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(57)【要約】
【課題】電子タグを利用した不正発見作業を、いつでも
効率良く行うことのできる遊技機を提供すること。
【解決手段】パチンコ機における遊技の進行を制御する
主制御装置２７１には、封印シール３００が貼り付けら
れている。封印シール３００にはＩＣタグが埋め込まれ
ており、ＩＣタグにはＩＤ情報が格納されている。ＩＣ
タグにおいてＩＤ情報はリーダ装置３４６から呼出波を
受信することにより呼び出され、応答波として発信され
る。この場合に、前扉枠１３と主制御装置２７１との間
には、誘導体３３０及び反射板３４１，３４２が設けら
れており、これら誘導体３３０及び反射板３４１，３４
２により前扉枠１３からＩＣタグに向けて延びる伝播路
Ｌ１が形成されている。
【選択図】　　　図２８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固有の識別情報を格納した記憶部とこの識別情報を含む電波を発信するアンテナ部とを
備えた電子タグを、遊技機内部又は背面部に設置された制御装置に備えるとともに、
　遊技機前方から読取装置により前記識別情報を読取可能とすべく、前記電子タグから発
信される電波の導波路を構成する導波管を備え、
　当該導波管内は誘電体により塞がれていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機は、遊技制御処理を実行するＣＰＵ、遊技
制御プログラムが記憶されたＲＯＭ、遊技の進行により発生する各種データを一時的に記
憶するＲＡＭ等の各種電子部品が実装された制御基板を備えている。そして、ＲＯＭに記
憶された遊技制御プログラムに従って、ＣＰＵにより遊技機に搭載されている各種遊技機
器が制御され、一連の遊技が実行される。
【０００３】
　この種の遊技機では、制御基板を正規のものとは異なる不正な制御基板に変更したり、
ＲＯＭ（ＲＯＭがＣＰＵと共に１チップ化されている場合には当該チップ）を不正なもの
に交換したりする等の不正行為の発生が数多く報告されている。
【０００４】
　このような不正行為に対処すべく、例えば、制御基板を透明な基板ボックス内に収容し
て制御基板の状態を外部から容易に視認できるようにする、基板ボックスに封印構造（い
わゆる、カシメ構造）を設けて基板ボックスの開封時には破壊等による開封履歴を残すよ
うにする、または基板ボックスを構成する複数のケース体を跨ぐように再貼付不可能であ
りかつ剥がすと痕跡が残る有脆弱性の封印シールを貼付する等の不正対策が採用されてい
る（例えば特許文献１参照）。これらの不正対策は、基板ボックスが開封された事実や制
御基板が交換された事実を目視確認する場合にその確認作業を補助するものであり、また
このような不正対策の存在により不正行為を躊躇させる効果もある。
【０００５】
　上記の各種不正対策はいずれも制御基板や基板ボックスを目視確認するものであり、制
御基板は遊技機の背面や筐体内部に隠されて設置されているため、日々の確認作業は煩雑
である。また、封印箇所を目視では確認しづらい程度に巧妙に復元したものを発見するの
は大変な作業である。特に、遊技機設置台数の多い大型の遊技ホールではそのような問題
が顕著となる。
【０００６】
　一方、目視確認による不正対策以外の新たな不正対策として、例えば、制御基板または
当該制御基板を収容する基板ボックスに、固有ＩＤ等の識別情報が記憶されたＩＣチップ
部及びアンテナ部を含む電子タグを取り付けた構成が開示されている（例えば特許文献２
参照）。
【特許文献１】特開２００３－１８０９１７号公報
【特許文献２】特開２００５－１４３６４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　電子タグを取り付けておけば、遊技ホールの管理者などがリーダ装置などの読取装置に
より識別情報の読取作業を行うことで、制御基板の不正な交換等の発生有無が確認される
。このような電子タグを用いた不正対策では、読取装置による読取結果により不正発見を
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することができることから、封印箇所の目視確認に比べて不正発見のための労力は少ない
し、不正の見落としも少なくなることが期待される。
【０００８】
　しかしながら、電子タグを用いた不正対策においても、電子タグから発信される電波が
微弱であることに起因して読取装置を電子タグに近づける必要があるため、遊技機内部や
背面を遊技ホール通路側に開放しなければならない。このような開放作業は封印箇所の目
視確認の場合と変わりないことから、遊技機の稼動中などには確認作業ができないなど作
業期間が制限されるとともに効率面でも依然として改良の余地がある。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、電子タグを利用した不正発見作業を
、いつでも効率良く行うことのできる遊技機を提供することを主たる目的とするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、必要に応じて効果等を示しつつ説
明する。なお以下においては、理解の容易のため、発明の実施の形態において対応する構
成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものでは
ない。
【００１１】
　手段１．固有の識別情報を格納した記憶部（ＩＣチップ３０５）とこの識別情報を含む
電波を発信するアンテナ部（アンテナ部３０６）とを備えた電子タグ（ＩＣタグ３０３，
６１４）を、遊技機内部又は背面部に設置された制御装置（主制御装置２７１，６１０）
に備えるとともに、
　遊技機前方から読取装置により前記識別情報を読取可能とすべく、前記電子タグから発
信される電波の導波路を構成する導波管（導波管３３１，５６１，６１７、金属製ベース
５７２等）を備え、
　当該導波管内は誘電体（誘電体３３２，５６５，５７９，６１８）により塞がれている
ことを特徴とする遊技機。
【００１２】
　手段１によれば、制御装置に設けられた電子タグは、記憶部とアンテナ部とを備えてお
り、記憶部に格納された識別情報は電波としてアンテナ部から発信される。この場合、電
波の導波路を構成する導波管が設けられており、アンテナ部から発信された電波は遊技機
前面部に導かれる。また、導波管により電波を導くようにしたことにより、アンテナ部か
ら発信された電波は確実に遊技機前面部に導かれる。これにより、遊技機内部又は背面部
に設置された制御装置を遊技機前面側に露出させなくても、遊技機前面部にて読取装置に
より電波を受信することで識別情報を読み取ることができる。よって、電子タグを利用し
た不正発見作業を、いつでも効率良く行うことができる。
【００１３】
　また、導波管内が誘電体により塞がれていることにより、導波管の内部が電波の伝播方
向に貫通していない。導波管の内部が電波の伝播方向に貫通した構成においては、導波管
を介して不正用冶具を遊技機奥側へ挿入する行為が想定される。特に、導波管が制御装置
に向けて延びた構成においては、導波管を介して不正用冶具を制御装置に向けて挿入され
るおそれがある。これに対して、本構成によれば導波管の内部が電波の伝播方向に貫通し
ていないため、上記不正行為を抑制することができる。また、導波管内を塞ぐのは誘電体
であるため、導波管内における電波の伝播が阻害されることはない。
【００１４】
　なお、導波管内の全体を誘電体で埋めるようにしてもよい。この場合、不正用治具の挿
入をより確実に抑制することができる。一方、導波管内の一部に誘電体を設けて導波管内
を塞ぐようにすることで、導波管を伝播する電波の減衰を極力抑えつつ、不正用治具の挿
入を抑制することができる。
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【００１５】
　また、誘電体として、ポリエチレン、ポリスチレン、アクリル樹脂などといった合成樹
脂が用いられる。
【００１６】
　また、導波管は、断面が円形状のものに限定されることはなく、断面方形状（断面多角
形状）であってもよい。
【００１７】
　手段２．前記遊技機前面部と前記制御装置との間には、遊技が実行される遊技装置ユニ
ット（遊技盤３０、リールユニット５９６）を備え、
　前記導波管を、前記遊技装置ユニットを貫通するようにして、又は前記遊技装置ユニッ
トを避けるようにして設置したことを特徴とする手段１に記載の遊技機。
【００１８】
　電波は金属を透過し難いため、電子タグのアンテナ部から発信される電波が遊技装置ユ
ニットによって遮断されないようにする必要がある。この場合に、手段２によれば、導波
管が遊技装置ユニットを貫通するようにして、又は遊技装置ユニットを避けるようにして
設けられているので、電子タグのアンテナ部から発信された電波は遊技装置ユニットによ
って遮断されることはない。
【００１９】
　また、上記手段１の構成を備えており、導波管の内部は電波の伝播方向に貫通していな
い。遊技装置ユニットを貫通するようにして、又は遊技装置ユニットを避けるようにして
導波管を設置した構成において導波管の内部が電波の伝播方向に貫通している構成を想定
すると、遊技機前面側から導波管内に不正用冶具を挿入することで、当該不正用冶具を遊
技装置ユニットの奥側にある制御装置の位置まで容易に差し入れることができてしまうと
考えられる。これに対して、上記のとおり導波管の内部が電波の伝播方向に貫通していな
いため、かかる不正行為を抑制することができる。
【００２０】
　手段３．前記電子タグからの電波を前記導波管に向けて反射させる電波反射板（反射板
３４１，３４２，５５３，５５４等）を設けたことを特徴とする手段２に記載の遊技機。
【００２１】
　手段３によれば、電波反射板によって電波の伝播方向を変えることができるため、電波
を遊技機前面部に導く上で導波管と電子タグとの間に種々の障害物が存在したとしても、
それを避けて電波を導くことができる。
【００２２】
　手段４．前記遊技装置ユニットは盤面（盤面３０ａ）に多数の釘（釘３７）が配設され
て遊技領域（遊技領域Ｓ）が形成された遊技盤（遊技盤３０）であり、
　当該遊技盤を貫通させて前記導波管を設置したことを特徴とする手段２又は３に記載の
遊技機。
【００２３】
　手段４によれば、遊技盤の奥側に制御装置が設置された構成において、遊技盤を貫通さ
せて導波管を設置することにより電子タグのアンテナ部から発信された電波が遊技盤にて
遮断されることはなく、遊技機前面部への電波の導出を良好に行うことができる。
【００２４】
　また、上記手段１の構成を備えており、導波管の内部は電波の伝播方向に貫通していな
い。遊技盤を貫通させて導波管を設置した構成において導波管の内部が電波の伝播方向に
貫通している構成を想定すると、遊技機前面側から導波管内に不正用冶具を挿入すること
で、当該不正用冶具を遊技盤の奥側にある制御装置の位置まで容易に差し入れることがで
きてしまうと考えられる。これに対して、上記のとおり導波管の内部が電波の伝播方向に
貫通していないため、かかる不正行為を抑制することができる。
【００２５】
　手段５．前記導波管を、前記遊技領域の外方にて前記遊技盤を貫通するようにして設置
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したことを特徴とする手段４に記載の遊技機。
【００２６】
　遊技領域には多数の釘が配設されているため、遊技領域内にて遊技盤を貫通させて導波
管を設置しようとしてもそれが困難である。また、遊技領域内における盤面から導波管が
突出すると、遊技領域を流下する遊技球が導波管に当たってしまう。これに対して、手段
５によれば、遊技領域の外方にて遊技盤を貫通するようにして導波管が設置されているの
で、導波管の設置を良好に行うことができる。
【００２７】
　手段６．前記遊技盤の盤面側における前記遊技領域の外方には所定の情報が記載された
証紙（証紙ラベル５３）を備え、前記遊技機前面部における前記証紙と対峙する位置には
当該証紙に記載された情報を遊技機前方から視認可能とする透明板（小窓１０７に取り付
けられた透明樹脂）を設けた構成であって、
　前記導波管を、前記証紙の裏面側にて前記遊技盤を貫通するようにして設置したことを
特徴とする手段５に記載の遊技機。
【００２８】
　証紙に記載された情報を遊技機前方から視認可能とするために証紙と遊技機前面部の透
明板との間に何らかの部材が介在することはない。この場合に、手段６によれば、証紙の
裏面側に導波管が設置されているので、導波管から放射された電波が途中で遮断されるこ
とはなく、遊技機前面部にて読取装置により識別情報を読み取ることができる。
【００２９】
　手段７．前記証紙を保持する非金属製の証紙保持部（証紙用ベース５１の手前側板部５
５）を有し、
　当該証紙保持部を前記盤面よりも遊技機前方に設けるとともに、前記導波管をその一端
が前記証紙保持部に近接した位置となるように設置したことを特徴とする手段６に記載の
遊技機。
【００３０】
　手段７によれば、証紙保持部が盤面よりも遊技機前方に設けられているので、遊技機前
面部に設けられた透明板に対して証紙の位置が近くなり、当該証紙の視認性の向上が図ら
れる。この場合に、導波管はその一端が証紙保持部に近接した位置となるように設置され
ている。これにより、導波管の一端の位置が遊技機前面部に近い位置となり、遊技機前面
部における読取装置による識別情報の読み取りを行い易くなる。
【００３１】
　また、上記手段１の構成を備えており、導波管の内部は電波の伝播方向に貫通していな
い。導波管の一端の位置が遊技機前面部に近い位置となった構成においては、遊技機前面
側から導波管内に不正用冶具を挿入し易くなる。この場合に、導波管の内部が電波の伝播
方向に貫通している構成を想定すると、当該不正用冶具を遊技盤の奥側にある制御装置の
位置まで容易に差し入れることができてしまうと考えられる。これに対して、上記のとお
り導波管の内部が電波の伝播方向に貫通していないため、かかる不正行為を抑制すること
ができる。
【００３２】
　手段８．前記遊技盤には、当該遊技盤を前後方向に貫通するようにして設けられた入球
装置（一般入賞口３１、可変入賞装置３２、作動口３３）を備え、当該入球装置に遊技球
が入球した場合に遊技者に特典が付与される構成であって、
　前記入球装置の遊技球通路（導出通路５８０）を構成するようにして前記導波管を設置
し、
　さらに、当該導波管を前記遊技盤の背面側から突出させて設け、
　当該導波管には、前記遊技盤の背面側において遊技球を導波管外部に排出する孔部（孔
部５７８）を形成するとともに、当該導波管内における前記孔部よりも奥側が前記誘電体
により塞がれていることを特徴とする手段４に記載の遊技機。
【００３３】
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　手段８によれば、入球装置に設けられた遊技球通路により、電子タグのアンテナ部から
発信された電波を遊技機前面部に導くための導波管としての機能が果たされる。これによ
り、遊技盤を貫通する既存の構成を利用して導波管を設けることができる。
【００３４】
　また、導波管が遊技盤の背面側から突出させて設けられているので、導波管の奥側端部
が電子タグに対して近い位置となり、電子タグのアンテナ部から発信された電波が導波管
内に導入され易くなる。この場合に、導波管内における孔部よりも奥側が誘電体により塞
がれていることにより、導波管内を通る遊技球は誘電体に当たることでそれ以上奥側に進
むことはない。よって、導波管内を通る遊技球を外部へ確実に導出することができる。つ
まり、誘電体は導波管の内部が電波の伝播方向に貫通しないようにする機能だけでなく、
導波管内を通る遊技球を外部へ確実に導出する機能をも有することとなる。
【００３５】
　手段９．前記遊技盤は、前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な複数の入球部（一
般入賞口３１、可変入賞装置３２、作動口３３）と、いずれの入球部にも入球しなかった
遊技球を前記遊技領域から排出させるアウト口（アウト口３６）とを備え、
　当該アウト口を構成するようにして前記導波管を設置し、
　さらに、当該導波管を前記遊技盤の背面側から突出させて設け、
　当該導波管には、前記遊技盤の背面側において遊技球を導波管外部に排出する孔部（孔
部５６４）を形成するとともに、当該導波管内における前記孔部よりも奥側が前記誘電体
により塞がれていることを特徴とする手段４に記載の遊技機。
【００３６】
　手段９によれば、アウト口により、電子タグのアンテナ部から発信された電波を遊技機
前面部に導くための導波管としての機能が果たされる。これにより、遊技盤を貫通する既
存の構成を利用して導波管を設けることができる。
【００３７】
　また、アウト口は他のいずれの入球部にも入球しなかった遊技球を遊技領域から排出す
る機能を有するため、アウト口に入球した遊技球を排出する必要はなく、導波管に対して
球検出手段等を取り付ける必要がない。よって、導波管の構成を簡素なものとしつつ上記
効果を得ることができる。また、球検出手段が取り付けられていると、電子タグからの電
波がノイズとなり球検出手段が誤作動するおそれがある。これに対して、アウト口を構成
するようにして導波管を設けたことにより、かかる不都合の発生を防止することができる
。
【００３８】
　また、導波管が遊技盤の背面側から突出させて設けられているので、導波管の奥側端部
が電子タグに対して近い位置となり、電子タグのアンテナ部から発信された電波が導波管
内に導入され易くなる。この場合に、導波管内における孔部よりも奥側に誘電体により塞
がれていることにより、導波管内を通る遊技球は誘電体に当たることでそれ以上奥側に進
むことはない。よって、導波管内を通る遊技球を外部へ確実に導出することができる。つ
まり、誘電体は導波管の内部が電波の伝播方向に貫通しないようにする機能だけでなく、
導波管内を通る遊技球を外部へ確実に導出する機能をも有することとなる。
【００３９】
　手段１０．前記遊技機前面部に、前記読取装置を近接させて前記識別情報を読み取るた
めに使用される読取エリアを設け、
　当該読取エリアと前記電子タグとが遊技機前後方向に並ぶよう構成し、
　さらに、前記読取エリアと前記電子タグとを結ぶようにして遊技機前後方向に延びる導
波管を設置したことを特徴とする手段１乃至９のいずれかに記載の遊技機。
【００４０】
　手段１０によれば、遊技機前後方向に延びる導波管のみによって電子タグのアンテナ部
から発信される電波を遊技機前面部に導くことができ、電波の導出に関する構成の簡素化
を図ることができる。また、一の導波管により電波を導くようにした構成において、導波
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管の長さを極力短くすることができる。これにより、電子タグのアンテナ部から発信され
た電波の減衰が極力抑えられ、遊技機前面部における読取装置による識別情報の読み取り
を良好に行うことができる。
【００４１】
　また、上記手段１の構成を備えており、導波管の内部は電波の伝播方向に貫通していな
い。読取エリアと電子タグとを結ぶようにして遊技機前後方向に延びる導波管を設置した
構成において導波管の内部が電波の伝播方向に貫通している構成を想定すると、遊技機前
面側から導波管内に不正用冶具を挿入することで、当該不正用冶具を制御装置の位置まで
容易に差し入れることができてしまうと考えられる。これに対して、上記のとおり導波管
の内部が電波の伝播方向に貫通していないため、かかる不正行為を抑制することができる
。
【００４２】
　手段１１．前記導波管にアース手段（アース接続部３３１ａ、アース線３３３）を設け
たことを特徴とする手段１乃至１０のいずれかに記載の遊技機。
【００４３】
　手段１１によれば、導波管に対してアース手段が設けられていることにより、導波管が
帯電することが防止される。導波管が帯電するとそれが制御装置等に対してノイズとなる
おそれがある。本構成によれば、かかる不都合の発生を防止することができる。
【００４４】
　手段１２．前記電子タグとして、第１電子タグ（主側ＩＣタグ６５１）と、当該第１電
子タグに対して離間させて設けられる第２電子タグ（払出側ＩＣタグ６５２）とを備え、
　前記導波管をその延びる方向の途中位置にて分岐させることにより、その分岐位置から
前記第１電子タグ側に延び当該第１電子タグから発信される電波を遊技機前面側に導く第
１導波部（主側導波部６５４）と、前記分岐位置から前記第２電子タグ側に延び当該第２
電子タグから発信される電波を遊技機前面側に導く第２導波部（払出側導波部６５５）と
を設け、
　前記第１導波部及び前記第２導波部の両方に対して前記導波管の内部が電波の伝播方向
に貫通しないように前記誘電体を設けたことを特徴とする手段１乃至１１のいずれかに記
載の遊技機。
【００４５】
　手段１２によれば、遊技機において遊技に関わる複数種の装置に対して電子タグを設け
ることが可能となり、遊技機に対する不正をより効果的に抑制することができる。この場
合に、導波管には第１導波部と第２導波部とが設けられているので、第１電子タグからの
電波及び第２電子タグからの電波は共に一の導波管を伝播することとなる。これにより、
各電子タグからの識別情報を遊技機前面部における所定の一箇所で読み取れるようにする
ことが可能となり、複数種の装置に対して電子タグを設けた構成において識別情報の読み
取り作業の作業性を向上させることができる。
【００４６】
　また、第１導波部及び第２導波部の両方に対して導波管の内部が電波の伝播方向に貫通
しないように誘電体が設けられている。これにより、電子タグが設けられた各装置に対し
て、導波管を介して不正用冶具を挿入しようとする不正行為を抑制することができる。
【００４７】
　手段１３．前記電子タグは、前記アンテナ部にて所定周波数の電波を受信することによ
り前記識別情報を含んだ電波を応答波として発信することを特徴とする手段１乃至１２の
いずれかに記載の遊技機。
【００４８】
　手段１３によれば、電子タグから常に電波が発信されているのではなく、読取装置から
所定周波数の電波が発信されそれがアンテナ部にて受信された場合に応答波として発信さ
れる。これにより、識別情報の読み取り作業時ではない遊技時などにおいて電子タグから
電波が発信されることが防止される。遊技時などにおいて電子タグから電波が発信される
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と、それが制御装置に対してノイズとなり制御装置が誤動作するおそれがあるが、本構成
によれば、かかる不都合の発生を防止することができる。
【００４９】
　また、上記手段１等の構成を備え導波管が設けられていることにより、上記構成の電子
タグであったとしても、識別情報の読み取りを容易に行えるようになっている。つまり、
識別情報の読み取り作業に際しては、遊技機前面部にて読取装置から呼出波を発信させる
ことで、その呼出波は導波管を伝播し電子タグのアンテナ部にて受信される。そして、呼
出波の受信に伴い電子タグから発信される応答波は呼出波の伝播した経路を反対方向に伝
播し、遊技機前面部にある読取装置にて受信される。
【００５０】
　手段１４．前記制御装置には、前記アンテナ部の少なくとも一部が遊技機前方を向くよ
うにして前記電子タグを設置したことを特徴とする手段１乃至１３のいずれかに記載の遊
技機。
【００５１】
　手段１４によれば、電子タグのアンテナ部からは少なくとも遊技機前方に向けて電波が
発信される。これにより、伝播路や導波管内にアンテナ部からの電波が導入され易くなる
。
【００５２】
　手段１５．一方の面に粘着層（粘着層３０２）を有するベースシート（ベースシート３
０１）の粘着層側に前記電子タグを貼り付けてシール部材（封印シール３００）を構成し
、そのシール部材を前記制御装置に貼り付けたことを特徴とする手段１乃至１４のいずれ
かに記載の遊技機。
【００５３】
　手段１５によれば、シール部材が制御装置に貼り付けられることにより、電子タグが同
制御装置に取り付けられる。この場合、電子タグを、ベースシートに覆われるようにして
制御装置に貼り付けることができ、同電子タグの保護を図ることができる。
【００５４】
　手段１６．長尺状をなす前記アンテナ部を直線状、略直線状又は弧状に拡げた状態で前
記電子タグを前記ベースシートに貼り付ける一方、前記ベースシートを、前記制御装置へ
の貼付状態から剥がす際にその応力に伴い破損が生じる程度の脆弱性を有するものとした
ことを特徴とする手段１５に記載の遊技機。
【００５５】
　手段１６によれば、ベースシートは一旦貼り付けた後は、剥がす際の応力により破損す
るため、その破損に伴って長尺状のアンテナ部にも破損が生じる。したがって、シール部
材を剥がす場合には電子タグの破損を招くこととなり、電子タグを取り出そうとする不正
行為が抑制できる。
【００５６】
　手段１７．分離可能な複数のケース体（ボックスベース２７６、ボックスカバー２７７
）内に制御基板を収容して前記制御装置を構成し、前記ケース体間の分割部分を跨ぐよう
にして前記シール部材を貼り付けたことを特徴とする手段１６に記載の遊技機。
【００５７】
　手段１７によれば、ケース体間の分割部分を跨ぐようにしてシール部材が貼り付けられ
ているため、制御基板の取り出しや、制御基板への不正な電子部品の装着などを目的とし
て各ケース体を分離する場合には、シール部材を一旦剥がさなければならない。そのため
、上記のとおりシール部材を剥がすことに伴い電子タグの破損が生じ、その後の電子タグ
の使用を不可とすることができる。これにより、不正行為の発見が可能となる。
【００５８】
　手段１８．前記シールが貼り付けられるケース体を相互に締結する締結具（ネジ２８３
，２８４）を設けるとともに、当該締結具の少なくとも一部を覆うようにして前記シール
部材を貼り付け、



(9) JP 2008-17915 A 2008.1.31

10

20

30

40

50

　さらに、前記ベースシートを略四角形状に形成するとともに、
　前記アンテナ部を、その長手方向が前記ベースシートのすべての辺方向と交差し、前記
ベースシートとともに前記ケース体間の境界を跨ぐように前記ベースシートの一辺側から
他の一辺側に亘って延び、さらに前記締結具における前記シールに覆われる部分と対峙す
るようにして配置したことを特徴とする手段１７に記載の遊技機。
【００５９】
　手段１８によれば、シール部材をその隅角からではなく、その一辺全体から剥がそうと
したとしても、アンテナ部の長手方向と交差する方向に破壊が生じる。そして、破壊が生
じた位置にてアンテナ部が分断されることとなる。この場合、遊技ホールの管理者等が読
取装置により記憶部に格納された識別情報を確認できなくなるので、制御基板に対して不
正が行われたことを容易に且つ確実に発見することができる。
【００６０】
　また、アンテナ部は、締結具と対峙するようにして配置されている。したがって、締結
具を取り外すべく締結具を露出させるようにシール部材を巧妙に剥がそうとしたとしても
、そのためにはシール部材におけるアンテナ部が配置された部分を剥がす必要が生じる。
そして、かかる場合、アンテナ部が分断され読取装置により識別情報が確認できなくなる
ことで、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見することができる。
【００６１】
　なお、「略四角形状」としては、正方形状や長方形状などが考えられる。
【００６２】
　手段１９．前記締結具を着脱自在とし、
　前記シール部材を前記締結具の取り外し方向側の端部（頭部２８３ａ，２８４ａの頂上
）を覆うようにして貼り付けるとともに、前記アンテナ部を当該端部と対峙するようにし
て配置したことを特徴とする手段１８に記載の遊技機。
【００６３】
　手段１９によれば、締結具は着脱自在であるため、遊技ホールなどにおける制御基板の
点検時やメンテナンス時には締結具の締結を解除し制御基板を取り出すことが可能である
。かかる構成において、制御基板を不正に取り出すためには締結具の取り外し方向側の端
部を露出させる必要がある。この場合に、当該端部を露出させるようにシール部材を巧妙
に剥がそうとしたとしても、当該端部と対峙するようにしてアンテナ部が配置されている
ためシール部材におけるアンテナ部が配置された部分を剥がす必要が生じる。したがって
、締結具の取り外し方向側の端部を露出させようとするとアンテナ部が分断されて読取装
置により識別情報が確認できなくなり、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発
見することができる。
【００６４】
　なお、「着脱自在」である構成とは、ケース体や締結具などの破壊を伴わずに当該締結
具の着脱を行うことができる構成をいい、例えば、ネジやビスなどを締結具として用いる
構成をいう。
【００６５】
　手段２０．前記アンテナ部を、前記締結具の前記端部を跨ぐようにして配置したことを
特徴とする手段１９に記載の遊技機。
【００６６】
　手段２０によれば、アンテナ部が締結具の取り外し方向側の端部を跨いでいるので、当
該端部を露出させる際にアンテナ部の分断が生じる機会を多く設けることができる。よっ
て、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見することができる。
【００６７】
　手段２１．前記シール部材が貼り付けられる各ケース体には相互に連通する連通孔（ネ
ジ孔２８５，２８６）を設けるとともに、前記締結具は前記連通孔に挿通された状態で締
結を行い、
　前記アンテナ部を、前記連通孔における前記締結具の取り外し方向の開口（取り外し側
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開口２８９，２９０）を跨ぐようにして配置したことを特徴とする手段１９に記載の遊技
機。
【００６８】
　手段２１によれば、アンテナ部が連通孔における締結具の取り外し方向の開口を跨いで
いるので、締結具の取り外し方向側の端部を露出させる際にアンテナ部の分断が生じる機
会を多く設けることができる。よって、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発
見することができる。
【００６９】
　手段２２．前記アンテナ部の短手方向の寸法を、前記開口の開口幅よりも小さくすると
ともに、
　前記アンテナ部を、前記開口を挟んで当該開口の周縁部を架渡すようにして配置したこ
とを特徴とする手段２１に記載の遊技機。
【００７０】
　手段２２によれば、開口を挟んで当該開口の周縁部を架渡すようにしてアンテナ部が配
置されているので、シール部材を剥がす場合にはアンテナ部における開口の周縁部に対応
する位置にシール部材を剥がす力に伴う応力が集中し易くなる。そして、アンテナ部の短
手方向の寸法は開口の開口幅よりも小さくなっている。よって、アンテナ部の分断が生じ
る機会を多く設けることができ、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見する
ことができる。
【００７１】
　なお、「連通孔における締結具の取り外し方向に位置する開口側を段差状に拡径させて
締結具の頭部を収容する頭収容部を形成し、この頭収容部の段差部に前記頭部が当接する
ことで前記締結具の挿入方向の移動が規制される構成」においては、アンテナ部の短手方
向の寸法を、頭収容部の孔径よりも小さくする構成としてもよい。
【００７２】
　手段２３．前記ケース体の前記シール部材が貼り付けられる貼付面（貼付面２８１ａ，
２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂ）に対応させて、前記アンテナ部が前記締結具と対峙する
位置となるように前記シール部材の貼付位置をガイドするガイド手段（囲い部Ｃ）を設け
たことを特徴とする手段１８乃至２２のいずれかに記載の遊技機。
【００７３】
　手段２３によれば、ガイド手段が設けられていることにより、シール部材を貼付面に貼
り付けることで自ずとアンテナ部が締結具と対峙する。これにより、アンテナ部と締結具
とを確実に対峙させることができる。また、シール部材を貼り付ける場合の作業性を低下
させることなく、アンテナ部と締結具とを対峙させることができる。
【００７４】
　手段２４．前記ガイド手段は、前記貼付面を囲むようにして形成された囲い枠（囲い部
Ｃ）であることを特徴とする手段２３に記載の遊技機。
【００７５】
　手段２４によれば、シール部材を貼り付ける場合には囲い枠により囲まれた領域内にシ
ール部材を持っていけばよく、シール部材を貼り付ける場合の作業性を向上させることが
できる。また、制御基板に対して不正を行うべくシール部材を剥がそうとしても、シール
部材は囲い枠にて囲まれているためにその剥がし行為が非常に困難なものとなる。したが
って、当該剥がし行為に際してベースシートが破壊され易くなり、さらにはアンテナ部が
分断され易くなる。よって、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見すること
ができる。さらには、囲い枠がガイド手段としての機能とシール部材の剥がし行為を困難
なものとする機能とを併せ持つこととなり、構成の簡素化を図りつつ上記効果を奏するこ
とができる。
【００７６】
　手段２５．前記貼付面に前記シール部材を貼り付ける場合に前記アンテナ部が前記締結
具と対峙する位置から外れない範囲内で、前記貼付面が前記シールの面積よりも広くなる
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ように前記囲い枠を形成したことを特徴とする手段２４に記載の遊技機。
【００７７】
　手段２５によれば、貼付面がシール部材の面積よりも広くなるように囲い枠が形成され
ている。また、貼付面はシール部材を貼り付ける場合にアンテナ部が締結具と対峙する位
置から外れない範囲内で設定されている。これにより、シール部材を貼付面に貼り付ける
場合の貼付位置にゆとりが生まれ、上記手段２４における効果を奏するようにした構成に
おいてシール部材を貼り付ける場合の作業性を向上させることができる。
【００７８】
　手段２６．前記締結具を複数設け、
　さらに前記シール部材を前記複数の締結具に対してそれぞれの少なくとも一部を覆うよ
うにして貼り付けるとともに、前記アンテナ部を前記複数の締結具における前記シール部
材に覆われる部分と対峙するようにして配置したことを特徴とする手段１８乃至２５のい
ずれかに記載の遊技機。
【００７９】
　手段２６によれば、締結具が複数設けられているので、各ケース体が強固に締結される
。かかる構成においては、制御基板を取り外すためにはすべての締結具の締結を解除する
必要がある。この場合に、シール部材が複数の締結具に対してそれぞれの少なくとも一部
を覆うようにして貼り付けられている。よって、不正に締結具の締結を解除する作業を煩
雑なものとすることができ、さらにはかかる不正な解除作業に際してベースシートの破壊
が生じる機会を多く設けることができる。一の締結具を巧妙に露出させることができたと
しても、他の締結具を露出させる必要があるからである。
【００８０】
　また、複数の締結具におけるシール部材に覆われる部分と対峙するようにしてアンテナ
部が配置されているので、不正に締結具の締結が解除される場合においてアンテナ部の分
断が生じる機会を多く設けることができる。よって、制御基板に対して不正が行われたこ
とを確実に発見することができる。
【００８１】
　手段２７．前記各ケース体の外周部には相互に対向する板面を有する貼付板部（貼付板
部２８１，２８２）を設け、
　前記締結具は、前記板面に対して略直交する方向に延び、前記両貼付板部における両者
の境界を跨ぐようにして形成された連通孔（ネジ孔２８３，２８４）に挿通された状態で
締結を行い、
　さらに各貼付板部の境界を跨ぐようにして前記シール部材を貼り付ける構成であって、
　前記締結具として、前記各貼付板部の境界に対して一方の貼付板部側への方向を取り外
し方向とする第１締結具（第１ネジ２８３）と、その反対方向を取り外し方向とする第２
締結具（第２ネジ２８４）とを設け、
　前記シール部材を、前記第１締結具及び前記第２締結具の両方の取り外し方向側の端部
（頭部２８３ａ，２８４ａの頂上）を覆うようにして貼り付けるとともに、
　前記アンテナ部を、前記両貼付板部における対応する締結具の取り外し方向側の面（第
１貼付面２８１ａ、第２貼付面２８２ａ）に位置し、且つ前記第１締結具の前記端部又は
前記第２締結具の前記端部の少なくとも一方と対峙するようにして配置したことを特徴と
する手段１８乃至２５のいずれかに記載の遊技機。
【００８２】
　手段２７の遊技機では、貼付板部が締結具によって締結されるのに伴って、各ケース体
が締結される。そして、その締結された貼付板部の境界を跨ぐようにしてシール部材が貼
り付けられている。この場合に、締結具が複数設けられているので、各貼付板部（各ケー
ス体）が強固に固定される。また、制御基板を取り外すためには、第１締結具及び第２締
結具の締結を解除する必要がある。
【００８３】
　かかる構成において、第１締結具は各貼付板部の境界に対して一方の貼付板部側への方
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向が取り外し方向となるように取り付けられているのに対して、第２締結具はその反対方
向が取り外し方向となるように取り付けられている。そして、これら第１締結具及び第２
締結具の取り外し方向側の端部を覆うようにしてシール部材が貼り付けられており、さら
に両貼付板部における対応する締結具の取り外し方向側の面に位置するようにしてアンテ
ナ部が配置されている。よって、不正に締結具の締結を解除する作業を煩雑なものとする
ことができ、さらにはかかる不正な解除作業に際してベースシートの破壊、及びアンテナ
部の分断が生じる機会を多く設けることができる。第１締結具の取り外し方向側の端部又
は第２締結具の取り外し方向側の端部のいずれか一方を露出させることができたとしても
、他方を露出させる必要があるからである。
【００８４】
　また、例えば、第１締結具及び第２締結具のいずれもが、両貼付板部の境界に対して同
一方向を取り外し方向とする構成においては、たとえ両貼付板部の境界を跨ぐようにして
シール部材を貼り付け、さらに両貼付板部における対応する締結具の取り外し方向側の面
に位置するようにしてアンテナ部を配置していたとしても、当該シール部材における前記
締結具の取り外し方向側の部分を剥がすだけで、すなわち、シール部材をすべて剥がすこ
となく、両締結具の取り外し方向側の端部を露出させることができてしまう。この場合、
上記のようにシール部材を貼り付け、さらに上記のようにアンテナ部を配置した効果が好
適に発揮されなくなってしまう。これに対して、本手段２７における構成によれば上記の
とおりであるので、当該効果が好適に発揮される。
【００８５】
　手段２８．前記アンテナ部を、前記第１締結具の前記端部及び前記第２締結具の前記端
部の両方と対峙するようにして配置したことを特徴とする手段２７に記載の遊技機。
【００８６】
　手段２８によれば、第１締結具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の端部と対峙す
るようにしてアンテナ部が配置されているので、不正に締結具の締結が解除される場合に
おいてアンテナ部の分断が生じる機会を多く設けることができる。よって、制御基板に対
して不正が行われたことを確実に発見することができる。
【００８７】
　手段２９．前記アンテナ部を、前記ベースシートの中心に対して点対称となるようにし
て配置したことを特徴とする手段２８に記載の遊技機。
【００８８】
　手段２９によれば、１８０°回転させて貼付面にシール部材を貼り付けたとしても、第
１締結具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の端部に対してアンテナ部を対峙させる
ことができる。よって、第１締結具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の端部に対し
てアンテナ部を対峙させるようにした構成において、シール部材を貼り付ける場合の作業
性を向上させることができる。
【００８９】
　なお、ベースシートを長方形状（矩形状）に形成することで、シール部材の貼り付け作
業を行う作業者にとっては、シール部材の短手方向又は長手方向を基準として当該シール
部材をケース体に貼り付けるだけで第１締結具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の
端部に対してアンテナ部を対峙させることができ、シール部材を貼り付ける場合のさらな
る作業性向上を図ることができる。
【００９０】
　さらには、上記手段２３乃至２５のいずれかを備えた構成においては、ガイド手段によ
りシール部材の貼り付け位置がガイドされるため、シール部材の貼り付け作業を行う作業
者にとっては、ガイド手段にガイドされた位置にシール部材を貼り付けるだけで第１締結
具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の端部に対してアンテナ部を対峙させることが
でき、シール部材を貼り付ける場合のさらなる作業性向上を図ることができる。
【００９１】
　手段３０．前記締結具を金属製とし、
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　前記アンテナ部を前記締結具に対して離間させて配置したことを特徴とする手段１８乃
至２９のいずれかに記載の遊技機。
【００９２】
　手段３０によれば、締結具が金属製であるので、制御基板を不正に取り外すべく締結具
を分断しようとする行為が抑制される。この場合に、アンテナ部が締結具に対して離間さ
れているので、不正が行われていない場合における読取装置への識別情報の送信を確実に
行うことができる。金属製の締結具とアンテナ部とが接触しているとアンテナ部に対して
設定された周波数が変化してしまうなどといった理由により、読取装置への識別情報の送
信が阻害されてしまうからである。よって、かかる不都合を生じさせることなく、締結具
と対峙するようにしてアンテナ部を配置したことによる上述した効果を得ることができる
。
【００９３】
　手段３１．前記シール部材が貼り付けられる各ケース体には相互に連通する連通孔（ネ
ジ孔２８５，２８６）を設けるとともに、前記締結具は前記連通孔に挿通された状態で締
結を行い、
　前記締結具の挿通状態において当該締結具の取り外し方向側の端部（頭部２８３ａ，２
８４ａの頂上）の位置が前記連通孔におけるその軸線方向の途中位置となるよう構成し、
　さらに、前記シール部材を、前記連通孔における前記締結具の取り外し方向に位置する
開口（取り外し側開口２８９，２９０）を覆うようにして貼り付けるとともに、
　前記アンテナ部を、前記締結具の前記端部と対峙するようにして配置したことを特徴と
する手段３０に記載の遊技機。
【００９４】
　手段３１によれば、締結具の取り外し方向側の端部の位置が連通孔におけるその軸線方
向の途中位置となっているのに対して、アンテナ部の位置が連通孔における締結具の取り
外し方向側の開口付近となっている。よって、締結具と対峙するようにアンテナ部を配置
した構成において、金属製の締結具とアンテナ部とを確実に離間させることができる。
【００９５】
　なお、上記手段２１を備えた構成においては、アンテナ部が連通孔における前記開口を
跨ぐこととなるので、アンテナ部が締結具の前記端部に向けて（連通孔内に向けて）撓み
にくくなり、アンテナ部と締結具の前記端部とを対峙させた構成において両者を確実に離
間させることができる。
【００９６】
　手段３２．前記アンテナ部と前記締結具の前記端部との間には、両者を介在する介在部
材を不具備としたことを特徴とする手段３１に記載の遊技機。
【００９７】
　手段３２によれば、アンテナ部と締結具の取り外し方向側の端部との間に両者を介在す
る介在部材が不具備となっているので、アンテナ部と締結具の取り外し方向側の端部との
間には所定の空間が形成されている。また、連通孔における締結具の取り外し方向に位置
する開口を覆うようにしてシール部材が貼り付けられている。これにより、不正に締結具
の締結を解除すべくシール部材を剥がして締結具の取り外し方向側の端部を露出させよう
とする場合において、アンテナ部の分断が生じる機会を多く設けることができる。つまり
、シール部材は開口の周縁部を境界としてケース体に貼り付けられた部分と貼り付けられ
ていない部分とが存在し、これはアンテナ部においても同様である。この場合に、締結具
の取り外し方向側の端部を露出させようとしてシール部材を剥がすと、アンテナ部におけ
るケース体に貼り付けられた部分と貼り付けられていない部分との境界にシール部材を剥
がす力に伴う応力が集中し易くなるからである。よって、制御基板に対して不正が行われ
たことを確実に発見することができる。
【００９８】
　特に、上記手段２２及び当該手段３２を備えた構成においては、開口を挟んで当該開口
の周縁部を架渡すようにしてアンテナ部が配置されており、さらにアンテナ部と締結具の
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取り外し方向側の端部との間に所定の空間が形成される。つまり、アンテナ部における架
渡す部位が浮いた状態となる。よって、締結具の取り外し方向側の端部を露出させようと
してシール部材を剥がすと、アンテナ部におけるケース体に貼り付けられた部分と貼り付
けられていない部分との境界にシール部材を剥がす力に伴う応力がより集中し易くなる。
よって、アンテナ部の分断が生じる機会をより多く設けることができる。
【００９９】
　手段３３．前記アンテナ部を、前記ベースシートの一隅部側からその対角方向の隅部側
に亘って延びるようにして配置したことを特徴とする手段１８乃至３２のいずれかに記載
の遊技機。
【０１００】
　手段３３によれば、アンテナ部がベースシートの一隅部側からその対角方向の隅部側に
亘って延びるようにして配置されていることにより、アンテナ部の長手方向の寸法を長く
確保することができる。よって、シール部材が剥がされた場合におけるアンテナ部の分断
が生じる機会を多く設けることができるので、制御基板に対して不正が行われたことをよ
り確実に発見することができる。
【０１０１】
　手段３４．前記アンテナ部を、前記ベースシートの対角線上に配置したことを特徴とす
る手段３３に記載の遊技機。
【０１０２】
　手段３４によれば、アンテナ部がベースシートの対角線上に設けられているので、アン
テナ部の長さ寸法を極力大きく確保することができる。よって、シール部材が剥がされた
場合におけるアンテナ部の分断が生じる機会をできる限り多く設けることができる。
【０１０３】
　手段３５．前記記憶部はＩＣチップであり、当該ＩＣチップを基準としてその両側に向
けて前記アンテナ部の長手方向が延びるように、前記ＩＣチップの配置位置を設定したこ
とを特徴とする手段１８乃至３４のいずれかに記載の遊技機。
【０１０４】
　手段３５によれば、ＩＣチップを基準としてその両側に向けてアンテナ部の長手方向が
延びるようにＩＣチップの配置位置が設定されているので、ＩＣチップがシール部材の外
縁側（一辺側）には位置しないこととなる。よって、ＩＣチップの厚みに起因してシール
部材が剥がし易くなることを抑制することができる。即ち、ＩＣチップは所定の厚みを有
するためシール部材におけるＩＣチップの周囲とケース体との間には隙間が生じることと
なる。この場合に、ＩＣチップがシール部材の外縁側にあるとその外縁とケース体との隙
間に指を掛けることでシール部材が剥がし易くなってしまう。これに対して、本手段のよ
うに、ＩＣチップの位置がシール部材の外縁側でないことにより、所定の厚みを有するＩ
Ｃチップを備えた構成においてシール部材が剥がし易くなることを抑制することができる
。
【０１０５】
　なお、ＩＣチップをアンテナ部の長手方向の略中央に配置することで、上記効果はより
顕著なものとなる。
【０１０６】
　手段３６．前記記憶部はＩＣチップであり、前記アンテナ部の厚み寸法が前記ＩＣチッ
プの厚み寸法よりも小さいことを特徴とする手段１８乃至３５のいずれかに記載の遊技機
。
【０１０７】
　手段３６によれば、アンテナ部の厚み寸法がＩＣチップの厚み寸法よりも小さいので、
シール部材が剥がされた際にアンテナ部が破壊され易くなる。よって、制御基板に対して
不正が行われたことをより確実に発見することができる。
【０１０８】
　この場合に、ＩＣチップがシール部材の外縁側にあると、上記手段３５に示したとおり
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、シール部材が剥がし易くなってしまう。これに対して、上記手段３５の構成を備えるこ
とで、シール部材が剥がし易くなることを抑制することができる。
【０１０９】
　手段３７．前記シール部材を、曲げ中心の延びる方向が該シール部材の一辺の延びる方
向に対して略平行となるように、所定の角度又は所定の曲率で曲げて前記ケース体に貼り
付けたことを特徴とする手段１８乃至３６のいずれかに記載の遊技機。
【０１１０】
　手段３７によれば、曲げ中心の延びる方向がシール部材の一辺の延びる方向に対して略
平行となるように、シール部材が所定の角度又は所定の曲率で曲げてケース体に貼り付け
られているので、シール部材がその隅角から剥がされた場合のベースシートの破壊がより
顕著に発生することとなる。なぜなら、上記のようにシール部材が貼り付けられている構
成においてシール部材をその隅角から剥がそうとすると、曲げ中心の端部に剥がす力に伴
う応力が集中するからである。この場合、制御基板に対して不正を行おうとする者は、自
ずとシール部材の一辺に沿う方向に当該シール部材を剥がそうとする。これに対して、上
記手段１８の構成を備えていることにより、一辺に沿う方向にシール部材を剥がそうとす
るとアンテナ部が分断され、制御基板に対して不正が行われたことを容易に発見すること
ができる。
【０１１１】
　手段３８．前記ベースシートにおける前記アンテナ部の周囲に、アンテナ用切り込み（
アンテナ用切り込み３０７）を複数形成したことを特徴とする手段１８乃至３７のいずれ
かに記載の遊技機。
【０１１２】
　手段３８によれば、シール部材が剥がされた場合、その剥がす力に伴う応力がアンテナ
部の周囲に形成されたアンテナ用切り込みの端部に集中し、アンテナ用切り込みの端部か
らベースシートが破壊されるのに伴ってアンテナ部も破壊され、その位置にてアンテナ部
が分断されることとなる。よって、アンテナ部が分断され易くなり、制御基板に対して不
正が行われた場合の発見をより確実に行うことができる。
【０１１３】
　手段３９．前記アンテナ用切り込みは、前記アンテナ部の長手方向及び前記ベースシー
トのすべての辺方向に対して交差する方向に延びる線状の切り込みであることを特徴とす
る手段３８に記載の遊技機。
【０１１４】
　手段３９によれば、アンテナ用切り込みは、アンテナ部の長手方向及びベースシートの
すべての辺方向に対して交差する方向に延びる線状の切り込みであるので、シール部材が
一辺に沿う方向に剥がされた場合の剥がす力に伴う応力がアンテナ用切り込みのアンテナ
部側端部に集中し易くなる。これにより、アンテナ用切り込みを介したアンテナ部の分断
をより発生し易くすることができる。
【０１１５】
　なお、アンテナ部が分断されない程度でアンテナ部に達する位置までアンテナ用切り込
みを形成する構成とすることにより、シール部材が剥がされた場合のアンテナ部の分断が
より発生し易くなる。
【０１１６】
　また、アンテナ部を挟んでアンテナ用切り込みが直線状に並ばないようにすることで、
例えば、遊技機の製造時におけるシール部材の貼り付け作業時などといった不正と関係の
ない場合に、アンテナ部を挟んで位置するアンテナ用切り込みが繋がりそれに伴ってアン
テナ部が分断されてしまうことを抑制することができる。
【０１１７】
　手段４０．前記ベースシートの少なくとも隅角に、外周から内側に向けて延びる複数の
外縁切り込み（外縁切り込み３０９）を形成したことを特徴とする手段１８乃至３９のい
ずれかに記載の遊技機。
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【０１１８】
　手段４０によれば、シール部材をその隅角から剥がすと、剥がす力に伴う応力が外縁切
り込みの内側端部に集中しベースシートの破壊がより発生し易くなる。この場合、制御基
板に対して不正を行おうとする者は、自ずとシール部材の一辺に沿う方向に当該シール部
材を剥がそうとする。これに対して、上記手段１８の構成を備えていることにより、一辺
に沿う方向にシール部材を剥がそうとするとアンテナ部が分断され、制御基板に対して不
正が行われたことを容易に発見することができる。
【０１１９】
　なお、外縁切り込みをベースシートの外周方向に多数並べて形成することにより、シー
ル部材がその一辺に沿う方向に剥がされた場合に、ベースシートの破壊が発生し易くなる
。これにより、シール部材が不正に剥がされたことの痕跡がベースシートに残ることとな
り、不正の発見をより容易に行うことができる。
【０１２０】
　手段４１．前記外縁切り込みの少なくとも内側端部を、線状又は鋭角状としたことを特
徴とする手段４０に記載の遊技機。
【０１２１】
　手段４１によれば、外縁切り込みの少なくとも内側端部が線状又は鋭角状となっている
ので、シール部材をその隅角から剥がした場合に、その剥がす力に伴う応力が外縁切り込
みの内側端部により局所的に集中することとなる。よって、シール部材をその隅角から剥
がした場合の外縁切り込みを介したベースシートの破壊をより発生し易くすることができ
る。
【０１２２】
　手段４２．前記ベースシートにおける隅角側に隅側切り込み（隅側切り込み３０８）を
形成したことを特徴とする手段１８乃至４１のいずれかに記載の遊技機。
【０１２３】
　手段４２によれば、ベースシートにおける隅角側に隅側切り込みが形成されているので
、シール部材をその隅角から剥がした場合におけるベースシートの破壊がより発生し易く
なる。この場合、制御基板に対して不正を行おうとする者は、自ずとシール部材の一辺に
沿う方向に当該シール部材を剥がそうとする。これに対して、上記手段１８の構成を備え
ていることにより、一辺に沿う方向にシール部材を剥がそうとするとアンテナ部が分断さ
れ、制御基板に対して不正が行われたことを容易に発見することができる。
【０１２４】
　なお、隅側切り込みをベースシートのコーナー部分に沿うようにして略Ｌ字状に形成す
る構成とすることにより、シール部材がその隅角から剥がされた場合に、ベースシートを
より破壊され易くすることができ、さらには破壊の程度を大きくすることができる。
【０１２５】
　手段４３．前記複数のケース体は一対のケース体からなり、一方のケース体に対して他
方のケース体をスライドさせることで分離可能となる構成とし、前記シール部材を前記一
対のケース体におけるスライド方向の端部に貼り付けたことを特徴とする手段１８乃至４
２のいずれかに記載の遊技機。
【０１２６】
　手段４３では、一方のケース体に対して他方のケース体をスライドさせることで、一対
のケース体を分離させることができる。この場合に、シール部材が一対のケース体におけ
るスライド方向の端部に貼り付けられているので、ケース体を分離させるには必ずシール
部材を剥がす必要がある。そして、上記手段１８等の構成を備えていることにより、シー
ル部材を剥がしたことが容易に且つ確実に発見される構成となっている。よって、制御基
板に対して不正が行われたことを容易に且つ確実に発見することができる。
【０１２７】
　手段４４．固有の識別情報を格納した記憶部とこの識別情報を含む電波を発信するアン
テナ部とを備えた電子タグを、遊技機内部又は背面部に設置された遊技媒体の払出装置に
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備えるとともに、
　遊技機前方から読取装置により前記識別情報を読取可能とすべく、前記電子タグから発
信される電波の導波路を構成する導波管を備え、
　当該導波管内が誘電体により塞がれていることを特徴とする遊技機。
【０１２８】
　手段４４によれば、払出装置に設けられた電子タグは、記憶部とアンテナ部とを備えて
おり、記憶部に格納された識別情報は電波としてアンテナ部から発信される。この場合、
電波の導波路を構成する導波管が設けられており、アンテナ部から発信された電波は遊技
機前面部に導かれる。また、導波管により電波を導くようにしたことにより、アンテナ部
から発信された電波は確実に遊技機前面部に導かれる。これにより、遊技機内部又は背面
部に設置された払出装置を遊技機前面側に露出させなくても、遊技機前面部にて読取装置
により電波を受信することで識別情報を読み取ることができる。よって、電子タグを利用
した不正発見作業を、いつでも効率良く行うことができる。
【０１２９】
　また、導波管内が誘電体により塞がれていることにより、導波管の内部が電波の伝播方
向に貫通していない。導波管の内部が電波の伝播方向に貫通した構成においては、導波管
を介して不正用冶具を遊技機奥側へ挿入する行為が想定される。特に、導波管が払出装置
に向けて延びた構成においては、導波管を介して不正用冶具を払出装置に向けて挿入され
るおそれがある。これに対して、本構成によれば導波管の内部が電波の伝播方向に貫通し
ていないため、上記不正行為を抑制することができる。また、導波管内を塞いでいるのは
誘電体であるため、導波管内における電波の伝播が阻害されることはない。
【０１３０】
　なお、導波管内の全体を誘電体で埋めるようにしてもよい。この場合、不正用治具の挿
入をより確実に抑制することができる。一方、導波管内の一部に誘電体を設けて導波管内
を塞ぐようにすることで、導波管を伝播する電波の減衰を極力抑えつつ、不正用治具の挿
入を抑制することができる。
【０１３１】
　また、誘電体として、ポリエチレン、ポリスチレン、アクリル樹脂などといった合成樹
脂が用いられる。
【０１３２】
　また、本手段４４に対して上記手段２乃至４３のいずれかを適用することで、本発明を
より効果的なものとすることができる。
【０１３３】
　以下に、以上の各手段を適用し得る各種遊技機の基本構成を示す。
【０１３４】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル１８）と、その操作
手段の操作に基づいて遊技球を発射する球発射手段（遊技球発射機構１６０）と、その発
射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（レールユニット５０）と、遊技領域内に
配置された各遊技部品とを備え、それら各遊技部品のうち所定の入球部に遊技球が入球し
た場合に遊技者に特典を付与する遊技機。
【０１３５】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の絵柄を可変表示させる絵柄表示装置（リール
ユニット５９６）を備え、始動操作手段（スタートレバー６００）の操作に起因して前記
複数の絵柄の可変表示が開始され、停止操作手段（ストップスイッチ６０１）の操作に起
因して又は所定時間経過することにより前記複数の絵柄の可変表示が停止され、その停止
後の絵柄に応じて遊技者に特典を付与する遊技機。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１３６】
　（第１の実施の形態）
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の一実施の
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形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２はパチン
コ機１０の主要な構成を展開又は分解して示す斜視図、図３はパチンコ機１０を構成する
本体枠１２の前面構成を示す正面図である。なお、図２，図３では便宜上、パチンコ機１
０の遊技領域内の構成を空白としている。
【０１３７】
　図１～図３に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外
枠１１を備えている。外枠１１は、遊技ホールへの設置の際に、いわゆる島設備に取り付
けられる。外枠１１は、木製の板材を全体として矩形枠状に組み合わせた状態とされ、各
板材を小ネジ等の離脱可能な締結部材により固定することによって構成されている。
【０１３８】
　外枠１１の一側部には、本体枠１２が開閉可能に支持されている。その開閉軸線はパチ
ンコ機１０の正面からみて左側に上下へ延びるように設定されており、その開閉軸線を軸
心にして本体枠１２が前方側に開放できるようになっている。
【０１３９】
　本体枠１２の前面側の下部位置には、前面板１４が設けられている。前面板１４は、幅
方向ほぼ中央部において手前側へ膨出した膨出部１５ａを有するベース部１５と、ベース
部１５の膨出部１５ａ内側に設けられ下方にくぼんだ皿形状をなす球受皿としての下皿１
６と、下皿１６の奥側の壁面を構成し、下皿１６への球排出口１７ａが形成された奥壁パ
ネル１７とを備えている。ベース部１５には膨出部１５ａよりも右方に、手前側へ突出す
るようにして遊技球発射ハンドル１８が設けられている。
【０１４０】
　遊技球発射ハンドル１８は、操作ハンドル１８ａと支持台座１８ｂとより構成されてい
る。支持台座１８ｂには、周知の構成のため図示による説明は省略するが、遊技者が操作
ハンドル１８ａに触れていることを検知するためのタッチセンサ、操作ハンドル１８ａが
操作されたことを検知するための発射スイッチ及び操作ハンドル１８ａの操作量を検知す
るためのダイヤル可変抵抗器が設けられている。さらに、操作ハンドル１８ａを操作した
状態で、遊技球の発射を止めるべく操作される止め打ちスイッチが設けられている。これ
らタッチセンサ、発射スイッチ、ダイヤル可変抵抗器及び止め打ちスイッチの信号線は、
後述する電源及び発射制御装置３１３に接続されている。
【０１４１】
　ベース部１５の膨出部１５ａ前面側にはスライド式の球抜きレバー１９が設けられてい
る。球抜きレバー１９が操作されると下皿１６内の貯留球が下方に排出されるよう構成さ
れている。奥壁パネル１７の球排出口１７ａとは異なる位置には、多数の小孔が集合した
スピーカカバー部１７ｂが形成されており、当該パネル１７の後方に設置されたスピーカ
２０の出力音がスピーカカバー部１７ｂを通じて前方に発せられるようになっている。
【０１４２】
　本体枠１２の前面側の前面板１４を除く範囲には、本体枠１２を覆うようにして前面扉
としての前扉枠１３が設けられている。前扉枠１３は、本体枠１２に対して開閉可能に取
り付けられており、本体枠１２と同様、パチンコ機１０の正面からみて左側に上下に延び
る開閉軸線を軸心にして前方側に開放できるようになっている。
【０１４３】
　前扉枠１３の下部位置には、下皿１６の上方において手前側へ膨出した膨出部２２が設
けられ、その膨出部２２内側には上方に開口した上皿２３が設けられている。上皿２３は
、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら後述す
る遊技球発射機構１６０側へ導くための球受皿である。膨出部２２前面側には上皿２３用
の球抜きレバー２４が設けられており、この球抜きレバー２４を操作すると上皿２３の最
下流部付近に設けられた球抜き通路（図示略）が開放され、上皿２３内の貯留球が下皿１
６へ排出されるようになっている。
【０１４４】
　図３に示すように、本体枠１２は、外形が前記外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベー
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ス２５を主体に構成されており、樹脂ベース２５の中央部には略円形状の窓孔２６が形成
されている。樹脂ベース２５の後側には遊技盤３０が着脱可能に装着されている。図４に
示すように、遊技盤３０は略四角形状の木製の合板よりなり、その周縁部が樹脂ベース２
５の裏側に当接した状態で取着されている。
【０１４５】
　次に、遊技盤３０の構成を図４に基づいて説明する。遊技盤３０には、後述する遊技球
発射機構１６０から発射された遊技球を遊技盤３０上部へ案内するためのレールユニット
５０が取り付けられている。遊技盤３０の盤面３０ａにおいて当該レールユニット５０に
よって区画された内側領域が遊技領域Ｓとなっている。遊技球発射機構１６０から発射さ
れた遊技球はレールユニット５０を通じて遊技領域Ｓに案内されるようになっている。
【０１４６】
　遊技盤３０には、その遊技領域Ｓにルータ加工が施されることによって前後方向に貫通
する大小複数の開口部が形成されている。各開口部には一般入賞口３１、可変入賞装置３
２、作動口３３、スルーゲート３４及び可変表示ユニット３５等がそれぞれ設けられてい
る。実際には、一般入賞口３１、可変入賞装置３２、作動口３３、スルーゲート３４及び
可変表示ユニット３５は木ねじ等により盤面３０ａに取り付けられている。
【０１４７】
　作動口３３には、所定の条件下で作動状態（開放状態）となる電動役物が付随的に設け
られている。前記一般入賞口３１、可変入賞装置３２及び作動口３３に遊技球が入ると、
それが後述する検出スイッチにより検出され、その検出結果に基づいて上皿２３（場合に
よっては下皿１６）に対し所定数の賞品球が払い出される。その他に、遊技盤３０の最下
部にはアウト口３６が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口３
６を通って図示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。また、遊技盤３０
には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘３７が植設されていると
共に、風車３８等の各種部材（役物）が配設されている。
【０１４８】
　可変表示ユニット３５には、作動口３３への入賞をトリガとして第１図柄（特別図柄）
を変動表示する図柄表示装置４１が設けられている。可変表示ユニット３５には、図柄表
示装置４１を囲むようにしてセンターフレーム４３が配設されている。センターフレーム
４３の上部中央には、第１特定ランプ部４７及び第２特定ランプ部４８が横並びの状態で
設けられている。また、これら両特定ランプ部４７，４８が配設された領域を挟むように
、第１特定ランプ部４７及び図柄表示装置４１に対応した保留ランプ４４が設けられてい
る。遊技球が作動口３３を通過した回数は最大４回まで保留され、保留ランプ４４の点灯
によってその保留個数が表示されるようになっている。センターフレーム４３の下部には
、第２特定ランプ部４８に対応した保留ランプ４６が設けられている。遊技球がスルーゲ
ート３４を通過した回数は最大４回まで保留され、保留ランプ４６の点灯によってその保
留個数が表示されるようになっている。
【０１４９】
　図柄表示装置４１は８インチサイズの液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構
成されており、後述する表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表示装置４１に
は、例えば左、中及び右に並べて第１図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロ
ールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、予め設定されている有
効ライン上に所定の組合せの図柄が停止表示された場合には、特別遊技状態（以下、大当
たりという）が発生することとなる。この図柄の変動表示については、後に詳細に説明す
ることとする。
【０１５０】
　第１特定ランプ部４７には、その内側に赤、緑、青の３色発光タイプのＬＥＤランプが
配設されている。そして、作動口３３への入賞をトリガとして所定の順序で発光色の切り
替えが行われ、最終的に赤色又は緑色が停止表示された場合には大当たりが発生し、青色
が停止表示された場合には大当たりが発生しない。また、最終的に赤色で停止表示された
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場合と最終的に緑色で停止表示された場合とで大当たりの種類が異なり、前者の方が遊技
者に有利な大当たりが発生する（いわゆる、確変大当たり）。
【０１５１】
　一方、第２特定ランプ部４８には、その内側に赤、緑の２色発光タイプのＬＥＤランプ
が配設されている。この第２特定ランプ部４８は、スルーゲート３４の通過をトリガとし
て、所定の順序で発光色の切り替えが行われる。
【０１５２】
　可変入賞装置３２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられるようになってい
る。可変入賞装置３２の開放態様としては、所定時間（例えば３０秒間）の経過又は所定
個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、複数ラウンド（例えば１５ラウンド）
を上限として可変入賞装置３２が繰り返し開放されるものが一般的である。
【０１５３】
　遊技盤３０における遊技領域Ｓの外側であって遊技盤３０の右下隅部には、証紙ラベル
を貼り付けるための証紙用ベース５１がネジ止めされている。証紙用ベース５１は、ポリ
スチレンなどといった合成樹脂により所定の厚みを有するよう成形されており、前面部５
２が遊技盤３０の盤面よりも手前側にある。この前面部５２に証紙ラベル５３が貼り付け
られている。証紙ラベル５３には、製造メーカ名、遊技機製造番号、及びそれらの各デー
タを二次元コード化したＱＲコード（登録商標）が印刷等により記されている。
【０１５４】
　遊技盤３０においてレールユニット５０よりも外方の左上部には、前後に貫通した中継
端子孔５９が設けられており、この中継端子孔５９を通じて、遊技盤裏面に設置した中継
端子板の接続コネクタ６０がパチンコ機１０前面側に露出されるようになっている。
【０１５５】
　樹脂ベース２５の窓孔２６（遊技盤３０）の下方には、遊技球発射機構１６０が取り付
けられている。遊技球発射機構１６０は、図５に示すように、ベース部材としての金属板
１６１を備えており、金属板１６１には、電磁式のソレノイド１６２と、発射レール１６
３とが取り付けられている。
【０１５６】
　ソレノイド１６２は、本体部１６２ａと出力軸１６２ｂとを主要構成部品として備えて
おり、本体部１６１ａへの電気的な信号の入力に基づき通電され、出力軸１６２ｂが伸縮
方向に移動する。また、ソレノイド１６２は、通電時に出力軸１６２ｂが左斜め上方へ突
出するように配置されている。発射レール１６３は、ソレノイド１６２により打ち出され
た遊技球を案内するものであり、その長手方向が出力軸１６２ｂの伸縮方向に延びるよう
に配置されている。なお、発射レール１６３上には前扉枠１３側の球出口（上皿２３の最
下流部より通じる球出口）から１つずつ遊技球Ｂが供給されるが、当該遊技球Ｂを発射レ
ール１６３上に保持するためのストッパ１６４が金属板１６１上に取り付けられている。
【０１５７】
　以上の構成において、遊技者により遊技球発射ハンドル１８が操作されるのに基づいて
ソレノイド１６２が通電されると出力軸１６２ｂが突出し、発射レール１６３上において
ストッパ１６４により保持されている遊技球が打ち出される。そして、当該遊技球は発射
レール１６３上を移動し、遊技領域Ｓに打ち出される。
【０１５８】
　発射レール１６３と球案内通路との間には所定間隔の隙間があり、この隙間より下方に
ファール球通路７６が設けられている。したがって、仮に遊技球発射機構１６０から発射
された遊技球がファール球としてレールユニット５０内を逆戻りする場合には、そのファ
ール球がファール球通路７６を介して下皿１６に排出される。
【０１５９】
　本体枠１２の前面において発射レール１６３の左側には、左右一対の排出口６６，６７
が形成されると共に、その前方に、排出口６６，６７より排出された遊技球を上皿２３又
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は下皿１６の何れかに案内するための遊技球案内ユニット７０が取り付けられている。便
宜上以下の説明では、排出口６６を第１排出口、排出口６７を第２排出口ともいう。これ
ら排出口６６，６７は、本体枠１２の背面に設けられた遊技球分配部２４５（図１０参照
）に通じており、基本的に第１排出口６６より遊技球の排出が行われ、この第１排出口６
６も含め上皿２３に通じる通路が遊技球で一杯になると、第１排出口６６に代えて第２排
出口６７より遊技球の排出が行われるようになっている。
【０１６０】
　遊技球案内ユニット７０には、前述のファール球通路７６が一体的に形成されている。
遊技球案内ユニット７０には、前記排出口６６，６７と下皿１６とを連通するための球排
出通路７１が形成されている。遊技球案内ユニット７０には、本体枠１２の第１排出口６
６の手前側に、上皿２３に連通する連通口７２が形成され、連通口７２を閉鎖するように
して開閉プレート７３が取り付けられている。開閉プレート７３は支軸７４により回動可
能に支持され、付勢手段としてのバネ７５により連通口７２を閉鎖する位置に常時付勢さ
れている。
【０１６１】
　遊技球案内ユニット７０の上記構成によれば、前扉枠１３を開放した状態ではバネ７５
の付勢力により開閉プレート７３が図示の如く起き上がり、連通口７２を閉鎖する。この
状態では、第１排出口６６より排出される遊技球が球排出通路７１を通じて下皿１６に案
内される。したがって、連通口７２の上流側に遊技球が貯留されている状態で前扉枠１３
を開放した場合、その貯留球は連通口７２よりこぼれ落ちることなく、球排出通路７１を
通じて下皿１６に流下する。つまり、前飾り枠が省略され前扉枠１３に対して上皿２３が
直接設けられる構成とした本パチンコ機１０にあっても、前扉枠１３の開放に際し連通口
７２の上流側にある遊技球がこぼれ落ちてしまうといった不都合が防止できる。これに対
し、前扉枠１３を閉鎖した状態では、前扉枠１３の裏面に設けられた球通路樋１３８（図
２参照）によりバネ７５の付勢力に抗して開閉プレート７３が押し開けられる。この状態
では、第１排出口６６より排出される遊技球が連通口７２を介して上皿２３に案内される
。したがって、連通口７２より上流側の遊技球は上皿２３に払い出される。
【０１６２】
　樹脂ベース２５には、窓孔２６の右下部に略四角形状の小窓７８が設けられている。小
窓７８は、遊技盤３０に設けられた証紙用ベース５１の外周形状に合わせて形成されてお
り、証紙用ベース５１は小窓７８を貫通している。つまり、証紙用ベース５１における証
紙ラベル５３が貼り付けられた前面部５２は、樹脂ベース２５の小窓７８よりも手前側に
突出している。
【０１６３】
　樹脂ベース２５には、窓孔２６の左上部にも小窓７９が設けられている。この小窓７９
は、図４で説明した遊技盤３０の中継端子孔５９に対応する位置にそれとほぼ同一の形状
で設けられ、中継端子孔５９及び小窓７９を通じて、遊技盤裏面に設置した中継端子板の
接続コネクタ６０が本体枠１２の前面側に露出される。かかる構成において、前扉枠１３
側に設けた各種ランプに対しては、本体枠１２（樹脂ベース２５）の小窓７９より露出し
た接続コネクタ６０を介して電気的な接続がなされている。
【０１６４】
　樹脂ベース２５の上部には、前扉枠１３の開放の状態を検出するための前扉枠開放スイ
ッチ２７が設けられている。樹脂ベース２５の左右２カ所には、本体枠１２に対して前扉
枠１３を閉じた際に前扉枠１３背面の金具類（図６に示す補強板１３１～１３４）に接触
し、且つその金具類を本体枠１２側に導通させてアース（接地）するための金属片２８ａ
，２８ｂが取り付けられている。
【０１６５】
　本体枠１２の左端側（開閉軸線側）には、前扉枠１３を開閉可能に支持するための支持
機構として、上下一対の支持金具８１，８２が取り付けられている。上側の支持金具８１
には手前側に切欠を有する支持孔８３が設けられ、下側の支持金具８２には上方へ突出す
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る突起軸８４が設けられている。なお、支持金具８１，８２に支持される前扉枠１３の具
体的構成については後述する。また、本体枠１２の右端側（開閉軸線とは反対側）には、
前扉枠１３裏面側の開放端側に設けた上下一対の鉤金具１５５，１５６（図２参照）を挿
入するための挿入孔８７，８８がそれぞれ設けられている。本パチンコ機１０では、本体
枠１２や前扉枠１３を施錠状態とするための施錠装置が本体枠１２の裏面側に隠れて配置
される構成となっている。したがって、鉤金具１５５，１５６が挿入孔８７，８８を介し
て施錠装置に係止されることによって、前扉枠１３が本体枠１２に対して開放不能に施錠
される。
【０１６６】
　本体枠１２の右下隅部には、外枠１１に対する本体枠１２の施錠及び解錠、並びに本体
枠１２に対する前扉枠１３の施錠及び解錠を行うための鍵部材としてのシリンダ錠９１が
設置されている。シリンダ錠９１は施錠装置に一体化されており、施錠装置のうちシリン
ダ錠９１だけが本体枠１２の前方に突出した状態で設けられている。シリンダ錠９１は、
本体枠１２の施解錠と前扉枠１３の施解錠とを共に賄う機能を有しており、鍵穴に差し込
んだキーを左（反時計回り方向）に回すと本体枠１２の施錠が解かれ、逆にキーを右（時
計回り方向）に回すと前扉枠１３の施錠が解かれるようになっている。
【０１６７】
　次に、前扉枠１３について図１，図６を参照しつつ説明する。なお、図６は、前扉枠１
３の背面図である。
【０１６８】
　前扉枠１３には遊技領域Ｓのほぼ全域を前方から視認することができるようにした視認
窓としての窓部１０１が形成されている。窓部１０１は円形に近い略楕円形状をなし、ガ
ラス１３７が嵌め込まれている。
【０１６９】
　前扉枠１３の下端部における右側には、透明樹脂を取り付けた小窓１０７が設けられて
いる。小窓１０７は遊技盤３０に取り付けられた証紙用ベース５１と対峙する位置にあり
、証紙用ベース５１に貼り付けられた証紙ラベル５３は小窓１０７を介して視認すること
ができる。この場合、上記のとおり、証紙用ベース５１は遊技盤３０の盤面３０ａよりも
パチンコ機１０の前方に突出しており、証紙用ベース５１の前面部５２は小窓１０７に近
接した位置にある。よって、証紙ラベル５３の視認性の向上が図られている。また、小窓
１０７に取り付けられた透明樹脂は平坦状に構成されており、証紙ラベル５３を工場等で
容易に機械読み取りできるようになっている。
【０１７０】
　前扉枠１３にはその周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられ
ている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応
じて点灯、点滅のように発光態様が変更制御されることにより、遊技中の演出効果を高め
る役割を果たす。例えば、窓部１０１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状
ランプ１０２が左右対称に設けられ、環状ランプ１０２の中央であってパチンコ機１０の
最上部にはＬＥＤ等の発光手段を内蔵した中央ランプ１０３が設けられている。本パチン
コ機１０では、中央ランプ１０３が大当たりランプとして機能し、大当たり状態時に点灯
や点滅を行うことにより大当たり中であることを報知する。また、上皿２３周りにも、同
じくＬＥＤ等の発光手段を内蔵した上皿ランプ１０４が設けられている。その他、中央ラ
ンプ１０３の左右側方には、賞球払出中に点灯する賞球ランプ１０５と所定のエラー時に
点灯するエラー表示ランプ１０６とがそれぞれ設けられている。
【０１７１】
　前扉枠１３の裏側には、窓部１０１を囲むようにして金属製の各種補強部材が設けられ
ている。詳しくは、図６に示すように、前扉枠１３の裏側にあって窓部１０１の左右及び
上下の外側にはそれぞれ補強板１３１，１３２，１３３，１３４が取り付けられている。
これら補強板１３１～１３４は相互に接触して連結されているが、図の左側及び上側の補
強板１３２，１３３の連結部には直接の接触を避けるための樹脂パーツ１３５が介在され
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ている。これにより、補強板１３１～１３４による電気経路の閉じたループが切断され、
ノイズの原因となる磁界の発生等が防止されている。
【０１７２】
　図６の右側となる開閉軸線側の補強板１３１にはその上端部及び下端部に、本体枠１２
に対する組付機構として、組付金具１５１，１５２が取り付けられている。そして、本体
枠１２側の支持金具８１，８２（図３参照）に対して前扉枠１３側の組付金具１５１，１
５２が取り付けられている。すなわち、下側の組付金具１５２には下面に開口する軸穴が
形成されており、その軸穴に下側の支持金具８２の突起軸８４が挿入される一方、上側の
組付金具１５１の軸部が上側の支持金具８１の支持孔８３に挿入されることにより、本体
枠１２に対して前扉枠１３が開閉可能に支持されている。また、同補強板１３１にはその
中間位置にフック状をなす係合爪１３１ａが設けられており、この係合爪１３１ａは、前
扉枠１３を閉じた状態で本体枠１２の孔部１２ａ（図３参照）に挿入されるように構成さ
れている。これにより、上皿２３を含む形態で前扉枠１３を構成し、その上下の軸支間隔
を長くした本パチンコ機１０においても、中間位置における前扉枠１３の浮き上がりが防
止できる。それ故、前扉枠１３を浮かしての不正行為等が抑制されるようになっている。
【０１７３】
　図６の左側となる開閉軸線とは反対側の補強板１３２には鉤形状をなす上下一対の鉤金
具１５５，１５６が取り付けられている。これら鉤金具１５５，１５６は、後方に延び、
本体枠１２に設けた挿入孔８７，８８（図３参照）に対応するようにして設けられている
。本体枠１２に対して前扉枠１３を閉鎖した際、鉤金具１５５，１５６が本体枠１２側の
挿入孔８７，８８に挿入されて施錠装置により施錠状態とされるようになっている。
【０１７４】
　下側の補強板１３４の一部を切り欠いた部位には、パチンコ機１０後方に向けて球通路
樋１３８が設置されており、球通路樋１３８の少なくとも上方には、同じくパチンコ機１
０後方に向けて延びる庇（ひさし）部１３９が設けられている。この場合、本体枠１２側
に前扉枠１３を閉じた状態では、球通路樋１３８と庇部１３９との間に、本体枠１２側の
連通口７２上辺に沿って延びる突条が入り込むようにして配置される。故に、球通路樋１
３８より針金やフィルム等を侵入させて不正行為を行おうとしても、遊技領域Ｓにまで針
金やフィルム等を侵入させることが非常に困難となる。結果として、針金やフィルム等を
利用して行われる不正行為を防止することができる。
【０１７５】
　次に、パチンコ機１０の背面の構成を説明する。なお、図７はパチンコ機１０の背面図
、図８はパチンコ機１０の背面構成を主要部品毎に分解して示す分解斜視図である。
【０１７６】
　まず、パチンコ機１０の背面構成について全体の概要を説明する。パチンコ機１０の背
面側には、各種制御装置（各種制御基板）が上下左右に並べられるようにして又は前後に
重ねられるようにして配置されるとともに、遊技球を供給するための遊技球供給装置（払
出機構）や樹脂製の保護カバー等が取り付けられている。本実施の形態では、各種制御装
置を２つの取付台に分けて搭載して２つの制御基板ユニットを構成し、それら制御基板ユ
ニットを個別に本体枠１２又は遊技盤３０の裏面に装着するようにしている。この場合、
主制御装置２７１（主制御基板）と音声ランプ制御装置２７２（音声ランプ制御基板）と
を一方の取付台に搭載してユニット化すると共に、払出制御装置３１１（払出制御基板）
、電源及び発射制御装置３１３（電源及び発射制御基板）を他方の取付台に搭載してユニ
ット化している。以下においては、便宜上、前者のユニットを「第１制御基板ユニット２
０１」と称し、後者のユニットを「第２制御基板ユニット２０２」と称することとする。
また、払出機構及び保護カバーも１ユニットとして一体化され、一般に樹脂部分を裏パッ
クと称することもあるため、ここではそのユニットを「裏パックユニット２０３」と称す
る。各ユニット２０１～２０３の詳細な構成については後述する。
【０１７７】
　第１制御基板ユニット２０１、第２制御基板ユニット２０２及び裏パックユニット２０
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３は、ユニット単位で何ら工具等を用いずに着脱できるよう構成されるとともに、一部に
支軸部を設けて本体枠１２又は遊技盤３０の裏面に対して展開できる構成となっている。
これは、各ユニット２０１～２０３やその他構成が前後に重ねて配置された場合に隠れた
部位を容易に確認することを可能とするための工夫でもある。実際には、図９の概略図に
示すように、略Ｌ字状をなす第１制御基板ユニット２０１はパチンコ機１０のほぼ中央に
配置され、その下方に第２制御基板ユニット２０２が配置されている。また、第１制御基
板ユニット２０１に一部重複する領域に、裏パックユニット２０３が配置されている。
【０１７８】
　第１制御基板ユニット２０１にはパチンコ機１０の背面から見て左端部に支軸部Ｍ１が
設けられ、その支軸部Ｍ１による軸線Ａを中心に第１制御基板ユニット２０１が回動可能
となっている。また、第１制御基板ユニット２０１には、その右端部すなわち支軸部Ｍ１
の反対側となる開放端側に、ナイラッチ（登録商標）等よりなる締結部Ｍ２が設けられる
と共に上端部に係止爪部Ｍ３が設けられており、これら締結部Ｍ２及び係止爪部Ｍ３によ
って第１制御基板ユニット２０１がパチンコ機１０本体の裏面に沿った状態に保持される
ようになっている。また、第２制御基板ユニット２０２にはパチンコ機１０の背面から見
て右端部に支軸部Ｍ４が設けられ、その支軸部Ｍ４による軸線Ｂを中心に第２制御基板ユ
ニット２０２が回動可能となっている。また、第２制御基板ユニット２０２には、その左
端部すなわち支軸部Ｍ４の反対側となる開放端側に、ナイラッチ等よりなる締結部Ｍ５が
設けられており、この締結部Ｍ５によって第２制御基板ユニット２０２がパチンコ機１０
本体の裏面に沿った状態に保持されるようになっている。さらに、裏パックユニット２０
３にはパチンコ機１０の背面から見て右端部に支軸部Ｍ６が設けられ、その支軸部Ｍ６に
よる軸線Ｃを中心に裏パックユニット２０３が回動可能となっている。また、裏パックユ
ニット２０３には、その左端部すなわち支軸部Ｍ６の反対側となる開放端側にナイラッチ
等よりなる締結部Ｍ７が設けられるとともに、上端部及び下端部にそれぞれ回動式の係止
部Ｍ８，Ｍ９が設けられており、これら締結部Ｍ７及び係止部Ｍ８，Ｍ９によって裏パッ
クユニット２０３がパチンコ機１０本体の裏面に沿った状態に保持されるようになってい
る。
【０１７９】
　次に、本体枠１２及び遊技盤３０の裏面構成を説明する。なお、図１０は本体枠１２に
遊技盤３０を組み付けた状態でかつ前記各ユニット２０１～２０３等を取り外した状態の
構成を示す背面図、図１１は本体枠１２を後方より見た斜視図、図１２は遊技盤３０を後
方より見た斜視図である。
【０１８０】
　遊技盤３０は、樹脂ベース２５に囲まれた四角枠状の設置領域に裏面側より設置され、
本体枠１２に設けられた複数（本実施の形態では４カ所）の係止固定具２１１，２１２に
よって後方へ脱落しないように固定されている。係止固定具２１１，２１２は手動で回動
操作することができ、固定位置（ロック位置）と固定解除位置（アンロック位置）とに切
り換えることができるよう構成されている。図１０にはロック状態を示す。左右３カ所の
係止固定具２１１は金属片を折り曲げ形成したＬ型の金具であり、遊技盤３０の固定状態
で本体枠１２の外方へ張り出さないよう構成されている。
【０１８１】
　遊技盤３０の中央に配置される可変表示ユニット３５には、センターフレーム４３（図
４参照）を背後から覆う合成樹脂製のフレームカバー２１３が後方に突出して設けられて
おり、そのフレームカバー２１３の後端に、図柄表示装置４１と表示制御手段としての表
示制御装置２１４とが前後に重ねられた状態で着脱可能に取り付けられている。フレーム
カバー２１３内には、センターフレーム４３に内蔵されたＬＥＤ等を駆動するためのＬＥ
Ｄ制御基板などが配設されている。
【０１８２】
　遊技盤３０の裏面には、可変表示ユニット３５を取り囲むようにして集合板ユニット２
１５が設けられている。集合板ユニット２１５は、薄板状の枠体として例えばＡＢＳ樹脂
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等の合成樹脂により成形されるベースを有し、そのベース面が遊技盤３０の裏面に当接さ
れるようにして取り付けられている。集合板ユニット２１５には、各種入賞口に入賞した
遊技球を回収するための遊技球回収機構や、各種入賞口等への遊技球の入賞を検知するた
めの入賞検知機構などが設けられている。
【０１８３】
　遊技球回収機構について説明すると、集合板ユニット２１５の下方には、前記一般入賞
口３１、可変入賞装置３２、作動口３３の遊技盤開口部に対応し且つ下流側で１カ所に集
合する上側排出通路２１６が形成されている。また、遊技盤３０の下方には、本体枠１２
にポリカーボネート樹脂等の合成樹脂製の排出通路盤２１７が取り付けられており、排出
通路盤２１７には排出球をパチンコ機１０外部の例えば遊技ホールの島設備等へ案内する
ための下側排出通路２１８が形成されている。したがって、図１０に仮想線で例示するよ
うに、一般入賞口３１等に入賞した遊技球は何れも集合板ユニット２１５の上側排出通路
２１６を介して集合し、さらに排出通路盤２１７の下側排出通路２１８を介してパチンコ
機１０外部に排出される。なお、アウト口３６も同様に下側排出通路２１８に通じており
、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球も下側排出通路２１８を介してパチンコ機１０
外部に排出される。
【０１８４】
　入賞検知機構について説明すると、集合板ユニット２１５には、遊技盤３０表側の一般
入賞口３１と対応する位置に入賞口スイッチ２２１が設けられ、可変入賞装置３２と対応
する位置にカウントスイッチ２２３が設けられている。カウントスイッチ２２３は、可変
入賞装置３２に入賞した遊技球の数をカウントするスイッチである。また、作動口３３に
対応する位置には作動口３３への遊技球の入賞を検知する作動口スイッチ２２４が設けら
れ、スルーゲート３４に対応する位置にはスルーゲート３４の遊技球の通過を検知するゲ
ートスイッチ２２５が設けられている。入賞口スイッチ２２１及びゲートスイッチ２２５
は電気配線を通じて盤面中継基板２２６に接続され、カウントスイッチ２２３は大入賞口
中継基板２２７に接続されている。そして、盤面中継基板２２６及び大入賞口中継基板２
２７が主制御装置２７１（主制御基板）に接続されている。作動口スイッチ２２４は中継
基板を介さずに直接主制御装置２７１（主制御基板）に接続されている。その他図示は省
略するが、可変入賞装置３２には、大入賞口の開閉扉を開放するための大入賞口ソレノイ
ドと、入賞球を特定領域かその他の領域に振り分けるための振分板を駆動する入賞球振分
板ソレノイドとが設けられ、作動口３３には、それに付随する電動役物を開放するための
作動口ソレノイドが設けられている。
【０１８５】
　上記入賞検知機構にて各々検出された検出結果は主制御装置２７１（主制御基板）に取
り込まれ、該主制御装置２７１（主制御基板）よりその都度の入賞状況に応じた払出指令
（遊技球の払出個数）が払出制御装置３１１（払出制御基板）に出力される。そして、払
出制御装置３１１（払出制御基板）の出力により所定数の遊技球の払出が実行されるよう
になっている。
【０１８６】
　集合板ユニット２１５には、その中央上部に中継端子板２７６が設けられており、さら
にその右上部に盤用外部端子板２３０が設けられている。中継端子板２７６は、主制御装
置２７１（主制御基板）や電源及び発射制御装置３１３（電源及び発射制御基板）から音
声ランプ制御装置２７２への信号線を中継するものである。盤用外部端子板２３０には、
大当たり中又は第１図柄の変動時間短縮中に信号出力するための出力端子と、大当たり中
に信号出力するための出力端子とが設けられている。そして、これらの出力端子を通じて
、遊技ホール側のホールコンピュータに対して遊技（遊技盤３０側の状態）に関する信号
が出力される。盤用外部端子板２３０は、取り外し容易な状態で集合板ユニット２１５に
取り付けられている。
【０１８７】
　集合板ユニット２１５には、第１制御基板ユニット２０１を取り付けるための取付機構
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が設けられている。具体的には、この取付機構として、遊技盤３０の裏面から見て左下隅
部には上下方向に延びる軸受け金具２３１が設けられ、この軸受け金具２３１には同一軸
線上に上下一対の軸受け孔２３１ａが形成されている。また、遊技盤３０において、軸受
け金具２３１の右方には上下一対の被締結孔（具体的にはナイラッチの取付孔）２３２が
設けられ、軸受け金具２３１の上方には係止爪片２３３が設けられている。
【０１８８】
　本体枠１２の裏面には、第２制御基板ユニット２０２や裏パックユニット２０３を取り
付けるための取付機構が設けられている。具体的には、本体枠１２にはその右端部に長尺
状の軸受け金具２３５が取り付けられている。この軸受け金具２３５は補強部材としても
機能する。図１３に示すように、軸受け金具２３５は遊技盤３０よりも下方へ延びる長尺
板状の金具本体２３６を有し、その金具本体２３６より後方へ起立させるようにして、下
部２カ所に第２制御基板ユニット２０２用の軸受け部２３７が形成されると共に、上部２
カ所に裏パックユニット２０３用の軸受け部２３８が形成されている。これら軸受け部２
３７，２３８にはそれぞれ同軸の軸受け孔が形成されている。その他、第２制御基板ユニ
ット２０２用の取付機構として、本体枠１２には、遊技盤３０設置領域よりも下方左端部
に上下一対の被締結孔（具体的には、ナイラッチの取付孔）２３９が設けられている。ま
た、裏パックユニット２０３用の取付機構として、本体枠１２には、遊技盤３０設置領域
の左端部に上下一対の被締結孔（具体的には、ナイラッチの取付孔）２４０が設けられて
いる。本体枠１２において遊技盤３０の左上方、右寄り上方及び右寄り下方の各位置には
、遊技盤３０との間に裏パックユニット２０３を挟み込んで支持するための回動式の固定
具２４１，２４２，２４３がそれぞれ設けられている。
【０１８９】
　上記の如く本体枠１２の左右一側部（図１０では右側部）には長尺状の軸受け金具２３
５が設けられる一方、本体枠１２の左右他側部（図１０では左側部）には施錠装置が設け
られている。施錠装置は、上下方向に延び本体枠１２に固定された基枠２４７と、その基
枠２４７に対して上下方向に移動可能に組み付けられた長尺状の連動杆２４８とを備え、
基枠２４７の下部に前記シリンダ錠９１が一体化されている。連動杆２４８は、シリンダ
錠９１の操作により上下いずれかの方向に移動する。連動杆２４８には、鉤形状をなす上
下一対の鉤金具２４９が設けられており、外枠１１に対して本体枠１２を閉鎖した際には
、鉤金具２４９が外枠１１側の支持金具（図示略）に係止され、施錠装置により施錠状態
とされるようになっている。この場合、シリンダ錠９１の操作によって連動杆２４８が上
方向に移動すると、外枠１１に対する本体枠１２の施錠が解除される。逆に、シリンダ錠
９１の操作によって連動杆２４８が下方向に移動すると、本体枠１２に対する前扉枠１３
の施錠が解除される。
【０１９０】
　本体枠１２の背面における遊技盤３０の右下部には、後述する払出機構より払い出され
る遊技球を上皿２３、下皿１６又は下側排出通路２１８の何れかに振り分けるための遊技
球分配部２４５が設けられている。遊技球分配部２４５は、左側の開口部２４５ａが第１
排出口６６を介して上皿２３に通じ、中央の開口部２４５ｂが第２排出口６７を介して下
皿１６に通じ、右側の開口部２４５ｃが下側排出通路２１８に通じるように、各通路が形
成されている。
【０１９１】
　次に、第１制御基板ユニット２０１の構成を図１４～図１６に基づいて説明する。図１
４は第１制御基板ユニット２０１の正面図、図１５は同ユニット２０１の斜視図、図１６
は同ユニット２０１の分解斜視図である。
【０１９２】
　第１制御基板ユニット２０１は略Ｌ字状をなす取付台２５１を有し、取付台２５１に主
制御装置２７１と音声ランプ制御装置２７２とが搭載されている。主制御装置２７１は、
遊技の主たる制御を司る機能（主制御回路）と、電源を監視する機能（電源監視回路）と
を有する主制御基板を具備しており、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる被包手段
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としての基板ボックス２７３に収容されて構成されている。主制御装置２７１には複数の
コネクタが設けられており、各コネクタにハーネスや信号線が差し込まれることで、他の
基板等（払出制御基板、盤面中継基板２２６等）との電気的な接続がなされるようになっ
ている。なお、主制御装置２７１の詳細な構成については後に説明する。
【０１９３】
　音声ランプ制御装置２７２は、表示制御装置２１４からの指示に従い音声やランプ表示
の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基板が透明樹脂材料等
よりなる基板ボックス２７４に収容されて構成されている。
【０１９４】
　取付台２５１は、ポリカーボネート樹脂等の合成樹脂製であり、取付台２５１の表面に
は平坦状をなす２つの基板搭載面２５２，２５３が設けられている。これら基板搭載面２
５２，２５３は縦横に直交する向きに延び、前後方向に段差をもって形成されている。基
板搭載面２５２の上縁部及び下縁部にはそれぞれ、基板搭載面２５２より起立した起立部
２５４が一体成形されている。そして、横長の基板搭載面２５２上に主制御装置２７１が
配置されると共に、縦長の基板搭載面２５３上に音声ランプ制御装置２７２が配置される
。このとき、主制御装置２７１は、上下の側部が起立部２５４にて支えられる。また、音
声ランプ制御装置２７２は、複数箇所でネジ等により基板搭載面２５３に固定される。
【０１９５】
　取付台２５１の左端面には上下一対の掛止ピン２６１が設けられており、この掛止ピン
２６１を前記軸受け金具２３１に取り付けることで、第１制御基板ユニット２０１が遊技
盤３０に対して回動可能に片持ち支持される。取付台２５１の右端部には前記被締結孔２
３２にはめ込まれる締結具として上下一対のナイラッチ２６２が設けられている。取付台
２５１の上端部には前記係止爪片２３３が係止される長孔２６３が設けられている。した
がって、ナイラッチ２６２を被締結孔２３２にはめ込むと共に、長孔２６３に係止爪片２
３３を係止させることで、第１制御基板ユニット２０１が遊技盤３０に固定される。この
場合に、取付台２５１には、遊技盤３０に向けて延びる周壁２５６が一体形成されており
、当該周壁２５６によって遊技盤３０と取付台２５１の基板搭載面２５２，２５３との間
には所定の空間が確保されている。
【０１９６】
　次に、主制御装置２７１の構成を図１７～図２０に基づいて説明する。図１７は主制御
装置２７１の斜視図、図１８は主制御装置２７１の分解斜視図、図１９は主制御装置２７
１の基板ボックス２７３を説明するための説明図、図２０は主制御措置２７１の一部を拡
大して示す斜視図である。
【０１９７】
　主制御装置２７１は、上記のとおり基板ボックス２７３を備えている。基板ボックス２
７３は、略直方体形状のボックスベース２７６と該ボックスベース２７６の開口部を覆う
ボックスカバー２７７とから構成されており、それらボックスベース２７６とボックスカ
バー２７７とから構成される内部空間に主制御基板２７８が収容されている。
【０１９８】
　主制御基板２７８は、主たる制御を司るＣＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊
技の進行に応じた必要なデータを記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種
抽選の際に用いられる乱数発生機、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロック
パルス発生回路等を備えている。本実施の形態では、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭがマイコ
ンチップ２７８ａに１チップ化されている。また、詳細な説明は省略するが、入出力ドラ
イバ用ＩＣチップ２７８ｂ及びラッチ用ＩＣチップ２７８ｃが搭載されている。
【０１９９】
　ボックスベース２７６及びボックスカバー２７７は、ポリカーボネート樹脂などといっ
た透明性を有する合成樹脂により形成されている。ボックスベース２７６には、底板部２
７６ａの長辺側に側板部２７６ｂが形成されており、短辺側の一側には側板部２７６ｂに
連なるようにして段差部２７６ｃが形成されている。側板部２７６ｂの先端は内側に折り
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曲げて形成されている。側板部２７６ｂの右端部は、ボックスカバー２７７をスライド装
着するための装着口２７６ｄとなっている。この場合、図１９に示すように、ボックスカ
バー２７７を装着口２７６ｄから装着し、段差部２７６ｃに当たるまでスライド移動させ
ることで、ボックスカバー２７７がボックスベース２７６上の所定位置に装着されるよう
になっている。
【０２００】
　ボックスカバー２７７には、ボックスベース２７６の段差部２７６ｃと重なるようにし
て延出部２７７ａが形成されている。延出部２７７ａはボックスベース２７６の段差部２
７６ｃと共に封印手段としての封印ユニット２７９（いわゆる、カシメ構造）を構成して
おり、当該封印ユニット２７９によってボックスベース２７６とボックスカバー２７７と
が連結され、基板ボックス２７３が封印されている。
【０２０１】
　封印ユニット２７９は、ボックスベース２７６とボックスカバー２７７とを連結する構
成であれば任意の構成が適用できるが、ここでは図１８等に示すように、５つの封印部材
２７９ａ，２７９ｂが形成された構成となっており、この封印部材２７９ａ，２７９ｂの
長孔に係止爪を挿入することでボックスベース２７６とボックスカバー２７７とが連結さ
れるようになっている。この場合、係止爪を封印部材２７９ａ，２７９ｂから抜くことが
不可能な構成となっているため、基板ボックス２７３を開封するためには封印部材２７９
ａ，２７９ｂを破壊する必要が生じる。よって、基板ボックス２７３が不正に開封された
ことの履歴を残すことができ、主制御基板２７８に対して不正が行われたことを発見する
ことができる。この封印ユニット２７９が設けられた位置は、パチンコ機１０の前面側か
ら見て主制御装置２７１の左側部となっている。
【０２０２】
　ボックスカバー２７７及びボックスベース２７６には、封印ユニット２７９が設けられ
た側部とは反対側の側部に貼付板部２８１，２８２が設けられている。これら貼付板部２
８１，２８２が設けられた位置は、パチンコ機１０の前面側から見て主制御装置２７１の
右側部となっている。これら貼付板部２８１，２８２は、締結具（連結具）としての金属
製のネジ２８３，２８４によって締結されている（連結されている）。このように金属製
のネジ２８３，２８４によって締結することで、主制御基板２７８を不正に取り外すべく
両貼付板部２８１，２８２を締結する締結具を分断しようとする行為が抑制される。
【０２０３】
　かかる締結に関する構成について図２１に示す貼付板部２８１，２８２の縦断面図を用
いて説明する。各貼付板部２８１，２８２には、それぞれの長辺方向の両端側に各貼付板
部２８１，２８２を貫通するようにしてネジ孔２８５ａ，２８５ｂ，２８６ａ，２８６ｂ
が形成されている。ネジ孔２８５ａとネジ孔２８５ｂとはその軸線が同一軸線上に位置す
るようにして形成されており、これらが連通されて第１ネジ孔２８５が形成されている。
一方、ネジ孔２８６ａとネジ孔２８６ｂとはその軸線が同一軸線上に位置するようにして
形成されており、これらが連通されて第２ネジ孔２８６が形成されている。なお、第１ネ
ジ孔２８５及び第２ネジ孔２８６は、各貼付板部２８１，２８２において上下に並んでい
る。
【０２０４】
　第１ネジ孔２８５には、貼付板部２８１におけるパチンコ機１０後方を向く面２８１ａ
（以下、第１貼付面２８１ａともいう）側を段差状に拡径させて頭収容部２８７が形成さ
れている。これに対して、第２ネジ孔２８６には、貼付板部２８２におけるパチンコ機１
０前方を向く面２８２ａ（以下、第２貼付面２８２ａともいう）側を段差状に拡径させて
頭収容部２８８が形成されている。そして、これら頭収容部２８７，２８８に各ネジ２８
３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａが収容されるようにネジ２８３，２８４が螺着され
ている。つまり、一方のネジ２８３（以下、第１ネジ２８３ともいう）は第１貼付面２８
１ａ側から螺着されているのに対して、他方のネジ２８４（以下、第２ネジ２８４ともい
う）は第２貼付面２８２ａ側から螺着されている。
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【０２０５】
　各ネジ２８３，２８４の螺着に際しては、各頭部２８３ａ，２８４ａが各頭収容部２８
７，２８８の段差部２８７ａ，２８８ａに当接するまで螺着される。この場合に、各頭部
２８３ａ，２８４ａが段差部２８７ａ，２８８ａに当接した状態（すなわち、締結が完了
した状態）では、各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａは開口２８９，２９０
（以下、取り外し側開口２８９，２９０ともいう）に対してＸ１の距離だけ内側の位置に
ある。つまり、各頭部２８３ａ，２８４ａの頂上（先端）の位置は各ネジ孔２８５，２８
６における軸線方向の途中位置となっている。
【０２０６】
　各ネジ２８３，２８４によって締結された貼付板部２８１，２８２には、図２０等に示
すように、封印シール３００が貼り付けられている。この場合に、図２０や図２１等に示
すように、各貼付板部２８１，２８２には、その上縁に一連の上側突条２９１ａ，２９２
ａが一体形成されており、その下縁にも一連の下側突条２９１ｂ，２９２ｂが一体形成さ
れている。そして、各貼付板部２８１，２８２が締結されていることにより、各上側突条
２９１ａ，２９２ａの先端が相互に当接するとともに、各下側突条２９１ｂ，２９２ｂの
先端が相互に当接している。また、各貼付板部２８１，２８２はそれぞれボックスカバー
２７７の側方端部２９３及びボックスベース２７６の側方端部２９４に対して連続させて
形成されており、これら側方端部２９３，２９４はそれぞれ各貼付板部２８１，２８２の
基端側の区画壁を構成する。つまり、上側突条２９１ａ，２９２ａ、下側突条２９１ｂ，
２９２ｂ、及び側方端部２９３，２９４は囲み部Ｃとして機能し、貼付板部２８１，２８
２における貼付面２８１ａ、２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂは当該囲み部Ｃによって囲ま
れている。
【０２０７】
　囲み部Ｃによって囲まれた貼付面２８１ａ、２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂに封印シー
ル３００が略コ字状に曲げて貼り付けられている。この場合に、封印シール３００の周縁
は囲み部Ｃに近接しており、封印シール３００を剥がそうとしても、その剥がし行為が非
常に困難なものとなっている。封印シール３００が貼り付けられていることにより貼付面
２８１ａ、２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂのほぼ全域が覆われている。したがって、各ネ
ジ孔２８５，２８６における取り外し側開口２８９，２９０は封印シール３００によって
覆われている。
【０２０８】
　次に、封印シール３００の構成を図２２～図２５に基づいて説明する。図２２は封印シ
ール３００の構成を示す断面図、図２３（ａ）は封印シール３００の構成を示す正面図、
図２３（ｂ）は封印シール３００の構成を示す背面図、図２４は貼付面２８１ａ、２８１
ｂ，２８２ａ，２８２ｂに対する封印シール３００の位置関係を説明するための説明図、
図２５（ａ）は封印シール３００周辺を拡大して示す正面図、図２５（ｂ）は封印シール
３００周辺を拡大して示す側面図、図２５（ｃ）は封印シール３００周辺を拡大して示す
背面図である。なお、図２４においては、後述する各切り込み３０７，３０８，３０９を
省略して示す。
【０２０９】
　封印シール３００は、略矩形状のベースシート３０１を備えており、ベースシート３０
１の背面には粘着剤が塗布され粘着層３０２が形成されている。粘着層３０２には不正監
視用の電子タグとしてのＩＣタグ３０３が埋め込まれている。なお、図２２においては、
粘着層３０２の背面側に剥離シート３０４が示してある。この剥離シート３０４は封印シ
ール３００を基板ボックス２７３に貼り付ける際に剥がされる。
【０２１０】
　ベースシート３０１はポリエステル系フィルムなどの可撓性樹脂フィルムにより形成さ
れており適度な脆性を有し、さらに溶剤や熱に対して反応性を有する。具体的には、粘着
層３０２を構成する粘着剤に対して溶解性を備えたトルエンなどがベースシート３０１に
塗布されると、ベースシート３０１は変色する。また、粘着層の粘着力が低下する温度（
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例えば、５０℃）以上の熱が加えられた場合にもベースシート３０１は変色する。これに
より、基板ボックス２７３の貼付板部２８１，２８２から封印シール３００を不正に剥が
そうとして溶剤がかけられたり、熱が加えられたりした場合、ベースシート３０１が変色
することで当該不正行為の痕跡を残すことができる。
【０２１１】
　ベースシート３０１の表面には、図２３（ａ）に示すように、インク塗布部３０１ａ、
識別番号部３０１ｂ及び機種情報部３０１ｃが設けられている。インク塗布部３０１ａに
は、紫外線などといった特定の波長の光が照射されることにより模様が表れる特殊インク
が塗布されている。識別番号部３０１ｂには、複数の数字が記載されており、当該識別番
号部３０１ｂに記載される数字はパチンコ機毎に異なっている。機種情報部３０１ｃには
、当該遊技機の機種名や当該遊技機の製造メーカー名などが記載されている。なお、イン
ク塗布部３０１ａ及び識別番号部３０１ｂが設けられた上部領域Ｒ１は貼付板部２８１の
第１貼付面２８１ａに位置し、機種情報部３０１ｃが設けられた中間領域Ｒ２は両貼付板
部２８１，２８２の側面側に位置し、下部領域Ｒ３は貼付板部２８２の第２貼付面２８２
ａに位置している。
【０２１２】
　粘着層３０２の粘着剤は、従来の封印シールと同様に、一旦貼り付けされた後に剥がさ
れるとベースシート３０１から剥がれる程度の粘着力を有している。したがって、封印シ
ール３００が剥がされた場合には再度貼り付けすることが不可能なものであり、さらには
粘着層の一部が貼付板部２８１，２８２側に残ることとなる。よって、封印シール３００
を不正に剥がした痕跡を残すことができる。
【０２１３】
　ＩＣタグ３０３は、ＩＣチップ３０５及びアンテナ部３０６より構成されており、長尺
状のアンテナ部３０６の中央付近にＩＣチップ３０５が配置されている。ＩＣチップ３０
５は集積回路として形成されるものであり、制御部及びメモリ領域を有する。メモリ領域
は、データ書き換え不可な不揮発性メモリ（ＲＯＭ）により構成されており、その記憶容
量は例えば１２８ｂｉｔとなっている。メモリ領域には、識別情報としてのＩＤ情報が格
納されている。具体的には、製造メーカ名（又は複数のメーカごとに付されたメーカ固有
番号）、遊技機固有のＩＤ番号が格納されている。ＩＣチップ３０５のメモリ領域はデー
タ書き換え不可であるため、ＩＤ情報が不正に改ざんされる等の不都合が抑制できるよう
になっている。
【０２１４】
　アンテナ部３０６は、アルミ等の金属薄層で形成されており、その厚みはＩＣチップ３
０５の厚みよりも薄い。また、アンテナ部３０６は、共振周波数が２．４５ＧＨｚ等の一
定周波数となるようにアンテナパターンとして作製されている。
【０２１５】
　ＩＣチップ３０５のＩＤ情報は、制御部によって呼び出されてアンテナ部３０６から発
信することができるように構成されており、アンテナ部３０６から発信されたＩＤ情報を
、リーダ装置で受信して読み取ることができるようになっている。詳細には、リーダ装置
からは前記周波数の電波で呼び出しが行われるようになっており、この電波により誘導電
磁界が形成される。そして、誘導電磁界内にアンテナ部３０６が含まれると、アンテナ部
３０６に電磁誘導で起電力が発生する。ＩＣチップ３０５ではこの起電力を電源として、
メモリ領域に格納されているＩＤ情報を制御部で呼び出してアンテナ部３０６から発信す
る。
【０２１６】
　ＩＣタグ３０３（アンテナ部３０６）は、図２３（ｂ）に示すように、ベースシート３
０１においてその一隅部側からその対角方向の隅部側に亘って斜めに配置されている。こ
の場合、長尺状のアンテナ部３０６はその長手方向がベースシート３０１のすべての辺方
向と交差することとなる。そして、封印シール３００が両貼付板部２８１，２８２に跨っ
て貼り付けられているのに伴って、アンテナ部３０６も両貼付板部２８１，２８２に跨っ
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ている。また、ＩＣタグ３０３は、矩形状のベースシート３０１の中心に対して点対称と
なるように配置されている。
【０２１７】
　封印シール３００には、アンテナ部３０６の長手方向に沿って等間隔で並ぶ多数のアン
テナ用切り込み３０７が形成されている。アンテナ用切り込み３０７は、アンテナ部３０
６の長手方向に対して略直交する方向に延びる直線状であり、ベースシート３０１の表面
側から粘着層３０２の背面側まで貫通している（なお、図２３（ａ）ではアンテナ用切り
込み３０７を省略して示してある）。
【０２１８】
　アンテナ用切り込み３０７が延びる方向は、アンテナ部３０６の長手方向に対して略直
交する方向であるため、ベースシート３０１のすべての辺方向と交差している。また、ア
ンテナ用切り込み３０７は、アンテナ部３０６に若干掛かる構成となっている。この場合
に、アンテナ部３０６はアンテナ用切り込み３０７により分断されていないため、ＩＤ情
報の出力に関して弊害は生じない。また、アンテナ用切り込み３０７がアンテナ部３０６
を挟んで直線状に並ばないように、アンテナ部３０６の一側に位置するアンテナ用切り込
み３０７と他側に位置するアンテナ用切り込み３０７とは、アンテナ部３０６の長手方向
にずらして形成されている。
【０２１９】
　封印シール３００の４隅には、ベースシート３０１の表面側から粘着層３０２の背面側
まで貫通する隅側切り込み３０８がそれぞれ形成されている。隅側切り込み３０８は、封
印シール３００の隅角に沿うようにしてＬ字状に形成されている。また、封印シール３０
０の外縁には、図２３に示すように、外側端部から内側に向けて多数の外縁切り込み３０
９が形成されている。これら外縁切り込み３０９は、内側から外側に向けて開くようにし
て鋭角のＶ字状となっており、さらに封印シール３００の外周に沿って等間隔で形成され
ている。
【０２２０】
　封印シール３００を貼付板部２８１，２８２から剥がそうとする場合、封印シール３０
０をその隅角から剥がす場合と、封印シール３００の一辺に沿う方向に剥がす場合とが想
定される。前者の場合、剥がす力に伴う応力が隅側切り込み３０８や外縁切り込み３０９
に集中するため、封印シール３００の破壊が生じ易い。一方、後者の場合、この剥がす方
向はアンテナ部３０６の延びる方向に対して交差する方向である。したがって、剥がす力
に伴う応力がアンテナ用切り込み３０７の端部に集中することで、アンテナ用切り込み３
０７を介してベースシート３０１が破壊され、アンテナ部３０６が分断される。アンテナ
部３０６が分断されるとＩＤ情報が出力されなくなるので、ＩＤ情報をリーダ装置で読み
取ることができなくなる。よって、主制御基板２７８に対して不正行為が行われた場合に
は、それを容易に発見することができる。
【０２２１】
　次に、封印シール３００のアンテナ部３０６と各貼付板部２８１，２８２を締結する各
ネジ２８３，２８４との位置関係について説明する。
【０２２２】
　アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂは、図２５等に示すように、第１貼付面
２８１ａ及び第２貼付面２８２ａにおいて、各ネジ孔２８５，２８６における取り外し側
開口２８９，２９０を跨ぐようにして配置されている。詳細には、アンテナ部３０６の短
手方向の寸法は当該開口２８９，２９０の孔径よりも小さくなっており、さらにアンテナ
部３０６はその両端部３０６ａ，３０６ｂが取り外し側開口２８９，２９０を挟んで当該
開口２８９，２９０の周縁部を架渡すように配置されている。このようにアンテナ部３０
６が配置されていることにより、アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂは対応す
るネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａと対峙している。
【０２２３】
　かかる構成において、上記のとおり、各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａ
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の頂上の位置は各ネジ孔２８５，２８６における軸線方向の途中位置となっている。すな
わち、各頭部２８３ａ，２８４ａの頂上の位置は封印シール３００に対して各ネジ孔２８
５，２８６内に入り込んだ位置となっている。したがって、アンテナ部３０６と各ネジ２
８３，２８４とは、図２１に示すように離間されている。また、アンテナ部３０６と各ネ
ジ２８３，２８４との間には両者を介在する介在部材が設けられていない。つまり、アン
テナ部３０６と各ネジ２８３，２８４との間には空間ＢＳが設けられている。これにより
、アンテナ部３０６が各ネジ２８３，２８４に接触することが防止されている。特に、上
記のとおりアンテナ部３０６が取り外し側開口２８９，２９０を挟んで当該開口２８９，
２９０の周縁部を架渡すように配置されているため、アンテナ部３０６がネジ孔２８５，
２８６内に向けて撓みにくくなり、アンテナ部３０６と各ネジ２８３，２８４の頭部２８
３ａ，２８４ａとを対峙させた構成において両者を確実に離間させることができる。例え
ば、アンテナ部３０６が各ネジ２８３，２８４に接触すると、設定された共振周波数（本
実施の形態では、２．４５ＧＨｚ）が変化してしまい、ＩＣチップ３０５に記憶されたＩ
Ｄ情報がリーダ装置によって読み取れなくなるおそれがあるが、本実施の形態における構
成によればかかる不都合の発生を防止することができる。
【０２２４】
　上記のとおり各貼付板部２８１，２８２には囲み部Ｃが形成されており、封印シール３
００の周縁は囲み部Ｃに近接している。したがって、封印シール３００の貼り付け作業に
際しては、封印シール３００が囲み部Ｃによって囲まれた領域内からはみ出ないように貼
り付けることで、アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂが取り外し側開口２８９
，２９０を跨ぎ、各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａと対峙する。
【０２２５】
　また、図２４に示すように、囲み部Ｃによって囲まれる領域は、封印シール３００の面
積よりも広くなっている。これにより、封印シール３００の貼り付け作業に際しては、貼
り付け位置に所定のゆとりが生まれ、貼り付け作業の作業性が向上されている。この場合
に、その貼り付け位置のゆとりは、アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂが取り
外し側開口２８９，２９０を跨ぎ、且つ各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａ
と対峙する範囲内で形成されている。さらに、上記のとおりＩＣタグ３０３は矩形状のベ
ースシート３０１の中心に対して点対称となるように配置されているため、封印シール３
００を上下逆に貼り付けたとしても、アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂが取
り外し側開口２８９，２９０を跨ぎ、且つ各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４
ａと対峙する。
【０２２６】
　ここで、本実施の形態では、リーダ装置によるＩＣタグ３０３からのＩＤ情報の読み取
りをパチンコ機１０の前面側にて行えるように電波の伝播路が設けられている。そこで、
以下にかかる伝播路の構成について図２６～図２８を用いて説明する。図２６は伝播路を
説明するための遊技盤の斜視図、図２７は伝播路を説明するための第１制御基板ユニット
２０１の斜視図、図２８は伝播路を説明するためのパチンコ機１０の横断面図である。
【０２２７】
　伝播路Ｌ１は、遊技盤３０に設けられた導波体３３０と、第１制御基板ユニット２００
に設けられた複数（本実施の形態では、２枚）の反射板３４１，３４２とを用いて構成さ
れている。先ず、導波体３３０について説明する。
【０２２８】
　導波体３３０は、図２８に示すように、鉄や銅等により成形された導波管３３１と、当
該導波管３３１の管内全体を埋めるようにして（当該導波管３３１の管内全体に充填させ
て）設けられた誘電体３３２とから構成されている。誘電体３３２を構成する材料として
は、ポリエチレン、ポリスチレン、アクリル樹脂などといった合成樹脂（樹脂体）が挙げ
られる。また、合成樹脂だけでなく、セラミックやマイカなどが挙げられる。導波管３３
１は、直線的に形成されており、一端に向けて除々に小径となるように略メガホン形状を
なしている。また、導波管３３１にはその外面にアース接続部３３１ａが一体形成されて
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おり、当該アース接続部３３１ａにはアース線３３３が接続されている。
【０２２９】
　導波体３３０は遊技盤３０の右下隅部に形成された貫通孔３９を貫通するようにして取
り付けられネジ止めされている。この場合、導波体３３０の長さ方向は遊技盤３０の厚み
方向となっている。また、導波体３３０はその長さ寸法が遊技盤３０の厚み寸法よりも大
きくなっており、導波体３３０は大径側の端部がパチンコ機１０の前面側となるようにし
て遊技盤３０に対して前後に突出している。貫通孔３９における手前側開口の周縁部３９
ａはその全体に亘って導波体３３０（導波管３３１）の外周面３３４に当接しており、パ
チンコ機１０の前方から見て貫通孔３９は導波体３３０によって塞がれている。
【０２３０】
　導波体３３０における遊技盤３０の盤面３０ａよりも手前側に突出した部位は、上述し
た証紙用ベース５１に収容されている。詳細には、証紙用ベース５１はパチンコ機１０の
奥側に開放された略箱形状をなしており、この奥側開放部５４を遊技盤３０の盤面により
塞ぐようにして取り付けられている。この場合に、導波体３３０は証紙用ベース５１と前
後する位置にあり、導波体３３０における遊技盤３０よりも前方に突出した部位は証紙用
ベース５１に収容されている。
【０２３１】
　導波体３３０の手前側端面３３５は、図２８に示すように、証紙用ベース５１の手前側
板部５５に近接した位置にある。また、上述したように、手前側板部５５の前面部５２は
前扉枠１３の小窓１０７に近接した位置にある。よって、導波体３３０の手前側端面３３
５は前扉枠１３の小窓１０７に近接した位置にある。
【０２３２】
　次に、反射板３４１，３４２について説明する。各反射板３４１，３４２は、鉄や銅な
どの金属により成形されており、第１制御基板ユニット２０１の取付台２５１に形成され
たボス３４３，３４４にネジ止めされている。この場合、各反射板３４１，３４２は、パ
チンコ機１０の左右にずらして配設されており、一方の反射板３４１（以下、第１反射板
３４１ともいう）は、導波体３３０の奥側にあり、他方の反射板３４２（以下、第２反射
板３４２ともいう）は、パチンコ機１０の右縁側にある。また、第１，第２反射板３４１
，３４２が配設された位置は、主制御装置２７１と前後する位置であり、第２反射板３４
２は主制御装置２７１に貼り付けられた封印シール３００の手前側にある。
【０２３３】
　第１反射板３４１は、図２８に示すように、導波体３３０により導かれた電波を第２反
射板３４２に向けて反射するように所定の角度で傾けて固定されている。また、第２反射
板３４２は、第１反射板３４１にて反射された電波を主制御装置２７１の封印シール３０
０に向けて反射するように所定の角度で傾けて固定されている。
【０２３４】
　以上の構成であることにより、伝播路Ｌ１は、導波体３３０（導波管３３１）によって
形成される導波路により一部が構成されており、さらに反射板によって伝播の伝播方向が
変えられている。そして、かかる伝播路Ｌ１が設けられていることにより、前扉枠１３の
小窓１０７にリーダ装置３４６を近づけ呼出波を発信させると、その呼出波が封印シール
３００に埋め込まれたＩＣタグ３０３に導かれる。
【０２３５】
　詳細には、前扉枠１３の小窓１０７付近にてリーダ装置３４６から呼出波を発信させる
と、その呼出波は合成樹脂製の小窓１０７及び証紙用ベース５１を透過し、導波体３３０
に到達する。この場合、上記のとおり、導波体３３０の手前側端面３３５が前扉枠１３の
小窓１０７に近接しているため、呼出波が導波体３３０に導入され易くなっている。
【０２３６】
　導波体３３０に導入された呼出波は、導波体３３０における誘電体３３２を透過し、さ
らに導波管３３１の内壁３３１ｂにて反射することで、導波体３３０の奥側端面３３６か
ら放射され、第１反射板３４１に導かれる。この場合、導波体３３０の小径側の端部がパ
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チンコ機１０の奥側にあることにより、導波体３３０に導入された呼出波を効率良く第１
反射板３４１に導くことができる。
【０２３７】
　第１反射板３４１に導かれた呼出波は、当該第１反射板３４１にて反射することで第２
反射板３４２に導かれる。そして、第２反射板３４２に導かれた呼出波は、当該第２反射
板３４２にて反射することでＩＣタグ３０３に到達する。ＩＣタグ３０３では、上述した
とおり呼出波を受信することにより、ＩＤ情報を含んだ応答波を発信する。この発信され
た応答波は呼出波の伝播した経路を反対方向に伝播し、リーダ装置３４６にて受信される
。これにより、パチンコ機１０の背面側に設けられたＩＣタグ３０３のＩＤ情報をパチン
コ機１０の前面側にて読み取ることができる。
【０２３８】
　次に、第２制御基板ユニット２０２の構成を図２９～図３１に基づいて説明する。図２
９は第２制御基板ユニット２０２の正面図、図３０は同ユニット２０２の斜視図、図３１
は同ユニット２０２の分解斜視図である。
【０２３９】
　第２制御基板ユニット２０２は横長形状をなす取付台３２５を有し、取付台３２５に払
出制御装置３１１、電源及び発射制御装置３１３が搭載されている。
【０２４０】
　払出制御装置３１１は、賞品球や貸出球の払出を制御する払出制御基板を具備しており
、当該払出制御基板が透明樹脂材料等よりなる被包手段としての基板ボックス３１５に収
容されて構成されている。基板ボックス３１５は、ボックスベース３１７とボックスカバ
ー３１８とから構成されており、これらボックスベース３１７及びボックスカバー３１８
には封印手段としての封印ユニット３１９が設けられている。また、ボックスベース３１
７とボックスカバー３１８とを跨ぐようにして封印シール３２０が貼り付けられている。
【０２４１】
　また、払出制御装置３１１には状態復帰スイッチ３２１が設けられている。例えば、後
述する払出モータの球詰まり等、払出エラーの発生時において状態復帰スイッチ３２１が
押されると、払出モータが正逆回転され、球詰まりの解消（正常状態への復帰）が図られ
るようになっている。
【０２４２】
　電源及び発射制御装置３１３は、基板ボックス３１６内に電源及び発射制御基板が収容
されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され
、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行
われる。また、電源及び発射制御装置３１３にはＲＡＭ消去スイッチ３２３が設けられて
いる。本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した
際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰（復電）の際には停電時の状態に復帰でき
るようになっている。したがって、例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順
で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を押し
ながら電源を投入すると、ＲＡＭデータが初期化されるようになっている。
【０２４３】
　取付台３２５は例えば無色透明な樹脂成形品よりなり、その表面に平坦状をなす基板搭
載面３２６が設けられている。基板搭載面３２６には、電源及び発射制御装置３１３が搭
載されネジ等で固定されている。電源及び発射制御装置３１３の基板ボックス３１６上に
は略平板状の台座プレート３２７が載置されるとともに台座プレート３２７上に払出制御
装置３１１が搭載され、ネジ等で固定されている。
【０２４４】
　取付台３２５には、パチンコ機１０後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン３２８が
設けられており、掛止ピン３２８を前記軸受け部２３７に上方から挿通させることで、第
２制御基板ユニット２０２が本体枠１２に対して回動可能に片持ち支持される。取付台３
２５の左端部には締結具として上下一対のナイラッチ３２９が設けられており、ナイラッ
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チ３２９を前記被締結孔２３９にはめ込むことで、第２制御基板ユニット２０２が本体枠
１２に固定される。
【０２４５】
　次に、裏パックユニット２０３の構成を図３２，図３３に基づいて説明する。図３２は
裏パックユニット２０３の正面図、図３３は裏パックユニット２０３の分解斜視図である
。
【０２４６】
　裏パックユニット２０３は、裏パック３５１と遊技球の払出機構部３５２とが一体化さ
れることにより構成されている。裏パック３５１は例えばＡＢＳ樹脂等の合成樹脂により
一体成形されており、略平坦状のベース部３５３と、パチンコ機１０後方に突出し横長の
略直方体形状をなす保護カバー部３５４とを有する。保護カバー部３５４は左右側面及び
上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット３５
を囲むのに十分な大きさを有する。保護カバー部３５４の背面には多数の通気孔３５４ａ
が設けられている。
【０２４７】
　裏パック３５１のベース部３５３には、保護カバー部３５４を迂回するようにして払出
機構部３５２が配設されている。すなわち、裏パック３５１の最上部には上方に開口した
タンク３５５が設けられており、タンク３５５には遊技ホールの島設備から供給される遊
技球が逐次補給される。タンク３５５の下方には、例えば横方向２列（２条）の球通路を
有し下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール３５６が連結され、タンクレール３５
６の下流側には上下方向に延びるケースレール３５７が連結されている。払出装置３５８
はケースレール３５７の最下流部に設けられ、払出制御装置３１１の制御により払出モー
タ３５８ａが駆動されて必要個数の遊技球の払出が適宜行われる。払出装置３５８より払
い出された遊技球は払出通路３５９等を通じて前記上皿２３等に供給される。
【０２４８】
　払出機構部３５２には、払出制御装置３１１から払出装置３５８への払出指令の信号を
中継する裏パック制御基板３８１が設置されている。また、裏パック制御基板３８１は、
外部より主電源を取り込む役割を果たす。即ち、裏パック制御基板３８１には、例えば交
流２４ボルトの主電源が供給され、電源スイッチ３８１ａの切替操作により電源ＯＮ又は
電源ＯＦＦとされるようになっている。
【０２４９】
　裏パック３５１には、その右上部に枠用外部端子板３９０が設けられている。枠用外部
端子板３９０には、払出モータ３５８ａからの駆動信号を出力するための出力端子、タン
ク３５５やタンクレール３５６で遊技球が不足した場合に信号出力するための出力端子、
本体枠１２の開放時に信号出力するための出力端子、及び前扉枠１３の開放時に信号出力
するための出力端子が設けられている。そして、これらの出力端子を通じて、遊技ホール
側のホールコンピュータに対して枠側の状態に関する信号が出力される。
【０２５０】
　裏パック３５１には、枠用外部端子板３９０に隣接して略四角形状の窓部３９１が設け
られている。したがって、裏パックユニット２０３を本体枠１２に取り付けた状態では、
窓部３９１を通じて遊技盤３０裏面の盤用外部端子板２３０が露出し、裏パックユニット
２０３を装着したままで盤用外部端子板２３０の操作を行うことができるようになってい
る。前述のとおり、盤用外部端子板２３０は取り外し容易な状態で集合板ユニット２１５
に取り付けられていることから、盤用外部端子板２３０の配線を接続したままで、窓部３
９１を介して当該盤用外部端子板２３０を取り出すことも可能となる。裏パック３５１の
右上部には本体枠１２の開放の状態を検出するための本体枠開放スイッチ３９２が設けら
れており、外枠１１に対して本体枠１２を閉じた状態では当該スイッチ３９２の金属接点
が閉じて本体枠１２の閉鎖が検知され、外枠１１に対して本体枠１２を開いた状態では金
属接点が開いて本体枠１２の開放が検知されるようになっている。
【０２５１】
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　裏パック３５１には、パチンコ機１０後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン３８５
が設けられており、掛止ピン３８５を前記軸受け部２３８に上方から挿通させることで、
裏パックユニット２０３が本体枠１２に対して回動可能に片持ち支持される。裏パック３
５１には、左端部に締結具として上下一対のナイラッチ３８６が設けられると共に、上端
部に係止孔３８７が設けられており、ナイラッチ３８６を前記被締結孔２４０にはめ込む
と共に、係止孔３８７に前記固定具２４２を挿入した上で当該固定具２４２を回動操作す
ることで、裏パックユニット２０３が本体枠１２に固定される。また、前記固定具２４１
，２４３によっても裏パックユニット２０３が本体枠１２に固定される。
【０２５２】
　次に、本パチンコ機１０の電気的構成について、図３４のブロック図に基づいて説明す
る。図３４では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０２５３】
　主制御装置２７１に設けられた主制御基板２７８には、主制御回路５００と停電監視回
路５０８とが内蔵されている。主制御回路５００には、演算装置である１チップマイコン
としてのＣＰＵ５０１が搭載されている。ＣＰＵ５０１には、該ＣＰＵ５０１により実行
される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ５０２と、そのＲＯＭ５０
２内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するため
のメモリであるＲＡＭ５０３と、割込回路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種回
路が内蔵されている。
【０２５４】
　ＲＡＭ５０３は、パチンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御装置３１
３に設けられた電源及び発射制御基板３１３ａからデータ記憶保持用電源（データ記憶保
持用電圧）が供給されてデータが保持される構成となっている。詳細には、電源及び発射
制御基板３１３ａには、データ記憶保持用コンデンサが設けられており、当該コンデンサ
からデータ記憶保持用電源が供給される。
【０２５５】
　ＣＰＵ５０１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスラインを介して入出
力ポートが接続されている。主制御回路５００の入力側には、主制御基板２７８に設けら
れた電源監視回路５０８、払出制御装置３１１に設けられた払出制御基板３１１ａ及びそ
の他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、電源監視回路５０８には
電源及び発射制御基板３１３ａが接続されており、主制御回路５００には電源監視回路５
０８を介して電源が供給される。
【０２５６】
　一方、主制御回路５００の出力側には、電源監視回路５０８、払出制御基板３１１ａ及
び中継端子板２７６が接続されている。払出制御基板３１１ａには、賞球コマンドなどと
いった各種コマンドが出力される。中継端子板２７６を介して主制御回路５００から音声
ランプ制御装置２７２に設けられた音声ランプ制御基板２７２ａに対して各種コマンドな
どが出力される。
【０２５７】
　電源監視回路５０８は、主制御回路５００と電源及び発射制御基板３１３ａとを中継し
、また電源及び発射制御基板３１３ａから出力される最大電源である直流安定２４ボルト
の電源を監視する。
【０２５８】
　払出制御基板３１１ａは、払出モータ３５８ａにより賞球や貸し球の払出制御を行うも
のである。演算装置であるＣＰＵ５１１は、そのＣＰＵ５１１により実行される制御プロ
グラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ５１２と、ワークメモリ等として使用されるＲ
ＡＭ５１３とを備えている。
【０２５９】
　払出制御基板３１１ａのＣＰＵ５１１には、アドレスバス及びデータバスで構成される
バスラインを介して入出力ポートが接続されている。払出制御基板３１１ａの入力側には
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、主制御回路５００、電源及び発射制御基板３１３ａ、及び裏パック接続基板３８１が接
続されている。また、払出制御基板３１１ａの出力側には、主制御回路５００及び裏パッ
ク接続基板３８１が接続されている。この場合に、裏パック接続基板３８１を介して払出
装置３５８などを含む払出機構部３５２が接続されている。
【０２６０】
　電源及び発射制御基板３１３ａは、電源部と発射制御部とを備えている。電源部は、二
重線矢印で示す経路を通じて、主制御回路５００や払出制御基板３１１ａ等に対して各々
に必要な動作電源を供給する。発射制御部は、遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操
作にしたがって発射ソレノイド１６２の発射制御を担うものであり、発射ソレノイド１６
２は所定の発射条件が整っている場合に駆動される。
【０２６１】
　音声ランプ制御基板２７２ａは、スピーカ２０や各種ランプ１０２～１０６、及び表示
制御装置２１４を制御するものである。演算装置であるＣＰＵ５２１は、そのＣＰＵ５２
１により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ５２２と、ワーク
メモリ等として使用されるＲＡＭ５２３とを備えている。
【０２６２】
　音声ランプ制御基板２７２ａのＣＰＵ５２１にはアドレスバス及びデータバスで構成さ
れるバスラインを介して入出力ポートが接続されている。音声ランプ制御基板２７２ａの
入力側には中継端子板２７６に中継されて主制御回路５００が接続されており、主制御回
路５００から出力される各種コマンドに基づいて、スピーカ２０、各種ランプ１０２～１
０６、及び表示制御装置２１４を制御する。表示制御装置２１４は、音声ランプ制御基板
２７２ａから入力する表示コマンドに基づいて図柄表示装置４１を制御する。
【０２６３】
　以上詳述した第１の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２６４】
　主制御装置２７１にＩＤ情報が記憶されたＩＣタグ３０３を取り付けたことにより、そ
のＩＤ情報の読み取りを行うことで不正な制御装置への交換等といった不正行為が行われ
たか否かを確認することができる。この場合に、ＩＣタグ３０３はＩＣチップ３０５とア
ンテナ部３０６とを有しており、ＩＣチップ３０５に格納されたＩＤ情報は電波としてア
ンテナ部３０６から発信される。また、導波体３３０及び反射板３４１，３４２を有して
構成される伝播路Ｌ１（電波を特定方向に導くためではない金属製の部材を経路上に不具
備とした電波の経路）を設け、パチンコ機１０の前面側にてリーダ装置３４６から発信さ
れた呼出波をＩＣタグ３０３に導くようにするとともに、アンテナ部３０６からの応答波
をパチンコ機１０の前面側に導くようにした。これにより、本体枠１２を開放させて主制
御装置２７１を露出させなくても、パチンコ機１０の前面側にてＩＣタグ３０３のＩＤ情
報を読み取ることができる。よって、ＩＤ情報の読み取りに基づいた不正行為の確認を良
好に行うことができる。
【０２６５】
　また、導波体３３０を構成する導波管３３１の内側領域を誘電体３３２により埋めて塞
いだ。これにより、導波体３３０が電波の伝播方向に貫通していない。導波体３３０が電
波の伝播方向に貫通した構成においては、導波体３３０を介して不正用冶具をパチンコ機
１０の奥側へ挿入する行為が想定される。特に、導波体３３０は主制御装置２７１に向け
て延びるため、導波体３３０を介して不正用冶具を主制御装置２７１に向けて挿入される
おそれがある。これに対して、本構成によれば、導波体３３０が電波の伝播方向に貫通し
ていないため、上記不正行為を抑制することができる。また、導波管３３１の内側領域の
全体を埋めたため、不正用冶具の挿入をより確実に抑制することができる。なお、導波管
３３１の内側領域を誘電体３３２により埋めたため、導波体３３０内における電波の伝播
が阻害されることはない。
【０２６６】
　また、導波体３３０は遊技盤３０に形成された貫通孔３９を介して当該遊技盤３０を貫
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通する構成である。この場合に、導波体３３０はパチンコ機１０の前面側が広口となるよ
うにメガホン状をなし、貫通孔３９における手前側開口の周縁部３９ａはその全体に亘っ
て導波体３３０の外周面３３４に当接しており、パチンコ機１０の前方から見て貫通孔３
９は導波体３３０によって塞がれている。よって、貫通孔３９を介してパチンコ機１０の
奥側に不正用冶具を挿入しようとする行為を抑制することができる。
【０２６７】
　導波体３３０を、遊技盤３０を貫通するようにして設けた。電波は金属を透過し難いた
め、リーダ装置３４６から発信された呼出波及びＩＣタグ３０３から発信された応答波が
遊技盤３０によって遮断されるおそれがあるが、上記のとおり遊技盤３０を貫通するよう
にして導波体３３０を設けたことで呼出波及び応答波が遮断されることはなく、パチンコ
機１０の前面側にてＩＣタグ３０３のＩＤ情報を読み取ることができる。また、主制御装
置２７１は遊技盤３０の背面側に搭載されているため、遊技盤３０を貫通させて導波体３
３０を設けることで、伝播路Ｌ１を良好に設けることができる。
【０２６８】
　また、導波体３３０を遊技盤３０における遊技領域Ｓの外部を貫通させて設けた。遊技
領域Ｓには多数の釘３７が配設されているため、遊技盤３０における遊技領域Ｓ内を貫通
させて導波体３３０を配置しようとしてもそれが困難である。また、遊技領域Ｓ内におけ
る盤面３０ａから導波体３３０が突出すると、遊技領域Ｓを流下する遊技球が導波体３３
０に当たってしまう。これに対して、上記のとおり遊技盤３０における遊技領域Ｓの外部
を貫通させて導波体３３０を配置することで、導波体３３０の配置を良好に行うことがで
きる。
【０２６９】
　証紙用ベース５１の奥側にて遊技盤３０を貫通するようにして導波体３３０を設置した
。証紙用ベース５１の前面部５２には所定の情報が記載された証紙ラベル５３が貼り付け
られるため、その証紙ラベル５３に記載された情報をパチンコ機１０の前方から視認可能
とするために証紙用ベース５１と前扉枠１３の小窓１０７との間に何らかの部材が介在す
ることはない。この場合に、上記のとおり証紙用ベース５１の奥側に導波体３３０を設置
することで、リーダ装置３４６からの呼出波及び導波体３３０から放射されるＩＣタグ３
０３の応答波がリーダ装置３４６と導波体３３０との間にて遮断されることはなく、パチ
ンコ機１０の前面側にてＩＣタグ３０３のＩＤ情報を読み取ることができる。なお、証紙
用ベース５１の奥側に導波体３３０を設置したことにより、導波体３３０及び貫通孔３９
を隠すことができる。
【０２７０】
　証紙用ベース５１を所定の厚み寸法を有するように形成することで、証紙保持部として
の証紙用ベース５１の手前側板部５５を遊技盤３０の盤面３０ａよりも前方に突出させて
設けた。これにより、前扉枠１３の小窓１０７に対して証紙ラベル５３の位置が近くなり
、当該証紙ラベル５３の視認性の向上が図られる。この場合に、導波体３３０をその一端
が手前側板部５５に近接した位置となるように設置した。これにより、導波体３３０の一
端の位置が前扉枠１３に近い位置となり、リーダ装置３４６からの呼出波が導波体３３０
に到達し易くなるとともに、導波体３３０から放射されるＩＣタグ３０３の応答波がリー
ダ装置３４６に到達し易くなる。よって、パチンコ機１０の前面側にてＩＣタグ３０３の
ＩＤ情報を読み取り易くなる。また、本構成によれば、リーダ装置３４６から発信される
呼出波の電波強度を下げて当該呼出波の伝播範囲を狭めることが可能となる。したがって
、１台のパチンコ機１０からＩＤ情報の読み取りを行おうとしている場合に、それに合わ
せて他のパチンコ機１０のＩＣタグ３０３から応答波が発信されてしまうことを抑制する
ことができ、複数台のパチンコ機１０から発信された応答波が干渉してＩＤ情報の読み取
りを正確に行えないといった不都合の発生を抑制することができる。
【０２７１】
　伝播路Ｌ１を、パチンコ機１０の厚み方向に延びる導波体３３０と、導波体３３０から
の呼出波をＩＣタグ３０３に向けて反射する、又はＩＣタグ３０３からの応答波を導波体
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３３０に向けて反射する反射板３４１，３４２とにより形成した。これにより、パチンコ
機１０の前面におけるＩＤ情報の読み取り位置とＩＣタグ３０３の位置とがパチンコ機１
０の厚み方向に並んでいない構成において、それら両者の位置に合わせて伝播路Ｌ１が形
成されることで、パチンコ機１０の前面側にてＩＣタグ３０３のＩＤ情報を読み取ること
ができる。
【０２７２】
　また、導波体３３０を曲げ成形することで反射板３４１，３４２を不具備とする構成も
考えられるが、かかる構成では導波体３３０の成形が困難となり、さらには導波体３３０
内において電波の伝播が良好に行われないおそれがある。これに対して、本構成によれば
、かかる不都合を生じさせることなく、パチンコ機１０の前面側にてＩＣタグ３０３のＩ
Ｄ情報を読み取ることができる。
【０２７３】
　導波体３３０の導波管３３１にはアース線３３３が接続されるアース接続部３３１ａを
形成した。これにより、導波管３３１が帯電することが防止される。導波管３３１が帯電
するとそれが主制御装置２７１等に対してノイズとなるおそれがあるが、本構成によれば
、かかる不都合の発生を防止することができる。
【０２７４】
　また、上記のとおり、ＩＣタグ３０３はリーダ装置３４６から発信された呼出波を受信
することにより応答波を発信する。これにより、ＩＤ情報の読み取り作業時ではない遊技
時などにおいてＩＣタグ３０３から電波が発信されることが防止される。遊技時などにお
いてＩＣタグ３０３から電波が発信されると、それが主制御装置２７１等に対してノイズ
となるおそれがあるが、本構成によれば、かかる不都合の発生を防止することができる。
【０２７５】
　（第２の実施の形態）
　本実施の形態では、伝播路の構成が上記第１の実施の形態と異なっている。そこで、か
かる伝播路の構成について以下に説明する。図３５は伝播路を説明するための概略図であ
る。なお、図３５において遊技盤３０が延びる方向がパチンコ機１０の左右方向となって
いる。
【０２７６】
　図３５に示すように、伝播路Ｌ２は、複数（本実施の形態では２個）の導波体５５１，
５５２と、複数（本実施の形態では２枚）の反射板５５３，５５４とを用いて構成されて
いる。複数の導波体５５１，５５２のうち一方は、遊技盤３０に対して略直行する方向（
前後方向）に延びるように設けられた第１導波体５５１であり、他方は遊技盤３０の奥側
にて当該遊技盤３０に沿う方向（左右方向）に延びるように設けられた第２導波体５５２
である。第１導波体５５１によって形成される導波路によりパチンコ機１０の前面側にて
前後方向に延びる伝播路Ｌ２が構成され、第２導波体５５２によって形成される導波路に
よりＩＣタグ３０３側にて左右方向に延びる伝播路Ｌ２が構成されている。
【０２７７】
　また、複数の反射板５５３，５５４のうち一方は、第１導波体５５１と第２導波体５５
２とを繋ぐ伝播路Ｌ２上に設けられた第１反射板５５３であり、他方は第２導波体５５２
とＩＣタグ３０３とを繋ぐ伝播路Ｌ２上に設けられた第２反射板５５４である。第１反射
板５５３によって、第１導波体５５１から放射された電波が第２導波体５５２に導かれる
とともに、第２導波体５５２から放射された電波が第１導波体５５１に導かれる。また、
第２反射板５５４によって、第２導波体５５２から放射された電波がＩＣタグ３０３に導
かれるとともに、ＩＣタグ３０３から放射された電波が第２導波体５５２に導かれる。
【０２７８】
　ここで、第１導波体５５１は、遊技盤３０においてアウト口３６を構成するようにして
設けられている。この第１導波体５５１の構成について図３６及び図３７を用いて詳細に
説明する。図３６及び図３７はパチンコ機１０における第１導波体５５１周辺の縦断面図
である。
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【０２７９】
　図３６に示すように、第１導波体５５１は鉄や銅等により成形された導波管５６１を有
している。導波管５６１は、断面略矩形状となっており、遊技球が通過可能な開口幅を有
する。また、導波管５６１はその長さ寸法が遊技盤３０の厚み寸法よりも大きくなってお
り、その一方の端部にはフランジ５６２が一体形成されている。そして、遊技盤３０の盤
面３０ａにフランジ５６２を当接させてネジ止めすることで、導波管５６１が遊技盤３０
を貫通し後方に突出した状態で固定されている。この場合、導波管５６１の奥側端部は、
本体枠１２の背面に形成された下側排出通路２１８よりも後方に突出している。
【０２８０】
　導波管５６１は、その底部５６３が奥側に向けて下り傾斜となるように遊技盤３０に対
して設置されている。底部５６３には、前後方向の途中位置に遊技球１個分よりも若干大
きい孔部５６４が形成されており、当該孔部５６４は本体枠１２の背面に形成された下側
排出通路２１８に繋がっている。また、導波管５６１における孔部５６４が形成された位
置よりも奥側は、誘電体５６５により埋められている（誘電体５６５が充填されている）
。誘電体５６５を構成する材料としては、ポリエチレン、ポリスチレン、アクリル樹脂な
どといった合成樹脂（樹脂体）が挙げられる。また、合成樹脂だけでなく、セラミックや
マイカなどが挙げられる。
【０２８１】
　以上の構成であることにより、第１導波体５５１は手前側及び下側に開口した形状をな
し、アウト口３６を構成している。また、誘電体５６５によってアウト口３６の奥側の規
制壁が構成されている。そして、図３７（ａ）に示すように、遊技領域Ｓを流下しアウト
口３６に入った遊技球は導波管５６１内を奥側に進み、誘電体５６５の手前側端面５６５
ａに当たることで孔部５６４を介して下側排出通路２１８へ導出される。
【０２８２】
　次に、当該第１導波体５５１を備えた伝播路Ｌ２における電波の伝播について説明する
。ＩＣタグ３０３からＩＤ情報の読み取りを行う際は、前扉枠１３のガラス１３７におけ
るアウト口３６と対峙した位置付近にてリーダ装置５６９から呼出波を発信させる。その
発信された呼出波は、図３７（ｂ）に示すように、ガラス１３７を透過し第１導波体５５
１に到達する。第１導波体５５１に導入された呼出波は、導波管５６１の内壁にて反射し
、さらに誘電体５６５を透過することで、第１導波体５５１の奥側端面５６７から放射さ
れる。
【０２８３】
　第１導波体５５１から放射された呼出波は、第１反射板５５３にて反射することで第２
導波体５５２に導かれる。第２導波体５５２は鉄や銅等の導波管により構成されており、
図３５に示すように、第２導波体５５２に到達した呼出波は導波管にて反射することで第
２反射板５５４側の端部から放射される。そして、この放射された呼出波は第２反射板５
５４にて反射することでＩＣタグ３０３に到達する。ＩＣタグ３０３では、上記第１の実
施の形態にて説明したとおり、呼出波を受信することにより、ＩＤ情報を含んだ応答波を
発信する。この発信された応答波は呼出波の伝播した経路を反対方向に伝播し、リーダ装
置５６９にて受信される。これにより、パチンコ機１０の背面側に設けられたＩＣタグ３
０３のＩＤ情報をパチンコ機１０の前面側にて読み取ることができる。
【０２８４】
　以上詳述した第２の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２８５】
　アウト口３６を構成するようにして第１導波体５５１を設けた。かかる構成とすること
により、アウト口３６は、一般入賞口３１、可変入賞装置３２、及び作動口３３のいずれ
にも入球しなかった遊技球を下側排出通路２１８に排出する機能だけでなく、ＩＣタグ３
０３のアンテナ部３０６から発信された電波をパチンコ機１０の前面側に導くための導波
管としての機能を有する。これにより、遊技領域Ｓを縮小させたり、新たなルータ加工を
行ったりすることなく、遊技盤３０を貫通する既存の構成を利用して伝播路Ｌ２を設ける
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ことができる。
【０２８６】
　また、パチンコ機１０は遊技球が遊技領域Ｓを流下する際のランダムな変化を視認させ
て楽しませることを遊技の特徴としているため、遊技領域Ｓはパチンコ機１０の前方から
視認可能とするのが一般的であり、遊技領域Ｓと前扉枠１３のガラス１３７との間に何ら
かの金属製の部材が介在することはない。この場合に、上記のとおり遊技領域Ｓに設けら
れたアウト口３６を構成するようにして第１導波体５５１を設けることで、リーダ装置５
６９からの呼出波及び第１導波体５５１から放射されるＩＣタグ３０３の応答波がリーダ
装置５６９と第１導波体５５１との間にて遮断されることはなく、パチンコ機１０の前面
側にてＩＣタグ３０３のＩＤ情報を読み取ることができる。
【０２８７】
　また、遊技領域Ｓに設けられた複数ある入球部（一般入賞口３１、可変入賞装置３２、
作動口３３）のうちアウト口３６を構成するようにして第１導波体５５１を設けたことに
より、他の入球部に対して第１導波体５５１を設ける構成に比べ、第１導波体５５１の構
成を簡素なものとしつつ上記効果を得ることができる。
【０２８８】
　また、アウト口３６は他のいずれの入球部にも入球しなかった遊技球を遊技領域Ｓから
排出する機能を有するため、アウト口３６に入球した遊技球を検出する必要はなく、球検
出センサ等を取り付ける必要がない。球検出センサ等が取り付けられていると、リーダ装
置５６９からの呼出波やＩＣタグ３０３からの応答波がノイズとなり、球検出センサが誤
作動するおそれがある。これに対して、他の入球部ではなくアウト口３６を構成するよう
にしてリーダ装置５６９を設けたことにより、かかる不都合の発生を防止することができ
る。
【０２８９】
　第１導波体５５１の奥側端部が本体枠１２の背面に形成された下側排出通路２１８より
も後方となるように第１導波体５５１を設けた。これにより、第１導波体５５１の奥側端
部をＩＣタグ３０３側に極力近づけることが可能となる。この場合に、第１導波体５５１
を構成する導波管５６１の内側領域における孔部５６４よりも奥側には誘電体５６５を設
けた。これにより、導波管５６１内を通る遊技球は誘電体５６５の手前側端面５６５ａに
当たることでそれ以上奥側に進むことはない。よって、導波管５６１内を通る遊技球を下
側排出通路２１８へ確実に導出することができる。なお、導波管５６１の内側領域に設け
たのは誘電体５６５であるため、第１導波体５５１内における電波の伝播が阻害されるこ
とはない。
【０２９０】
　また、導波管５６１の内側領域における孔部５６４よりも奥側を誘電体５６５により埋
めたため、第１導波体５５１が電波の伝播方向に貫通していない。第１導波体５５１が電
波の伝播方向に貫通した構成においては、第１導波体５６１を介して不正用冶具をパチン
コ機１０奥側へ挿入する行為が想定される。特に、第１導波体５５１は主制御装置２７１
に向けて延びるため、第１導波体５５１を介して不正用冶具を主制御装置２７１に向けて
挿入されるおそれがある。これに対して、本構成によれば第１導波体５５１が電波の伝播
方向に貫通していないため、上記不正行為を抑制することができる。
【０２９１】
　なお、本第２の実施の形態は、上記第１の実施の形態における特徴的な構成と同一又は
類似した構成を備えており、かかる構成に基づく効果は本第２の実施の形態においても同
様に奏する。
【０２９２】
　（第３の実施の形態）
　本実施の形態では、上記第２の実施の形態とほぼ同様の構成の伝播路を備えている。す
なわち、伝播路は、複数の導波体と、複数の反射板とを用いて構成されている。但し、上
記第２の実施の形態においては第１導波体がアウト口３６を構成するようにして設けられ
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ていたが、本実施の形態においては第１導波体が遊技盤３０に設けられた可変入賞装置５
７１を構成するようにして設けられている。そこで、この可変入賞装置５７１の構成につ
いて図３８及び図３９を用いて詳細に説明する。図３８及び図３９はパチンコ機１０にお
ける可変入賞装置５７１周辺の縦断面図である。
【０２９３】
　図３８に示すように、可変入賞装置５７１は、鉄や銅等により成形された金属製ベース
５７２を有している。金属製ベース５７２は、前後方向に延びる管状に形成されており、
断面は横長矩形状となっている。金属製ベース５７２の開口幅は遊技球が通過可能な大き
さとなっている。また、金属製ベース５７２はその長さ寸法が遊技盤３０の厚み寸法より
も大きくなっており、その一方の端部にはフランジ５７３が一体形成されている。そして
、遊技盤３０の盤面３０ａにフランジ５７３を当接させてネジ止めすることで、金属製ベ
ース５７２が遊技盤３０を貫通し後方に突出した状態で固定されている。この場合、金属
製ベース５７２の奥側端部は、遊技盤３０の背面に形成された上側排出通路２１６よりも
後方に突出している。
【０２９４】
　金属製ベース５７２の手前側開口５７４は大入賞口を構成し、当該手前側開口５７４に
対してはシャッタ５７５が取り付けられている。シャッタ５７５はポリスチレン等の合成
樹脂製であり、金属製ベース５７２の手前側開口５７４と略同一の形状及び大きさを有し
ている。また、シャッタ５７５は図示しない駆動機構に連結されており、当該駆動機構に
より駆動されて金属製ベース５７２の手前側開口５７４を開閉する。なお、符号５７６は
装飾部材であり、装飾部材５７６は合成樹脂により成形されている。
【０２９５】
　金属製ベース５７２の底部５７７は、奥側に向けて下り傾斜となるように形成されてい
る。底部５７７には、前後方向の途中位置に遊技球１個分よりも若干大きい孔部５７８が
形成されており、当該孔部５７８は遊技盤３０の背面に形成された上側排出通路２１６に
繋がっている。なお、孔部５７８には上側排出通路２１６へ導出される遊技球を検出する
カウントスイッチ２２３が設けられている。
【０２９６】
　金属製ベース５７２における孔部５７８が形成された位置よりも奥側は、誘電体５７９
により埋められている（誘電体５７９が充填されている）。誘電体５７９を構成する材料
としては、ポリエチレン、ポリスチレン、アクリル樹脂などといった合成樹脂（樹脂体）
が挙げられる。また、合成樹脂だけでなく、セラミックやマイカなどが挙げられる。
【０２９７】
　以上の構成であることにより、図３９（ａ）に示すように、シャッタ５７５が開放され
手前側開口５７４から可変入賞装置５７１に入球した遊技球は金属製ベース５７２内を奥
側に進み、誘電体５７９の手前側端面５７９ａに当たることで孔部５７８を介して上側排
出通路２１６へ導出される。つまり、金属製ベース５７２によって、大入賞口に入球した
遊技球を上側排出通路２１６へ導出する導出通路５８０が形成されており、誘電体５７９
は導出通路５８０の通路壁を構成している。なお、導出通路５８０を通過した遊技球はカ
ウントスイッチ２２３にて検出される。
【０２９８】
　次に、当該第１導波体（可変入賞装置５７１）を備えた伝播路における電波の伝播につ
いて説明する。ＩＣタグ３０３からＩＤ情報の読み取りを行う際は、前扉枠１３のガラス
１３７における可変入賞装置５７１と対峙した位置付近にてリーダ装置５８５から呼出波
を発信させる。その発信された呼出波は、図３９（ｂ）に示すように、ガラス１３７、装
飾部材５７６及びシャッタ５７５を透過し可変入賞装置５７１内に到達する。可変入賞装
置５７１内に導入された呼出波は、金属製ベース５７２の内壁にて反射し、さらに誘電体
５７９を透過することで、可変入賞装置５７１の奥側端面５８１から放射される。
【０２９９】
　可変入賞装置５７１から放射された呼出波は、上記第２の実施の形態と同様に、第１反



(43) JP 2008-17915 A 2008.1.31

10

20

30

40

50

射板、第２導波体、及び第２反射板によって導かれることでＩＣタグ３０３に到達する。
そして、ＩＣタグ３０３からはＩＤ情報を含んだ応答波が発信され、この発信された応答
波は呼出波の伝播した経路を反対方向に伝播し、リーダ装置５８５にて受信される。これ
により、パチンコ機１０の背面側に設けられたＩＣタグ３０３のＩＤ情報をパチンコ機１
０の前面側にて読み取ることができる。
【０３００】
　以上詳述した第３の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０３０１】
　可変入賞装置５７１の導出通路５８０を構成するようにして導波体を設けた。かかる構
成とすることにより、導出通路５８０は、大入賞口に入球した遊技球を上側排出通路２１
６へ導く機能だけでなく、ＩＣタグ３０３のアンテナ部３０６から発信された電波をパチ
ンコ機１０の前面側に導くための導波管としての機能を有する。これにより、遊技盤３０
を貫通する既存の構成を利用して伝播路を設けることができる。
【０３０２】
　また、遊技領域Ｓをパチンコ機１０の前方から視認可能とするために、遊技領域Ｓと前
扉枠１３のガラス１３７との間に何らかの部材が介在することはない。この場合に、上記
のとおり遊技領域Ｓに設けられた可変入賞装置５７１により導波体を形成することで、リ
ーダ装置５８５からの呼出波及び導波体から放射されるＩＣタグ３０３の応答波がリーダ
装置５８５と導波体との間にて遮断されることはなく、パチンコ機１０の前面側にてＩＣ
タグ３０３のＩＤ情報を読み取ることができる。
【０３０３】
　金属製ベース５７２の奥側端部が遊技盤３０の背面に形成された上側排出通路２１６よ
りも後方となるように金属製ベース５７２を設けた。これにより、金属製ベース５７２の
奥側端部をＩＣタグ３０３側に極力近づけることが可能となる。この場合に、金属製ベー
ス５７２の内側領域における孔部５７８よりも奥側に誘電体５７９を設けた。これにより
、金属製ベース５７２内を通る遊技球は誘電体５７９の手前側端面５７９ａに当たること
でそれ以上奥側に進むことはない。よって、金属製ベース５７２内を通る遊技球を下側排
出通路２１８へ確実に導出することができる。なお、金属製ベース５７２の内側領域に設
けたのは誘電体５７９であるため、可変入賞装置５７１内における電波の伝播が阻害され
ることはない。
【０３０４】
　また、金属製ベース５７２の内側領域における孔部５７８よりも奥側を誘電体５７９に
より埋めたため、可変入賞装置５７１が電波の伝播方向に貫通していない。可変入賞装置
５７１が電波の伝播方向に貫通した構成においては、可変入賞装置５７１を介して不正用
冶具をパチンコ機１０奥側へ挿入する行為が想定される。特に、可変入賞装置５７１は主
制御装置２７１に向けて延びるため、可変入賞装置５７１を介して不正用冶具を主制御装
置２７１に向けて挿入されるおそれがある。これに対して、本構成によれば可変入賞装置
５７１が電波の伝播方向に貫通していないため、上記不正行為を抑制することができる。
【０３０５】
　なお、本第３の実施の形態は、上記第１の実施の形態における特徴的な構成と同一又は
類似した構成を備えており、かかる構成に基づく効果は本第３の実施の形態においても同
様に奏する。
【０３０６】
　（第４の実施の形態）
　以下、スロットマシンに関する第４の実施の形態を、図面に基づいて説明する。図４０
はスロットマシン５９０の正面図、図４１はスロットマシン５９０の前面扉５９１を開い
た状態の斜視図、図４２は筐体５９２の正面図である。
【０３０７】
　スロットマシン５９０の筐体５９２は、木製の板材を組み合わせることで、前方に開放
した箱状に形成されている。筐体５９２の前面側には、前面扉５９１が開閉可能に取り付
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けられている。前面扉５９１の上寄りには合成樹脂製の遊技パネル５９３が設けられてい
る。遊技パネル５９３は上下に区画されており、下側領域５９４には縦長の３つの表示窓
５９５Ｌ，５９５Ｍ，５９５Ｒが横並びとなるように形成されている。各表示窓５９５Ｌ
，５９５Ｍ，５９５Ｒを通じて筐体５９２の内部に設けられたリールユニット５９６によ
る図柄の可変表示が視認可能となっている。なお、遊技パネル５９３の上側領域５９７に
は遊技者に各種情報を与える補助表示部５９８が設けられている。
【０３０８】
　リールユニット５９６は、円筒状にそれぞれ形成された複数のリール５９９Ｌ，５９９
Ｍ，５９９Ｒを備えている。これら各リール５９９Ｌ，５９９Ｍ，５９９Ｒは、各表示窓
５９５Ｌ，５９５Ｍ，５９５Ｒに１対１で対応している。各リール５９９Ｌ，５９９Ｍ，
５９９Ｒは、その中心軸線が当該リールの回転軸線となるように回転可能に支持されてお
り、各リール５９９Ｌ，５９９Ｍ，５９９Ｒの外周面には複数の図柄が回転方向に付され
ている。また、各リール５９９Ｌ，５９９Ｍ，５９９Ｒは、それぞれ図示しないステッピ
ングモータに連結されており、ステッピングモータの駆動により各リール５９９Ｌ，５９
９Ｍ，５９９Ｒが個別に回転する。各リール５９９Ｌ，５９９Ｍ，５９９Ｒが回転するこ
とにより、上述した図柄の可変表示が実行される。
【０３０９】
　遊技パネル５９３の下方左側には、各リール５９９Ｌ，５９９Ｍ，５９９Ｒを一斉に回
転開始させるために操作されるスタートレバー６００が設けられている。また、スタート
レバー６００の右側には、回転している各リール５９９Ｌ，５９９Ｍ，５９９Ｒを個別に
停止させるために操作されるストップスイッチ６０１Ｌ，６０１Ｍ，６０１Ｒが設けられ
ている。また、スタートレバー６００とストップスイッチ６０１Ｌ，６０１Ｍ，６０１Ｒ
との間には、投資価値としてのクレジットされた仮想メダルを一度に３枚投入するための
マックスベットスイッチ６０２が設けられている。また、表示窓５９５Ｌ，５９５Ｍ，５
９５Ｒの下方右側には、投資価値としてのメダルを投入するためのメダル投入口６０３が
設けられている。
【０３１０】
　メダル投入口６０３から投入されたメダルは、前面扉５９１の背面に設けられたセレク
タ６０４によって貯留用通路６０５か排出用通路６０６のいずれかへ導かれる。貯留用通
路６０５に導かれたメダルは、メダルを遊技者に払い出すためのホッパ装置６０７へと導
かれる。一方、排出用通路６０６に導かれたメダルは、前面扉５９１の前面下部に設けら
れたメダル受け皿６０８へと導かれ、遊技者に返還される。
【０３１１】
　筐体５９２の内部においてリールユニット５９６の上方には、主制御装置６１０が設け
られている。主制御装置６１０は、主たる制御を司るＣＰＵ等を含む主基板を具備してお
り、主基板が基板ボックス６１１に収容されて構成されている。基板ボックス６１１は、
ボックスベースとボックスカバーとを備えている。これらボックスベースとボックスカバ
ーとは封印ユニット６１２によって開封不能に連結されている。また、基板ボックス６１
１には、ボックスベースとボックスカバーとを跨ぐようにして封印シール６１３が貼り付
けられている。
【０３１２】
　封印シール６１３は上記第１の実施の形態における封印シール３００と同様にＩＣタグ
６１４を備えている。そして、このＩＣタグ６１４に格納されたＩＤ情報を読み取ること
で主制御装置６１０に対する不正行為の有無が確認される。この場合、かかるＩＤ情報の
読み取りをスロットマシン５９０の前面側にて行えるように電波の伝播路が設けられてい
る。そこで、以下にかかる伝播路の構成について説明する。
【０３１３】
　伝播路は、導波体６１６を用いて構成されている。導波体６１６は、鉄や銅等により真
直ぐ延びる円管状に形成された導波管６１７と、当該導波管６１７の管内全体を埋めるよ
うにして設けられた誘電体６１８（当該導波管６７１の管内全体に充填させて設けられた
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誘電体６１８）とから構成されている。誘電体６１８を構成する材料としては、ポリエチ
レン、ポリスチレン、アクリル樹脂などといった合成樹脂（樹脂体）が挙げられる。また
、合成樹脂だけでなく、セラミックやマイカなどが挙げられる。
【０３１４】
　導波体６１６は、図４１に示すように、遊技パネル５９３の背面における主制御装置６
１０のＩＣタグ６１４と対峙する位置にネジ止めされており、その遊技パネル５９３の背
面からＩＣタグ６１４に向けて延びている。この場合、導波体６１６とＩＣタグ６１４と
は前後（スロットマシン５９０の厚み方向）に並んでおり、その間には何ら部材が介在し
ていない。
【０３１５】
　以上のように、伝播路が形成されていることにより、遊技パネル５９３の上側領域５９
７における導波体６１６が設けられた位置にリーダ装置を近づけ呼出波を発信させると、
その呼出波がＩＣタグ６１４に導かれる。詳細には、リーダ装置から呼出波を発信させる
と、その呼出波は合成樹脂製の遊技パネル５９３を透過し、導波体６１６に到達する。導
波体６１６に導入された呼出波は、導波体６１６の内壁にて反射することで導波体６１６
の奥側端部から放射されＩＣタグ６１４に到達する。そして、ＩＣタグ６１４からＩＤ情
報を含んだ応答波が発信され、この発信された応答波は呼出波の伝播した経路を反対方向
に伝播し、リーダ装置にて受信される。これにより、スロットマシン５９０の内部に設け
られたＩＣタグ６１４のＩＤ情報をスロットマシン５９０の前面側にて読み取ることがで
きる。
【０３１６】
　以上詳述した第４の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０３１７】
　主制御装置６１０にＩＤ情報が記憶されたＩＣタグ６１４を取り付けたことにより、そ
のＩＤ情報の読み取りを行うことで不正な制御装置への交換等といった不正行為が行われ
たか否かを確認することができる。この場合に、ＩＣタグ６１４はＩＤ情報を電波として
発信する。また、前面扉５９１とＩＣタグ６１４との間には導波体６１６を設け、スロッ
トマシン５９０の前面側にてリーダ装置から発信された呼出波をＩＣタグ６１４に導くよ
うにするとともに、ＩＣタグ６１４からの応答波をスロットマシン５９０の前面側に導く
ようにした。これにより、前面扉５９１を開放させて主制御装置６１０を露出させなくて
も、スロットマシン５９０の前面側にてＩＣタグ６１４のＩＤ情報を読み取ることができ
る。よって、ＩＤ情報の読み取りに基づいた不正行為の確認を良好に行うことができる。
【０３１８】
　また、導波体６１６を構成する導波管６１７の内側領域を誘電体６１８により埋めた。
これにより、導波体６１６が電波の伝播方向に貫通していない。導波体６１６が電波の伝
播方向に貫通した構成においては、導波体６１６を介して不正用冶具をスロットマシン５
９０の奥側へ挿入する行為が想定される。特に、導波体６１６は主制御装置６１０に向け
て延びるため、導波体６１６を介して不正用冶具を主制御装置６１０に向けて挿入される
おそれがある。これに対して、本構成によれば、導波体６１６が電波の伝播方向に貫通し
ていないため、上記不正行為を抑制することができる。なお、導波管６１７の内側領域を
誘電体６１８により埋めたため、導波体６１６内における電波の伝播が阻害されることは
ない。
【０３１９】
　（他の実施の形態）
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。
【０３２０】
　（１）上記第１の実施の形態における伝播路（又は、導波体）の変形例を図４３（ａ）
，（ｂ）、及び図４４（ａ），（ｂ）に示す。図４３（ａ），（ｂ）、及び図４４（ａ）
，（ｂ）は伝播路を説明するためのパチンコ機１０の横断面図である。
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【０３２１】
　図４３（ａ）の変形例では、上記第１の実施の形態と同様に、導波体６３１に誘電体６
３２が設けられている。但し、上記第１の実施の形態と異なり、誘電体６３２は導波管６
３３の管内全体を埋めるようにして設けられているのではなく、導波管６３３の手前側部
分を塞ぐようにして設けられている。このように誘電体６３２を設けることで、導波体６
３１内を伝播する電波の減衰を極力抑えつつ、導波体６３１を介した不正用冶具の挿入を
抑制することができる。
【０３２２】
　なお、本構成のように導波管６３３内をその一部において塞ぐようにして誘電体６３２
を設ける構成においては、導波管６３３の前後方向の途中位置や導波管６３３の奥側部分
を塞ぐようにして誘電体６３２を設けたとしても、同様の効果を得ることができる。
【０３２３】
　図４３（ｂ）の変形例では、導波体６３５が曲げて成形されており、導波体６３５は前
後方向に延びる第１導波部６３６と左右方向に延びる第２導波部６３７とからなる。第１
導波部６３６は遊技盤３０を貫通しており、第２導波部６３７は第１導波部６３６の奥側
端部から横方に延びている。第２導波部６３７の側方には第２導波部６３７から放射され
た電波をＩＣタグ３０３に向けて反射する反射板６３８が設けられている。この場合、リ
ーダ装置６３９から発信された呼出波は、導波体６３５内を伝播し反射板６３８にて反射
されることでＩＣタグ３０３に到達する。かかる構成とすることにより、上記第１の実施
の形態よりも反射板の数が少なくなるので伝播路の構成の簡素化を図ることができる。
【０３２４】
　なお、第２導波部６３７を反射板６３８の位置まで延出させて形成し、さらにその延出
させた位置からＩＣタグ３０３に向けて延びる第３導波部を一体形成する構成としてもよ
い。この場合、リーダ装置６３９から発信された呼出波は、導波体６３５内を伝播し第３
導波部から放射されることでＩＣタグ３０３に到達する。かかる構成においては、反射板
を設ける必要はなく一の導波体のみを用いて伝播路が形成されるので、伝播路の構成のさ
らなる簡素化を図ることができる。
【０３２５】
　図４４（ａ）の変形例では、遊技機前面部におけるＩＤ情報の読取エリアとＩＣタグ３
０３とが前後方向に並ぶよう構成されている。つまり、主制御装置２７１の配置位置が上
記第１の実施の形態と異なっており、主制御装置２７１はＩＣタグ３０３が小窓１０７の
後方に位置するようにして配置されている。また、上記第１の実施の形態では小窓１０７
と主制御装置２７１との間には音声ランプ制御装置２７２が設けられていたが、本構成に
おいてはその位置に当該音声ランプ制御装置２７２が設けられていない。
【０３２６】
　かかる構成において、小窓１０７とＩＣタグ３０３を直線的に結ぶようにして、前後方
向に直線的に延びる導波体６４１が設置されている。この場合、リーダ装置６４２から発
信された呼出波は、導波体６４１内を伝播し放射されることでＩＣタグ３０３に到達する
。本構成においては、反射板を設ける必要はなく一の導波体のみを用いて伝播路が形成さ
れるので、伝播路の構成の簡素化を図ることができる。また、導波体を曲げ形成する必要
がないので、導波体の構成の簡素化を図ることができるとともに、導波体内における電波
の伝播を良好なものとすることができる。さらには、伝播路の長さを極力短くすることが
できるため、リーダ装置６４２からの呼出波及びＩＣタグ３０３からの応答波の減衰が極
力抑えられ、パチンコ機１０の前面におけるＩＤ情報の読み取りを良好に行うことができ
る。
【０３２７】
　また、上記構成において、導波体６４１を構成する導波管６４２の内側領域はその全体
が誘電体６４３により埋められている。小窓１０７とＩＣタグ３０３とを直線的に結ぶよ
うにして導波体６４１を設置した構成において導波管６４２の内部が電波の伝播方向に貫
通している構成を想定すると、パチンコ機１０の前面側から導波管６４２内に不正用冶具
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を挿入することで、当該不正用冶具を主制御装置２７１の位置まで容易に差し入れること
ができてしまうと考えられる。これに対して、上記のとおり導波管の内部が電波の伝播方
向に貫通していないため、かかる不正行為を抑制することができる。
【０３２８】
　なお、本構成を上記第２の実施の形態又は上記第３の実施の形態に対して適用してもよ
い。つまり、上記第２の実施の形態においては、主制御装置２７１のＩＣタグ３０３がア
ウト口３６の後方に位置するよう構成する。また、上記第３の実施の形態においては、主
制御装置２７１のＩＣタグ３０３が可変入賞装置５７１の後方に位置するよう構成する。
【０３２９】
　図４４（ｂ）の変形例では、反射板が設けられておらず、伝播路が一の導波体６４５の
みを用いて形成されている。この場合、導波体６４５は、証紙用ベース５１からＩＣタグ
３０３に向けて斜め方向に延びており、導波体６４５の手前側端面６４６は証紙用ベース
５１の手前側板部５５と対峙し、導波体６４５の奥側端面６４７はＩＣタグ３０３と対峙
している。そして、リーダ装置６４８から発信された呼出波は導波体６４５内を伝播する
ことでＩＣタグ３０３に到達する。かかる構成とすることにより、反射板を設ける必要が
ないので伝播路の構成の簡素化を図ることができる。
【０３３０】
　また、上記構成において、導波体６４５を構成する導波管６４９の内側領域はその全体
が誘電体６５０により埋められている。小窓１０７とＩＣタグ３０３とを直線的に結ぶよ
うにして導波体６４５を設置した構成において導波管６４９の内部が電波の伝播方向に貫
通している構成を想定すると、パチンコ機１０の前面側から導波管６４９内に不正用冶具
を挿入することで、当該不正用冶具を主制御装置２７１の位置まで容易に差し入れること
ができてしまうと考えられる。これに対して、上記のとおり導波管の内部が電波の伝播方
向に貫通していないため、かかる不正行為を抑制することができる。
【０３３１】
　（２）主制御装置２７１だけでなく払出制御装置３１１にもＩＣタグを設けるようにし
てもよい。払出制御装置３１１では遊技球の払い出しが制御されるため、主制御装置２７
１だけでなく払出制御装置３１１に対しても不正が行われることが想定され、払出制御装
置３１１に対してＩＣタグを設けることで当該払出制御装置３１１への不正の有無を容易
に確認することができる。
【０３３２】
　但し、本構成においては、不正行為の有無の確認作業に際して、主制御装置２７１のＩ
Ｃタグ（主側ＩＣタグ）と払出制御装置３１１のＩＣタグ（払出側ＩＣタグ）との両方か
らＩＤ情報を読み取る必要が生じ、ＩＤ情報の読み取り作業が煩雑となるおそれがある。
これに対して、主側ＩＣタグ及び払出側ＩＣタグからのＩＤ情報の読み取りを所定の一箇
所で行うようにすることで、読み取り作業の作業性を向上させることができると考えられ
る。そこで、かかる作業性向上に関する構成を図４５の概略図に示す。
【０３３３】
　図４５において、符号６５１は主側ＩＣタグであり、符号６５２は払出側ＩＣタグであ
る。この場合、前扉枠１３のガラス１３７と各ＩＣタグ６５１，６５２との間には、導波
体６５３が設けられている。導波体６５３は、ガラス１３７と各ＩＣタグ６５１，６５２
との間の途中位置にて二股に分岐しており、その一方の主側導波部６５４は主側ＩＣタグ
６５１に向けて延び、他方の払出側導波部６５５は払出側ＩＣタグ６５２に向けて延びて
いる。
【０３３４】
　本構成においては、リーダ装置６５６から合流導波部６５７に向けて発信された呼出波
は当該合流導波部６５７内を伝播し、主側導波部６５４及び払出側導波部６５５の両方に
導入される。主側導波部６５４に導入された呼出波は主側ＩＣタグ６５１に向けて放射さ
れ、払出側導波部６５５に導入された呼出波は払出側ＩＣタグ６５２に向けて放射される
。そして、主側ＩＣタグ６５１及び払出側ＩＣタグ６５２からの応答波は呼出波の伝播し



(48) JP 2008-17915 A 2008.1.31

10

20

30

40

50

た経路に対して反対方向に伝播し、合流導波部６５７を介してリーダ装置６５６にて読み
取られる。以上より、複数のＩＣタグ６５１，６５２が設けられた構成において所定の一
箇所で各ＩＤ情報の読み取りを行うことができ、ＩＤ情報の読み取り作業の作業性を向上
させることができる。
【０３３５】
　また、当該構成において、主側導波部６５４及び払出側導波部６５５の両方に対して導
波体６５３が電波の伝播方向に貫通しないように、導波体６５３を構成する導波管に誘電
体を充填する必要がある。例えば、合流導波部６５７の部分に誘電体を充填する構成や、
主側導波部６５４の部分及び払出側導波部６５５の部分の双方に誘電体を充填する構成が
考えられる。また、導波体６５３を構成する導波管の内側領域の全体に誘電体を充填する
構成が考えられる。これにより、導波体６５３を介して主制御装置２７１及び／又は払出
制御装置３１１に向けて不正用冶具を差し入れようとする不正行為を抑制することができ
る。
【０３３６】
　また、上記構成において、主側ＩＣタグ６５１と払出側ＩＣタグ６５２とを同一の共振
周波数に設定しておくことで、当該周波数の呼出波をリーダ装置６５６から発信すれば主
側ＩＣタグ６５１のＩＤ情報と払出側ＩＣタグ６５２のＩＤ情報とを同時に読み取ること
ができる。
【０３３７】
　さらに、各ＩＣタグ６５１，６５２の共振周波数を同一とした構成において主側導波部
６５４と払出側導波部６５５との各長さ寸法を異ならせることで、主側ＩＣタグ６５１か
らの応答波が合流導波部６５７を伝播するタイミングと払出側ＩＣタグ６５５からの応答
波が合流導波部６５７を伝播するタイミングとにずれが生じる。この場合、各応答波の干
渉が防止され、各応答波を確実に読み取ることができる。
【０３３８】
　また、主側ＩＣタグ６５１の共振周波数と払出側ＩＣタグ６５２の共振周波数とを異な
らせてもよい。この場合、各ＩＣタグ６５１，６５２から応答波が同時に発信されること
が防止され、リーダ装置６５６においては各応答波を個別に受信することができる。よっ
て、各応答波の干渉が防止され、各応答波を確実に読み取ることができる。
【０３３９】
　（３）一の導波体を途中位置にて二股に分岐させて形成することで、主側ＩＣタグのＩ
Ｄ情報と払出側ＩＣタグのＩＤ情報とを一箇所で読み取るようにするのではなく、主側Ｉ
Ｃタグ用の導波体と払出側ＩＣタグ用の導波体とを設け、それら各導波体におけるパチン
コ機１０前面側の端部を集約して配置するようにしてもよい。かかる構成であっても、複
数のＩＣタグが設けられた構成において所定の一箇所で各ＩＤ情報の読み取りを行うこと
ができ、ＩＤ情報の読み取り作業の作業性を向上させることができる。
【０３４０】
　（４）ＩＣタグを設ける対象は主制御装置２７１及び払出制御装置３１１に限定される
ことはなく、例えば、音声ランプ制御装置２７２、電源及び発射制御装置３１３、又は払
出装置３５８にＩＣタグを設けてもよい。これらの装置２７２，３１３，３５８を不正な
装置に交換することが想定されるため、ＩＣタグを設けることで不正な装置への交換が行
われた場合にはそれを容易に発見することができる。特に、払出装置３５８は遊技球の払
い出しを実行する装置であるため、払出装置３５８を不正な装置に交換することで遊技球
の払い出しを不正に行わせようとする行為が想定され、この払出装置３５８に対してＩＣ
タグを設けることで不正な装置への交換を容易に発見することができ、遊技球の払い出し
を不正に行わせようとする行為を抑制することができる。
【０３４１】
　かかる場合、上記各装置２７２，３１３，３５８は主制御装置２７１と同様にパチンコ
機１０の背面側に設けられているため、上記各実施の形態のような伝播路を設け、パチン
コ機１０の前面側にてＩＣタグのＩＤ情報の読み取りを行えるようにすることで、ＩＤ情
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報の読み取り作業の作業性を向上させることができる。
【０３４２】
　（５）上記各実施の形態では、主制御装置にＩＣタグを取り付け、リーダ装置によりそ
のＩＣタグからＩＤ情報を読み取ることで主制御装置に対する不正行為の有無を確認する
ようにした。この場合に、不正行為の有無の確認作業としては、リーダ装置により各パチ
ンコ機１０から読み取ったＩＤ情報を遊技ホールの管理コンピュータにおいて収集して確
認する構成が考えられる。かかる確認作業の構成を、上記第１の実施の形態におけるパチ
ンコ機１０が多数設置された遊技ホールＨを例にとって図４６の概略図を用いて説明する
。
【０３４３】
　図４６において、遊技ホールＨに設置された各パチンコ機１０には各々、前述したとお
り主制御装置２７１にＩＣタグ３０３が取り付けられている。リーダ装置３４６は、ハン
ディタイプのリーダであり、ＩＣタグ３０３から非接触の状態でＩＤ情報の読み取りが可
能となっている。この場合、上記第１の実施の形態にて説明したように各パチンコ機１０
には伝播路Ｌ１が設けられていることにより、パチンコ機１０の前面部に形成された小窓
１０７の位置にてＩＣタグ３０３のＩＤ情報を読み取ることができる。
【０３４４】
　また、管理コンピュータ６６１は、パチンコ機１０の管理プログラムを有する電子演算
装置であり、リーダ装置３４６に接続されることで同リーダ装置３４６の読み取り情報を
読み込むことができるようになっている。図４６中、符号６６２は、遊技ゲーム数や大当
たり回数などを表示するためのデータカウンタであり、同データカウンタ６６２には、遊
技ホールＨにおいてパチンコ機１０ごとの台番号が付されている。
【０３４５】
　以上の構成において、リーダ装置３４６により各パチンコ機１０のＩＣタグ３０３から
ＩＤ情報を読み取ると、その読み取り結果は管理コンピュータ６６１において入力されて
収集される。この場合に、リーダ装置３４６からはＩＤ情報とともにそのＩＤ情報の出力
元のパチンコ機１０を特定する固有情報（台番号等）が合わせて出力される。つまり、リ
ーダ装置３４６を操作する作業者はＩＤ情報の読み取りを開始する際にその読み取りを開
始するパチンコ機１０の固有情報をリーダ装置３４６に入力し、その入力した固有情報は
読み取ったＩＤ情報とともに管理コンピュータ６６１に出力される。
【０３４６】
　管理コンピュータ６６１には、パチンコ機１０の固有情報と対応づけて管理用のＩＤ情
報が登録された管理データが記憶されている。そして、管理コンピュータ６６１では、入
力した固有情報に基づいて管理用のＩＤ情報を読み出し、その管理用のＩＤ情報と入力し
たＩＤ情報とを比較し、その比較結果を記憶するとともに、その比較結果を管理コンピュ
ータ６６１に備え付けられた表示装置にて表示する。これにより、主制御装置２７１に対
する不正行為として、主制御装置２７１の不正な装置への交換や、基板ボックス２７３を
開封して行う不正な制御基板又は不正なチップへの交換などを行った後に、ＩＤ情報を発
信可能な不正なＩＣタグを取り付ける不正行為が行われたとしても、それを発見すること
が可能となる。
【０３４７】
　また、リーダ装置３４６から呼出波を発信したにも関わらず、所定時間経過しても当該
リーダ装置３４６にて応答波を受信しない場合には、その旨の情報を管理コンピュータ６
６１に出力するようにしてもよい。そして、管理コンピュータ６６１では、応答波を受信
しない旨をそのパチンコ機１０を特定した態様で記憶するとともに、表示装置にて表示す
る。これにより、主制御装置２７１の不正な装置への交換や、基板ボックス２７３を開封
して行う不正な制御基板又は不正なチップへの交換などを行った後に、不正なＩＣタグを
取り付けない不正行為が行われた場合には、それを発見することが可能となる。
【０３４８】
　さらに、上記（２）の構成のように主制御装置２７１以外にもＩＣタグを取り付けた構
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成においては、パチンコ機１０の納入時に、それら各ＩＣタグのＩＤ情報をそれぞれ対応
付けた管理データを管理コンピュータ６６１に予め記憶させておくようにしてもよい。こ
の場合、パチンコ機１０の納入後に１台のパチンコ機１０に設定された複数のＩＤ情報を
リーダ装置３４６にて読み取り、それら読み取ったＩＤ情報を管理コンピュータ６６１に
おいて比較することで、遊技ホールＨへのパチンコ機１０の搬送途中において主制御装置
２７１が不正品に差し替えられたとしてもそれを発見することが可能となる。なお、ＩＣ
タグを取り付ける対象は、主制御装置２７１や払出制御装置３１１に限定されることはな
く、他の制御装置であってもよく、また遊技盤３０や本体枠１２であってもよい。また、
遊技盤３０や本体枠１２などにはＩＣタグではなく、ＱＲコードが記載された証紙ラベル
を取り付け、そのＱＲコード情報と主制御装置２７１のＩＤ情報とを比較するようにして
もよい。
【０３４９】
　（６）上記第１の実施の形態において、遊技盤３０の証紙用ベース５１に貼り付けた証
紙ラベル５３にＩＣタグを埋め込んでもよい。これにより、遊技盤３０を不正な遊技盤に
交換された場合にはそれを容易に発見することができる。この場合に、上記第１の実施の
形態においては証紙用ベース５１に対して導波体３３０を設けたため、リーダ装置３４６
から証紙用ベース５１に向けて呼出波を発信させることにより、主制御装置２７１のＩＣ
タグ３０３のＩＤ情報と証紙ラベル５３のＩＣタグのＩＤ情報とを一括して読み取ること
ができる。特に、両ＩＣタグの共振周波数を同一とすることで、当該周波数の呼出波をリ
ーダ装置３４６から発信すれば両ＩＣタグのＩＤ情報を同時に読み取ることができる。
【０３５０】
　かかる構成において、上記（５）で説明したように、両ＩＣタグのＩＤ情報を遊技ホー
ルの管理コンピュータなどで対応付けて管理するようにしてもよい。これにより、主制御
装置２７１に対する不正行為として、主制御装置２７１の不正な装置への交換や、基板ボ
ックス２７３を開封して行う不正な制御基板又は不正なチップへの交換などを行った後に
、ＩＤ情報を発信可能な不正なＩＣタグを取り付ける不正行為が行われたとしても、それ
を発見することが可能となる。また、遊技ホールＨへのパチンコ機１０の搬送途中におい
て主制御装置２７１が不正品に差し替えられたとしてもそれを発見することが可能となる
。
【０３５１】
　（７）上記第１の実施の形態において、証紙用ベース５１を設けずに、導波体３３０の
手前側端面３３５に証紙ラベル５３を貼り付けるようにしてもよい。また、証紙用ベース
５１の手前側板部５５を遊技盤３０の盤面よりも手前側に張り出させるのではなく、手前
側板部５５の位置が遊技盤３０の盤面の位置となるようにしてもよく、また遊技盤３０の
盤面よりも奥側となるようにしてもよい。
【０３５２】
　（８）上記第１の実施の形態において、遊技盤３０における遊技領域Ｓの外側であって
証紙用ベース５１の奥側ではない領域を貫通するようにして導波体３３０を設けてもよい
。但し、本構成においては、リーダ装置３４６からの呼出波が導波体３３０に到達するよ
うに、及び導波体３３０から放射されるＩＣタグ３０３からの応答波がリーダ装置３４６
に到達するように、導波体３３０の手前側端面３３５と前扉枠１３の前面との間には金属
製の部材を設けないようにする必要がある。
【０３５３】
　（９）上記各実施の形態において、誘電体を導波管（上記第３の実施の形態においては
、金属製ベース５７２）に対してどのような方法で設けるかは任意である。つまり、誘電
体を溶融させてそれを導波管に対して流し込んで誘電体を設けてもよく、また誘電体を導
波管に対して嵌め込んでもよい。
【０３５４】
　（１０）上記第３の実施の形態では可変入賞装置５７１の導出通路５８０を構成するよ
うにして導波体を設けたが、一般入賞口３１や作動口３３の導出通路を構成するようにし
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て導波体を設けてもよい。これら一般入賞口３１や作動口３３も可変入賞装置５７１と同
様に遊技盤３０を貫通しているため、一般入賞口３１や作動口３３の導出通路を構成する
ようにして導波体を設けることで遊技盤３０の前後に電波を伝播させることができる。
【０３５５】
　（１１）上記第１の実施の形態において、導波体３３０に対してアース線３３３を接続
しないようにしてもよい。また、アース線を接続状態と非接続状態とに切り替える切替手
段を設けてもよい。この場合、必要に応じてアース線を接続状態としたり非接続状態とし
たりすることが可能となる。
【０３５６】
　（１２）上記第２～第３の各実施の形態において、導波体に対して上記第１の実施の形
態にて示したアース接続部３３１ａを設け、アース線を接続するようにしてもよい。また
、上記各実施の形態における各反射板にアース線を接続するようにしてもよい。
【０３５７】
　（１３）伝播路の曲がる方向は左右方向だけに限定されることはなく、上下方向に曲げ
て伝播路を形成してもよい。
【０３５８】
　（１４）上記各実施の形態では、ＩＣタグ３０３，６１４を有する封印シール３００，
６１３を、主制御装置２７１，６１０の基板ボックス２７３，６１１外面に貼り付ける構
成としたが、この構成を変更する。例えば、同基板ボックス２７３，６１１の内周面に貼
り付けても良い。また、基板ボックス２７３，６１１を構成する樹脂材にＩＣタグ３０３
，６１４を埋設しても良い。さらに、ＩＣタグ３０３，６１４を有するシール部材を基板
部材に直接貼り付けても良い。
【０３５９】
　（１５）上記各実施の形態では、ＩＣタグ３０３，６１４はリーダ装置からの呼出波を
受信することにより識別情報を応答波として発信する構成としたが、これに代えて、識別
情報を含んだ電波を常時発信するＩＣタグとしてもよい。
【０３６０】
　（１６）上記各実施の形態において導波管を金属により成形するのではなく、熱可塑性
プラスチックなどの合成樹脂により成形し、その管の内面に銅膜などの金属膜をメッキな
どによって形成するようにしてもよい。また、これと同様に反射板を形成してもよい。
【０３６１】
　（１７）上記各実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特
定領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域
に遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ
機、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも適用できる。また、パチンコ機とスロットマ
シンとが融合された遊技機に対して適用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０３６２】
【図１】第１の実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開又は分解して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機を構成する本体枠の前面構成を示す正面図である。
【図４】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図５】遊技球発射機構の構成を示す正面図である。
【図６】前扉枠の構成を示す背面図である。
【図７】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図８】パチンコ機の背面構成を主要部品毎に分解して示す分解斜視図である。
【図９】パチンコ機裏面における第１制御基板ユニット、第２制御基板ユニット及び裏パ
ックユニットの配置を示す模式図である。
【図１０】本体枠及び遊技盤の構成を示す背面図である。
【図１１】本体枠の背面構成を示す斜視図である。
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【図１２】遊技盤の背面構成を示す斜視図である。
【図１３】軸受け金具の構成を示す斜視図である。
【図１４】第１制御基板ユニットの構成を示す正面図である。
【図１５】第１制御基板ユニットの構成を示す斜視図である。
【図１６】第１制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図１７】主制御装置の斜視図である。
【図１８】主制御装置の分解斜視図である。
【図１９】基板ボックスを説明するための説明図である。
【図２０】主制御装置に貼り付けられた封印シール周辺を拡大して示す斜視図である。
【図２１】主制御装置の基板ボックスに形成された貼付板部の縦断面図である。
【図２２】封印シールの構成を示す断面図である。
【図２３】（ａ）は封印シールの構成を示す正面図、（ｂ）は封印シールの構成を示す背
面図である。
【図２４】封印シールの構成を示す背面図である。
【図２５】（ａ）は封印シール周辺を拡大して示す正面図、（ｂ）は封印シール周辺を拡
大して示す側面図、（ｃ）は封印シール周辺を拡大して示す背面図である。
【図２６】伝播路を説明するための遊技盤の斜視図である。
【図２７】伝播路を説明するための第１制御基板ユニットの斜視図である。
【図２８】伝播路を説明するためのパチンコ機の横断面図である。
【図２９】第２制御基板ユニットの構成を示す正面図である。
【図３０】第２制御基板ユニットの構成を示す斜視図である。
【図３１】第２制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図３２】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図３３】裏パックユニットの分解斜視図である。
【図３４】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図３５】第２の実施の形態における伝播路を説明するための概略図である。
【図３６】パチンコ機における第１導波体周辺の構成を説明するための縦断面図である。
【図３７】パチンコ機における第１導波体周辺の構成を説明するための縦断面図である。
【図３８】第３の実施の形態における可変入賞装置周辺の構成を説明するための縦断面図
である。
【図３９】可変入賞装置周辺の構成を説明するための縦断面図である。
【図４０】第４の実施の形態におけるスロットマシンの正面図である。
【図４１】スロットマシンの前面扉を開いた状態の斜視図である。
【図４２】筐体の正面図である。
【図４３】別の伝播路を説明するためのパチンコ機の横断面図である。
【図４４】別の伝播路を説明するためのパチンコ機の横断面図である。
【図４５】別の伝播路を説明するための概略図である。
【図４６】遊技ホールにおける不正監視の構成を説明するための概略図である。
【符号の説明】
【０３６３】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、１１…外枠、１２…本体枠、１３…前扉枠、１８…
操作手段としての遊技球発射ハンドル、３０…遊技盤、３０ａ…盤面、３１…一般入賞口
、３２…可変入賞装置、３３…作動口、３６…アウト口、３７…釘、５０…レールユニッ
ト、５１…証紙用ベース、５３…証紙ラベル、５５…証紙保持部としての手前側板部、１
０７…小窓、１３７…ガラス、１６０…球発射手段としての遊技球発射機構、２７１…主
制御装置、２７３…基板ボックス、２７８…主制御基板、３００…封印シール、３０１…
ベースシート、３０２…粘着層、３０３…電子タグとしてのＩＣタグ、３０５…ＩＣチッ
プ、３０６…アンテナ部、３１１…払出制御装置、３３０…導波体、３３１…導波管、３
３１ａ…アース手段を構成するアース接続部、３３２…誘電体、３３３…アース手段を構
成するアース線、３４１，３４２…反射板、３４６…リーダ装置、５５１，５５２…導波
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体、５５３，５５４…反射板、５６１…導波管、５６４…孔部、５６５…誘電体、５６９
…リーダ装置、５７１…可変入賞装置、５７２…金属製ベース、５７８…孔部、５７９…
誘電体、５８０…導出通路、５８５…リーダ装置、５９１…前面扉、５９６…遊技装置ユ
ニットとしてのリールユニット、６００…始動操作手段としてのスタートレバー、６０１
…停止操作手段としてのストップスイッチ、６１０…主制御装置、６１４…電子タグとし
てのＩＣタグ、６１６…導波体、６１７…導波管、６１８…誘電体、６５１…第１電子タ
グとしての主側ＩＣタグ、６５２…第２電子タグとしての払出側ＩＣタグ、６５３…導波
体、６５４…第１導波部としての主側導波部、６５５…第２導波部としての払出側導波部
、Ｌ１…伝播路、Ｌ２…伝播路、Ｓ…遊技領域。
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