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(57)【要約】
【課題】基板ケースの一部をくり抜いてＲＯＭを交換す
るゴト行為の実行を困難にすることによりそのようなゴ
ト行為の発生を効果的に防止できる遊技機を提供する。
【解決手段】抜き差し可能なＲＯＭ４２ａを含む電子部
品４２が搭載された基板１３と、この基板１３を格納し
た状態で封止可能な基板ケース１４とを備えた遊技機で
、基板ケース１４におけるＲＯＭ４２ａの対向面６６に
、ＲＯＭ４２ａに対してＲＯＭ４２ａを抜き取り不可能
な隙間を挟んで近接するＲＯＭ用凹部７１と、対向面６
６を取り囲む側壁６７とＲＯＭ用凹部７１との間を連結
するリブ７４ａ～７４ｊとを一体に設けたものである。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
抜き差し可能なＲＯＭ（４２ａ）を含む電子部品（４２）が搭載された基板（１３）と、
該基板（１３）を格納した状態で封止可能な基板ケース（１４）とを備えた遊技機におい
て、前記基板ケース（１４）における前記ＲＯＭ（４２ａ）の対向面（６６）に、前記Ｒ
ＯＭ（４２ａ）に対して該ＲＯＭ（４２ａ）を抜き取り不可能な隙間を挟んで近接する抜
き取り阻止部（７１）（７４′）と、前記対向面（６６）を取り囲む側壁（６７）と前記
抜き取り阻止部（７１）（７４′）との間を連結するリブ（７４ａ）～（７４ｊ）とを一
体に設けたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
前記抜き取り阻止部（７１）を、前記対向面（６６）から前記ＲＯＭ（４２ａ）側に向け
て凹入状に設け、その抜き取り阻止部（７１）の底壁（７２）の大きさを前記ＲＯＭ（４
２ａ）の外形よりも小さくしたことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
前記リブ（７４ａ）～（７４ｊ）を前記側壁（６７）から少なくとも前記ＲＯＭ（４２ａ
）に対向する位置まで配設し、そのリブ（７４ａ）～（７４ｊ）における前記ＲＯＭ（４
２ａ）に対向する部分を前記抜き取り阻止部（７４′）としたことを特徴とする請求項１
に記載の遊技機。
【請求項４】
前記側壁（６７）の一部と共に前記抜き取り阻止部（７１）（７４′）を取り囲むように
中間リブ（７４ｉ）（７４ｊ）を設け、前記側壁（６７）及び前記中間リブ（７４ｉ）（
７４ｊ）と前記抜き取り阻止部（７１）（７４′）との間を連結するように連結リブ（７
４ａ）～（７４ｈ）を設けたことを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の遊技機。
【請求項５】
前記リブ（７４ａ）～（７４ｊ）のうちの少なくとも１つ及び／又は前記ＲＯＭ（４２ａ
）の対向面（６６）に沿って金属板を装着したことを特徴とする請求項１～４の何れかに
記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシン、パチンコ機等の遊技機に係り、詳しくは、ＲＯＭを含む電
子部品が搭載された基板と、該基板を格納した状態で封止可能な基板ケースとを備えた遊
技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　スロットマシン等の遊技機では、各種制御基板等が基板ケースに格納された状態で本体
内部に装着されている。一般的な基板ケースは、ケース本体とケース蓋体とを開閉可能に
組み合わせることにより略箱形となるように構成されている。
【０００３】
　また、例えば主制御基板を格納する主制御基板ケース等については、基板に対する不正
防止のため、ケース本体とケース蓋体とを閉鎖状態で現状復帰不能に封止する封止手段が
設けられており、一旦基板を格納したまま封止すると、その一部を損壊して開封の痕跡を
残さない限り、基板ケースを開いて内部の基板を取り出すことはできないようになってい
る。
【０００４】
　しかしながら、このような封止手段を備えた基板ケースに格納された基板に対しても、
例えば基板ケースを開封することなく、基板ケースの隙間等を介して内部のＲＯＭのみを
交換するといったゴト行為が発生している。
【０００５】
　これに対し、例えば特許文献１に記載の発明では、ケース蓋体におけるＲＯＭの直上位
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置にそのＲＯＭ側に向けて突出部を形成し、その突出部とＲＯＭとの隙間を、ＲＯＭを抜
き取ることができない程度としており、これによって基板ケースを封止したままでＲＯＭ
の交換を行う上記のようなゴト行為を防止できるとしている。
【特許文献１】特許第３６７７７１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　最近、基板ケースにおけるＲＯＭの直上部をくり抜いて開口部を形成し、その開口部を
介してＲＯＭを不正ＲＯＭに交換した後、その開口部を偽物の貼付紙で塞いでカモフラー
ジュするというゴト行為が新たに確認されている。
【０００７】
　このようなゴト行為によれば、特許文献１に記載されたような対策を講じた場合でも、
突出部を含む範囲をくり抜くことにより容易に不正行為が行われてしまうという問題点が
あった。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、基板ケー
スの一部をくり抜いてＲＯＭを交換するゴト行為の実行を困難にすることによりそのよう
なゴト行為の発生を効果的に防止できる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、抜き差し可能なＲＯＭ４２ａを含む電子部品４２が搭載された基板１３と、
該基板１３を格納した状態で封止可能な基板ケース１４とを備えた遊技機において、前記
基板ケース１４における前記ＲＯＭ４２ａの対向面６６に、前記ＲＯＭ４２ａに対して該
ＲＯＭ４２ａを抜き取り不可能な隙間を挟んで近接する抜き取り阻止部７１，７４′と、
前記対向面６６を取り囲む側壁６７と前記抜き取り阻止部７１，７４′との間を連結する
リブ７４ａ～７４ｊとを一体に設けたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　以上のように構成された本発明の遊技機では、例えば抜き取り阻止部７１，７４′を含
む範囲で基板ケース１４の対向面６６をくり抜こうとしても、リブ７４ａ～７４ｊが障害
となって少なくとも短時間ではくり抜くことができない。また、例えば抜き取り阻止部７
１，７４′やリブ７４ａ～７４ｊが設けられていない部分をくり抜いたとしても、抜き取
り阻止部７１，７４′がＲＯＭ４２ａに近接しているためにＲＯＭ４２ａを抜き取ること
はできない。
【００１１】
　このように、本発明によれば、主制御基板ケース１４の一部をくり抜いてＲＯＭ４２ａ
を交換するゴト行為の実行を困難にしてそのようなゴト行為の発生を効果的に防止できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図８は本発明をスロットマ
シンとして具現化した第１の実施形態を例示している。図１及び図２において、１は遊技
機本体を構成する筐体であり、本体ケース２と、この本体ケース２の前側に配置された矩
形状の前面パネル３とを備えている。
【００１３】
　本体ケース２は例えば木製で、左右一対の側板４ａ，４ｂと、それら側板４ａ，４ｂの
上下両端側を左右に連結する上板５及び底板６と、背面側を略塞ぐ背板７とにより、前側
が開放する箱形に形成されており、その前側を開閉自在に閉鎖するように前面パネル３が
装着されている。
【００１４】
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　本体ケース２内には、図２に示すように、複数個の図柄表示リール８ａ～８ｃが左右方
向に配列された表示リールユニット９の他、メダル払い出し装置１０、メダル補助ケース
１１、電源基板が格納された電源基板ケース１２、主制御基板１３が格納された主制御基
板ケース１４等が配置されている。表示リールユニット９は、左右の側板４ａ，４ｂ間に
架設された中間棚１５上に着脱自在に装着されている。
【００１５】
　メダル払い出し装置１０は、払い出し用のメダルを貯留するメダルホッパー１６、メダ
ルホッパー１６内のメダルを払い出すメダル払い出し手段１７、メダルホッパー１６から
溢れたメダルをメダル補助ケース１１側に排出する余剰メダル排出口１８等を備え、底板
６上に着脱自在に装着されている。メダル補助ケース１１は側板４ｂに近接して底板６上
に装着され、電源基板ケース１２はメダル補助ケース１１と反対側で側板４ａの下部側に
装着されている。
【００１６】
　前面パネル３は左右一端側、例えば左側に配置されたヒンジ手段（図示省略）を介して
本体ケース２に対して開閉自在に装着されており、その上部側には第１表示窓２３と第２
表示窓２４とが上下に配置されている。第１表示窓２３は、本体ケース２側の図柄表示リ
ール８ａ～８ｃに対応して矩形状に形成されており、遊技者はこの第１表示窓２３を介し
て図柄表示リール８ａ～８ｃを前側から視認可能となっている。
【００１７】
　第２表示窓２４は、前面パネル３の裏側に装着された液晶表示ユニット（図示省略）の
表示画面２５に対応して、第１表示窓２３よりも大型の矩形状に形成されており、遊技者
はこの第２表示窓２４を介して表示画面２５を前側から視認可能となっている。
【００１８】
　また第２表示窓２４の下側には、横長状の操作パネル部２６が設けられている。この操
作パネル部２６の上面側には、遊技媒体としてのメダルを投入可能なメダル投入口２７の
他、１ベットボタン２８、マックスベットボタン２９及びキャンセルボタン３０が設けら
れている。１ベットボタン２８、マックスベットボタン２９は、メダル投入口２７へのメ
ダル投入に代えてクレジットからメダルをベットするためのものである。
【００１９】
　また操作パネル部２６の前面側には、図柄表示リール８ａ～８ｃの回転を開始させるた
めのスタートレバー３１、回転中の図柄表示リール８ａ～８ｃを夫々個別に停止させるた
めのストップボタン３２ａ～３２ｃ、メダル投入口２７内に詰まったメダルを返却させる
ための返却ボタン３３等が設けられている。
【００２０】
　前面パネル３の下端部前側には、メダル払い出し手段１７により払い出されたメダルや
返却されたメダルを前側に排出するための排出口３４が設けられ、その前側に、排出口３
４から排出されたメダルを受けるメダル受け皿３５が横長状に配置されている。
【００２１】
　続いて、主制御基板１３及び主制御基板ケース１４の構成について詳細に説明する。主
制御基板１３は、図３～図５に示すように例えば矩形状に形成されており、その表面側に
は、外縁部近傍に複数のコネクタ４１が配設される他、各種電子部品４２が多数装着され
ている。
【００２２】
　主制御基板ケース（基板ケース）１４は、図３～図５に示すように、例えば本体ケース
２を構成する背板７の前面側にネジ止め等により固定された取り付け台５１に、左右方向
の一端側に配置された係合手段５２と、他端側に配置された第１封止手段５３とを介して
着脱自在に装着されている。主制御基板ケース１４、取り付け台５１は、共に横長矩形状
に構成されている。
【００２３】
　取り付け台５１の外周には、前側から着脱自在に嵌合する主制御基板ケース１４を外周
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から囲繞する囲繞壁５０が形成され、その囲繞壁５０の内側の複数箇所においてネジ等の
固定具により本体ケース２の背板７に対して着脱自在に固定されている。囲繞壁５０は係
合手段５２側の一辺が凸状等の幅の広い広幅壁５０ａにより構成され、他の３辺が板状壁
に構成されている。
【００２４】
　係合手段５２は主制御基板ケース１４を取り付け台５１の広幅壁５０ａ側に係脱自在に
係合するためのもので、取り付け台５１の広幅壁５０ａに形成された上下一対の係合凹部
５２ａと、主制御基板ケース１４の側壁から左右方向の外側に突出して形成され且つ係合
凹部５２ａに内側から係脱自在に係合する係合突部５２ｂとを備えている。
【００２５】
　そして、その係合手段５２とは反対側の端部に設けられた第１封止手段５３は、第２ケ
ース体５５側の封止部５３ａと、取り付け台５１側の離脱防止部５３ｂとで構成されてお
り、封止部５３ａ内に収容されている図外の封止ピンを離脱防止部５３ｂ側に離脱不能に
係合させることにより主制御基板ケース１４を取り付け台５１に対して分離不能に封止可
能となっている。なお、主制御基板ケース１４を取り付け台５１から分離する際には、複
数（４個）の第１封止手段５３のうち、封止状態にある第１封止手段５３に対応する損壊
部５３ｃを切断する必要がある。
【００２６】
　主制御基板ケース１４は、主制御基板１３を表裏両側から挟み込んで保持する第１ケー
ス体５４及び第２ケース体５５と、左右方向の一端側で両ケース体５４，５５を係脱、開
閉自在に結合するヒンジ手段５６と、左右方向の他端側で両ケース体５４，５５を結合し
て封止し且つ開封時に開封痕の残る複数個（例えば４個）の第２封止手段５７とを備えて
いる。
【００２７】
　第１ケース体５４は略平板状であって、外周側に受け縁５８を残して起立壁５９が周方
向の全周に形成されており、その起立壁５９内に、裏面側を第１ケース体５４に向けた状
態で主制御基板１３が配置されている。第２ケース体５５は第１ケース体５４側が開放す
る蓋状で、外周側の周壁６１とその周壁６１に一体の背壁６２とを有し、第１ケース体５
４の起立壁５９の外側に嵌合して、その周壁６１の開口端縁が第１ケース体５４の受け縁
５８に当接している。
【００２８】
　ヒンジ手段５６は、第２ケース体５５の前端側に一体に形成された上下一対のヒンジピ
ン５６ａと、第１ケース体５４に一体に形成され且つヒンジピン５６ａに係脱、回動自在
に係合する上下一対の係合片５６ｂとを備えている。係合片５６ｂはヒンジピン５６ａに
対して係脱自在であり、その係合状態でヒンジピン５６ａを後側から抱き込むように、後
側に突出するＵ字状その他の円弧状に湾曲形成されている。
【００２９】
　そして、そのヒンジ手段５６とは反対側の端部に設けられた第２封止手段５７は、第２
ケース体５５側の封止部５７ａと、第１ケース体５４側の離脱防止部５７ｂとで構成され
ており、封止部５７ａ内に収容されている図外の封止ピンを離脱防止部５７ｂ側に離脱不
能に係合させることにより第１ケース体５４と第２ケース体５５とを分離不能に封止可能
となっている。
【００３０】
　第２ケース体５５の背壁６２側には、主制御基板１３側に凹入するコネクタ用凹部６３
と、外向き膨出状に形成される膨出部６４とが設けられている。コネクタ用凹部６３は、
主制御基板１３の外縁部近傍に配置されたコネクタ４１に対応して例えば背壁６２の左右
両端側に配置され、その底面６３ａは、主制御基板１３の表面に当接し、また主制御基板
１３側のコネクタ４１を露出させるためのコネクタ孔６５が、例えば各コネクタ４１に夫
々対応するように複数形成されている。
【００３１】
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　膨出部６４は、主制御基板１３の表面に対向する膨出部背面６６と、この膨出部背面６
６の外周を取り囲む膨出部側壁６７とを備えている。この膨出部側壁６７は、例えば第２
ケース体５５の周壁６１の一部及びコネクタ用凹部６３の側壁の一部と共通である。
【００３２】
　膨出部背面６６には、図３～図８に示すように、主制御基板１３に設けられた各種電子
部品４２のうちのＲＯＭ４２ａに対応する位置に、ＲＯＭ４２ａ側に凹入するＲＯＭ用凹
部（抜き取り阻止部）７１が形成されている。このＲＯＭ用凹部７１は、例えばその底壁
７２がＲＯＭ４２ａと略同じ大きさの矩形状に形成されている。
【００３３】
　また、ＲＯＭ４２ａは、主制御基板１３に固着されたソケット４３に対して抜き差し可
能に装着されており、ＲＯＭ用凹部７１は、その底壁７２とＲＯＭ４２ａとの間の隙間が
ＲＯＭ４２ａを抜き取り不可能な程度となる深さに形成されている。
【００３４】
　更に、膨出部背面６６には、その内面側に沿って、ＲＯＭ用凹部７１の周壁７３と膨出
部側壁６７とを接続するように複数、例えば４枚のリブ７４ａ～７４ｄが立設されている
。これらリブ７４ａ～７４ｄは、周壁７３を構成する４面のうち、膨出部側壁６７までの
距離が他よりも近い２面７３ａ，７３ｂと、それら２面７３ａ，７３ｂに対向する膨出部
側壁６７ａ，６７ｂとの間に、夫々１又は複数枚、例えば２枚ずつ配置されている。
【００３５】
　また、各リブ７４ａ～７４ｄは平板状で、周壁７３と膨出部側壁６７とに略垂直に交わ
っており、周壁７３ａと膨出部側壁６７ａとの間に配置されたリブ７４ａ，７４ｂ、周壁
７３ｂと膨出部側壁６７ｂとの間に配置されたリブ７４ｃ，７４ｄは、夫々互いに平行に
配置されている。
【００３６】
　また、各リブ７４ａ～７４ｄは、例えばその立設高さがＲＯＭ用凹部７１の深さと略同
じとなるように形成されている。なお、これらリブ７４ａ～７４ｄの立設高さはＲＯＭ用
凹部７１の深さと同じである必要はないが、主制御基板１３側の電子部品４２と干渉しな
い範囲でなるべく主制御基板１３の表面近くまで延設することが望ましい。
【００３７】
　以上のように、主制御基板ケース１４におけるＲＯＭ４２ａの対向面である膨出部背面
６６に、ＲＯＭ４２ａに対してこのＲＯＭ４２ａを抜き取り不可能な隙間を挟んで近接す
るＲＯＭ用凹部７１と、膨出部背面６６を取り囲む膨出部側壁６７とＲＯＭ用凹部７１と
の間を連結するリブ７４ａ～７４ｄとを一体に設けているため、例えばＲＯＭ用凹部７１
を含む範囲で膨出部背面６６をくり抜こうとしても、リブ７４ａ～７４ｄが障害となって
少なくとも短時間ではくり抜くことができない。また、例えばＲＯＭ用凹部７１やリブ７
４ａ～７４ｄが設けられていない部分をくり抜いたとしても、ＲＯＭ用凹部７１がＲＯＭ
４２ａに近接しているためにＲＯＭ４２ａを抜き取ることはできない。
【００３８】
　このように、本実施形態のスロットマシンは、主制御基板ケース１４の一部をくり抜い
てＲＯＭ４２ａを交換するゴト行為の実行を困難にしてそのようなゴト行為の発生を効果
的に防止できる。
【００３９】
　図９～図１１は本発明の第２の実施形態を例示し、ＲＯＭ用凹部７１を、ＲＯＭ４２ａ
の外形よりも狭い範囲に設けた例を示している。
【００４０】
　図９～図１１に示すように、本実施形態では、第１の実施形態と同様、ＲＯＭ４２ａに
対応するようにＲＯＭ用凹部（抜き取り阻止部）７１を設け、そのＲＯＭ用凹部７１の周
壁７３と膨出部側壁６７とを接続するように複数のリブ７４ａ～７４ｄを設けているが、
そのＲＯＭ用凹部７１の底壁７２を、ＲＯＭ４２ａの外形よりも小さく形成している。
【００４１】



(7) JP 2008-220727 A 2008.9.25

10

20

30

40

50

　ＲＯＭ用凹部７１の底壁７２はＲＯＭ４２ａに近接しているため、主制御基板１３側を
傷つけることなく底壁７２をくり抜くことは難しいと考えられるが、仮にＲＯＭ用凹部７
１の底壁７２をくり抜くことができたとしても、本実施形態の場合にはそれによって形成
される開口部の大きさはＲＯＭ４２ａよりも小さくなり、その開口部を介してＲＯＭを交
換することは困難であるため、第１の実施形態の場合よりもより効果的に不正行為の発生
を防止できる。
【００４２】
　図１２～図１４は本発明の第３の実施形態を例示し、第１，第２の実施形態におけるＲ
ＯＭ用凹部７１を省略し、リブ７４ａ～７４ｄの一部を抜き取り阻止部とした例を示して
いる。
【００４３】
　図１２～図１４に示すように、本実施形態の主制御基板ケース１４には、第２ケース体
５５側の膨出部背面６６の内面側に、膨出部側壁６７から少なくともＲＯＭ４２ａに対向
する位置まで複数、例えば４枚のリブ７４ａ～７４ｄが配設されている。
【００４４】
　これらリブ７４ａ～７４ｄにおけるＲＯＭ４２ａに対向する部分であるＲＯＭ対向部７
４′が、抜き取り阻止部の一例を構成しており、このＲＯＭ対向部７４′が、ＲＯＭ４２
ａに対してこのＲＯＭ４２ａを抜き取り不可能な隙間を挟んで近接している。なお、リブ
７４ａ，７４ｂとリブ７４ｃ，７４ｄとは夫々膨出部側壁６７ｂ，膨出部側壁６７ａに略
平行となるように互いに直交する方向に配設され、ＲＯＭ対向部７４′において互いに連
結されている。
【００４５】
　また、ＲＯＭ対向部７４′のうち、リブ７４ａ～７４ｄで取り囲まれた領域はＲＯＭ４
２ａの外形よりも小さくなっている。
【００４６】
　以上のように、抜き取り阻止部は必ずしも凹入状に形成する必要はなく、リブ７４ａ～
７４ｄの一部を抜き取り阻止部としても、第１，第２の実施形態と略同様の効果が期待で
きる。
【００４７】
　図１５～図１７は本発明の第４の実施形態を例示し、抜き取り阻止部７１の略全周に対
応してリブを設けた例を示している。
【００４８】
　膨出部背面６６の内面側には、ＲＯＭ用凹部７１に対して膨出部側壁６７ａと反対側に
中間リブ７４ｉが、膨出部側壁６７ｂと反対側に中間リブ７４ｊが、夫々立設されており
、膨出部側壁６７ｂ，中間リブ７４ｉ，中間リブ７４ｊ，膨出部側壁６７ａは互いに連結
されてＲＯＭ用凹部７１の周囲を取り囲んでいる。
【００４９】
　また、ＲＯＭ用凹部７１の周壁７３ａ～７３ｄと、それらに対向する膨出部側壁６７ａ
，膨出部側壁６７ｂ，中間リブ７４ｉ，中間リブ７４ｊとの間には、それらを互いに接続
するように夫々１又は複数、例えば各２枚の連結リブ７４ａ～７４ｈが、膨出部背面６６
の内面側に立設されている。
【００５０】
　以上のように、抜き取り阻止部７１，７４′と膨出部側壁６７との間を連結するリブは
できるだけ抜き取り阻止部７１，７４′の略全周にまんべんなく配置することが望ましい
。またその際、例えば抜き取り阻止部７１，７４′とそれに対向する膨出部側壁６７との
間の距離が大きい場合には、その方向に配設する連結リブ７４ｅ～７４ｈを、それらに交
差する別の中間リブ７４ｉ，７４ｊを介して近くの膨出部側壁６７に連結するように構成
してもよい。このように、リブ７４ａ～７４ｊは抜き取り阻止部７１，７４′と膨出部側
壁６７との間を直接的又は間接的に連結するように設ければよい。
【００５１】
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　図１８は本発明の第５の実施形態を例示し、第１の実施形態を変更して、リブ７４ａ，
７４ｂ及び膨出部背面６６の内面側に沿うように金属板を装着した例を示している。
【００５２】
　図１８において、金属部材８１は、リブ７４ａ，７４ｂの両面に沿って配置される一対
の第１平板部８２，８２と、それら一対の第１平板部８２，８２をリブ７４ａ，７４ｂの
一端側で連結する連結部８３と、膨出部背面６６の内面側に沿ってリブ７４ａ側の第１平
板部８２とリブ７４ｂ側の第１平板部８２とを連結する第２平板部８４とを一体に備え、
一対の第１平板部８２，８２により各リブ７４ａ，７４ｂを挟み込むように例えば圧入す
ることにより主制御基板ケース１４に着脱自在に装着されている。
【００５３】
　このように、リブ７４ａ等及び膨出部背面６６の内面側に沿って金属板を装着すること
により、主制御基板ケース１４のくり抜きがより困難になり、不正防止効果が格段に向上
する利点がある。
【００５４】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、抜き
取り阻止部の一例としてのＲＯＭ用凹部７１は、その底壁７２を矩形状とする必要はなく
、円形、楕円形等どのような形状としてもよく、また１つのＲＯＭ４２ａに対して複数の
ＲＯＭ用凹部７１を設けてもよい。また、抜き取り阻止部を膨出部背面６６の内面側に円
柱状その他の突起状に設けてもよい。
【００５５】
　リブ７４ａ～７４ｊは、側壁６７と抜き取り阻止部７１，７４′との間を蛇行状、ジグ
ザグ状等、直線以外の任意経路で連結するように配置してもよい。
【００５６】
　第５の実施形態では、リブ７４ａ，７４ｂ及び膨出部背面６６の内面側に金属板を装着
した例を示したが、膨出部背面６６に金属板を装着すると主制御基板ケース１４内の視認
性が低下するため、図１９に示すように、膨出部背面６６に沿う第２平板部８４を省略し
て、各リブ７４ａ，７４ｂにのみ金属部材８１を装着するように構成してもよい。
【００５７】
　金属板は、全てのリブ７４ａ～７４ｄ等に装着してもよいし、それらのうちの何れか１
つ又は複数にのみ装着してもよいし、リブ７４ａ等には金属板を装着せず、膨出部背面６
６の内面側にのみ金属板を装着してもよい。また、ＲＯＭ用凹部７１の底壁７２、周壁７
３の少なくとも一方に沿うように金属板を装着してもよい。リブ７４ａ等に金属板を装着
する場合、その片面側にのみ装着してもよい。金属板の装着は、貼着、ネジ止め等どのよ
うな方法を用いてもよい。
【００５８】
　また、実施形態では本発明をスロットマシンに適用した例を示したが、パチンコ機、ア
レンジボール機等の各種遊技機において同様に実施可能であることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の第１の実施形態を示すスロットマシンの全体斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態を示す本体ケース側の正面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態を示す主制御基板ケース及び取り付け台の正面図である
。
【図４】本発明の第１の実施形態を示す主制御基板ケース及び取り付け台の平面断面図で
ある。
【図５】本発明の第１の実施形態を示す主制御基板ケース及び取り付け台の分解斜視図で
ある。
【図６】本発明の第１の実施形態を示す主制御基板ケースの要部正面断面図である。
【図７】本発明の第１の実施形態を示す主制御基板ケースの要部底面断面図である。
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【図８】本発明の第１の実施形態を示す主制御基板ケースの要部側面断面図である。
【図９】本発明の第２の実施形態を示す主制御基板ケースの要部正面断面図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態を示す主制御基板ケースの要部底面断面図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態を示す主制御基板ケースの要部側面断面図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態を示す主制御基板ケースの要部正面断面図である。
【図１３】本発明の第３の実施形態を示す主制御基板ケースの要部底面断面図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態を示す主制御基板ケースの要部側面断面図である。
【図１５】本発明の第４の実施形態を示す主制御基板ケースの要部正面断面図である。
【図１６】本発明の第４の実施形態を示す主制御基板ケースの要部底面断面図である。
【図１７】本発明の第４の実施形態を示す主制御基板ケースの要部側面断面図である。
【図１８】本発明の第５の実施形態を示す主制御基板ケースの要部破断斜視図である。
【図１９】本発明の変更例を示す主制御基板ケースの要部破断斜視図である。
【符号の説明】
【００６０】
１３　　主制御基板（基板）
１４　　主制御基板ケース（基板ケース）
４２　　電子部品
４２ａ　ＲＯＭ
６６　　膨出部背面（対向面）
６７　　膨出部側壁（側壁）
７１　　ＲＯＭ用凹部（抜き取り阻止部）
７２　　底壁
７４′　ＲＯＭ対向部（抜き取り阻止部）
７４ａ～７４ｈ　　連結リブ（リブ）
７４ｉ，７４ｊ　　中間リブ（リブ）
【図１】 【図２】
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