始可能となる再遊技役（リプ
レイ）とがある。
【０９２８】
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　複数種類の入賞役のうちのいずれを当選させるか、あるいはいずれの入賞役も当選しな
い外れとするかは、たとえば、スタート操作が検出されたときに、Ｓ台２Ｓを制御する主
制御部（Ｓ台の主制御部１６１に相当）によって決定される。この決定は、たとえば、所
定の乱数発生器から発生され、あるいはソフトウエア上で生成される乱数を抽選すること
によって決定される。
【０９２９】
　その後、主制御部は、遊技者によるリールの停止操作を待ち、停止操作時を基準にして
、所定のコマ数範囲に当選役に対応する図柄があればそれを引き込み、なければ、他の図
柄を引込む制御を行ない、３つの図柄を停止させ、入賞の有無を判定する。主制御基部は
、入賞と判定した場合には、入賞の種類に応じた遊技点を遊技者に付与する（遊技点を加
算する）。
【０９３０】
　すなわち、Ｓ台により、遊技用価値を用いて１ゲームに対して所定数の賭数を設定する
ことによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変
動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出されることにより１ゲームが終了し、該可変
表示装置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって
、前記可変表示装置に表示結果が導出される前に、複数種類の入賞について発生を許容す
るか否かを決定する事前決定手段と、前記事前決定手段の決定結果に応じて、前記可変表
示装置に表示結果を導出させる制御を行なう導出制御手段と、前記入賞が発生した場合に
遊技価値を付与する付与手段とを含むスロットマシンが構成されている。
【０９３１】
　図１０３は、カードユニットおよびスロットマシンのそれぞれにおいて記憶している各
種データおよびその送受信態様を説明するための説明図である。この図１０３は、Ｐ台の
構成として説明した図４の用語をＳ台用に置き換えたものであり、その態様は、図４を用
いて説明したものと同様であるので、ここでは、これ以上の説明を省略する。
【０９３２】
　　＜変形例や特徴点など＞
　次に、以上、説明した本実施の形態の変形例や特徴点などを列挙する。
【０９３３】
　（１）　本実施の形態では、加算通番と計数通番とはそれぞれ別のデータとして電文フ
ォーマットに規定されているが、これらを要求通番として共通化してもよい。特に、遊技
玉の加算と遊技玉の計数とは逆の処理であるため、両処理が同時に発生することは考えに
くく、その観点からも両通番を共通化して電文データ量を削減することは可能である。
【０９３４】
　また、本実施の形態では、要求通番は、予め定めた上限値に達するまで、新たな要求が
発生した場合には、先に更新済みの値を元にして通番更新が行なわれる。しかながら、こ
のような制御に代えて、１つの要求に対応する処理がすべて終了した場合には、要求通番
を予め定めた初期値に初期化するようにしてもよい。たとえば、図１５の例の場合には、
計数完了を示す最後の状態情報応答に含める計数通番をｍ＋６ではなく、予め定めた初期
値にすることが考えられる。
【０９３５】
　また、加算通番や計数通番といった要求通番、さらには通常の通番は、１ずつカウント
アップされるのではなく、Ｐ台２およびＣＵ３の双方が記憶している所定の規則に従って
更新（加算更新、減算更新、その他の演算式による更新）するものであってもよい。この
場合、通番は、１，２，３といった“連続する番号”ではなく、Ａ、Ｂ、Ｃなどといった
概念で更新されるデータとなる。
【０９３６】
　（２）　上記遊技用システムに遊技機の一例となるスロットマシン（Ｓ台）を適用した
場合、たとえば、リールおよびリールに付属する各種センサ部分とリールを制御する主制
御基板とがＰ台の遊技盤に対応し、それ以外の構成がＰ台の遊技枠に対応する。ただし、



(132) JP 2015-77290 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

Ｓ台には、図２に示した遊技枠の各種検出スイッチ４１ａ、７０１、３３、発射制御基板
３１、および発射モータ１８は、不要である。
【０９３７】
　旧来のＳ台にはクレジット機能が設けられており、これが有効になっているときには、
賭数を設定するとクレジットが減算され、入賞が発生するとクレジットが加算される。た
だし、クレジットには上限が定められており、クレジット数が上限値に達している状態で
入賞が発生すると、ホッパーからメダルが払い出される。
【０９３８】
　一方、本実施の形態に係るＳ台では、賭数を設定すると遊技点が減算され、入賞が発生
すると遊技点が加算される。また、遊技点が所定数に達すると、計数操作を促す表示がな
され、計数操作をすることによって、遊技点が持点に変換される。このため、旧来のＳ台
のようにクレジットが上限に達してメダルを払い出す必要がない。その結果、本実施の形
態に係るＳ台にはホッパーを設ける必要がない。
【０９３９】
　その結果、遊技場は、大量のメダルを確保する必要がなく、経済的負担が軽減される。
また、遊技場は、メダルの補充・回収といった業務やメダル詰まりなどに対応するための
メンテナンス業務からも解放される。遊技客は、クレジットが満タンになった後で賭け操
作毎にメダルを投入する煩わしさから解放され、遊技に集中しやすくなる。
【０９４０】
　他方、Ｓ台がメダルレスになった場合には、大量のメダルを獲得した遊技者が席の脇に
メダルが入った箱を積み上げて自身の腕を誇示するような行為をすることができなくなる
という不都合が生じる。しかしながら、本実施の形態では、上記のとおりドル箱表示する
機能が設けられているため、このような不都合が生じることも防止できる。なお、Ｓ台の
場合のドル箱表示は、多数の玉に代えて多数のメダルが積載されているようにするのが望
ましい。
【０９４１】
　遊技機としてＳ台を適用した場合、「持点」および「遊技点」の２種類と、「クレジッ
ト」および「クレジット超過点」の２種類のデータとを用いて、以下のように各データが
変換されるような遊技用システムを構成することも可能である。なお、Ｓ台の表示器５１
０あるいは表示器２９Ｓには、これら４種類のデータを表示する。
【０９４２】
　まず、プリペイドカードの残額、貯メダル、または持点からの変換操作（貸出操作、貯
メダル払出し操作、持点払出し操作）が検出された場合には、夫々が引き落とされて、遊
技点に変換される。
【０９４３】
　遊技点は、旧来のスロットマシンにおけるメダルに対応するデータである。このため、
たとえば、表示器５１０あるいは表示器２９Ｓには遊技点の点数を表示するとともに、遊
技点相当の数のメダル画像を表示することが望ましい。たとえば、このメダル画像に遊技
者が触れてスロットマシンに投入するような擬似投入メダル操作（たとえば、メダルを押
し込むような操作）が検出されると、メダル画像が消え、遊技点が減算されて、代わりに
賭数が１つ設定される。このような擬似メダル投入操作が３度行なわれることによって、
賭数が最大値の３に設定される。
【０９４４】
　その後、さらに擬似メダル投入操作が検出されると、その検出に応じて、クレジットが
加算される。クレジットには上限値（たとえば、５０）が設定されており、クレジットが
上限値を超えたときには、クレジット超過点が加算される。
【０９４５】
　賭数設定は、遊技点を用いて上記のように行なうことが可能である他、クレジットを用
いて行なうことも可能である。すなわち、１枚ＢＥＴスイッチ５Ｓの操作があれば、賭数
設定値が１加算され、クレジットが１減算される。また、ＭＡＸＢＥＴスイッチ６Ｓの操
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作があれば、賭数が３に設定され、クレジットが賭数設定に応じて減算される。
【０９４６】
　ゲームの結果、入賞が発生すると、入賞に応じた数の得点がクレジットに加算される。
なお、クレジットの上限値をオーバーする入賞が発生したときには、そのオーバー分の点
数がクレジット超過点として記憶される。このクレジット超過点は、旧来のスロットマシ
ンにおける、クレジットの上限を超えて入賞が発生したときに払い出されるメダルに相当
する。このため、たとえば、表示器５１０あるいは表示器２９Ｓにはクレジット超過点を
表示するとともに、クレジット超過点相当の数のメダル画像を表示することが望ましい。
また、このメダル画像は、遊技点に対応するメダル画像と区別できるように色を変えるな
どすることが望ましい。
【０９４７】
　また、クレジット超過点は、遊技者の操作によって遊技点に変換されるようにすること
が望ましい。たとえば、クレジット超過点に対応するメダル画像に遊技者が触れて遊技点
に変換するような擬似メダル変換操作（たとえば、メダルを押し込むような操作）が検出
されると、メダル画像が消え、クレジット超過点が減算されて遊技点が加算されるものと
する。
【０９４８】
　あるいは、クレジットが上限値未満になれば、自動的にクレジット超過点がクレジット
に変換されるようにしてもよい。
【０９４９】
　遊技者が計数操作を実行すると、遊技点、クレジット、およびクレジット超過点の各々
が計数されて持点に変換される。その結果、遊技者の持点は、「カード持玉数＋遊技点＋
クレジット＋クレジット超過点」と掲載される。なお、“カード持玉数”とは、遊技点に
変換していない変換前の持点（現時点で遊技者が所有している持玉数）である。
【０９５０】
　以上の説明において、持点、遊技点、クレジット、およびクレジット超過点の４種類の
データは、ＣＵとＳ台とでデータのやりとりをすることによって双方で記憶してもよく、
あるいは、持点はＣＵ側のみで、それ以外はＳ台側のみで記憶してもよい。また、クレジ
ット超過点をドル箱表示の対象としてもよい。
【０９５１】
　また、以上の説明では、クレジット超過点を用いる例を説明したが、クレジット超過点
を用いなくてもよい。この場合、クレジットの上限を超えるような場合には、遊技点に加
算するようにしてもよい。
【０９５２】
　（３）　本実施の形態では、カード度数を消費することによって、遊技点が加算される
。あるいは、貯玉（貯メダル）を消費することによって、遊技点が加算される。つまり、
カード度数あるいは貯玉から遊技点に変換される。一方、カード度数および貯玉から持点
（計数玉、計数メダル）には変換されない。しかしながら、カード度数および貯玉から一
旦、持点に変換されるようにしてもよい。
【０９５３】
　（４）　本実施の形態では、計数操作によって、遊技点が持点に変換される。この場合
の変換率は１：１である。しかしながら、変換される場合の変換率を１：１以外としても
よい。たとえば、遊技点１００点を変換した場合、そのうちの３点を差し引いた９７点が
持点に変換されるようにしてもよい。または、持点に対して１０割未満の所定割合を乗じ
て得られた数の遊技玉に変換されるようにしてもよい。
【０９５４】
　（５）　持点を特定可能に記録するための記録媒体は、スマートフォンなどの携帯端末
を利用したものとしてもよい。この場合、ＣＵに携帯端末と通信するための通信部を設け
て、携帯端末を通信部にかざすことによって、携帯端末内に記憶されているＩＤをＣＵが
認識し、後は本実施の形態に記載したような手順で遊技を可能とする。一方、遊技終了時
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には、再度、携帯端末を通信部にかざすことによって、遊技終了時の持点がＩＤを通じて
遊技者の持点に加算されるようにする。
【０９５５】
　（６）　遊技点を計数するための操作手段は、ＣＵ側に設けてもよい。その場合の操作
手段は、タッチパネルに表示されるものとしてもよく、物理的なスイッチで構成してもよ
い。
【０９５６】
　（７）　本実施の形態では、カード返却操作をしたときに、未計数の遊技点が残ってい
るときには、Ｐ台あるいはＣＵ側の表示器にて計数を促すメッセージを表示する。しかし
、このような構成に代えて、カード返却操作をしたときに、未計数の遊技点が残っている
ときには、自動的に計数表示を開始するとともに、Ｐ台あるいはＣＵ側の表示器にて、未
計数の遊技点が残っているために自動計数を開始したこと、あるいは、さらにそれに加え
て、自動計数が完了した後にカードが返却されることを報知してもよい。
【０９５７】
　あるいは、カード返却操作をしたときに、未計数の遊技点が残っているときには、遊技
者が一時的に離席する可能性があると判断し、表示器（ＣＵ側あるいはＰ台側）に、一時
的な離席であるか否かを確認するメッセージを表示してもよい。さらに、表示器をタッチ
パネルで構成し、そのメッセージに対して遊技者が応答入力できるようにしてもよい。さ
らに、その応答入力が遊技終了であれば、計数操作を促すメッセージを表示する。一方、
応答入力が一時離席であれば、ＣＵ側あるいはＰ台側または双方でカードのＩＤを記憶し
た状態のままで一旦、カードを排出するようにしてもよい。その後、同じＩＤのカードが
挿入されたときには、元の状態から遊技を再開させる。
【０９５８】
　（８）　大当り中は、遊技玉数が満タンと判断するための判断基準値を上げてもよい。
つまり、大当り中とそうでないときとで、満タン判断の判断基準値を異ならせてもよい。
これによって、大当り中に遊技玉数が急激に多くなり、すぐに満タン判断がなされて発射
停止してしまうことを防止できる。
【０９５９】
　（９）　大当りが発生したときの遊技玉数を記憶しておき、大当り中は、満タンの判断
基準値を超えた場合であっても、大当りが発生してから増加した遊技玉数が許容値（たと
えば、１０００玉）以内であれば、満タン判定しないものとしてもよい。
【０９６０】
　（１０）　遊技玉を計数するための計数操作手段としては、２回以上の所定回数操作し
たときに、計数機能を発揮するようなものを採用してもよい。これによって、誤操作を防
止できる。また、この場合、１回操作では、計数機能とは異なる他の機能を発揮させるよ
うにしてもよい。たとえば、１回操作をしてから所定時間（たとえば、１秒以内）、操作
が無い場合には、店員を呼び出すためのランプを点灯させるような機能を発揮させ、１操
作から１秒以内に２回目の操作が検出されたときには、計数機能を発揮させることも考え
られる。
【０９６１】
　（１１）　「所定の記録媒体処理操作を検出したときに、前記遊技点を前記持点として
、所定の処理が可能となるように処理する記録媒体処理手段」の「所定の処理」は、たと
えば、ＣＵから排出されたカードを他の遊技機に接続された別のＣＵに挿入して使用する
場合のＣＵの処理（カードで特定可能に記録された持玉を引き落として遊技玉に変換する
処理や持玉共有処理、あるいはワゴンサービス処理等）を意味する。あるいはまた、「所
定の処理」とは、景品交換用の景品交換機でカードを受付けて当該カードで特定される持
点を消費して景品交換を可能とする処理であってもよい。
【０９６２】
　また、上述した「持点として所定の処理が可能となるように処理するための記録媒体処
理操作」とは、たとえば、カードの返却操作である。また、「所定の処理」とは、カード
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の返却操作を検出したときに、ＣＵに挿入されているカードに持点を特定可能に記録し、
当該カードを返却する処理である。ここで、「特定可能に記録」とは、カードに直接、持
点を記録することの他、カードには持点を記録せずにカードのＩＤと持点とをＣＵに接続
されたサーバに送信し、サーバ内でＩＤと持点とを対応付けて記憶するような方式を含む
。
【０９６３】
　（１２）　玉の発射中に計数操作をすると、そのときの遊技玉数が基準値以下の場合に
は、計数操作が無効とされるようにしてもよい。また、玉の発射中に計数操作が検出され
たときの遊技玉数が基準値を超える場合であっても、１回の計数操作で計数される玉数が
所定数に定められている場合において、計数操作が検出されたときの遊技玉数からその所
定数を差し引いた値が前記基準値に満たない場合には、計数操作を無効とするようにして
もよい。
【０９６４】
　また、遊技中であるか否かを玉の発射動作が検出されているか否かで判断してもよく、
遊技中球数（遊技領域２７内で浮遊している浮遊玉）が０になっているか（遊技中でない
）否か（遊技中）で、判断してもよい。さらに、可変表示装置が変動中であるか否か、大
当り中であるか否か、アタッカーが開いているか否か、などで遊技中であるか否かを判定
することも考えられる。
【０９６５】
　さらに、遊技機としてＳ台を適用して遊技中の計数操作を無効とする場合の「遊技中」
とは、たとえば、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが回転開始してから停止するまでの期間である
。あるいは、スタート操作が検出されてからリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止するまでの期
間である。
【０９６６】
　（１３）　図１５を参照して、Ｐ台は、計数された計数玉（持玉）を一時記憶する計数
玉数カウンタを備えているものの、計数玉の累積値を記憶するカウンタを備えていない。
しかしながら、Ｐ台側に、計数玉の累積値を記憶する計数玉累積記憶カウンタを備えても
よい。また、ＣＵ側には、カード持玉（計数玉）を記憶する領域が備えられているが、こ
の領域には、挿入されたカード自体に持玉が記録されていた場合には、そのカード持玉も
含めて現在の遊技者の持玉数が記憶される。このため、この領域のみでは、今回の遊技で
遊技者が計数した計数玉の数を特定できない。そこで、今回の遊技で遊技者が計数した計
数玉の数を記憶する領域をＣＵ側にさらに設けてもよい。ＣＵは、この場合、遊技が開始
してからＰ台から送られてくる計数玉数の情報に基づいて当該領域に持玉を加算し、持玉
が遊技玉に変換されると、当該領域から持玉を減算する。
【０９６７】
　（１４）　図１６の計数操作を促す表示としては、文章にて「遊技玉が残っているので
計数して下さい」という表示であってもよく、あるいは画面上に計数ボタン２８を表示さ
せて点滅するような表示であってもよい。また、カード返却準備状態ＯＮを受けたＰ台２
は、遊技玉数表示器２９の遊技玉を点滅表示させるなどしてもよく、あるいは、遊技玉数
表示器２９を画像表示装置で構成した場合には、上記実施の形態として説明したメッセー
ジを遊技玉数表示器２９に表示して計数操作を促すようにしてもよい。
【０９６８】
　（１５）　計数ボタンを押し続ける時間に応じて、１回の操作で持点変換する遊技点数
が異なるようにするために、たとえば、長押し（たとえば、１秒以上連続操作）のときに
は遊技点のすべてが計数される一方、短押し（たとえば、１秒未満の連続操作）のときに
は、２００玉だけが計数されるようにしてもよい。ただし、この場合には、遊技玉の残数
が少ない場合、たとえば、２００玉未満の場合には、計数ボタンの操作ですべての遊技玉
が計数されるようにするのが望ましい。
【０９６９】
　（１６）　遊技点の残数に応じて、計数ボタンの１回の短押下操作で計数される点数が
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異なるようにする場合、たとえば、次のようにすることが考えられる。たとえば、遊技点
が２００点未満のときには、計数ボタンの１回の短押下操作ですべての遊技点が計数され
るようにする。遊技点が２００以上１０００未満のときには、１回の短押下操作で２００
点が計数されるようにする。遊技点が１０００以上５０００未満のときには、１回の短押
下操作で１０００点が計数されるようにする。遊技点が５０００以上１００００未満のと
きには、１回の短押下操作で２０００点が計数されるようにする。遊技点が１００００以
上のときには、１回の短押下操作で２５００点が計数されるようにする。なお、以上の数
値は具体例であって、適宜、設定できる。
【０９７０】
　（１７）　遊技玉（遊技点）を計数して持点変換する際には、計数表示のみならず、計
数音をスピーカから出力する制御をしてもよい。また、遊技点の計数の際には、玉が１つ
ずつ、玉貯留皿から計数器へと落下していくような画像表示を行なうことが考えられる。
【０９７１】
　（１８）　計数操作に基づいて遊技点を持点に変換する変換表示（遊技玉を計数してい
き、持玉が増えていく様を示す表示）を行なうタイミングと、データ上で遊技点を減算し
、持点を加算する演算を行なうタイミングとは様々なものとすることができる。変換表示
が終わってから、前記演算を実行してもよい。また、そのために、変換表示が終わった後
に遊技機からＣＵに対して計数データが送信されるようにしてもよい。なお、このような
変形例は、持点を遊技点に変換する場合についても同様に適用可能である。
【０９７２】
　（１９）　本実施の形態では、ＣＵと遊技機との間の通信において、ＣＵを一次局、遊
技機を二次局とするコマンド－レスポンス方式が採用されているが、一次局と二次局との
関係を逆にしてもよい。あるいは、このような主従の関係がある通信方式を採用するので
はなく、通信すべき要求が生じたときに双方が相手にデータを送信するような方式を採用
してもよい。
【０９７３】
　（２０）　本実施の形態では、遊技機側およびＣＵ側の双方で遊技玉（遊技点）を記憶
するようにしているが、遊技玉（遊技点）は遊技機側のみで記憶し、ＣＵ側では記憶しな
いようにしてもよい。一方、カード持玉（持点）は、ＣＵ側でのみ記憶しているが、遊技
機側でも記憶するようにしてもよい。特に、遊技玉（遊技点）は遊技機側のみで記憶し、
一方、カード持玉（持点）は、ＣＵ側でのみ記憶するようにして、データの記憶管理の役
割分担を明確にしてもよい。
【０９７４】
　（２１）　表示器５４で行なう計数表示や各種の報知は、同様に表示器３１２で行なう
ようにしてもよい。
【０９７５】
　（２２）　ＣＵ３において、Ｐ台側から送信されてきた加算玉数カウンタの値（加算玉
数）および減算玉数カウンタの値（減算玉数）に基づいて、記憶している遊技玉数を更新
し、Ｐ台側から送信されてきた計数玉数カウンタの値に基づいて記憶している遊技玉数を
減算したときに、遊技玉数の値がマイナスになる場合には、エラー（異常）判定し、エラ
ー処理を行なうようにしてもよい。エラー処理の具体例として、異常報知ランプ等により
エラー報知が行なわれたり、あるいは、ホール用管理コンピュータやホールサーバ８０１
にエラーが発生した旨のエラー通知信号が送信されたりする（この場合、ホール用管理コ
ンピュータやホールサーバ８０１によるエラー報知が行なわれるようにしてもよい）。
【０９７６】
　（２３）　貸出操作あるいは持点（持玉）から遊技点（遊技玉）への変換操作（貸出操
作）が検出された場合、遊技点は、１点ずつカウントアップするようにしてもよいが、遊
技者の待ち時間を短くするために、複数点（たとえば、１００円相当の２５点）ずつカウ
ントアップするように表示してもよい。また、逆に、遊技点の計数操作が実行されたとき
にも、複数点ずつ持点がカウントアップするように表示してもよい。さらに、遊技点ある
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いは持点をカウントアップ表示するときの単位数を複数種類の中から設定できるようにし
てもよい。その設定の際には、Ｐ台あるいはＳ台の表示器のタッチパネルを利用すること
が考えられる。
【０９７７】
　（２４）　打球操作ハンドルにタッチセンサを設けて、遊技者が打球操作ハンドルを握
っていることがタッチセンサによって検出されている間は、計数操作を無効にしてもよい
。計数操作を無効とは、計数操作を検出するが、その検出出力に基づいた計数動作を実行
しないこと、あるいは、計数操作の検出自体をしないことの双方を意味する。または、遊
技者が打球操作ハンドルに触れているだけでは計数操作を無効にせず、打球操作ハンドル
を玉発射の駆動パルスが出力される程度にまで回している場合に、計数操作を無効にして
もよい。
【０９７８】
　これらの場合には、計数操作が検出されると、「ハンドルを放してください」というメ
ッセージを遊技機あるいはＣＵの表示器に表示するようにしてもよい。あるいは、計数操
作ボタンをタッチパネルの画面上のアイコンで表示するようにしたときには、計数操作ボ
タンをグレーアウトして、操作不能であることを遊技者に通知するようにしてもよい。
【０９７９】
　（２５）　玉貸ボタン、カード返却ボタン、再プレイボタン、および計数ボタンのうち
の少なくとも１つ、あるいはすべては、遊技機側に設けてもよく、あるいはＣＵ側に設け
てもよい。また、そのボタンは、タッチパネル式の表示器として説明した遊技機側あるい
はＣＵ側の表示器に表示することが考えられる。
【０９８０】
　（２６）　本実施の形態に係る遊技用システムは、持点を使用した所定の持点使用処理
を実行するための持点使用操作手段を含む。ここで、所定の持点使用処理とは、ワゴンサ
ービスを実行するための処理や、あるいは、持点（持玉）を分割して共有する処理（持点
を他人に分割譲渡する処理）を含む概念である。また、持点使用操作手段は、たとえば、
タッチパネルである。あるいは、持点使用操作手段は、ＣＵ又は遊技機に対して持点使用
処理の実行を指令するために遊技店の係員に与えられるリモコンであってもよい。
【０９８１】
　（２７）　図６～図１６で示したシーケンス制御は、ＣＵ３、Ｐ台２、Ｓ台２Ｓ等の遊
技機器単体内の制御装置間の送受信シーケンスに限定されるものではなく、たとえば、Ｃ
Ｕ３、Ｐ台２、ジェットカウンタ、ＰＯＳ端末等の複数の遊技機器間の送受信シーケンス
に適用してもよい。
【０９８２】
　たとえば、遊技玉の加算要求に関する処理を、ＣＵ制御部３２３とセキュリティチップ
（ＳＣ）３２５ｂとの間に適用した場合には、遊技玉の加算要求電文をＣＵ制御部３２３
が送信し、これに対する承諾または拒否電文をＳＣ３２５ｂがＰ台２側の応答に基づいて
通信制御ＩＣ３２５ａ経由で返信する。
【０９８３】
　遊技玉の加算要求に関する処理を、セキュリティチップ（ＳＣ）３２５ｂと通信制御Ｉ
Ｃ３２５ａとの間に適用した場合には、遊技玉の加算要求電文をＣＵ制御部３２３経由で
セキュリティチップ（ＳＣ）３２５ｂが送信し、これに対する承諾または拒否電文を通信
制御ＩＣ３２５ａがＰ台２側の応答に基づいて返信する。
【０９８４】
　計数要求に関する処理を、ＣＵ制御部３２３とセキュリティチップ（ＳＣ）３２５ｂと
の間に適用した場合には、計数要求電文をＳＣ３２５ｂがＰ台２側の要求に基づいて通信
制御ＩＣ３２５ａ経由でＣＵ制御部３２３に送信し、これに対する承諾または拒否電文を
ＣＵ制御部３２３が返信する。
【０９８５】
　計数要求に関する処理を、セキュリティチップ（ＳＣ）３２５ｂと通信制御ＩＣ３２５
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ａとの間に適用した場合には、計数要求電文を通信制御ＩＣ３２５ａがＰ台２側の要求に
基づいて送信し、これに対する承諾または拒否電文をセキュリティチップ（ＳＣ）３２５
ｂがＣＵ制御部３２３の指示に基づいて返信する。
【０９８６】
　（２８）　前述の実施の形態では、カードＩＤにより遊技者の同一性の判別を行なって
いるが、それに代えてまたはそれに加えて、遊技者の指紋や網膜等のバイオマスにより遊
技者の同一性の判別を行なってもよい。
【０９８７】
　（２９）　前述の実施の形態では、カードＩＤと挿入時刻とが一致することを条件に遊
技機から送信された得点をＣＵが現時点での得点として記憶しているが、遊技機とＣＵ３
との通信が途絶えてから所定時間（たとえば２０分）が経過するまでに通信が開始された
ことを更なる条件として、遊技機から送信された得点をＣＵが現時点での得点として記憶
するように制御してもよい。具体的には、遊技機とＣＵ３との通信が途絶えてから所定時
間（たとえば２０分）を計時するタイマをＣＵ制御部３２３に設け、遊技機とＣＵ３との
通信の開始時（復旧時）に該タイマが未だ計時中（タイムアップしていない状態）である
か否か判定し、計時中との判定結果であることを更なる条件として、遊技機から送信され
た得点をＣＵが現時点での得点として記憶するように制御する。
【０９８８】
　また、挿入時刻の代わりに、ＣＵ３とＰ台２との間で用いられた最終通番等の一致を条
件に遊技機から送信された得点をＣＵが現時点での得点として記憶するようにしてもよい
。
【０９８９】
　（３０）　前述の実施の形態では、入賞の発生により直接遊技玉数や遊技点を加算する
ものを示したが、その代わりに、入賞の発生により持点を加算し、その加算された持点を
引落して遊技玉数や遊技点を加算するように制御してもよい。
【０９９０】
　（３１）　前述の実施の形態では、遊技者所有の有価価値（プリペイド残額、持玉、貯
玉）の範囲内で価値を引落して該引落し相当分の遊技点を加算するにおいて、引落した価
値と同じ価値の遊技点を加算するものを示したが、その代わりに、たとえば、実際に引落
した価値に対し消費税相当額分少ない遊技点を加算するように制御してもよい。
【０９９１】
　（３２）　本実施の形態では、遊技場から離れた鍵管理センタに鍵管理サーバを設置し
た。しかしながら、鍵管理サーバは遊技場内に設置してもよい。これにより、遊技場外に
鍵管理サーバを設置する場合と比較すると、ＣＵと鍵管理サーバとの通信を高速化し易く
、また、通信障害の発生率を低減できる。
【０９９２】
　（３３）　ＣＵ制御部３２３は、ホールサーバ８０１を介して鍵管理サーバ８００から
基板セキュリティ情報（基板認証鍵や更新情報を含む）を受信する。しかしながら、これ
に代えて、鍵管理サーバ８００とＣＵ制御部３２３との間にホールサーバ８０１を介する
ことなく、鍵管理サーバ８００からＣＵ制御部３２３へ基板セキュリティ情報が送信され
る構成とてもよい。たとえば、鍵管理サーバ８００とＣＵとを直接、回線接続することや
、鍵管理サーバ８００と各ＣＵとの間にホールサーバ８０１と異なる中継用の通信装置を
設けることが考えられる。
【０９９３】
　（３４）　前述の実施の形態では、遊技の中断操作（簡易離席操作または食事休憩操作
）に基づいて自動的に計数処理された計数玉数を一旦、持玉に加算してカードに書込み排
出することで、中断処理を行ない、その後、遊技を中断した遊技者が戻ってきて、そのカ
ードを再度元のＣＵ３に挿入し、持玉を遊技玉に変換する操作により、１２５玉ずつ遊技
玉に変換されて遊技が可能になるものを示した。しかし、それに代えて、中断操作時に自
動計数された計数玉を遊技玉や持玉とは別の預かり玉（Ｃ－ＩＤと挿入時刻も記憶）とし
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てＣＵ３が記憶し、持玉加算せず、持玉を記録させることなくカードを排出することで中
断処理を行ない。その排出カードが再挿入されると、預かり玉がすべて一括で自動的にＰ
台の遊技玉に変換されて遊技可能となるように制御してもよい。あるいは、この場合の預
かり玉は、中断操作に基づいてＰ台からＣＵへと送信され、ＣＵ側またはホールサーバ側
で記憶しておき、カードが再度挿入されたときにＣＵまたはホールサーバから自動的にＰ
台側へ預かり玉の情報が送信されて遊技玉としてＰ台側に記憶されるものとしてもよい。
また、この場合に預かり玉の情報を送信する際には、遊技玉の加算指令としてＣＵからＰ
台に送信してやればよい。
【０９９４】
　さらに、上記実施の形態では、中断操作に基づいて自動的に計数処理された計数玉数を
一旦、持玉に加算してカードに書込んで排出したとき、そのカードに中断中フラグを記録
しておくことによって、そのカードでは景品交換できないようにした。このように景品交
換を禁止する手法としては、カードの中断中フラグを利用する以外の次のような手法を採
用することも考えられる。
【０９９５】
　まず、中断操作が行なわれたときに、ＣＵからホールサーバにその情報（カードＩＤを
含む）を送信し、ホールサーバ側で中断中の遊技者のカードを中断カードとして記憶する
。景品交換時にはＰＯＳなどからホールサーバに問合せをし、景品交換に用いられている
カードが中断カードであるか否かをホールサーバが判定する。あるいは、全中断カード情
報を予めホールサーバからＰＯＳ側に送信しておいてもよい。その上で、景品交換に用い
られているカードが中断カードであれば、当該カードを用いた景品交換を禁止する。
【０９９６】
　（３５）　上記実施の形態において、遊技機は、「全遊技点に対する変換処理が終了し
たことを条件に（遊技点＝０）、前記遊技点を前記持点として遊技用装置（ＣＵ）が所定
の処理（景品交換機でカードを受付けて当該カードで特定される持点を消費して景品交換
を可能とする処理、ＣＵから排出されたカードを他の遊技機に接続された別のＣＵに挿入
して使用する場合のＣＵの処理）をするための記録媒体処理操作（カード返却操作（カー
ド返却ボタン３２２の操作））を有効化する有効化手段」を含む。
【０９９７】
　（３６）　本実施の形態では、遊技情報の一例として、持玉、遊技玉、カードの残額、
貯玉、その他、玉数情報や遊技台情報を挙げて説明した。しかしながら、遊技情報は、遊
技機での遊技に関連したその他の情報をも含む。たとえば、遊技者が選択あるいはカスタ
マイズした遊技者の好みのキャラクタを可変表示装置２７８や表示器５４などの可変表示
手段（可変表示装置）に表示可能にした場合には、そのキャラクタを特定可能な情報も遊
技情報に含まれる。このような遊技者の嗜好に合うキャラクタを含む画面デザインの情報
は、たとえば、遊技者のカードＩＤと対応付けて遊技の終了時にサーバに送信して記憶さ
せ、新たに遊技を開始する際にはサーバからＣＵあるいはＰ台へダウンロードするように
してもよい。
【０９９８】
　（３７）　遊技玉数表示器２９では、玉の発射または計数動作に連動して玉数が１つず
つ減っていく表示がなされる。また、遊技玉数表示器２９では、玉貸操作等に応じて玉数
が１つずつあるいは所定単位数ずつ増加する表示がなされる。遊技玉数表示器２９を液晶
表示装置などの画像表示器で構成した場合には、単に遊技玉数をデジタル表示するのでは
なく、遊技玉数の変化が弾球によるものであるのか、計数によるものであるのか、入賞の
発生によるものであるのか、貯玉の引き落としによるものであるのか、貸出操作によるも
のであるか、など、その種類に応じた画像を遊技玉数の表示更新と併せて表示するように
してもよい。
【０９９９】
　また、計数操作が行われた場合、遊技玉数表示器２９では、計数動作に連動した計数表
示が行われるが、遊技玉数表示器２９を液晶表示装置などの画像表示器で構成した場合に
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は、表示器５４と同様に、遊技玉が計数されてその数が減少する一方で、持玉が増加する
画像表示を行なうようにしてもよい。この場合、先の表示器５４の表示の変形例として説
明したように、遊技玉数のデータが持玉数のデータに経時的に変換されていく表示（たと
えば、棒グラフの表示）や、現在の遊技玉数のデータと持玉数のデータをそのままデジタ
ル表示し、遊技玉数を減少させつつ持玉数を増加させたり、遊技玉数の一部を持玉数に移
動させる表示を繰り返したりすることが考えられる。
【１０００】
　（３８）　図１６に示したように、上記の実施の形態では、遊技玉が残っている状態で
検出されたカード返却操作は、所定の待機期間で計数操作が検出されることによって、計
数処理完了後に有効化されてカード返却処理に移行する。
【１００１】
　一方、待機期間が経過しても計数操作が検出されない場合の処理としては、たとえば、
先のカード返却操作を無効とすることが考えられる。この場合、ＣＵ３あるいはＰ台２側
の表示器には待機期間が経過しても計数操作が検出されないため、カード返却操作が無効
化された旨を表示してもよい。
【１００２】
　あるいは、遊技玉が残っている状態で検出されたカード返却操作は、所定の待機期間で
計数操作が検出されるか否かに関わらず、無効化してもよい。この場合には、カード返却
操作が検出された後の計数操作に応じて全遊技玉を計数し終えた後、再度、カード返却操
作を実行することによってカード返却処理を実行するものとしてもよい。あるいは、全遊
技玉の計数を終えたとき、または、その前後で、カード返却操作を促す表示をＣＵ３ある
いはＰ台２側の表示器で行なうようにしてもよい。
【１００３】
　また、本実施の形態では、カード返却操作が検出されたときに遊技玉が１点でも残って
いると、図１６に示した処理が実行される。しかしながら、カード返却操作が検出された
ときに残っている遊技玉の数が２以上の予め定めた数であるときに、図１６に示した処理
が実行されるようにしてもよい。
【１００４】
　また、カード返却操作が検出された後の計数操作では遊技玉の計数表示速度を通常時よ
りも早くしてもよい。たとえば、通常の計数操作では遊技玉が１つずつ計数される表示を
する一方、カード返却操作が検出された後の計数操作では、遊技玉が複数ずつまとめて計
数される表示、あるいは、全遊技玉が一括して計数される表示をするようにすることが考
えられる。
【１００５】
　さらに、カード返却操作が検出された後の計数操作では全遊技玉が計数対象とされるの
ではなく、通常の計数操作のときよりも多い数の所定数の遊技玉が計数対象とされるもの
としてもよい。たとえば、通常時には１回の計数操作で最大１００点の遊技玉が計数対象
とされるが、カード返却操作が検出された後の計数操作では、それよりも多い２００点の
遊技玉が計数対象とされるようにしてもよい。この場合でも、事前にカード返却操作があ
った場合にはカード返却操作がなかった場合に比べると、全遊技玉を計数するための計数
操作回数が減り、早期に全遊技玉を計数完了させることができる。
【１００６】
　また、遊技玉が残っている状態でカード返却操作が検出された場合には、計数操作の検
出がなくても、全遊技玉の計数を開始させ、その後にカード返却処理に移行するようにし
てもよい。この場合、全遊技玉の計数を開始させるときに、全遊技玉の計数を開始させる
旨をＰ台２あるいはＣＵ３で表示してもよい。あるいは、全遊技玉の計数を開始させても
よいか否かを確認するメッセージを表示し、所定操作（たとえば、Ｐ台２あるいはＣＵ３
のタッチパネルでの操作、再度のカード返却操作など）が検出されたことを条件として、
全遊技玉の計数を開始させるようにしてもよい。
【１００７】
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　また、遊技中（玉の発射中）の場合に検出されたカード返却操作を無効にしてもよいが
、カード返却操作を無効にするのではなく、Ｐ台側の方で遊技中の計数操作に基づいた計
数の処理を無効にしてもよい。
【１００８】
　さらに、上記実施の形態では、カード返却操作が検出されたときに遊技玉数が０である
か否かをＣＵ３が判定している。しかしながら、このような判定をＰ台２が行なうように
してもよい。この場合、たとえば、カード返却操作が検出されたときに、カード返却操作
有を示すデータをＣＵ３からＰ台２へ送信し、それを受けたＰ台２が自ら記憶している遊
技玉数が０であるか否かを判定する。０であれば、遊技玉数が０であることまたはカード
返却を許可するデータをＣＵ３へ送信する一方、０でなければ、遊技玉数が０でないこと
またはカード返却の待機あるいはカード返却の禁止を示すデータをＣＵ３へ送信する。
【１００９】
　また、上記実施の形態では、計数ボタンの操作が検出されたときに、その操作の検出前
にカード返却操作が検出されているか否かをＰ台２が判定する。しかしながら、このよう
な判定手段をＣＵ３が備えるようにしてもよい。この場合、たとえば、Ｐ台２は、計数ボ
タンの操作が検出されたときに、その旨を示すデータをＣＵ３へ送信する。それを受けた
ＣＵ３は、そのデータを受信する前の所定期間内にカード返却操作があったか否かを判定
するようにすることが考えられる。
【１０１０】
　また、上記の実施の形態では、計数操作をＰ台２が検出する一方、カード返却操作をＣ
Ｕ３が検出するが、計数操作をＣＵ３が検出する一方、カード返却操作をＰ台２が検出す
る構成としてもよく、両操作共にＰ台２あるいはＣＵ３が検出する構成としてもよい。ま
た、計数ボタンおよびカードカード返却ボタンの取り付け位置は、双方共にＣＵ３として
もＰ台２としてもよく、一方がＣＵ３またはＰ台２としてもよい。
【１０１１】
　（３９）　持玉または遊技玉の数の変化の有無をＣＵまたはＰ台でチェックし、所定期
間、持玉または遊技玉の数が変化しない場合には、ＣＵまたはＰ台でその旨を報知するよ
うにしてもよい。あるいは、報知のための信号を外部装置（ホールコンピュータ、Ｐ台上
の呼び出しランプ）に出力してもよい。これにより、たとえば、残り僅かな玉が放置され
たままで遊技放棄された台を店員が把握しやすくする。
【１０１２】
　（４０）　あるいは、カードがＣＵに挿入されていないにも関わらず、遊技者の遊技玉
が変化した場合には、ＣＵまたはＰ台でその旨を報知するようにしてもよい。あるいは、
報知のための信号を外部装置（ホールコンピュータ、Ｐ台上の呼び出しランプ）に出力し
てもよい。これにより、たとえば、遊技を終えてカードを排出した後に、遊技盤に引っ掛
かっていた玉が入賞して遊技玉が払い出されたまま放置されているような台を店員が把握
しやすくする。
【１０１３】
　（４１）　本実施の形態において、ＣＵ３はＰ台２からの前回遊技台情報と最新遊技台
情報とを自ら記憶しているデータと比較判定して、Ｐ台２側のデータに不正水増しのない
ことを確認してデータを補正する。仮に、ＣＵ３側でエラー判定されると、このような状
況は、単にＣＵ３の交換が要因（交換後のＣＵ３には比較対象の正規のデータが記憶され
ていない）であって、不正行為に基づくものではない可能性もあるため、ホールの店員が
確認の上で、リモコン等の携帯型端末装置でエラーを解除する。ただし、このように、Ｃ
Ｕ３が新たなものに交換されていたときには、当該ＣＵ３は上記のエラー判定を一切しな
いようにしてもよい。また、あるいは、ＣＵ３には、交換されたものであるか否かに関わ
らず、上記のエラー判定機能を設けないようにしてもよい。
【１０１４】
　（４２）　本実施の形態において、遊技者所有の有価価値を特定可能な記録媒体である
カードを、遊技開始時にカード挿入／排出口３０９に挿入し、遊技終了後にカード挿入／
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排出口３０９から抜き取る構成について説明した。しかし、本発明はこれに限られず、カ
ードを、遊技開始時にカード読み取り部に載置し、遊技終了後にカード読み取り部から外
す構成であってもよい。つまり、遊技者所有の有価価値を特定可能な記録媒体を受付ける
記録媒体受付手段に対して、遊技開始時に記録媒体受付手段に取り付け、遊技終了後に記
録媒体受付手段から取り外す構成であればよい。
【１０１５】
　（４３）　本実施の形態において、ＣＵ３は、Ｐ台２に対してカード抜き取り待ち中の
情報を通知し、当該情報の通知を受けたＰ台２が「カード抜き取って下さい」と可変表示
装置２７８に表示するなど、カードの抜き取りの報知を行なう構成について説明した。し
かし、本発明はこれに限られず、ＣＵ３は、Ｐ台２に対してカード抜き取り待ち中の情報
を通知しつつ、表示器５４および／または表示器３１２に「カード抜き取って下さい」と
表示するように制御してＣＵ側でカードの抜き取りの報知を行なう構成であってもよい。
【１０１６】
　（４４）　本実施の形態において、Ｐ台２は、カード抜き取り待ち中＝ＯＮを含む状態
情報要求のコマンドを受取ってから、カード抜き取り待ち中＝ＯＦＦを含む状態情報要求
のコマンドを受取るまでカードの抜き取りの報知を継続する構成について説明した。しか
し、本発明はこれに限られず、Ｐ台２は、カード抜き取り待ち中＝ＯＮを含む状態情報要
求のコマンドを受取ってから、一定期間カードの抜き取りの報知を行なっても、カード抜
き取り待ち中＝ＯＮを含む状態情報要求のコマンドを受取ってから、カード抜き取り待ち
中＝ＯＦＦを含む状態情報要求のコマンドを受取るまでの間、カードの抜き取りの報知を
間欠的に行なってもよい。
【１０１７】
　（４５）　本実施の形態において、Ｐ台２は、カードを受付けたとき、および通信復旧
したときに、ＣＵ３のセキュリティ基板３２５から通知された「店舗コード」および「Ｓ
Ｃ基板ＩＤ」と、Ｐ台２で保持している「店舗コード」および「ＳＣ基板ＩＤ」との一致
判定を行ない、一致している場合にはリカバリ処理を行ない、不一致の場合、遊技の継続
を禁止する構成について説明した。しかし、本発明はこれに限られず、Ｐ台２は、ＣＵ３
のセキュリティ基板３２５から通知された「店舗コード」と、Ｐ台２で保持している「店
舗コード」との一致判定を行なう、またはＣＵ３のセキュリティ基板３２５から通知され
た「ＳＣ基板ＩＤ」と、Ｐ台２で保持している「ＳＣ基板ＩＤ」との一致判定を行ない、
一致している場合にはリカバリ処理を行ない、不一致の場合、遊技の継続を禁止する構成
であってもよい。
【１０１８】
　（４６）　本実施の形態の表示器５４において、現在遊技している関連会員遊技者のア
バターが表示され、それぞれの関連会員遊技者の遊技状況（たとえば、大当り、出玉○○
○発、○○○ハマりなどの状況など）を、管理サーバ１４０または会員管理コンピュータ
１２０から遊技履歴などの遊技情報を定期的に受信して表示する構成（フレンド機能）に
ついて説明した。しかし、本発明はこれに限られず、管理サーバ１４０または会員管理コ
ンピュータ１２０が、リアルタイムで収集している遊技履歴などの遊技情報を、遊技者の
ＣＵ３に逐次送信して関連会員遊技者の遊技状況を遊技者の表示器５４にリアルタイムで
表示させてもよい。もちろん、管理サーバ１４０または会員管理コンピュータ１２０を経
由せず、関連会員遊技者の遊技状況を遊技者のＣＵ３で直接収集して、リアルタイムに表
示器５４に表示する構成でもよい。
【１０１９】
　（４７）　本実施の形態において、関連会員遊技者のアバターと通信するチャット機能
は、予め登録してある言葉（定型文）などの文字のみを使用して通信を行なう構成につい
て説明した。しかし、本発明はこれに限られず、関連会員遊技者のアバターと通信するチ
ャット機能に、文字以外の絵などのスタンプを使用して通信を行なう構成であってもよい
。また、通信は、遊技者と関連会員遊技者との二者間に限定されるものではなく、遊技者
と三者以上の複数の関連会員遊技者間で行なってもよい。
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【１０２０】
　（４８）　本実施の形態において説明したフレンド機能は、原則、所定の範囲で現在遊
技しているすべての関連会員遊技者のアバターを表示器５４に表示する構成であると説明
した。しかし、本発明はこれに限られず、他の遊技者に自身のアバターを表示させたくな
い場合に自身のアバターを非表示設定とすることが可能な構成であってもよい。また、自
身のアバターを非表示設定する場合、他のすべての遊技者に対して非表示設定するのでな
く、特定の他の遊技者に対してのみ非表示設定することもできる。
【１０２１】
　（４９）　本実施の形態において説明したフレンド機能は、管理サーバ１４０の会員属
性情報に登録された関連会員のアバター（遊技者のフレンド）のみを表示器５４に表示す
る構成であると説明した。しかし、本発明はこれに限られず、管理サーバ１４０の会員属
性情報に登録した関連会員が、それぞれ会員属性情報に登録している関連会員のアバター
（遊技者のフフレンドのフレンド）までを表示器５４に表示してもよい。また、フレンド
機能は、管理サーバ１４０の会員属性情報に登録された関連会員遊技者のアバターのみを
表示するのではなく、管理サーバ１４０が自身の会員属性情報に関連する会員遊技者（た
とえば、同年代の会員遊技者や、同郷の会員遊技者など）を検索して、当該会員遊技者の
アバターを表示器５４に表示してもよい。前述のようにフレンド機能を追加することで、
新たなフレンドを容易に見つけることができる。
【１０２２】
　（５０）　遊技者の一連の操作の流れを妨げないために、各種操作を受け付けるための
各種ボタンに被らないように広告表示領域を設定する場合について説明したが、これに限
られない。たとえば、広告を半透明で表示することで各種ボタンを視認可能にして遊技者
の一連の操作を妨げないようにしてもよい。
【１０２３】
　（５１）　カメラを用いて遊技者の年齢および性別を推定する場合について説明したが
、これに限られない。たとえば、ＣＵ３は、遊技者を予め撮像して得られた遊技者の特徴
量と、遊技者からの入力により得られた遊技者の年齢および性別とを関連付けてＲＯＭな
どのメモリに記憶しておいてもよい。この場合には、ＣＵ３は、遊技者の特徴量と予めメ
モリに記憶された遊技者の特徴量とを比較することで、遊技者の年齢および性別を特定す
ることができる。
【１０２４】
　（５２）　本実施の形態において説明したメッセージ画面枠では、所定の操作を行なっ
た場合に、変化する項目を表示する場合（たとえば、「入金操作」を受け付けた場合であ
れば「残額」および「電子マネー残額」、球貸し操作を受け付けた場合であれば「残額」
および「遊技玉数」を表示）について説明したが、これに限られない。具体的には、変化
しない項目を含んでいてもよく、たとえば、変化の有無にかかわらず、残額、電子マネー
残額、払出玉数、持玉数、遊技玉数、貯玉数などを全て表示する場合であってもよい。
【１０２５】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【１０２６】
　２　パチンコ機、２Ｓ　スロットマシン、３　カードユニット、１６　主制御基板、１
７　払出制御基板、２６　遊技盤、５４，３１２　表示器、３０９　カード挿入／排出口
、３２０　ＩＲ受光ユニット、１６１　主制御部、３２５　表示制御部、１７１　払出制
御部、３２３　ＣＵ制御部。
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