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(57)【要約】
【課題】　遊技機の僅かな扉の開放を検出し、扉からの
不正を早期に発見するとともに、検出装置の取り付けや
設定が容易であり、設置の労力も軽減できる。
【解決手段】　扉体５１と当該扉体５１を開閉可能に支
持する支持体５２を備える遊技機５０の扉体５１の開閉
を検出する扉開閉検出装置１であって、扉開閉検出装置
１が、光を照射する発光部２ａと、発光部２ａから照射
された光を受光する受光部２ｂと、発光部２ａから受光
部２ｂまでの光路長に応じて変化する検知信号の値を出
力する検知手段と、検知信号の値と所定の基準値を比較
し、扉体５１の開閉を判定する判定手段と、基準値を自
動で読み取り、記憶する自動読取記憶手段と、を備え、
発光部２ａと受光部２ｂを、扉体５１の開閉により光路
長が変化するように遊技機５０の所定の位置に配設する
ことで、判定手段が、扉体５１の開閉を判定する構成と
してある。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扉体と当該扉体を開閉可能に支持する支持体を備える遊技機の前記扉体の開閉を検出す
る扉開閉検出装置であって、
　前記扉開閉検出装置が、光を照射する発光部と、
　前記発光部から照射された光を受光する受光部と、
　前記発光部から前記受光部までの光路長に応じて変化する検知信号の値を出力する検知
手段と、
　前記検知信号の値と所定の基準値を比較し、前記扉体の開閉を判定する判定手段と、
　前記基準値を自動で読み取り、記憶する自動読取記憶手段と、を備え、
　前記発光部と前記受光部を、前記扉体の開閉により前記光路長が変化するように前記遊
技機の所定の位置に配設することで、前記判定手段が、前記扉体の開閉を判定することを
特徴とした扉開閉検出装置。
【請求項２】
　前記基準値を前記扉体が閉状態の前記検知信号の値とした請求項１記載の扉開閉検出装
置。
【請求項３】
　前記自動読取記憶手段が、前記基準値を自動で読み取り、記憶したことを報知する設定
報知手段を備えた請求項１又は２記載の扉開閉検出装置。
【請求項４】
　前記自動読取記憶手段が、前記扉体が閉状態の前記検知信号の値と所定の参照値を比較
する比較部と、
　前記参照値を所定の範囲で自動的に変化させて前記比較部に出力する自動可変出力部と
、
　前記基準値を記憶する記憶部と、を備え、
　前記比較部が、前記参照値と前記扉体が閉状態の前記検知信号の値とを比較し、
　当該二つ値の差が反転した場合の前記参照値を前記基準値として読み取り、前記記憶部
に記憶する請求項１記載の扉開閉検出装置。
【請求項５】
　前記自動読取記憶手段が、遊技機外部からの入力操作に基づき、読み取りを開始する読
取開始手段を備えた請求項１～４のいずれか一項に記載の扉開閉検出装置。
【請求項６】
　前記判定手段が、前記扉体の開状態と判定したときに、扉開放を報知する開放報知手段
を備えた請求項１～５のいずれか一項に記載の扉開閉検出装置。
【請求項７】
　前記開放報知手段が、遊技機外部からの入力操作に基づき、扉開放の報知を停止する開
放報知停止手段を備えた請求項６記載の扉開閉検出装置。
【請求項８】
　前記発光部と前記受光部が、前記発光部から照射された光が前記扉体又は前記支持体の
一方に反射して前記受光部において受光されるように前記扉体又は前記支持体の他方に配
設された請求項１～７のいずれか一項に記載の扉開閉検出装置。
【請求項９】
　扉体と当該扉体を開閉可能に支持する支持体を備える遊技機であって、
　前記遊技機の前記扉体の開閉を検出する扉開閉検出装置を備え、
　前記扉開閉検出装置が、請求項１～８のいずれか一項に記載の扉開閉検出装置からなる
ことを特徴とする遊技機。
【請求項１０】
　扉体と当該扉体を開閉可能に支持する支持体を備える遊技機を管理する管理コンピュー
タを備えた管理コンピュータシステムであって、
　前記遊技機の前記扉体の開閉を検出する扉開閉検出装置を備え、
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　前記扉開閉検出装置が、請求項１～８のいずれか一項に記載の扉開閉検出装置からなる
ことを特徴とする管理コンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の扉の開閉を検出する扉開閉検出装置に関し、特に、僅かな扉開放も
検出可能とするとともに、当該装置の設置が容易にできるようにすることで、無断で扉を
開放して行う悪質な不正を防止し、設置の際の労力を軽減する扉開閉検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、スロットマシンやパチンコ機等の遊技機は、不正に遊技媒体であるメダル等を
獲得しようとする不正行為者の標的となり易く、遊技機の不正防止対策が重要な課題とな
っている。
　遊技機に対する不正行為は、一般にゴト行為と言われ、遊技機の扉などの隙間より、ピ
アノ線等を挿入して、不正にメダル等を獲得する行為が代表例として挙げられる。
　最近では、遊技機内部に取り付けられた遊技内容を制御する主基板に対する不正行為も
多発している。
　例えば、不正行為者が、遊技機の扉を無断で開放して、主基板に搭載された正規なＲＯ
Ｍを違法なＲＯＭに交換したり、主基板ごと交換するような不正行為が多く見られる。
　いずれの場合においても、遊技機の扉を無断で開放等した後に不正行為を行うもので、
遊技機の扉に対するセキュリティーの強化を図ることは、不正対策として最も重要視され
ている。
【０００３】
　このため、遊技機には不正行為を迅速に発見するために、例えば、遊技機の扉開閉の有
無を検出する検出手段が備えられる場合がある。
　このような扉開閉の検出手段を備える遊技機では、検出手段からの出力によって、遊技
機の所定のランプを点滅等させることで、扉が開状態であることが外部に報知されるよう
になっている。
　また、検出手段の出力を、遊技機に備えた外部接続端子板等を介して又は直接に遊技場
の管理コンピュータに入力することで、遊技場の遊技機島のインテリジェントランプなど
を点灯させたり、警備用のカメラを作動させて開状態を報知することもできる。
【０００４】
　しかしながら、このような検出手段を遊技機に備えていても、ゴト行為が行われている
のが現状である。
　例えば、前述したようなゴト行為は、遊技場が営業中に限られるものではなく、遊技場
が閉店後に、不正行為者が、秘かに扉を開放して、前述した主基板に装着された正規なＲ
ＯＭを違法なＲＯＭに交換等する場合がある。このようなゴト行為の場合は、検出手段が
作動しているにも拘わらず、扉の開放の有無が記憶されないため、不正改造されたか否か
判別がつかず、結果的に、大量の遊技媒体が搾取されてしまう場合があった。
【０００５】
　一方、遊技場が営業中においても、検出手段として採用するスイッチの特性より、次の
ような問題が生じていた。
　遊技機に備えられる検出手段としては、一般に、接触方式のスイッチと非接触方式のス
イッチがある。
　接触方式のスイッチは、アクチュエータなどが接点を機械的にＯＮ、ＯＦＦさせる機構
となっており、機構的な遊びができてしまうことがある。そのため、扉が少し開いていて
も、スイッチが閉状態の論理を出力したままの不感帯領域が存在してしまい、このような
場合、扉が僅かに開いた隙間から、ゴト行為が行われることがあり、防犯対策としての、
役割が果たされていないという問題が生じていた。
【０００６】
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　また、非接触方式のスイッチは、代表的なものとして、光学センサがあり、光学センサ
を用いて扉の開閉を検知する場合は、遮光と通光の二値で開閉を判断しているため、次の
ような問題が生じていた。
　上述した接触方式のスイッチと同様に、通光・遮光が、扉の開閉状態に正確に対応させ
ることは困難なため、扉が閉状態から所定量開かれるまで作動しない不感帯領域が存在し
ていた。そのため、扉が開いた状態でも、センサが閉状態の論理を出力していて、不正が
行われてしまう事態が起こっていた。
　また、遮光で、扉が閉状態と判定する場合は、不正行為者が、受光部に不透光性のテー
プを貼るなどし、閉状態を継続させておくことで、この間に不正行為を行うこともあった
。
　このように、検出手段が設置されているにも拘わらず、その役割が十分に果たされない
場合があった。
【０００７】
　さらに、このような遊技機用の検出手段は、遊技機自体に備え付けられる専用の検出手
段の場合もあるが、遊技機の機種やメーカを問わず、いずれの遊技機にも設置可能な汎用
の検出手段も市販されている。特に、光学センサのタイプは、非接触で扉の開閉が検出で
きる利便性より、広く普及しており、その中でも発光部と受光部が一体に収められている
反射型タイプのものが、取り付けが比較的容易なために市場に多く出回っている。
　このような市販の検出手段は、新しい遊技台を入れ替える毎に検出手段を付け替える必
要があるため、設置する際に以下のような問題が生じていた。
【０００８】
　例えば、反射型の光学センサを遊技機に設置する場合、照射した光が、閉じた扉の裏面
等に反射して受光されるように、センサを設置しなければならない。その結果、扉の裏面
に反射効率の良いシール等の貼付する必要があり、検出手段であるセンサとシールを一対
で設置しなければならず、設置位置が限定されてしまっていた。
　また、通光で、閉状態と判定する場合は、受光部に正確に焦点が結ぶように、しかも受
光部の出力を、扉を閉じた状態で確認する必要があるため、扉を幾度も開閉しながら焦点
距離を調整しなければならず、相当の労力を費やしていた。
　そして、遊技機を新台に入れ替える毎にこのような作業を行わなければならず、まして
、入れ替える台数は、十台以上を超えることがほとんどであるため、作業効率が悪いもの
になっていた。
【０００９】
　このような従来の遊技機における扉の開放を検出する技術に関しては、例えば、パチン
コ機において、前扉の開放を検出する反射型フォトセンサや施錠解除を検出するマイクロ
スイッチを設け、この電気信号を管理コンピュータに入力し前扉の開放の有無を記憶させ
るとともに、表示装置を設けることでパチンコ機ごとに開放の有無を表示する警備装置の
技術が開示されている（特許文献１）。
　この特許文献１記載の警備装置によれば、前述したような閉店後の不正行為者による扉
開放の痕跡が記憶されるため、不正改造された虞のあるパチンコ機が容易に発見できるよ
うになり、不正行為を未然に防止することができる。
　また、センサ等の不感帯領域と扉の開放量との隔たりを埋めるカバー部材を備えること
で、筐体内部を保護するとともに、このセンサ自体も保護するドアセンサ保護構造の技術
が開示されている（特許文献２）。
　このようなカバー部材を備えることにより、センサが作動するまでの不感帯領域がカバ
ー部材で覆われるため、センサ自体に対する不正行為を有効に防止することができる。
　また、反射型光センサを遊技枠やガラス枠に取り付け、これらの枠の開閉等に伴う受光
素子の受光量の変化を読み取り、不正検知信号を発信するパチンコ機の不正防止装置の技
術が開示されている（特許文献３）。
　この特許文献３記載の不正防止装置によれば、受光量の変化で枠の開閉等を判断するこ
とが可能となるため、遮光と通光の二値で扉の開閉を判断することがなく、センサが作動
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するまでの不感帯領域もなくすことができ、確実に枠の開放等を検出することができる。
【００１０】
【特許文献１】特開平１０－７１２５７号公報
【特許文献２】特開２００１－３７９４８号公報
【特許文献３】特開平１０－２２５５６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、以上のようなこれまで開示されている技術は、上述した従来の課題を十
分には解消し得なかった。
　まず、特許文献１記載の警備装置では、遊技台毎の開放の有無を記憶することで、上述
したような遊技場の閉店後のゴト行為を防止することができるが、検出手段として用いて
いる反射型フォトセンサやマイクロスイッチの設置時の微調整や設置に費やす労力の問題
は未だ解決がなされていない。
　一方、特許文献２記載のドアセンサ保護構造では、カバー部材を備えることで、センサ
等が検知するまでの領域はカバー部材により覆われるため、筐体内部とセンサ自体は保護
されるが、センサの不感帯領域をなくすことはできず、単なる補助的な改善策に過ぎなか
った。
　また、特許文献３記載の不正防止装置では、受光量の変化で扉の開閉等を判断するため
、不感帯領域をなくすことはできるが、受光量の変化に基づいて、枠等の開放の判定を如
何に行うかについて具体的な開示がされていなかった。
　さらに、設置時の労力に関しても、労力を軽減させる具体的な手法についてまったく開
示されていないため、設置時の煩雑さを解消するという上述した従来の課題を何等解決す
るものではなかった。
【００１２】
　本発明は、以上のような従来の技術が有する問題を解決するために提案されたものであ
り、遊技機の僅かな扉の開放も検出することで、扉の隙間からの不正行為も早期に発見す
ることができるとともに、検出装置の取り付けや設定が容易であるため、設置時の労力を
軽減することができる扉開閉検出装置とこれを備えた遊技機及び管理コンピュータシステ
ムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明の扉開閉検出装置は、請求項１に記載するように、扉
体と当該扉体を開閉可能に支持する支持体を備える遊技機の前記扉体の開閉を検出する扉
開閉検出装置であって、前記扉開閉検出装置が、光を照射する発光部と、前記発光部から
照射された光を受光する受光部と、前記発光部から前記受光部までの光路長に応じて変化
する検知信号の値を出力する検知手段と、前記検知信号の値と所定の基準値を比較し、前
記扉体の開閉を判定する判定手段と、前記基準値を自動で読み取り、記憶する自動読取記
憶手段と、を備え、前記発光部と前記受光部を、前記扉体の開閉により前記光路長が変化
するように前記遊技機の所定の位置に配設することで、前記判定手段が、前記扉体の開閉
を判定する構成としてある。
【００１４】
　このような構成からなる本発明の扉開閉検出装置によれば、通光・遮光のみで扉の開閉
を判定していた従来の光センサによる検出手法とは異なり、光路長に応じて変化する検知
信号の値が出力されることを利用しているため、僅かな扉の開放も、扉の変位として検出
することができる。これによって、センサの不感帯領域もなくなり、扉に僅かな隙間を設
け、その隙間から針金やセルを挿入して行うような不正行為を防止することができる。
　さらに、所定の基準値と比較するだけで、即座に扉の開閉を検出することができるため
、迅速に不正な扉の開放を検出することができる。
　また、検知信号の値の変化で扉の開閉を判定するため、通光・遮光を正確に確認しなが
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ら設置する必要がなく、扉開閉検出装置の設置時の労力を大幅に軽減することができる。
　さらに、自動読取記憶手段を備えることにより、手動で扉の開閉を判定する際の基準値
を設定する必要がないため、当該検出装置を設置する際の作業効率が向上する。
【００１５】
　特に、請求項２記載の扉開閉検出装置は、前記基準値を前記扉体が閉状態の前記検知信
号の値とした構成とすることができる。
　このような構成とすることにより、扉が閉状態の検知信号の値が基準値となるため、こ
の値と変化する検知信号の値を比較し判定することで、僅かな扉の開放も、扉の変位とし
て検出することができ、迅速に扉の開放を判定することができる。
【００１６】
　また、請求項３記載の扉開閉検出装置は、前記自動読取記憶手段が、前記基準値を自動
で読み取り、記憶したことを報知する設定報知手段を備えた構成とすることができる。
　このような構成とすることにより、基準値が記憶されたことが、外部に報知されるため
、扉開閉検出装置の設定完了が容易に認識でき、設置の際の労力が軽減される。
【００１７】
　また、請求項４記載の扉開閉検出装置は、前記自動読取記憶手段が、前記扉体が閉状態
の前記検知信号の値と所定の参照値を比較する比較部と、前記参照値を所定の範囲で自動
的に変化させて前記比較部に出力する自動可変出力部と、前記基準値を記憶する記憶部と
、を備え、前記比較部が、前記参照値と前記扉体が閉状態の前記検知信号の値とを比較し
、当該二つ値の差が反転した場合の前記参照値を前記基準値として読み取り、前記記憶部
に記憶する構成とすることができる。
　このような構成とすることにより、自動で扉の開閉を判定する際の基準値が設定される
ため、手動で設定する必要がなくなり、当該検出装置を設置する際の作業効率が向上する
とともに、コンピュータ等を用いずにロジック回路のみで自動読取記憶手段を構成するこ
とができるので、扉開閉検出装置の製造コストの低減を図ることができる。
【００１８】
　また、請求項５記載の扉開閉検出装置は、前記自動読取記憶手段が、遊技機外部からの
入力操作に基づき、読み取りを開始する読取開始手段を備えた構成とすることができる。
　このような構成とすることにより、例えば、遊技機の扉を閉じた状態を確認した後に、
自動読取記憶手段を始動することができるため、閉状態の検知信号の値を確実に取得する
ことができる。
【００１９】
　また、請求項６記載の扉開閉検出装置は、前記判定手段が、前記扉体の開状態と判定し
たときに、扉開放を報知する開放報知手段を備えた構成とすることができる。
　このような構成とすることにより、外部に報知することで、扉を開放して行う不正行為
を迅速かつ容易に発見することができる。
　また、不正行為の抑止力となり、未然に不正を防止することができる。
【００２０】
　一方、請求項７記載の扉開閉検出装置は、前記開放報知手段が、遊技機外部からの入力
操作に基づき、扉開放の報知を停止する開放報知停止手段を備えた構成とすることができ
る。
　このような構成とすることにより、不正の目的ではなく、遊技場の店員などが正当に遊
技機の扉を開放する場合には、この報知を停止しておくことができ、これより不正行為と
錯誤が生じないようにすることができる。
【００２１】
　特に、請求項８記載の扉開閉検出装置は、前記発光部と前記受光部が、前記発光部から
照射された光が前記扉体又は前記支持体の一方に反射して前記受光部において受光される
ように前記扉体又は前記支持体の他方に配設された構成とすることができる。
　このような構成とすることにより、特に、発光部と受光部を同一の部位に取り付ける反
射型タイプとすることができる。すなわち、扉体又支持体のいずれかの同じ側に設置する
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ことができ、当該検出装置の取り付けが容易となる。
【００２２】
　一方、本発明の遊技機は、請求項９に記載するように、扉体と当該扉体を開閉可能に支
持する支持体を備える遊技機であって、前記遊技機の前記扉体の開閉を検出する扉開閉検
出装置を備え、前記扉開閉検出装置が、請求項１～８のいずれか一項に記載の扉開閉検出
装置からなる構成としてある。
　このような構成とすることにより、遊技機自体に扉開閉検出装置を備えることで、改め
て当該検出装置を遊技機に設置する必要がなくなり、設置の労力を軽減することができる
。
【００２３】
　さらに、本発明の管理コンピュータシステムは、請求項１０に記載するように、扉体と
当該扉体を開閉可能に支持する支持体を備える遊技機を管理する管理コンピュータを備え
た管理コンピュータシステムであって、前記遊技機の前記扉体の開閉を検出する扉開閉検
出装置を備え、前記扉開閉検出装置が、請求項１～８のいずれか一項に記載の扉開閉検出
装置からなる構成としてある。
　このような構成とすることにより、管理コンピュータシステムが扉開閉検出装置を備え
ることで、扉開放の情報を含めて、全ての遊技機の情報を集中管理することができるので
、総合的な不正対策を講じることができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の扉開閉検出装置とこれを備えた遊技機及び管理コンピュータシステムによれば
、遊技機の僅かな扉の開放も検出することで、扉の隙間からの不正行為も早期に発見する
ことができるとともに、検出装置の取り付けや設定が容易であるため、設置時の労力を軽
減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明に係る遊技機の好ましい実施形態について、図１～図１１を参照して説明
する。
［第一実施形態］
　本発明の第一実施形態に係る扉開閉検出装置１の構成について図１～８を参照しつつ説
明する。
［扉開閉検出装置本体］
　最初に、本実施形態の扉開閉検出装置１の本体の構成について説明する。
　図１は、本実施形態に係る扉開閉検出装置１を示す概略斜視図であり、図２は、同じく
本実施形態に係る扉開閉検出装置１の動作原理を示す概略図である。
　図１に示す例では、扉開閉検出装置１は、発光部、受光部及び検知手段を兼ね備える反
射型センサ２と判定手段等の後述する各種手段を備える検出部３及び各種の信号を外部の
装置と通信可能とするコネクタ４及びハーネス５から構成されている。そしてこれらを、
ひとつの筐体で一体に覆う構成となっている。
　なお、筐体は、容易に変形・破壊されない強度を有する樹脂又は金属製のケースで形成
されることが好ましい。
【００２６】
　反射型センサ２は、本発明に係る発光部、受光部及び検知手段が一体に形成されたもの
であり、発光部２ａと受光部２ｂは、ほぼ同方向を向くよう形成されるとともに、発光部
２ａから発せされた光が、外部の障害物に反射されて、受光部２ｂに受光されるように、
ケース外部に臨むように構成されている。
　このように、発光部、受光部及び検知手段を一体した反射型センサ２とすることで、同
一の部位に取り付けることができる。すなわち、扉体又支持体のいずれかの同じ側に設置
することができ、扉開閉検出装置１の取り付けが容易となる。
【００２７】
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　一方、検出部３は、後に詳述するように、本発明に係る判定手段、自動読取記憶手段、
設定報知手段、読取開始手段、開放報知手段及び開放報知停止手段としての機能を備える
所定の回路及び扉体の開放を報知するブザー３ｃで構成されており、予め基準値を自動的
に読み取り記憶し、設定が完了したことを報知するとともに、扉体の開閉状態を判定して
、扉開状態を外部に報知することができるようになっている。
　そして、反射型センサ２と検出部３は、内部にて電気的に接続されているとともに、コ
ネクタ４及びハーネス５は、検出部３と接続されている（図６参照）。
　これにより、ハーネス５を介して外部の装置と通信可能に接続することができる。
【００２８】
［検知信号変化の動作原理］
　次に、本発明の特徴である光路長に応じて検知手段から出力される検知信号の値が変化
する動作原理について以下に説明する。
　図２に示す例では、発光部２ａ、受光部２ｂ及び検知手段である反射型センサ２の内部
構成を示しており、発光部２ａは、赤外線発光ダイオードとこれを点灯／点滅制御する所
定の回路（図示しない）から構成されている。一方、受光部２ｂは、半導体位置検出素子
（ＰＳＤ）の受光面から構成されている。さらに、検知手段は、検知された光を電流に変
換する半導体位置検出素子（ＰＳＤ）と、この電流を電圧として出力する所定の信号処理
回路等（図示しない）から構成されている。
【００２９】
　このような構成からなる反射型センサ２においては、まず、赤外線発光ダイオードから
照射された光は、レンズを介して、障害物に反射される。そして、その反射光は、レンズ
で集光され、障害物までの距離（遠近）に応じて半導体位置検出素子の受光面の所定の位
置に照射され、当該半導体の受光面に電荷が発生するようになっている。そして、この電
荷は、両端に形成した電極に到達し、この電荷の量は、照射位置からの距離に反比例する
ようになっている。その結果、電極から流れ出る電流Ｉ１と電流Ｉ２の比は、距離に対応
して変化するため、これを電圧として取り出すことで、距離に対応した出力が得られるよ
うになっている。
　これにより、検知手段から出力される検知信号の値が、発光部２ａから照射された光が
受光部２ｂにおいて受光されるまでの光路長に応じて変化することとなる。
【００３０】
　続いて、反射型センサ２から出力される検知信号と光路長（距離Ｌ）との関係について
説明する。
　図３は、本実施形態に係る扉開閉検出装置１の反射型センサ２の内部構成を示すブロッ
ク図であり、図４は、本実施形態に係る扉開閉検出装置１の検知信号の出力特性を示す図
である。
　図３に示すように、反射型センサ２の信号線は、外部から当該センサへの供給電圧Ｖｃ
ｃと、当該センサからの出力電圧である扉開閉検知信号Ｖｏ及びＧＮＤからなり、コネク
タを介して接続可能となっている。そして、扉開閉検知信号Ｖｏは、前述したように、障
害物である扉体裏面５１ａとの距離Ｌに応じて変化する。
【００３１】
　具体的な距離Ｌと扉開閉検知信号Ｖｏの関係を、図４に示す。横軸は障害物（扉体裏面
５１ａ）までの距離Ｌ、縦軸は、扉開閉検知信号Ｖｏの出力電圧を示す。
　同図に示すように、出力電圧のピーク値を超えた辺りから、距離Ｌに対応して、扉開閉
検知信号Ｖｏが一義的に決定されるようになっており、これにより、光路長（距離Ｌ）の
変化に応じて、検知信号の値が変化していることが分かる。
　さらに、距離Ｌが４ｃｍ～１２ｃｍ間では、検知される信号の変化の勾配が大きくなっ
ている。
　これは、僅かな距離Ｌの変化で、大きな信号の変化が得られることを意味する。
　本実施形態では、後述するように、当該範囲に、反射型センサ２の発光部２ａ及び受光
部２ｂが形成されるように、扉開閉検出装置１を遊技機に設置するものとする。
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　これにより、扉体５１の僅かな変位でも、検出することが可能となる。
　なお、本実施形態に係る反射型センサ２の特性から、発光部２ａに不透光テープ等を貼
り付けて、不正を行う場合には、受光部２ｂで光が受光されなくなるため、扉開閉検知信
号Ｖｏの出力がなくなる。
　さらに、赤外線以外の可視光を受光部２ｂに照射させて、不正を行う場合にも、扉開閉
検知信号Ｖｏの出力がなくなるようになっている。
　これらの結果、扉開閉検知信号Ｖｏの出力が、後述する基準値Ｖｓを下回ることとなり
、扉体５１の開状態を判定することができ、不正行為から遊技機を保護することができる
。
【００３２】
［扉開閉検出装置を備えた遊技機］
　次に、扉開閉検出装置１を備えた遊技機の構成について、図５を参照しつつ説明する。
　本実施形態では、扉開閉検出装置１を備えた遊技機として、スロットマシン５０を適用
している。
　図５は、本実施形態に係る扉開閉検出装置１を備えたスロットマシン５０の概略斜視図
である。
　本実施形態のスロットマシン５０は、従来のスロットマシンと同様にスロットマシンに
備えられた複数のリールを回転させることによって遊技媒体を獲得することができる回胴
式遊技機を構成している。
【００３３】
　具体的には、スロットマシン５０は、内部にマイクロコンピュータ等で構成された主基
板及び必要な機械、装置等を収納する正面側に開口した支持体５２と、支持体５２の正面
側を開閉可能に覆う扉体５１とで構成されている。
　扉体５１は、同図に示すように、スロットマシン５０の支持体５２にヒンジ等を介して
開閉自在に取り付けられる扉で、この扉体５１に前面パネルとその他各部が備えられての
正面部を構成している。
　なお、スロットマシン５０を構成する各部・各所の機械、装置等やそれらの制御は、公
知のものであり、ここではこれらの詳細な説明は省略し、発明の特徴的な構成の説明にと
どめるものとする。
　そして、このような構成からなるスロットマシン５０に本実施形態に係る扉開閉検出装
置１が設置される。
【００３４】
　以下に、本実施形態に係る扉開閉検出装置１のスロットマシン５０における設置につい
て説明する。
　本実施形態に係る扉開閉検出装置１は、同図に示す例では、扉開閉検出装置１の発光部
２ａから照射された光が、扉体裏面５１ａに反射して、受光部２ｂで検知可能となるよう
に配設されている。
　具体的には、支持体５２の上部、かつ扉体５１の僅かな変位も検出可能となるように、
支持体５２のヒンジ側ではなく、扉体５１が開放する側に取り付けられている。また、扉
開閉検出装置１の支持体５２への取り付けは、扉開閉検出装置１の発光部２ａと受光部２
ｂが支持体５２の正面方向に向くように、所定のネジや強力両面粘着テープ等で取り付け
られている（図示しない）。
【００３５】
　また、扉開閉検出装置１は、扉開閉検出装置１の発光部２ａ及び受光部２ｂと扉体裏面
５１ａとの距離が、扉体５１が閉じた状態で、距離Ｌが４ｃｍ～６ｃｍ間に設置しておく
ことが望ましい。前述したように距離Ｌが４ｃｍ～１２ｃｍ間は、検知される信号の変化
の勾配が大きくなっているためである（図４参照）。
　これにより、扉体５１の開閉による僅かな変位も大きな扉開閉検知信号Ｖｏの変化とし
て出力され、スロットマシン５０の扉の僅かな隙間を狙う不正行為も早期に発見すること
ができる。
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　なお、本実施形態では、扉開閉検出装置１を、支持体５２側に取り付けたが、上述した
同様な手法で、扉体５１側に取り付けることもできる。
【００３６】
　このように、通光・遮光のみで扉体の開閉を判定していた従来の光センサによる検出手
法とは異なり、光路長に応じて出力される検知信号の値が変化することを利用しているた
め、僅かな扉体５１の開放も、扉体５１の変位として検出することができる。
　これによって、センサ等の不感帯領域がなくなり、扉体５１に僅かな隙間を設け、その
隙間から針金やセルを挿入して行うような不正行為を防止することができる。
　また、検知信号の値の変化で扉体５１の開閉を判定するため、通光・遮光を正確に確認
しながら設置する必要がなく、扉開閉検出装置１の設置時の労力を大幅に軽減することが
できる。
【００３７】
［扉開閉検出装置の内部構成］
　次に、扉開閉検出装置１の内部構成について図６及び図７を参照しつつ説明する。
　図６は、本実施形態に係る扉開閉検出装置１の内部構成を示すブロック図である。
　同図に示すように、反射型センサ２と検出部３は結線されており、ＤＣ５Ｖ電源Ｖｃｃ
は外部（スロットマシン５０又は管理コンピュータシステム１００等）から供給され、コ
ネクタ４から検出部３と反射型センサ２へ供給されている。
　また、反射型センサ２と検出部３のＧＮＤは、内部で接続され、コネクタ４を介して接
地されるようになっている。
【００３８】
　検出部３は、以下に示すように、本発明に係る判定手段、自動読取記憶手段、設定報知
手段、読取開始手段、開放報知手段及び開放報知停止手段としての機能を備えている。
　判定手段は、自動読取記憶手段で読み取って記憶した基準値Ｖｓと扉開閉検知信号Ｖｏ
を比較する比較部（コンパレータ）を備えており、比較結果に応じて、扉体５１の開閉を
判定する構成となっている。
【００３９】
　さらに、自動読取記憶手段は、扉体５１が閉じた状態の検知信号値Ｖｏと参照値Ｖｗを
比較する比較部（コンパレータ）と、参照値Ｖｗを所定の範囲で自動的に変化させて比較
部（コンパレータ）に出力する自動可変出力部（デジタルポテンショメータ）と、基準値
Ｖｓを記憶する記憶部（デジタルポテンショメータ）を備えている。
　そして、比較部（コンパレータ）が、参照値Ｖｗと扉体が閉じた状態の検知信号値Ｖｏ
とを比較し、二つ値の差が反転した場合に、その参照値Ｖｗを基準値Ｖｓ（扉体が閉状態
の検知信号の値とほぼ同値）として読み取り、記憶部（デジタルポテンショメータ）に記
憶する構成となっている。
　なお、本実施形態においては、本発明に係る自動読取記憶手段の比較部と、判定手段の
比較部を兼用しているが個別に設けることもできる。本実施形態のように、比較部を兼用
することで、部品点数を削減することができ、製造コストを低減することができる。
　また、設定報知手段は、基準値Ｖｓが記憶されたことを報知するブザー３ｃを備えてお
り、基準値Ｖｓが記憶されたことをブザー３ｃがＯＦＦすることで報知する構成となって
いる。
さらに、外部からの入力操作により読取開始信号が入力されることで、自動読取記憶手段
が作動を開始する読取開始手段を備えている。
【００４０】
　開放報知手段は、判定手段の結果に応じて、開閉状態を扉開閉信号（開：０，閉：１）
として出力するので、扉体５１の開放により開状態の扉開閉信号（開：０）が出力される
とともに、ブザー３ｃを備えており、ブザー３ｃをＯＮすることで、外部に扉体５１の開
放を報知することができる。
　また、外部からの入力操作により開放報知停止信号が入力されることで、扉体５１の開
状態の扉開閉信号（開：０）の出力をＯＦＦ（閉：１）するとともに、ブザー３ｃをＯＦ
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Ｆする開放報知停止手段を備えている。
【００４１】
　次に、上述した判定手段、自動読取記憶手段、設定報知手段、読取開始手段、開放報知
手段及び開放報知停止手段の各手段の詳細について、図６～図８を参照しつつ説明する。
　なお、説明の便宜上、自動読取記憶手段、読取開始手段、設定報知手段、判定手段、開
放報知手段、開放報知停止手段の順に説明する。
［自動読取記憶手段、読取開始手段及び設定報知手段］
　図７は、本実施形態に係る扉開閉検出装置１の自動読取記憶手段の作動状態を示すタイ
ムチャートである。
　自動読取記憶手段は、図６に示すように、扉体５１が閉じた状態の検知信号値と自動可
変出力部（デジタルポテンショメータ）の摺動端子Ｗの出力信号値（参照値Ｖｗ）を比較
する比較部（コンパレータ）と参照値Ｖｗを所定の範囲で自動的に変化させて比較部（コ
ンパレータ）に出力する自動可変出力部（デジタルポテンショメータ）と基準値Ｖｓを記
憶する記憶部（デジタルポテンショメータ）及びその周辺電子部品から構成されている。
【００４２】
　同図に示す例では、比較部（コンパレータ）は、差動増幅タイプのオペアンプで構成さ
れており、反射型センサ２からの扉開閉検知信号Ｖｏがプラス端子に、自動可変出力部（
デジタルポテンショメータ）の摺動端子Ｗの出力信号（参照値Ｖｗ）がマイナス端子に入
力されており、その出力は、Ｖｏ≧Ｖｗで‘１’をＶｏ＜Ｖｗで‘０’が出力されるよう
になっている。
【００４３】
　一方、自動可変出力部（デジタルポテンショメータ）は、Ｕ／Ｄ端子を制御することで
外部の発振回路からの所定の周波数のパルス信号をＩＮＣ端子が受けて、摺動端子Ｗが、
所定の電圧にプルアップされたＨ端子とＧＮＤに接続されたＬ端子の間をアップ／ダウン
変動し、出力信号である参照値Ｖｗが変化する一種の可変抵抗器を構成している。
　具体的には、Ｕ／Ｄ端子を‘０’にすることでダウンし、摺動端子Ｗが、Ｌ端子側に変
動し、‘１’にすることでアップし、摺動端子Ｗが、Ｈ端子側に変動するようになってい
る。
　その結果、自動可変出力部（デジタルポテンショメータ）は、比較する参照値Ｖｗを、
所定の範囲で自動的に変化させて比較部（コンパレータ）に出力することができる。
【００４４】
　また、この自動可変出力部（デジタルポテンショメータ）は、本発明に係る読取開始手
段及び記憶部として機能するＣＳ反転端子を備えており、このＣＳ反転端子を制御するこ
とで、基準値Ｖｓを読取開始／記憶することができる。
　すなわち、ＣＳ反転端子を制御することで、摺動端子Ｗを変動状態又は停止状態にする
ことができる。
【００４５】
　具体的には、ＣＳ反転端子が‘０’になる立ち下がりエッジを検出すると、読取開始手
段が作動し、摺動端子Ｗが変動を開始することで、自動読取記憶手段が作動する。
　そして、ＣＳ反転端子が‘１’になる立ち上がりエッジを検出すると、摺動端子Ｗが変
動を停止し、このときの摺動端子Ｗの状態が、内部に備える不揮発性メモリによって記憶
され、その結果、摺動端子Ｗは固定される。
　これより、自動可変出力部（デジタルポテンショメータ）からの参照値Ｖｗが、基準値
Ｖｓ（扉体５１が閉じた状態の検知信号の値とほぼ同値）として記憶されることとになる
。
　このようにして、本発明に係る読取開始手段及び記憶部として機能することができるよ
うになっている。
　また、基準値Ｖｓが記憶されたとき、設定報知手段が作動し、ブザー３ｃがＯＦＦする
ことで、基準値Ｖｓが記憶されたことが外部に報知される。
【００４６】
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　以下、自動読取記憶手段において、扉体５１の閉じた状態の検知信号の値とほぼ同値で
ある基準値Ｖｓが記憶されるまでの手順について図７を参照しつつ説明する。
　最初に、スロットマシン５０の扉体５１を閉じた状態にし、扉開閉検出装置１の供給電
源をＯＮする。
　電源がＯＮすると、電源リセット回路においてリセット信号が生成され、フリップフロ
ップ（ＦＦ）をリセットする。
【００４７】
　次に、本発明に係る読取開始手段が、外部からの入力操作に基づき作動を開始する。こ
の場合の入力操作は、コネクタ４を介して、遊技機外部に接続された読取開始スイッチの
押下や遊技機の扉体５１の開閉操作に連動する読取開始スイッチの作動などが該当する。
例えば、外部の読取開始スイッチを、コネクタ４を介して接続し、当該スイッチをＯＮす
ることで、読取開始信号（‘０’）を発生させることができる（図６参照）。そして、こ
の読取開始信号（‘０’）は、コネクタ４を介し、インバータで反転され、フリップフロ
ップ（ＦＦ）のＳ端子（‘１’）に入力される。その結果、フリップフロップ（ＦＦ）の
Ｑ端子には‘１’が出力される。
　この信号が、インバータで反転され自動可変出力部（デジタルポテンショメータ）のＣ
Ｓ反転端子に入力されると、読取開始手段が作動し、摺動端子Ｗが変動を開始することで
、自動読取記憶手段が作動する。
【００４８】
　なお、自動読取記憶手段が作動し、摺動端子Ｗが変動を開始したときには、摺動端子Ｗ
の位置は不定である。したがって、扉体５１が閉じた状態の扉開閉検知信号Ｖｏに対して
、参照値Ｖｗが、大きい場合と小さい場合が想定される。図７では、参照値Ｖｗ≧扉開閉
検知信号（閉）Ｖｏの場合を実線で表し、参照値Ｖｗ＜扉開閉検知信号（閉）Ｖｏの場合
を破線で表している。
　手順としては、いずれの場合においても、まず、Ｕ／Ｄ端子をアップに制御（‘１’）
し、摺動端子ＷをＨ端子側に変動させる。これは、読取開始信号を‘０’にしておくこと
で、実現されるので、読取開始スイッチを押下状態としておく。
　その結果、図７に示すように自動可変出力部（デジタルポテンショメータ）の出力であ
る参照値Ｖｗは、上昇する。
【００４９】
　そして、参照値Ｖｗ≧扉開閉検知信号（閉）Ｖｏの場合は、比較部（コンパレータ）の
出力は、‘０’となり、ブザー３ｃがＯＮするようになっている。
ブザー３ｃがＯＮした場合には、これを合図として、読取開始スイッチを解除し、ＯＦＦ
する。
　なお、破線の場合には、ブザー３ｃがＯＮするまで、すなわち、参照値Ｖｗ≧扉開閉検
知信号（閉）Ｖｏとなるまで、読取開始スイッチを押下状態とし、ブザー３ｃがＯＮで読
取開始スイッチを解除し、ＯＦＦする。
　読取開始スイッチが解除されると、読取開始信号が‘１’となり、インバータを介して
、Ｕ／Ｄ端子に‘０’が出力され、摺動端子Ｗが、ダウン変動することになり、Ｌ端子側
に変動する。
　その結果、図７に示すように自動可変出力部（デジタルポテンショメータ）の出力であ
る参照値Ｖｗは、下降する。
【００５０】
　そして、参照値Ｖｗが下降を続けた後に、参照値Ｖｗ＜扉開閉検知信号（閉）Ｖｏとな
るタイミングで、比較部（コンパレータ）の出力は、‘１’となる。これと同時に、ワン
ショットマルチバイブレータ（ＯＳＭ）が、比較部（コンパレータ）の出力が‘１’とな
る立ち上がりエッジのタイミングで、パルス信号を発生し、このパルス信号が、フリップ
フロップ（ＦＦ）のＲ端子に‘１’が入力され、フリップフロップ（ＦＦ）のＱ端子には
‘０’が出力される。
　さらに、この信号が、インバータで反転され自動可変出力部（デジタルポテンショメー
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タ）のＣＳ反転端子に入力されると、摺動端子Ｗが変動を停止し、このときの摺動端子Ｗ
の状態が、内部に備える不揮発性メモリによって記憶され、その結果、摺動端子Ｗは固定
される。
　これにより、このときの参照値Ｖｗの値が固定され、基準値Ｖｓとして記憶される。
　さらに、このとき設定報知手段が作動することで、ブザー３ｃがＯＦＦし、扉開閉検出
装置１の設定が完了したことを、外部より認識することができる。
【００５１】
　このように、自動読取記憶手段を備えることで、手動で扉体５１の閉じた状態の値を設
定する必要がないため、扉開閉検出装置１を設置する際の作業効率が向上する。
　また、自動読取記憶手段が、扉体５１が閉じた状態の検知信号の値と参照値Ｖｗ比較す
る比較部と、参照値Ｖｗを所定の範囲で自動的に変化させて比較部（コンパレータ）に出
力する自動可変出力部（デジタルポテンショメータ）と、基準値Ｖｓを記憶する記憶部を
備えることにより、特にコンピュータ等を用いずにロジック回路のみで自動読取記憶手段
を構成することができるので、扉開閉検出装置１の製造コストの低減を図ることができる
。
　さらに、自動読取記憶手段が、遊技機外部からの入力操作に基づき、読み取りを開始す
る読取開始手段を備えることにより、扉体５１を閉じた状態を確認した後に、自動読取記
憶手段を始動することができるため、基準値Ｖｓを確実に得ることができる。
　また、設定報知手段を備えることにより、基準値Ｖｓが記憶されたことが、外部に報知
されるため、扉開閉検出装置の設定完了が容易に認識でき、設置の際の労力が軽減される
。
【００５２】
　なお、本実施形態では、外部からの入力操作に基づき、自動読取記憶手段を始動したが
、全て自動で行うこともできる。
　例えば、電源ＯＮと同時に、自動可変出力部（デジタルポテンショメータ）のＣＳ反転
端子を変動状態とするとともに、Ｕ／Ｄ端子が、アップ変動するように制御する。そして
、発振回路からのパルス信号より、カウンタタイマを生成し、所定の時間経過後（例えば
、Ｌ端子からＨ端子まで変動する最大時間）、タイマからの出力で、Ｕ／Ｄ端子がダウン
変動するように制御する。その後は、本実施形態と同様である。
　このようにすることで、外部からの入力操作がなくても、扉体５１が閉じた状態の値を
記憶することができる。
【００５３】
［判定手段、開放報知手段、開放報知停止手段］
　続いて、本発明に係る判定手段、開放報知手段及び開放報知停止手段について、図６及
び図８を参照しつつ説明する。
　図８は、本実施形態に係る扉開閉検出装置１の判定手段の作動状態を示すタイムチャー
トである。
　図６に示すように、判定手段は、前述した自動読取記憶手段において、記憶部（デジタ
ルポテンショメータ）に記憶した扉体５１が閉じた状態の検知信号値とほぼ同値の基準値
Ｖｓと扉開閉検知信号Ｖｏを比較する前述した比較部（コンパレータ）を備えており、こ
れら二つの値を比較することで、扉体５１の開閉状態を判定するようになっている。
【００５４】
　また、開放報知手段としては、同図に示すように、比較部（コンパレータ）からの出力
信号を扉開閉信号（開：０，閉：１）とし、扉体５１が開いた状態になると扉開閉信号（
開：０）を出力するとともに、この比較部（コンパレータ）からの出力信号を受けて作動
するブザー３ｃを備えており、比較部（コンパレータ）からの出力信号が‘０’（開）と
なると、ブザー３ｃがＯＮし、音で外部に扉体５１の開放を報知するようになっている。
　さらに、外部からの入力操作により開放報知停止信号（‘１’）が入力されることで、
扉体５１の開状態の扉開閉信号（開：０）の出力を‘１’（閉）するとともに、ブザー３
ｃをＯＦＦする開放報知停止手段を備えている。
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【００５５】
　以下に、各手段の動作手順を詳述するが、既に自動読取記憶手段が作動し、読み取りを
終了し、記憶部（デジタルポテンショメータ）の摺動端子Ｗは、固定されており、その出
力値は扉体５１が閉じた状態の検知信号の値とほぼ同値の基準値Ｖｓが出力されているも
のとする。
　図８に示すように、まず、扉体５１が閉じた状態であるとすると、比較部（コンパレー
タ）に入力される反射型センサ２の扉開閉検知信号Ｖｏと記憶部（デジタルポテンショメ
ータ）の出力値（基準値Ｖｓ）は僅かに基準値Ｖｓが低い値となっているため、比較部（
コンパレータ）の出力は‘１’となっている。
【００５６】
　次に、扉体５１を開放すると、扉開閉検知信号Ｖｏが、距離Ｌが長くなることで、減少
する（図４参照）。
　この結果、比較部（コンパレータ）の出力は反転し‘０’となる。
　これにより、判定手段が、扉体５１が開放したと判定したことになる。
　このように、予め記憶した基準値Ｖｓと比較するだけで、即座に開放を検出することが
できるため、迅速に不正な扉体５１の開放を検出することができる。
　また、前述したように、扉体５１の僅かな変位も、大きな出力信号の差異となるため、
微少な開放も検出することができる。
【００５７】
　そして、本発明に係る開放報知手段として、図６に示すように、上述した比較部（コン
パレータ）の出力が、所定のドライバ回路を経て、コネクタ４より、外部に扉開閉信号（
開：０，閉：１）として出力されており、扉体５１が開いた状態では扉開閉信号（開：０
）を出力するようになっている（図８参照）。
　さらに、比較部（コンパレータ）からの出力信号が‘０’（開）となると、ブザー３ｃ
がＯＮし、音で外部に扉体５１の開放を報知する（図８参照）。
　これにより、扉体５１の開放を外部に報知することで、扉体５１を開放して行う不正行
為を迅速かつ容易に発見することができる。
　また、不正行為の抑止力となり、未然に不正を防止することができる。
【００５８】
　さらに、図６及び図８に示すように、外部からの入力操作により作動する開放報知停止
スイッチを、コネクタ４を介して接続し、その作動により開放報知停止信号（‘０’）が
入力されるようになっている。そして、開放報知停止信号（‘０’）が入力されている間
は、本発明に係る開放報知停止手段が作動し、比較部（コンパレータ）からの出力信号を
‘１’（閉）とし、扉体５１の扉開閉信号の出力を‘１’（閉）するとともに、ブザー３
ｃをＯＦＦすることができる。
　これにより、不正の目的ではなく、遊技場の店員などが正当にスロットマシン５０の扉
体５１を開放する場合には、この開放報知手段を停止状態しておくことができ、これより
不正行為と錯誤が生じないようにすることができる。
【００５９】
　以上説明したように、本実施形態の扉開閉検出装置１によれば、遊技機の僅かな扉の開
放も検出することで、扉体５１の隙間からの不正行為も早期に発見することができるとと
もに、扉開閉検出装置１の取り付けや設定が容易であるため、設置時の労力を軽減するこ
とができる。
【００６０】
［第二実施形態］
　次に、本発明の第二実施形態に係る扉開閉検出装置を備える遊技機及び管理コンピュー
タシステムについて、図９を参照しつつ説明する。
　図９は、本実施形態に係る扉開閉検出装置を備える遊技機及び管理コンピュータシステ
ムを示す概略図である。
　同図に示すように、本実施形態の扉開閉検出装置を備える遊技機及び管理コンピュータ



(15) JP 2008-93137 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

システムは、上述した第一実施形態の変形実施形態であり、反射型センサ２と検出部３を
分離し、検出部３としての機能を遊技機の主基板又は遊技場の設備である台コンピュータ
が代替する構成としたものである。
　従って、その他の構成部分は、第一実施形態と同様となっており、同様の構成部分につ
いては、図中で第一実施形態と同一符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００６１】
［扉開閉検出装置を備える遊技機］
　まず、扉開閉検出装置を備える遊技機について説明する。
　同図に示す例では、扉開閉検出装置を備える遊技機を、第一実施形態とほぼ同様な構成
からなるスロットマシン５０に適用したものである。
　したがって、スロットマシンマシン５０の詳細な構成の説明は省略し、発明の特徴的な
説明にとどめるものとする。
　本実施形態に係る扉開閉検出装置を備えるスロットマシンマシン５０は、反射型センサ
２、本発明に係る後述する各種手段として機能するとともにスロットマシン５０を制御す
る主基板、主基板から出力される遊技情報（メダル投入、メダル払出、ビッグボーナス（
ＢＢ）、レギュラーボーナス（ＲＢ））を外部に出力する外部接続端子板、主基板からの
信号を受けて所定の遊技演出を制御する演出制御基板、演出制御基板で制御されるスピー
カ（ＳＰ）とランプ基板、外部からの入力操作として扉体５１の開閉操作に連動して作動
する読取開始スイッチから構成されている。
【００６２】
　以下、各部の詳細な説明をする。
　最初に、本実施形態に係る扉開閉検出装置は、反射型センサ２と、本発明に係る各種手
段として機能するとともにスロットマシン５０を制御する主基板から構成されている。
　具体的には、反射型センサ２は、第一実施形態と同等な手法によりスロットマシン５０
に取り付けられており、後述する台コンピュータと電源ラインとＧＮＤラインを介して接
続され、電源Ｖｃｃは台コンピュータより供給されている。
　そして、扉開閉検知信号Ｖｏは、主基板に入力されている。
　次に、主基板は、所定のＣＰＵ、プログラムを記録したＲＯＭ、ＲＡＭ及びインターフ
ェイス回路などが搭載されている回路基板で、スロットマシン５０全体を制御している。
　そして、本実施形態では、主基板が、読取開始手段、自動読取記憶手段、設定報知手段
、判定手段、開放報知手段として機能している。
【００６３】
　具体的には、ＣＰＵが、ＲＯＭに記録したプログラムを実行することにより、主基板が
、読取開始手段、自動読取記憶手段、設定報知手段、判定手段、開放報知手段として機能
する。
　まず、読取開始手段では、扉体５１の閉状態を確認後、スロットマシン５０の電源をＯ
Ｎすると、プログラムが実行を開始し、読取開始スイッチの監視動作を行う。読取開始ス
イッチがＯＮ（閉状態）されていることを検知することで、自動読取記憶手段が作動を開
始するようになっている。
　次に、自動読取記憶手段では、インターフェイス回路に設けたＡＤ変換器を介して、閉
状態の扉開閉検知信号Ｖｏの値を読み取り、ＲＡＭに数値化して基準値として記憶する。
　このとき、設定報知手段が作動し、設定報知信号が演出制御基板に出力されることで、
演出制御基板がスピーカ（ＳＰ）を制御し、扉開閉検出装置の設定完了を外部に報知する
ことができるようになっている。
【００６４】
　そして、判定手段では、扉開閉検知信号Ｖｏの値を常時監視し、扉開閉検知信号Ｖｏの
値がＲＡＭに記憶した基準値を下回ったときに、扉体５１が開放を判定するようになって
いる。
　扉体５１の開放を判定すると、開放報知手段が作動し、開放報知信号を演出制御基板に
出力することで、演出制御基板がスピーカ（ＳＰ）とランプ基板を制御し、扉体５１の開
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放を外部に報知することができるようになっている。
【００６５】
　以上述べてきたように、本実施形態に係る扉開閉検出装置を備えるスロットマシン５０
によれば、スロットマシン５０自体に、検知手段としての反射型センサ２と各種手段とし
て機能する主基板からなる扉開閉検出装置を備えることで、第一実施形態に係る扉開閉検
出装置１の有する効果を奏することができるとともに、改めて扉開閉検出装置を設置する
手間が省け、設置の労力も軽減することができる。
　なお、本実施形態では、電源ラインとＧＮＤラインを後述する台コンピュータと接続し
たが、これらをスロットマシン５０の電源基板などと接続し、電源Ｖｃｃの供給を受ける
こともできる。
【００６６】
［扉開閉検出装置を備える管理コンピュータシステム］
　続いて、扉開閉検出装置を備える管理コンピュータシステムについて説明する。
　図９に示す例では、扉開閉検出装置を備える管理コンピュータシステムを、遊技場に設
置してある遊技機を管理する管理コンピュータシステム１００に適用したものである。
　本実施形態に係る管理コンピュータシステム１００は、現在遊技場に設置してある公知
の管理コンピュータシステムであるため、内部の構成等の詳細な説明は省略し、発明の特
徴的な説明にとどめるものとする。
　本実施形態に係る扉開閉検出装置を備える管理コンピュータシステム１００は、反射型
センサ２、本発明に係る後述する各種手段として機能するとともに遊技機を監視し、主基
板から入力される遊技情報（メダル投入、メダル払出、ビッグボーナス（ＢＢ）、レギュ
ラーボーナス（ＲＢ））等を演算処理し、ホールコンピュータにデータ送信を行う台コン
ピュータ、遊技場の複数の遊技機を集中管理するホールコンピュータ及びホールコンピュ
ータで制御される監視カメラ、監視モニタ、警報ランプ、外部からの入力操作に基づき作
動する読取開始スイッチ及び開放報知停止スイッチから構成されている。
【００６７】
　以下、各部の詳細な説明をする。
　最初に、本実施形態に係る扉開閉検出装置は、上述したスロットマシン５０に設置した
反射型センサ２と、本発明に係る各種手段として機能するとともに遊技情報を演算処理し
、ホールコンピュータにデータ送信を行う台コンピュータから構成されている。
　具体的には、台コンピュータは、所定のＣＰＵ、プログラムを記録したＲＯＭ、ＲＡＭ
及びインターフェイス回路が搭載されている制御部と、スロットマシン５０との接続に使
用するインターフェイス基板で構成されている。
　なお、反射型センサ２については、既に説明しているため省略するが、扉開閉検知信号
Ｖｏは、同図に示すように、インターフェイス基板に入力されている。
　そして、本実施形態では、台コンピュータは、読取開始手段、自動読取記憶手段、設定
報知手段、判定手段、開放報知手段、開放報知停止手段として機能している。
【００６８】
　具体的には、ＣＰＵが、ＲＯＭに記録したプログラムを実行することにより、台コンピ
ュータが、読取開始手段、自動読取記憶手段、設定報知手段、判定手段、開放報知手段、
開放報知停止手段として機能する。
　まず、読取開始手段では、扉体５１の閉状態を確認後、外部からの入力操作により読取
開始スイッチが押下されることで、プログラムに基づきＣＰＵが読取開始スイッチのＯＮ
を検知し、自動読取記憶手段が作動を開始するようになっている。
　次に、自動読取記憶手段では、インターフェイス基板に設けたＡＤ変換器を介して、閉
状態の扉開閉検知信号Ｖｏの値を読み取り、ＲＡＭに数値化し、基準値として記憶する。
　このとき、設定報知手段が作動し、設定報知信号が生成され、遊技場の設備として遊技
機ごとに設置されたインテリジェントランプ（図示しない）を所定の時間点滅等すること
で、設定完了を外部に報知することができるようになっている。
【００６９】



(17) JP 2008-93137 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

　そして、判定手段では、ＲＡＭに記憶した基準値と扉開閉検知信号Ｖｏの値を常時監視
し、扉開閉検知信号Ｖｏの値が記憶した基準値を下回ったときに、扉体５１が開放を判定
するようになっている。
　扉体５１の開放を判定すると、開放報知手段が作動し、開放報知信号が生成され、イン
テリジェントランプ（図示しない）を点滅するとともに、ホールコンピュータに開放報知
信号を送信する。
　これにより、ホールコンピュータが、監視カメラ、監視モニタ、警報ランプを作動させ
、遊技場の管理者がスロットマシン５０の扉体５１の開放を認識できるようになっている
。
　さらに、従業員等による外部からの入力操作により、開放報知停止スイッチを押下する
ことで、開放報知停止手段が作動し、上述した各報知装置を停止することができるように
なっている。
【００７０】
　以上述べてきたように、本実施形態に係る扉開閉検出装置を備える管理コンピュータシ
ステム１００によれば、管理コンピュータシステム１００自体に、検知手段としての反射
型センサ２と各種手段として機能する台コンピュータからなる扉開閉検出装置を備えるこ
とで、第一実施形態に係る扉開閉検出装置１の有する効果を奏することができるとともに
、遊技情報を含めて、遊技機を集中管理することができるので、総合的な不正対策を講じ
ることができる。
【００７１】
［第三実施形態］
　次に、本発明の第三実施形態に係る扉開閉検出装置について、図１０、図１１を参照し
つつ説明する。
　図１０は、本実施形態に係る扉開閉検出装置１を示す概略斜視図であり、図１１は、同
じく本実施形態に係る扉開閉検出装置１の内部構成を示すブロック図である。
　各図に示す本実施形態に係る扉開閉検出装置１は、上述した第一実施形態の変形実施形
態であり、反射型センサ２と検出部３を別筐体とし、検出部３に読取開始スイッチを備え
る構成としたものである。
　従って、その他の構成部分は、第一実施形態と同様となっており、同様の構成部分につ
いては、図中で第一実施形態と同一符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００７２】
　図１０に示すように、本実施形態の扉開閉検出装置１は、反射型センサ２と検出部３を
別筐体としてある。そして、これらを所定の長さを有する電気ケーブルを介して、コネク
タで接続した構成となっている。なお、この電気ケーブルは、外部から悪戯されないよう
に強固な皮膜を形成するチューブで覆われているとともに、反射型センサ２側を遊技機内
に取り付け、検出部３側を遊技機の外部に取り付けられる程度の長さを有している。
　さらに、検出部３には、入力操作により作動する読取開始スイッチが備えられている。
【００７３】
　また、本実施形態に係る扉開閉検出装置１の内部の構成は、図１１に示すように、第一
実施形態の構成と比べると、内部に読取開始スイッチを備えた構成になっており、そのた
めに外部の信号から読取開始信号を削除され、その他は第一実施形態と同一の構成として
ある。
　このような構成からなる本実施形態の扉開閉検出装置１によれば、発光部、受光部及び
検知手段である反射型センサ２の省スペース化が図られ、遊技機内部に取り付ける際の自
由度が確保できる。また、読取開始スイッチを常設することにより、改めて、外部に読取
開始スイッチを接続する必要がなくなり、手軽に扉開閉検出装置１を遊技機に設置するこ
とができるため、設置の際の労力を軽減することができる。
【００７４】
　以上、本発明の扉開閉検出装置とこれを備えた遊技機及び管理コンピュータシステムに
ついて、好ましい実施形態を示して説明したが、本発明に係る遊技機は、上述した実施形
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うまでもない。
　例えば、本発明が適用されるのは、上述した実施形態で示したスロットマシンに限らず
、パチンコ機であってもよく、扉体と支持体を備えるどのような遊技機であっても適用が
可能である。この種の遊技機としては、スロットマシン（パチロット，パロットを含む）
やパチンコ機の他、例えば、アレンジボール機，雀球機等、各種の遊技機があり、いずれ
も本発明の適用対象とすることができる。
【００７５】
　また、上述した実施形態では、発光部、受光部及び検知手段を一体に形成し、さらに、
検出部も一つの筐体に収納したが、これに限られるものではない。例えば、発光部を扉体
側に設けて、受光部及び検知手段を支持体側に設け、さらに、検出部を遊技機外部に備え
、これらを電気ケーブルや無線等で通信可能に接続することも本発明の適用対象とするこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明は、パチンコ機やスロットマシンなど広く遊技機の開扉判定に利用することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の第一実施形態に係る扉開閉検出装置を示す概略斜視図である。
【図２】本発明の第一実施形態に係る扉開閉検出装置の動作原理を示す概略図である。
【図３】本発明の第一実施形態に係る扉開閉検出装置の反射型センサの内部構成を示すブ
ロック図である。
【図４】本発明の第一実施形態に係る扉開閉検出装置の検出信号の出力特性を示す図であ
る。
【図５】本発明の第一実施形態に係る扉開閉検出装置を備えたスロットマシンの概略斜視
図である。
【図６】本発明の第一実施形態に係る扉開閉検出装置の内部構成を示すブロック図である
。
【図７】本発明の第一実施形態に係る扉開閉検出装置の自動読取記憶手段の作動状態を示
すタイムチャートである。
【図８】本発明の第一実施形態に係る扉開閉検出装置の判定手段の作動状態を示すタイム
チャートである。
【図９】本発明の第二実施形態に係る扉開閉検出装置を備える遊技機及び管理コンピュー
タシステムを示す概略図である。
【図１０】本発明の第三実施形態に係る扉開閉検出装置を示す概略斜視図である。
【図１１】本発明の第三実施形態に係る扉開閉検出装置の内部構成を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【００７８】
　　１　扉開閉検出装置
　　２　反射型センサ
　　３　検出部
　　４　コネクタ
　　５　ハーネス
　　５０　スロットマシン
　　１００　管理コンピュータシステム
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