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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】周回体ユニットの支持に関する構成の好適化を
図ることが可能な遊技機を提供する。
【解決手段】リールユニット１０１は、装着ベース体１
０２と、各リール装置１０３Ｌ，１０３Ｍ，１０３Ｒと
、中継基板ユニット１０４とを備えており、装着ベース
体１０２に各リール装置１０３Ｌ～１０３Ｒ及び中継基
板ユニット１０４が装着されている。装着ベース体１０
２は、ポリカーボネート等の樹脂材料により形成されて
おり、全体としてスロットマシン前方に向けて開放され
た四角箱状に形成されている。この場合に、装着ベース
体１０２の背部には後方に突出させて固定用フックが形
成されているとともに、筐体１１の背板部１３にはフッ
ク受け孔が形成されている。フック受け孔に固定用フッ
クが受けられていることにより、リールユニット１０１
が背板部１３に支持されている。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気機器が搭載される内部空間を外部空間と仕切るための複数の仕切板部を有した遊技
機であって、
　前記複数の仕切板部のうち所定の仕切板部は、
　金属以外の材料により形成されたベース板部と、
　当該ベース板部の前記内部空間側の板面の所定領域に配設された金属板部と、
　貫通孔と、
を有しており、
　所定の電気機器が前記金属板部上に搭載されており、
　前記金属板部を利用することにより、前記所定の電気機器から電荷を逃がすことが可能
な構成となっており、
　前記ベース板部には、前記貫通孔の少なくとも一部を形成するベース貫通孔を備え、
　前記所定領域の前記ベース貫通孔の周縁部全周から、前記内部空間側の前記板面に沿っ
た外側の所定範囲に亘って前記金属板部が存在していない構成であり、
　前記所定領域の前記ベース貫通孔の周縁部における前記金属板部が存在していない前記
所定範囲において、前記所定領域の前記ベース貫通孔の周縁部から前記内部空間側の前記
板面に沿った外側であって第１方向の第１範囲と、前記所定領域の前記ベース貫通孔の周
縁部から前記内部空間側の前記板面に沿った外側であって第２方向の第２範囲とは面積が
異な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、周回体の周回を通じて絵柄の変動表示を行う遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種であるスロットマシンは、リール装置や制御装置が搭載される筐体と、当
該筐体の前面側において開閉可能に取り付けられた前面扉とを備えている。前面扉には、
リールの外周面に付された図柄を遊技機前方から視認可能とする表示窓部が形成されてお
り、さらにメダル投入装置、スタートレバー、ストップボタンなどが搭載されている。
【０００３】
　遊技に際しては、遊技回毎に、遊技者によりメダル投入（又はベット操作）や始動操作
が行われることでリールが回転を開始し、遊技者により停止操作が行われることでリール
が回転を停止する。そして、その停止後において表示窓部を通じて視認される停止図柄に
応じて遊技者に特典が付与される（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－９５１３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、上記例示などのような遊技機においては筐体の構成を好適なものとする必要が
あり、この点について未だ改良の余地がある。
【０００６】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、筐体の構成を好適なもの
とすることが可能な遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１記載の発明は、電気機器が搭載される内部空間を外部空間と仕切るための複数
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の仕切板部を有した遊技機であって、
　前記複数の仕切板部のうち所定の仕切板部は、
　金属以外の材料により形成されたベース板部と、
　当該ベース板部の前記内部空間側の板面の所定領域に配設された金属板部と、
　貫通孔と、
を有しており、
　所定の電気機器が前記金属板部上に搭載されており、
　前記金属板部を利用することにより、前記所定の電気機器から電荷を逃がすことが可能
な構成となっており、
　前記ベース板部には、前記貫通孔の少なくとも一部を形成するベース貫通孔を備え、
　前記所定領域の前記ベース貫通孔の周縁部全周から、前記内部空間側の前記板面に沿っ
た外側の所定範囲に亘って前記金属板部が存在していない構成であり、
　前記所定領域の前記ベース貫通孔の周縁部における前記金属板部が存在していない前記
所定範囲において、前記所定領域の前記ベース貫通孔の周縁部から前記内部空間側の前記
板面に沿った外側であって第１方向の第１範囲と、前記所定領域の前記ベース貫通孔の周
縁部から前記内部空間側の前記板面に沿った外側であって第２方向の第２範囲とは面積が
異なることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、筐体の構成を好適なものとすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施の形態におけるスロットマシンの正面図である。
【図２】前面扉を閉じた状態におけるスロットマシンの斜視図である。
【図３】前面扉を開いた状態におけるスロットマシンの斜視図である。
【図４】前面扉を取り除いた状態における筐体の正面図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）管理シールの正面図である。
【図６】前面扉を取り除いた状態にける筐体の斜視図である。
【図７】（ａ）配線孔の構成を説明するための筐体の縦断面図であり、（ｂ）持ち手部の
構成を説明するための筐体の縦断面図である。
【図８】筐体からリールユニットを取り外した状態を前方から見た筐体の分解斜視図であ
る。
【図９】筐体からリールユニットを取り外した状態を後方から見た筐体の分解斜視図であ
る。
【図１０】リールユニットの分解斜視図である。
【図１１】（ａ）リールユニットの側面図であり、（ｂ）リールユニットの背面側を斜め
下方から見た状態の斜視図である。
【図１２】筐体の縦断面図である。
【図１３】前面扉の背面図である。
【図１４】表示ユニットを取り外した状態で示す前方から見た前面扉の分解斜視図である
。
【図１５】表示ユニットを取り外した状態で示す後方から見た前面扉の分解斜視図である
。
【図１６】表示ユニットの正面図である。
【図１７】表示ユニットの前方から見た分解斜視図である。
【図１８】表示ユニットの後方から見た分解斜視図である。
【図１９】スロットマシンの上側を拡大して示す当該スロットマシンの縦断面図である。
【図２０】主制御装置の正面図である。
【図２１】操作ユニットを取り外した状態で示す前方から見た前面扉の分解斜視図である
。
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【図２２】操作ユニットを取り外した状態で示す後方から見た前面扉の分解斜視図である
。
【図２３】（ａ）操作ユニットの背面図であり、（ｂ）背面側であって下方から見た操作
ユニットの斜視図である。
【図２４】前方から見た操作ユニットの分解斜視図である。
【図２５】後方から見た操作ユニットの分解斜視図である。
【図２６】（ａ）一部を拡大して示す前面扉の背面図であり、（ｂ）図２６（ａ）のＡ－
Ａ線断面図である。
【図２７】（ａ）前面扉において窓パネル部よりも下方の一部を拡大して示す当該前面扉
の正面図であり、（ｂ）図２７（ａ）のＢ－Ｂ線断面図であり、（ｃ）図２７（ａ）のＣ
－Ｃ線断面図である。
【図２８】スロットマシンの電気的構成図である。
【図２９】主制御装置のＣＰＵにて実行される通常処理を示すフローチャートである。
【図３０】（ａ）施錠装置の側面図であり、（ｂ）施錠装置の背面図である。
【図３１】（ａ），（ｂ）施錠装置の背面側から見た斜視図である。
【図３２】施錠装置の分解斜視図である。
【図３３】（ａ）～（ｃ）施錠装置の動きを説明するための当該施錠装置の斜視図である
。
【図３４】施錠装置及びその周辺を示すスロットマシンの縦断面図である。
【図３５】（ａ）～（ｅ）前面扉が開放状態から閉鎖状態へと操作された場合における施
錠の様子を説明するための説明図である。
【図３６】（ａ）～（ｅ）前面扉が施錠状態から解錠状態へと操作された場合の様子を説
明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、遊技機の一種であるスロットマシンに本発明を適用した場合の一実施の形態を、
図面に基づいて詳細に説明する。図１はスロットマシン１０の正面図であり、図２は前面
扉２１を閉じた状態におけるスロットマシン１０の斜視図であり、図３は前面扉２１を開
いた状態におけるスロットマシン１０の斜視図であり、図４は前面扉２１を取り除いた状
態における筐体１１の正面図である。
【００１１】
　図３に示すように、スロットマシン１０は、筐体１１を備えている。筐体１１は、複数
の板部１２～１６を組合せることによりスロットマシン１０前方に向けて開放された四角
箱状に形成されている。詳細には、底板部１２、背板部１３、左側板部１４、右側板部１
５、及び天板部１６を備えており、隣接する各板部１２～１６が接着等の固定手段によっ
て固定されていることで、筐体１１が形成されている。当該筐体１１は、スロットマシン
１０を遊技ホールに設置する際に、いわゆる島設備に対して釘を打ち付ける等して取り付
けられる。
【００１２】
　筐体１１の前面側には、前面扉２１が取り付けられている。前面扉２１はその左側部を
回動軸として、筐体１１の内部空間を開閉可能とするように筐体１１に支持されている。
詳細には、筐体１１の左側板部１４には筐体側支持部材１７が設けられているとともに、
前面扉２１の左側部には扉側支持部材２２が設けられている。これら各支持部材１７，２
２はともに金属製であり、筐体側支持部材１７には上下一対の支軸部１７ａが一体形成さ
れているとともに、扉側支持部材２２には各支軸部１７ａに１対１で対応させて支持孔部
２２ａが形成されている。各支持孔部２２ａが対応する各支軸部１７ａにより下方から挿
通されていることにより、筐体１１に前面扉２１が開閉可能に支持されている。
【００１３】
　なお、支軸部１７ａが扉側支持部材２２に形成されているとともに支持孔部２２ａが筐
体側支持部材１７に形成されている構成としてもよく、この場合、各支持孔部２２ａが対
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応する支軸部１７ａにより上方から挿通されることとなる。
【００１４】
　前面扉２１を筐体１１に閉鎖した状態では、当該前面扉２１の背面が筐体１１の前面開
口部の周縁全体に対して前方から当接することとなる。したがって、前面扉２１が閉鎖状
態である場合には、筐体１１の前面開口部の全体が前面扉２１により覆われた状態となる
。この場合に、前面扉２１の右側部、すなわち開閉先端側には施錠装置２３が設けられて
おり、筐体１１の右側板部１５には、図４に示すように、金属製の施錠受け部材１８が設
けられている。これにより、前面扉２１を閉鎖状態とした場合には施錠装置２３が施錠受
け部材１８に対して施錠状態となり、前面扉２１の開放操作が阻止される。なお、これら
施錠装置２３及び施錠受け部材１８の詳細については後に説明する。
【００１５】
　筐体１１内には、図３及び図４に示すように、複数の電気機器が搭載されている。具体
的には、筐体１１の底板部１２上には電源装置３１とホッパ装置３２とが左右に並設され
ている。電源装置３１は、遊技ホールの電源に接続され、当該電源から供給される電力に
基づいて、ホッパ装置３２や、後述する各種機器において必要な動作電力を生成して供給
する。また、図示は省略するが、電源装置３１は、電源投入時や電源遮断時に操作される
電源スイッチ、スロットマシン１０の各種状態をリセットするためのリセットボタン、及
びメダルの付与率（例えば内部抽選における当選確率）に変化を与える設定状態を「設定
１」（付与率が最も低い状態）から「設定６」（付与率が最も高い状態）の範囲で変更す
るために操作される設定キー挿入孔を備えている。ホッパ装置３２は、上方に開放された
空間内にメダルを貯留する貯留タンク３２ａと、当該貯留タンク３２ａに貯留されたメダ
ルを払い出す払出装置３２ｂとを備えており、スロットマシン１０に投入されたメダルの
貯留が行われるとともに遊技の結果に応じた遊技者へのメダルの払い出しが実行される。
【００１６】
　筐体１１内において、これら電源装置３１及びホッパ装置３２の上方にはリールユニッ
ト１０１が設けられている。リールユニット１０１は、複数の周回体として、円筒状に形
成された左リール１２２Ｌ、中リール１２２Ｍ、及び右リール１２２Ｒを備えている。各
リール１２２Ｌ～１２２Ｒは、その中心軸線が当該リール１２２Ｌ～１２２Ｒの回転軸線
となるように回転可能に支持されている。各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの回転軸線は略水
平方向に延びる同一軸線上に配設されている。これら各リール１２２Ｌ～１２２Ｒは、そ
れぞれがステッピングモータよりなるリール用駆動モータ１２３Ｌ，１２３Ｍ，１２３Ｒ
（図１０参照）に連結されており、各リール用駆動モータ１２３Ｌ～１２３Ｒの駆動によ
り各リール１２２Ｌ～１２２Ｒが個別に、即ちそれぞれ独立して回転駆動し得る構成とな
っている。
【００１７】
　各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの外周面には、図３に示すように、帯状のベルト１２４Ｌ
，１２４Ｍ，１２４Ｒが巻かれている。帯状のベルト１２４Ｌ～１２４Ｒの周面には、そ
れぞれ複数種の図柄が付されており（例えば２１個ずつ）、各リール用駆動モータ１２３
Ｌ～１２３Ｒが駆動状態となり各リール１２２Ｌ～１２２Ｒが回転することにより、それ
に伴って各図柄の回転位置が連続的に変化することとなる。
【００１８】
　これら各リール１２２Ｌ～１２２Ｒに付された図柄は、図１に示すように、前面扉２１
の上半部に設けられた窓パネル部２０１を通じてスロットマシン１０前方から視認可能と
なっている。この場合、前面扉２１の背面部において窓パネル部２０１と重なる領域には
、図３に示すように、表示ユニット１９２が搭載されており、リールユニット１０１にお
いてスロットマシン１０前方から視認可能な範囲が図１の破線で囲む範囲に制限されてい
る。つまり、窓パネル部２０１と表示ユニット１９２とを利用して表示窓部２７が区画形
成されている。この表示窓部２７が形成された範囲は、視認可能な図柄が各リール１２２
Ｌ～１２２Ｒについて縦方向に３個ずつとなるように設定されている。したがって、各リ
ール１２２Ｌ～１２２Ｒが正回転すると、表示窓部２７を通じて図柄が上から下へ向かっ
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て移動しているかのように映し出される。また、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒがすべて停
止している状態では、縦方向に３個と横方向に３個の合計９個の図柄が遊技者に視認可能
な状態となる。
【００１９】
　上記のように９個の視認可能な図柄との関係で表示窓部２７から視認可能な範囲には、
図１に示すように、所定数の組合せラインＬ１～Ｌ５が設定されている。具体的には、横
方向へ平行に３本、斜め方向へたすき掛けに２本、合計５本の組合せラインＬ１～Ｌ５が
設定されている。詳細は後述するが、これら組合せラインＬ１～Ｌ５は、メダル及び仮想
メダルの賭け数に応じた数だけ有効化され、有効化された組合せライン上に内部抽選にて
当選となった役に対応した図柄の組合せが停止表示されることにより、遊技者に特典が付
与される。
【００２０】
　ここで、図示は省略するが、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒには、小役図柄と、再遊技図
柄と、特別図柄とが付されている。
【００２１】
　小役図柄としては、「スイカ」図柄と、「ベル」図柄と、「チェリー」図柄とが存在し
ており、いずれかの有効ライン上に「スイカ」図柄が左・中・右と揃った場合には１５枚
のメダルが払い出され、いずれかの有効ライン上に「ベル」図柄が左・中・右と揃った場
合には８枚のメダルが払い出され、左リール１２２Ｌ上の「チェリー」図柄が有効ライン
上に停止した場合には２枚のメダルが払い出される。また、いずれかの有効ライン上に再
遊技図柄が左・中・右と揃った場合にはメダル払出は行われないが、新たな賭け操作を要
することなく新たな遊技を開始させることが可能となる。
【００２２】
　特別図柄としては、「７」図柄と「ＢＡＲ」図柄とが存在しており、いずれかの有効ラ
イン上に「７」図柄が左・中・右と揃った場合には第１特別遊技状態としてビッグボーナ
ス状態に移行し、いずれかの有効ライン上に「ＢＡＲ」図柄が左・中・右と揃った場合に
は第２特別遊技状態としてレギュラーボーナス状態に移行する。ビッグボーナス状態及び
レギュラーボーナス状態は、通常遊技状態よりも各遊技回におけるメダル及び仮想メダル
の払出率が向上する状態であり、具体的には内部抽選で当選となった場合には各リール１
２２Ｌ～１２２Ｒの停止タイミングに関係なくいずれかの有効ラインＬ１～Ｌ５上に停止
表示される「ベル」役の入賞が通常遊技状態よりも高頻度で発生する状態である。そして
、ビッグボーナス状態は、当該状態において遊技者に払い出されたメダル及び仮想メダル
の総数が第１所定数（例えば３５０枚）以上となった場合に終了される状態であり、レギ
ュラーボーナス状態は、当該状態において遊技者に払い出されたメダル及び仮想メダルの
総数が第１所定数よりも少ない第２所定数（例えば１５０枚）以上となった場合に終了さ
れる状態である。
【００２３】
　窓パネル部２０１には上記のとおり表示窓部２７が形成されているが、窓パネル部２０
１において当該表示窓部２７よりも上方領域は、図１に示すように、表示ユニット１９２
に設けられた表示装置２４２の表示面２４２ａをスロットマシン１０前方から視認可能と
する領域となっている。つまり、窓パネル部２０１は、表示面２４２ａを視認可能とする
上パネル部２０７と、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの図柄を視認可能とする下パネル部２
０８とを有している。なお、これら窓パネル部２０１には、図１に示すように、これら上
パネル部２０７と下パネル部２０８とを上下に区画するようにして区画部２０６が設けら
れている。
【００２４】
　前面扉２１において窓パネル部２０１の周囲には、演出用発光部２０４と、報知用発光
部２０２とが設けられている。演出用発光部２０４では遊技の状況に応じた光の演出が行
われ、報知用発光部２０２では異常の発生に際してそれに応じた発光制御が行われる。
【００２５】
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　前面扉２１において窓パネル部２０１の下方領域は、図２に示すように、当該窓パネル
部２０１よりもスロットマシン１０前方に膨出させて操作領域２４が形成されており、当
該操作領域２４には各種操作部が設けられている。
【００２６】
　具体的には、操作領域２４前面の左側には、図１に示すように、各リール１２２Ｌ～１
２２Ｒの回転を開始させるために操作されるスタートレバー３０２が設けられている。メ
ダル及び仮想メダルの少なくとも一方が賭けられている状況でスタートレバー３０２が操
作されることにより、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒが一斉に回転を開始する。
【００２７】
　スタートレバー３０２の右側には、回転している各リール１２２Ｌ～１２２Ｒを個別に
停止させるために操作されるストップボタン３２２，３２３，３２４が設けられている。
各ストップボタン３２２～３２４は正面視において停止対象となるリール１２２Ｌ～１２
２Ｒの直下にそれぞれ配置されている。各ストップボタン３２２～３２４は、左リール１
２２Ｌが回転を開始してから所定時間が経過すると停止操作が有効化される。
【００２８】
　操作領域２４上面の右側には、メダルを投入するためのメダル投入口３６２が形成され
た投入用部材３６１が設けられている。前面扉２１の背面部には、図３に示すようにセレ
クタ３７１が設けられており、メダル投入口３６２に投入されたメダルは当該セレクタ３
７１によって、投入可能時であればホッパ装置３２へ導かれ、投入不可時であれば前面扉
２１の前面下部に設けられたメダル排出口２５ａからメダル受け皿２５へと導かれる。
【００２９】
　操作領域２４上面の左側には、クレジットされた仮想メダルを投入するために操作され
るクレジット投入ボタン３１２が設けられている。クレジット投入ボタン３１２が操作さ
れることにより、クレジットされた仮想メダルの数及び最大賭け数の範囲で仮想メダルが
投入される。
【００３０】
　操作領域２４前面においてスタートレバー３０２の下方には、精算ボタン３８１が設け
られている。精算ボタン３８１が操作されることにより、ホッパ装置３２が駆動制御され
て、クレジットされている仮想メダルが実際のメダルとしてメダル受け皿２５に払い出さ
れる。当該メダル受け皿２５は、前面扉２１の下端においてスロットマシン１０前方に突
出させて形成されており、上方に開放されたメダルの貯留領域を有している。
【００３１】
　なお、操作領域２４とメダル受け皿２５とは縦方向に離間されており、これらの間には
装飾パネル部２６が設けられている。装飾パネル部２６には、スロットマシン１０の機種
に対応したキャラクタや模様などの装飾が付されている。
【００３２】
　操作領域２４の上面においてメダル投入口３６２の左方には、表示装置２４２における
演出の内容を切り替えるべく操作される操作用ボタン３４２が設けられている。当該操作
用ボタン３４２の操作による演出内容の切り替え態様としては、１ゲームの途中で所定の
表示演出が表示装置２４２にて実行された場合に、操作用ボタン３４２の操作に伴い表示
装置２４２における表示演出が特定の演出に進行する態様や所定の画像が表示される態様
が挙げられる。また、他の態様としては、１ゲームの表示演出として、選択される演出内
容が相違する複数のモードが存在している状況下において、操作用ボタン３４２の操作に
伴いモードが切り替えられる態様が挙げられる。また、操作用ボタン３４２の操作が演出
として実行されるのではなく、例えば操作用ボタン３４２の操作に伴い表示装置２４２に
て本スロットマシン１０の遊技内容の説明がなされる構成や、本スロットマシン１０の遊
技履歴の内容が表示される構成が挙げられる。
【００３３】
　上記構成のスロットマシン１０の遊技の流れについて簡単に説明する。
【００３４】
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　まずメダル投入口３６２へのメダルの投入操作及びクレジット投入ボタン３１２の押圧
操作の少なくとも一方に基づいて、メダル及び仮想メダルの少なくとも一方が投入される
。この場合、１枚のメダル又は１枚の仮想メダルが投入された場合には、中央ラインＬ１
が有効ラインに設定され、メダル及び仮想メダルの投入総数が２枚となった場合には、中
央ラインＬ１、上ラインＬ２及び下ラインＬ３が有効ラインに設定され、メダル及び仮想
メダルの投入総数が３枚となった場合には、中央ラインＬ１、上ラインＬ２、下ラインＬ
３及び一対の斜めラインＬ４，Ｌ５が有効ラインに設定される。
【００３５】
　なお、メダル及び仮想メダルの投入総数が既に３枚となっている状況でさらにメダル投
入口３６２へのメダルの投入が行われると、その投入されたメダルは仮想メダルとしてク
レジットされる。
【００３６】
　メダル及び仮想メダルの投入総数が所定数（例えば３枚）である状況でスタートレバー
３０２が押下げ操作されることにより、内部抽選が実行されるとともに各リール１２２Ｌ
～１２２Ｒの回転が開始される。その後に、各ストップボタン３２２～３２４が順次、押
圧操作されることにより、それぞれ対応するリール１２２Ｌ～１２２Ｒの回転が順次停止
される。この場合に、内部抽選において当選となっている役に対応した図柄に対して有効
ライン上への引き込み制御が実行される。具体的には、所定のストップボタンが押圧操作
されたタイミングでは、対象となるリールについて当選役に対応した図柄が有効ライン上
に存在していない場合であっても、当該図柄が有効ラインに対して上流側に存在する所定
個数（例えば４個）の図柄の中に含まれているのであれば、有効ライン上に引き込んで停
止させる構成となっている。当該構成において、「ベル」図柄や再遊技図柄については各
リール１２２Ｌ～１２２Ｒにおける配置間隔が、上記引き込み制御の範囲内となるように
設定されているのに対して、「スイカ」図柄、「チェリー」図柄、「７」図柄及び「ＢＡ
Ｒ」図柄については各リール１２２Ｌ～１２２Ｒにおける配置間隔が、上記引き込み制御
の範囲外となり得るように設定されている。
【００３７】
　全リール１２２Ｌ～１２２Ｒが停止した場合には、いずれかの有効ラインＬ１～Ｌ５上
に、内部抽選において当選となった役の入賞が成立しているか否かの入賞判定が行われ、
入賞が成立していると判定された場合には、その入賞に対応した特典が遊技者に付与され
る。例えば、所定の小役の入賞が成立している場合には、その小役に対応した数のメダル
が遊技者に払い出されるように制御される。この場合、クレジットされた仮想メダルの数
が最大数（例えば５０枚）未満である場合には、当該最大数の範囲内において仮想メダル
としてクレジットされる。一方、最大数に達している場合には、ホッパ装置３２が駆動制
御されて、実際のメダルとして遊技者に払い出される。また、再遊技の入賞が成立してい
る場合には、再遊技が遊技者に付与されるように制御され、ビッグボーナスの入賞が成立
している場合には遊技状態がビッグボーナス状態に移行するように制御され、レギュラー
ボーナスの入賞が成立している場合には遊技状態がレギュラーボーナス状態に移行するよ
うに制御される。
【００３８】
　上記内部抽選及び各種制御は、主制御装置４１により実行される。主制御装置４１は、
図４に示すように、筐体１１内においてリールユニット１０１の上方に設けられている。
主制御装置４１は、上記内部抽選及び各種制御を実行するためのＣＰＵ４３、ＲＯＭ４４
及びＲＡＭ４５が一方の板面に搭載された主制御基板４２と、当該主制御基板４２を収容
する基板ボックス４６と、を備えている。基板ボックス４６は一対のケース体４７（一方
のケース体については図示略）を備えており、主制御基板４２を板厚の方向に挟むように
してこれら一対のケース体４７が組み合わされていることにより、主制御基板４２が基板
ボックス４６内に収容されている。各ケース体４７は、基板ボックス４６の外部からこれ
らケース体４７を通じて主制御基板４２を目視確認できるように透明（又は無色透明）に
形成されている。また、各ケース体４７の縁部には、これらケース体４７を結合させる結
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合構造４８が複数設けられており、これら結合構造４８は結合の解除に際して一部の破壊
を要する構成となっている。したがって、基板ボックス４６の内部空間が不正に開放され
た場合には、結合構造４８に破壊箇所が残存することにより、当該不正開放の痕跡が残る
こととなる。
【００３９】
　なお、基板ボックス４６に開放の痕跡を残すための構成としては、引き剥がしに際して
粘着層が接着対象に残ることで剥がされたことの痕跡を残す封印シールを複数のケース体
間の境界を跨ぐようにして貼り付ける構成や、基板ボックスを構成する複数のケース体間
の境界に接着剤を塗布する構成が考えられる。
【００４０】
　主制御装置４１は、筐体１１の背板部１３に固定されている。具体的には、主制御装置
４１は、略長方形状をなす主制御基板４２の形状に対応させて、略長方形状をなす表面及
び裏面を有し且つ略直方体状に形成されている。また、基板ボックス４６において当該表
面を生じさせる壁部は、主制御基板４２においてＣＰＵ４３、ＲＯＭ４４及びＲＡＭ４５
が搭載された素子搭載面と対向している。
【００４１】
　主制御装置４１は、支持ユニット５１を介して背板部１３に固定されている。支持ユニ
ット５１は、図示による詳細な説明は省略するが、背板部１３に固定された支持台座５２
と、当該支持台座５２に対して下端部を回動軸として前後に回動可能に支持された支持部
材５３と、を備えている。支持台座５２には、左右一対の支持フック５４が一体形成され
ており、支持部材５３を支持台座５２に前方から重ねた状態では当該支持部材５３が支持
台座５２に固定され、当該支持部材５３の前方への変位が規制される。支持フック５４に
より固定された状態の解除操作は、前面扉２１を開放状態とした場合に筐体１１の前面開
口部側から当該支持フック５４を弾性変形させることにより行うことが可能であり、この
解除操作に際しては部材の破壊を要しない。
【００４２】
　主制御装置４１は、その下側領域が支持部材５３に挿入されており、当該支持部材５３
に固定されている。当該固定は、その解除に際して所定の部材の破壊を要し、固定解除の
痕跡が残る構成となっているが、ネジなどを利用することにより、固定の解除に際して破
壊を要しない構成としてもよい。支持部材５３に主制御装置４１が固定された構成におい
て、基板ボックス４６の表面部において主制御基板４２の素子搭載面と対向する領域は支
持部材５３により覆われていない。したがって、主制御装置４１が支持部材５３に固定さ
れた状態であっても、基板ボックス４６の外部からの素子搭載面の視認性は確保されてい
る。
【００４３】
　主制御装置４１が一体化された支持部材５３が支持台座５２に重ね合わせられ、主制御
装置４１が初期位置に配置されている状態では、主制御装置４１の裏面は筐体１１の背板
部１３に対向することとなり、主制御装置４１は起立した状態となる。この場合、主制御
装置４１の上面は、筐体１１の天板部１６に隣接した位置にて当該天板部１６に対向する
こととなる。また、主制御装置４１の左側の側面は、左リール１２２Ｌよりも左方に位置
し、筐体１１の左側板部１４に隣接した位置にて対向しているとともに、主制御装置４１
の右側の側面は、右リール１２２Ｒよりも右方に位置し、筐体１１の右側板部１５に隣接
した位置にて対向している。また、主制御装置４１の前面は各リール１２２Ｌ～１２２Ｒ
の後端よりも前方に位置しているが、主制御装置４１の全体が各リール１２２Ｌ～１２２
Ｒの前後方向の中心よりも後方に位置している（図１２参照）。
【００４４】
　上記のように主制御装置４１が背板部１３に固定されていることにより、主制御装置４
１が筐体１１の前面開口部から遠い位置に存在することとなり、当該前面開口部から不正
用治具を挿入して主制御装置４１に不正を施そうとしてもそれが行いづらくなる。また、
主制御基板４２の素子搭載面がスロットマシン１０前方を向くことにより、前面扉２１を
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開放状態とすれば素子搭載面を容易に目視確認することが可能となり、不正有無の確認の
容易化が図られる。
【００４５】
　一方、主制御装置４１が一体化された支持部材５３が支持台座５２から離間されるよう
に前方に回動された場合には、主制御装置４１の上端を筐体１１の前面開口部側に引き出
すことが可能となる。この状態では、主制御装置４１の上端の位置が、各リール１２２Ｌ
～１２２Ｒの前後方向の中心よりも前方であって筐体１１の前面開口部よりも後方の位置
となるように、当該主制御装置４１を前方に引き出すことが可能となる。これにより、主
制御装置４１をより近い位置にて目視確認することが可能となる。
【００４６】
　ここで、基板ボックス４６においてスロットマシン１０前方を向く面には、遊技機製造
メーカ名及び管理番号が付された管理シール５５が貼り付けられている。当該管理シール
５５の正面図を図５に示す。図５（ａ）～（ｃ）は管理シール５５の正面図である。
【００４７】
　図５（ａ）及び図５（ｂ）に示すように、管理シール５５には、「株式会社●●●●」
や「株式会社▲▲▲▲」といったように複数の遊技機製造メーカ名が印刷されているとと
もに、「ＡＢＣＤＥＦ」や「１２３４５６」といったように複数の管理番号が印刷されて
いる。これら複数の遊技機製造メーカ名及び複数の管理番号のうち、当該主制御装置４１
に対応しているのは実際には１つずつであるため、対応していない側は消去されている。
この場合、当該消去は、改ざんしづらくすべく、レーザを照射することによる刻印により
行われている。
【００４８】
　具体的には、図５（ａ）の場合においては、遊技機製造メーカが「株式会社●●●●」
であり管理番号が「ＡＢＣＤＥＦ」であるため、これに該当しない側がレーザ刻印により
消去されている。一方、図５（ｂ）の場合においては、遊技機製造メーカが「株式会社▲
▲▲▲」であり管理番号が「１２３４５６」であるため、これに該当しない側がレーザ刻
印により消去されている。また、図５（ｃ）には、遊技機製造メーカが「株式会社▲▲▲
▲」であり管理番号が「１２３４５６」であるものとして使用された主制御装置４１が、
リサイクルにより、遊技機製造メーカが「株式会社●●●●」であり管理番号が「ＡＢＣ
ＤＥＦ」であるものとして使用される場合を示す。この場合、各製造メーカ名や各管理番
号の消去がレーザ刻印により行われているだけでなく、管理シール５５への製造メーカ名
「株式会社●●●●」及び管理番号「ＡＢＣＤＥＦ」の再付与もレーザ刻印により行われ
ている。
【００４９】
　上記のように管理シール５５を利用することにより、例えば複数の遊技機製造メーカに
おいて共通の構成の主制御装置４１を用いる場合であっても、共通の管理シール５５を利
用することが可能となり、部材管理の容易化が図られる。また、該当しない遊技機製造メ
ーカ名及び管理番号の消去や、遊技機製造メーカ名及び管理番号の再付与が、レーザ刻印
により行われるため、改ざんの発生を抑制しながら、上記のような共通利用を行うことが
可能となる。
【００５０】
　＜筐体１１について＞
　次に、筐体１１の構成について、図６及び図７を参照しながらより詳細に説明する。
【００５１】
　図６は前面扉２１を取り除いた状態にける筐体１１の斜視図であり、図７（ａ）及び図
７（ｂ）は筐体１１の一部を拡大して示す縦断面図である。
【００５２】
　既に説明したとおり、筐体１１は、底板部１２、背板部１３、左側板部１４、右側板部
１５、及び天板部１６を用いて、前方に開放された四角箱状に形成されている。これら各
板部１２～１６は、木製の板６２～６６と、金属層６７とを用いて形成されている。具体
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的には、各板６２～６６はそれぞれ、木製の底板６２、背板６３、左側板６４、右側板６
５、及び天板６６を骨格として備えている。また、これら各板６２～６６において筐体１
１の内周面側の面にはそれぞれ、金属層６７が形成されている。金属層６７の形成材料や
形成方法は任意であり、鉄板、銅板又は鋼板を各板６２～６６に貼り付けることで金属層
６７を形成してもよいが、本スロットマシン１０では各板６２～６６にアルミ箔を貼り付
けることで金属層６７が形成されている。
【００５３】
　金属層６７は、筐体１１の内周面の略全体を覆うようにして設けられている。したがっ
て、筐体１１内に搭載される所定の機器は、金属層６７に重なるようにして設置されてい
る。例えば、主制御装置４１は、背板６３に積層された金属層６７に対して前方から重ね
るようにして設置されており、主制御装置４１の背面は金属層６７と対向している。また
、電源装置３１及びホッパ装置３２は底板６２に積層された金属層６７に対して上方から
重ねるようにして設置されており、電源装置３１の底面及びホッパ装置３２の底面は金属
層６７と対向している。
【００５４】
　上記のように金属層６７が形成されていることにより、筐体１１内に搭載された電気機
器に電気的なノイズの影響が及びづらくなる。また、アースをとり易くなる。
【００５５】
　但し、筐体１１の各板６２～６６にはそれぞれ、当該板を貫通する貫通孔が形成されて
おり、金属層６７にも当該貫通孔に対応した貫通孔が形成されている。当該貫通孔として
具体的には、筐体１１の背板部１３において主制御装置４１の横方には、配線を通すため
の配線孔７１が形成されている。また、筐体１１の左側板部１４及び右側板部１５には、
スロットマシン１０を搬送する際に手をかけるための持ち手部８１が設けられており、こ
れら左側板部１４及び右側板部１５には持ち手部８１を設けるための持ち手孔８２が形成
されている。
【００５６】
　まず、配線孔７１について説明する。
【００５７】
　配線孔７１は、図７（ａ）に示すように、背板６３に形成された板側配線孔７２と、金
属層６７に形成された金属側配線孔７３とから形成されており、これら板側配線孔７２と
金属側配線孔７３とが連続していることにより、配線孔７１は筐体１１の壁部を貫通して
いる。したがって、前面扉２１を閉鎖した状態であっても、筐体１１内の空間は配線孔７
１を通じて外部に開放されている。よって、前面扉２１を閉鎖した状態であっても筐体１
１内の機器に一端が接続された配線７４を筐体１１の外部に引き出すことが可能となる。
【００５８】
　当該配線７４は、主制御装置４１と遊技ホールの管理コンピュータとを電気的に接続す
るためのものである。但し、これに加えて又は代えて、主制御装置４１と、管理コンピュ
ータ以外の外部機器とを電気的に接続するための配線が配線孔７１を通じて引き出される
構成としてもよく、筐体１１内の主制御装置４１以外の機器と、管理コンピュータを含め
た外部機器とを電気的に接続するための配線が配線孔７１を通じて引き出される構成とし
てもよい。
【００５９】
　当該構成において、配線孔７１には、金属側配線孔７３の周縁部よりも当該配線孔７１
の軸線側に木製の背板６３による角部分が存在するように、配線側段差部７５が形成され
ている。詳細には、板側配線孔７２は軸線方向の途中位置において開口面積が筐体１１内
側の方が大きくなるように拡張されており、筐体１１の内側を向く配線側段差部７５を境
界として、幅狭領域７６と幅広領域７７とが存在している。配線側段差部７５は、軸線周
りに連続させて形成されている。また、幅狭領域７６は板側配線孔７２の外側開口から続
いており、幅広領域７７は板側配線孔７２の内側開口を形成している。ちなみに、配線側
段差部７５は板側配線孔７２の内側開口と近い位置に存在しているため、当該内側開口が
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それよりも外側の領域に比べて拡張されているとも言える。
【００６０】
　一方、金属側配線孔７３は、その開口周縁部が板側配線孔７２における幅広領域７７の
開口周縁部と重なるように形成されている。したがって、金属側配線孔７３の周縁部はそ
の全体が、板側配線孔７２の幅狭領域７６における内側端部の周縁部よりも、当該幅狭領
域７６の軸線から離間される側に存在している。
【００６１】
　上記のように幅狭領域７６の内側開口面の周縁部から背板６３の板面に沿った外側であ
って少なくとも特定方向の所定範囲に亘って金属層６７が存在しないことにより、配線７
４が配線孔７１のエッジ部分に接したとしても、その接触対象は金属層６７ではなく木製
の背板６３であるため、配線７４が磨耗しづらくなる。
【００６２】
　特に、幅狭領域７６の内側開口面の周縁部全体に亘って金属層６７が存在していないこ
とにより、配線７４が当該周縁部に沿って変位したとしても、当該配線７４が金属層６７
の端部に接触しないようにすることが可能となる。
【００６３】
　また、金属側配線孔７３の開口面積を幅狭領域７６の内側開口面の面積よりも大きく設
定することで、上記のように幅狭領域７６の内側開口面の周縁部全体に亘って金属層６７
が存在しないようにする構成であるため、金属層６７が存在する範囲が極端に狭くなって
しまうことを抑制しながら、上記のような優れた効果を奏することが可能となる。
【００６４】
　ここで、筐体１１の製造に際しては、各板６２～６６に金属層６７を積層した後に、配
線孔７１の形成が行われる。これにより、金属層６７を形成するための部材と各板６２～
６６との位置合わせを高い精度で行う必要がなくなり、金属層６７の形成の容易化が図ら
れる。また、金属側配線孔７３の形成に際しては、板側配線孔７２の内側開口がそれより
も外側に比べて軸線から離間される側に拡張されるよう背板６３の切除も合わせて行われ
るため、幅狭領域７６の内側の開口部周縁に金属層６７の端部が確実に存在しないように
することが可能となるとともに、当該加工も容易に行うことが可能となる。
【００６５】
　次に、持ち手部８１について説明する。なお、左側板部１４に形成された持ち手部８１
と右側板部１５に形成された持ち手部８１との構成は同一であるため、右側板部１５に形
成された持ち手部８１を例に挙げて説明する。
【００６６】
　持ち手部８１を生じさせるための持ち手孔８２は、その開口部が四角形状（詳細には長
方形状）をなするように形成されており、図７（ｂ）に示すように、右側板６５に形成さ
れた板側持ち手孔８３と、金属層６７に形成された金属側持ち手孔８４とから形成されて
いる。この持ち手孔８２に持ち手部材９１が装着されていることにより、持ち手部８１が
形成されている。
【００６７】
　持ち手部材９１は、ポリカーボネート等の樹脂材料を用いて形成されており、黒色に着
色された有色不透明となっている。持ち手部材９１には、スロットマシン１０の搬送に際
して作業者の指が挿入される挿入空間を区画形成する空間形成部９２と、持ち手部材９１
を右側板６５に固定する場合に利用されるフランジ部９３とが一体形成されている。
【００６８】
　空間形成部９２は、筐体１１の内側に存在しており、当該空間形成部９２による挿入空
間が持ち手孔８２を通じて筐体１１の外側に開放されるように存在している。フランジ部
９３は、空間形成部９２の開口側においてその周縁部全体に亘って連続させて形成されて
おり、空間形成部９２に対して下方に存在する下側フランジ部９３ａを除いて筐体１１の
内側に存在している。フランジ部９３において筐体１１内側に存在している領域は、筐体
１１内側から右側板部１５の内周面に接している。
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【００６９】
　一方、下側フランジ部９３ａは、筐体１１外側から右側板部１５の外周面に接している
。この場合、持ち手孔８２の外側開口８５は、当該持ち手孔８２の中間領域８６よりも拡
張されており、これら外側開口８５と中間領域８６との境界部分には、当該中間領域８６
の外側端部から下方へと延在し筐体１１外側を向く外側段差部８７が形成されている。こ
の外側段差部８７に、筐体１１外側から下側フランジ部９３ａが当接している。この場合
、右側板部１５の外周面において持ち手孔８２の周縁に存在する面よりも下側フランジ部
９３ａが外側に突出しないように、すなわち外側開口８５内に下側フランジ部９３ａが収
容されるように、これら下側フランジ部９３ａの厚み寸法及び外側開口８５の深さ寸法が
設定されている。
【００７０】
　外側段差部８７に筐体１１外側から下側フランジ部９３ａが当接している状態において
、当該下側フランジ部９３ａは空間形成部９２の開放方向に弾性変形されており、その弾
性変形させた状態を保持した状態で、フランジ部９３において空間形成部９２の上方に存
在する上側フランジ部９３ｂが右側板部１５にネジ止めされて固定されている。これによ
り、持ち手部材９１が右側板部１５に固定されているとともに、下側フランジ部９３ａは
外側段差部８７に向けて押し付けられた状態となっている。したがって、持ち手部材９１
と持ち手孔８２の周縁部との間に隙間を生じさせようとしても、それが行いづらくなって
いる。また、空間形成部９２は挿入空間を筐体１１内側に向けて開放させないように形成
されているため、持ち手部８１において筐体１１の内部空間が外部に開放されないように
なっている。
【００７１】
　ここで、右側板部１５に金属層６７が設けられた構成において、空間形成部９２により
区画された挿入空間内には当該金属層６７が存在していない。
【００７２】
　詳細には、板側持ち手孔８３の内側開口８８は当該板側持ち手孔８３の中間領域８６よ
りも開口面積が大きくなるように拡張されており、これら内側開口８８と中間領域８６と
の境界には筐体１１内側を向く内側段差部８９が形成されている。内側段差部８９は、軸
線周りに連続させて形成されている。但し、挿入空間が持ち手孔８２を基準として下方の
空間よりも上方の空間が広くなるように形成されていることに伴って、内側段差部８９も
持ち手孔８２を基準として下方の領域よりも上方の領域が広くなるように形成されている
。つまり、内側開口８８は、中間領域８６に対して軸周りに均一に拡張されているのでは
なく、下方よりも上方への拡張量が大きくなるように拡張されている。
【００７３】
　金属側持ち手孔８４は、その開口周縁部が板側持ち手孔８３における内側開口８８の開
口周縁部と重なるように形成されている。したがって、金属側持ち手孔８４の周縁部はそ
の全体が、板側持ち手孔８３の中間領域８６における内側端部よりも、当該中間領域８６
の軸線から離間される側に存在している。
【００７４】
　板側持ち手孔８３における内側開口８８の周縁部及び金属側持ち手孔８４の周縁部は、
挿入空間の外部に存在している。また、これら周縁部のうち上側領域及び側部領域は、持
ち手部材９１のフランジ部９３により覆われた範囲に存在している。この場合、既に説明
したとおり、上側フランジ部９３ｂが右側板部１５にネジ止めされているが、このネジ止
め箇所は、上側フランジ部９３ｂと金属層６７との当接箇所に存在している。これにより
、ネジ止め箇所に金属層６７が含まれることとなり、ネジ止めを強固に行うことが可能と
なる。
【００７５】
　上記のように金属側持ち手孔８４が形成されていることにより、持ち手部８１の挿入空
間内に金属層６７の端部が存在しないようにすることが可能となる。したがって、挿入空
間に挿入した指は木製の右側板６５に触れることとなり、金属層６７の端部に触れないよ
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うにすることが可能となる。
【００７６】
　ここで、筐体１１の製造に際しては、各板６２～６６に金属層６７を積層した後に、持
ち手孔８２の形成が行われる。これにより、金属層６７を形成するための部材と各板６２
～６６との位置合わせを高い精度で行う必要がなくなり、金属層６７の形成の容易化が図
られる。また、金属側持ち手孔８４の形成に際しては、板側持ち手孔８３の内側開口８８
が中間領域８６に比べて軸線から離間される側に拡張されるように左側板６４の切除も合
わせて行われるため、挿入空間内に金属層６７の端部が確実に存在しないようにすること
が可能となるとともに、当該加工も容易に行うことが可能となる。
【００７７】
　＜リールユニット１０１について＞
　次に、リールユニット１０１の構成について、図８～図１２を参照しながら説明する。
【００７８】
　図８は筐体１１からリールユニット１０１を取り外した状態を前方から見た筐体１１の
分解斜視図であり、図９は筐体１１からリールユニット１０１を取り外した状態を後方か
ら見た筐体１１の分解斜視図であり、図１０はリールユニット１０１の分解斜視図であり
、図１１（ａ）はリールユニット１０１の側面図であり、図１１（ｂ）はリールユニット
１０１の背面側を斜め下方から見た状態の斜視図であり、図１２は筐体１１の縦断面図で
ある。
【００７９】
　リールユニット１０１は、図８に示すように装着ベース体１０２と、各リール装置１０
３Ｌ，１０３Ｍ，１０３Ｒと、中継基板ユニット１０４とを備えており、装着ベース体１
０２に各リール装置１０３Ｌ～１０３Ｒ及び中継基板ユニット１０４が装着されている。
【００８０】
　装着ベース体１０２は、図１０に示すように、底部１１１、背部１１２、左側部１１３
、右側部１１４及び天井部１１５を有するように一体形成されており、全体としてスロッ
トマシン１０前方に向けて開放された四角箱状に形成されている。装着ベース体１０２は
、ポリカーボネート等の樹脂材料により形成されており、リールユニット１０１が筐体１
１に装着されている状態において、装着ベース体１０２の後方に存在している背板部１３
を、当該装着ベース体１０２を通じて目視可能なように透明（具体的には無色透明）に形
成されている。
【００８１】
　左リール装置１０３Ｌ、中リール装置１０３Ｍ及び右リール装置１０３Ｒのそれぞれは
、ＡＢＳ樹脂などの樹脂材料を用いて有色不透明（具体的には黒色不透明）に形成された
左リール支持板１２１Ｌ、中リール支持板１２１Ｍ及び右リール支持板１２１Ｒを備えて
おり、当該リール支持板１２１Ｌ～１２１Ｒに、既に説明したリール１２２Ｌ～１２２Ｒ
とリール用駆動モータ１２３Ｌ～１２３Ｒとの組合せが支持されてなる。また、詳細な説
明は省略するが、各リール支持板１２１Ｌ～１２１Ｒには、対応する帯状のベルト１２４
Ｌ～１２４Ｒを裏面側から照らすためのＬＥＤが搭載された発光ユニット１２５Ｌ～１２
５Ｒが設けられている。なお、図１０では帯状のベルト１２４Ｌ～１２４Ｒを省略してい
る。
【００８２】
　各リール支持板１２１Ｌ～１２１Ｒはいずれも、対応するリール１２２Ｌ～１２２Ｒに
対して同一の側、具体的には左側に存在しており、各リール支持板１２１Ｌ～１２１Ｒの
右側の板面に、対応するリール用駆動モータ１２３Ｌ～１２３Ｒが固定されている。そし
て、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒが対応するリール用駆動モータ１２３Ｌ～１２３Ｒに回
転可能に支持されていることにより、各リール支持板１２１Ｌ～１２１Ｒが対応するリー
ル１２２Ｌ～１２２Ｒを間接的に支持した状態となっている。ちなみに、既に説明したと
おり、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒはその中心軸線が水平方向に延びるように支持されて
いるとともに、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの中心軸線が同一直線上に存在するように支
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持されている。
【００８３】
　各リール装置１０３Ｌ～１０３Ｒにおいて、リール支持板１２１Ｌ～１２１Ｒはその高
さ寸法が各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの外径よりも大きく設定されており、各リール支持
板１２１Ｌ～１２１Ｒは対応するリール１２２Ｌ～１２２Ｒよりも下方に延出していると
ともに上方に延出している。これら各リール支持板１２１Ｌ～１２１Ｒにおいて下方に延
出した下側延出箇所１２６Ｌ～１２６Ｒ及び上方に延出した上側延出箇所１２７Ｌ～１２
７Ｒに対応させて、装着ベース体１０２の底部１１１及び天井部１１５には前後方向に延
びる支持溝部１２８Ｌ～１２８Ｒが形成されている。
【００８４】
　底部１１１に形成された支持溝部１２８Ｌ～１２８Ｒは、上方に開放された溝孔を有す
るとともに当該溝孔は装着ベース体１０２の前縁にて前方に向けて開放されている。天井
部１１５に形成された支持溝部１２８Ｌ～１２８Ｒは、底部１１１に形成された対応する
支持溝部１２８Ｌ～１２８Ｒの鉛直上方において当該対応する支持溝部１２８Ｌ～１２８
Ｒと対向するようにして形成されており、下方に開放された溝孔を有するとともに当該溝
孔は装着ベース体１０２の前縁にて前方に向けて開放されている。
【００８５】
　底部１１１に形成された支持溝部１２８Ｌ～１２８Ｒには、対応するリール支持板１２
１Ｌ～１２１Ｒの下側延出箇所１２６Ｌ～１２６Ｒが挿入されており、天井部１１５に形
成された支持溝部１２８Ｌ～１２８Ｒには、対応するリール支持板１２１Ｌ～１２１Ｒの
上側延出箇所１２７Ｌ～１２７Ｒが挿入されている。この場合に、上記のとおり各支持溝
部１２８Ｌ～１２８Ｒは装着ベース体１０２の前縁にて前方に向けて開放されているため
、各リール支持板１２１Ｌ～１２１Ｒを装着ベース体１０２の前縁の位置から後方へとス
ライド移動させることで当該装着ベース体１０２内の装着位置へ配置することが可能とな
る。
【００８６】
　各支持溝部１２８Ｌ～１２８Ｒはその溝幅が装着ベース体１０２の前縁側の方が広くな
るように形成されているとともに、各下側延出箇所１２６Ｌ～１２６Ｒ及び上側延出箇所
１２７Ｌ～１２７Ｒも当該溝形状に対応させて形成されているため、スライド装着作業の
容易化が図られている。また、各支持溝部１２８Ｌ～１２８Ｒの後端には、スロットマシ
ン１０前方を向き、対応する延出箇所１２６Ｌ～１２６Ｒ，１２７Ｌ～１２７Ｒに後方か
ら当接して、リール支持板１２１Ｌ～１２１Ｒがそれ以上後方へ移動することを規制する
ストッパ部１２９が形成されているため（天井部１１５に形成されたストッパ部について
は図示略）、リール支持板１２１Ｌ～１２１Ｒの装着方向への移動は当該ストッパ部１２
９との当接により自ずと規制される。各リール支持板１２１Ｌ～１２１Ｒは、装着ベース
体１０２内の装着位置に配置された状態において、底部１１１の支持溝部１２８Ｌ～１２
８Ｒ及び天井部１１５の支持溝部１２８Ｌ～１２８Ｒのそれぞれにネジ止めされている。
【００８７】
　各リール装置１０３Ｌ～１０３Ｒが装着ベース体１０２の装着位置に配置された状態に
おいて、図１１（ａ）に示すように、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒは回転位置において前
側に存在する箇所が装着ベース体１０２の前縁よりも前方に突出している。また、図１２
に示すように、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの前側に存在する箇所は、筐体１１の前方開
口部よりも前方に存在している。これにより、前面扉２１と装着ベース体１０２との干渉
を抑制しながら、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒにおいて表示窓部２７から視認可能な面を
当該表示窓部２７に近付けることが可能となり、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒに付された
図柄の視認性の向上が図られる。但し、各リール用駆動モータ１２３Ｌ～１２３Ｒは装着
ベース体１０２内に存在しているため、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの中心軸線は装着ベ
ース体１０２の前縁よりも後方に存在している。これにより、各リール１２２Ｌ～１２２
Ｒの支持の安定性は担保されている。
【００８８】
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　ちなみに、リールユニット１０１の前後方向の寸法（各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの前
側端部から装着ベース体１０２の背面までの距離）は、筐体１１の内部空間においてリー
ルユニット１０１が搭載される高さ位置の前後方向の寸法よりも大きく設定されている。
【００８９】
　装着ベース体１０２の天井部１１５は、図１０に示すように、その上面が上方を向くよ
うに形成されており、当該天井部１１５の上面において前後方向の中央付近であって左右
方向の中央付近に中継基板ユニット１０４が設けられている。天井部１１５における中継
基板ユニット１０４の位置について詳細には、当該中継基板ユニット１０４は、図１２に
示すように、その全体が各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの前後方向の中心よりも後方に位置
している。中継基板ユニット１０４は、図８に示すように、長辺部と短辺部とを有する四
角箱状に形成されており、その長辺部の延在する方向が横方向となるように設けられてい
る。
【００９０】
　中継基板ユニット１０４は、天井部１１５に一体形成された基板ベース１３１と、当該
基板ベース１３１の上方に配置される複数の中継基板１３２，１３３と、これら中継基板
１３２，１３３の上方に配置され、基板ベース１３１とともに中継基板１３２，１３３の
収容空間を形成するケース体１３４と、を備えている。ケース体１３４は、中継基板１３
２，１３３を間に挟むようにして、基板ベース１３１にネジ止めされている。なお、当該
ネジ止めは、固定の解除に際して部材やネジの破壊を要しないように行われているが、固
定の解除に際して部材やネジの破壊を要し、中継基板１３２，１３３の収容空間が開放さ
れたことの痕跡が残る構成としてもよい。
【００９１】
　中継基板１３２，１３３の一方の板面は、複数のコネクタ１３５が搭載されたコネクタ
搭載面となっており、当該コネクタ搭載面が上方を向くようにして、基板ベース１３１上
に中継基板１３２，１３３が配置されている。また、ケース体１３４にはこれらコネクタ
１３５に１対１で対応させて開口部１３６が形成されており、これら開口部１３６を通じ
て各コネクタ１３５が中継基板ユニット１０４の外部に露出している。この場合に、既に
説明したとおり装着ベース体１０２は透明に形成されており、さらにケース体１３４も透
明（具体的には無色透明）に形成されているため、基板ベース１３１及びケース体１３４
に中継基板１３２，１３３が収容された状態において、これらの部位を通じて中継基板１
３２，１３３を目視確認可能となっている。
【００９２】
　一方の中継基板１３２では、表示装置２４２を表示制御する表示制御装置２４５、及び
前面扉２１に設けられた各種発光基板２１２，２１３，２３３と、主制御装置４１との電
気的な接続が中継されており、当該中継基板１３２には、表示制御装置２４５及び各種発
光基板２１２，２１３，２３３に一端が接続された各配線の他端が接続されているととも
に、これらとの電気的な接続を行うための配線が集約されてなり一端が主制御装置４１に
接続されたコネクタユニットの他端が接続されている。また、他方の中継基板１３３では
、スタートレバー３０２、ストップボタン３２２～３２４、クレジット投入ボタン３１２
、精算ボタン３８１及びセレクタ３７１と、主制御装置４１との電気的な接続が中継され
ており、当該中継基板１３３には、これら各装置に一端が接続された各配線の他端が接続
されているとともに、これらとの電気的な接続を行うための配線が集約されてなり一端が
主制御装置４１に接続されたコネクタユニットの他端が接続されている。
【００９３】
　上記リールユニット１０１は、筐体１１の背板部１３に固定されている。当該固定につ
いての構成を詳細に説明する。
【００９４】
　装着ベース体１０２の背部１１２には、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）に示すように、
上縁の左右２箇所及び下縁の左右２箇所の合計４箇所に固定構造１５１，１６１が一体形
成されている。具体的には、各固定構造１５１，１６１は、背部１１２において各リール
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装置１０３Ｌ～１０３Ｒに対して後方から対峙する領域とは外れた領域となる４隅に形成
されており、上側固定構造１５１はそれぞれ同じ高さ位置に形成されており、下側固定構
造１６１はそれぞれ同じ高さ位置に形成されている。また、左側の上下の固定構造１５１
，１６１においては、上側固定構造１５１の鉛直下方に下側固定構造１６１が形成されて
おり、右側の上下の固定構造１５１，１６１においては、上側固定構造１５１の鉛直下方
に下側固定構造１６１が形成されている。
【００９５】
　これら固定構造１５１，１６１は、背部１１２の背面ベース１４１から後方へと突出さ
せて形成されている。詳細には、各固定構造１５１，１６１は、背面ベース１４１から後
方へ突出する台座１５２，１６２と、当該台座１５２，１６２から後方へ突出する固定用
フック１５３，１６３との組合せを有している。各台座１５２，１６２は後方を向く面、
すなわち筐体１１の背板部１３と対向する面を有しており、当該面から後方へと起立させ
て各固定用フック１５３，１６３が形成されている。
【００９６】
　前後方向における各固定用フック１５３，１６３の先端の位置はいずれも略同一となっ
ている。この場合に、背面ベース１４１は、その上半部が縦方向に延在しているのに対し
て、下半部はリール１２２Ｌ～１２２Ｒの周面に沿うようにして曲面状となっている。当
該構成において、上側固定構造１５１は背面ベース１４１の上半部に設けられており、下
側固定構造１６１は背面ベース１４１の下半部に設けられているため、上側固定構造１５
１の根元部分は下側固定構造１６１の根元部分よりも後方に位置している。これに対して
、下側固定構造１６１の台座１６２については、上側固定構造１５１の台座１５２よりも
後方への突出量を大きく設定していることにより、上側固定構造１５１と下側固定構造１
６１とで固定用フック１５３，１６３の突出量を同一又は略同一としながら、前後方向に
おける各固定用フック１５３，１６３の先端の位置がいずれも略同一となるようにしてい
る。
【００９７】
　各固定用フック１５３，１６３は、図１２に示すように、台座１５２，１６２から後方
へと延びる基部１５４，１６４と、当該基部１５４，１６４の先端から下方へと突出した
フック部１５５，１６５とが一体形成されている。なお、基部１５４，１６４の上面には
、対応する台座１５２，１６２から続く補強リブ１５６，１６６が一体形成されている。
【００９８】
　各固定用フック１５３，１６３に１対１で対応させて、図９に示すように、筐体１１の
背板部１３には当該背板部１３を貫通させてフック受け孔１７１，１８１が形成されてい
る。フック受け孔１７１，１８１は、図１２に示すように、後側の方が前側よりも縦方向
の寸法が大きくなるように、前後方向の途中位置に下縁面から下方に向けて延出し後方を
向く受け面１７２，１８２が形成されている。したがって、フック受け孔１７１，１８１
は、前後方向に延びる前後孔領域１７３，１８３と、前後孔領域１７３，１８３の後側に
おいて当該前後孔領域１７３，１８３から下方へと延出する下方延出領域１７４，１８４
とを備えている。ちなみに、図９に示すように、下方延出領域１７４，１８４は前後孔領
域１７３，１８３に比べて横方向の寸法が小さく設定されている。
【００９９】
　前後孔領域１７３，１８３の縦方向の寸法は、図１２に示すように、対応する固定用フ
ック１５３，１６３の縦方向の最大長よりも大きく設定されており、下方延出領域１７４
，１８４の縦方向の寸法は、対応する固定用フック１５３，１６３におけるフック部１５
５，１６５の縦方向寸法よりも大きく設定されている。また、背板部１３の前面からフッ
ク受け孔１７１，１８１の受け面１７２，１８２までの長さ寸法は、対応する固定用フッ
ク１５３，１６３における基部１５４，１６４の前後方向の寸法よりも若干長い程度とな
っている。
【０１００】
　固定用フック１５３，１６３は、フック部１５５，１６５が下方延出領域１７４，１８
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４に入り込むようにしてフック受け孔１７１，１８１に挿入されている。固定用フック１
５３，１６３の下方への移動は、前後孔領域１７３，１８３において受け面１７２，１８
２よりも前側の下縁面に固定用フック１５３，１６３の基部１５４，１６４が上方から当
接することにより受けられ、固定用フック１５３，１６３の前方への移動は、受け面１７
２，１８２に固定用フック１５３，１６３のフック部１５５，１６５が後方から当接する
ことにより受けられる。
【０１０１】
　当該構成において、図１１（ｂ）及び図１２に示すように、各台座１５２，１６２にお
いて対応する固定用フック１５３，１６３の根元部分には、当該固定用フック１５３，１
６３の下方に変形用貫通孔１５７，１６７が並設されている。これにより、台座１５２，
１６２の弾性変形を利用して、固定用フック１５３，１６３を縦方向に撓ませることが可
能となっている。
【０１０２】
　リールユニット１０１を筐体１１の背板部１３に装着させる場合には、各固定用フック
１５３，１６３が対応するフック受け孔１７１，１８１内に入り込むように、リールユニ
ット１０１の位置合わせを行う。その後、リールユニット１０１の背面を筐体１１の背板
部１３に当接させるとともに、各固定用フック１５３，１６３のフック部１５５，１６５
がフック受け孔１７１，１８１の下方延出領域１７４，１８４内に入り込むように、リー
ルユニット１０１を下方へ移動させる。
【０１０３】
　この場合に、下側固定用フック１６３のフック部１６５にはその前縁に、前方に凸とな
った曲面状の突起１６５ａが一体形成されており、リールユニット１０１が装着位置に配
置された状態において、当該突起１６５ａは受け面１８２に当接するようにその位置関係
が設定されている。その一方、上側固定用フック１５３については、リールユニット１０
１が装着位置に配置された状態において、フック部１５５は受け面１７２よりも後方に位
置するように位置関係が設定されている。
【０１０４】
　そこで、上記のようにリールユニット１０１を下方へ移動させる際には、当該リールユ
ニット１０１の上部が前側となるように当該リールユニット１０１を若干傾かせ、その状
態で下側固定用フック１６３のフック部１６５に形成された突起１６５ａを受け面１８２
に後方から当接させる。その後、リールユニット１０１の上部が後側へ変位するように、
当該リールユニット１０１の向きを傾斜させた状態から起立させた状態とする。これによ
り、下側固定用フック１６３は、その根元部分が弾性変形して撓み、その復元力が突起１
６５ａを通じて受け面１８２に作用することとなる。一方、上側固定用フック１５３につ
いては、フック部１５５は受け面１７２よりも後方に位置しているため、上側固定用フッ
ク１５３には上記のような撓みは発生しない。
【０１０５】
　但し、上側固定用フック１５３のフック部１５５において受け面１７２と後方から対向
する箇所には、下側に向かうほど受け面１７２から離れるガイドリブ１５５ａが一体形成
されている。これにより、製造時の寸法バラツキに起因して、上側固定用フック１５３の
フック部１５５と受け面１７２との間の距離が設計上のものよりも短く、上記装着作業に
際して、フック部１５５が受け面１７２に後方から当接してしまう場合であっても、ガイ
ドリブ１５５ａにより、上側固定用フック１５３の根元部分の弾性変形が好適に促進され
、当該装着作業が不可となってしまうという事態の発生を阻止することが可能となる。
【０１０６】
　上記のようにリールユニット１０１の下方への移動が完了した状態では、各台座１５２
，１６２において後側を向く面が背板部１３に前方から当接することとなる。この場合に
、上側台座１５２は、装着ベース体１０２の天井部１１５よりも上方に延出しており、こ
の延出箇所１５２ａは板状となっている。また、上側固定用フック１５３は天井部１１５
よりも下方に位置しており、上記延出箇所１５２ａは上側固定用フック１５３の鉛直上方
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に位置している。上側台座１５２の後面は、上記延出箇所１５２ａを含めて面一となって
おり、延出箇所１５２ａが背板部１３に前方から面接触している。
【０１０７】
　この延出箇所１５２ａには、前後方向に貫通する貫通孔１５２ｂが形成されており、筐
体１１の背板部１３において当該貫通孔１５２ｂと対応する位置にはネジ孔１７５が形成
されている。そして、これら貫通孔１５２ｂ及びネジ孔１７５を利用して、延出箇所１５
２ａが背板部１３にネジ１７６により固定されている。このネジ止め箇所は、上側固定用
フック１５３に対して鉛直上方の位置となっている。また、このネジ止めは、筐体１１の
内部空間側から行われている。
【０１０８】
　各延出箇所１５２ａは、上記のように天井部１１５から上方に延出した板状に形成され
ているが、図１０に示すように、各延出箇所１５２ａには、天井部１１５の上面から連続
させて複数の台座側補強リブ１５２ｃが形成されている。この場合に、当該台座側補強リ
ブ１５２ｃは、各延出箇所１５２ａにおける左右の両端において前後方向に延びるように
形成されており、天井部１１５の上面において各延出箇所１５２ａの前方には台座側補強
リブ１５２ｃにより挟まれた領域が存在している。また、天井部１１５の上面は、図１２
に示すように、後方に向けて下り傾斜となっている。そして、各延出箇所１５２ａのネジ
止め箇所は、左右の台座側補強リブ１５２ｃにより挟まれた空間に存在している。これに
より、延出箇所１５２ａを背板部１３にネジ止めする際、及びネジ止めを解除する際に、
そのネジ止め箇所からネジ１７６が下方に落下した場合であっても、当該ネジ１７６を天
井部１１５の上面にて受けることが可能となる。また、そのネジ１７６の横方向からの落
下を台座側補強リブ１５２ｃとの当接により阻止することが可能となり、さらにまた、天
井部１１５の上面が延出箇所１５２ａに向けて下り傾斜となっているため、天井部１１５
の上面上に載ったネジ１７６が前方へと転がっていってしまうことも阻止することが可能
となる。
【０１０９】
　以上のように、リールユニット１０１は背板部１３に吊り下げ支持された状態で固定さ
れている。この場合、上側固定用フック１５３の基部１５４がフック受け孔１７１の下縁
部により下方から受けられている箇所、下側固定用フック１６３の基部１６４がフック受
け孔１８１の下縁部により下方から受けられている箇所、及び上側固定用フック１５３の
上方におけるネジ止め箇所において、リールユニット１０１の重量負荷が下方から受けら
れている。また、上側固定用フック１５３の上方におけるネジ止め箇所、及び下側固定用
フック１６３のフック部１６５と受け面１８２との当接箇所により、リールユニット１０
１の前方への移動が阻止されている。
【０１１０】
　リールユニット１０１は、筐体１１の背板部１３のみによって支持されており、筐体１
１内にはリールユニット１０１の底部を下方から支持する場所が存在していない。これに
より、筐体１１内に設けた仕切板上にリールユニット１０１を下方から支持させる構成に
比べて、筐体１１内の空間を有効活用することが可能となる。
【０１１１】
　また、筐体１１の左側板部１４及び右側板部１５に前後方向に延びる支持レールを設け
て、当該支持レールにてリールユニット１０１を側方から支持する構成も考えられるが、
この場合、リールユニット１０１の側方において筐体１１内は上下に仕切られた構成とな
ってしまう。これに対して、上記のようにリールユニット１０１を背板部１３に固定する
ことで、リールユニット１０１の側方に縦方向に連続する空間を生じさせることが可能と
なる。これにより、例えば操作領域２４に設けられた各種装置を主制御装置４１と電気的
に接続するための配線や、リールユニット１０１の下方に設けられたホッパ装置３２及び
電源装置３１を主制御装置４１と電気的に接続するための配線を通すスペースを広く確保
することが可能となる。
【０１１２】
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　また、装着ベース体１０２は樹脂材料を用いて形成されているため、金属板を用いて形
成されている構成に比べて、リールユニット１０１の重量が軽減されている。したがって
、筐体１１の背板部１３のみにてリールユニット１０１を支持する構成であっても、当該
リールユニット１０１の支持の安定化が図られる。
【０１１３】
　また、背板部１３に形成したフック受け孔１７１，１８１にリールユニット１０１の固
定用フック１５３，１６３を引っ掛ける構成であるため、背板部１３の厚みを利用して当
該背板部１３にリールユニット１０１を支持させることができる。よって、構成の簡素化
を図りながら、支持の安定化を図ることが可能となる。
【０１１４】
　また、ネジ１７６を利用してリールユニット１０１が背板部１３に固定された状態では
、下側の固定用フック１６３の突起１６５ａが下側のフック受け孔１８１の受け面１８２
に押し付けられた状態となる。これにより、これら固定用フック１６３とフック受け孔１
８１との間の作用により、リールユニット１０１を背板部１３に近付けるような力が生じ
ることとなる。よって、構成の簡素化を図りながら、リールユニット１０１の背板部１３
から離れる方向への移動規制を強固に行うことが可能となる。
【０１１５】
　ここで、既に説明したように、フック受け孔１７１，１８１は背板部１３を貫通させて
形成されているとともに、その開口面積は固定用フック１５３，１６３よりも大きく形成
されているため、これらフック受け孔１７１，１８１を通じて筐体１１の内部空間に不正
用治具が挿入されてしまうことが懸念される。特に、リールユニット１０１の上方には主
制御装置４１が搭載されているため、当該不正行為の発生が懸念される。
【０１１６】
　これに対して、図１２に示すように、各台座１５２，１６２において固定用フック１５
３，１６３の周囲に存在するとともに後方を向く面は、対応するフック受け孔１７１，１
８１の開口面よりも広く形成されており、フック受け孔１７１，１８１と固定用フック１
５３，１６３との隙間は台座１５２，１６２により筐体１１内側から塞がれている。また
、筐体１１の背板部１３におけるフック受け孔１７１，１８１の内側開口の周縁部であっ
て固定用フック１５３，１６３が存在していない箇所、すなわちフック受け孔１７１，１
８１の内側開口の周縁部であって下縁部を除いた箇所には、台座１５２，１６２において
後方を向く面が前方から当接している。これにより、フック受け孔１７１，１８１を通じ
て筐体１１内に不正用治具を挿入しようとしても、それが行いづらくなっている。
【０１１７】
　特に、上側のフック受け孔１７１については、リールユニット１０１の上方に主制御装
置４１が存在していることに関係して、当該フック受け孔１７１の上方へと不正用治具が
挿入されることが想定される。これに対して、上記のとおりネジ止め箇所が当該フック受
け孔１７１の鉛直上方に存在しているため、当該上方へ向けた不正用治具の挿入を強固に
阻止することが可能となる。
【０１１８】
　一方、下側のフック受け孔１８１については、リールユニット１０１の下方に操作領域
２４やホッパ装置３２が設けられているため、当該フック受け孔１８１の下方へと不正用
治具が挿入されることが想定される。これに対して、上記のとおり下側固定用フック１６
３は下側のフック受け孔１８１の下縁部に対して係合されているとともに、下側固定用フ
ック１６３のフック部１６５は受け面１８２に付勢力を付与しているため、当該下方へ向
けた不正用治具の挿入を強固に阻止することが可能となる。
【０１１９】
　なお、リールユニット１０１の取り外しに際しては、ネジ１７６による固定を解除した
後に、上記装着の際の手順と逆の手順でリールユニット１０１を移動させればよい。
【０１２０】
　次に、リールユニット１０１に設けられた消音構造について説明する。
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【０１２１】
　上記のように樹脂材料を用いて装着ベース体１０２を形成した場合、金属板を用いて形
成する場合に比べてリールユニット１０１の重量負荷を低減させることができる反面、リ
ール１２２Ｌ～１２２Ｒの回転に伴い装着ベース体１０２の壁部において共振が発生し、
異音が生じてしまうことが懸念される。
【０１２２】
　これに対して、図１１（ｂ）に示すように、装着ベース体１０２の背部１１２における
背面ベース１４１には当該背面ベース１４１を貫通する円形の開放孔１４２が複数形成さ
れている。また、図１２に示すようにリールユニット１０１が装着位置に配置されている
状態において背面ベース１４１が筐体１１の背板部１３から前方に離間されていることに
伴って、背面ベース１４１と背板部１３との間には所定の内部空間１４３が形成されてい
る。そして、これら開放孔１４２及び内部空間１４３の組合せにより共鳴空間が形成され
ている。
【０１２３】
　当該共鳴空間は、当該リールユニット１０１について事前に実験を行い把握した上記共
振に伴う特定周波数の音を消音するように形成されている。この消音原理について簡単に
説明すると、内部空間１４３に開放孔１４２を通じて音が入り込むと、内部空間１４３の
空気がバネとして働き、開放孔１４２部分の空気が激しく振動することで、上記特定周波
数において摩擦損失による大きな消音作用が生じる。当該共鳴空間の特定周波数は、ヘル
ムホルツの数式に基づいて算出される。
【０１２４】

【数１】

Ｆ：特定周波数（Ｈｚ）、Ｃ：音速、Ｓ：複数の開放孔１４２による共鳴空間の開口部分
の断面積、Ｖ：内部空間１４３の容積、Ｌ：開放孔１４２の厚み寸法
　上記のように共鳴空間が形成されていることにより、装着ベース体１０２の壁部におい
て共振が生じることにより発生する異音を消音することが可能となる。
【０１２５】
　＜表示ユニット１９２について＞
　次に、前面扉２１に設けられた表示ユニット１９２について、図１に加えて、図１３～
図１８を参照しながら説明する。
【０１２６】
　図１３は前面扉２１の背面図であり、図１４は表示ユニット１９２を取り外した状態で
示す前方から見た前面扉２１の分解斜視図であり、図１５は表示ユニット１９２を取り外
した状態で示す後方から見た前面扉２１の分解斜視図であり、図１６は表示ユニット１９
２の正面図であり、図１７は表示ユニット１９２の前方から見た分解斜視図であり、図１
８は表示ユニット１９２の後方から見た分解斜視図である。
【０１２７】
　前面扉２１は、図１４及び図１５に示すように、スロットマシン１０の前面部を構成す
る前面ベースユニット１９１と、各種演出を実行するための装置が搭載された表示ユニッ
ト１９２と、筐体１１に対する前面扉２１の回動軸を形成するために用いられる扉側支持
部材２２と、筐体１１に対して前面扉２１を施錠するために用いられる施錠装置２３とを
備えている。
【０１２８】
　前面ベースユニット１９１は、複数の部材を組合せてユニット化することにより形成さ
れており、窓パネル部２０１と、操作領域２４と、装飾パネル部２６と、メダル受け皿２
５と、を備えている。これら窓パネル部２０１、操作領域２４、装飾パネル部２６及びメ
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ダル受け皿２５の位置や機能については既に説明したとおりであるが、ここでは窓パネル
部２０１について詳細に説明する。
【０１２９】
　窓パネル部２０１は、前面ベースユニット１９１の上半部において略四角形状に形成さ
れている。当該窓パネル部２０１の上縁部は、前面扉２１の上端に設けられた報知用発光
部２０２の前面部を構成する報知用発光カバー部２０３に沿っており、当該窓パネル部２
０１の左右の縁部は、前面扉２１の左端及び右端に設けられた演出用発光部２０４の前面
部を構成する演出用発光カバー部２０５に沿っている。また、窓パネル部２０１の下縁部
は、操作領域２４の上端に沿っている。
【０１３０】
　窓パネル部２０１には、既に説明したとおり、縦方向の中央付近に、左側の演出用発光
カバー部２０５から右側の演出用発光カバー部２０５に亘って水平方向に延びる区画部２
０６が形成されており、当該区画部２０６により、図１に示すように、上パネル部２０７
と下パネル部２０８とで上下に区画されている。これら上パネル部２０７及び下パネル部
２０８のうち下パネル部２０８の方が上パネル部２０７よりも面積が広く確保されている
が、両パネル部２０７，２０８で面積を同一としてもよく、上パネル部２０７の方が下パ
ネル部２０８よりも面積が広い構成としてもよい。また、上パネル部２０７は鉛直方向に
起立するように形成されているが、下パネル部２０８はその前面が上端側ほど後側となる
ように傾斜させて形成されている。窓パネル部２０１の背面に重ねるようにして、図１４
及び図１５に示すように、表示ユニット１９２が前面ベースユニット１９１に装着されて
いる。
【０１３１】
　表示ユニット１９２は、図１７及び図１８に示すように、ＡＢＳ樹脂などの樹脂材料に
より有色不透明に形成された枠状ベース２１１を備えており、当該枠状ベース２１１に、
各種発光基板２１２，２１３、発光基板ユニット２１４及び表示装置ユニット２１５が搭
載されてなる。
【０１３２】
　枠状ベース２１１は、外縁が四角形状をなす枠状に形成されており、横方向の寸法は前
面ベースユニット１９１の横方向の寸法よりも若干小さく設定されているとともに、縦方
向の寸法は前面ベースユニット１９１の上端部から操作領域２４の上端までの距離よりも
若干小さく設定されている。表示ユニット１９２の正面視における外縁は枠状ベース２１
１の外縁により定められており、前面ベースユニット１９１に表示ユニット１９２を装着
した状態において、枠状ベース２１１が前面ベースユニット１９１の上縁、左右の側縁及
び下縁から外側にはみ出さないようになっている。
【０１３３】
　枠状ベース２１１は、縦方向の中央付近において横方向に延在させて形成された区画壁
部２２１により内側の開口が上下に区画されていることにより、上側枠部２２２と下側枠
部２２３とを備えている。上側枠部２２２及び下側枠部２２３のそれぞれには前後に貫通
する開口２２４，２２５が形成されている。これら上側開口２２４及び下側開口２２５は
共に横長の長方形状に形成されており、上側開口２２４の方が下側開口２２５よりも開口
面積が広く確保されている。なお、区画壁部２２１により、上側枠部２２２の下壁部と下
側枠部２２３の上壁部とが構成されている。
【０１３４】
　上側枠部２２２は、窓パネル部２０１における上パネル部２０７に背面側から重なって
おり、下側枠部２２３は、窓パネル部２０１における下パネル部２０８に背面側から重な
っている。但し、図１４及び図１６に示すように、上側枠部２２２において上側開口２２
４の上方に位置する上側周縁部は、前面ベースユニット１９１における報知用発光カバー
部２０３に対して後方から重なっている。また、上側枠部２２２において上側開口２２４
の左方に位置する左側周縁部、及び下側枠部２２３において下側開口２２５の左方に位置
する左側周縁部は、前面ベースユニット１９１における左側の演出用発光カバー部２０５
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に対して後方から重なっており、上側枠部２２２において上側開口２２４の右方に位置す
る右側周縁部、及び下側枠部２２３において下側開口２２５の右方に位置する右側周縁部
は、前面ベースユニット１９１における右側の演出用発光カバー部２０５に対して後方か
ら重なっている。
【０１３５】
　枠状ベース２１１の前面において報知用発光カバー部２０３に後方から重なる領域には
、当該報知用発光カバー部２０３とともに報知用発光部２０２を構成する報知用発光基板
２１２が設けられている。報知用発光基板２１２はＬＥＤからなる報知用発光体２１２ａ
が複数搭載された搭載面が報知用発光カバー部２０３側を向くようにして枠状ベース２１
１に固定されている。報知用発光カバー部２０３は有色透明に形成されており、当該報知
用発光カバー部２０３を通じた報知用発光基板２１２の視認を不可としながら、報知用発
光体２１２ａから照射された光は報知用発光カバー部２０３を通じて視認可能となってい
る。
【０１３６】
　枠状ベース２１１の前面において左右の各演出用発光カバー部２０５に後方から重なる
領域には、当該演出用発光カバー部２０５とともに演出用発光部２０４を構成する複数の
演出用発光基板２１３が設けられている。これら各演出用発光基板２１３はＬＥＤからな
る演出用発光体２１３ａが複数搭載された搭載面が演出用発光カバー部２０５側を向くよ
うにして枠状ベース２１１に固定されている。演出用発光カバー部２０５は有色透明に形
成されており、当該演出用発光カバー部２０５を通じた演出用発光基板２１３の視認を不
可としながら、演出用発光体２１３ａから照射された光は演出用発光カバー部２０５を通
じて視認可能となっている。
【０１３７】
　枠状ベース２１１の前面において各発光基板２１２，２１３が設けられた領域よりも内
側は、窓パネル部２０１に対して背面側から重なっている。この場合、下側開口２２５は
下パネル部２０８に対して背面側から重なっている。また、筐体１１に前面扉２１が閉鎖
された状態において下側開口２２５は各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの前方に位置する。し
たがって、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの表面に付された図柄は、下パネル部２０８及び
下側開口２２５を通じてスロットマシン１０前方から遊技者に視認される。つまり、リー
ル１２２Ｌ～１２２Ｒに付された図柄を視認可能とする表示窓部２７は、下パネル部２０
８がその背面側から下側枠部２２３により区画されていることにより形成されている。
【０１３８】
　下側開口２２５は下パネル部２０８よりも面積が狭く設定されており、図１に示すよう
に、当該下側開口２２５は下パネル部２０８の中央付近に位置している。したがって、下
側開口２２５だけでなく下側枠部２２３における下側開口２２５の周縁部も、下パネル部
２０８を通じてスロットマシン１０前方から視認可能となっている。この場合、下側枠部
２２３において下側開口２２５と左右の演出用発光基板２１３との間であって下パネル部
２０８を通じてスロットマシン１０前方から視認可能な領域にはそれぞれ、図１７に示す
ように、枠状ベース２１１を貫通する複数の側方開口部２２６が縦方向に並設されている
。また、下側枠部２２３において下側開口２２５の上方であって下パネル部２０８を通じ
てスロットマシン１０前方から視認可能な領域には、枠状ベース２１１を貫通する複数の
上方開口部２２７が横方向に並設されており、下側枠部２２３において下側開口２２５の
下方であって下パネル部２０８を通じてスロットマシン１０前方から視認可能な領域には
、枠状ベース２１１を貫通する複数の下方開口部２２８が横方向に並設されている。
【０１３９】
　これら側方開口部２２６、上方開口部２２７及び下方開口部２２８の背面側には、発光
基板ユニット２１４に設けられた周縁側発光体２３３ａが存在している。発光基板ユニッ
ト２１４について詳細には、当該発光基板ユニット２１４は、図１７及び図１８に示すよ
うに、基板搭載ベース２３１を備えている。基板搭載ベース２３１は、ＡＢＳ樹脂などの
樹脂材料を用いて有色不透明に形成されており、下側開口２２５と同一又はそれよりも若
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干開口面積が大きい搭載ベース開口２３２を有する四角枠状に形成されている。基板搭載
ベース２３１は、搭載ベース開口２３２が下側開口２２５と一致するように又は搭載ベー
ス開口２３２の周縁部が下側開口２２５の周縁部よりも外側に存在するように枠状ベース
２１１の背面側にネジ固定されている。したがって、下パネル部２０８及び下側開口２２
５を通じてスロットマシン１０前方からリール１２２Ｌ～１２２Ｒを視認可能な構成にお
いて、下側開口２２５の内側に基板搭載ベース２３１が入り込まないようにすることが可
能となる。なお、基板搭載ベース２３１の外縁は、枠状ベース２１１における下側枠部２
２３の外縁よりも内側に位置している。
【０１４０】
　基板搭載ベース２３１の前面において搭載ベース開口２３２の周縁部には、複数の周縁
側発光基板２３３が設けられている。各周縁側発光基板２３３はＬＥＤからなる周縁側発
光体２３３ａが複数搭載された搭載面が枠状ベース２１１側を向くようにして基板搭載ベ
ース２３１に固定されている。そして、搭載ベース開口２３２の左右の側方に設けられた
周縁側発光基板２３３の周縁側発光体２３３ａは各側方開口部２２６を通じて枠状ベース
２１１の前面側に露出されており、搭載ベース開口２３２の上方に設けられた周縁側発光
基板２３３の周縁側発光体２３３ａは各上方開口部２２７を通じて枠状ベース２１１の前
面側に露出されており、搭載ベース開口２３２の下方に設けられた周縁側発光基板２３３
の周縁側発光体２３３ａは各下方開口部２２８を通じて枠状ベース２１１の前面側に露出
されている。したがって、各周縁側発光体２３３ａから照射された光は、下パネル部２０
８を通じてスロットマシン１０前方から視認可能となっている。そして、当該光により、
リール１２２Ｌ～１２２Ｒに隣接した位置において光の演出を行うことが可能となる。
【０１４１】
　ここで、各側方開口部２２６、各上方開口部２２７及び各下方開口部２２８を前側から
塞ぐようにして、所定の情報を遊技者に報知可能な模様が付された光透過性シートを枠状
ベース２１１の前面に設けるようにしてもよい。この場合、例えば、所定の情報としてビ
ッグボーナス役に対応した模様やレギュラーボーナス役に対応した模様といったように、
それぞれ異なる抽選役に対応した模様を複数付すとともに、それら模様に対応した周縁側
発光体２３３ａの発光タイミングを個別に制御可能とすることで、周縁側発光体２３３ａ
の発光制御を利用して当選役の報知を行うことが可能となる。また、上方開口部２２７及
び下方開口部２２８のうち少なくとも一方を、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒに１対１で対
応させて設けるとともに、対象リール１２２Ｌ～１２２Ｒに対して鉛直方向に位置するよ
うにし、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒに対応した周縁側発光体２３３ａ毎に発光タイミン
グを個別に制御可能とすることで、周縁側発光体２３３ａの発光制御を利用して各リール
１２２Ｌ～１２２Ｒの停止順序を遊技者に報知することが可能となる。
【０１４２】
　枠状ベース２１１において下方開口部２２８の下方には、当該枠状ベース２１１を貫通
させて報知用開口部２３５が形成されている。枠状ベース２１１の背面において報知用開
口部２３５が形成された領域には、図１８に示すように報知用表示基板２３６が設けられ
ている。当該報知用表示基板２３６には、図１６に示すように、複数のセグメント表示器
２３７が搭載されており、これらセグメント表示器２３７の表示面は報知用開口部２３５
を通じて枠状ベース２１１の前面側に露出されている。また、これらセグメント表示器２
３７の表示面は下パネル部２０８に対して背面側から対向している。セグメント表示器２
３７では、入賞が成立した場合におけるメダルの払出数、及びクレジットされた仮想メダ
ルの枚数などが表示される。
【０１４３】
　上記のように下側開口２２５が下パネル部２０８に対して背面側から重なっているのに
対して、上側開口２２４は上パネル部２０７に対して背面側から重なっている。上側開口
２２４は、図１６に示すように、面積が上パネル部２０７と同一又はそれよりも若干広く
設定されており、上側開口２２４の周縁部はその全周に亘って上パネル部２０７の周縁部
と重なっている又は上パネル部２０７の周縁部よりも外側に位置している。これら上パネ
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ル部２０７及び上側開口２２４を通じてスロットマシン１０前方から表示装置ユニット２
１５が視認可能となっている。
【０１４４】
　表示装置ユニット２１５は、図１７及び図１８に示すように、当該表示装置ユニット２
１５の前面部を構成する表示装置ベース２４１と、当該表示装置ベース２４１の背面側に
固定される表示装置２４２と、当該表示装置２４２の背面側に固定される表示制御ユニッ
ト２４３と、を備えている。
【０１４５】
　表示装置ベース２４１は、ＡＢＳ樹脂などの樹脂材料により有色不透明に形成されてお
り、上側開口２２４よりも開口面積が小さく且つ全体が当該上側開口２２４に含まれる表
示用開口２５１を有する四角枠状に形成されている。表示用開口２５１はその開口面積が
、表示装置２４２の表示面２４２ａと同一又はそれよりも若干広く設定されており、表示
面２４２ａの全体が表示用開口２５１の範囲に含まれている。そして、表示用開口２５１
の全体又は略全体が上パネル部２０７と対向していることにより、表示面２４２ａはその
全体がスロットマシン１０前方から視認可能となっている。なお、表示装置ベース２４１
の外縁は、枠状ベース２１１における上側枠部２２２の外縁よりも内側に位置している。
【０１４６】
　表示装置２４２としては液晶表示装置が設けられている。但し、これに限定されること
はなく、プラズマディスプレイ装置、有機ＥＬ表示装置又はＣＲＴを用いてもよい。表示
装置２４２は所定の厚み寸法を有しており、さらに表示装置ベース２４１の背面に表示装
置２４２の前面周縁部を重ねるようにして、表示装置ベース２４１に表示装置２４２がネ
ジ止めされていることにより、図１４及び図１５に示すように、表示装置ベース２４１の
背面から表示装置２４２が後方に突出した状態となっている。表示装置２４２は、当該表
示装置２４２の背面に搭載された表示制御ユニット２４３により表示制御される。
【０１４７】
　表示制御ユニット２４３は、表示制御装置２４５と、当該表示制御装置２４５が搭載さ
れるボックス台座２４６と、を備えている。表示制御装置２４５は、配線を介して主制御
装置４１と電気的に接続され、当該主制御装置４１から送信されたコマンドに応じた処理
を実行するＣＰＵ、当該処理プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ、当該処理プロ
グラムの実行に際してデータが一時的に記憶されるＲＡＭ、当該ＣＰＵから出力される内
部コマンドに基づいて表示装置２４２に描画信号を出力し表示面２４２ａにて所定の画像
を表示させるＶＤＰなどが搭載された、図示しない表示制御基板を備えている。当該表示
制御基板は、基板ボックス２４７に収容されている。なお、基板ボックス２４７はその外
部から表示制御基板を目視確認可能なように、透明（具体的には無色透明）に形成されて
いる。表示制御装置２４５は、略長方形状をなす表示制御基板の形状に対応させて、略長
方形状をなす表面及び裏面を有し且つ略直方体状に形成されている。
【０１４８】
　ボックス台座２４６は、図１７に示すように、表示制御装置２４５の搭載面が形成され
た台座ベース２４８と、当該台座ベース２４８から前方へと延出された脚部２４９とが一
体形成されている。当該脚部２４９は表示装置２４２を跨いで表示装置ベース２４１の背
面に接しており、この接している箇所においてネジ止めされていることにより、表示制御
装置２４５が搭載されたボックス台座２４６は表示装置ベース２４１に固定されている。
【０１４９】
　台座ベース２４８の搭載面は、表示装置２４２側とは逆側を向いている。この搭載面に
裏面を重ね合わせるようにして、台座ベース２４８に表示制御装置２４５が搭載されて固
定されている。このように表示制御装置２４５が搭載されていることにより、表示制御装
置２４５の表面は台座ベース２４８を基準として表示装置２４２側とは逆側、すなわち前
面扉２１を閉鎖した状態においてスロットマシン１０後側を向いている。また、表示制御
装置２４５はその表面及び裏面が長方形状をなしているが、当該長方形状の長辺部が延び
る方向は横方向となっている。上記のように表示制御装置２４５が設けられていることに
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より、当該表示制御装置２４５は表示装置２４２の背面から後方に突出した状態となって
いる。
【０１５０】
　表示装置２４２及び表示制御装置２４５が搭載された表示装置ベース２４１は、所定の
厚み寸法を有するように形成されている。そして、その前後の空間を利用して可動物ユニ
ット２５２が設けられている。
【０１５１】
　可動物ユニット２５２は、図１６及び図１８に示すように、所定の演出に際して移動す
る可動物２５３と、当該可動物２５３の移動をガイドするガイドレール２５４と、当該可
動物２５３をガイドレール２５４に沿って移動させるための動力を与える可動物用モータ
２５５と、当該可動物用モータ２５５の駆動力を可動物２５３に伝えて当該可動物２５３
を移動させるリンク機構２５６と、を備えている。表示装置ベース２４１の前面側には、
表示用開口２５１を横方向に挟むようにして左右一対のカバー部２５７が設けられており
、ガイドレール２５４はこれらカバー部２５７の間に亘って横方向に延在させて設けられ
ている。当該ガイドレール２５４に下端部が上方から被さるようにして可動物２５３が設
けられており、さらに当該可動物２５３の下端部はリンク機構２５６に連結されている。
【０１５２】
　可動物用モータ２５５が駆動状態となることで、可動物２５３がガイドレール２５４に
沿って横方向に移動し、表示面２４２ａの前方に重ならないようにカバー部２５７の後方
に隠れる退避位置と、当該表示面２４２ａの前方に重なる演出時位置との間で変位する。
上記所定の演出に際しては、表示面２４２ａにおける表示演出と連動して可動物２５３が
退避位置から演出時位置へ変位する。なお、当該所定の演出は、ビッグボーナスやレギュ
ラーボーナスの役に当選した期待度が高いことを遊技者に認識させるために実行される。
【０１５３】
　可動物ユニット２５２が搭載された表示装置ベース２４１は、図１４及び図１５に示す
ように、その前面を枠状ベース２１１の背面に重ねるようにして当該枠状ベース２１１に
ネジ止めされている。したがって、表示装置ベース２４１は、枠状ベース２１１の背面か
ら後方に突出した状態となっている。また、既に説明したとおり、表示装置２４２は表示
装置ベース２４１の背面から後方に突出した状態となっているとともに、表示制御装置２
４５は表示装置２４２の背面から後方に突出した状態となっているため、表示装置ユニッ
ト２１５は枠状ベース２１１の背面から後方に大きく突出した状態となっている。したが
って、筐体１１に対して前面扉２１を閉鎖させた状態においては、表示装置ユニット２１
５が筐体１１の前面開口部よりも当該筐体１１の内側に入り込んだ状態となる。
【０１５４】
　表示ユニット１９２は既に説明したとおり、前面ベースユニット１９１の背面に重ねら
れ、当該前面ベースユニット１９１に固定されている。この固定には、図１３～図１５に
示すように、部材の破壊を要することなく固定解除が可能な固定具としてネジ２５８が用
いられている。この場合に、表示ユニット１９２の上縁部や下縁部は当該ネジ２５８のみ
により前面ベースユニット１９１に固定されている。
【０１５５】
　一方、表示ユニット１９２の左縁部については、縦方向の全体に亘って前面ベースユニ
ット１９１の背面と扉側支持部材２２とにより前後に挟まれた状態で、当該扉側支持部材
２２が前面ベースユニット１９１に上記ネジ２５８を用いて固定されていることを通じて
前面ベースユニット１９１に固定されている。また、表示ユニット１９２の右縁部につい
ては、縦方向の全体に亘って前面ベースユニット１９１の背面と施錠装置２３とにより前
後に挟まれた状態で、当該施錠装置２３が前面ベースユニット１９１に上記ネジ２５８を
用いて固定されていることを通じて前面ベースユニット１９１に固定されている。
【０１５６】
　表示ユニット１９２において前面ベースユニット１９１と扉側支持部材２２とにより前
後に挟持される箇所及び表示ユニット１９２において前面ベースユニット１９１と施錠装
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置２３とにより前後に挟持される箇所は、枠状ベース２１１において演出用発光基板２１
３が設けられた領域である。このように扉側支持部材２２及び施錠装置２３を利用して表
示ユニット１９２を前面ベースユニット１９１に固定することにより、部材点数の増加を
抑制しながら、表示ユニット１９２を前面ベースユニット１９１に強固に固定することが
可能となる。
【０１５７】
　以上のとおり、前面ベースユニット１９１に対して表示ユニット１９２が着脱可能に設
けられた構成において、前面ベースユニット１９１に形成された下パネル部２０８と、枠
状ベース２１１に形成された下側開口２２５とにより表示窓部２７が形成されているため
、機種変更に際して表示窓部２７のサイズを変更する場合であっても表示ユニット１９２
を変更するだけでよく、前面ベースユニット１９１をそのまま利用することが可能となる
。これにより、リユース性を高めることが可能となる。
【０１５８】
　また、枠状ベース２１１には各種発光基板２１２，２１３，２３３及び表示装置２４２
が搭載されている一方、リールユニット１０１は搭載されていない。したがって、表示ユ
ニット１９２の重量を低減することが可能となり、当該表示ユニット１９２の交換作業の
作業性を向上させることが可能となる。
【０１５９】
　また、下パネル部２０８は下側開口２２５よりも広く形成されている。これにより、機
種変更に際して表示窓部２７のサイズを大きくすることに対処可能となり、前面ベースユ
ニット１９１の汎用性を高めることが可能となる。また、枠状ベース２１１に搭載された
周縁側発光基板２３３は、当該下パネル部２０８に対して後方から対向している。これに
より、機種変更に際して表示窓部２７のサイズを大きくすることに対処可能とした構成に
おいて、かかる汎用性を高めるための構成を利用して周縁側発光基板２３３からの光を遊
技者に視認させることが可能となる。よって、汎用性を高めるための構成を有効活用する
ことが可能となる。
【０１６０】
　また、上パネル部２０９は表示装置２４２の表示面２４２ａよりも広く形成されている
。これにより、機種変更に際して表示面２４２ａのサイズを大きくすることに対処可能と
なり、前面ベースユニット１９１の汎用性を高めることが可能となる。また、枠状ベース
２１１に搭載された可動物ユニット２５２は、当該上パネル部２０７に対して後方から対
向している。これにより、機種変更に際して表示面２４２ａのサイズを大きくすることに
対処可能とした構成において、かかる汎用性を高めるための構成を利用して可動物ユニッ
ト２５２における演出を遊技者に視認させることが可能となる。よって、汎用性を高める
ための構成を有効活用することが可能となる。
【０１６１】
　また、表示ユニット１９２は、その左縁部が縦方向の全体に亘って前面ベースユニット
１９１と扉側支持部材２２とにより前後に挟持されているとともに、その右縁部が縦方向
の全体に亘って前面ベースユニット１９１と施錠装置２３とにより前後に挟持されている
。これにより、これら扉側支持部材２２及び施錠装置２３を利用して、前面ベースユニッ
ト１９１に対して表示ユニット１９２を安定した状態で支持させることが可能となる。
【０１６２】
　＜主制御装置４１と表示装置ユニット２１５との位置関係について＞
　次に、主制御装置４１と表示装置ユニット２１５との位置関係について、図１２に加え
て、図１９及び図２０を参照しながら説明する。
【０１６３】
　図１９はスロットマシン１０の上側を拡大して示す当該スロットマシン１０の縦断面図
であり、図２０は主制御装置４１の正面図である。なお、図１９では、説明の便宜上、可
動物ユニット２５２を省略している。
【０１６４】
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　既に説明したとおり、主制御装置４１は、リールユニット１０１の上方において筐体１
１の背板部１３に設けられている。主制御装置４１は初期位置に配置されている状態にお
いて裏面が背板部１３に沿うように起立しており、主制御装置４１はその全体が各リール
１２２Ｌ～１２２Ｒの前後方向の中心よりも後方に位置している。また、当該初期位置に
配置されている状態において主制御装置４１の表面は前方を向いており、当該表面を通じ
て主制御基板４２の素子搭載面が視認可能となっている。
【０１６５】
　一方、表示装置ユニット２１５は、既に説明したとおり、前面扉２１に設けられた枠状
ベース２１１の背面から後方に大きく突出しており、筐体１１に対して前面扉２１を閉鎖
させた状態において表示装置ユニット２１５が筐体１１の前面開口部よりも後側に入り込
んでいる。また、表示装置ユニット２１５の背面には既に説明したとおり表示制御装置２
４５が存在しており、当該表示制御装置２４５の表面は後方を向いている。
【０１６６】
　表示装置ユニット２１５は、図１９に示すように、筐体１１内におけるリールユニット
１０１の上方空間に入り込んでおり、表示制御装置２４５の表面は主制御装置４１の表面
に前方から対向している。また、表示装置ユニット２１５は、既に説明したとおり、表示
装置ベース２４１の背面に表示装置２４２が搭載されているとともに当該表示装置２４２
の背面に表示制御ユニット２４３が搭載されており、さらに表示装置ベース２４１には可
動物ユニット２５２が収容されていることにより所定の厚み寸法を有している。したがっ
て、表示装置ユニット２１５は表示制御装置２４５の表面が各リール１２２Ｌ～１２２Ｒ
の前後方向の中心よりも後方となるように、リールユニット１０１の上方空間に大きく入
り込んでおり、当該表示制御装置２４５の表面は主制御装置４１の表面に対して近い位置
にて対向している。主制御装置４１の表面において最も前方に張り出している箇所と、表
示制御装置２４５の表面において最も後方に張り出している箇所との間の距離Ｘは、主制
御装置４１の厚み寸法及び表示制御装置２４５の厚み寸法よりも小さく設定されている。
【０１６７】
　主制御装置４１の表面において表示制御装置２４５の表面と対向する範囲（以下、対向
領域２６１とも言う）は、図２０において二点鎖線で囲む範囲となっている。詳細には、
主制御装置４１の表面部において主制御基板４２のＣＰＵ４３、ＲＯＭ４４及びＲＡＭ４
５と対向する箇所は、対向領域２６１に含まれている。また、主制御装置４１において当
該主制御装置４１外の機器と電気的な接続を行うためのものであって、当該主制御装置４
１の表面において露出しているコネクタ部２６２ａ～２６２ｃは、対向領域２６１に含ま
れている。当該コネクタ部２６２ａ～２６２ｃには、ホッパ装置３２と電気的な接続を行
うためのコネクタ部２６２ａが含まれている。
【０１６８】
　上記のように表示制御装置２４５の表面が主制御装置４１の表面に対して近い位置にて
対向しているとともに、対向領域２６１に、ＣＰＵ４３、ＲＯＭ４４及びＲＡＭ４５との
対向箇所や上記コネクタ部２６２ａ～２６２ｃが含まれていることにより、前面扉２１を
開放させることなく不正用治具を挿入させて、ＣＰＵ４３、ＲＯＭ４４及びＲＡＭ４５や
コネクタ部２６２ａ～２６２ｃに不正を施そうとしても、それが行いづらくなっている。
【０１６９】
　なお、ＣＰＵ４３、ＲＯＭ４４及びＲＡＭ４５がそれぞれ別チップとして設けられてい
るのではなく、それらの機能が１チップ化されている構成においては、当該チップとの対
向箇所が対向領域２６１に含まれている構成とすればよい。
【０１７０】
　一方、主制御装置４１の表面においてその周縁部は上記対向領域２６１に含まれていな
い。かかる対向領域２６１に含まれていない周縁部には、主制御装置４１の基板ボックス
４６が不正に開放されることを阻止する構造や主制御装置４１を支持する支持ユニット５
１が存在している。
【０１７１】
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　具体的には、基板ボックス４６の下縁部には当該基板ボックス４６の開放操作を阻止す
る結合構造４８が設けられているとともに、主制御装置４１が搭載されている状態では基
板ボックス４６の開放操作を阻止することとなる支持ユニット５１の支持台座５２が存在
している。また、基板ボックス４６の左右の縁部には支持ユニット５１の支持部材５３が
存在している。
【０１７２】
　上記構成であることにより、対向領域２６１に含まれていない周縁部は不正の対象とな
りづらい箇所であり、表示制御装置２４５の表面と対向していなくても不正防止の観点か
らは問題が生じづらい。その一方、当該周縁部も含めて主制御装置４１の表面の全体を表
示制御装置２４５の表面と対向させようとすると、主制御装置４１を小型化するか、表示
制御装置２４５を大型化する必要が生じる。しかしながら、主制御装置４１を小型化する
と、搭載素子の小型化や回路パターンの細線化などを図る必要が生じ、コストの上昇を招
いてしまうおそれがあり、表示制御装置２４５を大型化すると、後方へと大きく突出させ
て設けられた表示装置ユニット２１５の重量の増加を招いてしまうおそれがある。これに
対して、上記のように対向領域２６１を設定したことにより、主制御装置４１に対する不
正行為を好適に抑制することが可能となる。
【０１７３】
　表示装置ユニット２１５は、上記のとおり、表示制御装置２４５の表面が各リール１２
２Ｌ～１２２Ｒの前後方向の中心よりも後方に位置するように入り込んでいるが、図１９
に示すように、当該表示制御装置２４５の下方には中継基板ユニット１０４が設けられて
いる。中継基板ユニット１０４は、既に説明したとおりであり、リールユニット１０１に
おける装着ベース体１０２の天井部１１５において中継側コネクタ部２６３ａ，２６３ｂ
が搭載された表面が上方を向くようにして設けられている。当該中継側コネクタ部２６３
ａ，２６３ｂにはそれぞれ、配線２６４ａ，２６４ｂの一端に設けられた配線側コネクタ
部２６５ａ，２６５ｂが着脱可能な状態で接続されており、メンテナンスなどに際しては
、部材の破壊を要することなく配線２６４ａ，２６４ｂの取り外し操作を行うことが可能
となっている。
【０１７４】
　複数の中継側コネクタ部２６３ａ，２６３ｂのうち少なくとも一の中継側コネクタ部２
６３ｂは、表示制御装置２４５の下面に対して鉛直下方にて対向している。一方、複数の
中継側コネクタ部２６３ａ，２６３ｂは全て、主制御装置４１に対して縦方向に対向して
おらず、全ての中継側コネクタ部２６３ａ，２６３ｂが主制御装置４１よりも前方に存在
している。上記構成であることにより、前面扉２１を閉鎖した状態においては表示制御装
置２４５が中継側コネクタ部２６３ｂの上方に位置することとなる。したがって、前面扉
２１を開放させることなく不正用治具を挿入させて、これら中継側コネクタ部２６３ａ，
２６３ｂに不正を施そうとしても、それが行いづらくなっている。
【０１７５】
　その一方、前面扉２１を開放させた状態においては、表示装置ユニット２１５は前面扉
２１に一体化されていることにより、図１２に示すように、中継基板ユニット１０４の上
方に表示制御装置２４５が存在しない状態となる。また、既に説明したとおり、全ての中
継側コネクタ部２６３ａ，２６３ｂは主制御装置４１よりも前方に位置している。したが
って、上記のように主制御装置４１の表面に近い位置にて表示制御装置２４５の表面を対
向させて主制御装置４１に対する不正行為を抑制した構成において、中継側コネクタ部２
６３ａ，２６３ｂに対する配線２６４ａ，２６４ｂの着脱操作の作業性を低下させないよ
うにすることが可能となる。
【０１７６】
　以上のように、主制御装置４１が筐体１１の背板部１３に設置されていることにより、
筐体１１の前面開口部から遠い位置に主制御装置４１が存在することとなり、筐体１１と
前面扉２１との境界を通じて不正用治具を挿入して主制御装置４１に不正を施そうとする
行為が行いづらくなっている。この場合に、前面扉２１を閉鎖した状態においては表示制
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御装置２４５が主制御装置４１に対して前方から対向するとともに、当該表示制御装置２
４５の対向面はリール１２２Ｌ～１２２Ｒの上方空間においてリール１２２Ｌ～１２２Ｒ
の前後方向の中央よりも後方に存在している。これにより、表示制御装置２４５が主制御
装置４１に対して近い位置に存在することとなり、仮に主制御装置４１側へと上記不正用
治具が挿入されたとしても、当該不正用治具を利用した主制御装置４１に対する不正行為
が行いづらくなっている。また、前面扉２１に設けられた表示制御装置２４５を利用して
上記不正行為を抑制する構成であるため、構成の簡素化を図りながら不正抑制効果を高め
ることが可能となる。
【０１７７】
　ちなみに、上記不正行為としては、不正な電波を出力するための器具が先端に取り付け
られた部材を筐体１１の内部空間内に侵入させ、当該先端部をＣＰＵ４３やＲＯＭ４４の
前方に配置して不正な電波を出力させ、誤動作させる行為が想定される。
【０１７８】
　＜操作領域２４について＞
　次に、操作領域２４の構成について、図２１～図２６を参照しながら説明する。
【０１７９】
　図２１は操作領域２４を生じさせる操作ユニット２７３を取り外した状態で示す前方か
ら見た前面扉２１の分解斜視図であり、図２２は操作ユニット２７３を取り外した状態で
示す後方から見た前面扉２１の分解斜視図であり、図２３（ａ）は操作ユニット２７３の
背面図であり、図２３（ｂ）は背面側であって下方から見た操作ユニット２７３の斜視図
であり、図２４は前方から見た操作ユニット２７３の分解斜視図であり、図２５は後方か
ら見た操作ユニット２７３の分解斜視図であり、図２６（ａ）は一部を拡大して示す前面
扉２１の背面図であり、図２６（ｂ）は図２６（ａ）のＡ－Ａ線断面図である。
【０１８０】
　既に説明したとおり前面扉２１は、スロットマシン１０の前面部を構成する前面ベース
ユニット１９１と、各種演出を実行するための装置が搭載された表示ユニット１９２と、
筐体１１に対する前面扉２１の回動軸を形成するために用いられる扉側支持部材２２と、
筐体１１に対して前面扉２１を施錠するために用いられる施錠装置２３とを備えている。
【０１８１】
　前面ベースユニット１９１は、既に説明したとおり、複数の部材を組合せてユニット化
することにより形成されている。具体的には、既に説明した窓パネル部２０１及び各種発
光カバー部２０３，２０５が形成された上扉体２７１と、装飾パネル部２６及びメダル受
け皿２５が搭載され前面ベースユニット１９１の下半部のベースとなる下扉体２７２と、
当該下扉体２７２に搭載され上記操作領域２４を形成する操作ユニット２７３と、を備え
ている。
【０１８２】
　上扉体２７１と下扉体２７２とは一体化及び分離が自在となるように設けられている。
詳細には、上扉体２７１の下端部は、図２１及び図２２に示すように、下扉体２７２の上
端部に背面側から重なるように設けられており、当該重なり領域には複数のネジ止め箇所
が存在している。当該ネジ止め箇所は、前面ベースユニット１９１の背面側からネジ止め
されていることにより形成されている。このネジ止めは、その固定解除に際して部材の破
壊を要しないものであり、この点、上扉体２７１と下扉体２７２とは一体化及び分離自在
に設けられていると言える。
【０１８３】
　これら上扉体２７１と下扉体２７２との境界を跨ぐようにして、扉側支持部材２２及び
施錠装置２３が設けられている。詳細には、扉側支持部材２２及び施錠装置２３のそれぞ
れは、上扉体２７１の上端部から下扉体２７２の下端部に亘って縦方向に延在しており、
いずれも上扉体２７１の背面及び下扉体２７２の背面に当接している。そして、扉側支持
部材２２及び施錠装置２３のそれぞれは、上扉体２７１及び下扉体２７２のそれぞれに対
して背面側からネジ止めされている。このネジ止めは、その固定解除に際して部材の破壊
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を要しないものであり、この点、扉側支持部材２２及び施錠装置２３は上扉体２７１及び
下扉体２７２のそれぞれに対して着脱可能に設けられていると言える。
【０１８４】
　ちなみに、図２１及び図２２では、上扉体２７１に表示ユニット１９２が搭載された状
態を示す。図２１及び図２２に示すように、上扉体２７１に表示ユニット１９２を搭載し
た状態において、当該上扉体２７１を下扉体２７２から分離させることが可能となってい
る。
【０１８５】
　次に、下扉体２７２及び操作ユニット２７３について詳細に説明する。
【０１８６】
　下扉体２７２は、ＡＢＳ樹脂などの樹脂材料により有色不透明に形成された下扉ベース
２８１を備えている。下扉ベース２８１の下端部には、ＡＢＳ樹脂などの樹脂材料により
有色不透明に形成された皿形成体２８２が装着されており、当該皿形成体２８２と下扉ベ
ース２８１とによりメダル受け皿２５が形成されている。また、下扉ベース２８１の前面
においてメダル受け皿２５の上方には、スロットマシン１０の機種に対応したキャラクタ
や模様などの装飾が表面に付された図示しない装飾シートが設けられているとともにその
装飾シートを露出させないように前方から覆う透明パネル部２８３が設けられており、装
飾パネル部２６が形成されている。
【０１８７】
　当該下扉体２７２の上端部には、操作ユニット２７３を搭載するための搭載領域２８４
が形成されており、当該搭載領域２８４に対してその前方から操作ユニット２７３が搭載
されている。
【０１８８】
　操作ユニット２７３は、図２３～図２５に示すように、操作ユニットベース２９１を備
えている。操作ユニットベース２９１は、ＡＢＳ樹脂などの樹脂材料により有色不透明に
形成されており、前方へ膨出させて形成されている。したがって、操作ユニットベース２
９１には、図２３及び図２５に示すように、少なくとも後方に向けて開放された収容空間
２９２が形成されている。
【０１８９】
　操作ユニットベース２９１には、スタートレバー３０２と、各ストップボタン３２２～
３２４と、投入用部材３６１と、クレジット投入ボタン３１２と、操作用ボタン３４２と
、左右一対のスピーカユニット３５１とが設けられている。
【０１９０】
　スタートレバー３０２は、既に説明したとおり、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの回転を
開始させるために操作されるものであり、図２４に示すように、スタートレバー装置３０
１として設けられている。スタートレバー装置３０１は、スタートレバー３０２を変位操
作可能に支持するレバー本体部３０３を有している。レバー本体部３０３は、図示しない
検知センサが内蔵されているとともに、当該検知センサの検知結果を主制御装置４１に出
力するための配線が接続されるコネクタ部３０４を備えている。レバー本体部３０３には
その前面にスタートレバー３０２の軸部３０２ａが挿入される孔部が形成されており、そ
の後面に上記コネクタ部３０４が設けられている。
【０１９１】
　操作ユニットベース２９１において前方へと膨出した先側である前面部２９１ａにはそ
の左側に、前後に貫通するスタート用孔部３０５が形成されている。当該スタート用孔部
３０５を通じてスタートレバー３０２が操作ユニットベース２９１の前面部２９１ａから
前方に突出するようにして、レバー本体部３０３が操作ユニットベース２９１の収容空間
２９２に後方から収容されており且つ操作ユニットベース２９１の前面部２９１ａに後方
からネジ止めされている。このネジ止めは、その固定解除に際して部材の破壊を要しない
ものであり、この点、スタートレバー装置３０１は操作ユニットベース２９１に対して着
脱可能に設けられていると言える。



(32) JP 2020-182867 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

【０１９２】
　クレジット投入ボタン３１２は、既に説明したとおり、クレジットされた仮想メダルを
投入するために操作されるものであり、図２４に示すように、投入ボタン装置３１１とし
て設けられている。投入ボタン装置３１１は縦長の箱状に形成された投入本体部３１３を
備えており、当該投入本体部３１３の上面にクレジット投入ボタン３１２が設けられてい
る。投入ボタン装置３１１には、図示しない検知センサが内蔵されているとともに、当該
検知センサの検知結果を主制御装置４１に出力するための図示しない配線が接続されるコ
ネクタ部３１４を備えている。なお、当該コネクタ部３１４は、図２３（ｂ）に示すよう
に、投入本体部３１３の底面に設けられている。
【０１９３】
　操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂにはその左側に、縦方向に貫通する投入ボ
タン用孔部３１５が形成されている。投入ボタン装置３１１の上面部には当該投入ボタン
装置３１１の投入本体部３１３よりも外側に延出したフランジ部３１６が形成されており
、さらに投入本体部３１３の側面には左右一対の投入用フック３１７が形成されている。
投入ボタン装置３１１は投入ボタン用孔部３１５に上方から挿入されているとともに、下
方への変位がフランジ部３１６と投入ボタン用孔部３１５の周縁部との当接により規制さ
れている。また、この状態では、投入用フック３１７が投入ボタン用孔部３１５の周縁部
に対して操作ユニットベース２９１の収容空間２９２側から当接しており、投入ボタン装
置３１１が操作ユニットベース２９１に固定されている。
【０１９４】
　ここでスタートレバー装置３０１と投入ボタン装置３１１との関係について説明する。
【０１９５】
　スタートレバー装置３０１は、既に説明したとおり、操作ユニットベース２９１の前面
部２９１ａに形成されたスタート用孔部３０５を通じてスタートレバー３０２が当該前面
部２９１ａの前方に突出するようにして、操作ユニットベース２９１の収容空間２９２側
から配置され、当該収容空間２９２側からネジ止めされている。この場合に、図２４及び
図２５に示すように、スタートレバー装置３０１のネジ止め箇所は、レバー本体部３０３
においてその背面側に設けられたネジ止め板３０６に形成されている。ネジ止め板３０６
には、その４隅に貫通孔３０７が形成されており、これら貫通孔３０７に背面側から挿通
されたネジ３０８が操作ユニットベース２９１に螺着されていることにより、当該ネジ３
０８と操作ユニットベース２９１とでネジ止め板３０６が挟持され、スタートレバー装置
３０１が固定されている。
【０１９６】
　一方、投入ボタン装置３１１は、既に説明したとおり、操作ユニットベース２９１の上
面部２９１ｂに形成された投入ボタン用孔部３１５に上方から挿入されている。この場合
に、図２３（ａ）及び図２３（ｂ）に示すように、投入ボタン装置３１１の投入本体部３
１３において操作ユニットベース２９１の収容空間２９２に入り込んでいる領域は、スタ
ートレバー装置３０１のネジ止め板３０６よりも後方に位置しており、投入本体部３１３
はその一部がネジ止め板３０６の一部に対して後方から対向している。この後方から対向
する範囲には、スタートレバー装置３０１を操作ユニットベース２９１に固定するための
一のネジ３０８が含まれており、当該ネジ３０８の頭部と投入本体部３１３との間の距離
は、取り外すために必要な当該ネジ３０８の移動量よりも短く設定されている。
【０１９７】
　かかる構成であることにより、操作ユニットベース２９１への装着に際しては、スター
トレバー装置３０１を装着した後に投入ボタン装置３１１を装着する必要がある。一方、
操作ユニットベース２９１からの取り外しに際しては、投入ボタン装置３１１を取り外し
た後に、スタートレバー装置３０１を取り外す必要がある。
【０１９８】
　なお、スタートレバー装置３０１及び投入ボタン装置３１１の着脱順序は、他の部材と
の関係では任意である。
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【０１９９】
　各ストップボタン３２２～３２４は、既に説明したとおり、回転している各リール１２
２Ｌ～１２２Ｒを個別に停止させるために操作されるものであり、図２４に示すように、
ストップ装置３２１に各ストップボタン３２２～３２４が設けられている。ストップ装置
３２１は横長に形成された前面部３２５を備える箱状に形成されており、当該前面部３２
５には３個のストップボタン３２２～３２４が等間隔で横方向に並設されている。ストッ
プ装置３２１には、各ストップボタン３２２～３２４に１対１で対応させて図示しない検
知センサが内蔵されているとともに、当該検知センサの検知結果を主制御装置４１に出力
するための図示しない配線が接続されるコネクタ部３２６を備えている。なお、当該コネ
クタ部３２６は、図２３（ｂ）に示すように、ストップ装置３２１の下面であって後端よ
りの位置に設けられている。
【０２００】
　操作ユニットベース２９１の前面部２９１ａにおいてその左右方向の中央部分には、図
２４に示すように、前後に貫通するストップ用孔部３２７が形成されている。一方、スト
ップ装置３２１の前面部３２５には当該ストップ装置３２１のストップ本体部３２９より
も外側に延出したフランジ部３２８が形成されている。ストップ装置３２１はストップ用
孔部３２７に前方から挿入されているとともに、後方への変位がフランジ部３２８とスト
ップ用孔部３２７の周縁部との当接により規制されている。この状態で、ストップ装置３
２１において各ストップボタン３２２～３２４以外の箇所を前方から覆うようにしてスト
ップ装置カバー３３１が設けられていることにより、ストップ装置３２１が操作ユニット
ベース２９１に固定されている。
【０２０１】
　ストップ装置カバー３３１は、ＡＢＳ樹脂などの樹脂材料により有色不透明に形成され
ており、ストップ装置３２１の前面部３２５に前方から対向する前カバー部３３２と、当
該前カバー部３３２の上端部に連続し操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂに上方
から当接する上カバー部３３３とが一体形成されてなる。前カバー部３３２の背面には後
方に突出させて左右一対のボス３３４が一体形成されている。当該ボス３３４に対して操
作ユニットベース２９１の収容空間２９２側からネジが螺着されていることにより、スト
ップ装置カバー３３１と操作ユニットベース２９１とによりストップ装置３２１のフラン
ジ部３２８が前後に挟持された状態で当該ストップ装置カバー３３１が操作ユニットベー
ス２９１に固定されている。このネジ止めは、その固定解除に際して部材の破壊を要しな
いものであり、この点、ストップ装置カバー３３１及びストップ装置３２１は操作ユニッ
トベース２９１に対して着脱可能に設けられていると言える。
【０２０２】
　上記のとおりストップ装置カバー３３１には上カバー部３３３が一体形成されており、
当該上カバー部３３３は操作ユニットベース２９１の上面に当接しているが、当該操作ユ
ニットベース２９１の上面部２９１ｂには、上カバー部３３３の上面と操作ユニットベー
ス２９１の上面における周囲の面とが面一となるように、下方へと窪んだ凹み領域３３５
が形成されている。
【０２０３】
　操作用ボタン３４２は、既に説明したとおり、表示装置２４２における演出の内容を切
り替えるために操作されるものであり、図２４に示すように、操作用ボタン装置３４１と
して設けられている。操作用ボタン装置３４１は縦長の箱状に形成された操作本体部３４
３を備えており、当該操作本体部３４３の上面に操作用ボタン３４２が設けられている。
操作用ボタン装置３４１には、図示しない検知センサが内蔵されているとともに、当該検
知センサの検知結果を主制御装置４１に出力するための図示しない配線が接続されるコネ
クタ部３４４を備えている。なお、当該コネクタ部３４４は、図２５に示すように、操作
本体部３４３の下端部に設けられている。
【０２０４】
　操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂにはその後側であって中央側に、図２４に
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示すように、縦方向に貫通する操作ボタン用孔部３４５が形成されている。操作用ボタン
装置３４１の上面部には当該操作用ボタン装置３４１の操作本体部３４３よりも外側に延
出したフランジ部３４６が形成されており、さらに操作本体部３４３の側面には左右一対
の操作用フック３４７が形成されている。操作用ボタン装置３４１は操作ボタン用孔部３
４５に上方から挿入されているとともに、下方への変位がフランジ部３４６と操作ボタン
用孔部３４５の周縁部との当接により規制されている。また、この状態では、操作用フッ
ク３４７が操作ボタン用孔部３４５の周縁部に対して操作ユニットベース２９１の内部空
間側から当接しており、操作用ボタン装置３４１が操作ユニットベース２９１に固定され
ている。
【０２０５】
　また、操作用ボタン装置３４１は、操作用ボタン装置カバー３４８が設けられているこ
とによってもその変位が規制されている。操作用ボタン装置カバー３４８は、ＡＢＳ樹脂
などの樹脂材料により有色不透明に形成されており、操作用ボタン３４２を露出させた状
態で操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂに上方から当接している。そして、この
状態では、操作用ボタン装置３４１のフランジ部３４６が操作用ボタン装置カバー３４８
と操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂとにより上下に挟持されており、当該操作
用ボタン装置３４１が強固に固定されている。
【０２０６】
　操作用ボタン装置カバー３４８は、操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂにおい
て下方へと窪ませて形成された凹み領域３３５に設けられており、操作用ボタン装置カバ
ー３４８の上面と操作ユニットベース２９１の上面における周囲の面とが面一となってい
る。また、操作用ボタン装置カバー３４８は、ストップ装置カバー３３１における上カバ
ー部３３３に連続しており、これらカバー３３１，３４８の境界では、ストップ装置カバ
ー３３１の上カバー部３３３が操作用ボタン装置カバー３４８に上方から当接している。
このように操作用ボタン装置カバー３４８は取り外し方向の変位がストップ装置カバー３
３１により規制されているため、当該操作用ボタン装置カバー３４８を操作ユニットベー
ス２９１に固定するための専用の固定具は不具備となっている。
【０２０７】
　操作用ボタン装置カバー３４８に乗り上げるようにしてストップ装置カバー３３１が設
けられた構成において、相互の当接箇所には、カバーの肉厚を薄くするようにして段差部
が形成されている。したがって、ストップ装置カバー３３１と操作用ボタン装置カバー３
４８との境界には縦方向の段差が発生しておらず、両カバー３３１，３４８の上面は面一
となっている。
【０２０８】
　上記のように操作用ボタン装置カバー３４８に乗り上げるようにしてストップ装置カバ
ー３３１が設けられているため、操作ユニットベース２９１への装着に際しては、操作用
ボタン装置３４１を装着した後にストップ装置３２１を装着する必要がある。一方、操作
ユニットベース２９１からの取り外しに際しては、ストップ装置３２１を取り外し後に、
操作用ボタン装置３４１を取り外す必要がある。なお、これらストップ装置３２１及び操
作用ボタン装置３４１の着脱順序は、他の部材との関係では任意である。
【０２０９】
　ちなみに、操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂにおいて操作ボタン用孔部３４
５の横方には、縦方向に貫通する予備孔部３４９が形成されている。予備孔部３４９は、
操作ボタン用孔部３４５と同一のサイズとなるように形成されており、操作用ボタン装置
３４１を挿入可能となっている。このように予備孔部３４９が形成されていることにより
、操作用ボタン装置カバー３４８を当該予備孔部３４９に対応したものと交換するだけで
、操作用ボタン装置３４１の設置位置を変更することが可能となる。
【０２１０】
　スピーカユニット３５１は、図２４に示すように、左右一対となるように設けられてい
る。これらスピーカユニット３５１は同一の構成となっているため、一方のスピーカユニ
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ット３５１について詳細に説明する。スピーカユニット３５１は、音を出力するためのス
ピーカ装置３５２と、スピーカカバー３５３とを備えている。スピーカ装置３５２は、コ
ーン形状をなし且つ振動板を振動させることにより音を出力する周知の音出力装置であり
、その前面の直径が高さ寸法よりも大きいものである。
【０２１１】
　スピーカカバー３５３は、ＡＢＳ樹脂などの樹脂材料により有色不透明に形成されてお
り、スピーカ装置３５２の前面に対向するカバーベース３５４を備えている。カバーベー
ス３５４には、当該カバーベース３５４の壁部を貫通する音通過孔３５５が多数形成され
ており、カバーベース３５４は格子状をなしている。スピーカ装置３５２は、その前面が
カバーベース３５４の背面に対向するように配置されており、その状態で、当該スピーカ
装置３５２の背面側からスピーカカバー３５３にネジ止めされている。このネジ止めは、
その固定解除に際して部材の破壊を要しないものであり、この点、スピーカ装置３５２は
スピーカカバー３５３に対して着脱可能に設けられていると言える。
【０２１２】
　スピーカユニット３５１は、操作ユニットベース２９１の横方向の端部に設けられてい
る。具体的には、操作ユニットベース２９１の前面部２９１ａにおいて横方向の端部には
、前後方向に貫通するスピーカ用孔部３５６が形成されている。当該スピーカ用孔部３５
６は、スピーカカバー３５３に形成された音通過孔３５５よりも開口面積が大きく形成さ
れており、さらに形成されている数は音通過孔３５５よりも少ない数となっている。
【０２１３】
　スピーカユニット３５１は、操作ユニットベース２９１の収容空間２９２に収容されて
おり、スピーカカバー３５３のカバーベース３５４が当該収容空間２９２側からスピーカ
用孔部３５６に対向するようにして配置されている。そして、この状態で、内部空間側か
ら操作ユニットベース２９１にネジ止めされている。このネジ止めは、その固定解除に際
して部材の破壊を要しないものであり、この点、スピーカユニット３５１は操作ユニット
ベース２９１に対して着脱可能に設けられていると言える。
【０２１４】
　スピーカユニット３５１が設けられていることにより、スピーカ装置３５２の前面はス
ロットマシン１０前方を向いている。スピーカ装置３５２から出力された音は、スピーカ
カバー３５３に形成された音通過孔３５５及びスピーカ用孔部３５６を通ってスロットマ
シン１０前方に向けて伝搬していく。スピーカ装置３５２からは、遊技の進行に伴う種々
の効果音や、遊技者に遊技状態を報知するための音が出力される。
【０２１５】
　一対のスピーカユニット３５１は、操作ユニットベース２９１に搭載される他の部材に
対して着脱方向に対向していない。したがって、一対のスピーカユニット３５１の操作ユ
ニットベース２９１への装着順序及び操作ユニットベース２９１からの取り外し順序は任
意となっている。
【０２１６】
　投入用部材３６１は、既に説明したとおり、メダルを投入するためのメダル投入口３６
２を形成するためのものである。投入用部材３６１は、図２４に示すように、ＡＢＳ樹脂
などの樹脂材料により有色不透明に形成されており、当該投入用部材３６１を縦方向に貫
通させてメダル投入口３６２が形成されている。
【０２１７】
　操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂにはその右側に、縦方向に貫通する投入口
用孔部３６３が形成されている。なお、投入口用孔部３６３は、上面部２９１ｂにおいて
凹み領域３３５の外側に存在している。投入用部材３６１においてメダルをメダル投入口
３６２にガイドし易くするためのガイド面３６４ａが形成された上側領域３６４が投入口
用孔部３６３から上方に突出し、投入用部材３６１を固定するための箇所が形成された下
側領域が投入口用孔部３６３から操作ユニットベース２９１の内部空間に入り込むように
、投入用部材３６１が操作ユニットベース２９１に設置されている。
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【０２１８】
　操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂにおいて投入口用孔部３６３の周縁部には
下方へと窪んだ周縁凹部３６５が形成されている。一方、投入用部材３６１においてガイ
ド面３６４ａが形成された上側領域３６４は投入口用孔部３６３よりも大きく形成されて
おり、当該上側領域３６４の周縁部は周縁凹部３６５の周縁部に対応した形状となってい
る。投入用部材３６１が挿入された状態では周縁凹部３６５に対して上側領域３６４が上
方から接することとなり、当該上側領域３６４の周縁部は周縁凹部３６５の周縁部により
囲まれた状態となっている。これにより、投入用部材３６１と投入口用孔部３６３との境
界から不正用治具を挿入しようとしても、当該不正用治具の侵入が周縁凹部３６５により
阻止されることとなる。
【０２１９】
　ここで、投入用部材３６１の固定についての構成を詳細に説明する。
【０２２０】
　投入用部材３６１は、図２６（ａ）及び図２６（ｂ）に示すように、下扉体２７２の背
面側に設けられたセレクタ３７１にネジ止めされている。
【０２２１】
　セレクタ３７１は、既に説明したとおり、メダル投入口３６２に投入されたメダルを投
入可能時であればホッパ装置３２へ導き、投入不可時であればメダル受け皿２５へと導く
ためのものである。具体的には、図２１及び図２２に示すように、セレクタ３７１は、金
属板を折り曲げて形成することでセレクタベース３７２を備えており、当該セレクタベー
ス３７２にはメダル投入口３６２に連通されたメダル通路が内蔵されているとともに、当
該メダル通路を通過するメダルを検知するメダル検知センサが内蔵されている。また、メ
ダル投入口３６２から投入されたメダルをメダル通路側に導く状態と、当該メダル通路側
とは異なる側であって最終的にメダル受け皿２５に排出される側にメダルを導く状態とに
遷移可能な振分部材が内蔵されている。セレクタベース３７２には、ＡＢＳ樹脂などの樹
脂材料を用いて形成されたメダルガイド部材３７３が取り付けられており、メダル通路を
通過したメダルは当該メダルガイド部材３７３を通じてホッパ装置３２に排出される。
【０２２２】
　セレクタ３７１は、図２２及び図２６（ａ）に示すように、下扉ベース２８１に背面側
からネジ止めされている。このネジ止めは、その固定解除に際して部材の破壊を要しない
ものであり、この点、セレクタ３７１は下扉ベース２８１に対して着脱可能に設けられて
いると言える。セレクタベース３７２の上端部には、図２２に示すように、金属板を折り
曲げ上方へと起立した固定受け部３７４が形成されている。
【０２２３】
　当該固定受け部３７４に対応させて投入用部材３６１には、図２３（ｂ）に示すように
、固定板部３６６が一体形成されている。固定板部３６６は、投入用部材３６１において
メダル投入口３６２に投入されたメダルをセレクタ３７１に排出するためのものであって
下方に向けて延在させて設けられた排出通路部３６７の後方に設けられている。固定板部
３６６は、その一方の板面が排出通路部３６７側を向くように形成されており、さらに排
出通路部３６７との間に入り込み溝部３６８が生じるように当該排出通路部３６７に対し
て離間されている。当該入り込み溝部３６８は、横方向の両端にて開放されているととも
に、下方に向けて開放されている。
【０２２４】
　入り込み溝部３６８の溝幅は、固定受け部３７４が入り込み可能な大きさに形成されて
いる。下扉ベース２８１にセレクタ３７１及び操作ユニット２７３が装着され、さらに操
作ユニットベース２９１に投入用部材３６１が装着された状態において、図２６（ｂ）に
示すように、入り込み溝部３６８に固定受け部３７４が下方から入り込んだ状態となる。
固定受け部３７４にはネジ孔３７４ａが形成されているとともに、固定板部３６６には当
該ネジ孔３７４ａに連通する貫通孔３６６ａが形成されており、これらネジ孔３７４ａ及
び貫通孔３６６ａには固定板部３６６の後方からネジ３７５が挿入されている。これによ
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り、投入用部材３６１がセレクタ３７１にネジ止めされた状態となっている。このネジ止
めは、その固定解除に際して部材の破壊を要しないものであり、この点、セレクタ３７１
は下扉ベース２８１に対して着脱可能に設けられていると言える。
【０２２５】
　投入用部材３６１の入り込み溝部３６８にセレクタ３７１の固定受け部３７４が入り込
む構成において、セレクタベース３７２の上面部における固定受け部３７４の前方には、
図２１に示すように、縦方向に貫通させて排出用孔部３７６が形成されている。当該排出
用孔部３７６は投入用部材３６１に形成された排出通路部３６７よりも一回り大きく形成
されており、排出用孔部３７６内に排出通路部３６７が上方から入り込んでいる。これに
より、投入用部材３６１の固定板部３６６がセレクタ３７１の固定受け部３７４に後方か
ら接する構成であったとしても、メダル投入口３６２に投入されたメダルをセレクタ３７
１の内部に導くことが可能となる。
【０２２６】
　投入用部材３６１は、上記のようにセレクタ３７１に固定されるため、操作ユニットベ
ース２９１を下扉体２７２に装着した後に、当該投入用部材３６１を操作ユニットベース
２９１に装着する必要がある。詳細には、操作ユニットベース２９１には、図２１に示す
ように、左右一対の嵌合溝２９１ｃが形成されているとともに、これら嵌合溝２９１ｃに
は上扉体２７１の下端に設けられた左右一対の嵌合突起２７１ａが上方から入り込むこと
となる。したがって、上扉体２７１と下扉体２７２とが一体化された状態において操作ユ
ニットベース２９１を下扉ベース２８１に装着しようとする場合、装着位置の上方から当
該装着位置に向けて操作ユニットベース２９１を移動させようとしてもそれが不可となる
。また、操作ユニットベース２９１は、下扉ベース２８１に対して左方から対向する面、
右方から対向する面、及び上方から対向する面をそれぞれ有しているため、装着位置の横
方から当該装着位置に向けて操作ユニットベース２９１を移動させようとしてもそれが不
可となり、さらに装着位置の下方から当該装着位置に向けて操作ユニットベース２９１を
移動させようとしてもそれが不可となる。したがって、操作ユニットベース２９１を下扉
ベース２８１に装着する場合には、装着位置の前方から当該装着位置に向けて操作ユニッ
トベース２９１を移動させる必要がある。この場合に、操作ユニットベース２９１に投入
用部材３６１が挿入されていると、当該投入用部材３６１が下扉体２７２に当接して装着
位置への移動が阻止されてしまう。したがって、操作ユニットベース２９１を下扉ベース
２８１の装着位置に配置した後に、投入用部材３６１を装着する必要がある。
【０２２７】
　操作ユニットベース２９１は、投入用部材３６１がセレクタ３７１に固定されることを
通じて下扉ベース２８１に固定されているが、当該固定以外にも、下扉ベース２８１の背
面側からネジ止めされていることによっても下扉ベース２８１に固定されている。このネ
ジ止めは、その固定解除に際して部材の破壊を要しないものであり、この点、操作ユニッ
トベース２９１は下扉ベース２８１に対して着脱可能に設けられていると言える。
【０２２８】
　操作ユニットベース２９１は、図２１に示すように、上記のような固定方法により、下
扉ベース２８１の上端に形成された搭載領域２８４に装着されている。この場合に、図２
６（ａ）に示すように、操作ユニットベース２９１において後方開口部は、その一部が搭
載領域２８４により塞がれた状態となる。そして、その塞がれる範囲には、ストップ装置
カバー３３１のネジ止め箇所、スピーカユニット３５１のネジ止め箇所が含まれている。
また、既に説明したとおり、操作用ボタン装置３４１はストップ装置３２１の前に操作ユ
ニットベース２９１に装着する必要がある。したがって、操作ユニットベース２９１への
装着に際しては、投入用部材３６１を装着する前に、ストップ装置３２１、操作用ボタン
装置３４１及びスピーカユニット３５１を装着する必要がある。また、スタートレバー装
置３０１は、操作ユニットベース２９１において前方へと膨出した先の前面部２９１ａに
固定されているため、その固定作業の容易化を鑑みると、投入用部材３６１を装着する前
に、スタートレバー装置３０１を装着することが好ましい。
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【０２２９】
　搭載領域２８４には下扉体２７２を前後に貫通するように複数の露出用開口部２８５，
２８６が形成されており、当該露出用開口部２８５，２８６を通じて、スタートレバー装
置３０１、投入ボタン装置３１１及びストップ装置３２１が前面扉２１の背面側において
露出している。これにより、操作ユニットベース２９１を下扉体２７２に装着した状態に
おいて、スタートレバー装置３０１、投入ボタン装置３１１及びストップ装置３２１の目
視確認を行うことが可能である。
【０２３０】
　特に、スタートレバー装置３０１、投入ボタン装置３１１及びストップ装置３２１の各
コネクタ部３０４，３１４，３２６は、いずれも露出用開口部２８５，２８６を通じて前
面扉２１の背面側から視認可能となっている。これにより、これら装置３０１，３１１，
３２１に対する不正行為の有無を目視確認する場合の作業の容易化が図られている。
【０２３１】
　ここで、操作ユニット２７３を下扉ベース２８１から取り外す場合の作業について簡単
に説明する。
【０２３２】
　操作ユニット２７３の取り外しに際しては、まず下扉ベース２８１の背面側からネジ固
定の解除操作を行う必要がある。当該固定の解除操作としては、下扉ベース２８１と操作
ユニットベース２９１とを固定しているネジ２８７に対して解除操作を行う必要があり、
さらにセレクタ３７１と投入用部材３６１とを固定しているネジ３７５に対して解除操作
を行う必要がある。
【０２３３】
　その後、投入用部材３６１を操作ユニットベース２９１から上方へと引き抜く必要があ
る。投入用部材３６１の固定板部３６６は、セレクタ３７１の固定受け部３７４に対して
後方に存在しており、この状態において操作ユニットベース２９１を下扉ベース２８１の
装着位置から前方へ移動させようとしても、固定板部３６６が固定受け部３７４に当接し
、当該前方への移動が阻止されてしまうからである。
【０２３４】
　その後、操作ユニットベース２９１を下扉ベース２８１の装着位置から前方へ移動させ
ることで、操作ユニット２７３の取り外しが完了する。なお、この取り外し作業に際して
は、上扉体２７１と下扉体２７２との分離操作、扉側支持部材２２の分離操作、及び施錠
装置２３の分離操作を必要としない。
【０２３５】
　以上のように、スタートレバー装置３０１、投入ボタン装置３１１、ストップ装置３２
１、操作用ボタン装置３４１及び投入用部材３６１が操作ユニットベース２９１に搭載さ
れて操作ユニット２７３として設けられているため、当該操作ユニット２７３を着脱する
ことにより、これら各種操作用装置をまとめて着脱することが可能となる。また、これら
複数の操作用装置のうち所望の操作用装置を着脱したい場合には、操作ユニット２７３を
取り外した状態で当該着脱作業を行うことで、前面扉２１の背面側から収容空間２９２内
に手を差し込んで着脱作業を行う場合よりも作業性が向上する。
【０２３６】
　この場合に、操作ユニット２７３を下扉ベース２８１から取り外すためには、投入用部
材３６１の取り外し操作を行う必要があるため、不正に操作ユニット２７３を取り外す場
合の作業を手間取らせることが可能となり、当該不正行為の発見の容易化が図られる。さ
らにまた、投入用部材３６１を利用する構成であるため、構成の簡素化を図りつつ、当該
不正抑制効果を奏することが可能となる。
【０２３７】
　また、投入用部材３６１は操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂであって当該上
面部２９１ｂの後寄りの位置に搭載されている。したがって、他の操作用装置よりも操作
ユニット２７３の取り外しを規制するための下扉ベース２８１側との間の係合関係を生じ
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させ易くなる。
【０２３８】
　また、投入用部材３６１は操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂに上方から挿入
されており、その挿入された箇所が操作ユニットベース２９１の背面側からネジ３７５に
より固定された構成となっている。そして、当該ネジ３７５を取り外すことで投入用部材
３６１の抜き取りが可能な構成となっている。したがって、投入用部材３６１の不正な取
り外しを行いづらくしながら、当該投入用部材３６１の正規な取り外しは行い易くするこ
とが可能となる。
【０２３９】
　また、投入用部材３６１の上記ネジ３７５による固定は、セレクタ３７１に対して行わ
れている。投入用部材３６１に形成されたメダル投入口３６２に投入されたメダルがセレ
クタ３７１に導出される構成においては、これら投入用部材３６１とセレクタ３７１との
間の位置ズレが発生しないことが好ましく、上記のように投入用部材３６１がセレクタ３
７１に固定されていることで両者の位置ズレを阻止することが可能となる。つまり、投入
用部材３６１とセレクタ３７１との間の相対的な位置ズレを阻止する構成を利用して、操
作ユニット２７３の不正な取り外しを行いづらくさせることが可能となる。
【０２４０】
　また、操作ユニット２７３の取り外しに際して先に取り外しを要する操作用装置として
、スタートレバー装置３０１ではなく投入用部材３６１が選択されている。スタートレバ
ー装置３０１の操作は抽選処理の契機となるため、当該スタートレバー装置３０１は不正
取り外し等の対象となり得ると考えられる。この場合に、上記のように先の取り外し対象
が投入用部材３６１であることにより、スタートレバー装置３０１の不正な取り外し等を
行いづらくさせながら、上記のような優れた効果を奏することが可能となる。
【０２４１】
　また、操作ユニット２７３を下扉ベース２８１に装着した状態では、当該下扉ベース２
８１の搭載領域２８４により操作ユニットベース２９１の後側開口面の一部が塞がれるこ
ととなる。これにより、操作ユニットベース２９１の収容空間２９２への不正なアクセス
を行いづらくさせることが可能となる。
【０２４２】
　その一方で、搭載領域２８４には露出用開口部２８５が形成されており、前面扉２１の
背面側からスタートレバー装置３０１を視認可能となっている。これにより、操作ユニッ
トベース２９１の収容空間２９２への不正なアクセスを行いづらくした構成において、ス
タートレバー装置３０１に対して異常が生じていないか否かの確認の容易化が図られる。
【０２４３】
　上記のとおりスタートレバー装置３０１はその操作が抽選処理の実行契機となるため、
不正な取り外し等の対象となり易い。この場合に、当該スタートレバー装置３０１を操作
ユニットベース２９１から取り外すためには、投入ボタン装置３１１を先に取り外す必要
がある構成となっている。これにより、スタートレバー装置３０１に対する不正を行いづ
らくすることが可能となる。
【０２４４】
　また、スタートレバー装置３０１と投入ボタン装置３１１とでは、操作ユニットベース
２９１に対する固定方法の種類が異なっている。したがって、スタートレバー装置３０１
を取り外す場合と投入ボタン装置３１１を取り外す場合とで異なる取り外し作業を行う必
要が生じるため、スタートレバー装置３０１を不正に取り外す場合の作業を手間取らせる
ことが可能となり、当該不正行為の発見の容易化が図られる。
【０２４５】
　特に、投入ボタン装置３１１は投入用フック３１７と操作ユニットベース２９１との係
合により抜け方向への移動が阻止されている構成であるため、ネジ止めにより固定されて
いる構成に比べて取り外しづらい。そして、このような装置の取り外しを先に必要とする
構成とすることにより、スタートレバー装置３０１への不正をより行いづらくすることが
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可能となる。
【０２４６】
　＜下扉体２７２におけるスピーカユニット３５１の位置関係について＞
　次に、下扉体２７２におけるスピーカユニット３５１の位置関係について、図２３及び
図２６に加えて、図２７を参照しながら説明する。
【０２４７】
　図２７（ａ）は前面扉２１において窓パネル部２０１よりも下方の一部を拡大して示す
当該前面扉２１の正面図であり、図２７（ｂ）は図２７（ａ）のＢ－Ｂ線断面図であり、
図２７（ｃ）は図２７（ａ）のＣ－Ｃ線断面図である。
【０２４８】
　スピーカユニット３５１は、既に説明したとおり、操作領域２４において左右一対とし
て設けられている。各スピーカユニット３５１は、スピーカ装置３５２の前面を前方に向
けて設置されているとともに、当該スピーカ装置３５２から出力された音を前方に伝搬可
能とする音通過孔３５５及びスピーカ用孔部３５６はスピーカ装置３５２の前方において
当該スピーカ装置３５２の前面と対向する位置に形成されている。
【０２４９】
　各スピーカ用孔部３５６は、図２７（ａ）に示すように、下扉ベース２８１に形成され
ておりスロットマシン１０の前面部を構成している。これらのうち左側のスピーカ用孔部
３５６は、スタートレバー３０２の左方に設けられている。左側のスピーカ用孔部３５６
はスタートレバー３０２に隣接させて設けられている。詳細には、操作ユニットベース２
９１の前面部２９１ａにおいてスタートレバー３０２を挿通させるためのスタート用孔部
３０５は、その周壁部がスピーカ用孔部３５６の周壁部と共通するように形成されている
。また、スピーカ用孔部３５６が形成された領域側にスタート用孔部３０５が入り込むよ
うに、スピーカ用孔部３５６の周壁部はスタート用孔部３０５との境界において当該スピ
ーカ用孔部３５６内側に凸となっている。
【０２５０】
　但し、左側のスピーカユニット３５１は、図２３（ａ）に示すように、その取り外し方
向の経路上にスタートレバー装置３０１が存在しないように設けられている（図２３（ａ
）においては右側のスピーカユニット３５１）。したがって、上記のようにスピーカ用孔
部３５６に入り込むようにしてスタート用孔部３０５が形成された構成において、スター
トレバー装置３０１を取り外すことなく、操作ユニットベース２９１から左側のスピーカ
ユニット３５１を取り外すことが可能である。
【０２５１】
　一方、右側のスピーカ用孔部３５６は、図２７（ａ）に示すように、右側のストップボ
タン３２４の右方であってメダル投入口３６２の右斜め下方に設けられている。この場合
、右側のスピーカ用孔部３５６は、操作ユニットベース２９１の前面部２９１ａにおいて
ストップ装置３２１を挿通させるためのストップ用孔部３２７から離間させて形成されて
いるとともに、操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂにおいて投入用部材３６１を
挿通させるための投入口用孔部３６３から離間させて形成されている。
【０２５２】
　操作ユニットベース２９１においては、各スピーカユニット３５１の後方には他の部材
が存在していないが、操作ユニット２７３が下扉ベース２８１に装着された状態では、各
スピーカユニット３５１の後方には下扉ベース２８１の搭載領域２８４が存在している。
具体的には、左側のスピーカユニット３５１は、図２７（ｂ）及び図２７（ｃ）に示すよ
うに、下扉ベース２８１の搭載領域２８４に対して前方から対向しており、図２６（ａ）
に示すように、その全体が前面扉２１の背面において露出していない。
【０２５３】
　右側のスピーカユニット３５１も左側のスピーカユニット３５１と同様に、下扉ベース
２８１の搭載領域２８４に対して前方から対向しており、図２６（ａ）に示すように、そ
の略全体が前面扉２１の背面において露出していない。
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【０２５４】
　左側のスピーカユニット３５１は、既に説明したとおり、スタートレバー３０２の横方
において当該スタートレバー３０２に隣接させて設けられているとともに、下扉ベース２
８１の搭載領域２８４においてスタートレバー装置３０１の後方には露出用開口部２８５
が形成されている。かかる構成において、図２６（ａ）に示すように、当該露出用開口部
２８５は、前面扉２１の背面においてスタートレバー装置３０１を露出させるようにしな
がら、左側のスピーカユニット３５１（図２６（ａ）においては右側）の略全体を露出さ
せないように形成されている。
【０２５５】
　操作領域２４にスピーカユニット３５１が設けられた構成においては、スピーカ用孔部
３５６及び音通過孔３５５を通じてスロットマシン１０の前方から不正用治具が内部に挿
入されてしまうことが想定される。これに対して、上記のようにスピーカユニット３５１
に対してその後方から対向させるようにして下扉ベース２８１の搭載領域２８４が存在し
ていることにより、不正用治具の内部への侵入を行いづらくさせることが可能となる。
【０２５６】
　左側のスピーカユニット３５１は、図２７（ａ）に示すように、精算ボタン３８１の上
方に設けられている。操作領域２４にスピーカユニット３５１が設けられた構成において
は、スピーカ用孔部３５６及び音通過孔３５５を通じてドリンクなどの液体が当該スピー
カユニット３５１の収容空間３５７内に注がれてしまうことが懸念される。これに対して
、左側のスピーカユニット３５１が収容された収容空間３５７と、精算ボタン３８１の収
容空間３８２との間には、図２７（ｂ）に示すように、区画壁３８３が形成されており、
両収容空間３５７，３８２を上下に分離させている。また、区画壁３８３は後方に向けて
下り傾斜されており、当該区画壁３８３の下った先は、精算ボタン３８１の収容空間３８
２を規定する壁部における後側壁部３８４の後方となっている。これにより、左側のスピ
ーカユニット３５１の収容空間３５７内であって精算ボタン３８１の上方空間に液体が注
がれたとしても、当該液体が精算ボタン３８１側へ流入してしまうことを阻止しながら、
スピーカユニット３５１の収容空間３５７の外部に排出することが可能となる。
【０２５７】
　左側のスピーカユニット３５１は、図２７（ａ）に示すように、装飾パネル部２６の上
方に設けられている。装飾パネル部２６は、図２７（ｃ）に示すように、透明パネル部２
８３により前方が塞がれた収容空間３９１内に装飾シート２８３ａが設けられている。こ
の場合に、左側のスピーカユニット３５１が収容された収容空間３５７と、装飾パネル部
２６の収容空間３９１との間には、前者の収容空間３５７の下側壁部３９２と、後者の収
容空間３９１の上側壁部３９３とが存在しており、両収容空間３５７，３９１を上下に分
離させている。
【０２５８】
　下側壁部３９２は、操作ユニットベース２９１に形成された第１下側壁部３９２ａと、
下扉ベース２８１に形成された第２下側壁部３９２ｂと、を備えている。これら第１下側
壁部３９２ａ及び第２下側壁部３９２ｂは前後に並設されているとともに、第１下側壁部
３９２ａの後側端部と第２下側壁部３９２ｂの前側端部とが前後方向に当接している。
【０２５９】
　一方、上側壁部３９３は、第１下側壁部３９２ａと第２下側壁部３９２ｂとの当接箇所
よりも前方を基端側として後方へと延在しており、先端部は当該当接箇所よりも後方に存
在している。また、上側壁部３９３の上面は前方に向けて下り傾斜となっている。
【０２６０】
　なお、上記下側壁部３９２及び上側壁部３９３の構成は、右側のスピーカユニット３５
１の収容空間についても同様となっている。
【０２６１】
　上記構成であることにより、スピーカユニット３５１の収容空間３５７内であって装飾
パネル部２６の上方空間に液体が注がれたとしても、当該液体は第１下側壁部３９２ａと
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第２下側壁部３９２ｂとの境界から上側壁部３９３上に流れ、当該上側壁部３９３の上面
に留まるか、当該上面の傾斜に沿ってスロットマシン１０の前面部に流れることとなる。
これにより、上記液体が装飾パネル部２６の収容空間３９１内に入り込んでしまうことが
阻止され、上記液体の注入に際して装飾シート２８３ａが汚れてしまうことを阻止するこ
とが可能となる。
【０２６２】
　以上のように、操作領域２４に対してスピーカユニット３５１が設けられていることに
より、スタートレバー３０２を操作している左手、メダル投入口３６２にメダルを投入し
ている右手、又はストップボタン３２２～３２４を操作している右手に音圧を与えること
が可能となる。
【０２６３】
　ちなみに、図２２に示すように、前面扉２１の下端部にも左右一対の下側スピーカ装置
３９５が設けられている。これら下側スピーカ装置３９５は、操作領域２４に設けられた
スピーカ装置３５２よりも大型のものであり、より低音の出力を可能とする。当該下側ス
ピーカ装置３９５は、その前面部をメダル受け皿２５の背面に重ねるようにして前方に向
けて設置されており、前方に向けて音を出力可能とされている。
【０２６４】
　ここで、上記のような音圧の付与を可能とする処理構成を説明する。当該音圧の付与を
可能とする処理構成の説明に先立ち、本スロットマシン１０の電気的構成を、図２８のブ
ロック図を参照しながら説明する。
【０２６５】
　主制御装置４１の主制御基板４２には、既に説明したように、ＣＰＵ４３、ＲＯＭ４４
及びＲＡＭ４５が搭載されている。ＲＯＭ４４には、ＣＰＵ４３によって実行される各種
の制御プログラムや固定値データが記憶されており、ＲＡＭ４５には、このＲＯＭ４４内
に記憶されている制御プログラムを実行するに当たって各種のデータを一時的に記憶する
作業エリアが確保されている。また、主制御基板４２には、内部バスを介してＣＰＵ４３
と電気的に接続された入出力ポート４２ａが設けられている。なお、図示は省略するが、
主制御基板４２には、これら以外にも、所定周波数の矩形波をＣＰＵ４３に出力する図示
しないクロック回路、タイマ回路、データ送受信回路などスロットマシン１０において必
要な各種の処理回路や、クレジット枚数をカウントするクレジットカウンタなどの各種カ
ウンタが内蔵されている。
【０２６６】
　ＲＡＭ４５は、スロットマシン１０の電源が遮断された後においても電源装置３１から
バックアップ電圧が供給されてデータを保持できる構成となっており、ＲＡＭ４５には、
各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリやエリアの他に、バックアップエリアが
設けられている。
【０２６７】
　主制御装置４１の入力側には、スタートレバー３０２の操作を検知するスタート検知セ
ンサ３０２ｂ、各ストップボタン３２２～３２４の操作を個別に検知するストップ検知セ
ンサ３２２ａ～３２４ａ、セレクタ３７１に設けられ、メダル投入口３６２から投入され
たメダルを検知する投入メダル検知センサ３７１ａ、クレジット投入ボタン３１２の操作
を検知するクレジット投入検知センサ３１２ａ、精算ボタン３８１の操作を検知する精算
検知センサ３８１ａ、ホッパ装置３２から払い出されるメダルを検知する払出検知センサ
３２ｃ、電源装置３１に設けられたリセットボタン３１ｃの操作を検知するリセット検知
センサ３１ｄ、電源装置３１の設定キー挿入孔に設定キーが挿入されたことを検知する設
定キー検知センサ３１ｅ等の各種センサが接続されており、これら各種センサからの信号
は入出力ポート４２ａを介してＣＰＵ４３へ出力されるようになっている。
【０２６８】
　また、主制御装置４１の入力側には、入出力ポート４２ａを介して電源装置３１に設け
られた停電監視回路３１ｂが接続されている。電源装置３１には、主制御装置４１をはじ



(43) JP 2020-182867 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

めとしてスロットマシン１０の各電子機器に駆動電力を供給する電源部３１ａや、停電監
視回路３１ｂなどが搭載されている。
【０２６９】
　停電監視回路３１ｂは電源の遮断状態を監視し、停電時はもとより、電源スイッチによ
る電源遮断時に停電信号を生成するためのものである。そのため停電監視回路３１ｂは、
電源部３１ａから出力されるこの例では直流２４ボルトの安定化駆動電圧を監視し、この
駆動電圧が例えば１０ボルト未満まで低下したとき電源が遮断されたものと判断して停電
信号が出力されるように構成されている。停電信号はＣＰＵ４３に供給され、ＣＰＵ４３
ではこの停電信号を認識することにより停電時処理が実行される。
【０２７０】
　主制御装置４１の出力側には、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒを回転させるための各リー
ル用駆動モータ１２３Ｌ～１２３Ｒ、ホッパ装置３２、表示制御装置２４５等が入出力ポ
ート４２ａを介して接続されている。
【０２７１】
　表示制御装置２４５は、報知用発光基板２１２、演出用発光基板２１３、周縁側発光基
板２３３、スピーカ装置３５２，３９５及び表示装置２４２を駆動させるための制御装置
であり、これらを駆動させるためのＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等が一体化された基板を備え
ている。そして、主制御装置４１からの信号を受け取った上で、表示制御装置２４５が独
自に報知用発光基板２１２、演出用発光基板２１３、周縁側発光基板２３３、スピーカ装
置３５２，３９５及び表示装置２４２を制御する。
【０２７２】
　上記のような電気的な構成を有するスロットマシン１０において、音圧の付与を可能と
する処理は、ＣＰＵ４３における通常処理にて実行される。図２９は通常処理を示すフロ
ーチャートである。
【０２７３】
　通常処理では、まずステップＳ１１にて、メダル投入口３６２にメダルが投入されたか
否か、又はクレジット投入ボタン３１２の操作に基づき仮想メダルがベットされたか否か
を判定する。この判定に際しては、メダルの投入数及び仮想メダルのベット数の合計数が
最大賭け数である３枚以上となったか否かを判定するようにしてもよく、最小賭け数であ
る１枚以上となったか否かを判定するようにしてもよい。
【０２７４】
　ステップＳ１１にて否定判定をした場合には、当該ステップＳ１１の処理を再度実行す
る。ステップＳ１１にて肯定判定をした場合には、ステップＳ１２にて、投入時の音圧用
処理を実行する。
【０２７５】
　当該音圧用処理について詳細に説明する。本スロットマシン１０では、遊技状態として
、多量のメダルの獲得が期待でき通常遊技状態よりも遊技者に有利なビッグボーナス状態
及びレギュラーボーナス状態が設定されている。
【０２７６】
　ビッグボーナス状態には、主制御装置４１のＣＰＵ４３における後述する抽選処理（ス
テップＳ１４）にてビッグボーナス当選となり、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの回転停止
後においていずれかの有効ラインＬ１～Ｌ５上にビッグボーナス状態に対応した図柄の組
合せが成立することにより移行する。また、レギュラーボーナス状態には、上記抽選処理
にてレギュラーボーナス当選となり、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの回転停止後において
いずれかの有効ラインＬ１～Ｌ５上にレギュラーボーナス状態に対応した図柄の組合せが
成立することにより移行する。この場合に、これら図柄の組合せを形成する図柄は、少な
くとも一のリール１２２Ｌ～１２２Ｒについて、対応するストップボタン３２２～３２４
の操作タイミングによっては有効ラインＬ１～Ｌ５に停止しないように付されている。し
たがって、所謂取りこぼしが発生し得る。「スイカ」役や「チェリー」役といった小役は
、抽選処理にて当選した遊技回において対応する図柄の組合せ又は図柄を有効ラインＬ１
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～Ｌ５上に成立させないと、当該当選の事実が当該遊技回の終了に際して消去されてしま
う。一方、ビッグボーナス役及びレギュラーボーナス役は、抽選処理にて当選した遊技回
において対応する図柄の組合せを有効ラインＬ１～Ｌ５上に成立させなかったとしても、
当該当選の事実は消去されることなく、次回以降の遊技回に持ち越される。つまり、抽選
処理にて当選した役の情報は主制御装置４１のＲＡＭ４５に記憶されることとなるが、ビ
ッグボーナス役に当選したことを示す情報及びレギュラーボーナス役に当選したことを示
す情報は、当該ＲＡＭ４５がクリアされない限り、対応する図柄の組合せがいずれかの有
効ラインＬ１～Ｌ５上に停止するまで記憶保持される。
【０２７７】
　ステップＳ１２における投入時の音圧用処理では、まずＲＡＭ４５にビッグボーナス役
に当選したことを示す情報及びレギュラーボーナス役に当選したことを示す情報のうちい
ずれかが記憶保持されているか否かを判定する。そして、いずれかの情報が記憶保持され
ていると判定した場合には、所定確率で少なくとも右側のスピーカ装置３５２から音を出
力するように、表示制御装置２４５にコマンドを送信する。表示制御装置２４５は、当該
コマンドを受信することにより、スピーカ装置３５２に駆動信号を出力する。ちなみに、
ベット操作に続けてスタートレバー３０２が操作される場合には、当該音の出力はリール
１２２Ｌ～１２２Ｒの回転が開始される前に開始される。
【０２７８】
　上記所定確率としては、ビッグボーナス役に当選している状況及びレギュラーボーナス
役に当選している状況のいずれであっても共通の確率（例えば１／３）で投入時における
音出力が行われるようにしてもよい。また、ビッグボーナス役に当選している状況とレギ
ュラーボーナス役に当選している状況とで当選確率を相違させてもよく、例えば前者の当
選確率の方が後者の当選確率よりも高い構成としてもよく、低い構成としてもよい。
【０２７９】
　また、当該音出力に際しては、左側のスピーカ装置３５２及び右側のスピーカ装置３５
２の両方から同時に音が出力されるようにしてもよい。但し、意外性を付与する上では、
いずれか一方のスピーカ装置３５２から音が出力されるようにすることが好ましい。この
場合、ステップＳ１１にて肯定判定をした契機（例えばメダル及び仮想メダルの合計数が
複数である場合、最後に受け入れられた側）が、メダルの受け入れ及び仮想メダルのベッ
トのうちいずれであるかを判定し、前者であれば右側のスピーカ装置３５２から音が出力
されるようにし、後者であれば左側のスピーカ装置３５２から音が出力されるようにする
構成が考えられる。
【０２８０】
　メダル投入口３６２にメダルが投入された場合に、投入時の音圧用処理を通じて右側の
スピーカ装置３５２から音が出力されることにより、当該メダルの投入を行っている右手
に音圧を付与することが可能となり、ビッグボーナス役及びレギュラーボーナス役のいず
れかに当選していることを遊技者に報知することが可能となる。また、クレジット投入ボ
タン３１２が操作された場合に、投入時の音圧用処理を通じて左側のスピーカ装置３５２
から音が出力されることにより、当該クレジット投入ボタン３１２を操作している左手に
音圧を付与することが可能となる。
【０２８１】
　なお、上記出力される音としては音声や所定の効果音が考えられ、この場合、聴覚によ
る音の認識とともに遊技者の手に音圧を付与することが可能となり、さらなる意外性を提
供することが可能となる。
【０２８２】
　ステップＳ１２の処理を実行した後は、ステップＳ１３にてスタートレバー３０２が操
作されたか否かを判定する。スタートレバー３０２が操作されていない場合には、ステッ
プＳ１１に戻る。この場合、再度、ステップＳ１１にて肯定判定をして、ステップＳ１２
の処理を実行した後に、ステップＳ１３に進むこととなるが、ステップＳ１２にて音の出
力を行った後にステップＳ１３にて肯定判定をすることなく再度ステップＳ１２の処理を
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実行する場合には、音の出力が行われないようにすることが好ましい。これにより、投入
時の音圧用処理を通じた音の出力が必要以上に行われてしまうことを抑制することが可能
となる。
【０２８３】
　ステップＳ１３にて肯定判定をした場合には、ステップＳ１４にて抽選処理を実行する
。抽選処理では、スロットマシン１０の現在の設定状態等に基づき当否決定用の乱数テー
ブルを選択し、このようにして選択された乱数テーブルに、スタートレバー３０２が操作
されたときに乱数カウンタよりラッチした乱数を照らして役の抽選を行う。そして、いず
れかの役に当選した場合には、その役に応じた当選役の情報をＲＡＭ４５にセットする。
また、抽選結果に応じたリール停止制御用のスベリテーブルを決定し、これをＲＡＭ４５
のスベリテーブル格納エリアに格納する。ここで、スベリテーブルとは、ストップボタン
３２２～３２４が押されたタイミングにおける所定の有効ライン上の図柄と、その有効ラ
イン上に停止させるべき図柄とが異なる場合に、その停止させるべき図柄を所定の有効ラ
イン上で止まるようにリールをどれだけ滑らせるかを定めたテーブルである。なお、抽選
役としては、スイカ役、ベル役及びチェリー役といったメダルの払出に対応した小役と、
リプレイ役と、ビッグボーナス役と、レギュラーボーナス役とが設定されている。
【０２８４】
　抽選処理を実行した後は、ステップＳ１５にて、スタート操作時の音圧用処理を実行す
る。当該音圧用処理では、まずＲＡＭ４５にビッグボーナス役に当選したことを示す情報
及びレギュラーボーナス役に当選したことを示す情報のうちいずれかが記憶保持されてい
るか否かを判定する。そして、いずれかの情報が記憶保持されていると判定した場合には
、所定確率で少なくとも左側のスピーカ装置３５２から音を出力するように、表示制御装
置２４５にコマンドを送信する。表示制御装置２４５は、当該コマンドを受信することに
より、スピーカ装置３５２に駆動信号を出力する。ちなみに、当該音の出力は、リール１
２２Ｌ～１２２Ｒの回転が開始される前に開始される。
【０２８５】
　上記所定確率としては、ビッグボーナス役に当選している状況及びレギュラーボーナス
役に当選している状況のいずれであっても共通の確率（例えば１／３）でスタート操作時
における音出力が行われるようにしてもよい。また、ビッグボーナス役に当選している状
況とレギュラーボーナス役に当選している状況とで当選確率を相違させてもよく、例えば
前者の当選確率の方が後者の当選確率よりも高い構成としてもよく、低い構成としてもよ
い。また、当該音出力に際しては、左側のスピーカ装置３５２及び右側のスピーカ装置３
５２の両方から同時に音が出力されるようにしてもよいが、意外性を付与する上では、左
側のスピーカ装置３５２のみから音が出力されるようにすることが好ましい。
【０２８６】
　スタートレバー３０２が操作された場合に、スタート操作時の音圧用処理を通じて左側
のスピーカ装置３５２から音が出力されることにより、当該スタートレバー３０２の操作
を行っている左手に音圧を付与することが可能となり、ビッグボーナス役及びレギュラー
ボーナス役のいずれかに当選していることを遊技者に報知することが可能となる。
【０２８７】
　なお、上記出力される音としては音声や所定の効果音が考えられ、この場合、聴覚によ
る音の認識とともに遊技者の手に音圧を付与することが可能となり、さらなる意外性を提
供することが可能となる。
【０２８８】
　ステップＳ１５の処理を実行した後は、ステップＳ１６にてリール制御処理を実行する
。当該リール制御処理では、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒが停止している状況においてス
テップＳ１３にて肯定判定をした状況であれば、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの回転を開
始させる処理を実行する。ちなみに、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒは所定の加速度で回転
が開始され、回転速度が所定の速度となるまで加速が継続される。そして、定速回転が開
始された後に、各ストップボタン３２２～３２４の操作が有効化される。
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【０２８９】
　また、各リール１２２Ｌ～１２２Ｒの回転開始後において停止指令が発生していないリ
ール１２２Ｌ～１２２Ｒが存在している状況で、その停止指令が発生していないリール１
２２Ｌ～１２２Ｒに対して停止指令が発生した場合には、当該停止指令の発生に対応した
リール１２２Ｌ～１２２Ｒを停止させるための処理を実行する。当該停止させるための処
理に際しては、ＲＡＭ４５に格納されているスベリテーブルを参照することで、停止操作
のタイミングで当選役に対応した図柄がいずれかの有効ラインＬ１～Ｌ５に存在していな
かったとしても、所定数分（例えば４図柄分）の範囲内で当該図柄を有効ラインＬ１～Ｌ
５上に引き込む制御を実行する。
【０２９０】
　ここで、リール制御処理では、停止操作時の音圧用処理を実行する。当該音圧用処理は
、停止指令が発生していないリール１２２Ｌ～１２２Ｒに対応したストップボタン３２２
～３２４が操作されて停止指令が発生する度に、又は最後に停止されるリール１２２Ｌ～
１２２Ｒといったように停止指令が発生する順番が所定の順番に対応したリール１２２Ｌ
～１２２Ｒに対して停止指令が発生する場合に実行される。
【０２９１】
　当該音圧用処理では、当該音圧用処理では、まずＲＡＭ４５にビッグボーナス役に当選
したことを示す情報及びレギュラーボーナス役に当選したことを示す情報のうちいずれか
が記憶保持されているか否かを判定する。そして、いずれかの情報が記憶保持されている
と判定した場合には、所定確率で少なくとも右側のスピーカ装置３５２から音を出力する
ように、表示制御装置２４５にコマンドを送信する。表示制御装置２４５は、当該コマン
ドを受信することにより、スピーカ装置３５２に駆動信号を出力する。
【０２９２】
　当該所定確率としては、ビッグボーナス役に当選している状況及びレギュラーボーナス
役に当選している状況のいずれであっても共通の確率（例えば１／３）で停止操作時にお
ける音出力が行われるようにしてもよい。また、ビッグボーナス役に当選している状況と
レギュラーボーナス役に当選している状況とで当選確率を相違させてもよく、例えば前者
の当選確率の方が後者の当選確率よりも高い構成としてもよく、低い構成としてもよい。
また、当該音出力に際しては、左側のスピーカ装置３５２及び右側のスピーカ装置３５２
の両方から同時に音が出力されるようにしてもよいが、意外性を付与する上では、右側の
スピーカ装置３５２のみから音が出力されるようにすることが好ましい。
【０２９３】
　ストップボタン３２２～３２４が操作された場合に、停止操作時の音圧用処理を通じて
右側のスピーカ装置３５２から音が出力されることにより、当該ストップボタン３２２～
３２４の操作を行っている右手に音圧を付与することが可能となり、ビッグボーナス役及
びレギュラーボーナス役のいずれかに当選していることを遊技者に報知することが可能と
なる。
【０２９４】
　なお、上記出力される音としては音声や所定の効果音が考えられ、この場合、聴覚によ
る音の認識とともに遊技者の手に音圧を付与することが可能となり、さらなる意外性を提
供することが可能となる。
【０２９５】
　ステップＳ１６の処理を実行した後は、ステップＳ１７にてメダル払出処理を実行する
。メダル払出処理では、メダルの払出が発生する役に対応した図柄の組合せ又は図柄がい
ずれかの有効ラインＬ１～Ｌ５上に成立していることを条件として、メダル及び仮想メダ
ルの付与の合計数が上記役に対応した数となるようにする。
【０２９６】
　その後、ステップＳ１８にて特別遊技状態処理を実行する。特別遊技状態処理では、通
常ゲームにおいて特別役（ビッグボーナス役又はレギュラーボーナス役）当選となり当該
当選役に対応した図柄の組合せがいずれかの有効ライン上に成立したことを条件として、
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当該当選役に対応したボーナスゲームに移行させ、終了条件が成立した場合に当該ボーナ
スゲームを終了させて通常ゲームに復帰させる処理を実行する。ボーナスゲーム中は、小
役の当選確率が通常ゲーム中よりも上昇し、特に抽選にて当選となった場合には各ストッ
プボタン３２２～３２４の操作タイミングに関係なく入賞が成立するベル役が最も高い確
率で当選となる。また、ボーナスゲームは、当該ボーナスゲーム中のメダルの払出枚数が
所定枚数に達した場合に終了する。当該所定枚数は、ビッグボーナスゲームの方がレギュ
ラーボーナスゲームよりも多く設定されており、例えば前者が３５０枚であり、後者が１
２０枚である。通常処理において特別遊技状態処理を実行した後は、ステップＳ１１に戻
る。
【０２９７】
　以上のように表示窓部２７と装飾パネル部２６との間にスピーカユニット３５１が設け
られていることにより、操作領域２４に対して所定の操作を行っている遊技者の手に音圧
を付与することが可能となる。よって、スピーカ装置３５２から出力される音を、聴覚の
刺激による演出だけでなく、触覚の刺激による演出として利用することが可能となり、演
出効果を高めることが可能となる。
【０２９８】
　また、前面扉２１にスピーカ用孔部３５６が形成された構成においては、当該スピーカ
用孔部３５６からスロットマシン１０内部に不正用治具が挿入されてしまうことが懸念さ
れる。特に、表示窓部２７と装飾パネル部２６との間の位置は、遊技者の手が存在してい
ることが自然な位置であるため、スピーカ用孔部３５６を通じて不正用治具が挿入された
としても、それを発見しづらい。これに対して、下扉ベース２８１の搭載領域２８４がス
ピーカユニット３５１に対して後方から対向しているため、スピーカ用孔部３５６を通じ
て不正用治具が挿入されたとしても、当該不正用治具の更なる侵入を搭載領域２８４によ
り阻止することが可能となる。よって、不正行為を抑制可能としながら、操作領域２４の
周辺にスピーカユニット３５１を設けることが可能となる。
【０２９９】
　＜施錠装置２３について＞
　次に、施錠装置２３について、図３０～図３３を参照しながら説明する。
【０３００】
　図３０（ａ）は施錠装置２３の側面図であり、図３０（ｂ）は施錠装置２３の背面図で
あり、図３１（ａ），（ｂ）は施錠装置２３の背面側から見た斜視図であり、図３２は施
錠装置２３の分解斜視図である。また、図３３（ａ）～（ｃ）は施錠装置２３の動きを説
明するための施錠装置２３の斜視図である。
【０３０１】
　施錠装置２３は、図３１（ａ）及び図３１（ｂ）に示すように、鋼板にて形成された縦
長の基枠４０１を有している。基枠４０１は、施錠装置２３における縦方向の全長に亘っ
て延在している。基枠４０１は、板状をなし前面ベースユニット１９１への施錠装置２３
の固定に際して当該前面ベースユニット１９１の背面（すなわち、上扉体２７１の背面及
び下扉体２７２の背面）に後方から当接する基枠中央板部４０２と、当該基枠中央板部４
０２における横方向の端部から、当該基枠中央板部４０２において上記当接する側の面と
は逆側の面の向く方向に起立する左右一対の起立壁部４０３，４０４と、が一体形成され
ている。
【０３０２】
　基枠中央板部４０２には、図３０（ｂ）に示すように、縦方向に離間させて複数の貫通
孔が形成されており、これら貫通孔を通じて、基枠中央板部４０２の背面側からの前面ベ
ースユニット１９１に対する施錠装置２３のネジ止めが行われている。また、このネジ止
めは、既に説明したように、着脱自在な状態で行われている。
【０３０３】
　施錠装置２３は、前面ベースユニット１９１の開閉先端側に固定されているため（図３
参照）、上記各起立壁部４０３，４０４の相互の関係において一方の起立壁部４０３は他
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方の起立壁部４０４に対して開閉先端側に存在していることとなる。以下、前者の起立壁
部４０３を先端側起立壁部４０３といい、後者の起立壁部４０４を基端側起立壁部４０４
という。
【０３０４】
　先端側起立壁部４０３は、図３２に示すように、基枠中央板部４０２における縦方向の
全長に亘って連続して延在しているのに対して、基端側起立壁部４０４は、基枠中央板部
４０２における縦方向の全長に亘って断続して延在している。これら先端側起立壁部４０
３及び基端側起立壁部４０４は横方向に対向している。この場合、基端側起立壁部４０４
は、その下端部における後方への突出量が先端側起立壁部４０３よりも大きく設定されて
おり、この下端部にはフッ素樹脂などにより形成された滑り部材４０５が設けられている
。前面扉２１の開閉操作時には、当該滑り部材４０５が筐体１１の底面上を滑ることとな
り、前面扉２１の開閉操作の容易化が図られている。
【０３０５】
　基枠中央板部４０２における縦方向の中央付近では、先端側起立壁部４０３と基端側起
立壁部４０４との間の距離が他の領域に比べて広く設定されており、当該拡張領域に解錠
操作装置としてキーシリンダ４１１が設けられている。キーシリンダ４１１は、基枠中央
板部４０２に当該キーシリンダ４１１を固定するためのシリンダ固定部４１２と、当該シ
リンダ固定部４１２から一方に向けて延びる円筒状の錠軸部４１３と、を有している。錠
軸部４１３の先端面には、外部から所定のキー操作を行うべく解錠キーが挿入される図示
しないキー孔が形成されている。
【０３０６】
　キーシリンダ４１１は、図３１（ａ）に示すように、基枠中央板部４０２に形成された
シリンダ孔４１４を通じて当該基枠中央板部４０２から錠軸部４１３を突出させた状態で
、シリンダ固定部４１２が当該基枠中央板部４０２に背面側からネジ止めされていること
で、当該基枠中央板部４０２に固定されている。そして、施錠装置２３が前面ベースユニ
ット１９１に固定された状態において錠軸部４１３が当該前面ベースユニット１９１を貫
通することで、キー孔がスロットマシン１０の前面において露出した状態となっている。
【０３０７】
　錠軸部４１３の基端面には、図３１（ａ）に示すように、キー操作に伴って回動するカ
ム板４１５が設けられている。カム板４１５は、当該カム板４１５の上部から開閉中心側
に向かって突出形成された第１係合爪部４１６と、カム板４１５の下部から開閉中心側に
向かって突出形成された第２係合爪部４１７とが一体形成されている。カム板４１５は、
前後方向に延びる回動軸を中心に回動可能となっており、一方の回動方向へのキー操作に
伴い当該一方の回動方向に回動し、逆の回動方向へのキー操作に伴い当該逆の回動方向に
回動する。
【０３０８】
　カム板４１５の各回動方向への回動に連動して縦方向に変位するように、図３２に示す
ように、２個の連動杆４２１，４４１が設けられている。２個の連動杆４２１，４４１の
うち一方は、キー操作に伴い検知方向へ連動する検知連動杆４２１であり、他方は、キー
操作に伴い解錠方向へ連動する解錠連動杆４４１である。
【０３０９】
　検知連動杆４２１は、鋼板により縦長に形成されている。検知連動杆４２１の縦方向の
寸法は、基枠４０１の縦方向の寸法よりも短く設定されており、検知連動杆４２１の幅方
向の寸法は、基枠４０１の幅方向の寸法よりも短く設定されている。
【０３１０】
　検知連動杆４２１は、その一方の板面が基端側起立壁部４０４において先端側起立壁部
４０３側を向く面に重なるようにして設けられており、基端側起立壁部４０４と解錠連動
杆４４１との間に挟まることにより、基端側起立壁部４０４に一体化されている。そして
、検知連動杆４２１は、基端側起立壁部４０４においてカム板４１５を収容するために外
側に拡張された拡張領域４３１及びその周辺にのみ設けられている。なお、解錠連動杆４
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４１の構成については後に詳細に説明する。
【０３１１】
　検知連動杆４２１は、基端側起立壁部４０４における拡張領域４３１及びその上方の領
域の形状に対応させて、縦方向に延在する領域が縦方向の途中位置にて横方向にずれるよ
うに段差状に形成されている。検知連動杆４２１において段差部分よりも上方の上側領域
４２２には、その縦方向の途中位置であって後端部に基端側起立壁部４０４側へと起立さ
せてガイド板部４２３が一体形成されている。また、当該ガイド板部４２３に対応させて
基端側起立壁部４０４には、縦長のガイド孔４３２が形成されている。
【０３１２】
　ガイド孔４３２は、その縦方向の寸法がガイド板部４２３の縦方向の寸法よりも大きく
設定されており、ガイド孔４３２の上端部にガイド板部４２３が下方から当接する位置、
及びガイド孔４３２の下端部にガイド板部４２３が上方から当接する位置を、それぞれ変
位限界位置として、基端側起立壁部４０４に対して検知連動杆４２１が縦方向に変位可能
とされている。
【０３１３】
　ガイド板部４２３は、ガイド孔４３２よりも外方に延出するようにその長さ寸法が設定
されている。ガイド板部４２３におけるその延出した領域が検知範囲に含まれるように、
基端側起立壁部４０４にはガイド検知センサ４３３が設けられている。図３０（ｂ）に示
すように、検知連動杆４２１が上側の変位限界位置に配置されている状況ではガイド板部
４２３がガイド検知センサ４３３の検知範囲に含まれ、検知連動杆４２１が下側の変位限
界位置に配置されている状況ではガイド板部４２３がガイド検知センサ４３３の検知範囲
に含まれない。
【０３１４】
　検知連動杆４２１と基枠４０１との間には、図３２に示すように、つるまぎバネよりな
る検知側付勢部材４２４が設けられている。検知側付勢部材４２４は、検知連動杆４２１
を上方へ付勢するようにして設けられている。したがって、検知連動杆４２１は検知側付
勢部材４２４による付勢力以外の外力が加えられていない状況では、ガイド板部４２３が
ガイド孔４３２の上端部に下方から当接する初期位置に配置されている。この場合、ガイ
ド板部４２３はガイド検知センサ４３３の検知範囲に存在している。
【０３１５】
　検知連動杆４２１において段差部分よりも下方の下側領域４２５には、カム板４１５の
第１係合爪部４１６が入り込む検知側係合用開口部４２６と、カム板４１５の第２係合爪
部４１７が入り込む検知側逃がし用開口部４２７とが上下に並べて形成されている。キー
操作に伴いカム板４１５が初期位置から一方に回動し、第１係合爪部４１６が下方へ変位
した場合には、初期位置に配置されている検知連動杆４２１は、検知側係合用開口部４２
６の下端部が第１係合爪部４１６により下方へ押されることで下方へ移動する。この下方
への移動は、ガイド板部４２３がガイド孔４３２の下端部に上方から当接することでそれ
以上は阻止される。この場合、ガイド板部４２３はガイド検知センサ４３３の検知範囲外
に存在している。
【０３１６】
　上記構成により、検知連動杆４２１が初期位置に配置されている状況では、ガイド板部
４２３がガイド検知センサ４３３により検知され、検知連動杆４２１が変位限界位置に配
置されている状況ではガイド板部４２３がガイド検知センサ４３３により検知されない。
ガイド検知センサ４３３は、主制御装置４１と電気的に接続されている。主制御装置４１
ではガイド検知センサ４３３からガイド板部４２３の検知状況に対応した信号を受信し、
ガイド板部４２３を検知していないことに対応した信号を受信した場合には、その時点で
生じているエラー状態の解除やエラー報知状態の解除を行う。当該エラー状態及びエラー
報知状態は、例えばホッパ装置３２の貯留メダルが不足した場合や、セレクタ３７１にメ
ダルが詰まった場合に発生する。
【０３１７】
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　一方、検知側逃がし用開口部４２７は、カム板４１５の全ての回動位置において第２係
合爪部４１７に検知連動杆４２１が干渉しないように設けられている。したがって、キー
操作に伴いカム板４１５が初期位置から他方に回動したとしても、検知連動杆４２１は初
期位置から変位しない。
【０３１８】
　次に、解錠連動杆４４１及びそれに付随した構成について説明する。
【０３１９】
　解錠連動杆４４１は、鋼板により縦長に形成されている。解錠連動杆４４１の縦方向の
寸法は、基枠４０１の縦方向の寸法よりも短く設定されており、解錠連動杆４４１の幅方
向の寸法は、基枠４０１の幅方向の寸法よりも短く設定されている。
【０３２０】
　解錠連動杆４４１は、複数の施錠ユニット４４２が一体化された状態で基枠４０１の基
端側起立壁部４０４に固定されている。施錠ユニット４４２は、上下一対となるようにし
て縦方向に離間させて設けられている。以下、施錠ユニット４４２について詳細に説明す
る。なお、上側の施錠ユニット４４２と下側の施錠ユニット４４２とは基本的に同一の構
成となっているため、上側の施錠ユニット４４２を例に挙げて詳細な説明を行う。
【０３２１】
　施錠ユニット４４２は、鉤金具４４３と、規制金具４４４とを備えている。鉤金具４４
３及び規制金具４４４は共に鋼板により形成されており、規制金具４４４が解錠連動杆４
４１側となり、鉤金具４４３が規制金具４４４を基準として解錠連動杆４４１側とは逆側
となるように配置されている。この場合、規制金具４４４の一方の板面が解錠連動杆４４
１の一方の板面に当接し、当該規制金具４４４の他方の板面が鉤金具４４３の一方の板面
に当接している。
【０３２２】
　鉤金具４４３は、解錠連動杆４４１及び基端側起立壁部４０４との連結箇所を生じさせ
る鉤ベース部４５１と、当該鉤ベース部４５１から後方へ突出させて形成され、下方に向
けて開放された鉤溝部４５２を生じさせる鉤部４５３とが一体形成されている。前面扉２
１が筐体１１に対して閉鎖位置に配置された状態では、筐体１１の施錠受け部材１８に設
けられた施錠受け板部１９（図６参照）に鉤金具４４３が係合することにより、前面扉２
１が施錠された状態となる。この施錠された状態の構成については後に詳細に説明する。
【０３２３】
　規制金具４４４は、図３２に示すように、解錠連動杆４４１及び基端側起立壁部４０４
との連結箇所を生じさせる規制ベース部４６１と、当該規制ベース部４６１から後方へ突
出させて形成され、鉤金具４４３との連結箇所を生じさせる連結形成部４６２と、規制ベ
ース部４６１から後方へ突出させて形成されているとともに連結形成部４６２の下方に位
置するように形成された規制部４６３とが一体形成されている。前面扉２１が筐体１１に
対して閉鎖位置に配置された状態では、筐体１１の施錠受け板部１９に形成された規制用
開口部１９ａ（図６参照）に規制部４６３が入り込むことにより、施錠装置２３への不正
な解錠操作が規制される。この規制された状態の構成については、後に詳細に説明する。
【０３２４】
　規制金具４４４は、鉤金具４４３に回動可能な状態で支持されている。詳細には、規制
金具４４４の連結形成部４６２には厚み方向に貫通するようにして軸孔４６４が形成され
ているとともに、鉤金具４４３の鉤部４５３における根元部分には厚み方向に貫通するよ
うにして軸孔４５４が形成されている。そして、連通させた軸孔４５４，４６４に軸部材
４４５が挿通され、軸部材４４５の両端部により鉤金具４４３と規制金具４４４との分離
が規制された状態とされていることにより、規制金具４４４が鉤金具４４３に支持されて
おり、さらに軸部材４４５を中心として規制金具４４４が鉤金具４４３に対して回動可能
とされている。
【０３２５】
　鉤金具４４３に規制金具４４４が一体化されることにより形成された施錠ユニット４４
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２は、既に説明したとおり、解錠連動杆４４１とともに基端側起立壁部４０４に支持され
ている。詳細には、鉤金具４４３の鉤ベース部４５１には厚み方向に貫通するようにして
鉤側連結孔４５５が形成されているとともに、規制金具４４４の規制ベース部４６１には
厚み方向に貫通するようにして規制側連結孔４６５が形成されている。また、解錠連動杆
４４１の上端部には、連動側連結孔４４６が形成されているとともに、基端側起立壁部４
０４において当該連動側連結孔４４６と対応する位置である上寄りの位置には基端側連結
孔４３４が形成されている。なお、下側の施錠ユニット４４２との関係では、連動側連結
孔４４６は解錠連動杆４４１の下端部に形成されているとともに、基端側連結孔４３４は
基端側起立壁部４０４の下寄りの位置に形成されている。
【０３２６】
　解錠連動杆４４１及び施錠ユニット４４２は、基端側連結孔４３４に対して、鉤側連結
孔４５５、規制側連結孔４６５及び連動側連結孔４４６が連通されるように、基端側起立
壁部４０４において先端側起立壁部４０３を向く側の面に重ねられている。この場合、解
錠連動杆４４１が基端側起立壁部４０４に当接し、施錠ユニット４４２は解錠連動杆４４
１を基準として基端側起立壁部４０４側とは逆側に存在している。
【０３２７】
　連通された各連結孔４３４，４４６，４５５，４６５には連結軸４４７が挿通されてい
る。そして、連結軸４４７の両端部により基端側起立壁部４０４に対する解錠連動杆４４
１及び施錠ユニット４４２の分離が規制された状態とされていることにより、解錠連動杆
４４１及び施錠ユニット４４２が基端側起立壁部４０４に支持されている。
【０３２８】
　基端側連結孔４３４は縦長に形成されており、縦方向の長さ寸法は、連結軸４４７にお
いて基端側連結孔４３４に挿通された軸部４４７ａにおける縦方向の長さ寸法（すなわち
軸部４４７ａの直径）よりも大きく設定されている。但し、基端側連結孔４３４における
その幅方向の寸法は、軸部４４７ａにおける当該幅方向の寸法（すなわち軸部４４７ａの
直径）よりも若干大きい程度となっている。
【０３２９】
　連動側連結孔４４６は縦長に形成されており、縦方向の長さ寸法は、連結軸４４７にお
いて基端側連結孔４３４に挿通された軸部４４７ａにおける縦方向の長さ寸法（すなわち
軸部４４７ａの直径）よりも大きく設定されている。但し、連動側連結孔４４６における
幅方向の寸法は、軸部４４７ａにおける当該幅方向の寸法（すなわち軸部４４７ａの直径
）よりも若干大きい程度となっている。また、連動側連結孔４４６の縦方向の長さ寸法は
、基端側連結孔４３４の縦方向の長さ寸法よりも大きく設定されている。
【０３３０】
　鉤側連結孔４５５は、軸部４４７ａに対してその軸周りの略全体に接するように形成さ
れている。規制側連結孔４６５は、同じく規制金具４４４に形成された軸孔４６４の前方
に形成されており、当該軸孔４６４を中心とした円弧状に形成されている。規制側連結孔
４６５において円弧に沿う方向の長さ寸法は、連結軸４４７の軸部４４７ａにおける当該
円弧に沿う方向の長さ寸法（すなわち軸部４４７ａの直径）よりも大きく設定されている
。但し、規制側連結孔４６５におけるその幅方向の寸法は、軸部４４７ａにおける当該幅
方向の寸法（すなわち軸部４４７ａの直径）よりも若干大きい程度となっている。
【０３３１】
　上記のように各連結孔４３４，４４６，４５５，４６５が形成された構成において、連
結軸４４７は、基端側起立壁部４０４に対する解錠連動杆４４１の変位、解錠連動杆４４
１に対する施錠ユニット４４２の変位、及び鉤金具４４３に対する規制金具４４４の変位
を阻止しないように、基端側起立壁部４０４に対して施錠ユニット４４２及び解錠連動杆
４４１を連結している。したがって、基端側起立壁部４０４に対して解錠連動杆４４１及
び施錠ユニット４４２の組合せが縦方向に変位可能に支持されている。また、解錠連動杆
４４１に対して施錠ユニット４４２が縦方向に変位可能に支持されている。また、鉤金具
４４３に対する規制金具４４４の回動を許容した状態で、施錠ユニット４４２が解錠連動
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杆４４１及び基端側起立壁部４０４に支持されている。
【０３３２】
　基端側起立壁部４０４に解錠連動杆４４１及び施錠ユニット４４２が支持された状態に
おいて、図３０（ａ）に示すように、解錠連動杆４４１は基端側起立壁部４０４よりも後
方に延出しないように設けられているのに対して、鉤金具４４３の鉤部４５３及び規制金
具４４４の規制部４６３は基端側起立壁部４０４よりも後方に延出している。
【０３３３】
　基端側起立壁部４０４には、図３２に示すように、鉤部４５３及び規制部４６３が存在
する位置に、鉤金具４４３及び規制金具４４４の移動範囲を規定する規定壁部４３５が一
体形成されている。規定壁部４３５は、基端側起立壁部４０４の後端部から開閉先端側に
向けて延出させて、基端側起立壁部４０４に一体形成されている。規定壁部４３５には当
該規定壁部４３５を前後に貫通するようにして規定開口部４３６が形成されている。
【０３３４】
　規定開口部４３６を区画形成する周縁部のうち規定上縁部４３６ａと規定下縁部４３６
ｂとの間の距離、すなわち縦方向の寸法は、規制部４６３における当該方向の寸法よりも
大きく設定されており、規定開口部４３６の横方向の寸法は、規制部４６３における当該
方向の寸法よりも若干大きく設定されている。この規定開口部４３６に規制部４６３が前
方から入り込んでいる。
【０３３５】
　また、規定壁部４３５には、規定上縁部４３６ａを底部として上方に開放された規定溝
４３７ａを生じさせるように、当該規定上縁部４３６ａから上方へと延出する延出壁部４
３７が一体形成されている。この規定溝４３７ａの溝幅は、鉤部４５３の厚み寸法よりも
若干大きく設定されている。この規定溝４３７ａには、鉤部４５３であって鉤溝部４５２
の底部を生じさせる領域が上方から入り込み可能とされている。
【０３３６】
　解錠連動杆４４１において連動側連結孔４４６の前方には、図３２に示すように、先端
側起立壁部４０３に向けて突出するように連動突起４４８が一体形成されている。連動突
起４４８の位置は、鉤金具４４３の鉤ベース部４５１が存在する領域及び規制金具４４４
の規制ベース部４６１が存在する領域に対応しており、連動突起４４８は鉤ベース部４５
１の所定部位に対して下方に存在しているとともに規制ベース部４６１の所定部位に対し
て下方に存在している。
【０３３７】
　詳細には、鉤ベース部４５１には前側端部から後方へと凹ませて鉤側入り込み孔４５６
が形成されているとともに、規制ベース部４６１には規制側連結孔４６５よりも前方とな
る位置において前方へと延出させて規制側延出部４６６が形成されている。規制側延出部
４６６は、その下端部が、鉤金具４４３に対する規制金具４４４の回動に伴って、鉤側入
り込み孔４５６の上縁よりも下方の位置から当該上縁よりも上方の位置へ変位可能となる
ように設けられている。連動突起４４８は、図３１（ａ）に示すように、その先端が鉤ベ
ース部４５１よりも先端側起立壁部４０３側となるように形成されており、規制側延出部
４６６に対して下方から対向しているとともに、鉤側入り込み孔４５６の上縁に対して下
方から対向している。
【０３３８】
　これら連動突起４４８、鉤側入り込み孔４５６及び規制側延出部４６６が設けられた領
域は、先端側起立壁部４０３と対向する領域に含まれており、さらにこの含まれた状態は
、解錠連動杆４４１、鉤金具４４３及び規制金具４４４の後述する移動範囲の全体に亘っ
て維持される。つまり、連動突起４４８、鉤側入り込み孔４５６及び規制側延出部４６６
は、基枠４０１の溝内に収容された状態となっている。
【０３３９】
　規制金具４４４において規制側延出部４６６よりも上方には、鉤ベース部４５１よりも
先端側起立壁部４０３側に突出させて付勢受け部４６７が一体形成されている。付勢受け
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部４６７と基枠４０１との間には、図３２に示すように、つるまきバネよりなる解錠側付
勢部材４６８が設けられている。解錠側付勢部材４６８は、規制金具４４４を下方へ付勢
するようにして設けられている。また、付勢受け部４６７は、解錠側付勢部材４６８によ
る付勢力以外の外力が加えられていない状況では鉤ベース部４５１の上縁部に上方から当
接し、鉤金具４４３を下方へ付勢している。
【０３４０】
　上記のように鉤金具４４３及び規制金具４４４が解錠側付勢部材４６８から下方へ向け
た付勢力を受けている構成において、これら部材の下方への移動は所定の初期位置にて阻
止される。具体的には、鉤金具４４３については、基端側起立壁部４０４の規定壁部４３
５における規定上縁部４３６ａに鉤部４５３が上方から当接することにより、下方への移
動が阻止されている。また、鉤金具４４３と一体的に上下動する連結軸４４７は、その軸
部４４７ａが基端側連結孔４３４の下端に上方から当接している。
【０３４１】
　規制金具４４４については、初期位置に配置されている鉤金具４４３の鉤ベース部４５
１に付勢受け部４６７が上方から当接していることにより、下方への移動が阻止されてい
る。この場合、規制側連結孔４６５の上端は、連結軸４４７の軸部４４７ａに対して若干
上方に離間された位置にて上方から対向している。
【０３４２】
　規制金具４４４が初期位置に配置されている状況では、規制金具４４４の規制部４６３
は、図３０（ａ）に示すように、基端側起立壁部４０４の規定壁部４３５における規定開
口部４３６内に入り込み、さらに当該規定開口部４３６から後方に最も突出した状態とな
っている。かかる状態では、規制部４６３の先端は、鉤金具４４３の鉤部４５３に形成さ
れた鉤溝部４５２よりも後方の位置となっており、規制部４６３の先端において鉤部４５
３側に向けて突出させて形成された規制フック部４６３ａと、鉤部４５３において下方に
向けて突出させて形成された鉤フック部４５３ａとが所定の間隔を置いて上下に対向して
いる。なお、規制部４６３は、規定壁部４３５における規定上縁部４３６ａ及び規定下縁
部４３６ｂのいずれにも当接していない。
【０３４３】
　一方、解錠連動杆４４１については、自重により初期位置に配置されている。この場合
、基端側起立壁部４０４において先端側起立壁部４０３を向く側の面には、図３２に示す
ように、当該先端側起立壁部４０３に向けて突出させてストッパ突部４３８が一体形成さ
れており、解錠連動杆４４１に外力が加えられていない状況では当該解錠連動杆４４１の
下端部がストッパ突部４３８に下方から受けられ、初期位置に配置されることとなる。解
錠連動杆４４１が初期位置に配置されている状態では、連動側連結孔４４６の上端及び下
端のいずれも連結軸４４７の軸部４４７ａに当接していない。
【０３４４】
　規制金具４４４が初期位置に配置されている状況では、図３１（ａ）に示すように、規
制側延出部４６６はその下端部が鉤側入り込み孔４５６の上縁よりも下方となる位置に配
置されている。この場合に、解錠連動杆４４１が初期位置に配置されている場合、当該解
錠連動杆４４１の連動突起４４８も鉤側入り込み孔４５６に入り込んでいるが、規制側延
出部４６６に対して下方に離間された位置から対向している。したがって、規制金具４４
４及び解錠連動杆４４１の両方が初期位置に配置されている場合、解錠連動杆４４１には
解錠側付勢部材４６８の付勢力は付加されていない。
【０３４５】
　解錠連動杆４４１には、上記のとおり上下一対の施錠ユニット４４２が一体化されてい
るが、これら一対の施錠ユニット４４２間であって基端側起立壁部４０４の拡張領域４３
１に対応した領域は、図３２に示すように、それよりも上下の領域に対して当該拡張領域
４３１側に偏倚させて形成されている。つまり、解錠連動杆４４１は、縦方向に延在する
領域が縦方向の途中位置にて横方向にずれるように段差状に形成されており、さらに当該
横方向にずれた領域よりも上方の領域と下方の領域とは同一直線上に存在している。そし



(54) JP 2020-182867 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

て、上方の領域に上側の施錠ユニット４４２が一体化されており、下方の領域に下側の施
錠ユニット４４２が一体化されている。
【０３４６】
　解錠連動杆４４１において横方向に偏倚させて形成された偏倚領域４７１には、カム板
４１５の第１係合爪部４１６が入り込む解錠側逃がし用開口部４７２と、カム板４１５の
第２係合爪部４１７が入り込む解錠側係合用開口部４７３とが上下に並べて形成されてい
る。解錠側逃がし用開口部４７２は、カム板４１５の全ての回動位置において第１係合爪
部４１６に解錠連動杆４４１が干渉しないように設けられている。したがって、キー操作
に伴いカム板４１５が初期位置から一方に回動し、検知連動杆４２１が下方へ移動する場
合であっても、解錠連動杆４４１は初期位置から変位しない。
【０３４７】
　一方、図３３（ａ）に示す状態においてキー操作に伴いカム板４１５が初期位置から他
方に回動して第２係合爪部４１７が上方へ変位した場合には、初期位置に配置されている
解錠連動杆４４１は、図３３（ｂ）に示すように、解錠側係合用開口部４７３の上端部が
第２係合爪部４１７により上方へ押されることで上方へ移動する。この上方への移動に伴
い、解錠連動杆４４１の連動突起４４８が規制金具４４４の規制側延出部４６６に下方か
ら当接し当該規制側延出部４６６を上方へ押し上げる。
【０３４８】
　この場合に、規制金具４４４を鉤金具４４３に対して回動可能に支持させる軸部材４４
５は、連動突起４４８と規制側延出部４６６との当接箇所に対して、略同一の高さ位置で
あって後方となる位置に存在している。また、規制側延出部４６６の下端部は下方を向い
ており、連動突起４４８は当該規制側延出部４６６の下端部に対して鉛直上方に向けて当
接している。したがって、規制金具４４４が鉤金具４４３に対して回動しようとする力よ
りも、規制金具４４４が軸部材４４５による連結箇所を通じて鉤金具４４３を上方へ移動
させようとする力の方が大きくなる。よって、解錠連動杆４４１が上方への移動を開始し
た状況では、規制金具４４４は鉤金具４４３に対して回動することなく、鉤金具４４３と
一体的に上方へ移動する。
【０３４９】
　この解錠連動杆４４１の移動に伴う鉤金具４４３と規制金具４４４との一体的な上方へ
の移動は、連結軸４４７の軸部４４７ａが基端側起立壁部４０４における基端側連結孔４
３４の上端に下方から当接することで規制される。この場合、規制金具４４４の規制部４
６３は、基端側起立壁部４０４の規定壁部４３５における規定上縁部４３６ａに下方から
当接している。また、鉤金具４４３の鉤ベース部４５１は、鉤溝部４５２の底部を生じさ
せている箇所が、規定壁部４３５の規定溝４３７ａに入り込んだ状態が維持されている。
この鉤金具４４３の位置が、当該鉤金具４４３の上側限界位置である。この場合、鉤金具
４４３と一体となった規制金具４４４の上方への移動も阻止される。
【０３５０】
　但し、鉤金具４４３が上側限界位置に配置されている状況であっても、規制側連結孔４
６５の下端は連結軸４４７の軸部４４７ａに対して下方に離間された位置にあり、さらに
鉤側入り込み孔４５６の上縁部に対する規制側延出部４６６の相対位置は当該規制金具４
４４が初期位置に配置されている場合から変化しておらず、当該規制側延出部４６６の下
端部は鉤側入り込み孔４５６の上縁部に対して下方に離間された位置にある。また、連動
側連結孔４４６の下端も連結軸４４７の軸部４４７ａに対して下方に離間された位置にあ
る。したがって、鉤金具４４３が上側限界位置に配置されている場合であっても解錠連動
杆４４１の上方への移動は未だ許容されており、さらに鉤金具４４３に対する規制金具４
４４の上方に向けた回動も許容されている。
【０３５１】
　鉤金具４４３が上側限界位置に配置された後においてもキー操作を同一方向に継続して
カム板４１５を上記他方に向けてさらに回動させることにより、連動突起４４８が規制側
延出部４６６を上方へ押し上げようとする。この場合に、既に説明したとおり、規制金具
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４４４を鉤金具４４３に対して回動可能に支持させる軸部材４４５は、連動突起４４８と
規制側延出部４６６との当接箇所に対して、略同一の高さ位置であって後方となる位置に
存在している。したがって、上方へ押し上げようとする力が、規制金具４４４を鉤金具４
４３に対して上方に向けて回動させようとする力として作用する。よって、図３３（ｂ）
の部分拡大図に示すように、規制金具４４４が上方に向けて回動する。かかる解錠連動杆
４４１の上方への移動及び規制金具４４４の回動は、連動側連結孔４４６の下端が連結軸
４４７の軸部４４７ａに下方から当接することで阻止される。この解錠連動杆４４１の位
置が、当該解錠連動杆４４１の上側限界位置であり、この規制金具４４４の位置が、当該
規制金具４４４の上側限界位置である。
【０３５２】
　規制金具４４４が上側限界位置に配置されている状況では、規制金具４４４の規制部４
６３は、図３３（ｂ）の部分拡大図に示すように、基端側起立壁部４０４の規定壁部４３
５における規定開口部４３６内に入り込んでいる状態が維持される。但し、規制金具４４
４の回動に伴って規制部４６３が前方に変位することに伴って、当該規定開口部４３６に
対する規制部４６３の入り込み量は減少する。この場合、規制部４６３の先端は、図３０
（ａ）において一点鎖線で示すように、鉤金具４４３の鉤フック部４５３ａよりも前方に
位置しており、これら規制部４６３の先端と鉤フック部４５３ａの後端との間における前
後方向の距離は所定の距離となっている。
【０３５３】
　上記方向へのキー操作を解除した場合には、解錠連動杆４４１は自重により初期位置に
向けて復帰しようとするとともに解錠側付勢部材４６８の付勢力により規制金具４４４が
初期位置に向けて復帰しようとし、さらに規制金具４４４を通じて受ける付勢力により鉤
金具４４３も初期位置に向けて復帰しようとする。そして、上記キー操作が行われた場合
の順序と逆の順序で、解錠連動杆４４１、鉤金具４４３及び規制金具４４４が初期位置に
復帰する。
【０３５４】
　上記のとおりキーシリンダ４１１に所定の方向へキー操作が行われ解錠連動杆４４１が
上方へ移動することに伴い、鉤金具４４３及び規制金具４４４が初期位置から移動するが
、解錠連動杆４４１には鉤金具４４３及び規制金具４４４のいずれに対してもその移動方
向の先側から当接する箇所が存在していない。したがって、図３３（ｃ）に示すように、
鉤金具４４３及び規制金具４４４のみに手などにより上方に向けた外力を加えると、解錠
連動杆４４１は初期位置に配置された状態を維持しながら、鉤金具４４３及び規制金具４
４４は一体的に上方へと移動する。但し、鉤金具４４３及び規制金具４４４において基端
側起立壁部４０４よりも後方に突出している箇所が鉤部４５３及び規制部４６３のみであ
るため、上方への外力の付与はこれら鉤部４５３及び規制部４６３のいずれかに行われる
こととなる。
【０３５５】
　これらのうち鉤部４５３に対して上方への外力を付与した場合には、鉤金具４４３及び
規制金具４４４の上方への移動は、鉤金具４４３の上側限界位置にて阻止される。また、
鉤金具４４３に対して規制金具４４４を回動可能に支持させる軸部材４４５は、鉤部４５
３に存在しているとともに、初期位置に配置されている場合の規制部４６３の先端部に対
して鉛直上方の位置となっている。したがって、規制部４６３に対して上方への外力を付
与した場合であっても、鉤金具４４３及び規制金具４４４の上方への移動は、鉤金具４４
３の上側限界位置にて阻止される。但し、規制金具４４４の初期位置からの回動は鉤金具
４４３及び解錠連動杆４４１のいずれにおいても許容されているため、規制部４６３に前
方に向けた成分を有する力を付与することで、規制金具４４４を回動させることは可能で
ある。
【０３５６】
　上記のように外力が付与されることで鉤金具４４３及び規制金具４４４が移動する場合
、その移動は上下一対の施錠ユニット４４２のうち外力が付与された側のみであり、外力
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が付与されていない側の施錠ユニット４４２は初期位置に配置された状態が維持される。
したがって、外力を付与して両施錠ユニット４４２を初期位置から移動させる場合、両施
錠ユニット４４２のそれぞれに外力を付与する必要がある。
【０３５７】
　ちなみに、連動突起４４８、鉤ベース部４５１及び規制側延出部４６６のいずれかに外
力を付与するということも考えられるが、既に説明したとおり、これらは先端側起立壁部
４０３と対向する領域に含まれており、換言すれば基枠４０１の溝部内に含まれていると
言える。したがって、これらのいずれかに外力を付与しようとしても、それが実質的に行
いづらくなっている。
【０３５８】
　次に、上記施錠装置２３が前面扉２１に取り付けられた状態について、図３４を参照し
ながら説明する。
【０３５９】
　図３４は、施錠装置２３及びその周辺を示すスロットマシン１０の縦断面図である。な
お、図３４では、筐体１１内に搭載された各種機器を省略している。
【０３６０】
　施錠装置２３は、上端が下端に対して若干後方となるように傾斜させた状態で前面扉２
１に装着されている。また、基端側起立壁部４０４の下端部に設けられた滑り部材４０５
は、筐体１１の底板部１２上であってその前縁部に設けられた金属製の滑りガイド板１２
ａ上に載っている。これにより、前面扉２１を開閉させる場合の摩擦抵抗が低減され、当
該開閉操作の操作性が向上する。
【０３６１】
　前面扉２１が閉鎖された状態では、既に説明したとおり、上下の施錠ユニット４４２の
それぞれにおいて、筐体１１に設けられた施錠受け板部１９の後方に鉤フック部４５３ａ
が回り込み、当該施錠受け板部１９と鉤金具４４３とが前後に係合し、前面扉２１が施錠
された状態となる。また、施錠受け板部１９の規制用開口部１９ａ内に、規制金具４４４
の規制部４６３が入り込んだ状態となる。
【０３６２】
　施錠装置２３の基枠４０１における基端側起立壁部４０４において上側の施錠ユニット
４４２と下側の施錠ユニット４４２との間には、後方へと突出させてセンサ押圧部４８１
が一体形成されている。また、筐体１１の施錠受け部材１８には、センサ押圧部４８１に
より前方からボタン部を押圧可能とするように、開放検知センサ４８２が設けられている
。前面扉２１が閉鎖されている状態ではセンサ押圧部４８１により開放検知センサ４８２
のボタン部が押圧された状態となり、前面扉２１が開放された場合にはその押圧された状
態が解除される。
【０３６３】
　開放検知センサ４８２は、主制御装置４１と電気的に接続されている。主制御装置４１
では開放検知センサ４８２からボタン部の状態に対応した信号を受信し、ボタン部が押圧
されていないことに対応した信号を受信した場合には、その時点で前面扉２１が開放され
ていることを報知するための処理を実行する。また、かかる報知が行われている状態にお
いてボタン部が押圧されていることに対応した信号を受信した場合には、当該報知を解除
するための処理を実行する。
【０３６４】
　次に、前面扉２１が開放状態から閉鎖状態へと操作された場合における施錠の様子を、
図３５を参照しながら説明する。
【０３６５】
　図３５（ａ）～（ｅ）は前面扉２１が開放状態から閉鎖状態へと操作された場合におけ
る施錠の様子を説明するための説明図である。
【０３６６】
　図３５（ａ）に示すように前面扉２１が開放状態である状況において、当該前面扉２１
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が筐体１１に向けて回動操作されることにより、図３５（ｂ）に示すように、鉤金具４４
３の鉤部４５３及び規制金具４４４の規制部４６３のうち、まず鉤部４５３が施錠受け板
部１９の上縁に当接する。
【０３６７】
　鉤部４５３の鉤フック部４５３ａは、その下面が後方に向けて上り傾斜となるガイド面
４５３ｂとして形成されている。したがって、図３５（ｃ）及び図３５（ｄ）に示すよう
に、前面扉２１が筐体１１に向けて回動操作されることに伴って、鉤金具４４３が施錠受
け板部１９から受ける力がガイド面４５３ｂによって当該鉤金具４４３を上方へと移動さ
せる力として作用することとなり、解錠連動杆４４１が初期位置に配置された状態を維持
しながら、鉤金具４４３及び規制金具４４４が一体的に上方へと移動する。
【０３６８】
　但し、ガイド面４５３ｂが施錠受け板部１９に乗り上げて鉤金具４４３及び規制金具４
４４が一体的に上方へと移動した状態では、規制部４６３は施錠受け板部１９における規
制用開口部１９ａの上縁部に前方から当接することとなる。したがって、ガイド面４５３
ｂの傾斜に沿って鉤金具４４３及び規制金具４４４が一体的に上方へと移動している状況
では、規制金具４４４はさらに鉤金具４４３に対して上方へ向けて回動している。
【０３６９】
　その後、図３５（ｄ）に示すように、ガイド面４５３ｂの前側端部が施錠受け板部１９
上に載っている状態よりもさらに前面扉２１が閉鎖方向に回動されることにより、鉤金具
４４３の鉤フック部４５３ａが完全に施錠受け板部１９よりも後方に位置することとなる
。そうすると、図３５（ｅ）に示すように、鉤フック部４５３ａが施錠受け板部１９の後
方へ回り込んだ状態となることに伴って鉤金具４４３が初期位置に向けて復帰する。この
場合、鉤金具４４３の鉤溝部４５２内に施錠受け板部１９が入り込んだ状態となる。
【０３７０】
　また、鉤金具４４３が初期位置に向けて下方へと移動することに伴ってそれと一体的に
規制金具４４４も下方へと移動する。この移動に伴い規制部４６３が規制用開口部１９ａ
と同じ高さ位置となることで、当該規制部４６３が当該規制用開口部１９ａの上縁部に前
方から当接した状態が解除される。そうすると、規制金具４４４も初期位置に復帰するこ
ととなり、規制部４６３が規制用開口部１９ａ内に入り込んだ状態となる。この場合、規
制部４６３の先端は施錠受け板部１９の背面よりも後方へ突出した状態となる。
【０３７１】
　以上のように鉤フック部４５３ａが施錠受け板部１９の後方に回り込み、且つ規制部４
６３が規制用開口部１９ａ内に入り込んだ状態が、前面扉２１の閉鎖状態であって施錠状
態である。また、上記のようにガイド面４５３ｂと施錠受け板部１９との当接状態によっ
て、鉤金具４４３及び規制金具４４４が自ずと移動して施錠状態となるため、前面扉２１
の閉鎖操作に伴って施錠装置２３を自ずと施錠状態とすることが可能となる。
【０３７２】
　次に、前面扉２１が施錠状態から解錠状態へと操作された場合の様子を、図３６を参照
しながら説明する。
【０３７３】
　図３６（ａ）～（ｅ）は前面扉２１が施錠状態から解錠状態へと操作された場合の様子
を説明するための説明図である。
【０３７４】
　図３６（ａ）に示すように前面扉２１が施錠状態である状況において、キーシリンダ４
１１に解錠方向へのキー操作が開始されることにより、解錠連動杆４４１（図３６では図
示略）の上方への移動に伴って、鉤金具４４３及び規制金具４４４が一体的に上方へ移動
する。そして、図３６（ｂ）に示すように、鉤金具４４３が上側限界位置に配置される前
に、規制部４６３における規制フック部４６３ａの上端が施錠受け板部１９における規制
用開口部１９ａの上縁部に下方から当接する。
【０３７５】



(58) JP 2020-182867 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

　その後、上記キー操作が継続されることにより、規制金具４４４が鉤金具４４３に対し
て上方へ回動しながら、これら鉤金具４４３及び規制金具４４４の一体的な上方への移動
が継続される。その結果、図３６（ｃ）に示すように、まず規制部４６３が施錠受け板部
１９の規制用開口部１９ａから前方に抜け、その後、図３６（ｄ）に示すように、鉤金具
４４３が上側限界位置に配置されて鉤フック部４５３ａの全体が施錠受け板部１９よりも
上方の位置となる。
【０３７６】
　この状態で、前面扉２１を筐体１１に対して開放方向に回動操作することで、鉤金具４
４３及び規制金具４４４が施錠受け板部１９に対して前方に離間された状態となる。これ
により、前面扉２１を開放状態とすることが可能となる。
【０３７７】
　ここで、筐体１１内に主制御装置４１やホッパ装置３２が搭載されたスロットマシン１
０においては前面扉２１が不正に開放操作されることが懸念される。キーシリンダ４１１
に対する解錠操作を可能とする解錠キーは遊技ホールの管理者により管理されているため
、当該不正開放に際しては施錠ユニット４４２に直接外力を付与することが考えられる。
この場合、施錠ユニット４４２において基枠４０１よりも後方（さらに前面扉２１の背面
よりも後方）に突出しているのは鉤金具４４３の鉤部４５３及び規制金具４４４の規制部
４６３であるため、鉤部４５３及び規制部４６３のいずれかに外力が付与されると考えら
れる。これに対して、施錠状態を解除するためには規制部４６３を鉤部４５３において必
要とされる方向とは異なる方向に変位させる必要がある。そうすると、不正な開放操作を
行うためには、不正用治具を利用して複数の方向に向けた外力を施錠ユニット４４２に付
与する必要が生じる。よって、不正な開放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０３７８】
　また、規制部４６３を変位させる方向には、前後方向の成分が含まれている。筐体１１
と前面扉２１との境界はスロットマシン１０の側部に存在しているため、不正に施錠状態
を解除しようとする場合、筐体１１と前面扉２１との境界に対して側方からピアノ線など
を利用した不正用治具を挿入する必要がある。この場合に、規制部４６３を変位させる方
向に前後方向の成分が含まれていることにより、不正に施錠状態を解除するためには、側
方から挿入した不正用治具を前後方向に変位させる必要があり、かかる操作は行いづらい
ものとなる。よって、前面扉２１の不正な開放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０３７９】
　特に、規制部４６３を変位させる方向は、前方向となっている。そうすると、スロット
マシン１０の前方から侵入させた不正用治具を利用して、規制部４６３に対してはスロッ
トマシン１０前方に向けた外力を付与する必要が生じるため、規制部４６３を変位させる
ための操作は相当行いづらいものとなる。
【０３８０】
　また、規制部４６３による規制を不正に解除するためには当該規制部４６３の後方から
前方に向けて外力を付与する必要があるが、当該規制部４６３の先端は規制用開口部１９
ａを通じて施錠受け板部１９の後方に突出している。したがって、規制部４６３の後方か
ら前方に向けて変位させた不正用治具は、規制部４６３が規制用開口部１９ａよりも前方
に配置される前に、施錠受け板部１９にその後方から当接するものと考えられる。この点
からも、上記不正な開放操作は行いづらいものとなっている。
【０３８１】
　また、上記のように不正な開放操作を行うためには不正用治具を利用して複数の方向に
向けた外力を施錠ユニット４４２に付与する必要がある構成において、そのうちの一方向
は解錠連動杆４４１の移動に追従した上方向となっている。これにより、正規の解錠に際
しては、解錠連動杆４４１の移動に施錠ユニット４４２を追従させる構成において、構成
の簡素化を図りながら、不正な開放に際しては複数の方向に向けた外力を施錠ユニット４
４２に付与する必要がある構成とすることが可能となる。
【０３８２】
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　また、上記複数の方向のうち一の方向に向けた外力を付与する必要がある対象として鉤
金具４４３を設けるとともに、他の方向に向けた外力を付与する必要がある対象として鉤
金具４４３とは別に規制金具４４４を設けることにより、不正な開放に際しては複数の方
向に向けた外力を施錠ユニット４４２に付与する必要がある構成の簡素化が図られる。
【０３８３】
　また、施錠状態においては鉤金具４４３の鉤溝部４５２に対して、当該鉤溝部４５２が
開放された方向側から規制金具４４４の規制部４６３が対向する構成となっている。これ
により、鉤溝部４５２にピアノ線などの不正用治具を引っ掛けようとしても、それが行い
づらくなっている。
【０３８４】
　また、施錠ユニット４４２は解錠連動杆４４１とは独立して変位可能に設けられている
。これにより、不正用治具を利用して施錠ユニット４４２に直接外力が加えられたとして
も、それに対して解錠連動杆４４１は移動しないようにすることが可能となる。また、図
３６（ｂ）に示すように、鉤フック部４５３ａの全体が施錠受け板部１９よりも上方とな
る前に、規制部４６３が規制用開口部１９ａの上縁部に下方から当接する。これにより、
不正に際しては施錠ユニット４４２に対して複数の方向に外力を付与する必要が生じる。
【０３８５】
　また、規制金具４４４に対して前方に向けた外力が付与されたとしても、鉤金具４４３
の上方に向けた変位は行われない。この点からも、不正に際しては施錠ユニット４４２に
対して複数の方向に外力を付与する必要があるようにすることができる。
【０３８６】
　また、鉤金具４４３に対する規制金具４４４の軸支箇所を生じさせる軸部材４４５は規
制部４６３の先端の鉛直上方となる位置に存在している。これにより、規制部４６３の初
期の変位方向を前方向とすることが可能となる。よって、不正に際して規制部４６３を変
位させづらくさせながら、正規の解錠に際しては規制部４６３が規制用開口部１９ａから
抜ける動作が円滑に行われるようにすることが可能となる。
【０３８７】
　＜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、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内
で種々の変形改良が可能である。例えば以下のように変更してもよい。ちなみに、以下の
別形態の構成を、上記実施の形態の構成に対して、個別に適用してもよく、組み合わせて
適用してもよい。
【０３８８】
　＜筐体１１の配線孔７１及び持ち手孔８２について＞
　（１）板側配線孔７２の幅狭領域７６と金属側配線孔７３との間に幅広領域７７が形成
されている構成に代えて、板側配線孔７２の内側開口をその孔径が板側配線孔７２の中央
側の孔径と同一又はそれよりも小さくなるように形成し、金属側配線孔７３の孔径を当該
板側配線孔７２の内側開口の孔径よりも大きくすることにより、当該内側開口の周縁部に
金属層６７が存在しないようにしてもよい。
【０３８９】
　（２）金属層６７に金属側配線孔７３を形成することにより板側配線孔７２の内側開口
の周縁部に金属層６７が存在しないようにする構成に代えて、複数の金属層６７を板側配
線孔７２の内側開口を間に挟むようにして所定の間隔だけ離間させて配置することにより
、板側配線孔７２の内側開口の周縁部に金属層６７が存在しないようにする構成としても
よい。
【０３９０】
　例えば、２枚の金属板を板側配線孔７２の内側開口を間に挟むようにして所定の間隔だ
け離間させて配置する構成が考えられる。この場合、板側配線孔７２の内側開口が存在し
ていない領域では、２枚の金属板の端部が相互に接している構成としてもよい。また、３
枚以上の金属板を板側配線孔７２の内側開口を間に挟むようにして並べることで、板側配
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線孔７２の内側開口の周縁部に金属層６７が存在しないようにしてもよい。
【０３９１】
　このように金属板を複数並べる構成であれば、筐体１１のベース板部に相当する背板６
３に板側配線孔７２を形成した後に金属層６７を形成するようにしたとしても、その作業
が極端に煩雑なものとなってしまうことはない。
【０３９２】
　なお、このように複数の金属板を並べることで筐体１１のベース板部に形成された貫通
孔の周縁部に金属層６７が存在しないようにする構成を、持ち手孔８２において適用して
もよい。
【０３９３】
　（３）筐体１１の内周面に代えて又は加えて外周面に金属層６７が形成されている構成
において当該外周面の金属層６７について、上記実施の形態のように幅狭領域７６の開口
周縁部に金属層６７が存在しないようにする構成や、中間領域８６の開口周縁部に金属層
６７が存在しないようにする構成を適用してもよい。
【０３９４】
　（４）配線孔７１において、幅狭領域７６の内側開口の周縁部全体に亘って金属層６７
が存在していない構成に限定されることはなく、当該金属層６７が存在しない領域が配線
７４の通る領域側に存在していればよい。但し、配線７４が変位した際に金属層６７と確
実に接触しないようにするためには、上記実施の形態のように上記内側開口の周縁部全体
に亘って金属層６７が存在していない構成が好ましい。
【０３９５】
　また、持ち手孔８２において、中間領域８６における内側の開口の周縁部全体に亘って
金属層６７が存在していない構成に限定されることはなく、持ち手部材９１により区画さ
れた空間内において金属層６７の端部が存在していないのであれば、上記周縁部の一部に
ついては金属層６７が存在している構成としてもよい。
【０３９６】
　（５）持ち手部材９１が不具備であることにより、持ち手部８１が持ち手孔８２のみに
より形成されている構成としてもよい。この場合、持ち手孔８２に挿入された作業者の指
は、筐体１１の内周面における持ち手孔８２の周縁において任意の位置に触れてしまう可
能性があるため、中間領域８６における内側の開口の周縁部全体において、作業者の指が
届き得る範囲に金属層６７が存在しない構成とすることが好ましい。
【０３９７】
　（６）上記実施の形態のように配線孔７１又は持ち手孔８２を形成する構成は、スロッ
トマシン１０に限定されることはなく、パチンコ機に適用してもよく、パチンコ機とスロ
ットマシンとを融合した形式の遊技機に適用してもよい。
【０３９８】
　＜リールユニット１０１について＞
　（７）筐体１１の背板部１３を貫通するようにしてフック受け孔１７１，１８１を形成
する構成に代えて、背板部１３を筐体１１の内部空間側から凹ませることによりフック受
け孔１７１，１８１を形成してもよい。この場合、フック受け孔１７１，１８１は筐体１
１の内部空間側に向けて開放されているものの、背板部１３の背面においては閉塞された
状態となる。当該構成によれば、フック受け孔１７１，１８１を通じて不正用治具を挿入
しようとする行為が行いづらくなる。
【０３９９】
　（８）上記実施の形態と同様に背板部１３を貫通するようにしてフック受け孔１７１，
１８１を形成した構成において、背板部１３の背面側からフック受け孔１７１，１８１を
閉塞させる閉塞用部材を設けるようにしてもよい。この場合、フック受け孔１７１，１８
１を通じて不正用治具を挿入しようとする行為が行いづらくなる。
【０４００】
　（９）リールユニット１０１を筐体１１の背板部１３に固定するための構造として、固
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定用フック１５３，１６３をリールユニット１０１の装着ベース体１０２に形成し、フッ
ク受け孔１７１，１８１を背板部１３に形成する構成としたが、これに代えて、固定用フ
ック１５３，１６３を背板部１３に形成し、フック受け孔１７１，１８１を装着ベース体
１０２に形成するようにしてもよい。但し、装着ベース体１０２の厚み寸法は背板部１３
の厚み寸法に比べて薄いため、固定用フック１５３，１６３を下方から受ける面積が狭く
なってしまい、支持強度の低下や固定用フック１５３，１６３に付加される応力の増大が
懸念される。したがって、装着ベース体１０２においてフック受け孔１７１，１８１を形
成する箇所を他の箇所に比べて肉厚とすることが好ましい。
【０４０１】
　（１０）固定用フック１５３，１６３をリールユニット１０１及び背板部１３のうち一
方のみに設け、フック受け孔１７１，１８１をリールユニット１０１及び背板部１３のう
ち他方のみに設ける構成に代えて、固定用フック１５３，１６３とフック受け孔１７１，
１８１との組合せが複数存在している構成において、一部の組合せについては、固定用フ
ックをリールユニット１０１に設けるとともにフック受け孔を背板部１３に設ける一方、
他の組合せについては、固定用フックを背板部１３に設けるとともにフック受け孔をリー
ルユニット１０１に設ける構成としてもよい。
【０４０２】
　（１１）リールユニット１０１を背板部１３に固定した構成において、さらにリールユ
ニット１０１を下方から支持するための支持部をリールユニット１０１の底面よりも下方
や、当該リールユニット１０１と筐体１１の側板部１４，１５との間に設けるようにして
もよい。この場合、筐体１１の内部空間がそれだけ狭小化されてしまうものの、リールユ
ニット１０１の支持強度を高めることが可能となる。
【０４０３】
　（１２）下側の固定用フック１６３の突起１６５ａが下側のフック受け孔１８１の受け
面１８２に押し付けられるようにした状態でリールユニット１０１が背板部１３に固定さ
れている構成に限定されることはなく、当該付勢が生じないようにリールユニット１０１
が背板部１３に固定されている構成としてもよい。この場合、リールユニット１０１を背
板部１３に固定させる上での作業の容易化が図られる。
【０４０４】
　＜表示ユニット１９２について＞
　（１３）前面ベースユニット１９１の窓パネル部２０１に上パネル部２０７と下パネル
部２０８とを上下に区画するようにして区画部２０６が形成された構成に代えて、当該区
画部２０６が存在していない構成としてもよい。この場合、窓パネル部２０１側において
表示窓部２７用の領域と表示面２４２ａ用の領域との区別がなくなるため、機種変更に際
して、表示窓部２７及び表示装置２４２の表示面２４２ａのうち一方についてサイズを極
端に大きくしたり、位置を大きく変更したとしても、良好に対処することが可能となる。
【０４０５】
　（１４）上パネル部２０７と下パネル部２０８とでその前面が向く方向が異なる構成と
したが、両パネル部２０７，２０８においてその前面が向く方向が同一又は略同一である
構成としてもよい。また、当該構成を、上記（１３）の構成に適用してもよい。この場合
、前面ベースユニット１９１の汎用性をより高めることが可能となる。
【０４０６】
　（１５）扉側支持部材２２を前面ベースユニット１９１から取り外さなくても表示ユニ
ット１９２を取り外すことが可能な構成としてもよく、施錠装置２３を前面ベースユニッ
ト１９１から取り外さなくても表示ユニット１９２を取り外すことが可能な構成としても
よい。また、扉側支持部材２２及び施錠装置２３のいずれも取り外さない状態で表示ユニ
ット１９２を取り外すことが可能な構成としてもよい。この場合、表示ユニット１９２を
固定しているネジを取り外すだけで、それ以外の構成部品の取り外しを行わなくても表示
ユニット１９２を取り外すことができるため、表示ユニット１９２の交換作業の容易化が
図られる。
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【０４０７】
　（１６）表示ユニット１９２としてユニット化されている対象として、報知用発光基板
２１２、演出用発光基板２１３、周縁側発光基板２３３、表示装置２４２及び可動物ユニ
ット２５２の全てが含まれている構成に限定されることはなく、これらの一部のみがユニ
ット化されている構成としてもよい。
【０４０８】
　また、これらに加えて又は代えて、内部抽選の結果を図柄の組合せにより教示するリー
ル１２２Ｌ～１２２Ｒとは異なる演出用のリールが、表示ユニット１９２としてユニット
化されている構成としてもよい。
【０４０９】
　また、表示装置２４２とは別の表示装置が表示ユニット１９２としてユニット化されて
いる構成としてもよい。当該別の表示装置としては、表示装置２４２よりも表示面のサイ
ズが小さい表示装置が考えられ、それ以外にもドット表示器が考えられる。また、当該別
の表示装置の表示面が枠状ベース２１１における下側開口２２５の側方又は下方に設けら
れている構成としてもよい。
【０４１０】
　（１７）上記実施の形態のように表示ユニット１９２を形成する構成は、スロットマシ
ン１０に限定されることはなく、パチンコ機に適用してもよく、パチンコ機とスロットマ
シンとを融合した形式の遊技機に適用してもよい。
【０４１１】
　＜主制御装置４１と表示装置ユニット２１５との位置関係について＞
　（１８）前面扉２１が閉鎖された状態において主制御装置４１の表面の一部が表示制御
装置２４５と対向する構成に限定されることはなく、主制御装置４１の表面の全体が表示
制御装置２４５と対向する構成としてもよい。この場合、表示制御装置２４５の表面の方
が主制御装置４１の表面よりも広い構成としてもよい。
【０４１２】
　（１９）前面扉２１が閉鎖された状態において表示制御装置２４５が上記実施の形態よ
りも主制御装置４１側に大きく入り込むようにすることで、表示制御装置２４５の基板ボ
ックス２４７が、中継基板ユニット１０４の前後の中継側コネクタ部２６３ａ，２６３ｂ
のうち後側の中継側コネクタ２６３ａに対して上方から対向し、表示制御装置２４５のボ
ックス台座２４６又は表示装置２４２が前側の中継側コネクタ２６３ｂに対して上方から
対向するようにしてもよい。
【０４１３】
　（２０）前面扉２１が閉鎖された状態において、表示制御装置２４５が主制御装置４１
と当接する又は近い位置にて対向するようにしてもよい。
【０４１４】
　（２１）表示装置２４２として透明液晶を利用することにより、可動物ユニット２５２
が表示装置２４２の前方ではなく、表示装置２４２と表示制御装置２４５との間に配置さ
れている構成としてもよい。この場合であっても、表示制御装置２４５を主制御装置４１
に近付けるための空間を利用して可動物ユニット２５２を設けることが可能となる。
【０４１５】
　＜操作領域２４について＞
　（２２）スタートレバー装置３０１、投入ボタン装置３１１、ストップ装置３２１、操
作用ボタン装置３４１及び投入用部材３６１の全てが操作ユニット２７３としてユニット
化されている構成に限定されることはなく、これらの一部が操作ユニット２７３としてユ
ニット化されている構成としてもよい。
【０４１６】
　例えば、スタートレバー装置３０１は、操作ユニット２７３としてユニット化されてお
らず、下扉ベース２８１において前方に膨出させて形成された搭載部に搭載されている構
成としてもよい。また、本構成において、操作ユニット２７３を下扉ベース２８１から取
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り外さない限り、スタートレバー装置３０１を取り外すことができない構成とすることが
好ましい。
【０４１７】
　（２３）操作ユニットベース２９１の取り外しに際して取り外しを要する操作用装置は
、投入用部材３６１に限定されることはなく、他の操作用装置であってもよい。但し、当
該取り外しを要する操作用装置は、下扉ベース２８１との係合関係によって操作ユニット
ベース２９１の取り外しを規制する構成であることが好ましいため、操作ユニットベース
２９１の上面部２９１ｂに搭載されている操作用装置が好ましい。例えば、投入ボタン装
置３１１や操作用ボタン装置３４１が挙げられる。
【０４１８】
　（２４）下扉ベース２８１の搭載領域２８４に露出用開口部２８５，２８６を形成する
ことで、前面扉２１の背面側からスタートレバー装置３０１やストップ装置３２１を目視
確認可能な構成としたが、前面扉２１の背面側から当該搭載領域２８４を通じてスタート
レバー装置３０１などが目視確認可能となるように搭載領域２８４を透明に形成してもよ
い。この場合、搭載領域２８４に露出用開口部２８５，２８６を形成しなくてもスタート
レバー装置３０１などを目視確認可能であるため、操作ユニットベース２９１の後方開口
部の全体を搭載領域２８４によって閉塞することが可能となる。
【０４１９】
　（２５）投入用部材３６１がネジ３７５により固定される対象はセレクタ３７１に限定
されることはなく、下扉ベース２８１の搭載領域２８４に固定される構成としてもよい。
また、投入用部材３６１を固定する方法は、ネジ止めに限定されることはなく、フック部
とフック受け部とを利用した係合による方法であってもよい。
【０４２０】
　（２６）スタートレバー装置３０１を取り外すためには投入ボタン装置３１１の取り外
しを要する構成としたが、当該投入ボタン装置３１１を取り外さなくてもスタートレバー
装置３０１を取り外し可能な構成としてもよい。この場合、下扉ベース２８１の搭載領域
２８４に形成された露出用開口部２８５をスタートレバー装置３０１の通過が可能なサイ
ズとするとともに、スタートレバー装置３０１の取り外しを当該露出用開口部２８５側か
ら行うことが可能な構成とすることで、下扉ベース２８１から操作ユニットベース２９１
を取り外さなくてもスタートレバー装置３０１の交換作業を行うことが可能となる。
【０４２１】
　（２７）スタートレバー装置３０１の取り外しを規制する対象を、投入ボタン装置３１
１とするのではなく、下扉ベース２８１の搭載領域２８４としてもよい。この場合、スタ
ートレバー装置３０１を取り外すためには、操作ユニットベース２９１を下扉ベース２８
１から取り外す必要がある。また、操作ユニットベース２９１を取り外すためには、投入
用部材３６１の取り外しを要するため、この点、投入用部材３６１が操作ユニットベース
２９１に搭載された状態ではスタートレバー装置３０１の取り外しが規制されることとな
る。
【０４２２】
　（２８）スタートレバー装置３０１と投入ボタン装置３１１とで固定方法の種類が異な
る構成としたが、これらの固定方法が同一である構成としてもよい。
【０４２３】
　（２９）スタートレバー装置３０１がネジ止めにより操作ユニットベース２９１に固定
され、投入ボタン装置３１１が投入用フック３１７の係合により操作ユニットベース２９
１に固定されている構成としたが、これらの固定方法が逆であってもよい。
【０４２４】
　（３０）第１の操作用手段を操作領域２４に設置した状態では、第２の操作用手段の取
り外しが規制される構成として、投入ボタン装置３１１を操作領域２４に設置した状態で
はスタートレバー装置３０１の取り外しが規制される構成としたが、これに代えて、操作
用ボタン装置３４１を操作領域２４に設置した状態では、ストップ装置３２１の取り外し
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が規制される構成としてもよい。また、スピーカユニット３５１を操作領域２４に設置し
た状態では、スタートレバー装置３０１の取り外しが規制される構成としてもよい。
【０４２５】
　（３１）上記実施の形態のように操作領域２４を形成する構成は、スロットマシン１０
に限定されることはなく、パチンコ機とスロットマシンとを融合した形式の遊技機に適用
してもよい。
【０４２６】
　＜スピーカユニット３５１について＞
　（３２）スピーカユニット３５１が、スタートレバー３０２と左側のストップボタン３
２２との間に搭載されている構成としてもよい。この場合、スタートレバー３０２と左側
のストップボタン３２２との間にスピーカ用孔部３５６が存在することとなる。また、ス
ピーカユニット３５１が、左側のストップボタン３２２と中央のストップボタン３２３と
の間に搭載されている構成としてもよく、中央のストップボタン３２３と右側のストップ
ボタン３２４との間に搭載されている構成としてもよい。また、スピーカユニット３５１
が、操作ユニットベース２９１の上面部２９１ｂとストップボタン３２２～３２４との間
に搭載されている構成としてもよい。
【０４２７】
　（３３）スピーカユニット３５１の収容空間３５７は、下扉ベース２８１の搭載領域２
８４に形成された露出用開口部２８５，２８６を通じて前面扉２１の後方に開放されてい
る構成としたが、当該収容空間３５７が前面扉２１の背面側において閉空間として形成さ
れている構成としてもよい。この場合、スピーカ用孔部３５６を通じて挿入された不正用
治具が筐体１１内に入り込むことを阻止することが可能となる。
【０４２８】
　（３４）通常処理（図２９）のステップＳ１５におけるスタート操作時の音圧用処理に
てスピーカ装置３５２から音の出力を行うことが決定された場合、当該音の出力が、リー
ル１２２Ｌ～１２２Ｒが回転を開始した後であって当該リール１２２Ｌ～１２２Ｒが定速
回転を開始するまでに行われる構成としてもよく、リール１２２Ｌ～１２２Ｒが定速回転
を開始してストップボタン３２２～３２４の操作が有効化されるまでに行われる構成とし
てもよい。
【０４２９】
　（３５）通常処理のステップＳ１２における投入時の音圧用処理にてスピーカ装置３５
２から音の出力を行うことが決定された場合、当該音の出力が、リール１２２Ｌ～１２２
Ｒが回転を開始した後であって当該リール１２２Ｌ～１２２Ｒが定速回転を開始するまで
に行われる構成としてもよく、リール１２２Ｌ～１２２Ｒが定速回転を開始してストップ
ボタン３２２～３２４の操作が有効化されるまでに行われる構成としてもよい。
【０４３０】
　（３６）上記実施の形態のようにスピーカユニット３５１を設ける構成及びスピーカユ
ニット３５１を利用する構成は、スロットマシン１０に限定されることはなく、パチンコ
機とスロットマシンとを融合した形式の遊技機に適用してもよい。
【０４３１】
　＜施錠装置２３について＞
　（３７）キーシリンダ４１１、解錠連動杆４４１及び施錠ユニット４４２が設けられて
いる施錠装置２３が筐体１１に設けられており、施錠受け部材１８が前面扉２１に設けら
れている構成としてもよい。この場合、前面扉２１を閉鎖した状態においてはキーシリン
ダ４１１のキー挿入孔が前面扉２１の前面において露出するように錠軸部４１３を前方に
延在させる。本構成では、前面扉２１を開放状態とした場合には施錠装置２３が筐体１１
側に残ることとなるが、施錠装置２３の動作は上記実施の形態と同様のものとすることが
可能となる。
【０４３２】
　（３８）上記実施の形態では、基枠４０１の基端側起立壁部４０４が解錠連動杆４４１



(65) JP 2020-182867 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

の所定の板面に重なるように設けられていることにより、解錠連動杆４４１に直接外力を
付与することが行いづらい構成としたが、当該解錠連動杆４４１を覆うようにカバー部材
を設けることで、解錠連動杆４４１が施錠装置２３の外部に露出していない構成としても
よい。また、上記のように基端側起立壁部４０４が解錠連動杆４４１の所定の板面に重な
るように設けられた構成としながら、カム板４１５が設けられた領域を覆うようにカバー
部材を設ける構成としてもよい。これらの場合、解錠連動杆４４１に直接外力を付与する
ことがより行いづらくなる。
【０４３３】
　（３９）不正に際しては、鉤金具４４３は上下のうち一方に変位させる必要があり、規
制金具４４４は上下のうち他方に変位させる必要がある構成としてもよい。また、鉤金具
４４３は左右のうち一方に変位させる必要があり、規制金具４４４は左右のうち他方に変
位させる必要がある構成としてもよい。また、鉤金具４４３は前後のうち一方に変位させ
る必要があり、規制金具４４４は前後のうち他方に変位させる必要がある構成としてもよ
い。
【０４３４】
　（４０）規制部４６３に形成された規制フック部４６３ａを不具備としてもよい。この
場合、正規の解錠操作に際して、規制部４６３が規制用開口部１９ａからより抜け易くな
る。
【０４３５】
　（４１）不正に際して施錠ユニット４４２に対して複数の方向に外力を付与する必要が
あることにより、不正な開放操作が行いづらくなるという効果に着目した場合、施錠ユニ
ット４４２が解錠連動杆４４１とは独立して変位不可な構成や、規制金具４４４の初期の
変位方向が前後方向ではない方向である構成としてもよい。例えば、規制金具４４４を、
当該規制金具４４４に対して所定の方向に外力が付与されていない状況では、解錠連動杆
４４１の変位を阻止する構成とし、その所定の方向を解錠連動杆４４１が解錠操作に際し
て変位する方向とは異なる方向とする構成が考えられる。この場合、解錠キーを利用した
解錠操作に際して、カム板４１５の動作により最初に規制金具４４４が規制解除位置に変
位した後に、解錠連動杆４４１が変位する構成とすればよい。
【０４３６】
　（４２）施錠ユニット４４２を解錠連動杆４４１に対して独立して変位可能とするとと
もに施錠ユニット４４２が独立して変位された場合には施錠受け板部１９との間での係合
関係が解除される前に当該施錠ユニット４４２の変位が阻止されるようにすることにより
、不正な開放操作が行いづらくなるという効果に着目した場合、施錠ユニット４４２に対
して複数の方向に外力を付与する必要がない構成や、規制金具４４４の初期の変位方向が
前後方向ではない方向である構成としてもよい。例えば、規制金具４４４を不具備とし、
鉤金具４４３を解錠連動杆４４１とは独立して上方に変位させた場合には、鉤金具４４３
と施錠受け板部１９との係合関係が解除される前に、当該鉤金具４４３が解錠連動杆４４
１と当接する構成が考えられる。
【０４３７】
　（４３）施錠状態を解除するためには規制金具４４４を前後方向に変位させる必要があ
るようにすることにより、不正な開放操作が行いづらくなるという効果に着目した場合、
施錠ユニット４４２に対して複数の方向に外力を付与する必要がない構成や、施錠ユニッ
ト４４２が解錠連動杆４４１とは独立して変位不可な構成としてもよい。例えば、鉤金具
４４３を不具備とし、規制金具４４４が施錠受け板部１９に後方から当接することによっ
て前面扉２１の開方向への移動が阻止される構成とする。また、規制金具４４４を、解錠
連動杆４４１の変位に追従して回動するとともに、初期の変位方向に前方向の成分が含ま
れるように設け、当該回動により施錠受け板部１９との係合関係が解除されるようにする
構成が考えられる。
【０４３８】
　（４４）上記実施の形態のように施錠装置２３を設ける構成は、スロットマシン１０に



(66) JP 2020-182867 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

限定されることはなく、パチンコ機に適用してもよく、パチンコ機とスロットマシンとを
融合した形式の遊技機に適用してもよい。
【０４３９】
　＜上記実施形態から抽出される発明群について＞
　以下、上述した実施形態から抽出される発明群の特徴について、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、上記実施形態において対応
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。
【０４４０】
　＜特徴Ａ群＞
　特徴Ａ１．電気機器が搭載される内部空間を仕切る仕切壁部（背板部１３、右側板部１
５）を有し、当該仕切壁部には貫通孔（配線孔７１、持ち手孔８２）が形成されており、
　前記仕切壁部は、
　金属以外の材料により形成されたベース板部（背板６３、右側板６５）と、
　当該ベース板部の板面に設けられた金属板部（金属層６７）と、
を有しており、
　前記ベース板部には、前記貫通孔の少なくとも一部を生じさせる所定孔領域（幅狭領域
７６、中間領域８６）が形成されており、
　当該所定孔領域の前記金属板部側開口面の周縁部から前記ベース板部の板面に沿った外
側であって少なくとも特定方向の所定範囲に亘って前記金属板部が存在していないことを
特徴とする遊技機。
【０４４１】
　特徴Ａ１によれば、所定孔領域の金属板部側開口面の周縁部から所定範囲に亘って金属
板部の端部が存在しないようにすることが可能となる。これにより、貫通孔を通る物や人
の手などが金属板部の端部に接触しづらくなる。よって、ベース板部と金属板部とを有す
る仕切壁部に貫通孔を形成する構成において、金属板部が存在していることがデメリット
とならないようにしながら、当該貫通孔を形成することが可能となる。
【０４４２】
　特徴Ａ２．前方に向けて開放された筐体（筐体１１）と、
　当該筐体の前面開口部を開閉する前面扉（前面扉２１）と、
　前記筐体内に設けられ、複数の絵柄が周方向に付された周回体（リール１２２Ｌ～１２
２Ｒ）と、
　前記前面扉に設けられ、前記周回体の回転を開始させるべく操作される始動操作手段（
スタートレバー装置３０１）と、
　前記前面扉に設けられ、前記周回体の回転を停止させるべく操作される停止操作手段（
ストップ装置３２１）と、
　前記筐体内に設けられ、前記周回体の回転停止結果に応じて遊技者に特典が付与される
ようにする制御手段（主制御装置４１）と、
を備え、
　前記筐体の内部空間を仕切る仕切壁部（背板部１３、右側板部１５）は、
　金属以外の材料により形成されたベース板部（背板６３、右側板６５）と、
　当該ベース板部の板面に設けられた金属板部（金属層６７）と、
を有しており、
　前記ベース板部には、前記貫通孔の少なくとも一部を生じさせる所定孔領域（幅狭領域
７６、中間領域８６）が形成されており、
　当該所定孔領域の前記金属板部側開口面の周縁部から前記ベース板部の板面に沿った外
側であって少なくとも特定方向の所定範囲に亘って前記金属板部が存在していないことを
特徴とする遊技機。
【０４４３】
　特徴Ａ２によれば、所定孔領域の金属板部側開口面の周縁部から所定範囲に亘って金属
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板部の端部が存在しないようにすることが可能となる。これにより、貫通孔を通る物や人
の手などが金属板部の端部に接触しづらくなる。よって、ベース板部と金属板部とを有す
る仕切壁部に貫通孔を形成する構成において、金属板部が存在していることがデメリット
とならないようにしながら、当該貫通孔を形成することが可能となる。
【０４４４】
　特徴Ａ３．前記所定孔領域の前記金属板部側開口面の周縁部全周において前記金属板部
が存在していないことを特徴とする特徴Ａ１又はＡ２に記載の遊技機。
【０４４５】
　特徴Ａ３によれば、貫通孔を通る物や人の手などが所定孔領域の金属板部側開口面の周
縁部に沿って変位したとしても、当該物や人の手などが金属板部の端部に接触しないよう
にすることが可能となる。
【０４４６】
　特徴Ａ４．前記金属板部には、前記所定孔領域に連通させて形成され、前記貫通孔の一
部を生じさせる金属側孔部（金属側配線孔７３、金属側持ち手孔８４）を有しており、
　当該金属側孔部の開口面積が、前記所定孔領域の前記金属板部側開口面の開口面積より
も大きく設定されていることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ３のいずれか１に記載の遊技機
。
【０４４７】
　特徴Ａ４によれば、仕切壁部の形成の容易化を図りながら、上記のような優れた効果を
奏することが可能となる。
【０４４８】
　特徴Ａ５．前記ベース板部には、前記金属側孔部と前記所定孔領域との間を繋ぐように
前記貫通孔の一部を構成する連通領域（幅広領域７７、内側開口８８）を有しており、
　当該連通領域は、前記所定孔領域よりも開口サイズが大きくなるように形成されており
、当該連通領域の前記金属板部側開口面は前記金属側孔部と一致していることを特徴とす
る特徴Ａ４に記載の遊技機。
【０４４９】
　特徴Ａ５によれば、ベース板部に金属板部を積層した後に貫通孔を形成する場合に、作
業の容易化を図りながら、所定孔領域の金属板部側開口面の周縁部に金属板部の破片など
が存在しないようにすることが可能となる。
【０４５０】
　特徴Ａ６．前記貫通孔は、前記仕切壁部を有する遊技機構成体を搬送する場合に手が掛
けられる持ち手部（持ち手部８１）を生じさせるために利用されるものであり、
　前記所定範囲には、前記貫通孔を通った作業者の手が触れる箇所が含まれていることを
特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ５のいずれか１に記載の遊技機。
【０４５１】
　特徴Ａ６によれば、持ち手部に掛けた作業者の手が金属板部の端部に触れてしまうこと
を阻止することが可能となる。
【０４５２】
　特徴Ａ７．前記金属板部は、前記仕切壁部の内部空間側の板面に設けられており、
　前記持ち手部は、前記内部空間側から前記貫通孔を覆うようにカバー体（持ち手部材９
１）を備えており、当該カバー体の内周面と前記仕切壁部において当該カバー体により覆
われた範囲の板面とにより区画されるようにして、前記貫通孔から手を差し入れる空間が
形成されており、
　当該所定孔領域の前記金属板部側開口面の周縁部から前記ベース板部の板面に沿った外
側であって少なくとも特定方向の所定範囲に亘って前記金属板部が存在していないことに
より、前記差し入れる空間内に前記金属板部が存在していないことを特徴とする特徴Ａ６
に記載の遊技機。
【０４５３】
　特徴Ａ７によれば、持ち手部が貫通孔及びカバー体を用いて形成された構成において、
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カバー体内の空間に差し入れられた作業者の手が金属板部の端部に触れてしまうことを阻
止することが可能となる。
【０４５４】
　特徴Ａ８．前記カバー体は、前記内部空間側から前記仕切壁部の板面に当接するフラン
ジ部（フランジ部９３）を有しており、
　当該フランジ部により覆われる範囲に、前記金属板部のエッジ部分が存在していること
を特徴とする特徴Ａ７に記載の遊技機。
【０４５５】
　特徴Ａ８によれば、金属板部が存在する領域を広く確保しながら、上記特徴Ａ７にて説
明したような優れた効果を奏することが可能となる。
【０４５６】
　特徴Ａ９．前記カバー体を前記仕切壁部に固定するための固定具が、前記フランジ部に
おいて前記金属板部と重なっている領域に挿入されていることを特徴とする特徴Ａ８に記
載の遊技機。
【０４５７】
　特徴Ａ９によれば、フランジ部において金属板部のエッジ部分を覆うようにした構成に
おいて、固定具による固定箇所に金属板部が存在することとなり、当該固定具による固定
を強固に行うことが可能となる。
【０４５８】
　特徴Ａ１０．前記貫通孔は、前記内部空間内に搭載された電気機器と当該内部空間の外
部の機器とを電気的に接続するための配線を通す孔であり、
　前記配線において前記貫通孔を通った先側の領域は、前記所定範囲と対峙する箇所を通
ることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ５のいずれか１に記載の遊技機。
【０４５９】
　特徴Ａ１０によれば、配線が金属板部の端部に触れてしまうことを阻止することが可能
となる。
【０４６０】
　上記特徴Ａ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０４６１】
　遊技機の一種であるスロットマシンは、リール装置や制御装置が搭載される筐体と、当
該筐体の前面側において開閉可能に取り付けられた前面扉とを備えている。前面扉には、
リールの外周面に付された図柄を遊技機前方から視認可能とする表示窓部が形成されてお
り、さらにメダル投入装置、スタートレバー、ストップボタンなどが搭載されている。
【０４６２】
　遊技に際しては、遊技回毎に、遊技者によりメダル投入（又はベット操作）や始動操作
が行われることでリールが回転を開始し、遊技者により停止操作が行われることでリール
が回転を停止する。そして、その停止後において表示窓部を通じて視認される停止図柄に
応じて遊技者に特典が付与される（例えば特許文献１参照）。
【０４６３】
　ここで、上記筐体は、木製の板材や樹脂製の板材を利用してその骨格が形成される場合
がある。この場合、金属製の板材を利用して骨格を形成する場合に比べて、筐体の重量の
低減を図ることが可能となる。また、スロットマシンの搬送の容易化を図るべく筐体の壁
部に内外に貫通する孔部を形成して持ち手部を生じさせる場合や、配線を通すために筐体
の壁部に内外に貫通する孔部を形成する場合があるが、上記のように木製の板材や樹脂製
の板材を利用することにより、そのような孔部を形成する上での加工性が向上する。
【０４６４】
　しなしながら、上記のように木製の板材や樹脂製の板材を利用して筐体の骨格が形成さ
れている場合、電気的なノイズの発生や、アースのとり方などが問題となる。これに対し
て、筐体の内周面などを金属板により覆う構成が考えられるが、この場合、上記のような
孔部との関係でどのように金属板を設けるのかが問題となる。
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【０４６５】
　なお、当該課題は、スロットマシンに限定された問題ではなく、仕切壁部により仕切ら
れた内部空間内に電気的に動作する装置が搭載される構成を有する他の遊技機においても
同様に発生する問題である。
【０４６６】
　＜特徴Ｂ群＞
　特徴Ｂ１．遊技機前方に開放された筐体（筐体１１）と、
　周方向に複数種の絵柄が付された複数の周回体（リール１２２Ｌ～１２２Ｒ）をユニッ
ト本体（装着ベース体１０２）に搭載することにより形成された周回体ユニット（リール
ユニット１０１）と、
を備え、
　当該周回体ユニットは、前記筐体の前面開口部から挿入されて当該筐体の内部空間内に
配置されており、
　前記筐体の背板部（背板部１３）に前記周回体ユニットを支持させる支持手段（固定構
造１５１，１６１、フック受け孔１７１，１８１）を備えていることを特徴とする遊技機
。
【０４６７】
　特徴Ｂ１によれば、筐体の背板部を利用して周回体ユニットが支持されているため、当
該周回体ユニットの支持の安定化に際して、周回体ユニットと筐体の側板部との間の空間
や、周回体ユニットと筐体の底板部との間の空間を利用しないようにすることも可能とな
る。これにより、筐体内の空間の狭小化を抑制しながら、周回体ユニットの支持の安定化
を図ることが可能となる。
【０４６８】
　特徴Ｂ２．遊技機前方に開放された筐体（筐体１１）と、
　周方向に複数種の絵柄が付された複数の周回体（リール１２２Ｌ～１２２Ｒ）をユニッ
ト本体（装着ベース体１０２）に搭載することにより形成された周回体ユニット（リール
ユニット１０１）と、
を備え、
　当該周回体ユニットは、前記筐体の前面開口部から挿入されて当該筐体の内部空間内に
配置されており、
　前記ユニット本体の骨格は樹脂製であり、
　前記筐体の背板部（背板部１３）に前記周回体ユニットを支持させる支持手段（固定構
造１５１，１６１、フック受け孔１７１，１８１）を備えていることを特徴とする遊技機
。
【０４６９】
　特徴Ｂ２によれば、筐体の背板部を利用して周回体ユニットが支持されているため、当
該周回体ユニットの支持の安定化に際して、周回体ユニットと筐体の側板部との間の空間
や、周回体ユニットと筐体の底板部との間の空間を利用しないようにすることも可能とな
る。これにより、筐体内の空間の狭小化を抑制しながら、周回体ユニットの支持の安定化
を図ることが可能となる。
【０４７０】
　また、ユニット本体の骨格は樹脂製であるため、周回体ユニットの重量を軽減すること
が可能となる。よって、起立させて設けられた背板部に周回体ユニットを支持させる構成
であったとしても、当該周回体ユニットの支持の安定化を図ることが可能となる。
【０４７１】
　特徴Ｂ３．前記支持手段は、
　前記周回体ユニットの背面及び前記筐体の背板部のうち一方に設けられたフック部（固
定用フック１５３，１６３）と、
　前記周回体ユニットの背面及び前記筐体の背板部のうち他方に設けられたフック受け部
（フック受け孔１７１，１８１）と、
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を備えていることを特徴とする特徴Ｂ１又はＢ２に記載の遊技機。
【０４７２】
　特徴Ｂ３によれば、背板部に周回体ユニットを支持させるための構成の小型化を図るこ
とが可能となる。
【０４７３】
　特徴Ｂ４．前記フック受け部は、前記筐体の背板部において少なくとも前記筐体の内部
空間側に向けて開放されており、
　前記フック部は、前記ユニット本体の背面から前記フック受け部内に向けて突出させて
形成されており、
　前記フック部において前記フック受け部内に挿入された箇所が当該フック受け部の下縁
部により下方から受けられていることにより、前記周回体ユニットが前記背板部に支持さ
れていることを特徴とする特徴Ｂ３に記載の遊技機。
【０４７４】
　特徴Ｂ４によれば、背板部の厚みを利用して背板部に周回体ユニットを支持させること
ができるため、構成の簡素化を図りながら、支持の安定化を図ることが可能となる。
【０４７５】
　特徴Ｂ５．前記フック受け部には、後方を向く成分を有する受け面（受け面１８２）が
形成されており、
　前記フック部には、当該フック部が前記フック受け部内に挿入されている状態において
前記受け面に後方から当接する当接部（突起１６５ａ）が形成されていることを特徴とす
る特徴Ｂ４に記載の遊技機。
【０４７６】
　特徴Ｂ５によれば、フック部とフック受け部とを利用して、背板部において周回体ユニ
ットを下方から支持するだけでなく、周回体ユニットの前後方向の位置をも定めることが
可能となる。
【０４７７】
　特徴Ｂ６．前記フック受け部及び前記フック部による支持は、前記周回体ユニットの上
側及び下側のうち一方において行われており、他方には前記背板部に前記周回体ユニット
を固定させるための固定箇所（ネジ１７６）が存在しており、
　前記固定箇所において前記背板部に前記周回体ユニットが固定されている状態では、前
記フック部が弾性変形することにより、前記当接部が前記受け面に当接しているとともに
当該当接する方向に付勢されていることを特徴とする特徴Ｂ５に記載の遊技機。
【０４７８】
　特徴Ｂ６によれば、フック受け部にフック部が受けられた状態において固定箇所を利用
した固定が行われた状態では、フック受け部とフック部との間の作用により、周回体ユニ
ットを背板部に近付けるような力が生じることとなる。これにより、構成の簡素化を図り
ながら、周回体ユニットの背板部から離れる方向への移動規制を強固に行うことが可能と
なる。
【０４７９】
　特徴Ｂ７．前記フック受け部は、前記筐体の内部空間側及び前記背板部の背面側のうち
少なくとも一方において塞がれていることを特徴とする特徴Ｂ４乃至Ｂ６のいずれか１に
記載の遊技機。
【０４８０】
　特徴Ｂ７によれば、背板部にフック受け部が形成された構成において、当該フック受け
部を通じて筐体の内部空間に不正用治具を挿入しようとする行為を阻止することが可能と
なる。
【０４８１】
　特徴Ｂ８．前記ユニット本体は、前記フック受け部と前記フック部との間の隙間を前記
筐体の内部空間側から塞いでいることを特徴とする特徴Ｂ７に記載の遊技機。
【０４８２】
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　特徴Ｂ８によれば、フック受け部を通じて筐体の内部空間に不正用治具を挿入しようと
しても、それがユニット本体により阻止される。これにより、構成の簡素化を図りながら
、当該不正行為を阻止することが可能となる。
【０４８３】
　特徴Ｂ９．前記ユニット本体は、前記フック受け部における前記内部空間側開口の周縁
部に当該内部空間側から当接する当接箇所（延出箇所１５２ａ）を有しており、
　当該当接箇所を利用して、前記背板部に前記周回体ユニットを固定させるための固定箇
所が形成されていることを特徴とする特徴Ｂ８に記載の遊技機。
【０４８４】
　特徴Ｂ９によれば、フック受け部とフック部との間の隙間がユニット本体により塞がれ
た状態を、フック受け部側から周回体ユニットに外力を加えることにより解除しようとし
ても、それが行いづらくなる。また、当該作用効果を、背板部に周回体ユニットを固定す
るための構成を利用して奏することが可能となる。
【０４８５】
　特徴Ｂ１０．前記筐体内には制御装置（主制御装置４１）が搭載されており、
　当該制御装置は前記フック受け部に対して所定方向に存在しており、
　前記固定箇所は、前記フック受け部に対して前記所定方向の側に設けられていることを
特徴とする特徴Ｂ９に記載の遊技機。
【０４８６】
　特徴Ｂ１０によれば、フック受け部を通じて制御装置側に向けて不正用治具を侵入させ
ようとする行為を、固定箇所を利用して強固に阻止することが可能となる。
【０４８７】
　特徴Ｂ１１．前記フック受け部及び前記フック部による支持は、前記周回体ユニットの
上側において行われており、
　前記当接箇所及び前記固定箇所は、前記ユニット本体の天井部（天井部１１５）よりも
上方に存在しており、
　前記固定箇所における固定は、前記筐体の内部空間側から固定具が挿入されることによ
り行われており、
　前記天井部は、前記当接箇所に連続させて形成されていることを特徴とする特徴Ｂ９又
はＢ１０に記載の遊技機。
【０４８８】
　特徴Ｂ１１によれば、固定具を利用して周回体ユニットを背板部に固定する場合に、そ
の作業中に作業者の手から固定具が落下してしまうことが考えられるが、この固定具を天
井部にて受け止めることが可能となる。
【０４８９】
　特徴Ｂ１２．前記ユニット本体の背面部には、当該背面部を内外に貫通する孔部（開放
孔１４２）が形成されており、
　前記ユニット本体において前記フック受け部と前記フック部との間の隙間を前記筐体の
内部空間側から塞ぐ部位は、前記ユニット本体の背面部において前記孔部が形成された領
域よりも後方に突出させて形成されていることを特徴とする特徴Ｂ８乃至Ｂ１１のいずれ
か１に記載の遊技機。
【０４９０】
　特徴Ｂ１２によれば、ユニット本体の背面部に形成した孔部を筐体の背板部によって塞
がないようにしながら、フック受け部とフック部との間の隙間を、ユニット本体を利用し
て塞ぐことが可能となる。
【０４９１】
　特徴Ｂ１３．前記孔部は、前記ユニット本体の背面部と前記筐体の背板部との間に形成
された消音用の空間を前記周回体に向けて開放させるものであることを特徴とする特徴Ｂ
１２に記載の遊技機。
【０４９２】
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　特徴Ｂ１３によれば、周回体の回転に伴い発生する音を消音するための空間を形成しな
がら、フック受け部とフック部との間の隙間を、ユニット本体を利用して塞ぐことが可能
となる。
【０４９３】
　特徴Ｂ１４．前記筐体の背板部と前記周回体ユニットとの間の前記支持手段以外に、前
記筐体において前記周回体ユニットを支持する箇所が存在していないことを特徴とする特
徴Ｂ１乃至Ｂ１３のいずれか１に記載の遊技機。
【０４９４】
　特徴Ｂ１４によれば、筐体の背板部のみにて周回体ユニットが支持されているため、筐
体の内部空間の狭小化を実質的に生じさせないようにしながら、周回体ユニットを筐体に
支持させることが可能となる。
【０４９５】
　上記特徴Ｂ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０４９６】
　遊技機の一種であるスロットマシンは、リール装置や制御装置が搭載される筐体と、当
該筐体の前面側において開閉可能に取り付けられた前面扉とを備えている。前面扉には、
リールの外周面に付された図柄を遊技機前方から視認可能とする表示窓部が形成されてお
り、さらにメダル投入装置、スタートレバー、ストップボタンなどが搭載されている。
【０４９７】
　遊技に際しては、遊技回毎に、遊技者によりメダル投入（又はベット操作）や始動操作
が行われることでリールが回転を開始し、遊技者により停止操作が行われることでリール
が回転を停止する。そして、その停止後において表示窓部を通じて視認される停止図柄に
応じて遊技者に特典が付与される。
【０４９８】
　上記のようなスロットマシンにおいて、各リール及びこれら各リールの各駆動モータを
ベース体に搭載することにより上記リール装置を周回体ユニットとして設け、当該リール
装置の交換に際しては当該周回体ユニット単位での交換を可能とする構成が知られている
。この場合、筐体には支持部材が設けられており、周回体ユニットは筐体への装着状態に
おいて支持部材により下方から受けられている。
【０４９９】
　ここで、上記のように周回体ユニットを設けた場合、当該周回体ユニットが筐体に安定
した状態で支持される必要がある。しかしながら、当該支持の安定化を図る上で、上記の
ような支持部材を大型化すると、それだけ筐体内の空間が狭小化されてしまう。
【０５００】
　＜特徴Ｃ群＞
　特徴Ｃ１．支持体（筐体１１）に開閉可能に支持されるものであって、当該支持体に閉
鎖された状態において施錠手段（施錠受け部材１８、施錠装置２３）が施錠状態となるこ
とにより開方向への移動が阻止される開閉体（前面扉２１）を備え、
　前記施錠手段は、
　前記支持体及び前記開閉体のうち一方に設けられた係合受け手段（施錠受け板部１９）
と、
　前記支持体及び前記開閉体のうち他方に設けられ、前記係合受け手段との間の係合関係
により前記施錠状態となるようにする係合手段（施錠ユニット４４２）と、
　遊技機前面側から解錠操作が行われる操作部を有する外部操作手段（キーシリンダ４１
１）と、
　当該外部操作手段に対する解錠操作に伴い移動し、前記係合受け手段及び前記係合手段
のうち一方である追従対象を移動させることにより、前記係合手段と前記係合受け手段と
の間の係合関係を解除させて前記施錠状態を解除させる連動手段（解錠連動杆４４１）と
、
を備え、
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　前記係合関係を解除させて前記開閉体を開方向に移動可能とさせる場合、前記追従対象
を複数の方向に変位させる必要がある構成であることを特徴とする遊技機。
【０５０１】
　特徴Ｃ１によれば、外部操作手段に対する解錠操作を行うことなく施錠状態を解除しよ
うとしても、係合手段及び係合受け手段のうち連動手段との追従対象側を複数の方向に変
位させる必要があるため、不正な解錠操作が行いづらくなっている。よって、開閉体の不
正な開放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０５０２】
　特徴Ｃ２．前記連動手段は、前記解錠操作に伴い所定の縦方向に変位する構成であり、
　前記複数の方向の変位には、前記所定の縦方向の変位と、当該所定の縦方向の変位とは
異なる方向への変位とが含まれることを特徴とする特徴Ｃ１に記載の遊技機。
【０５０３】
　特徴Ｃ２によれば、施錠状態を解除するために追従対象を複数の方向に変位させる必要
がある構成において、当該複数の方向の一方向として、連動手段が解錠操作に伴い変位す
る方向である所定の縦方向が含まれている。これにより、連動手段に追従させて施錠状態
を解除する構成において、構成の簡素化を図りながら、上記特徴Ｃ１にて説明したような
優れた作用効果を奏することが可能となる。
【０５０４】
　特徴Ｃ３．前記複数の方向の変位には、第１方向への変位と、当該第１方向に交差する
第２方向への変位とが含まれていることを特徴とする特徴Ｃ１又はＣ２に記載の遊技機。
【０５０５】
　特徴Ｃ３によれば、外部操作手段に対する解錠操作を行うことなく施錠状態を解除しよ
うとしても、追従対象を相互に交差する複数の方向に変位させる必要が生じるため、不正
な解錠操作が行いづらくなっている。よって、開閉体の不正な開放操作を行いづらくする
ことが可能となる。
【０５０６】
　特徴Ｃ４．前記開閉体は、閉鎖された状態において前記支持体に対して前方から当接す
る構成であり、
　前記複数の方向の変位には、前後方向の成分を含む方向への変位が含まれることを特徴
とする特徴Ｃ１乃至Ｃ３のいずれか１に記載の遊技機。
【０５０７】
　特徴Ｃ４によれば、閉鎖された状態において開閉体は支持体に対して前方から当接する
構成であるため、不正に施錠状態を解除しようとする場合、開閉体と支持体との境界に対
して側方から不正用治具を挿入する必要がある。この場合に、施錠状態を解除するための
追従対象の変位方向に前後方向の変位が含まれているため、不正に施錠状態を解除するた
めには、側方から挿入した不正用治具を前方向又は後方向に変位させる必要があり、かか
る操作は行いづらいものとなる。よって、開閉体の不正な開放操作を行いづらくすること
が可能となる。
【０５０８】
　特徴Ｃ５．前記複数の方向の変位には、遊技機前方に向けた成分を含む方向への変位が
含まれることを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ３のいずれか１に記載の遊技機。
【０５０９】
　特徴Ｃ５によれば、不正に施錠状態を解除するためには、遊技機前方から挿入した不正
用治具を遊技機前方に変位させる必要があり、かかる操作は行いづらいものとなる。よっ
て、開閉体の不正な開放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０５１０】
　特徴Ｃ６．前記追従対象は、
　前記係合関係を解除させる場合に少なくとも第１方向に変位する第１変位部（鉤金具４
４３）と、
　当該第１変位部とは別部材として設けられ、前記係合関係を解除させる場合に少なくと
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も第２方向に変位する第２変位部（規制金具４４４）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ５のいずれか１に記載の遊技機。
【０５１１】
　特徴Ｃ６によれば、第１変位部と第２変位部とが別部材として設けられていることによ
り、複数方向への変位を必要とすることで不正な解錠操作を行いづらくする上で構成を簡
素なものとすることが可能となる。
【０５１２】
　特徴Ｃ７．前記開閉体は、閉鎖された状態において前記支持体に対して前方から当接す
る構成であり、
　前記連動手段は、前記解錠操作に伴い所定の縦方向に変位する構成であり、
　前記第１変位部は、前記施錠状態において、前記係合受け手段及び前記係合手段のうち
前記追従対象ではない非追従対象に対して、前後方向のうちの一方である特定方向から対
向する部位（鉤部４５３）を有しており、当該部位が前記非追従対象に対して前記特定方
向から対向していることにより前記開閉体の開方向への移動が阻止される構成であり、
　前記第２変位部は、前記施錠状態において、前記非追従対象に対して、前記所定の縦方
向の逆方向から対向する部位（規制部４６３）を有しており、
　前記第１方向は、前記所定の縦方向であり、
　前記第２方向は、前記特定方向に対して逆方向の成分を含む方向であることを特徴とす
る特徴Ｃ６に記載の遊技機。
【０５１３】
　特徴Ｃ７によれば、第１変位部により施錠状態における開閉体の開方向への移動が阻止
され、第２変位部により第１変位部が施錠状態を解除する側に変位してしまうことが阻止
される。この場合、第１変位部と第２変位部とで非追従対象と対向する方向が異なるため
、施錠状態を解除するためには第１変位部と第２変位部とをそれぞれに対応する方向に変
位させる必要が生じる。よって、開閉体の不正な開放操作を行いづらくすることが可能と
なる。
【０５１４】
　また、施錠状態を解除するために追従対象を複数の方向に変位させる必要がある構成に
おいて、第１変位部の当該方向は、連動手段が解錠操作に伴い変位する方向となっている
。これにより、連動手段に追従させて施錠状態を解除する構成において、構成の簡素化を
図りながら、上記のように優れた作用効果を奏することが可能となる。
【０５１５】
　また、閉鎖された状態において開閉体は支持体に対して前方から当接する構成であるた
め、不正に施錠状態を解除しようとする場合、開閉体と支持体との境界に対して側方から
不正用治具を挿入する必要がある。この場合に、第２変位部は前後方向に変位する構成で
あるため、不正に施錠状態を解除するためには、側方から挿入した不正用治具を前方向又
は後方向に変位させる必要があり、かかる操作は行いづらいものとなる。よって、開閉体
の不正な開放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０５１６】
　特徴Ｃ８．前記第１変位部は、前記所定の縦方向の逆方向に向けて開放され、前記施錠
状態において前記非追従対象の一部が入り込む溝部（鉤溝部４５２）を有しており、
　前記第２変位部は、前記第１変位部に対して前記所定の縦方向の逆方向に存在しており
、前記施錠状態において前記溝部と対向するものであることを特徴とする特徴Ｃ７に記載
の遊技機。
【０５１７】
　特徴Ｃ８によれば、第１変位部の溝部にピアノ線などの不正用冶具を引っ掛けようとし
ても、当該溝部に対向するようにして第２変位部が存在しているため、当該引っ掛け行為
が行いづらくなっている。
【０５１８】
　特徴Ｃ９．前記第２変位部は、前記係合関係を解除させる場合に、前記第１変位部とと
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もに前記所定の縦方向に変位するものであることを特徴とする特徴Ｃ７又はＣ８に記載の
遊技機。
【０５１９】
　特徴Ｃ９によれば、第１変位部だけでなく第２変位部も連動手段が移動する方向に追従
して移動する構成であるため、当該連動手段の移動に追従させながらの係合関係の解除を
行うための構成を設計し易くなる。
【０５２０】
　特徴Ｃ１０．前記第１変位部及び前記第２変位部は、前記連動手段が前記施錠状態の場
合の位置に配置されている状況であっても前記所定の縦方向への変位が可能な構成であっ
て、当該変位が行われる場合、前記第１変位部が前記非追従対象に対して前記特定方向か
ら対向している状態が解除される前に、前記第２変位部が前記所定の縦方向の逆方向から
前記非追従対象に当接する構成であることを特徴とする特徴Ｃ９に記載の遊技機。
【０５２１】
　特徴Ｃ１０によれば、不正用冶具を利用して第１変位部及び第２変位部に直接外力が加
えられたとしても、それに対して連動手段は移動しないようにすることが可能となる。そ
して、第１変位部及び第２変位部に直接外力を加えたとしても、第１変位部が非追従対象
に対して特定方向から対向している状態が解除される前に、第２変位部が所定の縦方向の
逆方向から非追従対象に当接することとなる。これにより、不正に際しては複数の方向に
外力を加える必要が生じ、不正な開放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０５２２】
　特徴Ｃ１１．前記第１変位部は前記連動手段の移動に追従することで前記所定の縦方向
に変位し、前記第２変位部は前記連動手段の移動に追従することで前記特定方向に対して
逆方向の成分を含む方向に変位する構成であり、
　前記第１変位部及び前記第２変位部の少なくとも一方は、前記連動手段が前記施錠状態
の場合の位置に配置されている状況で他方がその対応する方向に変位したとしても、自身
に対応する方向への変位を行わない構成であることを特徴とする特徴Ｃ１０に記載の遊技
機。
【０５２３】
　特徴Ｃ１１によれば、不正に際しては複数の方向に外力を加える必要が生じ、不正な開
放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０５２４】
　特徴Ｃ１２．前記施錠手段は、前記連動手段を支持する支持手段（基枠４０１）を有し
、
　前記連動手段は、板状をなしており、
　前記支持手段は、前記連動手段における所定の板面の略全体に対して対向する対向部（
基端側起立壁部４０４）を有していることを特徴とする特徴Ｃ１０又はＣ１１に記載の遊
技機。
【０５２５】
　特徴Ｃ１２によれば、連動手段に直接外力を加えようとしてもそれが行いづらくなる。
そうすると、不正に際しては第１変位部及び第２変位部に直接外力を加える必要が生じる
が、上記特徴Ｃ１０の構成を備えていることにより、これら第１変位部及び第２変位部に
直接外力を加えたとしても施錠状態を解除しづらい構成となっている。よって、不正な開
放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０５２６】
　特徴Ｃ１３．前記第２変位部は、回動可能に支持されていることにより、前記係合関係
を解除させる場合に少なくとも前記特定方向の逆方向に変位するものであることを特徴と
する特徴Ｃ７乃至Ｃ１２のいずれか１に記載の遊技機。
【０５２７】
　特徴Ｃ１３によれば、連動手段の縦方向への変位に追従させて第２変位部を前後方向に
変位させるための構成の設計の容易化が図られる。
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【０５２８】
　特徴Ｃ１４．前記第２変位部の回動軸（軸部材４４５）は、当該第２変位部の先端に対
して縦方向に離間された位置に存在していることを特徴とする特徴Ｃ１３に記載の遊技機
。
【０５２９】
　特徴Ｃ１４によれば、施錠状態を解除する場合における第２変位部の初期の変位方向を
前後方向とすることが可能となる。これにより、不正に際して第２変位部を変位させづら
くさせながら、正規の解錠に際しては非追従対象と対向している状態が円滑に解除される
ようにすることが可能となる。
【０５３０】
　特徴Ｃ１５．前記第１変位部は、前記所定の縦方向の逆方向に向けて開放され、前記施
錠状態において前記非追従対象の一部が入り込む溝部（鉤溝部４５２）を有しており、
　前記第２変位部は、前記第１変位部に対して前記所定の縦方向の逆方向に存在しており
、前記施錠状態において前記溝部と対向するものであり、
　前記第２変位部の回動軸は、前記第１変位部において前記溝部を生じさせる部位（鉤ベ
ース部４５１）に設けられていることを特徴とする特徴Ｃ１４に記載の遊技機。
【０５３１】
　特徴Ｃ１５によれば、構成の簡素化を図りながら、既に説明したような優れた作用効果
を奏することが可能となる。
【０５３２】
　＜特徴Ｄ群＞
　特徴Ｄ１．支持体（筐体１１）に開閉可能に支持されるものであって、当該支持体に閉
鎖された状態において施錠手段（施錠受け部材１８、施錠装置２３）が施錠状態となるこ
とにより開方向への移動が阻止される開閉体（前面扉２１）を備え、
　前記施錠手段は、
　前記支持体及び前記開閉体のうち一方に設けられた係合受け手段（施錠受け板部１９）
と、
　前記支持体及び前記開閉体のうち他方に設けられ、前記係合受け手段との間の係合関係
により前記施錠状態となるようにする係合手段（施錠ユニット４４２）と、
　遊技機前面側から解錠操作が行われる操作部を有する外部操作手段（キーシリンダ４１
１）と、
　当該外部操作手段に対する解錠操作に伴い移動し、前記係合受け手段及び前記係合手段
のうち一方である追従対象を移動させることにより、前記係合手段と前記係合受け手段と
の間の係合関係を解除させて前記施錠状態を解除させる連動手段（解錠連動杆４４１）と
、
を備え、
　前記追従対象は、前記連動手段が前記施錠状態の場合の位置に配置されている状況であ
っても前記係合関係を解除させる方向への変位が可能であり、当該変位が行われる場合、
前記係合関係が解除される前に当該方向への変位が阻止される構成であることを特徴とす
る遊技機。
【０５３３】
　特徴Ｄ１によれば、不正用冶具を利用して追従対象に直接外力が加えられたとしても、
それに対して連動手段は移動しないようにすることが可能となる。そして、追従対象に直
接外力を加えたとしても、係合関係が解除される前に当該追従対象の変位が阻止される。
これにより、不正な開放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０５３４】
　特徴Ｄ２．前記施錠手段は、前記連動手段を支持する支持手段（基枠４０１）を有し、
　前記連動手段は、板状をなしており、
　前記支持手段は、前記連動手段における所定の板面の略全体に対して対向する対向部（
基端側起立壁部４０４）を有していることを特徴とする特徴Ｄ１に記載の遊技機。
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【０５３５】
　特徴Ｄ２によれば、連動手段に直接外力を加えようとしてもそれが行いづらくなる。そ
うすると、不正に際しては追従対象に直接外力を加える必要が生じるが、上記特徴Ｄ１の
構成を備えていることにより、追従対象に直接外力を加えたとしても施錠状態を解除しづ
らい構成となっている。よって、不正な開放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０５３６】
　特徴Ｄ３．前記追従対象は、
　前記係合関係を解除させる場合に変位させる必要がある第１変位部（鉤金具４４３）と
、
　当該第１変位部とは別部材として設けられ、前記係合関係を解除させる場合に変位させ
る必要がある第２変位部（規制金具４４４）と、
を備え、
　前記第１変位部及び前記第２変位部は前記連動手段の移動に追従することで変位する構
成であり、
　前記第１変位部及び前記第２変位部の少なくとも一方は、前記連動手段が前記施錠状態
の場合の位置に配置されている状況で他方が変位したとしても、自身の変位を行わない構
成であることを特徴とする特徴Ｄ１又はＤ２に記載の遊技機。
【０５３７】
　特徴Ｄ３によれば、不正に際しては第１変位部及び第２変位部のそれぞれに対して個別
に外力を加える必要が生じ、不正な開放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０５３８】
　特徴Ｄ４．前記開閉体は、閉鎖された状態において前記支持体に対して前方から当接す
る構成であり、
　前記連動手段は、前記解錠操作に伴い所定の縦方向に変位する構成であり、
　前記第１変位部は、前記施錠状態において、前記係合受け手段及び前記係合手段のうち
前記追従対象ではない非追従対象に対して、前後方向のうちの一方である特定方向から対
向する部位（鉤部４５３）を有しており、当該部位が前記非追従対象に対して前記特定方
向から対向していることにより前記開閉体の開方向への移動が阻止される構成であり、且
つ前記係合関係を解除させる場合に少なくとも前記所定の縦方向に変位する構成であり、
　前記第２変位部は、前記施錠状態において、前記非追従対象に対して、前記所定の縦方
向の逆方向から対向する部位（規制部４６３）を有しており、且つ前記係合関係を解除さ
せる場合に少なくとも前記特定方向に対して逆方向の成分を含む方向に変位する構成であ
り、
　前記第１変位部及び前記第２変位部は、前記連動手段が前記施錠状態の場合の位置に配
置されている状況であっても前記所定の縦方向への変位が可能な構成であって、当該変位
が行われる場合、前記第１変位部が前記非追従対象に対して前記特定方向から対向してい
る状態が解除される前に、前記第２変位部が前記所定の縦方向の逆方向から前記非追従対
象に当接する構成であることを特徴とする特徴Ｄ３に記載の遊技機。
【０５３９】
　特徴Ｄ４によれば、第１変位部により施錠状態における開閉体の開方向への移動が阻止
され、第２変位部により第１変位部が施錠状態を解除する側に変位してしまうことが阻止
される。この場合、第１変位部と第２変位部とで非追従対象と対向する方向が異なるため
、施錠状態を解除するためには第１変位部と第２変位部とをそれぞれに対応する方向に変
位させる必要が生じる。よって、開閉体の不正な開放操作を行いづらくすることが可能と
なる。
【０５４０】
　また、施錠状態を解除するために追従対象を複数の方向に変位させる必要がある構成に
おいて、第１変位部の当該方向は、連動手段が解錠操作に伴い変位する方向となっている
。これにより、連動手段に追従させて施錠状態を解除する構成において、構成の簡素化を
図りながら、上記のように優れた作用効果を奏することが可能となる。
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【０５４１】
　また、閉鎖された状態において開閉体は支持体に対して前方から当接する構成であるた
め、不正に施錠状態を解除しようとする場合、開閉体と支持体との境界に対して側方から
不正用治具を挿入する必要がある。この場合に、第２変位部は前後方向に変位する構成で
あるため、不正に施錠状態を解除するためには、側方から挿入した不正用治具を前方向又
は後方向に変位させる必要があり、かかる操作は行いづらいものとなる。よって、開閉体
の不正な開放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０５４２】
　特徴Ｄ５．前記第１変位部は、前記所定の縦方向の逆方向に向けて開放され、前記施錠
状態において前記非追従対象の一部が入り込む溝部（鉤溝部４５２）を有しており、
　前記第２変位部は、前記第１変位部に対して前記所定の縦方向の逆方向に存在しており
、前記施錠状態において前記溝部と対向するものであることを特徴とする特徴Ｄ４に記載
の遊技機。
【０５４３】
　特徴Ｄ５によれば、第１変位部の溝部にピアノ線などの不正用冶具を引っ掛けようとし
ても、当該溝部に対向するようにして第２変位部が存在しているため、当該引っ掛け行為
が行いづらくなっている。
【０５４４】
　特徴Ｄ６．前記第２変位部は、前記係合関係を解除させる場合に、前記第１変位部とと
もに前記所定の縦方向に変位するものであることを特徴とする特徴Ｄ４又はＤ５に記載の
遊技機。
【０５４５】
　特徴Ｄ６によれば、第１変位部だけでなく第２変位部も連動手段が移動する方向に追従
して移動する構成であるため、当該連動手段の移動に追従させながらの係合関係の解除を
行うための構成を設計し易くなる。
【０５４６】
　＜特徴Ｅ群＞
　特徴Ｅ１．支持体（筐体１１）に開閉可能に支持されるものであって、当該支持体に閉
鎖された状態において当該支持体に対して前方から当接し、且つ施錠手段（施錠受け部材
１８、施錠装置２３）が施錠状態となることにより開方向への移動が阻止される開閉体（
前面扉２１）を備え、
　前記施錠手段は、
　前記支持体及び前記開閉体のうち一方に設けられた係合受け手段（施錠受け板部１９）
と、
　前記支持体及び前記開閉体のうち他方に設けられ、前記係合受け手段との間の係合関係
により前記施錠状態となるようにする係合手段（施錠ユニット４４２）と、
　遊技機前面側から解錠操作が行われる操作部を有する外部操作手段（キーシリンダ４１
１）と、
　当該外部操作手段に対する解錠操作に伴い移動し、前記係合受け手段及び前記係合手段
のうち一方である追従対象を移動させることにより、前記係合手段と前記係合受け手段と
の間の係合関係を解除させて前記施錠状態を解除させる連動手段（解錠連動杆４４１）と
、
を備え、
　前記追従対象は、前記係合関係を解除させて前記開閉体を開方向に移動可能とさせる場
合に、前後方向の成分を含む方向への変位を必要とする特定変位部（規制金具４４４）を
有していることを特徴とする遊技機。
【０５４７】
　特徴Ｅ１によれば、閉鎖された状態において開閉体は支持体に対して前方から当接する
構成であるため、不正に施錠状態を解除しようとする場合、開閉体と支持体との境界に対
して側方から不正用治具を挿入する必要がある。この場合に、施錠状態を解除するための
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追従対象の変位方向に前後方向の変位が含まれているため、不正に施錠状態を解除するた
めには、側方から挿入した不正用治具を前方向又は後方向に変位させる必要があり、かか
る操作は行いづらいものとなる。よって、開閉体の不正な開放操作を行いづらくすること
が可能となる。
【０５４８】
　特徴Ｅ２．前記特定変位部は、前記係合関係を解除させて前記開閉体を開方向に移動可
能とさせる場合に、遊技機前方に向けた成分を含む方向への変位を必要とするものである
ことを特徴とする特徴Ｅ１に記載の遊技機。
【０５４９】
　特徴Ｅ２によれば、不正に施錠状態を解除するためには、遊技機前方から挿入した不正
用治具を遊技機前方に変位させる必要があり、かかる操作は行いづらいものとなる。よっ
て、開閉体の不正な開放操作を行いづらくすることが可能となる。
【０５５０】
　特徴Ｅ３．前記連動手段は、前記解錠操作に伴い所定の縦方向に変位する構成であり、
　前記特定変位部は、回動可能に支持されていることにより、前記係合関係を解除させる
場合に前後方向の成分を含む方向への変位を必要とするものであることを特徴とする特徴
Ｅ１又はＥ２に記載の遊技機。
【０５５１】
　特徴Ｅ３によれば、連動手段の縦方向への変位に追従させて特定変位部を前後方向に変
位させるための構成の設計の容易化が図られる。
【０５５２】
　特徴Ｅ４．前記特定変位部の回動軸（軸部材４４５）は、当該特定変位部の先端に対し
て縦方向に離間された位置に存在していることを特徴とする特徴Ｅ３に記載の遊技機。
【０５５３】
　特徴Ｅ４によれば、施錠状態を解除する場合における特定変位部の初期の変位方向を前
後方向とすることが可能となる。これにより、不正に際して特定変位部を変位させづらく
させながら、正規の解錠に際しては非追従対象と対向している状態が円滑に解除されるよ
うにすることが可能となる。
【０５５４】
　特徴Ｅ５．前記追従対象は、前記施錠状態において、前記係合受け手段及び前記係合手
段のうち前記追従対象ではない非追従対象に対して、前後方向のうちの一方である特定方
向から対向する部位を有しており、当該部位が前記非追従対象に対して前記特定方向から
対向していることにより前記開閉体の開方向への移動が阻止される所定変位部（鉤金具４
４３）を有しており、
　当該所定変位部は、前記所定の縦方向の逆方向に向けて開放され、前記施錠状態におい
て前記非追従対象の一部が入り込む溝部（鉤溝部４５２）を有しており、
　前記特定変位部は、前記所定変位部に対して前記所定の縦方向の逆方向に存在しており
、前記施錠状態において前記溝部と対向するものであり、
　前記特定変位部の回動軸は、前記所定変位部において前記溝部を生じさせる部位（鉤ベ
ース部４５１）に設けられていることを特徴とする特徴Ｅ４に記載の遊技機。
【０５５５】
　特徴Ｅ５によれば、所定変位部の溝部にピアノ線などの不正用治具を引っ掛けようとし
ても、当該溝部に対向するようにして特定変位部が存在しているため、当該引っ掛け行為
が行いづらくなっている。この場合に、当該特定変位部の回動軸は、所定変位部において
溝部を生じさせる部位に設けられているため、構成の簡素化を図りながら既に説明したよ
うな優れた作用効果を奏することが可能となる。
【０５５６】
　上記特徴Ｃ群、特徴Ｄ群及び特徴Ｅ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０５５７】
　遊技機としてパチンコ機やスロットマシンが知られており、これら遊技機は、支持体に
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開閉可能な状態で開閉体が支持された構成を有しており、例えば機器のメンテナンスや交
換に際して、開閉体が開放状態とされる。また、施錠装置が設けられており、遊技ホール
の管理者などが所有する解錠キーを用いた解錠操作により施錠装置が解錠状態とされて開
閉体の開放操作が行われる。
【０５５８】
　例えば、スロットマシンであれば、リール装置や制御装置が搭載される筐体を支持体と
して備えるとともに、当該筐体の前面側において開閉可能に取り付けられた前面扉を開閉
体として備えている。前面扉が閉鎖された状態において施錠装置が施錠状態となることに
より当該前面扉の開方向への移動が阻止され、施錠装置に対する解錠操作が行われて当該
施錠装置が解錠状態となることにより前面扉の開方向への移動が可能となる。
【０５５９】
　しかしながら、上記のように施錠装置が設けられている構成であっても、例えば針金な
どを用いて作製された不正用治具を閉鎖状態の開閉体の背面側へ不正に侵入させて、施錠
装置の解錠操作を不正に行う行為が想定される。
【０５６０】
　＜特徴Ｆ群＞
　特徴Ｆ１．支持体（筐体１１）に開閉可能に支持された前面扉（前面扉２１）と、
　周方向に複数種の絵柄が付された周回体（リール１２２Ｌ～１２２Ｒ）と、
　当該周回体に付された絵柄を遊技機前方から視認可能とする表示窓部（表示窓部２７）
と、
　所定の演出を実行可能とする演出実行手段（報知用発光基板２１２、演出用発光基板２
１３、周縁側発光基板２３３、表示装置２４２）と、
を備え、
　前記前面扉は、
　透明なパネル（窓パネル部２０１）を有する扉ベース（前面ベースユニット１９１）と
、
　少なくとも前記扉ベースの破壊を要することなく当該扉ベースから取り外し可能に設け
られ、前記パネルと重なることにより当該パネルとともに前記表示窓部を形成する開口部
（下側開口２２５）を有するユニットベース（枠状ベース２１１）と、
を備え、
　前記パネルは、前記開口部に対して前方から対向する周回体対向領域（下パネル部２０
８）を有しており、
　当該周回体対向領域は、前記開口部よりも広く形成されており、
　前記演出実行手段における演出は、前記扉ベースを通じて遊技機前方から視認可能であ
り、
　前記演出実行手段は前記ユニットベースに搭載されている一方、前記周回体は前記ユニ
ットベースに搭載されていないことを特徴とする遊技機。
【０５６１】
　特徴Ｆ１によれば、扉ベースに形成されたパネルと、ユニットベースに形成された開口
部とにより表示窓部が形成されているため、機種変更に際して表示窓部のサイズを変更す
る場合であってもユニットベースを変更するだけでよく、扉ベースをそのまま利用するこ
とが可能となる。これにより、リユース性を高めることが可能となる。
【０５６２】
　また、ユニットベースには演出実行手段が搭載されている一方、周回体は搭載されてい
ない。したがって、ユニットベースを含むユニットの重量を低減することが可能となり、
当該ユニットの交換作業の作業性を向上させることが可能となる。
【０５６３】
　特徴Ｆ２．前記ユニットベースにおいて前記周回体対向領域と対向する領域に、前記演
出実行手段の少なくとも一部が存在していることを特徴とする特徴Ｆ１に記載の遊技機。
【０５６４】
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　特徴Ｆ２によれば、周回体対向領域が開口部よりも広く形成されていることにより機種
変更に際して表示窓部のサイズを大きくすることに対処可能とした構成において、かかる
汎用性を高めるための構成を利用して演出実行手段を設けることが可能となる。これによ
り、汎用性を高めるための構成を有効活用することが可能となる。
【０５６５】
　特徴Ｆ３．前記演出実行手段として、所定の表示演出を可能とする表示部（表示面２４
２ａ）を有する表示手段（表示装置２４２）を備え、
　当該表示手段は前記周回体の上方に設けられており、
　前記パネルは、前記表示部に対して前方から対向する表示部対向領域（上パネル部２０
７）を有しており、
　当該表示部対向領域は、前記表示部よりも広く形成されていることを特徴とする特徴Ｆ
１又はＦ２に記載の遊技機。
【０５６６】
　特徴Ｆ３によれば、表示部対向領域が表示部よりも広く形成されていることにより、機
種変更に際して表示部のサイズを大きくすることに対処可能となる。よって、扉ベースの
汎用性を高めることが可能となる。
【０５６７】
　特徴Ｆ４．可動物（可動物２５３）を動作させることにより演出の実行を可能とする可
動物ユニット（可動物ユニット２５２）を備え、
　当該可動物ユニットは、前記表示部対向領域を通じて視認可能となるようにして前記ユ
ニットベースに搭載されていることを特徴とする特徴Ｆ３に記載の遊技機。
【０５６８】
　特徴Ｆ４によれば、表示部対向領域が表示部よりも広く形成されていることにより機種
変更に際して表示部のサイズを大きくすることに対処可能とした構成において、かかる汎
用性を高めるための構成を利用して可動物ユニットを設けることが可能となる。これによ
り、汎用性を高めるための構成を有効活用することが可能となる。
【０５６９】
　特徴Ｆ５．前記前面扉は、前記支持体に閉鎖された状態において施錠状態となることに
より当該前面扉の開方向への移動を阻止する縦長の施錠体（施錠装置２３）を備え、
　前記ユニットベースは、前記扉ベースの背面側に設けられているとともに、当該扉ベー
スと前記施錠体とにより前後に挟持されていることを特徴とする特徴Ｆ１乃至Ｆ４のいず
れか１に記載の遊技機。
【０５７０】
　特徴Ｆ５によれば、施錠体を利用して、扉ベースに対してユニットベースを安定した状
態で支持させることが可能となる。
【０５７１】
　特徴Ｆ６．前記前面扉は、前記支持体に開閉可能に支持される支持箇所を生じさせる縦
長の支持箇所形成体（扉側支持部材２２）を備え、
　前記ユニットベースは、前記扉ベースの背面側に設けられているとともに、当該扉ベー
スと前記支持箇所形成体とにより前後に挟持されていることを特徴とする特徴Ｆ１乃至Ｆ
５のいずれか１に記載の遊技機。
【０５７２】
　特徴Ｆ６によれば、支持箇所形成体を利用して、扉ベースに対してユニットベースを安
定した状態で支持させることが可能となる。
【０５７３】
　特徴Ｆ７．前記支持体は、前方に開放された筐体（筐体１１）であり、
　前記前面扉は、前記筐体の前面側において開閉可能に支持されており、
　前記周回体を複数有するとともに、それら複数の周回体はユニット本体（装着ベース体
１０２）に搭載されていることにより周回体ユニット（リールユニット１０１）として設
けられており、
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　前記筐体に前記周回体ユニットが搭載されていることを特徴とする特徴Ｆ１乃至Ｆ６の
いずれか１に記載の遊技機。
【０５７４】
　特徴Ｆ７によれば、周回体ユニットは筐体に搭載されているため、ユニットベースを含
むユニットの重量を軽減することが可能となる。また、周回体は周回体ユニットとして筐
体に搭載されているため、ユニットベースに周回体を搭載しなくても、周回体を交換する
場合の作業性は高められる。
【０５７５】
　特徴Ｆ８．前記演出実行手段として、
　所定の表示演出を可能とする表示部（表示面２４２ａ）を有する表示手段（表示装置２
４２）と、
　所定の発光演出を可能とする発光手段（報知用発光基板２１２、演出用発光基板２１３
、周縁側発光基板２３３）と、
を備え、
　これら表示手段及び発光手段は前記ユニットベースに搭載されていることを特徴とする
特徴Ｆ１乃至Ｆ７のいずれか１に記載の遊技機。
【０５７６】
　特徴Ｆ８によれば、機種変更に際しての交換作業の容易化が図られる。
【０５７７】
　上記特徴Ｆ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０５７８】
　遊技機の一種であるスロットマシンは、リール装置や制御装置が搭載される筐体と、当
該筐体の前面側において開閉可能に取り付けられた前面扉とを備えている。前面扉には、
リールの外周面に付された図柄を遊技機前方から視認可能とする表示窓部が形成されてお
り、さらにメダル投入装置、スタートレバー、ストップボタンなどが搭載されている。
【０５７９】
　遊技に際しては、遊技回毎に、遊技者によりメダル投入（又はベット操作）や始動操作
が行われることでリールが回転を開始し、遊技者により停止操作が行われることでリール
が回転を停止する。そして、その停止後において表示窓部を通じて視認される停止図柄に
応じて遊技者に特典が付与される。
【０５８０】
　上記のようなスロットマシンにおいては、近年では、遊技機の機種変更のサイクルが短
くなっており、それに伴ってリユース性を高める必要がある。かかる対策として、例えば
、リール装置及び制御装置をベース体に搭載して表示ユニットを構成し、さらに前面扉を
上下に分割して、上側の扉と表示ユニットとを一体的に交換可能とした構成が知られてい
る。この場合、機種変更に際してはこれら上側の扉及び表示ユニットのみを交換するよう
にすることで、他の部品についてはリユースすることが可能となる。
【０５８１】
　ここで、リユース性は高い方が好ましく、上記従来の構成では未だ改良の余地がある。
その一方、上記のような交換用のユニットの重量が大き過ぎると、機種変更に際しての作
業性が低下してしまうことが懸念される。
【０５８２】
　なお、当該課題は、スロットマシンに限定された問題ではなく、前面扉に設けられた表
示窓部を通じて周回体が視認可能とされた他の遊技機においても同様に発生する問題であ
る。
【０５８３】
　＜特徴Ｇ群＞
　特徴Ｇ１．遊技機前方に開放された筐体（筐体１１）と、
　当該筐体の前面側において開閉可能に支持された前面扉（前面扉２１）と、
　前記筐体内に設けられ、周方向に複数種の絵柄が付された周回体（リール１２２Ｌ～１
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２２Ｒ）と、
　前記筐体内に設けられ、遊技者に特典を付与するか否かの抽選処理を実行し、当該抽選
処理の処理結果に応じて前記周回体の停止制御を実行する主制御装置（主制御装置４１）
と、
　前記前面扉に設けられ、前記周回体に付された絵柄を遊技機前方から視認可能とする表
示窓部（表示窓部２７）と、
　前記前面扉に設けられ、所定の表示演出を実行可能とする表示部（表示面２４２ａ）を
有する表示装置（表示装置２４２）と、
　当該表示装置を表示制御する表示制御装置（表示制御装置２４５）と、
を備え、
　前記主制御装置は、前記筐体の背板部（背板部１３）において前記周回体の上方となる
位置に設置されており、
　前記表示装置は、前記表示窓部の上方に前記表示部が存在するように前記前面扉に設置
されており、
　前記表示制御装置は、前記表示装置の後方に搭載されていることにより、前記主制御装
置に対して遊技機前方から対向するようにして前記前面扉に一体化されており、且つ当該
表示制御装置の前記主制御装置との対向面が前記筐体内における前記周回体の上方空間に
おいて前記周回体の前後方向の中央よりも後方に存在するように設置されていることを特
徴とする遊技機。
【０５８４】
　特徴Ｇ１によれば、主制御装置が筐体の背板に設置されていることにより筐体の前面開
口部から遠い位置に主制御装置が存在することとなり、筐体と前面扉との境界を通じて不
正用治具を挿入して主制御装置に不正を施そうとする行為が行いづらくなっている。
【０５８５】
　この場合に、前面扉を閉鎖した状態においては表示制御装置が主制御装置に対して前方
から対向するとともに、当該表示制御装置の対向面は周回体の上方空間において周回体の
前後方向の中央よりも後方に存在している。これにより、表示制御装置が主制御装置に対
して近い位置に存在することとなり、仮に主制御装置側へと上記不正用治具が挿入された
としても、当該不正用治具を利用した主制御装置に対する不正行為が行いづらくなってい
る。また、前面扉に設けられた表示制御装置を利用して上記不正行為を抑制する構成であ
るため、構成の簡素化を図りながら不正抑制効果を高めることが可能となる。
【０５８６】
　特徴Ｇ２．前記主制御装置は、制御を実行するための制御用素子（ＣＰＵ４３、ＲＯＭ
４４）が所定の板面に搭載された主制御基板（主制御基板４２）と、当該主制御基板を収
容する基板ボックス（基板ボックス４６）と、を備えており、前記基板ボックスにおいて
前記所定の板面と対向する表側壁部が遊技機前方を向くようにして設置されており、
　前記表示制御装置は、前記表側壁部において前記制御用素子と対向する領域が、当該表
示制御装置の前記対向面と対向するように設置されていることを特徴とする特徴Ｇ１に記
載の遊技機。
【０５８７】
　特徴Ｇ２によれば、制御用素子に対する不正行為を、前面扉に設けられた表示制御装置
を利用して行いづらくさせることが可能となる。
【０５８８】
　特徴Ｇ３．前記主制御装置において遊技機前方を向く面を有する壁部には、当該主制御
装置が他の機器と電気的な接続を行うために利用される主側コネクタ部（コネクタ部２６
２ａ～２６２ｃ）を有しており、
　前記表示制御装置は、前記主側コネクタ部が、当該表示制御装置の前記対向面と対向す
るように設置されていることを特徴とする特徴Ｇ１又はＧ２に記載の遊技機。
【０５８９】
　特徴Ｇ３によれば、主側コネクタ部に対する不正行為を、前面扉に設けられた表示制御
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装置を利用して行いづらくさせることが可能となる。
【０５９０】
　特徴Ｇ４．前記主制御装置の所定の一辺側は、前記表示制御装置の前記対向面と対向す
る領域の外側に位置しており、
　当該所定の一辺側に、前記主制御装置において主制御基板を収容する基板ボックスにお
ける複数のケース体の分離を規制する構造（結合構造４８、支持ユニット５１）が存在し
ていることを特徴とする特徴Ｇ１乃至Ｇ３のいずれか１に記載の遊技機。
【０５９１】
　主制御装置の前面の一部のみに対して表示制御装置が対向する構成の場合、主制御装置
の前面において当該表示制御装置が対向しない領域を利用した不正行為が想定される。こ
れに対して、特徴Ｇ４によれば、主制御装置において表示制御装置と対向しない所定の一
辺側には基板ボックスにおける複数のケース体の分離を規制する構造が設けられているた
め、当該所定の一辺側を通じて主制御基板に不正を施そうとしても、それが行いづらくな
っている。
【０５９２】
　特徴Ｇ５．前記筐体内において前記周回体よりも上方であって前記主制御装置よりも下
方の位置に、基板装置（中継基板ユニット１０４）が設けられており、
　当該基板装置は、電気的な接続を行うための特定コネクタ部（中継側コネクタ部２６３
ｂ）を有しており、
　当該特定コネクタ部は前記基板装置の上方から電気的な接続作業を行うように設けられ
ており、
　前記主制御装置は前記特定コネクタ部の上方の空間に入り込んでおらず、前記表示制御
装置は前記特定コネクタ部の上方の空間に入り込んでいることを特徴とする特徴Ｇ１乃至
Ｇ４のいずれか１に記載の遊技機。
【０５９３】
　特徴Ｇ５によれば、主制御装置は特定コネクタ部の上方の空間に入り込んでおらず、表
示制御装置は特定コネクタ部の上方の空間に入り込んでいることにより、前面扉が閉鎖さ
れた状態においては主制御装置に対して近い位置に表示制御装置が配置されるようにしな
がら、前面扉を開放した場合には特定コネクタ部の電気的な接続作業を簡単に行うことが
可能となる。
【０５９４】
　特徴Ｇ６．前記基板装置は、前記主制御装置と他の機器との電気的な接続を中継する中
継基板装置であることを特徴とする特徴Ｇ５に記載の遊技機。
【０５９５】
　特徴Ｇ６によれば、中継基板装置の特定コネクタ部に対する不正行為も、表示制御装置
により行いづらくさせることが可能となる。
【０５９６】
　特徴Ｇ７．前記前面扉は、前記表示窓部を形成するためのパネル（窓パネル部２０１）
を有する扉ベース（前面ベースユニット１９１）を有しており、
　前記表示装置及び前記表示制御装置は前記扉ベースに搭載されており、
　可動物（可動物２５３）を動作させることにより演出の実行を可能とする可動物ユニッ
ト（可動物ユニット２５２）を備え、
　前記扉ベースの前面部と前記表示制御装置との間に前記可動物ユニットが搭載されてい
ることを特徴とする特徴Ｇ１乃至Ｇ６のいずれか１に記載の遊技機。
【０５９７】
　特徴Ｇ７によれば、表示制御装置を主制御装置に近付ける構成を利用して可動物ユニッ
トを搭載することができる。
【０５９８】
　上記特徴Ｇ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０５９９】
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　遊技機の一種であるスロットマシンは、リール装置や主制御装置が搭載される筐体と、
当該筐体の前面側において開閉可能に取り付けられた前面扉とを備えている。前面扉には
、リールの外周面に付された図柄を遊技機前方から視認可能とする表示窓部が形成されて
おり、さらにメダル投入装置、スタートレバー、ストップボタンなどが搭載されている。
【０６００】
　遊技に際しては、遊技回毎に、遊技者によりメダル投入（又はベット操作）や始動操作
が行われることでリールが回転を開始し、遊技者により停止操作が行われることでリール
が回転を停止する。そして、その停止後において表示窓部を通じて視認される停止図柄に
応じて遊技者に特典が付与される。
【０６０１】
　上記のようなスロットマシンにおいては、上記主制御装置に不正を施すことにより、不
正に利益を得ようとする行為が想定される。これに対して、例えば、上記主制御装置を筐
体の背板に取り付けることにより、当該筐体の前面開口部から主制御装置を遠ざけ、当該
主制御装置への不正が行いづらくなるようにしている。
【０６０２】
　しかしながら、上記のように背板に主制御装置を搭載した場合であっても、当該主制御
装置に対する不正は未だ発生しており、更なる対策が必要である。
【０６０３】
　＜特徴Ｈ群＞
　特徴Ｈ１．周方向に複数種の絵柄が付された周回体（リール１２２Ｌ～１２２Ｒ）と、
　遊技機前面部（前面扉２１）に設けられ、前記周回体に付された絵柄を遊技機前方から
視認可能とする表示窓部（表示窓部２７）と、
　前記遊技機前面部において前記表示窓部の下方に設けられ、前記周回体の周回を開始さ
せるべく操作される始動操作手段（スタートレバー装置３０１）、及び前記周回体の周回
を停止させるべく操作される停止操作手段（ストップ装置３２１）が設けられた操作領域
（操作領域２４）と、
　前記遊技機前面部において前記操作領域の下方に設けられ、装飾が付与された装飾パネ
ル部（装飾パネル部２６）と、
を備え、
　前記表示窓部と前記装飾パネル部との間にスピーカ装置（スピーカ装置３５２）が設け
られていることを特徴とする遊技機。
【０６０４】
　特徴Ｈ１によれば、操作領域を操作している遊技者の手に音圧を付与することが可能と
なる。これにより、スピーカ装置から出力される音を、聴覚を通じた演出としてだけでな
く、触覚を通じた演出として利用することが可能となる。よって、スピーカ装置を利用し
た演出を好適に行うことが可能となる。
【０６０５】
　特徴Ｈ２．前記遊技機前面部には、前記スピーカ装置から出力された音を遊技機前方に
伝搬させるためのスピーカ用孔部（スピーカ用孔部３５６）が形成されており、
　前記遊技機前面部の背面側に、前記スピーカ装置に対して後方から対向する後方対向壁
部（搭載領域２８４）が設けられていることを特徴とする特徴Ｈ１に記載の遊技機。
【０６０６】
　遊技機前面部にスピーカ用孔部が形成された構成においては、当該スピーカ用孔部から
遊技機内部に不正用治具が挿入されてしまうことが懸念される。特に、表示窓部と装飾パ
ネル部との間の位置は、遊技者の手が存在していることが自然な位置であるため、スピー
カ用孔部を通じて不正用治具が挿入されたとしても、それを発見しづらい。これに対して
、特徴Ｈ２によれば、遊技機前面部の背面側には、スピーカ装置に対して後方から対向す
る後方対向壁部が設けられているため、スピーカ用孔部を通じて不正用治具が挿入された
としても、当該不正用治具の更なる侵入を後方対向壁部により阻止することが可能となる
。よって、不正行為を抑制可能としながら、操作領域の周辺にスピーカ装置を設けること
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が可能となる。
【０６０７】
　特徴Ｈ３．前記遊技機前面部には、前記スピーカ装置から出力された音を遊技機前方に
伝搬させるためのスピーカ用孔部（スピーカ用孔部３５６）が形成されており、且つ前記
スピーカ装置を収容する収容空間（収容空間３５７）が形成されており、
　当該収容空間は、前記装飾パネル部の内部空間（収容空間３９１）に対して連通しない
ようにして区画形成されていることを特徴とする特徴Ｈ１又はＨ２に記載の遊技機。
【０６０８】
　操作領域周辺にスピーカ用孔部が形成された構成においては、当該スピーカ用孔部から
遊技機内部にドリンクなどの液体が注がれてしまうことが懸念される。これに対して、特
徴Ｈ３によれば、スピーカ装置の収容空間が装飾パネル部の内部空間に対して連通しない
ように区画形成されているため、スピーカ用孔部を通じて液体が注がれたとしても、当該
液体が装飾パネル部の内部空間に入り込んでしまうことを抑制することが可能となる。
【０６０９】
　特徴Ｈ４．前記収容空間内に入り込んだ液体が、前記装飾パネル部の内部空間内に入り
込むことを規制しながら、前記収容空間の外部に逃がす構造（区画壁３８３）を有してい
ることを特徴とする特徴Ｈ３に記載の遊技機。
【０６１０】
　特徴Ｈ４によれば、スピーカ用孔部から注がれた液体が装飾パネル部の内部空間内に入
り込むことを抑制しながら、当該液体をスピーカ装置の収容空間の外部に排出することが
可能となる。
【０６１１】
　特徴Ｈ５．前記遊技機前面部には、前記スピーカ装置から出力された音を遊技機前方に
伝搬させるためのスピーカ用孔部（スピーカ用孔部３５６）が形成されており、且つ前記
スピーカ装置を収容する収容空間（収容空間３５７）が形成されており、
　当該収容空間は、所定の電気機器（精算ボタン３８１）の上方に位置しており、且つ当
該所定の電気機器が搭載された空間（収容空間３８２）に対して連通しないようにして区
画形成されていることを特徴とする特徴Ｈ１乃至Ｈ４のいずれか１に記載の遊技機。
【０６１２】
　操作領域周辺にスピーカ用孔部が形成された構成においては、当該スピーカ用孔部から
遊技機内部にドリンクなどの液体が注がれてしまうことが懸念される。これに対して、特
徴Ｈ５によれば、スピーカ装置の収容空間が所定の電気機器が搭載された空間に対して連
通しないように区画形成されているため、スピーカ用孔部を通じて液体が注がれたとして
も、当該液体が所定の電気機器側に入り込んでしまうことを抑制することが可能となる。
【０６１３】
　特徴Ｈ６．前記収容空間内に入り込んだ液体が、前記所定の電気機器が搭載された空間
内に入り込むことを規制しながら、前記収容空間の外部に逃がす構造（下側壁部３９２、
上側壁部３９３）を有していることを特徴とする特徴Ｈ５に記載の遊技機。
【０６１４】
　特徴Ｈ６によれば、スピーカ用孔部から注がれた液体が所定の電気機器が搭載された空
間内に入り込むことを抑制しながら、当該液体をスピーカ装置の収容空間の外部に排出す
ることが可能となる。
【０６１５】
　特徴Ｈ７．前記スピーカ装置は、前記始動操作手段の側方に設けられていることを特徴
とする特徴Ｈ１乃至Ｈ６のいずれか１に記載の遊技機。
【０６１６】
　特徴Ｈ７によれば、始動操作手段を操作している遊技者の手に音圧を付与することが可
能となる。
【０６１７】
　特徴Ｈ８．前記始動操作手段が操作された場合に抽選処理を実行する抽選手段（ＣＰＵ
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４３におけるステップＳ１４の処理を実行する機能）と、
　当該抽選手段の抽選結果に対応した絵柄が前記表示窓部を通じて視認可能な有効位置に
停止した場合に、遊技者に特典を付与する特典付与手段（ＣＰＵ４３におけるステップＳ
１７及びステップＳ１８の処理を実行する機能、ホッパ装置３２）と、
　前記抽選処理にて特定役に当選となった場合に、前記始動操作手段の側方に設けられた
スピーカ装置から所定の音を出力させる音出力制御手段（ＣＰＵ４３におけるステップＳ
１５の処理を実行する機能、表示制御装置２４５）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ｈ７に記載の遊技機。
【０６１８】
　特徴Ｈ８によれば、抽選処理にて特定役に当選したことを、始動操作手段を操作してい
る遊技者の手に音圧を付与することにより報知することが可能となる。
【０６１９】
　特徴Ｈ９．前記操作領域には、遊技者が遊技媒体を賭けるための賭け用手段（投入用部
材３６１）を備え、
　当該賭け用手段を利用して所定数の遊技媒体が賭けられて前記始動操作手段が操作され
たことに基づいて前記周回体の周回が開始される構成であり、
　前記スピーカ装置は、前記賭け用手段の下方に設けられていることを特徴とする特徴Ｈ
１乃至Ｈ８のいずれか１に記載の遊技機。
【０６２０】
　特徴Ｈ９によれば、賭け用手段を利用して遊技媒体の賭け操作を行っている遊技者の手
に音圧を付与することが可能となる。
【０６２１】
　特徴Ｈ１０．前記始動操作手段が操作された場合に抽選処理を実行する抽選手段（ＣＰ
Ｕ４３におけるステップＳ１４の処理を実行する機能）と、
　当該抽選手段の抽選結果に対応した絵柄が前記表示窓部を通じて視認可能な有効位置に
停止した場合に、遊技者に特典を付与する特典付与手段（ＣＰＵ４３におけるステップＳ
１７及びステップＳ１８の処理を実行する機能、ホッパ装置３２）と、
を備え、
　前記抽選手段の抽選役には、当選となった遊技回において対応する絵柄が前記有効位置
に停止しなかったとしてもその当選となった状態が次回の遊技回に持ち越される特定役（
ビッグボーナス役、レギュラーボーナス役）が含まれており、
　前記特定役に当選となった状態が持ち越された状態で前記賭け用手段にて遊技媒体が賭
けられた場合に、前記賭け用手段の下方に設けられたスピーカ装置から所定の音を出力さ
せる音出力制御手段（ＣＰＵ４３におけるステップＳ１２の処理を実行する機能、表示制
御装置２４５）を備えていることを特徴とする特徴Ｈ９に記載の遊技機。
【０６２２】
　特徴Ｈ１０によれば、抽選処理にて特定役に当選したことを、賭け用手段を利用して遊
技媒体の賭け操作を行っている遊技者の手に音圧を付与することにより報知することが可
能となる。
【０６２３】
　上記特徴Ｈ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０６２４】
　遊技機の一種であるスロットマシンは、リール装置や主制御装置が搭載される筐体と、
当該筐体の前面側において開閉可能に取り付けられた前面扉とを備えている。前面扉には
、リールの外周面に付された図柄を遊技機前方から視認可能とする表示窓部と、メダル投
入装置、スタートレバー及びストップボタンなどが搭載された操作領域と、機種情報やキ
ャラクタなどが示された装飾パネル部と、メダルを貯留する受け皿とが、上方からこの順
で設けられている。
【０６２５】
　遊技に際しては、遊技回毎に、遊技者によりメダル投入（又はベット操作）や始動操作
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が行われることでリールが回転を開始し、遊技者により停止操作が行われることでリール
が回転を停止する。そして、その停止後において表示窓部を通じて視認される停止図柄に
応じて遊技者に特典が付与される。
【０６２６】
　上記のようなスロットマシンは遊技の状況に応じた各種演出が行われるが、その演出の
一種としてスピーカ装置を利用した音による演出が行われている。例えば、当該スピーカ
装置を前面扉の上側の隅角に設ける構成が知られている。
【０６２７】
　ここで、上記のような従来の遊技機ではスピーカ装置による演出効果が十分に発揮され
ているとは言えず、未だ改良の余地がある。
【０６２８】
　＜特徴Ｉ群＞
　特徴Ｉ１．遊技機前面部（前面扉２１）に設けられた表示窓部（表示窓部２７）を通じ
て絵柄の変動表示を視認可能とさせる絵柄表示手段（リール１２２Ｌ～１２２Ｒ）と、
　前記表示窓部の下方において当該表示窓部よりも遊技機前方に膨出させた膨出領域（操
作領域２４）に設けられ、前記絵柄の変動表示を開始させる場合に操作される始動操作装
置（スタートレバー装置３０１）、及び当該絵柄の変動表示を停止させる場合に操作され
る停止操作装置（ストップ装置３２１）を含む複数の装置と、
を備え、
　前記複数の装置のうち所定の複数の装置は操作ユニットベース（操作ユニットベース２
９１）に搭載されていることにより操作ユニット（操作ユニット２７３）として設けられ
ており、
　当該操作ユニットは前面ベース（下扉ベース２８１）に固定されており、
　前記操作ユニットを前記前面ベースから取り外すためには、前記複数の装置のうち特定
の装置（投入用部材３６１）の取り外し操作を要する構成であることを特徴とする遊技機
。
【０６２９】
　特徴Ｉ１によれば、所定の複数の装置が操作ユニットベースに搭載されているため、操
作ユニットを着脱することにより、これら複数の装置をまとめて着脱することが可能とな
る。また、これら複数の装置のうち所望の装置を着脱したい場合には、操作ユニットを取
り外し状態で当該着脱作業を行うことで、遊技機前面部の背面側から膨出領域内に手を差
し込んで着脱作業を行う場合よりも作業性が向上する。
【０６３０】
　この場合に、操作ユニットを前面ベースから取り外すためには、複数の装置のうち特定
の装置の取り外し操作を行う必要があるため、不正に操作ユニットを取り外す場合の作業
を手間取らせることが可能となり、当該不正行為の発見の容易化が図られる。さらにまた
、特定の装置を利用する構成であるため、構成の簡素化を図りつつ、当該不正抑制効果を
奏することが可能となる。
【０６３１】
　特徴Ｉ２．前記前面ベースは、前記操作ユニットの取り外し方向を当該前面ベースに対
して前方向に規制する方向規制手段（嵌合突起２７１ａ）を備え、
　前記特定の装置は、前記操作ユニットベースに対して縦方向に挿入されており、その挿
入された領域が前記前面ベース側の所定部位（固定受け部３７４）に対して後方から対向
していることを特徴とする特徴Ｉ１に記載の遊技機。
【０６３２】
　特徴Ｉ２によれば、特定の装置を操作ユニットベースに対して縦方向に挿入することで
、操作ユニットの不正な取り外しを行いづらくすることが可能となる。
【０６３３】
　特徴Ｉ３．前記特定の装置は、前記前面ベースの背面側から前記所定部位に対して着脱
可能な固定具（ネジ３７５）を利用して固定されており、
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　当該固定具を取り外すことにより前記操作ユニットベースからの抜き取りが可能となる
ことを特徴とする特徴Ｉ２に記載の遊技機。
【０６３４】
　特徴Ｉ３によれば、特定の装置の不正な取り外しを行いづらくしながら、当該特定の装
置の正規な取り外しは行い易くすることが可能となる。
【０６３５】
　特徴Ｉ４．前記特定の装置は、前記操作ユニットベースの上面部（上面部２９１ｂ）で
あって当該上面部の後寄りの位置に搭載されていることを特徴とする特徴Ｉ１乃至Ｉ３の
いずれか１に記載の遊技機。
【０６３６】
　特徴Ｉ４によれば、複数の装置のうち、操作ユニットベースの上面部であって当該上面
部の後寄りの位置に搭載されている特定の装置であれば、他の装置よりも操作ユニットの
取り外しを規制するための前面ベース側との間の係合関係を生じさせ易くなる。
【０６３７】
　特徴Ｉ５．前記始動操作装置が操作された場合に抽選処理を実行する抽選手段（ＣＰＵ
４３におけるステップＳ１４の処理を実行する機能）と、
　当該抽選手段の抽選結果に応じた絵柄が前記表示窓部を通じて視認可能な有効位置に停
止した場合に、遊技者に特典を付与する特典付与手段（ＣＰＵ４３におけるステップＳ１
７及びステップＳ１８の処理を実行する機能、ホッパ装置３２）と、
を備え、
　前記特定の装置は、前記始動操作装置ではないことを特徴とする特徴Ｉ１乃至Ｉ４のい
ずれか１に記載の遊技機。
【０６３８】
　始動操作装置の操作は抽選処理の契機となるため、当該始動操作装置は不正取り外し等
の対象となり得ると考えられる。この場合に、特徴Ｉ５によれば、操作ユニットの取り外
しに際して先に取り外しを要する特定の装置は始動操作装置以外の装置であるため、始動
操作装置の不正な取り外し等を行いづらくさせながら、既に説明したような優れた効果を
奏することが可能となる。
【０６３９】
　特徴Ｉ６．前記操作ユニットにより前記膨出領域の全体が形成されていることを特徴と
する特徴Ｉ１乃至Ｉ５のいずれか１に記載の遊技機。
【０６４０】
　特徴Ｉ６によれば、膨出領域を好適に形成することが可能となる。
【０６４１】
　特徴Ｉ７．前記操作ユニットベースは、前方に膨出させて形成されているとともに、後
方に向けて内部空間（収容空間２９２）を開放させて形成されており、
　前記操作ユニットベースにおける後方に向けた開口部の少なくとも一部を塞ぐように、
前記前面ベースの閉塞用壁部（搭載領域２８４）が存在していることを特徴とする特徴Ｉ
１乃至Ｉ６のいずれか１に記載の遊技機。
【０６４２】
　特徴Ｉ７によれば、操作ユニットベースの内部空間への不正なアクセスを行いづらくさ
せることが可能となる。
【０６４３】
　特徴Ｉ８．前記閉塞用壁部には、前記遊技機前面部の背面側から、前記操作ユニットベ
ースに搭載された複数の装置のうち所定の装置（スタートレバー装置３０１）を視認可能
とさせる開口部（露出用開口部２８５）が形成されていることを特徴とする特徴Ｉ７に記
載の遊技機。
【０６４４】
　特徴Ｉ８によれば、操作ユニットベースの内部空間への不正なアクセスを行いづらくし
た構成において、所定の装置に対して異常が生じていないか否かの確認の容易化が図られ
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る。
【０６４５】
　特徴Ｉ９．前記始動操作装置が操作された場合に抽選処理を実行する抽選手段（ＣＰＵ
４３におけるステップＳ１４の処理を実行する機能）と、
　当該抽選手段の抽選結果に応じた絵柄が前記表示窓部を通じて視認可能な有効位置に停
止した場合に、遊技者に特典を付与する特典付与手段（ＣＰＵ４３におけるステップＳ１
７及びステップＳ１８の処理を実行する機能、ホッパ装置３２）と、
を備え、
　前記所定の装置は前記始動操作装置であることを特徴とする特徴Ｉ８に記載の遊技機。
【０６４６】
　始動操作装置の操作は抽選処理の契機となるため、当該始動操作装置は不正取り外し等
の対象となり得ると考えられる。この場合に、特徴Ｉ９によれば、始動操作装置に対して
不正が施されていないか否かの確認の容易化が図られる。
【０６４７】
　特徴Ｉ１０．前記特定の装置は、遊技媒体を受け入れる受入手段であることを特徴とす
る特徴Ｉ１乃至Ｉ９のいずれか１に記載の遊技機。
【０６４８】
　特徴Ｉ１０によれば、受入手段を利用して操作ユニットの取り外しを規制することが可
能となる。
【０６４９】
　特徴Ｉ１１．前記前面ベースの背面側には、前記受入手段にて受け入れられた遊技媒体
が導入される導入手段（セレクタ３７１）を備えており、
　前記受入手段において前記操作ユニットベース内に挿入された領域は、前記導入手段に
固定されていることを特徴とする特徴Ｉ１０に記載の遊技機。
【０６５０】
　特徴Ｉ１１によれば、受入手段と導入手段との間の相対的な位置ズレを阻止する構成を
利用して、操作ユニットの不正な取り外しを行いづらくさせることが可能となる。
【０６５１】
　上記特徴Ｉ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０６５２】
　遊技機の一種であるスロットマシンは、リール装置や主制御装置が搭載される筐体と、
当該筐体の前面側において開閉可能に取り付けられた前面扉とを備えている。前面扉には
、リールの外周面に付された図柄を遊技機前方から視認可能とする表示窓部が形成されて
おり、さらにメダル投入装置、スタートレバー、ストップボタン、ベットボタンなどの各
種操作用装置が搭載されている。
【０６５３】
　遊技に際しては、遊技回毎に、遊技者によりメダル投入（又はベット操作）や始動操作
が行われることでリールが回転を開始し、遊技者により停止操作が行われることでリール
が回転を停止する。そして、その停止後において表示窓部を通じて視認される停止図柄に
応じて遊技者に特典が付与される。
【０６５４】
　上記のようなスロットマシンにおいて、上記各種操作用装置は、表示窓部の下方におい
て当該表示窓部よりも遊技機前方に膨出させた領域に設置されている。このような領域に
上記各種操作用装置を設置することで、表示窓部を通じた図柄の視認性を高めながら、各
種操作用装置の操作性を向上させることが可能となる。
【０６５５】
　ここで、例えばスタートレバーといった所定の操作用装置は不正の対象となることが想
定されるため、前面扉に対して裏面側から固定する必要が生じる。しかしながら、各種操
作用装置は上記のように膨出させた領域に設置されるため、当該設置作業が煩雑なものと
なってしまう。その一方、当該設置作業の容易化を図ることに伴って、各種操作用装置の
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不正な取り外しを容易に行えるようになってしまうことは好ましくない。
【０６５６】
　＜特徴Ｊ群＞
　特徴Ｊ１．遊技機前面部（前面扉２１）に設けられた表示窓部（表示窓部２７）を通じ
て絵柄の変動表示を視認可能とさせる絵柄表示手段（リール１２２Ｌ～１２２Ｒ）と、
　前記表示窓部の下方に設けられ、前記絵柄の変動表示を開始させる場合に操作される始
動操作装置（スタートレバー装置３０１）、及び当該絵柄の変動表示を停止させる場合に
操作される停止操作装置（ストップ装置３２１）を含む複数の装置が設けられた操作領域
（操作領域２４）と、
を備え、
　前記複数の装置のうち第１の装置（投入ボタン装置３１１）を前記操作領域に設置した
状態では、第２の装置（スタートレバー装置３０１）の取り外しが規制されることを特徴
とする遊技機。
【０６５７】
　特徴Ｊ１によれば、第２の装置を取り外すためには第１の装置を取り外す必要があるた
め、当該第２の装置を不正に取り外す場合の作業を手間取らせることが可能となり、当該
不正行為の発見の容易化が図られる。また、当該取り外し作業の煩雑化を、第１の装置を
利用して実現する構成であるため、構成の簡素化を図りつつ、当該不正抑制効果を奏する
ことが可能となる。
【０６５８】
　特徴Ｊ２．前記第１の装置と前記第２の装置とで、前記操作領域を形成する操作ベース
（操作ユニットベース２９１）に対する固定方法の種類が異なっていることを特徴とする
特徴Ｊ１に記載の遊技機。
【０６５９】
　特徴Ｊ２によれば、第１の装置を取り外す場合と第２の装置を取り外す場合とで異なる
取り外し作業を行う必要が生じるため、第２の装置を不正に取り外す場合の作業を手間取
らせることが可能となり、当該不正行為の発見の容易化が図られる。
【０６６０】
　特徴Ｊ３．前記第１の装置及び前記第２の装置のうち一方は、前記操作ベースの裏側に
一部が入り込むようにして設けられており、且つ当該入り込んだ領域に形成されたフック
部（投入用フック３１７）が前記操作ベースの裏面に係合されていることにより当該操作
ベースに固定されており、
　前記第１の装置及び前記第２の装置のうち他方は、着脱可能な固定具（ネジ３０８）を
利用して前記操作ベースに固定されていることを特徴とする特徴Ｊ２に記載の遊技機。
【０６６１】
　特徴Ｊ３によれば、第１の装置及び第２の装置のうち一方を取り外す場合にはフック部
による係合状態を解除するための作業を行う必要があり、他方を取り外す場合には固定具
の取り外し作業を行う必要があるため、これら各装置の取り外し作業を大きく異ならせる
ことが可能となる。これにより、第２の装置を不正に取り外す場合の作業を手間取らせる
ことが可能となり、当該不正行為の発見の容易化が図られる。
【０６６２】
　特徴Ｊ４．前記第１の装置が前記フック部を利用して前記操作ベースに固定されている
ことを特徴とする特徴Ｊ３に記載の遊技機。
【０６６３】
　特徴Ｊ４によれば、フック部による係合状態を解除するための作業と、固定具の取り外
し作業とでは、前者の作業の方が煩雑なものとなる。この場合に、第１の装置の取り外し
に際して前者の作業を要するようにすることで、第２の装置の不正な取り外し作業が煩雑
なものであるという印象を与えることが可能となり、当該不正行為を行おうとすることを
抑制することが可能となる。
【０６６４】



(92) JP 2020-182867 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

　特徴Ｊ５．前記操作ベースは、前方に膨出させて形成されているとともに、後方に向け
て内部空間（収容空間２９２）を開放させて形成されており、
　前記操作ベースにおける後方に向けた開口部の一部を塞ぐように閉塞用壁部（搭載領域
２８４）が存在しており、
　当該閉塞用壁部には、前記遊技機前面部の背面側から、前記操作ベースに搭載された前
記第２の装置を視認可能とさせる開口部（露出用開口部２８５）が形成されていることを
特徴とする特徴Ｊ１乃至Ｊ４のいずれか１に記載の遊技機。
【０６６５】
　特徴Ｊ５によれば、閉塞用壁部が設けられていることにより操作ベースの内部空間への
不正なアクセスを行いづらくした構成において、第２の装置に対して異常が発生していな
いか否かの確認の容易化が図られる。また、このように確認の容易化を図ったとしても、
上記特徴Ｊ１の構成を備えていることにより、第２の装置を不正に取り外すためには、第
１の装置を取り外す必要があるため、当該第２の装置が不正に取り外されてしまうことは
抑制可能である。
【０６６６】
　特徴Ｊ６．前記第２の装置は、前記始動操作装置であることを特徴とする特徴Ｊ１乃至
Ｊ５のいずれか１に記載の遊技機。
【０６６７】
　特徴Ｊ６によれば、始動操作装置が不正に取り外されてしまうことを抑制することが可
能となる。
【０６６８】
　上記特徴Ｊ群の発明は、以下の課題に対して効果的である。
【０６６９】
　遊技機の一種であるスロットマシンは、リール装置や主制御装置が搭載される筐体と、
当該筐体の前面側において開閉可能に取り付けられた前面扉とを備えている。前面扉には
、リールの外周面に付された図柄を遊技機前方から視認可能とする表示窓部が形成されて
おり、さらにメダル投入装置、スタートレバー、ストップボタン、ベットボタンなどの各
種操作用装置が搭載されている。
【０６７０】
　遊技に際しては、遊技回毎に、遊技者によりメダル投入（又はベット操作）や始動操作
が行われることでリールが回転を開始し、遊技者により停止操作が行われることでリール
が回転を停止する。そして、その停止後において表示窓部を通じて視認される停止図柄に
応じて遊技者に特典が付与される。
【０６７１】
　上記のようなスロットマシンにおいて、上記各種操作用装置は、表示窓部の下方におい
て当該表示窓部よりも遊技機前方に膨出させた領域に設置されている。このような領域に
上記各種操作用装置を設置することで、表示窓部を通じた図柄の視認性を高めながら、各
種操作用装置の操作性を向上させることが可能となる。
【０６７２】
　ここで、上記操作用装置は不正の対象となることが想定されるため、不正な取り外しを
阻止する必要がある。しかしながら、当該不正な取り外しを阻止するために、部材点数を
増加させるのは、部材管理やコストの面から好ましくない。
【０６７３】
　以下に、以上の各特徴を適用し得る遊技機の基本構成を示す。
【０６７４】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段と、その操作手段の操作に基づいて遊技球
を発射する遊技球発射手段と、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通過部を遊
技球が通過した場合に遊技者に特典を付与する遊技機。
【０６７５】
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　スロットマシン等の回胴式遊技機：始動操作手段の操作に基づき周回体の回転を開始さ
せ、停止操作手段の操作に基づき周回体の回転を停止させ、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。
【符号の説明】
【０６７６】
　１０…スロットマシン、１１…筐体、１３…背板部、１５…右側板部、１８…施錠受け
部材、１９…施錠受け板部、２１…前面扉、２２…扉側支持部材、２３…施錠装置、２４
…操作領域、２６…装飾パネル部、２７…表示窓部、３２…ホッパ装置、４１…主制御装
置、４２…主制御基板、４３…ＣＰＵ、４４…ＲＯＭ、４６…基板ボックス、４８…結合
構造、５１…支持ユニット、６３…背板、６５…右側板、６７…金属層、７１…配線孔、
７３…金属側配線孔、７６…幅狭領域、７７…幅広領域、８１…持ち手部、８２…持ち手
孔、８４…金属側持ち手孔、８６…中間領域、８８…内側開口、９１…持ち手部材、９３
…フランジ部、１０１…リールユニット、１０２…装着ベース体、１０４…中継基板ユニ
ット、１１５…天井部、１２２Ｌ～１２２Ｒ…リール、１５１…上側固定構造、１５２ａ
…延出箇所、１５３…固定用フック、１６１…下側固定構造、１６３…固定用フック、１
６５ａ…突起、１７１…フック受け孔、１８１…フック受け孔、１８２…受け面、１９１
…前面ベースユニット、２０１…窓パネル部、２０７…上パネル部、２０８…下パネル部
、２１１…枠状ベース、２１２…報知用発光基板、２１３…演出用発光基板、２２３…下
側枠部、２３３…周縁側発光基板、２４２…表示装置、２４５…表示制御装置、２５２…
可動物ユニット、２６２ａ～２６２ｃ…コネクタ部、２６３ｂ…中継側コネクタ部、２８
４…搭載領域、３０１…スタートレバー装置、３２１…ストップ装置、３５２…スピーカ
装置、３５６…スピーカ用孔部、３５７…収容空間、３８１…精算ボタン、３８２…収容
空間、３８３…区画壁、３９１…収容空間、３９２…下側壁部、３９３…上側壁部、４０
１…基枠、４０４…基端側起立壁部、４１１…キーシリンダ、４４１…解錠連動杆、４４
２…施錠ユニット、４４３…鉤金具、４４４…規制金具、４５２…鉤溝部、４５３…鉤部
、４６３…規制部。
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