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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機に設けられる回路基板を収納する基板収納ボックスにおいて、
　該基板収納ボックスは、取付用部材に対して一方向からスライド移動することにより遊
技機に関連する所定箇所に取り付けられるように前記取付用部材に形成される施錠用係合
部材を受け入れる逃げ開口が形成されると共に、前記スライド移動方向と逆方向のスライ
ド移動ができないように当該基板収納ボックスの内部で前記施錠用係合部材と係合する係
合鍵部材を有する施錠装置を設けたことを特徴とする遊技機の基板収納ボックス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、遊技機、例えば、パチンコ遊技機やスロットマシンに設けられる回路基板を
収納する基板収納ボックスに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、パチンコ遊技機やスロットマシンには、多くの回路基板が設けられている。特に
、遊技動作を制御する遊技制御回路基板には、マイクロコンピュータを構成するＭＰＵ、
ＲＯＭ、ＲＡＭ等の電子素子が多数実装されている。そして、遊技動作を制御するプログ
ラムが格納されるＲＯＭを交換することにより、多くの場合、異なる遊技内容を実現する
ことが可能である。しかし、このようなＲＯＭ交換は、当初の認められた遊技内容と異な
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るため、許可されておらず、これを防止するために、回路基板を収納する基板収納ボック
スに封印紙を貼付したり、あるいは、所定の部位を破壊しない限り被覆状態が解除できな
い構造の技術が提案されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、封印紙を貼付して不正行為を防止する基板収納ボックスにあっては、既
存の糊剥し液等を使用して封印紙を破損しないように剥して被覆状態を解除して不正行為
を行い、また、所定の部位を破壊しない限り被覆状態が解除できない構造の基板収納ボッ
クスにおいては、その所定の部位を巧妙に切断して被覆状態を解除して不正行為を行い、
その後、切断した所定の部位を接着剤等で接着して見た目には分からないように修復され
る可能性があるという欠点が考えられる。本発明は、上記した事情に鑑みなされたもので
、その目的とするところは、内部に収納される回路基板に対して不正な処理を施すことが
できない遊技機の基板収納ボックスを提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記した目的を達成するために、本発明が採用した手段を図面を参照して説明する。図
１、図２及び図４に示すように、遊技機に設けられる回路基板１００を収納する基板収納
ボックス６０において、該基板収納ボックス６０は、取付用部材１１０に対して一方向か
らスライド移動することにより遊技機に関連する所定箇所である機構板４１に取り付けら
れるように前記取付用部材１１０に形成される施錠用係合部材１１４を受け入れる逃げ開
口６９が形成されると共に、前記スライド移動方向と逆方向のスライド移動ができないよ
うに当該基板収納ボックス６０の内部で前記施錠用係合部材１１４の係合穴１１５と係合
する係合鍵部材９７を有するボックス着脱用施錠装置９４を設けて構成したものである。
このように構成することにより、鍵を使用しなければ、基板収納ボックス６０の遊技機の
機構板４１への取付状態を解除することができないので、回路基板１００を含む基板収納
ボックス６０全体を交換するという不正行為を確実に防止することができる。
【０００６】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。まず、図９及び図１０を
参照して、実施形態に係る遊技機の一例としてのパチンコ遊技機１の構成について説明す
る。図９は、パチンコ遊技機１の正面図であり、図１０は、パチンコ遊技機１の背面図で
ある。図９において、パチンコ遊技機１の額縁状に形成された前面枠２の開口には、扉保
持枠３が周設され、該扉保持枠３にガラス扉枠４と前面扉板５とが一側（左側）を軸とし
て開閉自在に設けられている。ガラス扉枠４の後方には、遊技盤１１が配置され、前面扉
板５の前面には、打球供給皿６が取り付けられている。この打球供給皿６は、払い出され
た景品玉を貯留し且つ打玉として発射位置に１個ずつ供給するものであり、その上流側の
内部空間に遊技に関連する効果音を発生するスピーカ７が内蔵されている。また、前記前
面枠２の下方には、打玉を発射する際に操作する操作ハンドル９と、前記打球供給皿６に
貯留し切れない余剰の景品玉を貯留する余剰玉受皿８とが設けられている。また、前面枠
２には、その上部前面に特定遊技状態となったことを報知する遊技効果ランプ装置１０が
設けられている。
【０００７】
　ところで、前記遊技盤１１の表面には、発射された打玉を誘導するための誘導レール１
２がほぼ円状に植立され、該誘導レール１２で区画された領域が遊技領域１３を構成して
いる。遊技領域１３のほぼ中央上部には、複数（３つ）の回転ドラム１５ａ～１５ｃを有
する可変表示装置１４が配置されている。この可変表示装置１４の回転ドラム１５ａ～１
５ｃは、独立したドラムモータ（図示しない）によって回転駆動され、その図柄停止位置
を検出するためにドラムセンサ（図示しない）が内蔵され、更に表示される図柄を照射装
飾するためのドラムランプ（図示しない）を内蔵している。
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【０００８】
　また、可変表示装置１４には、その上部に飾りＬＥＤ２０が設けられ、該飾りＬＥＤ２
０の下部に始動記憶ＬＥＤ２１が設けられている。飾りＬＥＤ２０は、０～９までの符号
のついた１０個のＬＥＤから構成され、後述する特定遊技状態となったときに所定のラン
ダム数から抽出される値に対応するＬＥＤが点灯するようになっている。そして、飾りＬ
ＥＤ２０は、特定遊技状態の発生に関連していずれか１つがランダムに点灯表示されるも
ので、遊技内容には直接関係しないが、遊技場が所定のサービス（例えば、特定遊技状態
で獲得した多量の景品玉を使用して継続して遊技を行うことを許可するサービス）を提供
する場合に使用できる。例えば、「７」の飾りＬＥＤ２０で点灯停止したときに所定のサ
ービスを提供するようにすれば良い。また、始動記憶ＬＥＤ２１は、後述する始動入賞口
２３に入賞した打玉のうち記憶したものを表示するものである。更に、可変表示装置１４
の両サイドには、回転ドラム１５ａ～１５ｃの縦横３つの図柄によって構成される５本の
当りラインを表示するライン表示ＬＥＤ２２が設けられている。本実施形態における当り
ラインは、図示するように、上段水平の当りライン１と、右下がり対角線の当りライン２
と、中断水平の当りライン３と、右上り対角線の当りライン４と、下段水平の当りライン
５と、があり、いずれかの当りライン上に所定の図柄（大当り図柄という場合がある）が
並んだときに大当りとなって特定遊技状態を生起せしめる。
【０００９】
　上記のように構成される可変表示装置１４の下方には、前記回転ドラム１５ａ～１５ｃ
の回転を許容する始動入賞口２３が設けられている。この始動入賞口２３に入賞した入賞
玉は、遊技盤１１の裏面に導かれて始動口スイッチ２４によって検出される。なお、始動
入賞口２３への入賞に基づく可変表示装置１４の回転は、所定回数（例えば、４回）記憶
され、その旨が可変表示装置１４に設けられる始動記憶ＬＥＤ２１によって表示されるよ
うになっている。
【００１０】
　前記可変表示装置１４の下方に入賞領域２６を有する可変入賞球装置２５が設けられて
いる。可変入賞球装置２５の入賞領域２６には、下端両サイドを軸支して、遊技盤１１面
に対して垂直方向に開閉自在とされる開閉板２７によって塞がれている。この開閉板２７
は、開閉板用ソレノイド２８によって開閉制御され、開成中には、遊技盤１１の表面を落
下する打玉を受止めて入賞領域２６に導き入賞玉とする。また、入賞領域２６の内部は、
３つに区画され、その中央に特定領域２９が形成され、その左右に通常領域が形成されて
いる。特定領域２９には、特定領域スイッチ３０が設けられ、また、通常入賞領域にも１
０カウントスイッチ３１ａ，３１ｂが設けられている。
【００１１】
　なお、入賞領域２６の後面壁には、その中央に打玉が特定領域２９に入賞して特定領域
スイッチ３０をＯＮしたときに、継続権が成立した旨を報知するＶ表示ＬＥＤ３２が設け
られ、その一側に特定遊技状態における開閉板２７の開放回数を表示する開成回数表示器
３３が設けられている。また、入賞領域２６の下方のには、特定領域スイッチ３０及び１
０カウントスイッチ３１ａ，３１ｂで検出された打玉数を表示する個数表示ＬＥＤ３４が
設けられている。更に、可変入賞球装置２５の取付基板７の左右部には、通常の入賞口（
符号なし）が一体的に形成され、入賞口の外側にアタッカーランプ３５が設けられている
。
【００１２】
　しかして、上記のように構成される可変入賞球装置２５は、以下のように作動する。即
ち、打玉がいずれかの始動入賞口２３に入賞して始動口スイッチ２４をＯＮさせると、可
変表示装置１４の回転ドラム１５ａ～１５ｃが回転を開始し、一定時間（例えば、５秒）
が経過すると、左側の回転ドラム１５ａから順次停止され、すべての回転ドラム１５ａ～
１５ｃの停止時の図柄の組み合せが大当り図柄の組合せとなったときに特定遊技状態とな
る。そして、この特定遊技状態においては、可変入賞球装置２５の開閉板２７が所定期間
（例えば、２０秒経過するまで、あるいは１０個の入賞玉が発生するまで）開放するよう
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に設定され、その開放している間遊技盤１１の表面を落下する打玉を受止めるようになっ
ている。そして、入賞領域２６内に設けられた特定領域２９に入賞すると、再度上記した
開放状態を繰り返し、特定領域２９に入賞玉が入賞する毎に継続権が成立して開放状態を
最高１６回繰り返すことができるようになっている。
【００１３】
　更に、遊技盤１１の表面には、前記可変表示装置１４の上部左右側方に風車ランプ３７
が設けられ、下部側方に入賞口（符号なし）が設けられている。また、前記風車ランプ３
７は、前記特定遊技状態時や始動入賞時等に点灯又は点滅してその旨を報知するものであ
り、同様な機能を有するものとして、遊技領域１３の左右にサイドランプ３６が設けられ
ている。また、遊技盤１１の表面の最下方には、上記したいずれの入賞領域にも入賞しな
かった打玉が遊技盤１１の後方に導かれるアウト口（図示しない）が設けられている。ま
た、誘導レール１２の外周に沿ってレール飾りランプ３８が設けられている。
【００１４】
　一方、パチンコ遊技機１の裏面構成においては、図１０に示すように、機構板４１が開
閉自在に設けられている。この機構板４１の中央には、窓開口４２が開設され、該窓開口
４２に対応する遊技盤１１の裏面には、入賞玉集合カバー体３９が設けられている。入賞
玉集合カバー体３９には、前記可変表示装置１４の後面突出部が貫通しており、その後面
突出部の裏面に可変表示装置１４の表示動作を制御するドラム表示制御回路基板を収納す
るドラム表示制御回路基板ボックス１９が設けられている。このドラム表示制御回路基板
ボックス１９に収納される回路基板には、前記ドラムモータ、ドラムランプ、ドラムセン
サ等からの配線がコネクタを介して接続される一方、後述する遊技制御回路基板１００及
び中継基板ボックス４０に収納される中継基板と接続される配線もコネクタ１９ｂを介し
て接続されるようになっている。
【００１５】
　また、入賞玉集合カバー体３９の裏面には、可変表示装置１４の一部の電気機器及び遊
技盤１１に設けられる電気機器（例えば、始動口スイッチ２４、ソレノイド２８、特定領
域スイッチ３０、１０カウントスイッチ３１ａ，３１ｂ、各種の表示器及びランプ等）か
らの配線がコネクタを介して接続される一方、遊技制御回路基板１００からの配線もコネ
クタ４０ｂを介して接続される中継基板を収納する中継基板ボックス４０も設けられてい
る。
【００１６】
　ところで、機構板４１には、周知のように発生した入賞玉に基づいて所定個数の景品玉
を払い出すための景品玉タンク４３、景品玉払出装置（詳細に図示しないが景品玉払出装
置ボックス４４内にセット化されて組み込まれている）、入賞玉処理装置（図示しない）
等の各種の機構が設けられるものであるが、更に、前記した遊技盤１１に設けられる可変
表示装置１４や可変入賞球装置２５等の遊技装置の遊技動作を制御する遊技制御回路基板
１００を収納する基板収納ボックス６０、景品玉払出装置の動作を制御する景品玉払出制
御基板を収納する景品玉払出制御基板ボックス４５、パチンコ遊技機１に隣接して設置さ
れるカードユニット４７とパチンコ遊技機１の各装置との配線を中継するユニット中継基
板が収納される中継基板ボックス４６、遊技制御回路基板１００に電源を供給するターミ
ナル基板を収納するターミナル基板ボックス５１も機構板４１の裏面に取り付けられてい
る。なお、機構板４１ではないが、パチンコ遊技機１の裏面には、遊技制御回路基板１０
０からの指令又はデータに基づいてパチンコ遊技機１の前面に設けられる電気的装飾部品
（ランプ等）の動作を制御する装飾制御基板ボックスを収納する装飾制御基板ボックス４
８、打球の発射動作を制御する発射制御基板４９を含む打球発射装置５０が取り付けられ
ている。
【００１７】
　上記した基板収納ボックス６０を除く各基板ボックス１９，４０，４４，４５，４６，
４８，５１には、ボックスのカバーを開閉するための開閉用施錠装置１９ａ，４０ａ，４
４ａ，４５ａ，４６ａ，４８ａ，５１ａが設けられており、所定の解除キー（図示しない
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）を差し込んで回動しなければ、収納される各基板の被覆状態を解除することができない
ようになっている。このように構成することにより、各基板への不正な目的を持った端子
の接続や電子部品の交換等の不正行為を確実に防止することができる。なお、図示におい
ては、各基板及び装置には、所定の配線を接続するためのコネクタ１９ｂ，４０ｂ，４４
ｂ，４５ｂ，４６ｂ，４７ｂ，４８ｂ，５１ｂが設けられており、特に、ターミナル基板
ボックス５１に収納されるターミナル基板は、遊技制御回路基板１００に電源を供給する
だけでなく、パチンコ遊技機１に設けられる各種電気的装置、例えば、上記した各基板及
び打球発射装置５０にも電源を供給すると共に、パチンコ遊技機１の内部での信号線の中
継、あるいはパチンコ遊技機１と外部との信号線の中継を行うための端子も設けられてい
る。また、各基板ボックス１９，４０，４４，４５，４６，４８，５１には、次に説明す
るボックス着脱用施錠装置９４と同様の施錠装置を設けて各基板ボックス１９，４０，４
４，４５，４６，４８，５１と機構板４１又はパチンコ遊技機１との脱着が行えるように
しても良い。
【００１８】
　次に、本実施形態の要部を構成する基板収納ボックス６０の構成について図１乃至図４
を参照して説明する。図１は、第１実施形態に係る基板収納ボックス６０の平面図であり
、図２は、図１のＡ－Ａ線に沿って切断した断面図であり、図３は、図１のＢ－Ｂ線に沿
って切断した断面図であり、図４は、基板収納ボックス６０の分解斜視図である。
【００１９】
　しかして、基板収納ボックス６０は、遊技制御回路基板１００を収納支持する箱体６１
と、該箱体６１の上面を閉塞するカバー体８０とが組付構成され、そのように組付構成さ
れた基板収納ボックス６０は、前記機構板４１の裏面に突設される取付ボス５２にビス５
３で止着される取付用部材としての取付台１１０に着脱自在に取り付け得るようになって
いる。以下、基板収納ボックス６０の各組付構成部品毎に説明する。
【００２０】
　まず、箱体６１は、上面が開放した直方体状に合成樹脂（金属でも良い）で形成され、
その側壁のほぼ全域に内部で発生する熱を放熱するための放熱孔６２が多数穿設されてい
る。また、箱体６１の底面には、比較的大きな長方形状の開口６３が開設され、該開口６
３の長手方向開口縁には、取付台１１０の後述する係合レール１１１に係合するＬ字状の
係合片６４が垂下形成されている。なお、箱体６１の底面は、図２に示すように、側壁の
下端よりもやや上方の位置に底上げ状態で形成されているため、垂下形成される上記係合
片６４は、箱体６１の側壁と同一平面状に位置することとなる。
【００２１】
　更に、箱体６１の底面には、その前方部中央に側壁に亘って切り欠けられた逃げ開口６
９が形成され、該逃げ開口６９の斜め前方に施錠用係止突起６８が突設され、その一側長
辺部左右に支持位置決め突起６５が突設され、その他側長辺部左右に止め突起６６が突設
されている。逃げ開口６９は、基板収納ボックス６０を取付台１１０に装着する際に取付
台１１０に形成される施錠用係合部材１１４を基板収納ボックス６０内に受け入れるため
のものである。また、施錠用係止突起６８は、カバー体８０を被覆したときにカバー体８
０に設けられるカバー開閉用施錠装置９０の係合鍵部９３と係合するものである。また、
支持位置決め突起６５は、遊技制御回路基板１００の一側長辺部両端をカバー体８０に設
けられる後述する押え部材８８と挟持して支持するものであり、止め突起６６は、遊技制
御回路基板１００の他側長辺部両端をビス１０９で止着支持するものである。なお、支持
位置決め突起６５及び止め突起６６については、後に詳述する。
【００２２】
　また、箱体６１の後方部（図１の下側）側壁内側の２カ所には、カバー体８０の一側を
回転自在に軸支する蝶番機構の一方の部材である軸受部材７０が固着されており、該軸受
部材７０の上部の軸受筒部７１が箱体６１の側壁上端から僅かに突出した状態となってい
る。この軸受筒部７１は、その中央にカバー体８０に固着される蝶番機構の他方の部材で
ある軸支部材８６の軸支筒部８７が嵌挿されて軸支ピン７２が一側側方から挿入され他側
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をＥリング７３で止着することにより、カバー体８０の一側を箱体６１に開閉自在に軸支
するものである。
【００２３】
　更に、箱体６１の長手方向の他側辺側壁は、高さが低く形成された配線引き出し凹部７
４となっており、また、箱体６１の底面開口６３の両側部には、複数の楕円形状の開口６
７が開設されている。開口６７は、図２に示すように、次に説明する透明板７５によって
閉塞されてしまうので、放熱孔としての機能を有さないが、箱体６１を形成する原材料の
軽減に寄与するものである。
【００２４】
　また、箱体６１の前記開口６３を閉塞するために透明板７５が箱体６１の内側から底面
に当接して設けられる。このため、透明板７５の四隅には、間隔保持筒部７８が上面に形
成され、この間隔保持筒部７８が図２に示すように、前記支持位置決め突起６５及び止め
突起６６を貫通して所定の位置に保持され、また、間隔保持筒部７８の上面に遊技制御回
路基板１００の下面が当接して透明板７５と遊技制御回路基板１００との間隔を保持して
いる。しかして、箱体６１の底面を透明板７５で閉塞することにより、遊技制御回路基板
１００の裏面（ハンダ面）が外部から透視し得ることとなり、仮にハンダ面に不正な工作
（例えば、ジャンパー配線を接続したり、電子部品を実装したりする不正工作）をした場
合には、直ちにわかるようになっている。この意味で、透明板７５によって閉塞される開
口６３の大きさは、基板収納ボックス６０を傾けながらハンダ面の全域が見える程度の大
きさがあれば十分である。また、透明板７５には、前記逃げ開口６９に合致する切欠部７
６が形成されると共に、前記施錠用係止突起６８を貫通させる開口７７が形成され、更に
、遊技制御回路基板１００の後述するコネクタ実装領域１０６側の周端縁ほぼ中央には、
コネクタ１０５への差し込みの際に遊技制御回路基板１００が撓むのを防止するための支
持突起７９が突設されている。
【００２５】
　一方、上記した箱体６１の上面を閉塞するカバー体８０は、内部が透視し得るように透
明な合成樹脂によって一体的に成形されるもので、その長手方向の他側辺部が下方向に曲
折された仕切片８１となっている。この仕切片８１の位置は、カバー体８０を箱体６１に
装着したときに図１に示すように、遊技制御回路基板１００のコネクタ実装領域１０６が
外部に現れて接続開口８２を形成するような位置で曲折される。これにより、箱体６１に
カバー体８０を組付構成した状態で接続開口８２に臨むコネクタ１０５に外部からの配線
を接続することができる。なお、仕切片８１の一側端部には、前記軸支ピン７２を挿通す
るためのピン挿通孔８４が形成されているが、このピン挿通孔８４については、後に詳述
する。また、カバー体８０の表面には、内部で発生した熱を外部に放出するための放熱孔
８３（図１の二点鎖線で囲んだ範囲）が多数形成されている。更に、カバー体８０の一側
の長辺方向端縁及び短辺方向端縁には、箱体６１の側壁上端縁と係合する掛止部８５が適
宜間隔を置いて２個ずつ突設されている。
【００２６】
　また、カバー体８０の後方部の内側には、前述したように蝶番機構の他方の部材である
軸支部材８６が固着され、前方部には、一対の施錠装置９０，９４が固着されている。軸
支部材８６は、その後端に軸支筒部８７が突設され、該軸支筒部８７が前記軸受部材７０
の軸受筒部７１間に挿入されて側方から軸支ピン７２を挿通することにより、カバー体８
０が箱体６１に開閉自在に軸支される。ただし、軸支ピン７２を挿通する際に仕切片８１
側から挿通する軸支ピン７２においては、仕切片８１が邪魔となるので、仕切片８１にピ
ン挿通孔８４が穿設されている。また、前記一対の施錠装置９０，９４は、一方の施錠装
置９０が箱体６１に形成される前記施錠用係止突起６８との間で施錠を行うカバー開閉用
施錠装置９０を構成し、他方の施錠装置９４が後述する取付台１１０に突設される施錠用
係合部材１１４との間で施錠を行うボックス着脱用施錠装置９４を構成するものである。
しかして、両方の施錠装置９０，９４は、本体がカバー体８０の裏面に固着され、その本
体の上部のキー挿入部９１，９５がカバー体８０の表面から上方に臨み、本体の下部にキ
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ー挿入部９１，９５に挿入されたキー９２，９６を回動せしめることにより回動する係合
鍵部９３，９７を有するものである。なお、施錠装置９０，９４の作用については、後に
詳述する。
【００２７】
　また、カバー体８０の一側辺部両側に押え部材８８が垂下されている。この押え部材８
８の詳細な説明をする前に、遊技制御回路基板１００の構造について簡単に説明すると、
遊技制御回路基板１００は、周知のようにプリント配線基板によって構成され、その上面
がＲＯＭ１０３を含む電子部品の実装面とされ、その実装面の大部分が電子部品実装領域
１０４として使用され、後方の一部が複数のコネクタ１０５が実装されるコネクタ実装領
域１０６とされる。また、遊技制御回路基板１００には、その一側長辺左右に前記支持位
置決め突起６５に対応する係止穴１０７が形成され、その他側長辺左右に前記止め突起６
６に対応する止め穴１０８が形成されている。更に、遊技制御回路基板１００には、透明
板７５の切欠部７６及び開口７７に対応する位置に切欠部１０１及び開口１０２が形成さ
れている。
【００２８】
　しかして、カバー体８０の押え部材８８の作用について説明すると、透明板７５が装着
された状態の箱体６１において、遊技制御回路基板１００の一側長辺の係止穴１０７を支
持位置決め突起６５の先端突起部に差し込み、他側長辺の止め穴１０８を止め突起６６に
載置する。この状態で止め穴１０８と止め突起６６の穴を一致させてビス１０９を螺着す
ることにより、一応、遊技制御回路基板１００を箱体６１に止着したこととなる。そして
、その後、蝶番機構によって開閉自在に設けられるカバー体８０を箱体６１の上方から装
着する。この際、押え部材８８の先端部が図２に示すように、遊技制御回路基板１００の
上面に当接すると共に、係止穴１０７を貫通している支持位置決め突起６５の先端突起部
が押え部材８８の中心に形成された穴に係合するので、遊技制御回路基板１００の一側長
辺部が支持位置決め突起６５と押え部材８８とによって挟持止着された状態となり、他側
長辺部のビス１０９による止着とで完全に遊技制御回路基板１００を基板収納ボックス６
０内に止着したこととなる。
【００２９】
　上記のように遊技制御回路基板１００をカバー体８０と箱体６１とによって被覆するよ
うに組付構成された基板収納ボックス６０は、図４に示すような機構板４１に止着される
取付用部材としての取付台１１０に着脱自在に取り付けられるようになっている。取付台
１１０は、合成樹脂（金属でも良い）によって一体的に形成され、その中央に前記係合片
６４と係合する一対の係合レール１１１が逆Ｌ字状に形成され、その上下端縁に基板収納
ボックス６０の側壁を案内するガイド片１１２（このガイド片１１２は必ずしも必要でな
い）が突設されている。また、取付台１１０の底面には、複数の止め穴１１３が穿設され
、図２に示すように、機構板４１に突設される取付ボス５２の取付穴５２ａに止め穴１１
３を合致させてビス５３で止着することにより、取付台１１０が機構板４１の裏面に取り
付けられる。なお、このビス５３は、基板収納ボックス６０を取付台１１０に装着したと
きには、基板収納ボックス６０によって覆われるので、外部からゆるめることができなく
なる。一方、取付台１１０の一側端部には、係合穴１１５を有する施錠用係合部材１１４
が突設され、この施錠用係合部材１１４に前記ボックス着脱用施錠装置９４の係合鍵部９
７が係合するようになっている。
【００３０】
　以上、第１実施形態に係る基板収納ボックス６０の構成について説明してきたが、この
基板収納ボックス６０の施錠装置９０，９４の作用について説明する。まず、箱体６１に
対するカバー体８０の開閉を司るカバー開閉用施錠装置９０について説明すると、カバー
体８０の軸支部材８６と箱体６１の軸受部材７０との蝶番機構によってカバー体８０を箱
体６１に開閉自在に軸支した状態で遊技制御回路基板１００を箱体６１の支持位置決め突
起６５及び止め突起６６に止着し、その後、カバー体８０を閉じる。この閉じる前には、
カバー開閉用施錠装置９０の係合鍵部９３が箱体６１の施錠用係止突起６８と係合しない
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位置にしておく必要がある。しかして、カバー体８０を完全に閉じた状態でカバー開閉用
施錠装置９０のキー挿入部９１に解除キー９２を挿入して回動することにより、係合鍵部
９３が回動して施錠用係止突起６８の上部折曲部の内側に当接（図３参照）した状態で係
合する。これによってカバー体８０と箱体６１とによって遊技制御回路基板１００が完全
に被覆された状態となり、その被覆状態を証明するため、例えば、蝶番機構７０，８６側
及び施錠装置９０側のカバー体８０の上面から箱体６１の側面にかけて封印紙等を貼付し
ても良い。
【００３１】
　しかして、上記のように箱体６１とカバー体８０とによる遊技制御回路基板１００の被
覆状態を箱体６１に突設される施錠用係止突起６８とカバー体８０に取り付けられるカバ
ー開閉用施錠装置９０の係合鍵部９３との係合により保持し、カバー開閉用施錠装置９０
のキー挿入部９１に解除キー９２を差し込んで回動することにより係合鍵部９３と施錠用
係止突起６８との係合状態を解除することができるように構成することにより、解除キー
９２がなければ、基板収納ボックス６０の被覆状態を解除することができないので、遊技
制御回路基板１００等への不正行為を確実に防止することができる。なお、解除キー９２
は、不正行為が行えないように、パチンコ遊技機１の使用者である遊技場に保管させない
ようにし、遊技機製造業者又は監督官庁の責任者が保管するようにすれば良い。
【００３２】
　一方、基板収納ボックス６０を取付台１１０に装着するときには、ボックス着脱用施錠
装置９４の係合鍵部９７が係合穴１１５と係合しない状態（解錠状態）で取付台１１０の
側方から係合片６４が係合レール１１１に係合するように押し込み、最終的に施錠用係合
部材１１４が箱体６１の逃げ開口６９内に完全に挿入されるまで強く押し込む。この状態
でボックス着脱用施錠装置９４のキー挿入部９５に脱着キー９６を挿入して回動すること
により、係合鍵部９７が回動して施錠用係合部材１１４の係合穴１１５の上辺部の内側に
当接（図２参照）した状態で係合する。これによって基板収納ボックス６０が取付台１１
０に完全に固着された状態となる。
【００３３】
　しかして、上記のように取付台１１０への取付状態を取付台１１０に突設される施錠用
係合部材１１４の係合穴１１５とカバー体８０に取り付けられるボックス着脱用施錠装置
９４の係合鍵部９７との係合により保持し、ボックス着脱用施錠装置９４のキー挿入部９
５に脱着キー９６を差し込んで回動することにより係合穴１１５と係合鍵部９７との係合
状態を解除することができるように構成することにより、脱着キー９６がなければ、基板
収納ボックス６０の機構板４１への取付状態を解除することができないので、遊技制御回
路基板１００を含む基板収納ボックス６０全体を複製した不正な基板収納ボックスと交換
するという不正行為を確実に防止することができる。なお、この脱着キー９６も解除キー
９２と同様に、不正行為が行えないように、パチンコ遊技機１の使用者である遊技場に保
管させないようにし、遊技機製造業者又は監督官庁の責任者が保管するようにすれば良い
。
【００３４】
　なお、遊技場においては、監督官庁によりパチンコ島台に列設されるパチンコ遊技機１
の中から１台又は２台程度抜き出してＲＯＭ１０３の検査（サンプル抽出検査）を行う場
合がある。このようなサンプル抽出検査を行う場合には、図１に示すように、カバー開閉
用施錠装置９０に解除キー９２を差し込んで矢印ｂ方向に回動して係合鍵部９３と施錠用
係止突起６８との係合を解除することにより、カバー体８０を蝶番機構８６，７０によっ
て開放でき、その開放した状態でＲＯＭ１０３を抜き出して検査し、その検査後に再度Ｒ
ＯＭ１０３を差し込んでカバー体８０を閉じ、解除キー９２を矢印ｂと逆方向に回動して
係合鍵部９３と施錠用係止突起６８とを係合させて遊技制御回路基板１００を再度被覆さ
れた状態とする。そして、この被覆状態を保証するために、検査を行った監督官庁が発行
する検査済封印紙を箱体６１とカバー体８０との間に掛け渡すように貼付すれば良い。ま
た、基板収納ボックス６０全体を外す場合には、ボックス着脱用施錠装置９４に脱着キー
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９６を差し込んで矢印ａ方向に回動して係合鍵部９７と施錠用係合部材１１４の係合穴１
１５との係合を解除し、そのまま一側方向にスライドさせることにより、係合片６４と係
合レール１１１との係合を外して基板収納ボックス６０全体を機構板４１から取り外すこ
とができる。
【００３５】
　上記した実施形態に係る基板収納ボックス６０においては、２つの施錠装置９０，９４
によって基板収納ボックス６０の被覆状態と、基板収納ボックス６０の取付状態とをそれ
ぞれ担当させていたが、図５に示す実施形態（以下、第２実施形態という）に示す基板収
納ボックス６０Ａのように１つの施錠装置１２０で被覆状態と取付状態とを保持・解除で
きるようにしても良い。そこで、以下、第２実施形態に係る基板収納ボックス６０Ａを図
５を参照して簡単に説明する。図５は、第２実施形態に係る基板収納ボックス６０Ａの平
面図であり、前述した第１実施形態の基板収納ボックス６０との相違点は、施錠装置部分
だけであって他の構成要素は同じであるので、施錠装置を除く構成要素について第１実施
形態と同じ構成要素には同じ符号を付した。
【００３６】
　しかして、第２実施形態に係る施錠装置１２０は、２種類の異なるキー（図示しない）
を挿入し得る１つのキー挿入部１２１と、各キーに対応して回動する２つの第１係合鍵部
１２２及び第２係合鍵部１２３とが一体的に形成されており、第１のキー（脱着キーに相
当）をキー挿入部１２１に差し込んで回動することにより、取付状態を保持・解除する施
錠用係合部材１１４の係合穴１１５と係脱する第１係合鍵部１２２を回動せしめ、第２の
キー（解除キーに相当）をキー挿入部１２１に差し込んで回動することにより、被覆状態
を保持・解除する施錠用係止突起６８と係脱する第２係合鍵部１２３を回動せしめるもの
である。この場合、第２のキーを使用できる者は、当然第１のキーを使用して取付状態を
解除してから被覆状態を解除する場合が多いため２つのキーを保管しなければならないが
、第３のキー（マスターキーに相当）として取付状態の保持・解除と被覆状態の保持・解
除とを１つのキーで行えるように構成して、１つのキーを保管すれば良いようにしても良
い。このように、第２実施形態においては、１つの施錠装置１２０によって基板収納ボッ
クス６０Ａの被覆状態と、基板収納ボックス６０Ａの取付状態とをそれぞれ保持・解除し
得るので、第１実施形態に比較して構造を簡略化させることができる。
【００３７】
　上記した第１実施形態及び第２実施形態に係る基板収納ボックス６０，６０Ａの施錠装
置９０，９４，１２０は、解錠するときだけでなく、被覆状態及び取付状態を完了させる
際（施錠するとき）においても施錠装置９０，９４，１２０を操作する必要があるが、解
錠時にだけ施錠装置を操作して、施錠時には、施錠装置を操作しなくても自動的に施錠を
行うようにしても良い。このような実施形態（以下、第３実施形態という）を図６乃至図
８に示す。図６は、第３実施形態に係る基板収納ボックス６０Ｂの平面図であり、図７は
、図６のＤ－Ｄ線で切断した断面図であり、図８は、図６のＣ－Ｃ線で切断した断面図で
ある。なお、この第３実施形態に係る図面においては、第１実施形態とほぼ同一の構成に
ついて同一の符号を付した。
【００３８】
　しかして、第３実施形態と第１実施形態の相違点は、カバー体が箱体の上面開放部のほ
ぼ全域を被覆してコネクタ配線が配線引き出し凹部７４から外側に引き出されている点、
カバー開閉用施錠装置及びボックス着脱用施錠装置の２つの施錠装置１３０，１４５が基
板収納ボックス６０Ｂ内に完全に収納されている点である。そこで、まず、カバー体の構
成について簡単に説明する。
【００３９】
　第３実施形態に係るカバー体８０ａは、図６に示すように、箱体６１のほぼ全域を完全
に被覆するように蝶番機構７０（図示では７１だけ示す），８６によって開閉自在に軸支
されている。つまり、第１実施形態のように接続開口８２が形成されることなくコネクタ
実装領域１０６の上方部分も被覆するものである。したがって、コネクタ実装領域１０６
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に実装されているコネクタ１０５に接続される配線１６１は、カバー体８０ａを被覆する
前に配線１６１のコネクタ１６０をコネクタ１０５に接続し、その後、カバー体８０ａを
被覆する必要がある。このとき、配線１６１は、箱体６１に形成される配線引き出し凹部
７４から外側に引き出されることとなる。このように、カバー体８０ａをコネクタ実装領
域１０６を含む遊技制御回路基板１００の全域にわたって被覆することにより、コネクタ
１０５に対する不正行為をも完全に防止することができる。
【００４０】
　次に、カバー体８０ａの箱体６１に対する被覆状態の保持・解除を行う構造及びカバー
開閉用施錠装置１３０の構成について図６及び図７を参照して説明する。カバー開閉用施
錠装置１３０は、箱体６１及び透明板７５にビス（図示しない）止めされる本体とその本
体の一側に突設されるキー挿入部１３１と、該キー挿入部１３１に挿入されたキー（図示
しない）を回動することにより回転するカム部材１３２と、から構成されている。そして
、図７に示すように、箱体６１の底面に形成される設置開口１４２に差し渡された軸ピン
１３４によって揺動自在に軸支される係合揺動部材１３３が前記カバー開閉用施錠装置１
３０のカム部材１３２の側面と当接するように立設されている。係合揺動部材１３３は、
軸ピン１３４に巻装されるスプリング１３５によって常にカム部材１３２の側面に当接さ
れる方向に付勢されていると共に、その上端に係合爪部１３６を有し、その係合爪部１３
６の上面が傾斜状に形成された傾斜面部１３７となっている。一方、カバー体８０ａの裏
面であって前記係合揺動部材１３３の上方位置には、垂下係合片１３８が一体的に形成さ
れ、該垂下係合片１３８の先端にも係合爪部１３９が形成され、その係合爪部１３９の下
面が傾斜状に形成された傾斜面部１４０となっている。なお、カバー開閉用施錠装置１３
０のキー挿入部１３１は、箱体６１の側壁に対面しており、そのキー挿入部１３１に対面
している箱体６１の側壁にキー挿通穴１４１が開設されている。
【００４１】
　上記したような構造において、カバー体８０ａを箱体６１に被覆する際には、箱体６１
の上方からカバー体８０ａを閉じることにより、垂下係合片１３８の傾斜面部１４０と係
合揺動部材１３３の傾斜面部１３７とが当接して係合揺動部材１３３をスプリング１３５
の付勢力に抗して図７において反時計回転方向に回動させ、遂には係合爪部１３６，１３
９同士が係合する。係合爪部１３６，１３９同士が係合したときには、これを外部から外
すことはできないので、カバー体８０ａが箱体６１を完全に被覆した状態となる。一方、
係合爪部１３６，１３９同士の係合状態を解除するためには、キー挿通穴１４１から解除
キー（図示しない）を挿通して該キーを回動せしめることにより、カム部材１３２を回動
せしめ、これにより、係合揺動部材１３３がスプリング１３５の付勢力に抗して図７にお
ける反時計方向に回動し、遂には、係合爪部１３６，１３９の係合状態が解消され、その
解消された状態でカバー体８０ａを開放することができる。
【００４２】
　次に、基板収納ボックス６０Ｂの取付状態の保持・解除を行う構造及びボックス着脱用
施錠装置１４５の構成について図６及び図８を参照して説明する。ボックス着脱用施錠装
置１４５は、箱体６１及び透明板７５にビス１５６で止着される本体とその本体の一側に
突設されるキー挿入部１４６と、該キー挿入部１４６に挿入された脱着キー１４９を回動
することにより回転するレバー部材１４７と、から構成されている。レバー部材１４７の
下端部の前面側は、傾斜面部１４８とされており、また、レバー部材１４７が回動し得る
範囲の箱体６１と透明板７５と遊技制御回路基板１００には、開口１５０（図７参照）が
形成されている。一方、図８に示すように、取付台１１０の底面に形成される設置開口１
５７の一端部に差し渡された軸ピン１５２に係合揺動部材１５１が揺動自在に軸支され、
その係合揺動部材１５１の先端に形成される係合爪部１５４が前記ボックス着脱用施錠装
置１４５のレバー部材１４７の下端と係合するようになっている。係合揺動部材１５１は
、軸ピン１５２に巻装されるスプリング１５３によって常に図８における反時計方向に付
勢されていると共に、その先端部の係合爪部１５４の上面が傾斜状に形成された傾斜面部
１５５となっている。なお、ボックス着脱用施錠装置１４５のキー挿入部１４６は、箱体
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６１の側壁に対面しており、そのキー挿入部１４６に対面している箱体６１の側壁にキー
挿通穴１５８が開設されている。
【００４３】
　上記したような構造において、基板収納ボックス６０Ｂを取付台１１０に装着する際に
は、箱体６１底面の係合片６４を取付台１１０の係合レール１１１に沿って押し込むこと
により、レバー部材１４７の傾斜面部１４８と係合揺動部材１５１の傾斜面部１５５とが
当接して係合揺動部材１５１をスプリング１５３の付勢力に抗して図８において時計回転
方向に回動させ、遂にはレバー部材１４７の下端と係合爪部１５４とが係合する。レバー
部材１４７の下端と係合爪部１５４とが係合したときには、これを外部から外すことはで
きないので、基板収納ボックス６０Ｂが取付台１１０に完全に取着された状態となる。一
方、レバー部材１４７と係合爪部１５４との係合状態を解除するためには、キー挿通穴１
５８から脱着キー１４９を挿通して該キー１４９を回動せしめることにより、レバー部材
１４７を回動せしめてレバー部材１４７の下端と係合爪部１５４との係合状態を直ちに解
消し、その解消された状態で基板収納ボックス６０Ｂを引き抜くことにより、簡単に基板
収納ボックス６０Ｂを取付台１１０から取り外すことができる。
【００４４】
　上記したように、この第３実施形態における基板収納ボックス６０Ｂの施錠装置１３０
，１４５は、共に基板収納ボックス６０Ｂの内部に存在するので、第１，第２実施形態に
比べて容易に施錠装置１３０，１４５を外部から操作することができないので、より不正
行為を行うことができない。
【００４５】
　以上、第１実施形態乃至第３実施形態について説明してきたが、いずれの実施形態にお
いても、基板収納ボックス６０，６０Ａ，６０Ｂが、箱体６１及びカバー体８０，８０ａ
等の複数の構成部品によって遊技制御回路基板１００を被覆するように組み付け構成され
ると共に、その被覆状態を解除するカバー開閉用施錠装置９０，１２０，１３０を設けた
ので、該施錠装置９０，１２０，１３０の施錠を解除する解除キー９２がなければ、基板
収納ボックス６０，６０Ａ，６０Ｂの被覆状態を解除することができず、遊技制御回路基
板１００等への不正行為を防止することができる。また、基板収納ボックス６０，６０Ａ
，６０Ｂが、箱体６１及びカバー体８０，８０ａ等の複数の構成部品によって遊技制御回
路基板１００を被覆するように組み付け構成されて取付台１１０を介して遊技機に取り付
けられると共に、その取付台１１０への取付状態を解除するボックス着脱用施錠装置９４
，１２０，１４５を設けたので、該施錠装置９４，１２０，１４５の施錠を解除する脱着
キー９６，１４９がなければ、基板収納ボックス６０，６０Ａ，６０Ｂの遊技機の機構板
４１への取付状態を解除することができず、遊技制御回路基板１００を含む基板収納ボッ
クス６０，６０Ａ，６０Ｂ全体を交換するという不正行為を確実に防止することができる
。
【００４６】
　なお、上記した実施形態においては、箱体６１とカバー体８０との一側を蝶番機構によ
って開閉支持されるものを示したが、蝶番機構に代えて施錠装置や係止爪等による係合構
造としても良い。また、上記した実施形態では、基板収納ボックス６０，６０Ａ，６０Ｂ
が取付台１１０を介して機構板４１に取り付けられているが、これに限らず、遊技盤１１
やパチンコ遊技機１を設置する遊技機設置島に取り付けても良く、要は、遊技機の近傍に
取り付けられていれば良い。また、遊技機としてパチンコ遊技機を例示して説明したが、
パチンコ遊技機以外の遊技機（例えば、アレンジ式遊技機やストットマシンやビデオゲー
ム機等）であっても良い。
【００４７】
【発明の効果】
【００４８】
　以上、説明したところから明らかなように、本発明においては、基板収納ボックスは、
取付用部材に対して一方向からスライド移動することにより遊技機に関連する所定箇所に
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取り付けられるように前記取付用部材に形成される施錠用係合部材を受け入れる逃げ開口
が形成されると共に、前記スライド移動方向と逆方向のスライド移動ができないように当
該基板収納ボックスの内部で前記施錠用係合部材と係合する係合鍵部材を有する施錠装置
を設けたので、該施錠装置の施錠を開錠しなければ、基板収納ボックスの遊技機への取付
状態を解除することができず、回路基板を含む基板収納ボックス全体を交換するという不
正行為を確実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第１実施形態に係る基板収納ボックスの平面図である。
【図２】　図１のＡ－Ａ線に沿って切断した断面図である。
【図３】　図１のＢ－Ｂ線に沿って切断した断面図である。
【図４】　基板収納ボックスの分解斜視図である。
【図５】　第２実施形態に係る基板収納ボックスの平面図である。
【図６】　第３実施形態に係る基板収納ボックスの平面図である。
【図７】　図６のＤ－Ｄ線で切断した断面図である。
【図８】　図６のＣ－Ｃ線で切断した断面図である。
【図９】　実施形態に係る遊技機の一例としてのパチンコ遊技機の正面図である。
【図１０】　パチンコ遊技機の背面図である。
【符号の説明】
　１　パチンコ遊技機
　６０　基板収納ボックス
　６１　箱体
　６８　施錠用係止突起
　６９　逃げ開口
　７０　軸受部材
　７１　軸受筒部
　７２　軸ピン
　７５　透明板
　８０　カバー体
　８６　軸支部材
　８７　軸支筒部
　９０　カバー開閉用施錠装置
　９１　キー挿入部
　９２　解除キー
　９３　係合鍵部
　９４　ボックス着脱用施錠装置
　９５　キー挿入部
　９６　脱着キー
　９７　係合鍵部
　１００　遊技制御回路基板
　１１０　取付台
　１１４　施錠用係合部材
　１１５　係合穴
　１２０　兼用施錠装置
　１２１　キー挿入部
　１２２　第１係合鍵部
　１２３　第２係合鍵部
　１３０　カバー開閉用施錠装置
　１３１　キー挿入部
　１３２　カム部材
　１３３　係合揺動部材
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　１３６　係合爪部
　１３８　垂下係合片
　１３９　係合爪部
　１４５　ボックス着脱用施錠装置
　１４６　キー挿入部
　１４７　レバー部材
　１４９　脱着キー
　１５１　係合揺動部材
　１５４　係合爪部
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