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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源と、遊技盤と、当該遊技盤にその後面から設けられる払い出し制御盤を有する払い
出し制御手段と、前記遊技盤にその後面から設けられる主制御盤及び副制御盤と、報知手
段とを備える遊技機において、
　前記主制御盤は、前記払い出し制御盤を介し前記電源に接続されており、
　前記副制御盤は、前記電源に接続されており、
　前記払い出し制御盤は、当該払い出し制御盤を特定する照合データを第１照合データと
して設定してなるコンピュータ手段と、前記電源と前記主制御盤との間に接続されるスイ
ッチング手段とを具備してなり、
　前記主制御盤には、第２照合データが設定されており、
　前記コンピュータ手段は、前記第１照合データ及び前記主制御盤からの前記第２照合デ
ータに基づく前記払い出し制御盤と前記主制御盤との間の所定の照合条件が不成立である
とき、当該所定の照合条件の不成立を表す照合条件不成立信号を前記主制御盤に出力する
ようになっており、
　前記スイッチング手段は、前記電源から給電されて前記コンピュータ手段による制御の
もと導通するようになっており、
　前記主制御盤は、導通状態にある前記スイッチング手段を介する前記電源からの給電状
態のもと、通常の遊技可能状態にて、前記コンピュータ手段からの前記照合条件不成立信
号に基づき、異常信号を前記副制御盤に出力するようになっており、
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　当該副制御盤は、前記電源から給電された状態にて、前記主制御盤からの前記異常信号
に基づき、前記報知手段を、前記第１及び第２の照合データに基づく前記払い出し制御盤
と前記主制御盤との間の前記所定の照合条件の不成立に関連する情報を報知するように、
制御することを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記払い出し制御盤と前記主制御盤との間の前記所定の照合条件は、前記第１及び第２
の照合データが相互に一致するときに成立し、前記第１及び第２の照合データが相互に不
一致になるとき不成立となることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
  従来、この種の遊技機においては、例えば、下記特許文献１に記載のパチンコ機が開示
されている。当該パチンコ機は、電源、遊技盤や、払い出し制御盤、主制御盤や副制御盤
等の各種制御盤を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－９４６５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
  ところで、上述したパチンコ機において、その交換時期が到来したとき、当該パチンコ
機の遊技盤やその各種制御盤を新しい遊技盤や各種制御盤に交換するにあたり、当該各種
制御盤のうち、例えば、払い出し制御盤や主制御盤が、不適正な制御プログラムを組み込
んだ払い出し制御盤や主制御盤に交換されると、賞球の不適正な払い出しや不適正な大当
たり制御等による不適正な行為がなされてしまうという不具合を招く。
【０００５】
　そこで、本発明は、以上のようなことに対処するため、主制御盤等の交換の際に、照合
データを活用して、当該照合データに対する照合条件との関連にて、主制御盤等の不適正
な交換を未然に防止するようにした遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  上記課題の解決にあたり、本発明に係る遊技機は、請求項１の記載によれば、
  電源（ＰＳ）と、遊技盤（１３０）と、当該遊技盤にその後面から設けられる払い出し
制御盤を有する払い出し制御手段（３００ｃ、３１０、３２０）と、遊技盤にその後面か
ら設けられる主制御盤（３００ａ）及び副制御盤（３００ｂ）と、報知手段（１３４、Ｓ
ＬＤ）とを備えるものである。
【０００７】
　当該遊技機において、
　主制御盤は、払い出し制御盤を介し電源に接続されており、
　副制御盤は、電源に接続されており、
　払い出し制御盤は、当該払い出し制御盤を特定する照合データを第１照合データとして
設定してなるコンピュータ手段と、電源と主制御盤との間に接続されるスイッチング手段
とを具備してなり、
　主制御盤には、第２照合データが設定されており、
　コンピュータ手段は、上記第１照合データ及び主制御盤からの上記第２照合データに基
づく払い出し制御盤と主制御盤との間の所定の照合条件が不成立であるとき、当該所定の
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照合条件の不成立を表す照合条件不成立信号を主制御盤に出力するようになっており、
　スイッチング手段は、電源から給電されてコンピュータ手段による制御のもと導通する
ようになっており、
　主制御盤は、導通状態にあるスイッチング手段を介する電源からの給電状態のもと、通
常の遊技可能状態にて、コンピュータ手段からの上記照合条件不成立信号に基づき、異常
信号を副制御盤に出力するようになっており、
　当該副制御盤は、電源から給電された状態にて、主制御盤からの上記異常信号に基づき
、報知手段を、上記第１及び第２の照合データに基づく払い出し制御盤と主制御盤との間
の上記所定の照合条件の不成立に関連する情報を報知するように、制御することを特徴と
する。
【０００８】
　これによれば、払い出し制御盤が、当該払い出し制御盤を特定する照合データを第１照
合データとして設定してなるコンピュータ手段と、電源と主制御盤との間に接続されるス
イッチング手段とを具備することで、上記第１及び第２の照合データの間において、払い
出し制御盤と主制御盤との間の上記所定の照合条件が不成立とされたとき、コンピュータ
手段は、払い出し制御盤と主制御盤との間の上記所定の照合条件の不成立を表す照合条件
不成立信号を主制御盤に出力し、
　主制御盤が、導通状態にあるスイッチング手段を介し電源から給電された状態のもと、
通常の遊技可能状態にて、コンピュータ手段からの上記照合条件不成立信号に基づき、上
記異常信号を副制御盤に出力し、
　報知手段が、主制御盤からの上記異常信号に基づき、副制御盤により制御されて、上記
第１及び第２の照合データに基づく上記所定の照合条件の不成立に関連する情報を報知す
る。
【０００９】
　このように、報知手段が、主制御盤からの上記異常信号に基づき、副制御盤により制御
されて、上記第１及び第２の照合データに基づく上記所定の照合条件不成立に関連する情
報を報知する。従って、新遊技機が、不正遊技を目的とするのではなく、単に誤って現遊
技機と交換された場合には、上述のように異常信号に基づく報知があっても、新遊技機に
よる遊技は可能である。
【００１４】
　また、本発明は、請求項２の記載によれば、請求項１に記載の遊技機において、
　払い出し制御盤と主制御盤との間の上記所定の照合条件は、上記第１及び第２の照合デ
ータが相互に一致するときに成立し、上記第１及び第２の照合データが相互に不一致にな
るとき不成立となることを特徴とする。
【００１５】
　これにより、請求項１に記載の発明の作用効果がより一層具体的に達成され得る。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、払い出し制御盤が、当該払い出し制御盤を特定する照合データを第１
照合データとして設定してなるコンピュータ手段と、電源と主制御盤との間に接続される
スイッチング手段とを具備することで、遊技機の交換にあたり、第１照合データ及び主制
御盤からの第２照合データに基づく払い出し制御盤と主制御盤との間の所定の照合条件が
不成立とされたとき、コンピュータ手段は、払い出し制御盤と主制御盤との間の上記所定
の照合条件の不成立を表す照合条件不成立信号を主制御盤に出力し、主制御盤が、導通状
態にあるスイッチング手段を介し電源から給電された状態のもと、通常の遊技可能状態に
て、コンピュータ手段からの上記照合条件不成立信号に基づき、上記異常信号を副制御盤
に出力し、　報知手段が、主制御盤からの異常信号に基づき、副制御盤により制御されて
、第１及び第２の照合データに基づく所定の照合条件の不成立に関連する情報を報知する
。これにより、遊技機の交換が、不正遊技行為を目的とするのではなく、単に誤ってされ
た場合には、上述のような報知手段による報知がなされても、交換後の遊技機による遊技
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可能状態を維持し得る。
【００１７】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明を適用してなる遊技設備の第１実施形態を示す斜視図である。
【図２】上記第１実施形態における遊技設備を制御するための制御装置を示すブロック図
である。
【図３】図１の遊技設備を示す他の斜視図である。
【図４】図１の遊技設備を示す平面図である。
【図５】図１の遊技設備を示す分解斜視図である。
【図６】図５の機枠（外枠）を示す拡大斜視図である。
【図７】図１の遊技設備を、遊技機の前扉を開くとともに回動部材の他側回動部を回動さ
せた状態で示す斜視図である。
【図８】図５の機枠及び本体枠（中枠）をその組み付け状態にて示す拡大斜視図である。
【図９】図８の機枠及び本体枠の各左側上部をその組み付け状態にて示す拡大斜視図であ
る。
【図１０】図８の機枠及び本体枠の各左側中間部位をその組み付け状態にて示す拡大斜視
図である。
【図１１】図８の機枠及び本体枠の各左側下部をその組み付け状態にて示す拡大斜視図で
ある。
【図１２】図１の遊技設備をその後方からみた斜視図である。
【図１３】図７の遊技機の部分拡大斜視図である。
【図１４】図５のサンド装置を示す拡大斜視図である。
【図１５】図５のサンド装置を示す平面図である。
【図１６】上記第１実施形態における払い出し制御盤のマイクロコンピュータにより実行
される払い出し制御プログラムを示すフローチャートである。
【図１７】上記第１実施形態における副制御盤により実行される副制御プログラムを示す
フローチャートである。
【図１８】上記第１実施形態における主制御盤により実行される主制御プログラムを示す
フローチャートである。
【図１９】本発明を適用してなる遊技設備の第２実施形態において払い出し制御盤のマイ
クロコンピュータにより実行される払い出し制御プログラムを示すフローチャートである
。
【図２０】上記第２実施形態における主制御盤により実行される主制御プログラムを示す
フローチャートである。
【図２１】本発明を適用してなる遊技設備の第３実施形態において払い出し制御盤のマイ
クロコンピュータにより実行される払い出し制御プログラムを示すフローチャートである
。
【図２２】上記第３実施形態における副制御盤により実行される副制御プログラムを示す
フローチャートである。
【図２３】上記第３実施形態における主制御盤により実行される主制御プログラムを示す
フローチャートである。
【図２４】本発明を適用してなる遊技設備の第４実施形態において副制御盤により実行さ
れる副制御プログラムを示すフローチャートである。
【図２５】上記第４実施形態における主制御盤により実行される主制御プログラムの一部
を示すフローチャートである。
【図２６】本発明を適用してなる遊技設備の第５実施形態において主制御盤により実行さ
れる主制御プログラムの一部を示すフローチャートである。
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【図２７】上記第５実施形態における副制御盤により実行される副制御プログラムの一部
を示すフローチャートである。
【図２８】上記第５実施形態においてホールに対する枠メーカーの枠納入及び盤メーカー
の遊技盤の納入に関する第３者機関の認証過程を説明する図である。
【図２９】上記第５実施形態においてホールに対する枠メーカーの枠納入の認証後、他の
盤メーカーの遊技盤の納入に関する第３者機関の認証過程を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
  以下、本発明の各実施形態を図面により説明する。
（第１実施形態）
  図１及び図２は、本発明が適用される遊技機設備Ａ及びその制御装置Ｂの第１実施形態
を示している。
【００２０】
　遊技機設備Ａは、パチンコホール内の島設備に立設されるものである。なお、図１にお
いて、図示左側斜め後方、右側斜め前方、上側及び下側が、それぞれ、当該遊技機設備Ａ
の左側、右側、上側及び下側に対応する。
【００２１】
　当該遊技機設備Ａは、図１及び図３～図５にて示すごとく、封入式パチンコ遊技機１０
０と、サンド装置２００とを備えている。パチンコ遊技機１００は、サンド装置２００と
共に、上記島設備の設置台上に配置されるようになっている。ここで、サンド装置２００
は、パチンコ遊技機１００にその左側にて沿うように上記設置台上に配置されるようにな
っている。
【００２２】
　パチンコ遊技機１００は、図１及び図３～図５のいずれかにて示すごとく、機枠１００
ａ、遊技機本体１００ｂ及び前扉１００ｃを備えている。機枠１００ａは、外枠ともいわ
れるもので、この機枠１００ａは、島設備の設置台上に立設されるようになっている。当
該機枠１００ａは、図５或いは図６にて例示するごとく、左右両側枠板１１０ａ、１１０
ｂ及び上下両側枠板１１０ｃ、１１０ｄでもって、矩形状に構成されている。
【００２３】
　また、当該機枠１００ａは、図６にて示すごとく、上側ヒンジ１１１、下側ヒンジ１１
２及び中側ヒンジ１１３を備えており、これら上側、下側及び中側のヒンジ１１１～１１
３は、共に、金属板でもって形成されている。
【００２４】
　上側ヒンジ１１１は、後述のごとく、下側ヒンジ１１２と共に、遊技機本体１００ｂの
左縁部を支持し、かつ、中側ヒンジ１１３と共に、前扉１００ｃの左縁部を支持する役割
を果たす。当該上側ヒンジ１１１は、その幅方向において、機枠１００ａの上側枠板１１
０ｃの長手方向に沿うように位置して、上側枠板１１０ｃの左端部から前方へ延出してい
る。
【００２５】
　ここで、上側ヒンジ１１１は、その基端部にて、上側枠板１１０ｃの左端切り欠き部内
に配設されており、当該上側ヒンジ１１１の基端部は、その左縁部にて、上側枠板１１０
ｃの左端切り欠き部内上面と左側枠板１１０ａの上端面との間に挟持されている。しかし
て、当該上側ヒンジ１１１は、その基端部から前方へ延出している。なお、上側枠板１１
０ｃの左端切り欠き部は、上側枠板１１０ｃの左端部をその下側から上方へＬ字状に切り
欠くことで形成されている。
【００２６】
　下側ヒンジ１１２は、その幅方向において、機枠１００ａの下側枠板１１０ｄの長手方
向に沿うように位置して、下側枠板１１０ｄの左端部から前方へ延出している。ここで、
下側ヒンジ１１２は、その基端部の左縁部にて、下側枠板１１０ｄの左端部と左側枠板１
１０ａの下端部との間に挟持されており、当該下側ヒンジ１１２は、その基端部から上側
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ヒンジ１１１に平行に対向するように前方へ延出している。
【００２７】
　また、中側ヒンジ１１３は、前扉１００ｃの左縁下端部に対応する位置にて、機枠１０
０ａの左側枠板１１０ａの長手方向中間部位から上下両側ヒンジ１１１、１１２の間にて
これらヒンジ１１１、１１２に平行となるように延出している。
【００２８】
　ここで、当該中側ヒンジ１１３は、その基端部の左縁部にて、左側枠板１１０ａの長手
方向中間部位に形成した溝部に嵌着されており、当該中側ヒンジ１１３は、その基端部か
ら前方へ延出している。これにより、中側ヒンジ１１３は、上側ヒンジ１１１の直下に位
置し、かつ下側ヒンジ１１２の直上に位置している。なお。左側枠板１１０ａの上記溝部
は、当該左側枠板１１０ａの上記長手方向中間部位をその右側からコ字状に切り欠くこと
で形成されている。
【００２９】
　遊技機本体１００ｂは、図５或いは図７にて例示するごとく、本体枠１２０及び遊技盤
１３０を備えている。本体枠１２０は、中枠或いは内枠ともいわれるもので、当該本体枠
１２０は、図７或いは図８にて示すごとく、機枠１００ａ内に前後方向に開閉可能に組み
付けられている。
【００３０】
　当該本体枠１２０は、図５或いは図８にて示すごとく、左右両側枠板１２０ａ、１２０
ｂ、上下両側枠板１２０ｃ、１２０ｄ及び背板１２０ｅを備えており、左側枠板１２０ａ
、右側枠板１２０ｂ、上側枠板１２０ｃ及び下側枠板１２０ｄは、図６にて示すごとく、
互いに矩形枠状に組み付けられている。
【００３１】
　背板１２０ｅは、左側枠板１２０ａ、右側枠板１２０ｂ、上側枠板１２０ｃ及び下側枠
板１２０ｄの間の中空部内に組み付けられており、背板１２０ｅは、その板厚方向にて、
左側枠板１２０ａ、右側枠板１２０ｂ、上側枠板１２０ｃ及び下側枠板１２０ｄの各幅方
向に沿うように、左側枠板１２０ａ、右側枠板１２０ｂ、上側枠板１２０ｃ及び下側枠板
１２０ｄの各後縁部に嵌装されることで、左側枠板１２０ａ、右側枠板１２０ｂ、上側枠
板１２０ｃ及び下側枠板１２０ｄに組み付けられている。なお、当該背板１２０ｅの中間
部位には、矩形状開口部が形成されている（図８参照）。
【００３２】
　また、当該本体枠１２０は、上側ヒンジ１２１及び下側ヒンジ１２２を備えており、上
側ヒンジ１２１は、その幅方向において、本体枠１２０の上側枠板１２０ｃの長手方向に
沿うように位置して、上側枠板１２０ｃの左縁部から前方へ延出している。ここで、当該
上側ヒンジ１２１は、その基端部にて、上側枠板１２０ｃの左端部上に取り付けられてお
り、この上側ヒンジ１２１は、その基端部から、機枠１３０ａの上側ヒンジ１１１にその
直下から沿うように、前方へ延出して、機枠１１０ａの上側ヒンジ１１１にその直下から
対向可能となっている。
【００３３】
　下側ヒンジ１２２は、その幅方向において、本体枠１２０の下側枠板１２０ｄの長手方
向に沿うように位置して、下側枠板１２０ｄの左縁下端部から前方へ延出している。ここ
で、当該下側ヒンジ１２２は、その基端部にて、下側枠板１２０ｄの左縁下端部にその下
面側から取り付けられており、当該下側ヒンジ１２２は、その基端部から前方へ延出して
、上側ヒンジ１２１に平行に対向しかつ機枠１３０ａの下側ヒンジ１１２にその直上から
沿うように位置している。
【００３４】
　しかして、このように構成した本体枠１２０は、機枠１００ａに対し次のようにして組
み付ける。
【００３５】
　即ち、本体枠１２０は、その左側枠板１２０ａ、右側枠板１２０ｂ、上側枠板１２０ｃ



(7) JP 6106250 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

及び下側枠板１２０ｄの各外面にて、それぞれ、機枠１００ａの左側枠板１１０ａ、右側
枠板１１０ｂ、上側枠板１１０ｃ及び下側枠板１１０ｄの各内面に沿うように、機枠１０
０ａ内に嵌装される。
【００３６】
　これに伴い、本体枠１２０の上側ヒンジ１２１が、その上面にて、機枠１００ａの上側
ヒンジ１１１の下面に沿い重畳されるように位置し、一方、本体枠１２０の下側ヒンジ１
２２が、その下面にて、機枠１００ａの下側ヒンジ１１２の上面に沿い重畳されるように
位置する（図９及び図１１参照）。
【００３７】
　このような状態にて、本体枠１２０の上側ヒンジ１２１が、後述のごとく、機枠１００
ａの上側ヒンジ１１１に前後方向に回動可能に支持されるとともに、本体枠１２０の下側
ヒンジ１２２が、後述のごとく、機枠１００ａの下側ヒンジ１１２に前後方向に回動可能
に支持される。このことは、本体枠１２０は、その左側枠板１２０ａにて、機枠１００ａ
の左側枠板１１０ａに対し前後方向に開閉可能にヒンジ連結されることを意味する。
【００３８】
　しかして、このように機枠１００ａに組み付けられた本体枠１２０は、その閉状態では
、機枠１３０ａ内に位置している。また、当該本体枠１２０を開くときには、当該本体枠
１２０は、その左側枠板１２０ａを基準として、機枠１００ａの内部から前方へ回動する
。なお、本体枠１２０の下側枠板１２０ｄの左縁部のうち、機枠１００ａの中側ヒンジ１
１３に対する対応部位には、切り欠き部１２４が形成されている。これにより、本体枠１
２０を機枠１００ａに対し閉じたとき、中側ヒンジ１１３が、切り欠き部１２４に挿通さ
れて、本体枠１２０と干渉しないようになっている。
【００３９】
　遊技盤１３０は、本体枠１２０の内部、即ち、左側枠板１２０ａ、右側枠板１２０ｂ、
上側枠板１２０ｃ及び下側枠板１２０で構成される中空部内にその前面側から嵌装されて
背板１２０ｅに沿い組み付けられており、当該遊技盤１３０は、その盤面１３１にて、前
方を臨んでいる（図５及び図７参照）。
【００４０】
　また、遊技機本体１００ｂは、図５或いは図７にて示すごとく、案内レール１３２、環
状の装飾構造体１３３、演出表示装置１３４、始動入賞口装置１３５や大入賞口装置１３
６等の各種入賞口装置及び図示しない電動チューリップ、ゲート、風車その他の各盤面部
品を備えている。
【００４１】
　案内レール１３２は、図５或いは図７にて示すごとく、遊技盤１３０の盤面１３１に組
み付けられており、当該案内レール１３２は、その内周側にて、盤面１３１上に遊技領域
１３１ａを構成する。なお、案内レール１３２の最下端部の直上には、アウト口１３１ｂ
（排出口１３１ｂ）が形成されている。このアウト口１３１ｂは、遊技盤１３０の盤面１
３１に沿い転動して案内レール１３２の最下端部に達する遊技球を遊技盤１３０の後側へ
排出する。また、アウト口１３１ｂを通り排出される遊技球は、アウト口１３１ｂ内に設
けた排出センサ（図示しない）により検出される。
【００４２】
　環状の装飾構造体１３３は、図７にて示すごとく、遊技盤１３０の開口部（図示しない
）にその外周部に沿い前面側から組み付けられている。演出表示装置１３４は、液晶表示
装置からなるもので、当該演出表示装置１３４は、図７にて示すごとく、装飾構造体１３
３の内側にて、遊技盤１３０の上記開口部に本体枠１２０の矩形状開口部を介し嵌装して
組み付けられている。
【００４３】
　始動入賞口装置１３５及び大入賞口装置１３６は、図７にて示すごとく、装飾構造体１
３３の直下にて、遊技盤１３０の盤面１３１に組み付けられている。上記電動チューリッ
プ、ゲート、風車は、遊技盤１３０の盤面１３１に分散して組み付けられている。なお、
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遊技盤１３０の盤面１３１には、その遊技領域１３１ａに亘り、多数の遊技釘（図示しな
い）が、分散して打ち込まれている。
【００４４】
　前扉１００ｃは、前枠ともいわれるもので、当該前扉１００ｃは、図１、図３～図５及
び図７のいずれかにて示すごとく、遊技盤本体１００ｂ及び機枠１００ａに対し前後方向
に開閉可能に支持されている。
【００４５】
　当該前扉１００ｃは、窓枠１６０及びガラス板１７０を備えている。窓枠１６０は、そ
の左縁上下両側端部にて、本体枠１２０の上側ヒンジ１２１及び下側ヒンジ１２２の間に
挿入されて、本体枠１２０及び機枠１００ａの各上側ヒンジ１２１、１１１及び本体枠１
２０の切り欠き部１２４を介し前方へ延出する機枠１００ａの中側ヒンジ１１３にそれぞ
れ前後方向に回動可能に支持されている。このことは、前扉１００ｃが、その左縁部にて
、本体枠１２０及び機枠１００ａの各左縁部に前後方向に開閉可能にヒンジ連結されてい
ることを意味する。
【００４６】
　ここで、窓枠１６０の左縁上側端部の各上側ヒンジ１２１、１１１に対する回動可能な
支持及び窓枠１６０の左縁下側端部の中側ヒンジ１１３に対する回動可能な支持は、次の
ようにしてなされている。
【００４７】
　上述のように窓枠１６０が、その左縁上下両側端部にて、本体枠１２０の上側ヒンジ１
２１及び下側ヒンジ１２２の間に挿入されることで、窓枠１６０の左縁上側端部は、本体
枠１２０の上側ヒンジ１２１にその直下から重畳されるとともに、窓枠１６０の左縁下側
端部は、機枠１００ａの中側ヒンジ１１３にその直上から重畳される（図７～図９参照）
。
【００４８】
　換言すれば、機枠１００ａの上側ヒンジ１１１が本体枠１２０の上側ヒンジ１２１の直
上から当該上側ヒンジ１２１を介し窓枠１６０の左縁上側端部上に重畳されるとともに、
機枠１００ａの中側ヒンジ１１３が、窓枠１６０の左縁下側端部にその直下から重畳され
る。
【００４９】
　然る後、ピン状上側軸（図示しない）が、機枠１００ａの上側ヒンジ１１１及び本体枠
１２０の上側ヒンジ１２１に形成した各貫通孔部１１１ａ、１２１ａに挿通されて窓枠１
６０の左縁上側端部に支持される。また、ピン状下側軸（図示しない）が、機枠１００ａ
の中側ヒンジ１１３に形成した貫通孔部１１３ａに挿通されて窓枠１６０の左縁下側端部
に支持される。
【００５０】
　これにより、窓枠１６０は、上記ピン状上下両側軸を基準として、本体枠１２０に対し
回動可能に支持され、かつ機枠１００ａに対し回動可能に支持される。なお、ガラス板１
７０は、窓枠１６０の中空部に嵌装されて、遊技盤１３０を透視可能にしている。また、
前扉１００ｃは、窓枠１６０の右端部にて、施錠機構（図示しない）により、本体枠１２
０の右端部に施錠可能となっている。
【００５１】
　また、前扉１００ｃは、図１或いは図３にて示すごとく、演出用ボタンスイッチ装置Ｐ
Ｂを備えており、当該演出用ボタンスイッチ装置ＰＢは、前扉１００ｃの前枠１６０の左
下隅角部に対応するように、その前側から機枠１００ａの中側ヒンジ１１３上に装着され
ている。
【００５２】
　ここで、当該演出用ボタンスイッチ装置ＰＢは、遊技者の遊技中において操作し易い位
置に位置している。本実施形態では、演出用ボタンスイッチ装置ＰＢは、例えば、単調に
なりがちなパチンコ遊技機による遊技において、遊技者を飽きさせないようにする演出す
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るためのチャンスボタンスイッチ装置としての役割を果たす。
【００５３】
　当該ボタンスイッチ装置ＰＢは、その接続端子にて、配線（図示しない）を介し、後述
する電気接続機構１８０（図７或いは図１３参照）に接続されており、当該ボタンスイッ
チ装置ＰＢは、その押しボタンを押動操作することで、操作出力を発生して、後述のごと
く、電気接続機構１８０を介して後述する副制御盤３００ｂ（図１２参照）に出力する。
【００５４】
　本実施形態では、当該ボタンスイッチ装置ＰＢの押しボタンの押動操作は、演出表示装
置１３４において遊技中のキャラクター等の会話（例えば、大当たりへの期待度を表す会
話）を演出表示させて遊技を盛り上げたり、確変大当たりが成立しているとき単発の大当
たりとして表示させておきボーナスゲーム中に「確変の昇格した」と見せかける演出を行
うときになされる。
【００５５】
　また、前扉１００ｃは、図１或いは図３にて示すごとく、左右両側音声演出装置ＳＬＤ
を備えており、当該左右両側音声演出装置ＳＬＤは、前扉１００ｃの前枠１６０の左右両
上側隅角部内に組み付けられている。
【００５６】
　左右両側音声演出装置ＳＬＤは、それぞれ、スピーカ等の音声演出装置からなるもので
、当該左右両側音声演出装置ＳＬＤは、その各接続端子にて、配線（図示しない）を介し
、電気接続機構１８０（後述する）に接続されている。しかして、当該左右両側音声演出
装置ＳＬＤは、後述のごとく、電気接続機構１８０を介し副制御盤３００ｂにより制御さ
れて、演出内容を音声により出力する。
【００５７】
　また、当該パチンコ遊技機１００は、図７或いは図１３にて示すごとく、電気接続機構
１８０を備えており、この電気接続機構１８０は、両コネクタ部材１８１、１８３と、配
線部材１８２とにより構成されている。
【００５８】
　コネクタ部材１８１は、前扉１００ｃの前枠１６０の左下隅角部に形成した貫通穴部に
その後方から嵌着されており、当該コネクタ部材１８１は、その各一側コネクタ端子にて
、配線（図示しない）を介しボタンスイッチ装置ＰＢの各接続端子及び左右両側音声演出
装置ＳＬＤの各接続端子に前記貫通穴部を通して接続されている。
【００５９】
　一方、コネクタ部材１８２は、遊技盤１３０の盤面１３１のうち左下隅角部に形成した
貫通穴部に嵌着されており、当該コネクタ部材１８２は、その各一側コネクタ端子にて、
配線（図示しない）を介し副制御盤３００ｂの各接続端子に接続されている。なお、当該
副制御盤３００ｂは、前扉１００ｃの左右両側音声演出装置ＳＬＤによる音声演出のため
の制御処理を行うとともに、たとえば、ボタンスイッチ装置ＰＢからの操作出力に基づき
、遊技盤１３０に設けた演出表示装置１３４による演出表示のための制御処理を行う。
【００６０】
　配線部材１８２は、その一側の各接続端子にて、コネクタ１８１の各他側コネクタ端子
に接続されており、当該配線部材１８２の他側の各接続端子は、コネクタ１８３の各他側
コネクタ端子に接続されている。
【００６１】
　しかして、ボタンスイッチ装置ＰＢが、その押しボタンを押動操作されると、当該ボタ
ンスイッチ装置ＰＢの操作出力が、コネクタ１８１、配線部材１８３及びコネクタ部材１
８２を介し、副制御盤３００ｂに出力される。
【００６２】
　これに伴い、当該副制御盤３００ｂは、ボタンスイッチ装置ＰＢの操作出力に基づき、
左右両側音声演出装置ＳＬＤに演出させたり、演出表示装置１３４に演出表示をさせる。
換言すれば、電気接続機構１８０は、ボタンスイッチ装置ＰＢ及び左右両側音声演出装置
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ＳＬＤと、副制御盤３００ｂとの間において演出制御関係を形成する。
【００６３】
　サンド装置２００は、図１、図３～図５、図７、図１４及び図１５のいずれかにて示す
ごとく、パチンコ遊技機１００の左側にてこのパチンコ遊技機１００に沿い付設されてい
る。
【００６４】
　当該サンド装置２００は、図１４及び図１５のいずれかにて示すごとく、装置本体２０
０ａと、操作表示回動部材２００ｂとにより構成されている。
【００６５】
　装置本体２００ａは、その前部にて、パチンコ遊技機１００の前扉１００ｃの左縁前部
に左右に並んで隣接するように、パチンコ遊技機１００に付設されている。この装置本体
２００ａは、両挿入部２１０ａ、２１０ｂを有しており、当該両挿入部２１０ａ、２１０
ｂは、装置本体２００ａの前方へ開口するように当該装置本体２００ａにその前部側から
形成されている。本実施形態において、挿入部２１０ａは、プリペイドカードであるＩＣ
カードを挿入するためのものであり、一方、挿入部２１０ｂは、現金を挿入するためのも
のである。
【００６６】
　操作表示回動部材２００ｂは、本体枠１２０の下側枠板１２０ｄ或いは装置本体２００
ａの前側切り欠き部２１１及び本体枠１２０の下側枠板１２０ｄの双方を開放可能とする
ように、構成されている。なお、装置本体２００ａの前側切り欠き部２１１は、当該装置
本体２００ａの前側下部を後方へコ字状に切り欠くことで形成されている。
【００６７】
　当該操作表示回動部材２００ｂは、一側及び他側の回動部２３０、２４０及びタッチパ
ネル部２５０を備えている。一側回動部２３０は、その回動基端部にて、基軸２３１（図
１５参照）により、装置本体２００ａの前側切り欠き部２１１の左側部位内にて前後方向
に回動可能に支持されており、当該一側回動部２３０は、その回動基端部から他側回動部
２４０側へ延出している。
【００６８】
　ここで、基軸２３１は、装置本体２００ａの前側切り欠き部２１１の左側部位内にて左
右方向に回動可能となるように支持されている。なお、当該一側回動部２３０のその回動
基端部からの延出長さは、装置本体２００ａの前側下部の左右方向幅に対応する。
【００６９】
　他側回動部２４０は、その回動基端部にて、中間軸２３２（図１４或いは図１５参照）
を介し一側回動部２３０の延出端部に前後方向に相対回動可能となるように連結されてお
り、当該他側回動部２４０は、その回動基端部から延出している。
【００７０】
　ここで、当該他側回動部２４０は、本体枠１２０の下側枠板１２０ｄのうちハンドル１
５０に対する対応部位を除くように、Ｌ字状に形成されている。また、他側回動部２４０
は、機枠１００ａの中側ヒンジ１１３と本体枠１２０の下側ヒンジ１２２との間の間隔に
対応する上下方向幅を有する。本実施形態では、中間軸２３２は、その軸方向両側端部に
て、一側回動部２３０の延出端部に設けたコ字状フランジ２３２ａの上下両側腕部に形成
した各貫通孔部内に回動可能に支持されている。
【００７１】
　このように構成した操作表示回動部材２００ｂによれば、一側回動部２３０が装置本体
２００ａの前側下部を前側切り欠き部２１１にてその前面側から閉じるとともに、他側回
動部２４０が本体枠１２０の下側枠板１２０ｄをその前面側から閉じている状態にあると
き、他側回動部２４０の回動基端部は、機枠１００ａの中側ヒンジ１１３と本体枠１２０
の下側ヒンジ１２２との間に嵌まり込むとともに、中間軸２３２が、その軸方向上側端部
にて、機枠１００ａの中側ヒンジ１１３の貫通孔部１１３ａに係脱可能に支持され、かつ
、軸方向下側端部にて、本体枠１２０の下側ヒンジ１２２の貫通孔部１２２ａ及び機枠１
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００ａの下側ヒンジ１１２の貫通孔部１１２ａに係脱可能に支持されている。
【００７２】
　このことは、操作表示回動部材２００ｂが、他側回動部２４０にて、中間軸２３２にて
、遊技機本体１００ｂ及び前扉１００ｃと同軸的にかつ回動可能に支持されることを意味
する。
【００７３】
　ここで、上述のような中間軸２３２の軸方向上下両側端部の中側ヒンジ１１３の貫通孔
部１１３ａ及び下側ヒンジ１２２、１１２の各貫通孔部１２２ａ、１１２ａに対する係脱
可能な支持は、次のような構成のもとになされる。
【００７４】
　円筒状上側キャップ部（図示しない）が一側コイルスプリング（図示しない）を介し中
間軸２３２の軸方向上側端部に同軸的に変位可能に嵌装されており、一方、円筒状下側キ
ャップ部（図示しない）が他側コイルスプリング（図示しない）を介し中間軸２３２の軸
方向下側端部に同軸的に変位可能に嵌装されている。
【００７５】
　しかして、上記上側キャップ部が、上記一側コイルスプリングに抗して中間軸２３２の
軸方向上側端部に向けて同軸的に押動されて下方へ変位することで、機枠１００ａの中側
ヒンジ１１３の貫通孔部１１３ａ内にその直下から係脱可能となり、また、上記下側キャ
ップ部が、上記他側コイルスプリングに抗して中間軸２３２の軸方向下側端部に向けて同
軸的に押動されて上方へ変位することで、下側ヒンジ１２２、１１２の各貫通孔部１２２
ａ、１１２ａ内にその直上から係脱可能となる。
【００７６】
　このような構成のもと、上記上側キャップ部を上記一側コイルスプリングに抗して中間
軸２３２の軸方向上側端部に向けて同軸的に押動して下方へ変位させるとともに、上記下
側キャップ部を上記他側コイルスプリングに抗して中間軸２３２の軸方向下側端部に向け
て同軸的に押動して上方へ変位させた状態にする。
【００７７】
　然る後、他側回動部２４０をその回動基端部にて上記上下両側キャップ部と共に機枠１
００ａの中側ヒンジ１１３の貫通孔部１１３ａと本体枠１２０の下側ヒンジ１２２の貫通
孔部１２２ａとの間に挿入しつつ上述した上下両側キャップ部に対する押動を解除する。
【００７８】
　これに伴い、当該上下両側キャップ部が、上記一側及び他側のコイルスプリングの作用
のもとに、貫通孔部１１３ａ及び両貫通孔部１２２ａ、１１２ａを通り上下方向に向けて
変位して原位置に復帰する。すると、中間軸２３２が、その軸方向上側端部にて、上記上
側キャップ部を介し機枠１００ａの中側ヒンジ１１３の貫通孔軸１１３ａに係脱可能に支
持され、かつ、軸方向下側端部にて、上記下側キャップ部を介し本体枠１２０の下側ヒン
ジ１１２の貫通孔部１１２ａ及び機枠１００ａの下側ヒンジ１１２の貫通孔部１１２ａに
係脱可能に支持される。
【００７９】
　また、このような状態にて、上記上側キャップ部を上記一側コイルスプリングに抗して
中間軸２３２の軸方向上側端部に向けて同軸的に押動して下方へ変位させるとともに、上
記下側キャップ部を上記他側コイルスプリングに抗して中間軸２３２の軸方向下側端部に
向けて同軸的に押動して上方へ変位させつつ、他側回動部２４０をその回動基端部にて機
枠１００ａの中側ヒンジ１１３と本体枠１２０の下側ヒンジ１２２との間から解放する。
【００８０】
　これに伴い、中間軸２３２が、その軸方向上側端部にて、上記上側キャップ部と共に、
機枠１００ａの中側ヒンジ１１３の貫通孔軸１１３ａから脱出し、かつ、軸方向下側端部
にて、上記下側キャップ部と共に、本体枠１２０の下側ヒンジ１２２の貫通孔部１２２ａ
及び機枠１００ａの下側ヒンジ１１２の貫通孔部１１２ａから脱出する。このことは、操
作表示回動部材２００ｂが、回動部２４０にて、中間軸２３２を介する遊技機本体１００
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ｂとの支持を解除されることを意味する。
【００８１】
　タッチパネル部２５０は、図１、図３～図５、図１４及び図１５のいずれかにて示すご
とく、他側回動部２４０の収容部２４１の開口部２４１ａ内に嵌装されており、当該タッ
チパネル部２５０は、操作部及び表示部としての役割を果たす。
【００８２】
　ここで、収容部２４１は、他側回動部２４０の中間部位から前方へ箱状に突出形成され
ており、当該収容部２４１の開口部２４１ａは、前側上方へ傾斜状に対向している。これ
に伴い、タッチパネル部２５０は、その表示面にて、開口部２４１ａ内にて前側上方へ傾
斜状に対向する。
【００８３】
　これにより、タッチパネル部２５０は、パチンコ遊技機１０の前側にて椅子（図示しな
い）に着座した遊技者により視認され易くかつ操作され易い位置に維持される。また、当
該タッチパネル部２５０は、処理制御装置２２０（図１２参照）からの表示データを表示
し、或いは、操作出力を遊技制御装置１４０（図９参照）に出力するようになっている。
【００８４】
　ここで、当該タッチパネル部２５０は、パチンコ遊技機１００による遊技を終了すると
き押動操作される遊技終了ボタン部（図示しない）及びサンド装置２００の挿入部２１０
ａに挿入済みのＩＣカードを当該挿入部２１０ａから排出するとき押動操作されるカード
排出ボタン部（図示しない）を有する。なお、回動部材２００ｂは、他側回動部２４０の
延出端部にて、本体枠１２０の下側枠板１２０ｄの右端部に図示しない他の施錠機構（図
示しない）により施錠可能となっている。
【００８５】
　次に、制御装置Ｂの構成について説明すると、当該制御装置Ｂは、図２にて示すごとく
、電源装置ＰＳ、主制御盤３００ａ、副制御盤３００ｂ、払い出し制御盤３００ｃ、発射
制御盤３００ｄ、サンド制御盤３００ｅ及びインターフェースＩＦを備えている。
【００８６】
　電源装置ＰＳは、図１２にて示すごとく、本体枠１２０の右下隅角部にその後面側から
装着されている。電源装置ＰＳは、商用電源スイッチＳＷを介しパチンコホール内の商用
電源ＣＰに接続されたとき、当該電源装置ＰＳは、商用電源ＣＰから交流電圧（１００（
Ｖ））を印加されて、その正側給電端子及び負側給電端子から直流電圧を発生する。なお
、電源装置ＰＳの負側給電端子は、接地されている。
【００８７】
　主制御盤３００ａは、図１２にて示すごとく、遊技盤１３０にその後面側から組み付け
られている。当該主制御盤３００ａは、その正側受電端子にて、図２にて示すごとく、給
電配線Ｈ１、払い出し制御盤３００ｃ及び給電配線Ｈ２を介し電源装置ＰＳの正側給電端
子に接続されるようになっており、当該主制御盤３００ａの負側受電端子は、接地されて
いる。
【００８８】
　また、当該主制御盤３００ａは、マイクロコンピュータからなるもので、このマイクロ
コンピュータである主制御盤３００ａは、電源装置ＰＳの正負両側給電端子から、給電配
線Ｈ１、払い出し制御盤３００ｃ及び給電配線Ｈ２を介し、直流電圧を印加されて、作動
状態におかれて、各信号線ｈ１、ｈ２を介し払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュ
ータ３１０及び副制御盤３００ｂとの間にて信号のやり取りをする。
【００８９】
　しかして、当該主制御盤３００ａは、その作動状態にて、図１８にて示すフローチャー
トに従い主制御プログラムを実行し、この実行中において、副制御盤３００ｂを介し演出
表示装置１３４の演出表示を制御するとともに、副制御盤３００ｂ及び電気接続機構１８
０を介し、音声演出装置ＳＬＤの演出音声出力を制御する。なお、上記主制御プログラム
は、主制御盤３００ａの記憶素子であるＲＯＭに予め読み出し可能に記憶されている。
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【００９０】
　また、本実施形態においては、照合データＩＤ１が、後述のように設定されて、主制御
盤３００ａのＲＯＭに予め読み出し可能に記憶されている。当該照合データＩＤ１は、払
い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０（後述する）の記憶素子であるＲＯ
Ｍに予め読み出し可能に記憶されている照合データＩＤ１（後述する）と照合するための
ものである。
【００９１】
　副制御盤３００ｂは、図１２にて示すごとく、主制御盤３００ａの直下にて、遊技盤１
３０にその後面から組み付けられている。当該副制御盤３００ｂは、マイクロコンピュー
タからなるもので、このマイクロコンピュータである副制御盤３００ｂは、その正側受電
端子にて、給電配線Ｈ３を介し電源装置ＰＳの正側給電端子に接続されている（図２参照
）。なお、副制御盤３００ｂの負側受電端子は接地されている。
【００９２】
　しかして、当該副制御盤３００ｂは、電源装置ＰＳから給電配線Ｈ３を介し直接電圧を
印加されて作動状態におかれ、図１７にて示すフローチャートに従い副制御プログラムを
実行し、この実行中において、主制御盤３００ａによる制御のもと、演出表示装置１３４
の演出表示を制御するとともに、電気接続機構１８０を介し、音声演出装置ＳＬＤの演出
音声出力を制御する。また、当該副制御盤３００ｂは、その実行中において、電気接続機
構１８０を介する演出用ボタンスイッチ装置ＰＢからの操作出力に基づき演出表示装置１
３４の演出表示を制御する。
【００９３】
　また、払い出し制御盤３００ｃは、図１２にて示すごとく、本体枠１２０の下側左右方
向中央部にその後面側から装着されており、当該払い出し制御盤３００ｃは、マイクロコ
ンピュータ３１０及びスイッチング機構３２０でもって構成されている。マイクロコンピ
ュータ３１０は、その正側受電端子にて、スイッチング機構３２０の入力端子とともに、
給電配線Ｈ１を介し電源装置ＰＳの給電端子に接続されている。なお、マイクロコンピュ
ータ３１０の負側受電端子は接地されている。
【００９４】
　当該マイクロコンピュータ３１０は、電源装置ＰＳの給電端子から給電配線Ｈ１を介し
直流電圧を印加されて作動状態におかれ、図１６にて示すフローチャートに従い払い出し
制御プログラムを実行し、この実行中において、主制御盤３００ａとの協働によりスイッ
チング機構３２０のスイッチング作動制御、発射制御盤３００ｄの制御の開始或いは停止
の制御、センサ群３１１からの各種検出出力に基づく払い出し機構３１２の払い出し作動
制御に要する演算処理を行う。なお、上記払い出し制御プログラムは、マイクロコンピュ
ータ３１０のＲＯＭに予め読み出し可能に記憶されている。
【００９５】
　スイッチング機構３２０は、半導体スイッチング回路からなるもので、当該スイッチン
グ機構３２０は、その入力端子にて、上述のごとく、給電配線Ｈ１を介し電源装置ＰＳの
給電端子に接続されている。また、当該スイッチング機構３２０は、その出力端子にて、
給電配線Ｈ２を介し主制御盤３００ａの正側受電端子に接続されている。なお、当該スイ
ッチング機構３２０は、その接地端子にて、接地されている。
【００９６】
　しかして、当該スイッチング機構３２０は、マイクロコンピュータ３１０による制御の
もと、導通或いは非導通におかれる。ここで、当該スイッチング機構３２０の導通は、両
配線Ｈ１、Ｈ２を介する電源装置ＰＳの給電端子と主制御盤３００ａの受電端子との間の
電気的接続に対応し、当該スイッチング機構３２０の非導通は、両配線Ｈ１、Ｈ２を介す
る電源装置ＰＳの給電端子と主制御盤３００ａの受電端子との電気的接続の遮断に対応す
る。
【００９７】
　換言すれば、当該スイッチング機構３２０は、その導通により、電源装置ＰＳの給電端
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子から主制御盤３００ａの受電端子に直流電圧を印加し、また、当該スイッチング機構３
２０は、その非導通により、電源装置ＰＳの給電端子から主制御盤３００ａの受電端子へ
の直流電圧の印加を遮断する。
【００９８】
　本実施形態において、センサ群３１１は、球払い出し制御に要する各種の遊技データを
検出しマイクロコンピュータ３１０に出力する。
【００９９】
　払い出し機構３１２は、本体枠１２０の後面にその左縁上部に沿い設けられており、当
該払い出し機構３１２は、電源装置ＰＳからの給電のもと、マイクロコンピュータ３１０
による制御に基づき、揚送装置（図示しない）から揚送される遊技球を払い出すように構
成されている。
【０１００】
　発射制御盤３００ｄは、図１２にて示すごとく、本体枠１２０の右下側隅角部にその後
面側から装着されている。当該発射制御盤３００ｄは、マイクロコンピュータからなるも
ので、当該発射制御盤３００ｄは、その受電端子にて、電源装置ＰＳから直流電圧を印加
されて作動状態におかれる。
【０１０１】
　しかして、当該発射制御盤３００ｄは、その作動状態にて、払い出し制御盤３００ｃの
マイクロコンピュータ３１０による制御のもと、図示しないフローチャートに従い球送り
発射制御プログラムの実行を開始し、この実行中において、球送り機構３１４の球送り作
動を制御するとともにタッチセンサ３１３の検出出力及びハンドル１５０の回動操作に応
じて、球発射機構３１５による球発射作動を制御するに要する演算処理をする。また、当
該発射制御盤３００ｄは、払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０による
制御のもと、球送り発射制御プログラムの実行を停止するに要する演算処理をする。
【０１０２】
　タッチセンサ３１３は、ハンドル１５０に設けられており、当該タッチセンサ３１３は
、遊技者の手によるハンドル１５０との接触を検出してタッチ信号としてマイクロコンピ
ュータ３１０に出力する。
【０１０３】
　球送り機構３１４及び球発射機構３１５は、遊技盤１３０を本体枠１２０に組み付けた
とき、遊技盤１３０の左上隅角部に切欠き形成してなる切欠き部１３１ｃ(図５参照）を
通り前方を臨むように、本体枠１２０の左上隅角部に組み付けられている。このことは、
球発射機構３１５は、遊技盤１３０の左上隅角部に位置することを意味する。なお、球送
り機構３１４は、球発射機構３１５の後側に位置し、球発射機構３１５を介し前方を臨む
。
【０１０４】
　球送り機構３１４は、電源装置ＰＳから直流電圧を印加されて作動状態におかれ、払い
出し機構３１２から払い出される遊技球を、順次、発射制御盤３００ｄによる制御のもと
、球発射機構３１５に向けて送るようになっている。
【０１０５】
　また、球発射機構３１５は、電源装置ＰＳから直流電圧を印加されて作動状態におかれ
、遊技者によるハンドル１５０の回動操作に応じて、球送り機構３１４からの遊技球を１
個ずつ、球発射レール（図示しない）から案内レール１３２の案内口部１３２ａを介して
遊技領域１３１ａ内に向けて発射するようになっている。
【０１０６】
　ここで、案内レール１３２の案内口部１３２ａは、図５或いは図７にて示すごとく、遊
技盤１３０の左上隅角部にて、球発射装置本体１５０ａの上記球発射レールに対向するよ
うに形成されている。また、上記揚送装置は、遊技盤１３０の盤面に沿いその遊技領域１
３１ａにて下方に向けて転動して上記入賞口装置に入賞する入賞球やアウト口１３１ｂに
排出される遊技球を球発射装置本体１５０ａに向けて揚送するように構成されている。
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【０１０７】
　また、ハンドル１５０は、本体枠１２０の下側枠板１２０ｄの右下隅角部にその前面側
から左右方向に回動操作可能に支持されており、当該ハンドル１５０は、球発射機構３１
５とともに、球発射装置を構成する。
【０１０８】
　また、サンド制御盤３００ｅは、図１２にて示すごとく、本体枠１２０の左縁部の上下
方向中間部位にその後側から設けられている。当該サンド制御盤３００ｅは、電源装置Ｐ
Ｓから直流電圧を印加されて作動状態におかれ、そのマイクロコンピュータ（図示しない
）にて、図示しないフローチャートに従いカード処理プログラムを実行する。なお、上記
カード処理プログラムは、サンド制御盤３００ｅのマイクロコンピュータの記憶素子であ
るＲＯＭに予め読み出し可能に記憶されている。
【０１０９】
　インターフェースＩＦは、図１２にて示すごとく、本体枠１２０の左側下部にその後側
から設けられており、当該インターフェースＩＦは、図２にて示すごとく、主制御盤３０
０ａと、払い出し制御盤３００ｃと、サンド制御盤３００ｅとの間に接続されている。
【０１１０】
　しかして、当該インターフェースＩＦは、主制御盤３００ａ、払い出し制御盤３００ｃ
及びサンド制御盤３００ｅの間のデータの入出力を行う。
【０１１１】
　以上のように構成した本第１実施形態において、サンド装置２００が、図１、図３或い
は図４にて示す位置にあるものとする。
【０１１２】
　このとき、操作表示回動部材２００ｂは、装置本体２００ａに対し直角に位置するよう
に、当該装置本体２００ａの前側切り欠き部２１１から右方へ延出している。これにより
、当該操作表示回動部材２００ｂは、装置本体２００ａの前側切り欠き部２１１及び遊技
機本体１００ｂの本体枠１２０の前側下部（下側枠板１２０ｄ）にその前側から沿うよう
に位置している。
【０１１３】
　このような状態にあっては、操作表示回動部材２００ｂの一側回動部２３０が、装置本
体２００ａの前側切り欠き部２１１内に位置して閉じた状態にある。また、他側回動部２
４０が、本体枠１２０の前側下部に沿うように位置して閉じた状態にある。
【０１１４】
　このとき、上記上側キャップ部が、上記一側コイルスプリングに抗して機枠１１０ｂの
中側ヒンジ１１３の貫通孔部１１３ａ内にその下方から係合するともに、上記下側キャッ
プ部が、上記他側コイルスプリングに抗して本体枠１２０の下側ヒンジ１２２の貫通孔部
１２２ａを介し機枠１１０ｂの下側ヒンジ１１２の貫通孔部１１２ａ内にその上方から係
合している。
【０１１５】
　このことは、上下両側キャップ部、一側及び他側のコイルスプリング、中側ヒンジ１１
３の貫通孔部１１３ａ、下側ヒンジ１２２の貫通孔部１２２ａ、下側ヒンジ１１２の貫通
孔部１１２ａ、中間軸２３２の軸方向上下両側端部が、中間軸２３２に対する保持手段と
しての役割を果たす。
【０１１６】
　これにより、一側回動部２３０は、機枠１１０ｂの中側ヒンジ１１３と本体枠１２０の
下側ヒンジ１２２との間において、上記上下両側キャップ部を介し、中間軸２３２でもっ
て、本体枠１２０及び前枠１６０の各回動軸と同軸的に支持されて、装置本体２００ａの
前側切り欠き部２１１内に回動不能に維持されている。
【０１１７】
　このような状態において、遊技機設備Ａのパチンコ遊技機（以下、現パチンコ遊技機と
もいう）の交換時期が到来した場合、当該現パチンコ遊技機を新パチンコ遊技機に交換す
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るにあたっては、交換不要な構成部品が存在する。従って、現パチンコ遊技機の交換不要
な構成部品を、サンド装置２００とともに、新パチンコ遊技機の構成部品及びサンド装置
としてそのまま採用することになる。
【０１１８】
　現段階では、現パチンコ遊技機の構成部品のうち、遊技盤１３０のみが交換の対象とさ
れているものとする。従って、現パチンコ遊技機の払い出し制御盤３００ｃ、電源装置Ｐ
Ｓ、発射制御盤３００ｄ、演出表示装置１３４、音声演出装置ＳＬＤ、払い出し機構３１
２、球送り機構３１４、球発射機構３１５、インターフェースＩＦ及びサンド制御盤３０
０ｅその他の構成部品（遊技盤１３０を除く）は、それぞれ、そのまま、新パチンコ遊技
機の各構成部品として用いられる。また、遊技機設備Ａのサンド装置２００も、新パチン
コ遊技機とともに、新遊技機設備Ａを構成する。
【０１１９】
　また、本第１実施形態では、現パチンコ遊技機において、払い出し制御盤３００ｃは、
後述のごとく、照合データＩＤ１を有しており、当該照合データＩＤ１は、払い出し制御
盤３００ｃを特定するに要する固有の照合データである。
【０１２０】
  以上のような前提のもと、現パチンコ遊技機の主制御盤３００ａを含めた遊技盤１３０
を、新パチンコ遊技機の主制御盤３００ａを含めた遊技盤１３０に交換する。本第１実施
形態では、現パチンコ遊技機において、主制御盤３００ａ及び遊技盤１３０をそれぞれ現
主制御盤３００ａ及び現遊技盤１３０という。また、新パチンコ遊技機において、主制御
盤３００ａ及び遊技盤１３０をそれぞれ新主制御盤３００ａ及び新遊技盤１３０という。
その他の構成部材は、現パチンコ遊技機及び新パチンコ遊技機の双方において同様の表現
で表すものとする。サンド装置２００も同様とする。
【０１２１】
　本第１実施形態では、現主制御盤３００ａは、後述のごとく、払い出し制御盤３００ｃ
の照合データと同一の照合データＩＤ１を有する。また、新主制御盤３００ａは、例えば
、その内蔵プログラムにおいて、現主制御盤３００ａとは相違する。
【０１２２】
　また、新主制御盤３００ａは、払い出し制御盤３００ｃの照合データＩＤ１とは異なる
照合データＩＤ２（後述する）を有する。ここで、照合データＩＤ２は、新主制御盤３０
０ａを特定するに要する固有の照合データである。その他の構成において、新主制御盤３
００ａは現主制御盤３００ａと同一である。
【０１２３】
　ここで、現遊技盤１３０の新遊技盤１３０への交換にあたっては、遊技機本体１００ｂ
を前扉１００ｃとともに開くにあたり、上記施錠機構による前扉１００ｃの本体枠１２０
に対する施錠を解除するとともに、上記他の施錠機構による回動部材２００ｂの本体枠１
２０に対する施錠を解除する。これに伴い、回動部材２００の他側回動部２００ｂは、中
間軸２３２を基準に回動可能となる。
【０１２４】
　然る後、本体枠１２０（遊技機本体１００ｂ）をその回動軸を基準にして前方へ回動さ
せると、前扉１００ｃがその回動軸を基準に本体枠１２０とともに同軸的に回動するとと
もに、回動部材２００の他側回動部２４０が、中間軸２３２を軸として、本体枠１２０と
ともに同軸的に回動する。
【０１２５】
　このような過程においては、前扉１００ｃ及び他側回動部２４０が、本体枠１２０の回
動に従い当該本体枠１２０により前方へ押し出されるようにして回動する。このことは、
他側回動部２４０が、本体枠１２０の回動に追随して、前扉１００ｃとともに回動するこ
とを意味する。
【０１２６】
　ここで、回動部材２００ｂが、その中間軸２３２にて、上述のごとく、本体枠１２０及
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び前枠１６０の各回動軸と同軸的に支持されている。このため、回動部材２００ｂの中間
軸２３２が、本体枠１２０及び前枠１６０の各回動軸から離れて位置することなく、当該
各回動軸と同軸的に位置する。
【０１２７】
　従って、他側回動部２４０は、本体枠１２０や前扉１００ｃと干渉することなく、円滑
に回動する。換言すれば、遊技機本体１００ｂは、回動部材２００ｂの他側回動部２４０
により干渉されることなく、前扉１００ｃとともに、円滑に回動して開く。その結果、本
体枠１２０に組み付けた現遊技盤１３０の新遊技盤１３０への交換が、その作業性におい
て良好に改善されて、円滑にかつ良好になされ得る。
【０１２８】
　また、このような交換を行うにあたっては、回動部材２００ｂの一側回動部２３０を、
上述のごとく、装置本体２００ａの前側切り欠き部２１１内に維持した状態で、他側回動
部２４０のみを中間軸２３２を軸として回動させればよく、一側回動部２３０まで回動さ
せる必要がない。
【０１２９】
　このため、上述のような現遊技盤１３０の新遊技盤１３０への交換を行うにあたっては
、回動部材２００ｂのうち本体枠１２０の前側下部、即ち下側枠板１２０ｄに対応する他
側回動部２４０のみを回動させれば十分である。その結果、回動部材２００ｂの回動領域
及び回動部位を必要最小限に抑制することができる。
【０１３０】
　また、上述のような現遊技盤１３０の新遊技盤１３０への交換が終了した後は、本体枠
１２０及び前扉１００ｃを閉じるとともに、回動部材２００ｂの他側回動部２４０を本体
枠１２０の下側枠板１２０に向けて回動して閉じる。然る後、上記施錠機構により、前扉
１００ｃを本体枠１２０に施錠するとともに、上記他の施錠機構により、回動部材２００
ｂの他側回動部２４０を本体枠１２０に施錠する。これにより、回動部材２００ｂは、図
１、図３或いは図４にて示す位置に復帰する。
【０１３１】
　また、現主制御盤３００ａは、上述したごとく、現遊技盤１３０の後面に組み付けられ
ている。従って、当該現主制御盤３００ａを新主制御盤３００ａに交換することは、当該
新主制御盤３００ａを新遊技盤１３０の後面に組み付けた状態で、当該新主制御盤３００
ａ及び新遊技盤１３０を、現遊技盤３１０及び現主制御盤３００ａと交換することになる
。
【０１３２】
　換言すれば、当該交換は、新主制御盤３００ａ及び新遊技盤１３０を、現遊技盤３１０
及び現主制御盤３００ａに換えて、現パチンコ遊技機の本体枠１２０に組み付けることで
なされる。これにより、現主制御盤３００ａの新主制御盤３００ａへの交換が完了する。
【０１３３】
　このように、本第１実施形態では、現パチンコ遊技機において現遊技盤３１０及び現主
制御盤３００ａを新主制御盤３００ａ及び新遊技盤１３０に交換することで、現パチンコ
遊技機から新パチンコ遊技機への交換が行われる。
【０１３４】
　以上のような交換の後、新主制御盤３００ａが、その受電端子にて、給電配線Ｈ２を介
し払い出し制御盤３００ｃのスイッチング機構３２０の出力端子に接続される。また、当
該新主制御盤３００ａは、各信号配線ｈ１、ｈ２を介し払い出し制御盤３００ｃのマイク
ロコンピュータ３１０及び副制御盤３００ｂに接続される。これにより、現パチンコ遊技
機の新パチンコ遊技機への電気的な接続をも含めた交換が完了する。
【０１３５】
　このような段階において、電源装置ＰＳが、商用電源スイッチＳＷの閉成に伴い、商用
電源ＣＰから交流電圧（１００（Ｖ））を印加されると、当該電源装置ＰＳは直流電圧を
発生する。すると、当該直流電圧は、副制御盤３００ｂに給電配線Ｈ３を介し印加される
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とともに、給電配線Ｈ１を介し払い出し制御盤３００ｃに印加される。なお、電源装置Ｐ
Ｓからの直流電圧は、新パチンコ遊技機の発射制御装置３００ｄ、演出表示装置１３４、
音声演出装置ＳＬＤ、払い出し機構３１２、球送り機構３１４、球発射機構３１５、イン
ターフェースＩＦ、サンド制御盤３００ｅ等にも印加される。
【０１３６】
　上述のように電源装置ＰＳの直流電圧の印加がなされると、発射制御盤３００ｄ、演出
表示装置１３４、音声演出装置ＳＬＤ、払い出し機構３１２、球送り機構３１４、球発射
機構３１５、インターフェースＩＦ、サンド制御盤３００ｅ等は、作動状態におかれる。
【０１３７】
　また、新パチンコ遊技機の払い出し制御盤３００ｃが、そのマイクロコンピュータ３１
０及びスイッチング機構３２０にて、作動状態におかれる。すると、マイクロコンピュー
タ３１０は、図１６のフローチャートに従い上記払い出し制御プログラムの実行を開始し
、副制御盤３００ｂが、図１７のフローチャートに従い上記副制御プログラムの実行を開
始し、サンド制御盤３００ｅは、上記図示しないフローチャートに従い上記カード処理プ
ログラムの実行を開始し、発射制御盤３００ｄは、上記図示しないフローチャートに従い
上記球送り発射制御プログラムの実行を開始する。
【０１３８】
　このような段階において、払い出し制御盤３００ｃにおいて、マイクロコンピュータ３
１０が、図１６のフローチャートのステップ４００にて、初期化処理を行う。これに伴い
、マイクロコンピュータ３１０の内部回路素子が初期化される。なお、ステップ４００の
初期化処理においては、遊技球の初期的な払い出し処理がなされる。これに伴い、遊技球
が、払い出し機構３１２により上記受け皿に払い出される。また、当該初期化処理におい
ては、作動状態にある発射制御盤３００ｄが、マイクロコンピュータ３１０により、上記
図示しないフローチャートに従い上記球送り発射制御プログラムの実行の開始可能状態に
おかれる。
【０１３９】
　然る後、マイクロコンピュータ３１０は、ステップ４０１において、導通信号の出力処
理を行い、ついで、ステップ４１０にて、照合データ信号ありか否かが判定される。
【０１４０】
　上述のように導通信号の出力処理がなされると、マイクロコンピュータ３１０が、スイ
ッチング機構３２０を導通させるに要する導通信号を発生してスイッチング機構３２０に
出力する。このように導通信号がスイッチング機構３２０に出力されると、当該スイッチ
ング機構３２０が、導通して、給電配線Ｈ１を介する電源装置ＰＳからの直流電圧を、給
電配線Ｈ２を介し主制御盤３００ａに印加する。
【０１４１】
　また、上述のようにステップ４１０にて、照合データ信号ありか否かが判定されるに際
し、現段階では、未だ、照合データ信号が新主制御盤３００ａからマイクロコンピュータ
３１０に入力されていないことから、当該ステップ４１０においてＮＯと判定される。さ
らに、現段階では、照合データ信号が新主制御盤３００ａからマイクロコンピュータ３１
０に入力されるに要する時間が経過していないことから、ステップ４２０において、ＮＯ
と判定される。
【０１４２】
　しかして、上述のように電源装置ＰＳからの直流電圧が給電配線Ｈ２を介し新主制御盤
３００ａに印加されると、新主制御盤３００ａが、作動状態となり、図１８のフローチャ
ートに従い上記主制御プログラムの実行を開始する。すると、当該新主制御盤３００ａが
、図１８のステップ６００にて初期化処理を行う。このため、当該新主制御盤３００ａの
内部回路素子が初期化される。
【０１４３】
　然る後、図１８のステップ６０１において、照合データ信号の出力処理がなされる。当
該出力処理においては、新主制御盤３００ａが、照合データＩＤ２を照合データ信号とし
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て信号線ｈ１を介し払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０に出力する。
ついで、ステップ６１０において、直流電圧の受電停止か否かが判定される。現段階では
、ステップ６０１の処理直後であるから、上述の直流電圧の受電停止は未だなされていな
い。このため、ステップ６１０における判定がＮＯとなる。そして、ステップ６２０にお
いて、現段階では待ち時間が未だ経過していなければ、ＮＯと判定される。
【０１４４】
　しかして、上述のように、新主制御盤３００ａが、照合データＩＤ２を照合データ信号
としてマイクロコンピュータ３１０に出力すると、ステップ４１０（図１６参照）におい
てＹＥＳと判定される。
【０１４５】
　これに伴い、次のステップ４１１における照合データの照合処理がなされる。この照合
処理においては、新主制御盤３００ａからの照合データ信号の照合データが払い出し制御
盤３００ｃの照合データと照合される。ここで、新主制御盤３００ａからの照合データ信
号の照合データは照合データＩＤ２であり、一方、払い出し制御盤３００ｃの照合データ
が照合データＩＤ１であることから、照合データＩＤ２が照合データＩＤ１と照合される
。
【０１４６】
　本第１実施形態では、払い出し制御盤３００ｃにおいて、照合データＩＤ１は、払い出
し制御盤３００ｃを特定するに要する固有の照合データとして、払い出し制御盤３００ｃ
のマイクロコンピュータ３１０のＲＯＭに予め読み出し可能に記憶されている。一方、照
合データＩＤ２は、照合データＩＤ１とは異なる照合データであって新主制御盤３００ａ
（新遊技盤１３０）を特定する固有の照合データとして、新主制御盤３００ａのＲＯＭに
予め読み出し可能に記憶されている。
【０１４７】
　然る後、ステップ４３０において、一致か否かが判定される。ここでは、照合データＩ
Ｄ２が照合データＩＤ１と一致するか否かが判定される。この判定では照合データＩＤ２
が、上述したごとく照合データＩＤ１と異なることから、双方の照合データが不一致であ
る。従って、ステップ４３０における判定はＮＯとなる。
【０１４８】
　これに伴い、次のステップ４３１における不一致との決定処理において、照合データＩ
Ｄ２が照合データＩＤ１とは不一致であると決定される。このことは、新遊技盤１３０が
払い出し制御盤３００ｃとは不適合であることを意味する。よって、新遊技盤１３０は、
現パチンコ遊技機の新パチンコ遊技機への交換は不適正であることになる。ここで、当該
不適正とは、例えば、新遊技盤１３０が現遊技盤１３０に換えて誤って交換されたか、或
いは、新遊技盤１３０が、不正遊技を目的として、現遊技盤１３０と交換されたかのいず
れかをいう。
【０１４９】
　しかして、上述のような不一致との決定に伴い、次のステップ４３２における導通信号
の出力停止処理において、スイッチング機構３２０への導通信号の出力が停止される。す
ると、この停止に伴い、スイッチング機構３２０が、非導通となり、新主制御盤３００ａ
に対する電源装置ＰＳからの直流電圧の印加を遮断する。
【０１５０】
　また、上述のようにステップ４３２の処理がなされた後、マイクロコンピュータ３１０
は、次のステップ４３３における発射制御盤の演算停止処理において、発射制御盤３００
ｄの演算処理を停止する。このため、発射制御盤３００ｄは、球送り発射制御プログラム
による演算処理を停止して、球送り機構３１４の球送り作動及び球発射機構３１５の球発
射作動を停止する。なお、ステップ４３３の処理後、マイクロコンピュータ３１０は、ス
テップ４３３の停止ステップにて、その作動を停止する。
【０１５１】
　また、上述のように図１８の各ステップ６１０、６２０におけるＮＯとの判定の繰り返
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し中において、上述のように新主制御盤３００ａに対する電源装置ＰＳからの直流電圧の
印加がスイッチング機構３２０により遮断されると、新主制御盤３００ａは、直流電圧の
受電停止として、ステップ６１０においてＹＥＳと判定する。ついで、新主制御盤３００
ａは、次の停止ステップ６１１にて、その作動を停止する。このことは、新主制御盤３０
０ａによる副制御盤３００ｂに対する制御が不可能になることを意味する。
【０１５２】
　このため、副制御盤３００ｂは、上述のように、電源装置ＰＳからの給電のもと、図１
７のフローチャートに従い副制御処理プログラムの実行を開始した後、当該副制御盤３０
０ｂは、主制御盤３００ａの作動停止のもと、ステップ５００の初期化処理及び表示処理
ルーチン５１０を遊技の終了まで行う。
【０１５３】
　即ち、ステップ５００の初期化処理においては、副制御盤３００ｂが初期化される。ま
た、表示処理ルーチン５１０においては、副制御盤３００ｂが演出表示装置１３４の演出
表示処理を制御する。このような制御は、上述した新主制御盤３００ａの作動停止に伴う
遊技の終了に基づき、ステップ５２０にてＹＥＳと判定されて、終了する。
【０１５４】
　以上説明したように、本第１実施形態において、現パチンコ遊技機の交換時期が到来し
たとき、現遊技盤１３０を新遊技盤１３０に交換するにあたり、新遊技盤１３０の新主制
御盤３００ａは、払い出し制御盤３００ｃの照合データＩＤ１とは異なる照合データＩＤ
２を有することから、上述したごとく、現遊技盤１３０の新遊技盤１３０への交換の完了
後において、新主制御盤３００ａがステップ６０１にて照合データＩＤ２を照合データ信
号として払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０に出力し、当該マイクロ
コンピュータ３１０が、ステップ４１１（図１６参照）にて、その照合データＩＤ１を新
主制御盤３００ａの照合データＩＤ２と照合する。ここで、両照合データＩＤ１、ＩＤ２
は、相互に異なるため、ステップ４１１における照合結果が、両照合データＩＤ１、ＩＤ
２の不一致であることを示す。
【０１５５】
　これに伴い、当該マイクロコンピュータ３１０は、ステップ４３０（図１６参照）にて
、ＮＯと判定して、スイッチング機構３２０が、ステップ４３２における導通信号の出力
停止に基づく非導通のもと、新主制御盤３００ａを直流電源ＰＳの直流電圧から遮断して
、当該新主制御盤３００ａの作動を停止させる。
【０１５６】
　これにより、上述のような現パチンコ遊技機から新パチンコ遊技機への交換が不適正で
あって、新主制御盤３００ａへの交換が、誤りや不正行為を目的としていることが認識さ
れ得る。このように、現主制御盤３００ａの新主制御盤３００ａへの交換が不適正と認識
されることで、現主制御盤３００ａを新主制御盤３００ａに交換したままの場合に予測さ
れる不適正な遊技行為の発生を未然に防止することができる。
【０１５７】
　一方、上述とは異なり、新制御盤３００ａが、そのＲＯＭにて、上述した照合データＩ
Ｄ２ではなく、照合データＩＤ１を予め記憶している場合には、新主制御盤３００ａが、
図１８のステップ６０１における照合データ信号の出力処理において、照合データＩＤ１
を照合データ信号として払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０に出力す
る。
【０１５８】
　ついで、上述と同様にステップ４１０におけるＹＥＳとの判定後、ステップ４１１（図
１６参照）において、照合データの照合処理がなされる。現段階では、新制御盤３００ａ
が、上述したごとく、照合データＩＤ２ではなく、照合データＩＤ１を照合データ信号と
して出力済みである。当該照合データＩＤ１は、払い出し制御盤３００ｃの照合データＩ
Ｄ１と同一である。
【０１５９】
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　従って、新制御盤３００ａの照合データが払い出し制御盤３００ｃの照合データと一致
することから、ステップ４３０において、ＹＥＳと判定される。このため、次のステップ
４３４における一致との決定処理において、新主制御盤３００ａの照合データが払い出し
制御盤３００ｃの照合データと一致する旨決定される。このことは、新主制御盤３００ａ
が払い出し制御盤３００ｃと相互に適合することを意味する。
【０１６０】
　上述のようにステップ４３４における決定処理がなされると、次のステップ４３５（図
１６参照）における導通信号の出力継続処理において、払い出し制御盤３００ｃがそのマ
イクロコンピュータ３１０からスイッチング機構３２０への導通信号の出力を継続する。
このため、スイッチング機構３２０の導通状態が維持されて、新主制御盤３００ａが、ス
テップ６１０にて、ＮＯと判定した後、ステップ６２０以後の処理を行う。一方、払い出
し制御盤３００ｃにおいては、マイクロコンピュータ３１０が、ステップ４４０以後の処
理を行う。
【０１６１】
　しかして、払い出し制御盤３００ｃでは、マイクロコンピュータ３１０が、図１６のス
テップ４４０において、現段階では、未だ球払い出し指令がないことからＮＯとの判定を
繰り返す。一方、新制御盤３００ａでは、図１８のステップ６１０におけるＮＯとの判定
のまま、ステップ６２０における判定が、待ち時間の経過に基づき、ＹＥＳになると、次
の演算処理ルーチン６３０の処理が、遊技の終了に基づきステップ６４０におけるＹＥＳ
との判定となるまで、繰り返される。
【０１６２】
　ここで、当該演算処理ルーチン６３０においては、球送り機構３１４が、発射制御盤３
００ｄによる制御のもとに、上述の初期的な払い出された遊技球を、順次、上記発射レー
ルに送る。すると、球発射機構３１５が、上述のように、順次、上記発射レールに送られ
る遊技球を案内レール１３２の案内口部１３２ａを介し新遊技盤１３０の遊技領域１３１
ａに向けて案内する。
【０１６３】
　このように案内された遊技球は、順次、新遊技盤１３０の盤面に沿い遊技領域１３１ａ
内にて下方に向けて転動していく。このような転動過程において、遊技球が、例えば、始
動入賞口装置１３５に入賞して大当たりになると、球払い出し指令が新遊技盤１３０から
払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０に出力される。
【０１６４】
　これに伴い、上述のようにＮＯとの判定の繰り返し中のステップ４４０（図１６参照）
において、新遊技盤１３０からの球払い出し指令に基づき、ＹＥＳとの判定がなされる。
すると、次の球払い出し制御ルーチン４５０の処理において、上記球払い出し指令の前提
である始動入賞口装置１３５への入賞による大当たりに基づき、遊技球の払い出し指令が
払い出し機構３１２に対し出力される。
【０１６５】
　このため、当該払い出し機構３１２が、その払い出し作動により、遊技球を上記球受け
皿に払い出す。なお、ステップ４４０における判定処理及び球払い出し制御ルーチン４５
０の処理は、遊技者による遊技の終了に基づき、ステップ４５１にてＹＥＳと判定される
までなされる。なお、ステップ４４０における判定がＮＯとなる場合には、当該判定を繰
り返すことなく、ステップ４５１の判定を行うようにしてもよい。
【０１６６】
　以上説明したように、本第１実施形態において、現パチンコ遊技機の交換時期が到来し
たとき、現遊技盤１３０を新遊技盤１３０に交換するにあたり、新遊技盤１３０の新主制
御盤３００ａが、現払い出し制御盤３００ｃの照合データと同一の照合データＩＤ１を有
する場合には、上述したごとく、現遊技盤１３０の新遊技盤１３０への交換の完了後にお
いて、新主制御盤３００ａがステップ６０１にて照合データＩＤ１を照合データ信号とし
て払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０に出力し、当該マイクロコンピ
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ュータ３１０が、ステップ４１１（図１６参照）にて、その照合データＩＤ１を払い出し
制御盤３００ｃの照合データＩＤ１と照合する。ここで、両照合データは、同一であるた
め、ステップ４１１における照合結果が、両照合データＩＤ１、ＩＤ１の一致であること
を示す。
【０１６７】
　これに伴い、払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０は、ステップ４３
０（図１６参照）にて、上記一致データに基づきＹＥＳと判定して、ステップ４３４にお
ける一致との決定処理のもと、ステップ４３５における導通信号の出力継続処理にて、ス
イッチング機構３２０の導通状態を維持することで、新主制御盤３００ａへの直流電源Ｐ
Ｓの直流電圧の印加継続のもとに、当該新主制御盤３００ａの作動をそのまま維持する。
これにより、上述のような現パチンコ遊技機から新パチンコ遊技機への交換が適正であっ
て、新主制御盤３００ａへの交換が、誤りや不正行為を目的とするのではなく、正しいこ
とが認識され得る。
（第２実施形態）
  図１９及び図２０は、本発明の第２実施形態の要部を示している。当該第２実施形態に
おいて、図１９及び図２０にて示す各フローチャートは、それぞれ、上記第１実施形態に
て述べた図１６及び図１８の各フローチャートに代えて採用されたものである。その他の
構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０１６８】
　このように構成した本第２実施形態において、上記第１実施形態と同様に現パチンコ遊
技機の交換時期が到来したとき現遊技盤１３０を新遊技盤１３０に交換するにあたり、新
遊技盤１３０の新主制御盤３００ａが、払い出し制御盤３００ｃの照合データＩＤ１とは
異なる照合データＩＤ２を有する場合には、上記第１実施形態と同様に現パチンコ遊技機
の新パチンコ遊技機への交換が完了すると、払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュ
ータ３１０が、ステップ４０１（図１９参照）において、導通信号の出力処理を行い、ス
イッチン機構３２０が、新主制御盤３００ａに対し電源装置ＰＳからの直流電圧を印加し
て、当該新主制御盤３００ａを作動状態におく。
【０１６９】
　ついで、マイクロコンピュータ３１０が、図１９のステップ４０２における照合データ
信号の出力処理において、照合データＩＤ１を照合データ信号として新主制御盤３００ａ
に出力する。然る後、次のステップ４６０にて、照合結果信号ありか否かが判定される。
現段階では、未だ、照合結果信号が新主制御盤３００ａからマイクロコンピュータ３１０
に入力されていないことから、当該ステップ４６０における判定はＮＯとなる。ついで、
照合結果信号が新主制御盤３００ａからマイクロコンピュータ３１０に入力されるに要す
る時間が経過していないことから、ステップ４７０において、ＮＯと判定される。
【０１７０】
　また、新主制御盤３００ａが、図２０のステップ６５０において、照合データ信号あり
か否かが判定される。現段階において、マイクロコンピュータ３１０からの照合データ信
号が未だ主制御盤３００ａに入力されていなければ、ステップ６１０において、ＮＯと判
定される。
【０１７１】
　すると、次のステップ６６０において、待ち時間の経過か否かが判定される。ここで、
当該待ち時間は、マイクロコンピュータ３１０から新主制御盤３００ａへの照合データ信
号の入力に要する時間に相当する。
【０１７２】
　しかして、現段階において、当該待ち時間が経過していなければ、ステップ６６０にお
ける判定がＮＯとなる。然る後、ステップ６６０における判定がＹＥＳとなる前に照合デ
ータ信号がマイクロコンピュータ３１０から主制御盤３００ａへ入力されると、ステップ
６５０においてＹＥＳと判定される。
【０１７３】
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　これに伴い、次のステップ６５１において、照合データの照合処理がなされる。この照
合処理においては、マイクロコンピュータ３１０からの照合データ信号の照合データＩＤ
１が新主制御盤３００ａの照合データＩＤ２と照合される。換言すれば、上記第１実施形
態とは異なり、新主制御盤３００ａが、その照合データＩＤ２とマイクロコンピュータ３
１０からの照合データ信号の照合データＩＤ１とを照合する。
【０１７４】
　ついで、ステップ６５２における照合結果信号の出力処理において、ステップ６５１に
おける照合の結果が、照合結果信号として、払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュ
ータ３１０に出力される。これに伴い、図１９のステップ４７０における判定がＹＥＳに
なる前に、照合結果信号が新主制御盤３００ａからマイクロコンピュータ３１０に入力さ
れると、ステップ４６０における判定がＹＥＳとなる。
【０１７５】
　ここで、上述のごとく、払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０のＲＯ
Ｍには、現主制御盤３００ａの照合データと同一の照合データＩＤ１が記憶されており、
一方、新主制御盤３００ａのＲＯＭには、照合データＩＤ１とは異なる照合データＩＤ２
が記憶されている。
【０１７６】
　このように、新主制御盤３００ａの照合データＩＤ２が、払い出し制御盤３００ｃのマ
イクロコンピュータ３１０からの照合データ信号の照合データＩＤ１とは相違することか
ら、上述したステップ６５１における照合データの照合処理においては、両照合データが
不一致であるとされて、この不一致を表すデータが、ステップ６５２（図２０参照）にお
ける照合結果信号の出力処理にて、上記照合結果信号として新主制御盤３００ａから払い
出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０に出力される。
【０１７７】
　しかして、払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０において、ステップ
４７０にてＹＥＳとの判定になる前に、ステップ４６０においてＹＥＳと判定されると、
次のステップ４３０において、不一致データを表す照合結果信号に基づきＮＯと判定され
て、上記第１実施形態と同様に、ステップ４３１における不一致との決定処理、ステップ
４３２における導通信号の出力停止処理、ステップ４３３における発射制御盤の演算停止
処理及びステップ４３３ａにおける停止処理がなされる。
【０１７８】
　また、新主制御盤３００ａにおいて、図２０のステップ６５２における照合結果信号の
出力後、図１９のステップ４３２における導通信号の出力停止処理に伴い、上記第１実施
形態と同様にステップ６１０において直流電圧の受電停止に基きＹＥＳと判定されると、
新主制御盤３００ａが直流電圧の受電停止の状態であることから、ステップ６１１におけ
る停止処理にて新主制御盤３００ａの作動が停止する。
【０１７９】
　以上説明したごとく、本第２実施形態のように、上記第１実施形態とは異なり、新主制
御盤３００ａにおいて照合データの照合処理を行い照合結果信号の出力処理を行うように
しても、上記第１実施形態と同様の作用効果を達成することができる。なお、新主制御盤
３００ａが、照合データＩＤ２ではなく照合データＩＤ１を有する場合に、上記第１実施
形態とは異なり、新主制御盤３００ａにおいて照合データの照合処理を行い照合結果信号
の出力処理を行うようにしても、上記第１実施形態と同様の作用効果を達成し得る。
（第３実施形態）
  図２１～図２３は、本発明の第３実施形態の要部を示している。当該第３実施形態にお
いて、図２１、図２２及び図２３にて示す各フローチャートは、それぞれ、上記第１実施
形態にて述べた図１６、図１７及び図１８の各フローチャートに代えて採用されたもので
ある。その他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０１８０】
　本第３実施形態において、払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０が、
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ステップ４３０（図２１参照）において、上記第１実施形態と同様に、照合データＩＤ１
と新主制御盤３００ａからの照合データ信号（図２３のステップ６０１参照）の照合デー
タＩＤ２との不一致に基きＮＯと判定した後、ステップ４３１にて不一致との決定処理を
行うと、当該マイクロコンピュータ３１０は、次のステップ４３２ａにおける不一致信号
の出力処理において、両照合データＩＤ１、ＩＤ２の不一致を表す不一致信号を出力する
。
【０１８１】
　一方、新主制御盤３００ａが、図２３のステップ６０１における処理後、ステップ６１
０ａにおいて、不一致信号ありか否かを判定する。ここで、上述のように不一致信号がマ
イクロコンピュータ３１０から出力されると、ステップ６１０ａにおいて、ＹＥＳと判定
される。これに伴い、次のステップ６１２における異常信号の出力処理において、上記不
一致信号に基き、新主制御盤３００ａの異常を表す異常信号を副制御盤３００ｂに対し出
力する。
【０１８２】
　また、副制御盤３００ｂは、図２２のステップ５００にて、上記第１実施形態と同様に
初期化処理を行った後、次のステップ５３０において、異常信号ありか否かを判定する。
従って、上述のように払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０が異常信号
を出力すると、副制御盤３００ｂは、異常信号ありに基きステップ５３０においてＹＥＳ
と判定する。これに伴い、副制御盤３００ｂは、次のステップ５３１における異常報知処
理を繰り返す。
【０１８３】
　ここで、当該異常報知処理では、演出表示装置１３４及び音声演出装置ＳＬＤの双方が
異常報知を行うように処理される。具体的には、演出表示装置１３４が、新遊技盤１３０
の異常に基き、「しばらくお待ちください。」との表示により報知する。これに伴い、遊
技者が、当該パチンコ遊技機の呼び出しボタンを操作することで、係員を呼出す。また、
音声演出装置ＳＬＤが、新遊技盤１３０の異常に基き、「しばらくお待ちください。」と
音声により報知する。これに伴い、遊技者が、当該パチンコ遊技機の呼び出しボタンを操
作することで、係員を呼出す。
【０１８４】
　これにより、係員の到来のもと、新主制御盤３００ａの照合データＩＤ２が払い出し制
御盤３００ｃの照合データＩＤ１と不一致であることに基き、上記第１実施形態と同様に
、上述のような現パチンコ遊技機から新パチンコ遊技機への交換が不適正であって、新主
制御盤３００ａへの交換が、誤りや不正行為を目的としていることが認識され得る。
【０１８５】
　このように、現主制御盤３００ａの新主制御盤３００ａへの交換が不適正と認識される
ことで、現主制御盤３００ａを新主制御盤３００ａに交換したままの場合に予測される不
適正な遊技行為の発生を未然に防止することができる。
【０１８６】
　一方、本第３実施形態において、上記第１実施形態と同様に、上述とは異なり、新制御
盤３００ａが、そのＲＯＭにて、上述した照合データＩＤ２ではなく、照合データＩＤ１
を予め記憶している場合には、新主制御盤３００ａが、図２３のステップ６０１における
照合データ信号の出力処理において、照合データＩＤ１を照合データ信号として払い出し
制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０に出力する。
【０１８７】
　ついで、上述と同様にステップ４１０におけるＹＥＳとの判定後、ステップ４１１（図
２１参照）において、新制御盤３００ａの照合データが払い出し制御盤３００ｃの照合デ
ータと一致するとの照合データの照合処理がなされると、ステップ４０１にて出力された
導通信号の出力継続のもと、ステップ４３０におけるＹＥＳとの判定、ステップ４３４に
おける一致との決定処理及びステップ４４０以後の処理がなされる。
【０１８８】
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　また、上述のごとく新制御盤３００ａの照合データが払い出し制御盤３００ｃの照合デ
ータと一致することから、払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０が不一
致信号を出力することはない。このため、図２３のステップ６１０ａにおける判定がＮＯ
となる。その後、ステップ６２０ａにて待ち時間の経過によりＹＥＳと判定されると、上
記第１実施形態と同様に演出処理ルーチン６３０以後の処理がなされる。
【０１８９】
　また、上述のように、ステップ６１０ａにてＹＥＳと判定されることでステップ６１２
における異常信号の出力処理がなされることはないので、副制御盤３００ｂでは、図２２
のステップ５３０における判定がＮＯとなり、上記第１実施形態と同様に、表示処理ルー
チン５１０以後の処理がなされる。
【０１９０】
　以上のように、新主制御盤３００ａの照合データＩＤ１が払い出し制御盤３００ｃの照
合データＩＤ１と同一であって一致することに基づき、上記第１実施形態と同様に、上述
のような現パチンコ遊技機から新パチンコ遊技機への交換が適正であって、新主制御盤３
００ａへの交換が、誤りや不正行為ではなく正しくなされていることが認識され得る。
（第４実施形態）
　図２４及び図２５は、本発明の第４実施形態の要部を示している。当該第４実施形態に
おいて、図２４は、上記第３実施形態にて述べた図２２のフローチャートに代えて採用さ
れている。また、図２５は、上記第３実施形態にて述べた図２３のフローチャートの一部
を変更して採用したものである。また、本第４実施形態では、上記第３実施形態にて述べ
た図２１のフローチャートにおいて、ステップ４３２ａの処理内容が、無効信号の出力処
理に変更されている。当該無効信号は、ステップ４３１にて不一致と決定処理されたとき
、新主制御盤３３０ａの処理を無効にして副制御盤３００ｂに対する新主制御盤３３０ａ
からの信号出力を停止するための信号としての役割を果たす。その他の構成は、上記第３
実施形態と同様である。
【０１９１】
　このように構成した本第４実施形態において、上記第３実施形態と同様に両照合データ
ＩＤ１、ＩＤ２が不一致である旨、ステップ４３１にて決定処理されると、次のステップ
４３２ａにおいて、不一致信号の出力処理に代えて、無効信号の出力処理がなされる。こ
の出力処理では、両照合データＩＤ１、ＩＤ２の不一致に基づく無効信号が、新主制御盤
３３０ａの処理を無効にして副制御盤３００ｂに対する新主制御盤３３０ａからの信号出
力を停止するための信号としてマイクロコンピュータ３１０から新主制御盤３００ａに出
力される。
【０１９２】
　すると、図２５のステップ６１０ｂにおいて、無効信号ありか否かが判定される。ここ
で、両ステップ６１０ｂ、６２０ａにてＮＯとの判定を繰り返している間に、マイクロコ
ンピュータ３１０からの無効信号に基きＹＥＳと判定されると、次のステップ６１２ａに
おける信号出力の停止処理にて、新主制御盤３００ａの演算処理が無効にされて当該新主
制御盤３００ａから副制御盤３００ｂに対する信号の出力が停止される。
【０１９３】
　また、当該副制御盤３００ｂが、図２４のステップ５００にて上記第３実施形態と同様
に初期化の処理を行うと、次のステップ５３０ａにおいて信号出力の停止ありか否かが判
定される。
【０１９４】
　しかして、上述のように新主制御盤３００ａから副制御盤３００ｂへの信号出力が停止
されると、当該副制御盤３００ｂは、ステップ５３０ａにてＹＥＳと判定する。これに伴
い、当該副制御盤３００ｂが、上記第３実施形態と同様にステップ５３１における異常報
知処理を繰り返す。これによっても、上記第３実施形態の作用効果と実質的に同様の異常
報知処理に基づく作用効果が達成され得る。なお、ステップ５３０ａにてＮＯと判定され
る場合には、上記第３実施形態と同様に表示処理ルーチン５１０以後の処理が繰り返され
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る。
（第５実施形態）
  図２６及び図２７は、本発明の第５実施形態の要部を示している。当該第５実施形態に
おいて、図２６及び図２７は、上記第３実施形態にて述べた図２３及び図２２の各フロー
チャートの一部を変更したものである。その他の構成は、上記第３実施形態と同様である
。
【０１９５】
　このように構成した本第５実施形態において、上記第３実施形態と同様に両照合データ
ＩＤ１、ＩＤ２の不一致を表す不一致信号が払い出し制御盤３００ｃのマイクロコンピュ
ータ３１０から新主制御盤３００ａに出力されると、図２６のステップ６１０ａにおいて
、図２３のステップ６１０ａにおける場合と同様にＹＥＳと判定される。
【０１９６】
　これに伴い、新主制御盤３００ａは、次のステップ６１２における第１異常信号の出力
処理にて、新主制御盤３００ａの異常を表す第１異常信号を当該副制御盤３００ｂに対し
出力する。このことは、新主制御盤３００ａは、電源装置ＰＳから払い出し制御盤３００
ｃを介し給電された状態のもと、通常の遊技可能状態にて、当該第１異常信号を当該副制
御盤３００ｂに出力することを意味する。本第５実施形態において、上述の第１異常信号
は、上記第３実施形態にて述べた異常信号と同一の信号をいう。なお、ここで、第１異常
信号としたのは、後述する第２異常信号との識別のためである。
【０１９７】
　また、当該副制御盤３００ｂが、図２７のステップ５００にて上記第３実施形態と同様
に初期化の処理を行うと、次のステップ５３０において、上記第３実施形態のステップ５
３０における場合と同様に、第１異常信号ありか否かが判定される。
【０１９８】
　しかして、上述のように第１異常信号が副制御盤３００ｂに出力されると、当該副制御
盤３００ｂは、ステップ５３０にてＹＥＳと判定する。これに伴い、ステップ５３１にお
ける第１異常報知処理が上記第３実施形態と同様になされて、演出表示装置１３４が、新
遊技盤１３０の異常に基き、「しばらくお待ちください。」との表示により報知する。こ
れにより、遊技者が、当該パチンコ遊技機の呼び出しボタンを操作することで、係員を呼
出す。また、音声演出装置ＳＬＤが、新遊技盤１３０の異常に基き、「しばらくお待ちく
ださい。」と音声により報知する。
【０１９９】
　これにより、新パチンコ遊技機が、不正遊技を目的とするのではなく、単に誤って現パ
チンコ遊技機と交換された場合には、新主制御盤３００ａは、電源装置ＰＳから払い出し
制御盤３００ｃを介し給電された状態にて通常の遊技可能状態に維持される。従って、上
述のように第１異常信号に基づく報知があっても、新パチンコ遊技機による遊技は可能で
ある。
【０２００】
　一方、上記第３実施形態と同様に新主制御盤３００ａの照合データが、照合データＩＤ
２ではなく、照合データＩＤ１である場合には、両照合データが一致することで、払い出
し制御盤３００ｃのマイクロコンピュータ３１０が、ステップ４３０（図２１参照）にて
、ＹＥＳと判定する。このため、不一致信号及び第１異常信号は、共に、出力されない。
【０２０１】
　従って、新主制御盤３００ａが、上記第３実施形態と同様に、ステップ６１０ａ（図２
６参照）にてＹＥＳと判定することなく、ステップ６２０ａにて、待ち時間の経過により
ＹＥＳと判定すると、次のステップ６８０において、認証時期到来か否かが判定される。
このことは、払い出し制御盤３００ｃの照合データ及び新主制御盤３００ａの照合データ
が共に照合データＩＤ１で一致するにもかかわらず、さらに、ステップ６８０において認
証時期到来か否かを判定することを意味する。本第５実施形態において、上述した認証時
期到来とは、新パチンコ遊技機の第３者機関による認証を受ける時期の到来をいう。



(27) JP 6106250 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

【０２０２】
　ここで、サンド制御盤３００ｅが、認証時期到来を表す認証時期到来を、インターフェ
ースＩＦを介し新主制御盤３００ａに出力していれば、ステップ６８０においてＹＥＳと
判定される。これに伴い、新主制御盤３００ａが、次のステップ６７５における第２異常
信号の出力処理において、新パチンコ遊技機の第３者機関による認証を受ける時期の到来
を表す第２異常信号を副制御盤３００ｂに出力する。
【０２０３】
　副制御盤３００ｂが、新主制御盤３００ａに異常がないことから、ステップ５３０（図
２７参照）にてＮＯと判定すると、次のステップ５４０において、第２異常信号ありか否
かが判定される。
【０２０４】
　ここで、上述のごとく、新主制御盤３００ａが副制御盤３００ｂに対し第２異常信号を
出力していれば、ステップ５４０においてＹＥＳと判定された後、ステップ５４６におけ
る第２異常報知処理にて、演出表示装置１３４及び音声演出装置ＳＬＤを異常報知するよ
うに制御する。これに伴い、演出表示装置１３４が、「係員を呼び出してください。」と
表示する。また、音声演出装置ＳＬＤが、「係員を呼び出してください。」と音声により
報知する。
【０２０５】
　これにより、係員の到来のもと、上述した現遊技機の新遊技機への交換に対する第３者
機関の認証の時期が到来していることが認識され得る。
【０２０６】
　なお、ステップ５３０、５４０の双方において、ＮＯと判定される場合には、上記第３
実施形態と同様に、表示処理ルーチン５１０以後の処理がなされる。
【０２０７】
　以上のように、本第５実施形態では、新主制御盤３００ａの照合データが払い出し制御
盤３００ｃの照合データと一致することで、現主制御盤３００ａの新主制御盤３００ａへ
の交換が適正であっても、当該新パチンコ遊技機への交換時期が第３者機関の認証を受け
る時期である旨、認識することができる。その他の作用効果は上記第３実施形態と同様で
ある。
【０２０８】
　ちなみに、上述のように新パチンコ遊技機が第３者機関の認証を受ける時期にある場合
について、図２８及び図２９を参照して説明する。この説明にあたり、遊技機のうち遊技
盤を除く構成部分であって払い出し制御盤を含む構成部分（枠ともいう）を納入するメー
カーを枠メーカーといい、遊技盤を納入するメーカーを盤メーカーといい、納入されるパ
チンコホールをホールというものとする。
【０２０９】
　このような前提のもと、上記枠メーカーは、図２８にて各矢印で示すごとく、上記ホー
ルに対し枠を複数納入するのにあわせて、当該納入を第３者機関に連絡する。一方、上記
盤メーカーは、上記ホールに対し、複数の枠に対応するように、遊技盤を複数納入するの
にあわせて、当該納入を第３者機関に連絡する。また、上記ホールは、上述した枠メーカ
ーからの複数の枠の納入及び盤メーカーからの複数の遊技盤の納入に関し、第３者機関に
認証を求めるべく連絡する。
【０２１０】
　ここで、各枠は、その払い出し制御盤にて、互いに異なる照合データを有するものとす
る。また、各遊技盤は、互いに異なる照合データを有するものとする。
【０２１１】
　しかして、上述のように供給された複数の枠及び複数の遊技盤のうち、互いに対応する
枠及び遊技盤同士毎に、上記ホールにおいて組み付けられることとなる。
【０２１２】
　ここで、互いに対応する枠及び遊技盤同士毎に、照合データが一致していれば、第３者
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ルに対し、通知する。
【０２１３】
　これにより、上記ホールでは、上述した第３者機関による認証のもとに、互いに対応す
る枠及び遊技盤同士毎に、上記ホールにおいて組み付けられる。
【０２１４】
　また、互いに対応する枠及び遊技盤同士の少なくともいずれかにおいて、照合データが
一致しない場合には、第３者機関は、上述した複数の枠の納入及び複数の遊技盤の納入に
関し、認証しない旨、上記ホールに対し通知する。
【０２１５】
　従って、本第５実施形態において新遊技盤１３０の照合データが現遊技機の払い出し制
御盤３００ｃの照合データが一致する場合には、第３者機関による認証のもと、上述した
現遊技機の新遊技機への交換が適正であることになる。また、新遊技盤１３０の照合デー
タが現遊技機の払い出し制御盤３００ｃの照合データが一致しない場合には、第３者機関
によって認証されない。従って、上述した現遊技機の新遊技機への交換が不適正であるこ
とになる。
【０２１６】
　また、上述のように上記ホールに対する複数の枠の納入及び複数の遊技盤の納入が第３
者機関により認証された後において、遊技機の交換時期が到来したとき、上記盤メーカー
とは異なる他の盤メーカーが、図２９の矢印にて示すごとく、遊技盤を複数上記ホールに
納入するのにあわせて、当該納入を、第３者機関に連絡する。このような段階では、上記
枠メーカーから上記ホールへの複数の枠の納入は、第３者機関により認証済みであるため
、上記枠メーカーは、改めて、上記ホールへの複数の枠の納入に関し、第３者機関に対し
連絡する必要はない。
【０２１７】
　ここで、互いに対応する枠及び上記他の盤メーカーからの納入遊技盤同士毎に、照合デ
ータが一致していれば、第３者機関が、上述した複数の遊技盤の納入に関し、認証する旨
、上記ホールに対し、通知する。
【０２１８】
　また、互いに対応する枠及び上記他の盤メーカーからの納入遊技盤同士の少なくともい
ずれかにおいて、照合データが一致しない場合には、第３者機関は、上述した他の盤メー
カーによる上記ホールへの複数の遊技盤の納入に関し、認証しない旨、上記ホールに対し
通知する。
【０２１９】
　なお、本発明の実施にあたり、上記実施形態にて述べた払い出し制御盤及び主制御盤の
各照合データが不一致か否かの判定は、上記実施形態にて述べた払い出し制御盤のコンピ
ュータ或いは主制御盤に限らず、サンド装置２００、ホールに設置されて遊技機を管理す
るホールコンピュータ或いは遊技機及びホールコンピュータを管理する第３者機関により
行うようにしてもよい。
【符号の説明】
【０２２０】
  ＰＳ…電源装置、ＳＬＤ…音声演出装置、１３０…遊技盤、
１３４…演出表示装置、３００ａ…主制御盤、３００ｂ…副制御盤、
３００ｃ…払い出し制御盤、３１０…マイクロコンピュータ、
３２０…スイッチング機構。
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