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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技に関する制御を行う制御基板を収納する基板ケースと、
　前記基板ケースが取り付けられる取付部と、を備える遊技台であって、
　前記基板ケースは、
　識別情報が記憶されると共に前記記憶された識別情報を所定の機器により非接触の状態
で読み取ることができる読取機能が付加されたシール部材を貼付するための貼付部を有し
、
　当該基板ケースが前記取付部に固定された状態となる取付位置と、
　前記基板ケースが前記取付部から取り外し可能となる取外し位置と、の間を移動可能に
構成され、
　前記取付部に保持され、前記シール部材に干渉可能な干渉部材を備え、
　前記貼付部は、
　前記基板ケースが前記取付位置から前記取外し位置に移動する間に、当該貼付部に貼付
された前記シール部材が前記干渉部材に干渉する位置に配置され、
　前記干渉部材は、
　前記基板ケースが前記取付位置から前記取外し位置へ移動される間に、前記貼付部に貼
付された前記シール部材に干渉して該シール部材の少なくとも一部を破断し、前記シール
部材の前記読取機能を不能化させ、前記識別情報の読み取りを不可とし、
　前記基板ケースが前記取付位置から前記取外し位置へ移動される移動方向を単一方向に
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規制する規制手段をさらに備え、
　前記貼付部には、前記移動方向とは逆方向に向けて開口すると共に、前記基板ケースの
底面側に向けて開口した凹溝形状が形成され、
　前記干渉部材は、前記基板ケースが前記取付位置に取り付けられた際に、前記凹溝形状
の中空部に侵入する位置に配置され、
　前記シール部材は、前記移動方向に対し、前記中空部に侵入した前記干渉部材よりも後
方であって、前記シール部材の少なくとも一部が前記凹溝形状の開口を塞ぐように貼付さ
れていることを特徴とする、
　遊技台。
【請求項２】
　前記シール部材に記憶される前記識別情報は、予め定められた遊技台固有の識別情報で
あることを特徴とする、
　請求項１に記載の遊技台。
【請求項３】
　前記干渉部材は、前記基板ケースが前記取付位置に取り付けられた状態において外部か
らの接触が不可能な位置に配置されていることを特徴とする、
　請求項１または２に記載の遊技台。
【請求項４】
　前記シール部材は、前記所定の機器から発信される電波を少なくとも受信するためのア
ンテナ部材を含み、
　前記干渉部材は、前記基板ケースが前記取付位置から前記取外し位置へ移動される間に
、前記アンテナ部材を破断することにより前記読取機能を不能化させることを特徴とする
、
　請求項１乃至３のいずれかに記載の遊技台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回胴遊技機（スロットマシン）や弾球遊技機（パチンコ機）に代表される遊
技台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技台の一つとして、例えばスロットマシンが知られている。このスロットマシ
ンは、一般に、複数種類の図柄が施された複数のリールと、メダルの投入を前提条件とし
て、リールの回転開始を指示するスタートスイッチと、各リールに対応して設けられ、各
リールを個別に停止させるためのストップスイッチと、予め定めた入賞役の内部当選の当
否を抽選により判定する抽選手段とを備え、入賞役に内部当選した場合であって、停止時
のリールによって表示される図柄の組合せが、内部当選した入賞役に対応して予め定めら
れた図柄の組合せである場合に、その入賞役に入賞し、払い出しが必要な場合には所定数
のメダルを払い出すように構成されている。
【０００３】
　このような遊技台は、ＣＰＵやＲＯＭ、ＲＡＭ等からなる遊技制御基板を備え、この遊
技制御基板によって入賞役の内部抽選やメダルの払い出し等を制御している。このため、
制御プログラムや抽選データ等が記憶されたＲＯＭを交換する等、様々な不正行為が遊技
制御基板に対して行われる場合があった。
【０００４】
　このような不正行為の防止を強化する観点から、遊技制御基板を内部に収納する基板ケ
ース（基板収納ケース）を封印すると共に、基板ケースを開封（開放）したときに、その
開封を行った痕跡が残るように構成された基板ケースの不正開放防止機構が提案されてい
る（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２８３４４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年では、不正行為の手口がより巧妙になり、基板収納ケースの不正開放防止機構だけ
では、遊技制御基板に対する不正行為の撲滅までには届かず、より効果的な、さらなる不
正防止対策が求められてきている。このため、さらなる不正防止対策として従来技術の基
板収納ケースに遊技台固有の識別情報を記憶したＩＣタグシールを貼付し、ＩＣタグシー
ルの識別情報を専用のＩＤ読取器にて読取り、遊技制御基板（基板収納ケース含む）が正
規の基板か、または不正に交換された基板かを識別して、遊技台に取り付けられた遊技制
御基板の管理を行う試みがなされている。
【０００７】
　しかしながら、このＩＣタグシールを利用した不正防止対策については、基板収納ケー
スに貼付されたＩＣタグシールを生かした状態での不正行為が懸念されるという問題があ
った。このＩＣタグシールを生かした状態での不正行為としては、例えば、遊技台から基
板収納ケースを取り外し、ＩＣタグシールが貼り付けられたままで基板収納ケース内（基
板全体、またはＲＯＭのみ）だけを巧妙に交換する不正行為等が考えられている。具体的
には、基板収納ケースを取り外した後に、基板収納ケースを開放するのではなく、発見さ
れにくい箇所（例えば、遊技台に取り付けられた状態では周囲の部材等によって遮蔽され
る部分）に孔を加工し、この加工した孔を通してＲＯＭを交換するといった不正行為等で
ある。
【０００８】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであって、ＩＣタグシール
による基板等の管理を行う場合に、ＩＣタグシールを生かした状態での不正行為を効果的
に防止することが可能な遊技台を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）本発明は、遊技に関する制御を行う制御基板を収納する基板ケースと、前記基板
ケースが取り付けられる取付部と、を備える遊技台であって、前記基板ケースは、識別情
報が記憶されると共に前記記憶された識別情報を所定の機器により非接触の状態で読み取
ることができる読取機能が付加されたシール部材を貼付するための貼付部を有し、前記貼
付部に貼付されたシール部材における前記読取機能を不能化させ、前記識別情報の読み取
りを不可とする読取不可手段をさらに備え、前記読取不可手段は、前記基板ケースが前記
取付部に取り付けられた取付位置から取り外し可能となる取外し位置に移動される移動動
作に伴い、前記読取機能を不能化させることを特徴とする、遊技台である。
【００１０】
　（２）本発明はまた、前記シール部材に記憶される前記識別情報は、予め定められた遊
技台固有の識別情報であることを特徴とする、上記（１）に記載の遊技台である。
【００１１】
　（３）本発明はまた、前記基板ケースが前記取付位置から前記取外し位置へ移動される
までに前記シール部材に干渉する干渉部材をさらに備え、前記読取不可手段は、前記干渉
部材を前記シール部材に干渉させることで前記シール部材における前記読取機能を不能化
させることを特徴とする、上記（１）または（２）に記載の遊技台である。
【００１２】
　（４）本発明はまた、前記干渉部材は、前記基板ケースが前記取付位置に取り付けられ
た状態において外部からの接触が不可能な位置に配置されていることを特徴とする、上記
（３）に記載の遊技台である。
【００１３】
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　（５）本発明はまた、前記基板ケースが前記取付位置から前記取外し位置へ移動される
移動方向を単一方向に規制する規制手段をさらに備えたことを特徴とする、上記（１）乃
至（４）のいずれかに記載の遊技台である。
【００１４】
　（６）本発明はまた、前記基板ケースが前記取付位置から前記取外し位置へ移動される
移動方向を単一方向に規制する規制手段をさらに備え、前記貼付部には、前記移動方向と
は逆方向に向けて開口した凹溝形状が形成され、前記干渉部材は、前記基板ケースが前記
取付位置に取り付けられた際に、前記凹溝形状の中空部に侵入する位置に配置され、前記
シール部材は、前記移動方向に対し、前記中空部に侵入した前記干渉部材よりも後方であ
って、前記シール部材の少なくとも一部が前記凹溝形状の開口を塞ぐように貼付されてい
ることを特徴とする、上記（３）または（４）に記載の遊技台である。
【００１５】
　（７）本発明はまた、前記シール部材は、前記所定の機器から発信される電波を少なく
とも受信するためのアンテナ部材を含み、前記読取不可手段は、前記基板ケースが前記取
付位置から前記取外し位置へ移動される間に、前記アンテナ部材を破断することにより前
記読取機能を不能化させることを特徴とする、上記（１）乃至（６）のいずれかに記載の
遊技台である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る遊技台によれば、ＩＣタグシールによる基板等の管理を行う場合に、ＩＣ
タグシールを生かした状態での不正行為を効果的に防止することが可能という優れた効果
を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例１に係るスロットマシンの外観斜視図である。
【図２】スロットマシンの内部構成の概略を示す前面扉を開いた斜視図である。
【図３】主基板収納ケース周囲の構成を示した分解斜視図である。
【図４】（ａ）ＩＣタグ封印シールの一例を示した外観図である。（ｂ）ＩＣタグ封印シ
ールの内部構造の一例を透過して示した図である。
【図５】（ａ）および（ｂ）主基板収納ケースの取付ベースへの取付方法を示した図であ
る。
【図６】（ａ）～（ｃ）図５（ｂ）のＡ部を拡大した断面図である。
【図７】（ａ）および（ｂ）主基板収納ケースの取付ベースからの取り外し方法を示した
図である。
【図８】図７（ｂ）の視線から見たＢ部拡大図である。
【図９】主制御部の回路ブロック図を示したものである。
【図１０】副制御部の回路ブロック図を示したものである。
【図１１】主制御部のメイン処理の流れを示すフローチャートである。
【図１２】（ａ）副制御部の割込み処理の流れを示すフローチャートである。（ｂ）副制
御部のメイン処理の流れを示すフローチャートである。
【図１３】（ａ）および（ｂ）実施例２の主基板収納ケースおよび取付ベースの外観斜視
図である。
【図１４】（ａ）実施例２～５のＩＣタグ封印シールの一例を示した外観図である。（ｂ
）実施例２～５のＩＣタグ封印シールの内部構造の一例を透過して示した図である。
【図１５】（ａ）図１３（ａ）のＣ部拡大図である。（ｂ）図１３（ｂ）のＤ部拡大図で
ある。
【図１６】（ａ）および（ｂ）実施例３の主基板収納ケースおよび取付ベースの外観斜視
図である。
【図１７】（ａ）図１６（ａ）のＥ部拡大図である。（ｂ）図１６（ｂ）のＦ部拡大図で
ある。
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【図１８】（ａ）および（ｂ）実施例４の主基板収納ケースおよび取付ベースの外観斜視
図である。
【図１９】実施例４の主基板収納ケースおよび取付ベースの外観斜視図である。
【図２０】（ａ）図１８（ａ）のＧ部拡大図である。（ｂ）図１８（ｂ）のＨ部拡大図で
ある。
【図２１】図１９のＩ部拡大図である。
【図２２】（ａ）および（ｂ）実施例５の主基板収納ケースおよび取付ベースの外観斜視
図である。
【図２３】実施例５の主基板収納ケースおよび取付ベースの外観斜視図である。
【図２４】（ａ）図２２（ａ）のＪ－Ｊ線断面図である。（ｂ）図２２（ｂ）のＪ－Ｊ線
断面図である。（ｃ）図２３のＪ－Ｊ線断面図である。
【図２５】パチンコ機の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を用いて、本発明の実施例に係るスロットマシン（遊技台）について詳細に
説明する。
【実施例１】
【００１９】
　＜全体構成＞
　まず、図１を用いて、本実施例に係るスロットマシン１００の全体構成について説明す
る。なお、同図はスロットマシン１００の外観斜視図を示したものである。
【００２０】
　スロットマシン１００は、略箱状の本体１０１と、この本体１０１の前面開口部に取り
付けられた前面扉１０２とを有して構成されている。スロットマシン１００の本体１０１
の中央内部には、外周面に複数種類の図柄が所定コマ数だけ配置されたリールが３個（左
リール１１０、中リール１１１、右リール１１２）収納され、スロットマシン１００の内
部で回転できるように構成されている。各図柄は帯状部材に等間隔で適当数印刷され、こ
の帯状部材が所定の円形枠材に貼り付けられて各リール１１０～１１２が構成されている
。リール１１０～１１２上の図柄は、遊技者から見ると、図柄表示窓１１３から縦方向に
概ね３つ表示され、合計９つの図柄が見えるようになっている。そして、各リール１１０
～１１２を回転させることにより、遊技者から見える図柄の組み合せが変動することとな
る。なお、本実施例では、３個のリールをスロットマシン１００の中央内部に備えている
が、リールの数やリールの設置位置はこれに限定されるものではない。
【００２１】
　また、図柄表示窓１１３の外枠には、点滅や点灯などの点灯制御によって、後述する有
効ラインや入賞ラインを報知するためのライン表示ＬＥＤ（図示省略）が配置されている
。
【００２２】
　さらに、スロットマシン１００内部において各々のリール１１０～１１２の近傍には、
投光部と受光部からなる光学式センサ（図示省略）が設けられており、この光学式センサ
の投光部と受光部の間を、リールに設けられた一定の長さの遮光片が通過するように構成
されている。このセンサの検出結果に基づいてリール上の図柄の回転方向の位置を判断し
、目的とする図柄が入賞ライン１１４上に表示されるようにリール１１０～１１２を停止
させる。
【００２３】
　入賞ライン表示ランプ１２０は、有効となる入賞ラインを示すランプである。有効とな
る入賞ラインは、スロットマシン１００に投入されたメダルの数によって予め定まってい
る。５本の入賞ライン１１４のうち、例えば、メダルが１枚投入された場合、中段の水平
入賞ラインが有効となり、メダルが２枚投入された場合、上段水平入賞ラインと下段水平
入賞ラインが追加された３本が有効となり、メダルが３枚投入された場合、右下り入賞ラ
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インと右上り入賞ラインが追加された５本が入賞ラインとして有効になる。なお、入賞ラ
イン１１４の数については５本に限定されるものではない。
【００２４】
　スタートランプ１２１は、リール１１０～１１２が回転することができる状態にあるこ
とを遊技者に知らせるランプである。再遊技ランプ１２２は、前回の遊技において入賞役
の一つである再遊技役に入賞した場合に、今回の遊技が再遊技可能であること（メダルの
投入が不要であること）を遊技者に知らせるランプである。告知ランプ１２３は、内部抽
選において、特定の入賞役（例えば、ＢＢ（ビッグボーナス）やＲＢ（レギュラーボーナ
ス）等のボーナス）に内部当選していることを遊技者に知らせるランプである。メダル投
入ランプ１２４は、メダルの投入が可能であることを知らせるランプである。払出枚数表
示器１２５は、何らかの入賞役に入賞した結果、遊技者に払出されるメダルの枚数を表示
するための表示器である。遊技回数表示器１２６は、メダル投入時のエラー表示や、ビッ
グボーナスゲーム中（ＢＢゲーム中）の遊技回数、所定の入賞役の入賞回数等を表示する
ための表示器である。貯留枚数表示器１２７は、スロットマシン１００に電子的に貯留さ
れているメダルの枚数を表示するための表示器である。リールパネルランプ１２８は、演
出用のランプである。
【００２５】
　メダル投入ボタン１３０、１３１は、スロットマシン１００に電子的に貯留されている
メダルを所定の枚数分投入するためのボタンである。本実施例においては、メダル投入ボ
タン１３０が押下される毎に１枚ずつ最大３枚まで投入され、メダル投入ボタン１３１が
押下されると３枚投入されるようになっている。メダル投入口１３４は、遊技を開始する
に当たって遊技者がメダルを投入するための投入口である。すなわち、メダルの投入は、
メダル投入ボタン１３０または１３１により電子的に投入することもできるし、メダル投
入口１３４から実際のメダルを投入することもできる。精算ボタン１３２は、スロットマ
シン１００に電子的に貯留されたメダルおよびベットされたメダルを精算し、メダル払出
口１５５よりメダル受皿１５６に排出するためのボタンである。メダル返却ボタン１３３
は、投入されたメダルが詰まった場合に押下してメダルを取り除くためのボタンである。
【００２６】
　スタートレバー１３５は、遊技の開始操作を行うためのレバー型のスイッチである。即
ち、メダル投入口１３４に所望する枚数のメダルを投入して、スタートレバー１３５を操
作すると、これを契機としてリール１１０～１１２が回転し、遊技が開始される。ストッ
プボタン１３７～１３９は、スタートレバー１３５の操作によって回転を開始したリール
１１０～１１２に対する停止操作を行うためのボタンであり、各リール１１０～１１２に
対応して設けられている。そして、いずれかのストップボタン１３７～１３９を操作する
と対応するいずれかのリール１１０～１１２が停止することになる。
【００２７】
　ドアキー孔１４０は、スロットマシン１００の前面扉１０２のロックを解除するための
キーを挿入する孔である。メダル払出口１５５は、メダルを払出すための払出口である。
メダル受皿１５６は、メダル払出口１５５から払出されたメダルを溜めるための器である
。なお、メダル受皿１５６は、本実施例では発光可能な受皿を採用している。
【００２８】
　上部ランプ１５０、サイドランプ１５１、中央ランプ１５２、腰部ランプ１５３、下部
ランプ１５４は、遊技を盛り上げるための装飾用のランプである。演出装置１９０は、例
えば開閉自在な扉（シャッター）１６３が前面に取り付けられた液晶表示装置を含み、こ
の演出装置１９０には、例えば小役告知等の各種の情報が表示される。音孔１６０は、ス
ロットマシン１００内部に設けられているスピーカの音を外部に出力するための孔である
。タイトルパネル１６２には、スロットマシン１００を装飾するための図柄が描かれる。
【００２９】
　＜内部構成＞
　次に、スロットマシン１００の内部構成について簡単に説明する。図２は、スロットマ
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シン１００の内部構成の概略を示す前面扉１０２を開いた斜視図である。本体部としての
キャビネット１０１の内部には、主基板収納ケース２１０、副制御基板収納ケース２２０
およびリールユニット１８５や、図示を省略した電源ボックス、メダル払出装置１８０、
メダル補助収納部２４０、中央スピーカユニット、外部中継端子板等の諸装置が配設され
ている。
【００３０】
　リールユニット１８５は、樹脂製のケース２２１内にステッピングモータで駆動される
リール１１０～１１２を個別に着脱可能に取り付けて構成している。そして、このリール
ユニット１８５は、ケース２２１により３本のリールをユニット化し、キャビネット１０
１に設けたリールユニット載置台２７８に対する着脱を容易に行えるように構成している
。また、リールユニット載置台２７８の下部には、音通路２７７が取り付けられ、前面扉
１０２がキャビネット１０１に閉じられた状態で前面扉１０２に取り付けられた音通路２
６８と組み合わさるように構成している。中央スピーカユニットから出力された音は、こ
の音通路２７７および音通路２６８を通過して外部に出力される。
【００３１】
　キャビネット１０１の内部には、透明な樹脂ケースからなる主基板収納ケース２１０が
、キャビネット１０１を構成している後板の上部に、取付ベース２３０を介して取り付け
られている。この主基板収納ケース２１０の内部空間には、スロットマシン１００の全体
的な制御を行う主制御部３００を構成する電子部品を実装した主制御基板が収納されてい
る。
【００３２】
　また、図示を省略した電源ボックスは、キャビネット１０１の後板の壁面に装着され、
金属製ケースの内部に、スロットマシン１００の諸装置へ必要な電力を供給するための電
源基板が収納されている。
【００３３】
　さらに、キャビネット１０１の内部には、メダルを払い出すためのメダル払出装置１８
０（以下、ホッパー１８０ということがある）が配設してある。メダル払出装置１８０は
、ＤＣモータで駆動されメダルを１枚ずつ払い出すと共に、メダルを払い出す毎に検出信
号を出力する払出装置本体１８１と、払出装置本体１８１にメダルを供給すると共にメダ
ルを蓄積するメダルタンク１８２とで構成されている。そして、メダル払出装置１８０の
横には、メダル補助収納部２４０が置かれており、前記メダル払出装置１８０がメダルで
いっぱいになると、余分なメダルは流れ落ち、このメダル補助収納部２４０内に蓄積され
る。
【００３４】
　そして、前記主制御基板およびリール１１０～１１２の側方、即ち向って左側の側板に
は、演出の制御を行う副制御部４００を構成する副制御基板を収納した副基板収納ケース
２２０が配設してある。
【００３５】
　一方、キャビネット１０１の側板にヒンジ装置２７６を介して蝶着された前面扉１０２
には、演出装置１９０、この演出装置を制御する演出制御基板を収納した演出制御基板収
納ケース２７４、上部スピーカ２７２、図柄表示窓１１３を有するリールパネル２７０、
投入されたメダルを選別するためのメダルセレクタ１７０、このメダルセレクタ１７０が
不正なメダル等をメダル受皿１５６に落下させる際にメダルが通過する通路２６６等が設
けてある。メダルセレクタ１７０は、さらに、投入されたメダルをメダルタンク１８２に
案内する通路１７１を備えている。
【００３６】
　＜主基板収納ケース周囲の構成＞
　次に、図３～８を用いて、主基板収納ケース２１０周囲の構成について説明する。図３
は、主基板収納ケース２１０周囲の構成を示した分解斜視図である。
【００３７】
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　＜主基板収納ケース＞
　まず、主基板収納ケース２１０について説明する。主基板収納ケース２１０は、底面が
略矩形の角皿状である基板収納体２１２および蓋体２１３を組み合わせて構成される箱体
となっている。この主基板収納ケース２１０の内部の空間には、遊技に関するプログラム
や各種データ等を記憶したＲＯＭ３１２や、ＣＰＵ、ＲＡＭ等のその他の電子部品２１１
ａが実装され、後述する主制御部３００を構成する主制御基板２１１が収納される。基板
収納体２１２および蓋体２１３は、それぞれ透光性の樹脂から構成されており、主基板収
納ケース２１０内部に収納された主制御基板２１１を外部から視認することが可能となっ
ている。
【００３８】
　基板収納体２１２の左側縁には門型のヒンジ部２１２ａが２箇所に設けられている。そ
して、蓋体２１３の左側縁にはヒンジ部２１２ａと係合するフック状のフック部２１３ａ
が２箇所に設けられている。主基板収納ケース２１０を組み立てる場合には、まず、蓋体
２１３のフック部２１３ａを基板収納体２１２のヒンジ部２１２ａに係合させ、次に、ヒ
ンジ部２１２ａを中心に蓋体２１３を揺動させて基板収納体２１２と蓋体２１３を合わせ
、ケース用かしめピン２１４ａを用いて封印（かしめ）する。
【００３９】
　基板収納体２１２および蓋体２１３の右端部には、ケース用かしめピン２１４ａを挿入
して両者を分離できないように封印（かしめ）するためのケース用かしめ部２１２ｂ、２
１３ｂが、それぞれ４箇所に設けられている。これらのケース用かしめ部２１２ｂ、２１
３ｂは、基板収納体２１２および蓋体２１３を組み合わせた場合に、基板収納体２１２の
ケース用かしめ部２１２ｂが蓋体２１３のケース用かしめ部２１３ｂ内に収容され、ケー
ス用かしめピン２１４ａが挿入される挿入孔がそれぞれ連通するように構成されている。
そして、この連通した挿入孔に挿入されたケース用かしめピン２１４ａが、ケース用かし
め部２１２ｂ、２１３ｂのそれぞれに取り外し不可能に係止するようになっている。すな
わち、ケース用かしめピン２１４ａを挿入することにより、ケース用かしめ部２１２ｂ、
２１３ｂが互いに分離不可能に結合され、主基板収納ケース２１０が封印される。
【００４０】
　なお、一旦封印した主基板収納ケース２１０を開封する場合には、蓋体２１３のケース
用かしめ部２１３ｂを蓋体２１３から切断する。これにより、基板収納体２１２および蓋
体２１３を分離した後も、蓋体２１３のケース用かしめ部２１３ｂが基板収納体２１２の
ケース用かしめ部２１２ｂと結合したまま基板収納体２１２に残ることととなり、主基板
収納ケース２１０を開封した痕跡が残るようになっている。本実施例では、ケース用かし
め部２１２ｂ、２１３ｂが４箇所に設けられているため、主基板収納ケース２１０の封印
を４回行うことができるようになっている。
【００４１】
　また、本実施例では、ケース用かしめ部２１２ｂ、２１３ｂの配置に応じて、４つのケ
ース用かしめピン２１４ａを連結部材２１４ｂで連結している。このように、複数のケー
ス用かしめピン２１４ａを連結し、一体化することによって、ケース用かしめピン２１４
ａの紛失を防止すると共に、封印忘れを防止することができる。
【００４２】
　基板収納体２１２は、右側部分が主制御基板２１１を収納するための収納領域２１２ｃ
となっている。そして、この収納領域２１２ｃと左側領域２１２ｄの間には両者を隔絶す
るための隔壁２１２ｅが設けられている。収納領域２１２ｃの右上角部および左下角部に
は、主制御基板２１１を固定するための係合凸部２１２ｆが設けられている。また、左側
領域２１２ｄには、左方向に開口し、前後方向（表裏方向）に連続する溝状の凹部２１２
ｇが設けられている。
【００４３】
　基板収納体２１２と同様に、蓋体２１３の右側部分は、主制御基板２１１を収納するた
めの収納領域２１３ｃとなっている。そして、左側部分は中空状に構成された中空領域２
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１３ｄとなっており、収納領域２１３ｃと中空領域２１３ｄの間には両者を隔絶するため
の隔壁２１３ｅが設けられている。収納領域２１３ｃの右上角部および左下角部には、主
制御基板２１１を固定するための押圧凸部２１３ｆが設けられている。また、収納領域２
１３ｃの下端部には、主制御基板２１１に実装されたコネクタ２１１ｃに対応する位置に
複数のコネクタ孔２１３ｇが形成されている。
【００４４】
　中空部２１３ｄの左側面の中央部には、左開口部２１３ｈが形成され、裏面の中央部に
は、裏開口部２１３ｉが形成されている。これらの左開口部２１３ｈおよび裏開口部２１
３ｉは、連続した１つの開口部となるように形成されている。また、左開口部２１３ｈお
よび裏開口部２１３ｉは、基板収納体２１２と蓋体２１３を組み合わせた場合に基板収納
体２１２の凹部２１２ｇと連続し、１つの凹溝形状を構成するように形成されている。
【００４５】
　また、蓋体２１３の上端中央部および下端中央部には、楔形状の係合突起２１３ｊがそ
れぞれ設けられている。これらの係合突起２１３ｊは、主基板収納ケース２１０を取付ベ
ース２３０に取り付ける場合に主基板収納ケース２１０の一部と係合する係合手段として
機能すると共に、主基板収納ケース２１０を取付ベース２３０から取り外す方向を単一の
方向に規制する規制手段として機能する。
【００４６】
　主制御基板２１１は、右上角部近傍および左下角部近傍に形成された係合孔２１１ｂ内
に、基板収納体２１２に設けられた係合凸部２１２ｃが挿入されると共に、蓋体２１３に
設けられた押圧凸部２１３ｃによって押圧されることによって主基板収納ケース２１０内
に固定される。また、主制御基板２１１には、外部の各種基板等に繋がるケーブルを接続
するための複数のコネクタ２１１ｃが下端部に実装されている。これらのコネクタ２１１
ｃは、主制御基板２１１が主基板収納ケース２１０内に収納された状態では、対応するコ
ネクタ孔２１３ｆから一部が露出するようになっている。従って、主基板収納ケース２１
０を開封しなくとも、外部の各種基板等に繋がるケーブルを各コネクタ２１１ｃに接続す
ることが可能となっている。また、逆に、各コネクタ２１１ｃに接続されたケーブルを外
さない限り、基板収納体２１２と蓋体２１３を分離して主基板収納ケース２１０を開封す
ることができないようになっている。
【００４７】
　主基板収納ケース２１０の左端部中央は、ＩＣタグ封印シール２１５を貼付ける部分と
なっている。ＩＣタグ封印シール２１５は、蓋体２１３の表面と左側面の境界の角部で折
り曲げられて貼付けられる。すなわち、ＩＣタグ封印シール２１５は、主基板収納ケース
２１０に表面と左側面に貼付けられる（図５参照）。さらに、左側面においては、蓋体２
１３と基板収納体２１２に跨って貼付けられる。従って、本実施例では、蓋体２１３と基
板収納体２１２を分離して主基板収納ケース２１０を開封するには、ＩＣタグ封印シール
２１５を剥がす、または破断する必要があり、これによっても主基板収納ケース２１０を
開封した痕跡が残るようになっている。すなわち、主基板収納ケース２１０は、ＩＣタグ
封印シール２１５によっても封印されている。
【００４８】
　また、本実施例では、ＩＣタグ封印シール２１５は、蓋体２１３の左開口部２１３ｈと
、基板収納体２１２の凹部２１２ｇの左方向の開口の大部分を塞ぐようにして貼付けられ
る。
【００４９】
　図４（ａ）はＩＣタグ封印シール２１５の一例を示した外観図であり、同図（ｂ）はＩ
Ｃタグ封印シール２１５の内部構造の一例を透過して示した図である。この例では、ＩＣ
タグ封印シール２１５の表面の中央やや下側には、同図（ａ）に示されるように、主基板
収納ケース２１０に貼付ける場合の折り曲げ位置を示す折り曲げ線２１５ａが左端から右
単にかけて表示されている。そして、この例では、この折り曲げ線２１５ａより上方の領
域を表示領域２１５ｂ、下方の領域をＩＣタグ領域２１５ｃとしている。



(10) JP 4705177 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

【００５０】
　このＩＣタグ封印シール２１５を主基板収納ケース２１０に貼付ける場合には、折り曲
げ線２１５ａを主基板収納ケース２１０の表面と左側面の境界の角部に沿わせて折り曲げ
、表示領域２１５ｂを主基板収納ケース２１０の表面に貼付け、ＩＣタグ領域２１５ｃを
主基板収納ケース２１０の左側面に貼付ける。
【００５１】
　表示領域２１５ｂの中央部には、矩形状の識別番号表示領域２１５ｄが設けられている
。この識別番号表示領域２１５ｄには、「＊＊Ａ＊＊／＊＊＊＊」等の複数の数字および
記号からなる主制御基板２１１の識別番号、ならびにこの識別番号のバーコードが記載さ
れている。また、識別番号表示領域２１５ａの上方には「複製禁止」という警告表示が記
載され、下方には「＊＊＊＊遊技機協同組合」等のＩＣタグ封印シール２１５の出所表示
が記載されている。
【００５２】
　ＩＣタグ領域２１５ｃの内部には、同図（ｂ）に示されるように、ＩＣチップ２１５ｅ
、およびコイル状のアンテナ２１５ｆからなるＩＣタグが配設されている。これらのＩＣ
チップ２１５ｅおよびアンテナ２１５ｆは、例えば積層された樹脂フィルムや紙等の間に
挟持された状態で配置されている。ＩＣチップ２１５ｅは、各種情報を記憶するメモリを
備えると共に、アンテナ２１５ｆを介して外部のＩＣタグリーダ／ライタから受信したコ
マンドに基づいて、メモリに記憶した情報の送信や、受信した情報のメモリへの書き込み
等を制御する制御部等を備えている。また、ＩＣチップ２１５ｅは、外部のＩＣタグリー
ダ／ライタから送信される無線信号（電磁波）から動作用の電力を得るように構成されて
いる。
【００５３】
　ＩＣチップ２１５ｅのメモリには、ＩＣチップ２１５ｅの製造時に書き込まれるＩＣチ
ップ２１５ｅ固有のＩＤ（ＵＩＤ）、およびＩＣタグ封印シール２１５の製造時またはス
ロットマシン１００の出荷検査時に書き込まれる主制御基板２１１の識別番号等の遊技台
固有の情報が記憶されている。従って、遊技店では、前面扉１０２を開いてＩＣタグリー
ダ／ライタをＩＣタグ封印シール２１５の近傍にかざすだけで、これらの情報を容易に読
み取ることができる。そして、この読み取った情報に基づいて、ＩＣタグ封印シール２１
５が正規のものか否か、またはＩＣタグ封印シール２１５に破壊等の異常が生じているか
否かを判断することができ、これにより主制御基板２１１に対して不正行為が行われたか
否かを容易に確認することが可能となっている。
【００５４】
　なお、本実施例のＩＣタグ封印シール２１５は、何かに一度貼付けたものを剥がす際に
部分的に破断して一部が剥がれずに残存し、再度貼付けることが略不可能に分離されるよ
うに構成されている。また、このように分離破断されることによってアンテナ２１５ｆが
切断され、ＩＣタグ封印シール２１５とＩＣタグリーダ／ライタの通信が不可能となる。
従って、主基板収納ケース２１０に貼付けられたＩＣタグ封印シール２１５を剥がした場
合、剥がした痕跡が残ると共に、アンテナ２１５ｆの切断によってＩＣタグ封印シール２
１５の機能が不能化されるようになっている。
【００５５】
　＜取付ベース＞
　次に、図３を用いて、取付ベース２３０について説明する。取付ベース２３０は、透光
性のある樹脂から構成された略矩形の角皿状の部材であり、中央に主基板収納ケース２１
０を固定して収容するための矩形状の窪みである収容凹部２３０ａが形成されている。取
付ベース２３０の右側面は開放されており、本実施例では、取付ベース２３０に取り付け
られた主基板収納ケース２１０を取り外す場合には、主基板収納ケース２１０を取付ベー
ス２３０に対し右方向にスライドさせて取り外すようになっている。
【００５６】
　収容凹部２３０ａ底面の右端部近傍には、２つの制止片２３１が突設されている。この
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制止片２３１は、左方向に向けて突出量が増す楔形状に形成されており、取付ベース２３
０に取り付けられた主基板収納ケース２１０の右方向への移動（スライド）を規制するよ
うになっている。また、制止片２３１は、取付ベース２３０の一部を切り欠いた舌片状に
なっており、裏側に向けて押圧して弾性変形させることにより、突出をなくすことができ
るようになっている。従って、取付ベース２３０に取り付けられた主基板収納ケース２１
０を取り外す場合には、制止片２３１を裏側に向けて押圧した上で主基板収納ケース２１
０を取付ベース２３０に対し右方向にスライドさせる。
【００５７】
　収容凹部２３０ａの上下の内側面には、係合溝２３２がそれぞれ設けられている。この
係合溝２３２は、主基板収納ケース２１０の係合突起２１３ｊと係合し、主基板収納ケー
スの前後方向（表裏方向）の移動および左方向への移動（スライド）を規制するものであ
る。係合溝２３２は、左右方向に連続する溝部２３２ａと、溝部２３２ａの底面の中間部
に突設された楔形状の突起部２３２ｂから構成されている。また、溝部２３２ａの表側の
左右両端部はそれぞれ開口しており、左側の開口部は、主基板収納ケース２１０を取付ベ
ース２３０に取り付ける場合に係合突起２１３ｊが挿入される挿入口２３２ｃ、右側の開
口部は、主基板収納ケース２１０を取付ベース２３０から取り外す場合に係合突起２１３
ｊが脱離される脱離口２３２ｄとなっている。
【００５８】
　また、収容凹部２３０ａの底面の左側端部近傍には、干渉部材２３３が突設されている
。この干渉部材２３３は、長方形板の先端部を左方向に向けて突出させたＬ字形状の部材
である。干渉部材２３３は、取付ベース２３０に主基板収納ケース２１０を取り付けた場
合に、凹部２１２ｇ、裏開口部２１３ｉおよび左開口部２１３ｈから構成される凹溝形状
の中空部（内部）に収容される位置に配置されている。
【００５９】
　＜主基板収納ケースの取り付け、取り外し＞
　次に、主基板収納ケース２１０の取付ベース２３０への取り付け、および取り外しにつ
いて説明する。図５（ａ）および（ｂ）は、主基板収納ケース２１０の取付ベース２３０
への取付方法を示した図である。
【００６０】
　まず、同図（ａ）に示されるように、取付ベース２３０に固定される前に、主基板収納
ケース２１０には、予めケース用かしめ部２１２ｃ、２１３ｃおよびケース用かしめピン
２１４ａによる封印がなされ、ＩＣタグ封印シール２１５が貼付けられている。そして、
主基板収納ケース２１０は、取付ベース２３０の係合溝２３２の挿入口２３２ｃと係合突
起２１３ｊが対応する位置において前方（表側）から収容凹部２３０ａ内に収容される。
このとき、係合突起２１３ｊは、挿入口２３２ｃから溝部２３２ａ内に進入する。また、
取付ベース２３０の干渉部材２３３は、主基板収納ケース２１０の凹部２１２ｇ、裏開口
部２１３ｉおよび左開口部２１３ｈから構成される凹溝形状の内部に収容される。
【００６１】
　次に、同図（ｂ）に示されるように、主基板収納ケース２１０を右方向にスライドさせ
て、主基板収納ケース２１０が取付ベース２３０に固定される取付位置まで移動させる。
このとき、係合突起２１３ｊは、係合溝２３２の溝部２３２ａに沿って右方向に移動して
突起部２３２ｂを乗り越える。
【００６２】
　図６（ａ）～（ｃ）は、図５（ｂ）のＡ部を拡大した断面図である。主基板収納ケース
２１０を右方向に移動させると、係合突起２１３ｊは、係合溝２３２の溝部２３２ａに沿
って右方向に移動し、同図（ａ）に示されるように、係合突起２１３ｊの斜面２１３ｊ１
と突起部２３２ｂの斜面２３２ｂ１が当接する。そのまま主基板収納ケース２１０を右方
向へさらに移動させると、同図（ｂ）に示されるように、係合突起２１３ｊは、斜面２１
３ｊ１により突起部２３２ｂを押し上げ、取付ベース２３０を上方に撓ませながら右方向
に移動する。
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【００６３】
　そして、係合突起２１３ｊが突起部２３２ｂを通過すると、取付ベース２３０の撓みが
戻り、同図（ｃ）に示されるように、係合突起２１３ｊの垂直面２１３ｊ２と突起部２３
２ｂの垂直面２３２ｂ２が対向する状態となると共に、主基板収納ケース２１０は取付位
置に到達する。従って、取付位置においては、係合突起２１３ｊの垂直面２１３ｊ２と突
起部２３２ｂの垂直面２３２ｂ２が当接することにより、主基板収納ケース２１０の左方
向への移動が規制されるようになっている。
【００６４】
　図７（ａ）および（ｂ）は、主基板収納ケース２１０の取付ベース２３０からの取り外
し方法を示した図である。
【００６５】
　同図（ａ）は、主基板収納ケース２１０が取付位置にある状態を示した図である。同図
に示されるように、主基板収納ケース２１０は、取付位置においては右側面が制止片２３
１に略当接する状態となっており、右方向への移動が規制された状態となっている。従っ
て、主基板収納ケース２１０は、取付位置においては、係合溝２３２の突起部２３２ｂに
よって左方向への移動が規制されると共に、制止片２３１によって右方向への移動が規制
された状態となっている。また、係合突起２１３ｊが係合溝２３２の溝部２３２ａ内にあ
ることから、主基板収納ケース２１０の前後方向（表裏方向）の移動も規制された状態と
なっている。すなわち、主基板収納ケース２１０は、取付位置においては、取付ベース２
３０に固定された状態となっている。
【００６６】
　また、主基板収納ケース２１０が取付位置にある場合、干渉部材２３３は、同図に示さ
れるように、凹部２１２ｇ、裏開口部２１３ｉおよび左開口部２１３ｈから構成される凹
溝形状の内部に収容された状態となっている。従って、干渉部材２３３は、主基板収納ケ
ース２１０およびＩＣタグ封印シール２１５によって遮蔽された状態となっており、干渉
部材２３３に外部から接触することは略不可能となっている。なお、取付位置においては
、干渉部材２３３の左方向へ突出した部分の先端面がＩＣタグ封印シール２１５のＩＣタ
グ領域２１５ｃの裏面に略当接した状態となっている。
【００６７】
　主基板収納ケース２１０を取付ベース２３０から取り外す場合には、まず、制止片２３
１による右方向への移動の規制を解除した上で、主基板収納ケース２１０を右方向へ移動
（スライド）させて、主基板収納ケース２１０が取付ベース２３０から取り外し可能とな
る取外し位置まで移動させる。同図（ｂ）は、主基板収納ケース２１０が取外し位置にあ
る状態を示している。制止片２３１による規制の解除は、制止片２３１を裏側に向けて押
圧し、突出部分をなくすことで行う。
【００６８】
　主基板収納ケース２１０の係合突起２１３ｊは、取付位置からの右方向への移動に伴い
、係合溝２３２の溝部２３２ａに沿って移動する。そして、係合突起２１３ｊは、取外し
位置において、係合溝２３２の脱離口２３２ｄに対応する位置に到達する。すなわち、取
外し位置においては、係合突起２１３ｊを脱離口２３２ｄから前方（表側）に向けて脱離
させることが可能であり、これによって主基板収納ケース２１０を取付ベース２３０から
取り外すことが可能となっている。
【００６９】
　また、本実施例では、主基板収納ケース２１０を取付ベース２３０から取り外す場合、
取付位置から取外し位置までの移動の間にＩＣタグ封印シール２１５を破断し、ＩＣタグ
封印シール２１５の機能を不能化させるようになっている。
【００７０】
　図８は、図７（ｂ）の視線から見たＢ部拡大図である。上述のように、取付位置におい
ては、干渉部材２３３の左方向へ突出した部分の先端面がＩＣタグ封印シール２１５のＩ
Ｃタグ領域２１５ｃの裏面に略当接した状態となっている。この状態から主基板収納ケー
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ス２１０が右方向に移動することにより、干渉部材２３３とＩＣタグ封印シール２１５の
ＩＣタグ領域２１５ｃが干渉し、ＩＣタグ領域２１５ｃの一部が破断される。換言すれば
、凹部２１２ｇ、裏開口部２１３ｉおよび左開口部２１３ｈから構成される凹溝形状の内
部に収容された干渉部材２３３が、主基板収納ケース２１０の移動に伴い、該凹溝形状の
左方の開口部（凹部２１２ｇの開口部および左開口部２１３ｈ）を塞いでいたＩＣタグ封
印シール２１５のＩＣタグ領域２１５ｃを破断して外部に脱出する。
【００７１】
　ＩＣタグ封印シール２１５は、ＩＣタグ領域２１５ｃの一部が破断されることによって
内蔵されたアンテナ２１５ｃが切断されるため、ＩＣタグ封印シール２１５とＩＣタグリ
ーダ／ライタの通信が不可能となる。従って、ＩＣタグ封印シール２１５に記憶された情
報を外部から読み取ることが不可能となり、ＩＣタグ封印シール２１５の機能が不能化さ
れる。
【００７２】
　このように、本実施例では、主基板収納ケース２１０を取付ベース２３０から取り外す
場合に、ＩＣタグ封印シール２１５の機能が不能化されるようになっている。これにより
、主制御基板２１１に対する不正行為を行おうとした場合に、その前段階の主基板収納ケ
ース２１０の取外しにおいてＩＣタグ封印シール２１５の機能が不能化するため、ＩＣタ
グ封印シール２１５の機能を生かしたまま主制御基板２１１に対する不正行為が行われる
のを確実に防止することができる。
【００７３】
　なお、本実施例では、主基板収納ケース２１０を取り外す場合に右方向にスライドさせ
るように構成しているが、これに限定されるものではなく、例えば、左方向にスライドさ
せるように構成してもよいし、上下方向や斜め方向にスライドさせるようにしてもよい。
【００７４】
　＜制御部＞
　次に、図９および図１０を用いて、このスロットマシン１００の制御部の回路構成につ
いて詳細に説明する。
【００７５】
　スロットマシン１００の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３
００と、主制御部３００より送信されたコマンドに応じて各種機器を制御する副制御部４
００と、によって構成されている。
【００７６】
　＜主制御部＞
　まず、図９を用いて、スロットマシン１００の主制御部３００について説明する。なお
、同図は主制御部３００の回路ブロック図を示したものである。
【００７７】
　主制御部３００は、主制御部３００の全体を制御するための演算処理装置であるＣＰＵ
３１０や、ＣＰＵ３１０が各ＩＣや各回路と信号の送受信を行うためのデータバスおよび
アドレスバスを備え、その他、以下に述べる構成を有する。クロック補正回路３１４は、
水晶発振器３１１から発振されたクロックを分周してＣＰＵ３１０に供給する回路である
。例えば、水晶発振器３１１の周波数が１２ＭＨｚの場合に、分周後のクロックは６ＭＨ
ｚとなる。ＣＰＵ３１０は、クロック補正回路３１４により分周されたクロックをシステ
ムクロックとして受け入れて動作する。
【００７８】
　また、ＣＰＵ３１０には、センサやスイッチの状態を常時監視するためのタイマ割り込
み処理の周期やモータの駆動パルスの送信周期を設定するためのタイマ回路３１５がバス
を介して接続されている。ＣＰＵ３１０は、電源が投入されると、データバスを介してＲ
ＯＭ３１２の所定エリアに格納された分周用のデータをタイマ回路３１５に送信する。タ
イマ回路３１５は、受信した分周用のデータを基に割り込み時間を決定し、この割り込み
時間ごとに、割り込み要求をＣＰＵ３１０に送信する。ＣＰＵ３１０は、この割込み要求
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を契機に、各センサ等の監視や駆動パルスの送信を実行する。例えば、ＣＰＵ３１０のシ
ステムクロックを６ＭＨｚ、タイマ回路３１５の分周値を１／２５６、ＲＯＭ３１２の分
周用のデータを４４に設定した場合、この割り込みの基準時間は、２５６×４４÷６ＭＨ
ｚ＝１．８７７ｍｓとなる。
【００７９】
　さらに、ＣＰＵ３１０には、各ＩＣを制御するためのプログラム、入賞役の内部抽選時
に用いる抽選データ、リールの停止位置等の各種データを記憶しているＲＯＭ３１２や、
一時的なデータを保存するためのＲＡＭ３１３が接続されている。これらのＲＯＭ３１２
やＲＡＭ３１３については他の記憶手段を用いてもよく、この点は後述する副制御部４０
０においても同様である。また、ＣＰＵ３１０には、外部の信号を受信するための入力イ
ンタフェース３６０が接続され、割込み時間ごとに入力インタフェース３６０を介して、
スタートレバーセンサ３２１、ストップボタンセンサ３２２、メダル投入ボタンセンサ３
２３、精算スイッチセンサ３２４、メダル払い出しセンサ３２６、電源判定回路３２７の
状態を検出し、各センサを監視している。
【００８０】
　メダル投入センサ３２０は、メダル投入口１３４に投入されたメダルを検出するための
センサである。スタートレバーセンサ３２１はスタートレバー１３５の操作を検出するた
めのセンサである。ストップボタンセンサ３２２はストップボタン１３７～１３９のいず
れかが押された場合、どのストップボタンが押されたかを検出するためのセンサである。
メダル投入ボタンセンサ３２３はメダル投入ボタン１３０、１３１のいずれかが押下され
た場合、どのメダル投入ボタンが押されたかを検出するためのセンサである。精算スイッ
チセンサ３２４は、精算ボタン１３２に設けられており、精算ボタン１３２が一回押され
ると、貯留されているメダルおよびベットされているメダルが精算されて払い出されるこ
とになる。メダル払い出しセンサ３２６は、払い出されるメダルを検出するためのセンサ
である。電源判定回路３２７は、スロットマシン１００に供給される電源の遮断を検出す
るための回路である。
【００８１】
　ＣＰＵ３１０には、更に、入力インタフェース３６１、出力インタフェース３７０、３
７１がアドレスデコード回路３５０を介してアドレスバスに接続されている。ＣＰＵ３１
０は、これらのインタフェースを介して外部のデバイスと信号の送受信を行っている。入
力インタフェース３６１には、インデックスセンサ３２５が接続されている。インデック
スセンサ３２５は、各リール１１０～１１２の取付台の所定位置に設置されており、リー
ル１１０～１１２に設けた遮光片がこのインデックスセンサ３２５を通過するたびにハイ
レベルになる。ＣＰＵ３１０は、この信号を検出すると、リールが１回転したものと判断
し、リールの回転位置情報をゼロにリセットする。出力インタフェース３７０には、リー
ルを駆動させるためのモータを制御するリールモータ駆動部３３０と、ホッパー１８０の
モータを駆動するためのホッパーモータ駆動部３３１と、遊技ランプ３４０（具体的には
、入賞ライン表示ランプ１２０、スタートランプ１２１、再遊技ランプ１２２、告知ラン
プ１２３、メダル投入ランプ１２４等）と、７セグメント（ＳＥＧ）表示器３４１（払出
枚数表示器１２５、遊技回数表示器１２６、貯留枚数表示器１２７等）が接続されている
。
【００８２】
　また、ＣＰＵ３１０には、乱数発生回路３１７がデータバスを介して接続されている。
乱数発生回路３１７は、水晶発振器３１１および水晶発振器３１６から発振されるクロッ
クに基づいて、一定の範囲内で値をインクリメントし、そのカウント値をＣＰＵ３１０に
出力することのできるインクリメントカウンタであり、後述する入賞役の内部抽選をはじ
め各種抽選処理に使用される。ＣＰＵ３１０のデータバスには、副制御部４００にコマン
ドを送信するための出力インタフェース３７１が接続されている。主制御部３００と副制
御部４００との情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は副制御部４００へコマ
ンドを送信するが、副制御部４００から主制御部３００へ何らかのコマンド等を送信する
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ことはできない。
【００８３】
　＜副制御部＞
　次に、図１０を用いて、スロットマシン１００の副制御部４００について説明する。な
お、同図は副制御部４００の回路ブロック図を示したものである。
【００８４】
　副制御部４００は、主制御部３００より送信された主制御コマンド等に基づいて副制御
部４００の全体を制御する演算処理装置であるＣＰＵ４１０や、ＣＰＵ４１０が各ＩＣ、
各回路と信号の送受信を行うためのデータバスおよびアドレスバスを備え、以下に述べる
構成を有する。クロック補正回路４１４は、水晶発振器４１１から発振されたクロックを
補正し、補正後のクロックをシステムクロックとしてＣＰＵ４１０に供給する回路である
。
【００８５】
　また、ＣＰＵ４１０にはタイマ回路４１５がバスを介して接続されている。ＣＰＵ４１
０は、所定のタイミングでデータバスを介してＲＯＭ４１２の所定エリアに格納された分
周用のデータをタイマ回路４１５に送信する。タイマ回路４１５は、受信した分周用のデ
ータを基に割り込み時間を決定し、この割り込み時間ごとに、割り込み要求をＣＰＵ４１
０に送信する。ＣＰＵ４１０は、この割込み要求のタイミングをもとに、各ＩＣや各回路
を制御する。
【００８６】
　また、ＣＰＵ４１０には、副制御部４００の全体を制御するための命令およびデータ、
ライン表示ＬＥＤの点灯パターンや各種表示器を制御するためのデータが記憶されたＲＯ
Ｍ４１２や、データ等を一時的に保存するためのＲＡＭ４１３が各バスを介して接続され
ている。
【００８７】
　さらに、ＣＰＵ４１０には、外部の信号を送受信するための入出力インタフェース４６
０が接続されており、入出力インタフェース４６０には、図柄表示窓１１３の外枠に配設
され、点滅や点灯などの点灯制御によって有効ラインや入賞ラインを報知するためのライ
ン表示ＬＥＤ４２０、前面扉１０２の開閉を検出するための扉センサ４２１、ＲＡＭ４１
３のデータをクリアにするためのリセットスイッチ４２２が接続されている。
【００８８】
　ＣＰＵ４１０には、データバスを介して主制御部３００から主制御コマンドを受信する
ための入力インタフェース４６１が接続されており、入力インタフェース４６１を介して
受信したコマンドに基づいて、遊技全体を盛り上げる演出処理等が実行される。また、Ｃ
ＰＵ４１０のデータバスとアドレスバスには、音源ＩＣ４８０が接続されている。音源Ｉ
Ｃ４８０は、ＣＰＵ４１０からの命令に応じて音声の制御を行う。また、音源ＩＣ４８０
には、音声データが記憶されたＲＯＭ４８１が接続されており、音源ＩＣ４８０は、ＲＯ
Ｍ４８１から取得した音声データをアンプ４８２で増幅させてスピーカ４８３から出力す
る。ＣＰＵ４１０には、主制御部３００と同様に、外部ＩＣを選択するためのアドレスデ
コード回路４５０が接続されており、アドレスデコード回路４５０には、主制御部３００
からのコマンドを受信するための入力インタフェース４６１、時計ＩＣ４２３、７セグメ
ント表示器４４０への信号を出力するための出力インタフェース４７２等が接続されてい
る。
【００８９】
　時計ＩＣ４２３が接続されていることで、ＣＰＵ４１０は、現在時刻を取得することが
可能である。７セグメント表示器４４０は、スロットマシン１００の内部に設けられてお
り、たとえば副制御部４００に設定された所定の情報を遊技店の係員等が確認できるよう
になっている。更に、出力インタフェース４７０には、デマルチプレクサ４１９が接続さ
れている。デマルチプレクサ４１９は、出力インタフェース４７０から送信された信号を
各表示部等に分配する。即ち、デマルチプレクサ４１９は、ＣＰＵ４１０から受信された
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データに応じて上部ランプ１５０、サイドランプ１５１、中央ランプ１５２、腰部ランプ
１５３、下部ランプ１５４、リールパネルランプ１２８、タイトルパネルランプ１７０、
払出口ストロボ１７１を制御する。タイトルパネルランプ１７０は、タイトルパネル１６
２を照明するランプであり、払出口ストロボ１７１は、メダル払い出し口１５５の内側に
設置されたストロボタイプのランプである。なお、ＣＰＵ４１０は、扉・液晶画面制御部
４９０への信号送信は、デマルチプレクサ４１９を介して実施する。扉・液晶画面制御部
４９０は、液晶表示装置１５７および扉１６３を制御する制御部である。
【００９０】
　＜主制御部の処理＞
　次に、図１１を用いて、主制御部３００のメイン処理について説明する。なお、同図は
、主制御部３００のメイン処理の流れを示すフローチャートである。
【００９１】
　遊技の基本的制御は主制御部３００のＣＰＵ３１０が中心になって行い、電源断等を検
知しないかぎり、同図の処理を実行する。また、各処理の実行によって得られた情報は副
制御部４００に送信する。
【００９２】
　スロットマシン１００に電源投入が行われると、まず、ステップＳ１０１で初期処理が
実行される。ここでは各種の初期化処理が行われる。
【００９３】
　ステップＳ１０２ではメダル投入・スタート操作受付処理を実行する。ここではメダル
の投入の有無をチェックし、メダルの投入に応じて入賞ライン表示ランプ１２０を点灯さ
せる。なお、前回の遊技で再遊技に入賞した場合は、前回の遊技で投入されたメダル枚数
と同じ数のメダルを投入する処理を行うので、遊技者によるメダルの投入が不要となる。
また、スタートレバー１３０が操作されたか否かのチェックを行い、スタートレバー１３
５の操作があればステップＳ１０４へ進む。
【００９４】
　ステップＳ１０３では投入されたメダル枚数を確定し、有効な入賞ラインを確定する。
ステップＳ１０４では乱数発生器で発生させた乱数を取得する。
【００９５】
　ステップＳ１０５では、現在の遊技状態に応じてＲＯＭに格納されている入賞役抽選テ
ーブルを読み出し、これとステップＳ１０４で取得した乱数値とを用いて内部抽選を行う
。内部抽選の結果、いずれかの入賞役（作動役を含む）に内部当選した場合、その入賞役
のフラグがＯＮになる。ステップＳ１０６では内部抽選結果に基づき、リール停止データ
を選択する。
【００９６】
　ステップＳ１０７では全リール１１０～１１２の回転を開始させる。ステップＳ１０８
では、ストップボタン１３７～１３９の受け付けが可能になり、いずれかのストップボタ
ンが押されると、押されたストップボタンに対応するリール１１０～１１２のいずれかを
ステップＳ１０６で選択したリール停止制御データに基づいて停止させる。全リール１１
０～１１２が停止するとステップＳ１０９へ進む。
【００９７】
　ステップＳ１０９では、入賞判定を行う。ここでは、有効化された入賞ライン１１４上
に、何らかの入賞役に対応する絵柄組合せが表示された場合にその入賞役に入賞したと判
定する。例えば、有効化された入賞ライン上に、「ベル－ベル－ベル」が揃っていたなら
ばベル入賞と判定する。但し、ビッグボーナス（ＢＢ）およびレギュラーボーナス（ＲＢ
）については、今回の遊技で入賞しなかった場合は、次回の遊技に内部当選フラグがＯＮ
の状態が維持される。所謂フラグの持ち越しが行われる。
【００９８】
　ステップＳ１１０では払い出しのある何らかの入賞役に入賞していれば、その入賞役に
対応する枚数のメダルを入賞ライン数に応じて払い出す。ステップＳ１１１では遊技状態
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制御処理を行う。以上により１ゲームが終了する。以降ステップＳ１０２へ戻って上述し
た処理を繰り返すことにより遊技が進行することになる。
【００９９】
　＜副制御部の処理＞
　次に、図１２（ａ）および（ｂ）を用いて、副制御部４００の処理について説明する。
図１２（ａ）は、副制御部４００の割込み処理の流れを示すフローチャートである。副制
御部４００は、所定の周期（本実施例では、２ｍｓに１回）でタイマ割込みを発生するハ
ードウェアタイマを備えており、このタイマ割込みを契機として、副制御部４００の割込
み処理を実行する。
【０１００】
　ステップＳ２０１では、受信コマンドがあるか否かを判定する。主制御部３００からコ
マンドを受信した場合はステップＳ２０２に進み、そうでない場合は処理を終了する。ス
テップＳ２０２では、受信コマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４１３のコマンド記憶
領域に記憶（格納）する。
【０１０１】
　図１２（ｂ）は、副制御部４００のメイン処理の流れを示すフローチャートである。
【０１０２】
　ステップＳ３０１では、ＲＡＭ４１３のコマンド記憶領域に未処理コマンド（上記副制
御部４００の割込み処理によって格納される制御コマンド）が格納されているか否かを判
定する。未処理コマンドがある場合はステップＳ３０２に進み、そうでない場合は上記判
定を繰り返す。ステップＳ３０２では、未処理コマンドの内容を解析して判定する。
【０１０３】
　ステップＳ３０３では、演出制御処理を行う。ここでは、主制御部３００から受信した
コマンド等に基づいて、副制御部４００の各演出デバイス（演出ランプ４３０、スピーカ
４８３等）、ならびに液晶表示装置１５７および扉装置１６３等による各種演出制御の設
定や、動作制御データ等の更新を行う。
【０１０４】
　ステップＳ３０４では、副制御部４００の各演出デバイス、ならびに液晶表示装置１５
７および扉装置１６３を制御する扉・液晶画面制御部４９０に制御データを出力する必要
があるか否かを判定する。制御データを出力する必要がある場合はステップＳ９０５に進
み、そうでない場合はステップＳ３０１に戻る。ステップＳ３０５では、副制御部４００
の各演出デバイスおよび扉・液晶画面制御部４９０に制御データを出力した後に、ステッ
プＳ３０１に戻って上記処理を繰り返し実行する。
【実施例２】
【０１０５】
　次に、本発明の実施例２に係るスロットマシンについて説明する。本実施例に係るスロ
ットマシンは、主基板収納ケース２１０および取付ベース２３０の一部を変更したもので
あり、他の構造については上記実施例１に係るスロットマシン１００と同一である。この
ため、同一部分については図中において同じ符号を付すと共に、その説明は省略し、以下
、スロットマシン１００と異なる部分についてのみ説明する。
【０１０６】
　＜主基板収納ケースおよび取付ベース＞
　図１３（ａ）および（ｂ）は、主基板収納ケース２１０および取付ベース２３０の外観
斜視図である。同図（ａ）は、主基板収納ケース２１０が取付位置にある場合を示してい
る。同図（ａ）に示されるように、本実施例の主基板収納ケース２１０は、ケース用かし
め部２１２ｃ、２１３ｃが左端部に配置されている。また、ヒンジ部２１２ａおよびフッ
ク部２１３ａは、基板収納体２１２の右側面に形成された縦長の孔であるヒンジ部２１２
ａにフック部２１３ａを挿入して係合させる構造となっている。
【０１０７】
　また、主基板収納ケース２１０の蓋体２１３の表面の上部には、左端から右端にかけて
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複数（本実施例では３つ）のＶ字状断面の収容溝２１３ｋが形成されている。この収容溝
２１３ｋは、主基板収納ケース２１０の取り付けまたは取り外しの際の移動方向と平行に
形成されている。そして、ＩＣタグ封印シール２１６は、蓋体２１３の左上部において、
この収容溝２１３ｋの一部を塞ぐようにして貼付けられる。
【０１０８】
　図１４（ａ）は、本実施例のＩＣタグ封印シール２１６の一例を示した外観図であり、
同図（ｂ）はＩＣタグ封印シール２１６の内部構造の一例を透過して示した図である。本
実施例のＩＣタグ封印シール２１６は、１つの平面上に貼付けるためのものであり、表示
領域とＩＣタグ領域に分割した構成とはなっていない。従って、識別番号表示領域２１６
ａが設けられた表面の裏側にＩＣチップ２１６ｂおよびアンテナ２１６ｃが内蔵されてい
る。また、本実施例のＩＣタグ封印シール２１６は、ＩＣタグ封印シール２１５と同様に
、主基板収納ケース２１０から一旦剥がした場合、部分的に破断されて剥がした痕跡が残
ると共に、アンテナ２１６ｃの切断によってＩＣタグ封印シール２１６の機能が不能化さ
れるようになっている。なお、実施例３～５においても、このＩＣタグ封印シール２１６
を使用した例を示している。
【０１０９】
　図１３（ａ）に戻って、本実施例の取付ベース２３０は、左側縁を右方に向けて突出さ
せると共に下側縁を上方に向けて突出させて形成したカバー部２３４を備えている。この
カバー部２３４は、主基板収納ケース２１０が取付位置にある場合に、ケース用かしめ部
２１２ｃ、２１３ｃおよびケース用かしめピン２１４ａを遮蔽すると共に、主基板収納ケ
ース２１０の前（表側）方向への移動を規制するために設けられている。また、取付ベー
ス２３０の上側縁の中央部には、下方に向けて突設された平板状の干渉部材２３５が設け
られている。この干渉部材２３５の裏面には、複数（本実施例では３つ）のＶ字状断面の
破断部２３５ａが突設されている。これらの破断部２３５ａは、主基板収納ケース２１０
の収容溝２１３ｋに対応させて配置されている。また、干渉部材２３５の左側には、干渉
部材２３５の先端とその左側のカバー部２３４を繋ぐ棒状の補強部材２３５ｂが設けられ
ている。
【０１１０】
　本実施例の主基板収納ケース２１０は、取付ベース２３０の右方から左方向にスライド
させることで取付ベース２３０に取り付けられる。このとき、主基板収納ケース２１０の
収容溝２１３ｋに干渉部材２３５の破断部２３５ａを沿わせるようにして、主基板収納ケ
ース２１０はスライドされるため、主基板収納ケース２１０の右側面が制止片２３１に略
当接する取付位置においては、３つの破断部２３５ａは３つの収容溝２１３ｋ内にそれぞ
れ収容された状態となる。そして、ＩＣタグ封印シール２１６は、主基板収納ケース２１
０を取付位置に固定した後に、主基板収納ケース２１０の干渉部材２３５の左側部分に貼
付けられる。
【０１１１】
　主基板収納ケース２１０の取付ベース２３０からの取り外しは、同図（ｂ）に示される
ように、主基板収納ケース２１０を取付位置から右方向にスライドさせ、主基板収納ケー
ス２１０が取付ベース２３０から完全に脱出する取外し位置まで移動させることによって
行う。そして、本実施例では、主基板収納ケース２１０を取付位置から取外し位置まで移
動させる間に、干渉部材２３５によってＩＣタグ封印シール２１６を破断し、ＩＣタグ封
印シール２１６の機能を不能化させるようになっている。
【０１１２】
　図１５（ａ）は、図１３（ａ）のＣ部拡大図であり、図１５（ｂ）は、図１３（ｂ）の
Ｄ部拡大図である。同図（ａ）に示されるように、取付位置においては、干渉部材２３５
は、ＩＣタグ封印シール２１６の右側に位置しており、３つの破断部２３５ａは３つの収
容溝２１３ｋ内にそれぞれ収容された状態となっている。そして、ＩＣタグ封印シール２
１６は、干渉部材２３５の左側の収容溝２１３ｋを塞ぐようにして主基板収納ケース２１
０に貼付けられている。
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【０１１３】
　この状態から、主基板収納ケース２１０を右方向にスライドさせると、干渉部材２３５
の破断部２３５ａが収容溝２１３ｋ内に収容された状態のまま、主基板収納ケース２１０
は移動する。従って、主基板収納ケース２１０の移動に伴って破断部２３５ａがＩＣタグ
封印シール２１６に干渉し、同図（ｂ）に示されるように、ＩＣタグ封印シール２１６の
一部が破断される。これにより、内蔵されたアンテナ２１６ｃが切断されるため、ＩＣタ
グ封印シール２１６とＩＣタグリーダ／ライタの通信が不可能となる。従って、ＩＣタグ
封印シール２１６に記憶された情報を外部から読み取ることが不可能となり、ＩＣタグ封
印シール２１６の機能が不能化される。
【０１１４】
　このように、本実施例では、主基板収納ケース２１０を取付ベース２３０から取り外す
場合に、ＩＣタグ封印シール２１６の機能が不能化されるようになっている。これにより
、主制御基板２１１に対する不正行為を行おうとした場合に、その前段階の主基板収納ケ
ース２１０の取外しにおいてＩＣタグ封印シール２１６の機能が不能化するため、ＩＣタ
グ封印シール２１６の機能を生かしたまま主制御基板２１１に対する不正行為が行われる
のを確実に防止することができる。
【０１１５】
　なお、収容溝２１３ｋの断面形状は、Ｖ字状に限定されるものではなく、例えば矩形状
や半円形状等その他の断面形状であってもよい。また、破断部２３５ａの形状は、収容溝
２１３ｋ内に収容される形状であればどのようなものであってもよい。また、取り付けま
たは取り外しの際の主基板収納ケース２１０の移動方向が左右方向に限定されないのは、
実施例１と同様である。
【実施例３】
【０１１６】
　次に、本発明の実施例３に係るスロットマシンについて説明する。本実施例に係るスロ
ットマシンは、主基板収納ケース２１０および取付ベース２３０の一部を変更すると共に
、可動干渉部材２５０を適用したものであり、他の構造については上記実施例１に係るス
ロットマシン１００と同一である。このため、同一部分については図中において同じ符号
を付すと共に、その説明は省略し、以下、スロットマシン１００と異なる部分についての
み説明する。
【０１１７】
　＜主基板収納ケースおよび取付ベース＞
　図１６（ａ）および（ｂ）は、主基板収納ケース２１０および取付ベース２３０の外観
斜視図である。同図（ａ）は、主基板収納ケース２１０が取付位置にある場合を示してい
る。同図に示されるように、本実施例の主基板収納ケース２１０は、ケース用かしめ部２
１２ｃ、２１３ｃが左端部に配置されている。また、ヒンジ部２１２ａおよびフック部２
１３ａは、基板収納体２１２の右側面に形成された縦長の孔であるヒンジ部２１２ａにフ
ック部２１３ａを挿入して係合させる構造となっている。また、主基板収納ケース２１０
の上部には、可動干渉部材２５０が配設されている（詳細は後述する）。
【０１１８】
　本実施例の取付ベース２３０は、左側縁を右方に向けて突出させると共に下側縁を上方
に向けて突出させて形成したカバー部２３４を備えている。このカバー部２３４は、主基
板収納ケース２１０が取付位置にある場合に、ケース用かしめ部２１２ｃ、２１３ｃおよ
びケース用かしめピン２１４ａを遮蔽すると共に、主基板収納ケース２１０の前（表側）
方向への移動を規制するために設けられている。また、取付ベース２３０の上側縁の中央
部には、下方に向けて突設された平板状の押圧部材２３６が設けられている。そして、押
圧部材２３６の左側には、押圧部材２３６の先端とその左側のカバー部２３４を繋ぐ棒状
の補強部材２３６ａが設けられている。
【０１１９】
　図１７（ａ）は、図１６（ａ）のＥ部拡大図である。本実施例では、基板収納体２１２
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の上部中央に凸部２１２ｈが設けられている。この凸部２１２ｈは、基板収納体２１２と
蓋体２１３を組み合わせた場合に、表面が蓋体２１３の表面と略同一平面上となるように
構成されている。また、凸部２１２ｈの左側面および表面には、左側面の後端近傍から表
面の右端近傍にかけて連続する横長の突出孔２１２ｉが形成されている。さらに、蓋体２
１３の上部には、基板収納体２１２と蓋体２１３を組み合わせた場合に基板収納体２１２
の突出孔２１２ｉと連続する位置に突出孔２１３ｌが形成されている。
【０１２０】
　可動干渉部材２５０は、中間部を曲折したＶ字形状の棒状の部材である。この可動干渉
部材２５０は、凸部２１２ｈ内部に上下方向（主基板収納ケース２１０の取り付けまたは
取り外しの際の移動方向に対して略直角となる方向）に配設された支軸２５０ａを介して
、凸部２１２ｈ内に半ば収容された状態で回動自在に基板収納体２１２に配設されている
。具体的には、可動干渉部材２５０は、左端が凸部２１２ｈの左側面の突出孔２１２ｉか
ら突出した状態で配設されており、支軸２５０ａを中心に揺動することにより、右端が凸
部２１２ｈ内に収容された状態、および右端が凸部２１２ｈの表面の突出孔２１２ｉから
突出する状態のいずれかに変化するようになっている。これにより、基板収納体２１２と
蓋体２１３が組み合わされた状態では、可動干渉部材２５０は、左端が蓋体２１３の突出
孔２１３ｌから突出し、右端が突出しない状態、および右端が凸部２１２ｈの突出孔２１
２ｉから突出し、左端が突出しない状態のいずれかに変化するようになっている。
【０１２１】
　図１６（ａ）に戻って、本実施例の主基板収納ケース２１０は、取付ベース２３０の右
方から左方向にスライドさせることで取付ベース２３０に取り付けられる。このとき、可
動干渉部材２５０は、右端が突出して左端が引込んだ状態となっている。そして、主基板
収納ケース２１０が、右側面が制止片２３１に略当接する取付位置に固定された後に、可
動干渉部材２５０を揺動させて左端が突出して右端が引込んだ状態にした上で、ＩＣタグ
封印シール２１６を主基板収納ケース２１０に貼付ける。ＩＣタグ封印シール２１６は、
基板収納体２１２の凸部２１２ｈの表面とその下の蓋体２１３の表面に跨って貼付けられ
、突出孔２１２ｉの大部分を塞いだ状態となる（図１７（ａ）参照）。また、取付位置に
おいて、可動干渉部材２５０を左端が突出して右端が引込んだ状態にした場合、可動干渉
部材２５０の左端は、押圧部材２３６の左側で突出した状態となる。
【０１２２】
　主基板収納ケース２１０の取付ベース２３０からの取り外しは、同図（ｂ）に示される
ように、主基板収納ケース２１０を取付位置から右方向にスライドさせ、主基板収納ケー
ス２１０が取付ベース２３０から完全に脱出する取外し位置まで移動させることによって
行う。そして、本実施例では、主基板収納ケース２１０を取付位置から取外し位置まで移
動させる間に、可動干渉部材２５０を揺動させてＩＣタグ封印シール２１６を破断し、Ｉ
Ｃタグ封印シール２１６の機能を不能化させるようになっている。
【０１２３】
　図１７（ｂ）は、図１６（ｂ）のＦ部拡大図である。主基板収納ケース２１０を右方向
にスライドさせると、押圧部材２３６の左側面が可動干渉部材２５０の左端に当接し、主
基板収納ケース２１０の右方向への移動に伴って可動干渉部材２５０を揺動させる。この
揺動により可動干渉部材２５０の右端は、同図（ｂ）に示されるように、ＩＣタグ封印シ
ール２１６の突出孔２１２ｉを塞いでいる部分を破断して凸部２１２ｈの外部に突出する
。
【０１２４】
　これにより、内蔵されたアンテナ２１６ｃが切断されるため、ＩＣタグ封印シール２１
６とＩＣタグリーダ／ライタの通信が不可能となる。従って、ＩＣタグ封印シール２１６
に記憶された情報を外部から読み取ることが不可能となり、ＩＣタグ封印シール２１６の
機能が不能化される。
【０１２５】
　このように、本実施例では、主基板収納ケース２１０を取付ベース２３０から取り外す
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場合に、ＩＣタグ封印シール２１６の機能が不能化されるようになっている。これにより
、主制御基板２１１に対する不正行為を行おうとした場合に、その前段階の主基板収納ケ
ース２１０の取外しにおいてＩＣタグ封印シール２１６の機能が不能化するため、ＩＣタ
グ封印シール２１６の機能を生かしたまま主制御基板２１１に対する不正行為が行われる
のを確実に防止することができる。
【０１２６】
　なお、本実施例では、可動干渉部材２５０を主基板収納ケース２１０の上部中央に配設
しているが、これに限定されるものではなく、例えば、左上部や右上部、下部中央等その
他の場所に配設するようにしてもよい。また、可動干渉部材２５０の形状は、本実施例で
示した形状に限定されるものではなく、その他の形状であってもよい。また、取り付けま
たは取り外しの際の主基板収納ケース２１０の移動方向が左右方向に限定されないのは、
実施例１と同様である。
【実施例４】
【０１２７】
　次に、本発明の実施例４に係るスロットマシンについて説明する。本実施例に係るスロ
ットマシンは、主基板収納ケース２１０および取付ベース２３０の一部を変更すると共に
、可動干渉部材２６０を適用したものであり、他の構造については上記実施例１に係るス
ロットマシン１００と同一である。このため、同一部分については図中において同じ符号
を付すと共に、その説明は省略し、以下、スロットマシン１００と異なる部分についての
み説明する。
【０１２８】
　＜主基板収納ケースおよび取付ベース＞
　図１８（ａ）および（ｂ）ならびに図１９は、主基板収納ケース２１０および取付ベー
ス２３０の外観斜視図である。図１８（ａ）は、主基板収納ケース２１０が取付位置にあ
る場合を示している。同図に示されるように、本実施例の主基板収納ケース２１０は、ケ
ース用かしめ部２１２ｃ、２１３ｃが左端部に配置されている。また、ヒンジ部２１２ａ
およびフック部２１３ａは、基板収納体２１２の右側面に形成された縦長の孔であるヒン
ジ部２１２ａにフック部２１３ａを挿入して係合させる構造となっている。さらに、基板
収納体２１２の上下側面の左端部近傍には、楔形状の制止突起２１２ｊがそれぞれ設けら
れている。また、ＩＣタグ封印シール２１６は、主基板収納ケース２１０の右上部に貼付
けられる。
【０１２９】
　本実施例の取付ベース２３０は、上下の内側面に、主基板収納ケース２１０の制止突起
２１２ｊと当接することで主基板収納ケース２１０の左方向への移動を規制する制止凸部
２３７が設けられている。また、取付ベース２３０の上側縁の右端部には、蒲鉾状の膨出
部２３８が設けられており、この膨出部２３８の内部には、可動干渉部材２６０が配設さ
れている。この可動干渉部材２６０は、膨出部２３８によって遮蔽されているため、可動
干渉部材２６０に外部から接触することは略不可能となっている。可動干渉部材２６０の
詳細については後述する。
【０１３０】
　本実施例の主基板収納ケース２１０は、膨出部２３８を避けた左寄りの位置において前
方（表側）から取付ベース２３０の収容凹部２３０ａに収容される。そして、右方向にス
ライドさせることにより、右側面が制止片２３１に略当接する取付位置まで移動される。
この右方向へのスライドの間に、主基板収納ケース２１０の制止突起２１２ｊは、楔形状
の斜面によって取付ベース２３０の制止凸部２３７を乗り越え、制止凸部２３０の右側に
位置する。
【０１３１】
　取付位置においては、主基板収納ケース２１０の右上角部が、取付ベース２３０の膨出
部２３８の背後に位置し、主基板収納ケース２１０の前後方向の移動が規制された状態と
なっている。また、制止片２３１および制止凸部２３７によって主基板収納ケース２１０
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の左右方向の移動も規制されている。従って、取付位置においては、主基板収納ケース２
１０は、取付ベース２３０に固定された状態となる。
【０１３２】
　主基板収納ケース２１０を取付ベース２３０から取り外す場合には、まず、制止片２３
１裏側に向けて押圧して右方向への移動の規制を解除した上で、図１８（ｂ）および図１
９に示されるように、主基板収納ケース２１０を右方向へ移動（スライド）させる。そし
て、主基板収納ケース２１０が取付ベース２３０から完全に脱出する取外し位置まで移動
させる。本実施例では、主基板収納ケース２１０を取付位置から取外し位置まで移動させ
る間に、可動干渉部材２５０を回動させてＩＣタグ封印シール２１６を破断し、ＩＣタグ
封印シール２１６の機能を不能化させるようになっている。
【０１３３】
　図２０（ａ）は、図１８（ａ）のＧ部拡大図であり、図２０（ｂ）は、図１８（ｂ）の
Ｈ部拡大図である。また、図２１は、図１９のＩ部拡大図である。
【０１３４】
　本実施例では、図２０（ａ）に示されるように、基板収納体２１２の上部右端に凸部２
１２ｈが設けられている。この凸部２１２ｈは、基板収納体２１２と蓋体２１３を組み合
わせた場合に、表面が蓋体２１３の表面と略同一平面上となるように構成されている。ま
た、凸部２１２ｈの表面には、左端から右端にかけて左右方向に連続する逃げ溝２１２ｊ
が形成されている。さらに、蓋体２１３の上部には、基板収納体２１２と蓋体２１３を組
み合わせた場合に基板収納体２１２の逃げ溝２１２ｊと連続する位置に逃げ溝２１３ｍが
形成されている。
【０１３５】
　さらに、蓋体２１３の表面の逃げ溝２１２ｊ、２１３ｍの下方となる部分には、直線状
の歯車であるラック２１３ｎが、逃げ溝２１２ｊ、２１３ｍと平行に設けられている。な
お、これらの逃げ溝２１２ｊ、２１３ｍおよびラック２１３ｎは、主基板収納ケース２１
０の取り付けまたは取り外しの際の移動方向と平行に設けられている。ＩＣタグ封印シー
ル２１６は、ラック２１３ｎの上方において、基板収納体２１２の凸部２１２ｈの表面と
蓋体２１３の表面に跨って、逃げ溝２１２ｊの大部分を塞ぐようにして貼付けられる。な
お、本実施例では、ＩＣタグ封印シール２１６は、主基板収納ケース２１０を取付ベース
２３０に取り付ける前に予め貼付けられている。
【０１３６】
　可動干渉部材２６０は、膨出部２３８内部に上下方向（主基板収納ケース２１０の取り
付けまたは取り外しの際の移動方向に対して略直角となる方向）に配設された軸部２６０
ａと、軸部の下端に同軸的に配設された円形歯車であるピニオン２６０ｂと、軸部２６０
ａの中間部において半径方向に突設された刃部２６０ｃから構成されている。この可動干
渉部材２６０は、軸部２６０ａの上端部が回動可能に取付ベース２３０に指示されている
。また、同図に示されるように、主基板収納ケース２１０が取付位置にある状態では、ピ
ニオン２６０ｂが主基板収納ケース２１０のラック２１３ｎの右端と噛み合う位置に、刃
部２６０ｃが逃げ溝２１２ｊ、２１３ｍの右端に対応する位置にそれぞれ位置している。
従って、取付位置においては、主基板収納ケース２１０に貼付けられたＩＣタグ封印シー
ル２１６は、可動干渉部材２６０の左側に位置している。
【０１３７】
　主基板収納ケース２１０を取付位置から右方向に移動させると、ラック２１３ｎの移動
によりピニオン２６０ｂが回転し、これにより可動干渉部材２６０が回転する。この可動
干渉部材２６０の回転に伴って、同図（ｂ）および図２１に示されるように、刃部２６０
ｃが断続的にＩＣタグ封印シール２１６に前方（表側）から突き刺さり、ＩＣタグ封印シ
ール２１６を断続的に破断する。
【０１３８】
　これにより、内蔵されたアンテナ２１６ｃが切断されるため、ＩＣタグ封印シール２１
６とＩＣタグリーダ／ライタの通信が不可能となる。従って、ＩＣタグ封印シール２１６
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に記憶された情報を外部から読み取ることが不可能となり、ＩＣタグ封印シール２１６の
機能が不能化される。
【０１３９】
　このように、本実施例では、主基板収納ケース２１０を取付ベース２３０から取り外す
場合に、ＩＣタグ封印シール２１６の機能が不能化されるようになっている。これにより
、主制御基板２１１に対する不正行為を行おうとした場合に、その前段階の主基板収納ケ
ース２１０の取外しにおいてＩＣタグ封印シール２１６の機能が不能化するため、ＩＣタ
グ封印シール２１６の機能を生かしたまま主制御基板２１１に対する不正行為が行われる
のを確実に防止することができる。
【０１４０】
　なお、本実施例では、可動干渉部材２６０を取付ベース２３０の右上部に配設している
が、これに限定されるものではなく、例えば、右下部や、上部中央等その他の場所に配設
するようにしてもよい。また、可動干渉部材２６０の形状は、本実施例で示した形状に限
定されるものではなく、例えば刃部２６０ｃを複数備える等その他の形状であってもよい
。また、取り付けまたは取り外しの際の主基板収納ケース２１０の移動方向が左右方向に
限定されないのは、実施例１と同様である。
【実施例５】
【０１４１】
　次に、本発明の実施例５に係るスロットマシンについて説明する。本実施例に係るスロ
ットマシンは、主基板収納ケース２１０および取付ベース２３０の一部を変更したもので
あり、他の構造については上記実施例１に係るスロットマシン１００と同一である。この
ため、同一部分については図中において同じ符号を付すと共に、その説明は省略し、以下
、スロットマシン１００と異なる部分についてのみ説明する。
【０１４２】
　＜主基板収納ケースおよび取付ベース＞
　図２２（ａ）および（ｂ）ならびに図２３は、主基板収納ケース２１０および取付ベー
ス２３０の外観斜視図である。図２２（ａ）は、主基板収納ケース２１０が取付位置にあ
る場合を示している。同図に示されるように、本実施例の主基板収納ケース２１０は、ケ
ース用かしめ部２１２ｃ、２１３ｃが左端部に配置されている。また、主基板収納ケース
２１０の上部中央には、基板収納体２１２と蓋体２１３に連続して前後方向（表裏方向）
に貫通する矩形断面の貫通孔２１０ａが形成されている。この貫通孔２１０ａの表側の左
縁には、貫通孔２１０ａの内部やや後方に向けて突設された平板状の貼付板２１３ｏが設
けられている。
【０１４３】
　本実施例の取り付けベース２３０は、収容凹部２３０ａの上部中央に前方に向けて突出
する矩形状の貼付凸部２３９が設けられている。この貼付凸部２３９は、主基板収納ケー
ス２１０を取付ベース２３０に取り付けた場合に、主基板収納ケース２１０の貫通孔２１
０内部に収容される。
【０１４４】
　本実施例の主基板収納ケース２１０は係合突起２１３ｊを備えており、取付ベース２３
０は係合溝２３２を備えている。従って、主基板収納ケース２１０の取付方法は実施例１
と同一であるため、説明を省略する。なお、本実施例では、ＩＣタグ封印シール２１６は
、主基板収納ケース２１０を取付位置に移動させた後に、主基板収納ケース２１０の貼付
板２１３ｏと取付ベース２３０の貼付凸部２３９の表面に跨って貼付けられる。
【０１４５】
　主基板収納ケース２１０の取り外しは、実施例１と同様に、主基板収納ケース２１０を
取付位置から右方向にスライドさせ（図２２（ｂ））、取外し位置に移動させる（図２３
）ことによって行う。そして、本実施例では、主基板収納ケース２１０を取付位置から取
外し位置まで移動させる間に、主基板収納ケース２１０の貼付板２１３ｏと取付ベース２
３０の貼付凹部２３９の相対的な位置関係を変化させることによってＩＣタグ封印シール
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２１６を破断し、ＩＣタグ封印シール２１６の機能を不能化させるようになっている。
【０１４６】
　図２４（ａ）は、図２２（ａ）のＪ－Ｊ線断面図であり、図２４（ｂ）は、図２２（ｂ
）のＪ－Ｊ線断面図であり、図２４（ｃ）は、図２３のＪ－Ｊ線断面図である。同図（ａ
）に示されるように、主基板収納ケース２１０が取付位置にある状態では、貼付板２１３
ｏの先端部は、貼付凸部２３９の表面の左端部の前方（図では上方）に位置している。こ
の貼付板２１３ｏの先端と貼付凸部２３９の表面の間は、ＩＣタグ封印シールの厚みと略
同等の隙間が生じるようになっている。そして、ＩＣタグ封印シール２１６は、貼付板２
１３ｏと貼付凸部２３９の表面に跨ってやや曲折した状態で貼付けられている。
【０１４７】
　この状態から、主基板収納ケース２１０を取り外すために右方向にスライドさせると、
貼付板２１３ｏと貼付凸部２３９は、相対的に逆方向に移動することとなる。これにより
、ＩＣタグ封印シール２１６は、同図（ｂ）に示されるように、貼付凸部２３９に貼付け
られた部分が捲り上げられて貼付板２１３ｏの裏面に張り付くと共に、貼付板２１３ｏの
先端と貼付凸部２３９の表面の間でＳ字状に曲折される。そして、同図（ｃ）に示される
ように、主基板収納ケース２１０が取外し位置に到達するまでに、ＩＣタグ封印シール２
１６は、曲折された部分において破断、または積層されたフィルム等が剥離され、最終的
に、ＩＣタグ封印シール２１６は、貼付板２１３ｏに貼付けられた部分、および貼付凸部
２３９に貼付けられた部分に半ば分離された状態となる。
【０１４８】
　これにより、内蔵されたアンテナ２１６ｃが切断されるため、ＩＣタグ封印シール２１
６とＩＣタグリーダ／ライタの通信が不可能となる。従って、ＩＣタグ封印シール２１６
に記憶された情報を外部から読み取ることが不可能となり、ＩＣタグ封印シール２１６の
機能が不能化される。
【０１４９】
　このように、本実施例では、主基板収納ケース２１０を取付ベース２３０から取り外す
場合に、ＩＣタグ封印シール２１６の機能が不能化されるようになっている。これにより
、主制御基板２１１に対する不正行為を行おうとした場合に、その前段階の主基板収納ケ
ース２１０の取外しにおいてＩＣタグ封印シール２１６の機能が不能化するため、ＩＣタ
グ封印シール２１６の機能を生かしたまま主制御基板２１１に対する不正行為が行われる
のを確実に防止することができる。
【０１５０】
　なお、本実施例では、貫通孔２１０ａを主基板収納ケース２１０の上部中央に設けると
共に、貼付凸部２３９を取付ベース２３０の上部中央に設けているが、これに限定される
ものではなく、右上部や左上部、下部中央等その他の場所に設けるようにしてもよい。ま
た、取り付けまたは取り外しの際の主基板収納ケース２１０の移動方向が左右方向に限定
されないのは、実施例１と同様である。
【０１５１】
　以上説明したように、上記各実施例に係るスロットマシンは、遊技に関する制御を行う
制御基板（上記各実施例では、主制御基板）２１１を収納する基板ケース（上記各実施例
では、主基板収納ケース）２１０と、基板ケース２１０が取り付けられる取付部（上記各
実施例では、取付ベース）２３０と、を備える遊技台であって、基板ケース２１０は、識
別情報が記憶されると共に記憶された識別情報を所定の機器（上記各実施例では、ＩＣタ
グリーダ／ライタ）により非接触の状態で読み取ることができる読取機能が付加されたシ
ール部材（上記各実施例では、ＩＣタグ封印シール）２１５、２１６を貼付するための貼
付部（上記各実施例では、主に主基板収納ケース２１０の表面の一部）を有し、貼付部に
貼付されたシール部材２１５，２１６における読取機能を不能化させ、識別情報の読み取
りを不可とする読取不可手段（実施例１では主に干渉部材２３３、実施例２では主に干渉
部材２３５、実施例３では主に可動干渉部材２５０、実施例４では主に可動干渉部材２６
０、実施例５では主に貼付板２１３ｏ）をさらに備え、読取不可手段は、基板ケース２１
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０が取付部２３０に取り付けられた取付位置から取り外し可能となる取外し位置に移動さ
れる移動動作に伴い、読取機能を不能化させる。
【０１５２】
　このため、主基板収納ケース２１０を取付ベース２３０から取り外す行為において、Ｉ
Ｃタグ封印シール２１５、２１６の読取機能を不能化させ、ＩＣタグ封印シール２１５、
２１６を生かした状態での不正行為を防止することができる。例えば、主基板収納ケース
２１０を取り外した後に、主基板収納ケース２１０を開放するのではなく、発見されにく
い箇所（例えば、取付ベース２３０によって遮蔽される側面や裏面等）に孔加工を施し、
この孔を通してＲＯＭ３１２等を交換する不正行為を行う場合には、少なくとも主基板収
納ケース２１０を取付ベース２３０から取り外す必要がある。従って、主基板収納ケース
２１０を取り外す際の取付位置から取外し位置への移動において、ＩＣタグ封印シール２
１５、２１６の読取機能を不能化させることによって、このような不正行為を効果的に防
止することができる。また、不正行為となる初期行為（例えば、主基板収納ケース２１０
の取り外し）を把握することができる。
【０１５３】
　また、シール部材２１５、２１６に記憶される識別情報は、予め定められた遊技台固有
の識別情報である。この遊技台固有の識別情報は、遊技店等が定期的にチェックするもの
であるため、何らかの不正行為または不正行為の初期行為が行われたことを容易に把握す
ることができる。
【０１５４】
　また、基板ケース２１０が取付位置から取外し位置へ移動されるまでにシール部材２１
５、２１６に干渉する干渉部材（実施例１では干渉部材２３３、実施例２では干渉部材２
３５、実施例３では可動干渉部材２５０、実施例４では可動干渉部材２６０）をさらに備
え、読取不可手段は、干渉部材２３３、２３５、２５０、２６０をシール部材２１５、２
１６に干渉させることでシール部材２１５、２１６の機能を不能化させる。
【０１５５】
　このため、簡素な構成により安価に、ＩＣタグ封印シール２１５を生かした状態での不
正行為の防止を実現することができる。
【０１５６】
　また、実施例１、４において、干渉部材２３３、２６０は、基板ケース２１０が取付位
置に取り付けられた状態において外部からの接触が不可能な位置に配置されている。
【０１５７】
　このため、外部から干渉部材２３３、２６０にアクセスして干渉部材２３３、２６０を
操作し、ＩＣタグ封印シール２１５、２１６の破断を回避する行為を未然に防ぐことがで
きる。従って、主基板収納ケース２１０が取り外される場合に、ＩＣタグ封印シール２１
５、２１６の読取機能を確実に不能化させることができる。これにより、ＩＣタグ封印シ
ール２１５、２１６を生かした状態での不正行為をより強力に防止することができる。
【０１５８】
　また、上記各実施例のスロットマシンは、基板ケース２１０が取付位置から取外し位置
へ移動される移動方向を単一方向に規制する規制手段（実施例１および５では主に係合突
起２１３ｊおよび係合溝２３２、実施例２および３では主に取付ベース２３０の形状およ
びカバー部２３４、実施例４では主に制止突起２１２ｊ、制止凸部２３７および膨出部２
３８）をさらに備える。
【０１５９】
　このため、主基板収納ケース２１０を取り外し可能な方向が複数ある場合のように、複
数の移動方向のそれぞれに対応させて読取不可手段を構成する必要がなくなり、読取不可
手段を簡素且つ安価に構成することができる。また、遊技台内部の限られたスペースにお
いても読取不可手段を効果的に構成し、上記各効果を達成することができる。
【０１６０】
　また、実施例１のスロットマシンは、基板ケース２１０が取付位置から取外し位置へ移
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動される移動方向を単一方向に規制する規制手段（実施例１では主に係合突起２１３ｊお
よび係合溝２３２）をさらに備え、貼付部には、移動方向とは逆方向に向けて開口した凹
溝形状（実施例１では、凹部２１２ｇ、裏開口部２１３ｉおよび左開口部２１３ｈから構
成される凹溝形状）が形成され、干渉部材２３３は、基板ケース２１０が取付位置に取り
付けられた際に、凹溝形状の中空部に侵入する位置に配置され、シール部材２１５は、移
動方向に対し、中空部に侵入した干渉部材２３３よりも後方であって、シール部材２１５
の少なくとも一部が凹溝形状の開口を塞ぐように貼付されている。
【０１６１】
　このため、干渉部材２３３を効率的に遮蔽して干渉部材２３３へのアクセスを防止する
と共に、主基板収納ケース２１０の移動に伴って干渉部材２３３をＩＣタグ封印シール２
１５に確実に干渉させて破断することができる。
【０１６２】
　また、シール部材２１５、２１６は、所定の機器から発信される電波を少なくとも受信
するためのアンテナ部材２１５ｆ、２１６ｃを含み、読取不可手段は、基板ケース２１０
が取付位置から取外し位置となる間に、アンテナ部材２１５ｆ、２１６ｃを破断すること
により読取機能を不能化させる。
【０１６３】
　このように、アンテナ部材２１５ｆ、２１６ｃを破断することによって、容易且つ確実
にＩＣタグ封印シール２１５、２１６の機能を不能化させることができる。
【０１６４】
　なお、上記各実施例では、本発明を主制御基板２１１に対して適用した例を示したが、
本発明はこれに限定されるものではなく、副制御部４００を構成する副制御基板等の他の
制御基板に対して本発明を適用するようにしてもよい。
【０１６５】
　また、上記各実施例では、メダル（コイン）を遊技媒体としたスロットマシンの例を示
したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、遊技球（例えば、パチンコ玉
）を遊技媒体としたスロットマシンやパチンコ機などにも適用可能である。
【０１６６】
　具体的には、本発明に係る遊技台は、図２５に示す、「所定の遊技領域１００２に遊技
球を発射する発射装置１０１０と、発射装置１０１０から発射された遊技球を入球可能に
構成された入賞口１００６と、入賞口１００６に入球した遊技球を検知する検知手段１０
０８と、検知手段１００８が遊技球を検知した場合に遊技球（賞球）を払出す払出手段１
０１２と、所定の図柄(識別情報)を変動表示する可変表示装置１００４を備え、入賞口１
００６に遊技球が入って入賞することを契機として、可変表示装置１００４が図柄を変動
させた後に停止表示させて、遊技状態の推移を告知するようなパチンコ機１０００」にも
好適である。
【０１６７】
　さらに、本発明をアレンジボール遊技機、じゃん球遊技機、スマートボール、およびカ
ジノマシン等に適用しても、同様の効果を得ることができる。
【０１６８】
　なお、本発明に係る遊技台は、上記した実施例に限定されるものではなく、本発明の要
旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。また、本発明の実
施の形態に記載された作用および効果は、本発明から生じる最も好適な作用および効果を
列挙したに過ぎず、本発明による作用および効果は、本発明の実施の形態に記載されたも
のに限定されるものではない。また、実施例に記載した複数の構成のうち、１つの構成に
記載している内容を、他の構成に適用することでより遊技の幅を広げられる場合がある。
【産業上の利用可能性】
【０１６９】
　本発明は、スロットマシンやパチンコ機等に代表される遊技台の分野で特に利用するこ
とができる。
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【符号の説明】
【０１７０】
　　１００　スロットマシン
　２１０　主基板収納ケース
　２１１　主制御基板
　２１２ｇ　凹部
　２１２ｊ　制止突起
　２１３ｈ　左開口部
　２１３ｉ　裏開口部
　２１３ｊ　係合突起
　２１３ｏ　貼付板
　２１５、２１６　ＩＣタグ封印シール
　２１５ｆ、２１６ｃ　アンテナ
　２３０　取付ベース
　２３２　係合溝
　２３３、２３５　干渉部材
　２３４　カバー部
　２３７　制止凸部
　２３８　膨出部
　２５０、２６０　可動干渉部材
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