
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表示状態が変化可能な可変表示装置における表示結果を導出表示させ、該可変表示装置の
表示結果が予め定められた特定の表示態様となった場合に所定の有価価値を遊技者に付与
する等の遊技制御を司る制御装置が実装された制御基板が、開放可能な収納ケースにより
収納された状態で に設けられたスロットマシンであって、
前記収納ケース

るように構成されており、
固着手段による 固着後における 開放
、及び からの取り外しの際

を伴うようになっている
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本体
の一端側には、該収納ケースを開放不能に固着するとともに前記本体に対

して取り外し不能に取り付けるために用いられる第１の封止部と、該収納ケースのメーカ
ーから店舗への輸送時及び店舗からメーカーへの輸送時に該収納ケースを開放不能に固着
するために用いられる第２の封止部と、が並設され、更に前記収納ケースの他端側には、
前記本体に設けられた取付部材に対して係脱可能な係止部が設けられており、
前記収納ケースは、前記本体への取付け時に前記係止部を前記取付部材に係止させた状態
で前記第１の封止部と前記本体に設けられた固定部とを固着手段により固着し、メーカー
から店舗への輸送時及び店舗からメーカーへの輸送時に前記第２の封止部を固着手段によ
り固着す

前記第１の封止部と前記固定部との 前記収納ケースの
前記収納ケースの前記本体 、前記固着された第１の封止部の破

壊 とともに、固着手段による前記第２の封止部の固着後における
前記収納ケースの開放の際、該固着された第２の封止部の破壊を伴うようになっているこ
とを特徴とするスロットマシン。



【請求項２】

【請求項３】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、スロットマシン遊技機に係わり、特に遊技機の遊技制御を司る制御基板に関わ
る不正行為の防止処理が施されたスロットマシンに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種のスロットマシンは、一般的に前面が開放自在な筐体により構成されており
、この筐体の内部には、各種装置の動作や、所定の有価価値を有する遊技媒体としてのコ
インの払出し等、遊技に関わる制御を司る制御装置（ＣＰＵ）等が実装された制御基板が
設けられている。
【０００３】
近年においては、このように遊技に関わる制御を司る制御装置が実装される制御基板に不
正な処理が施されたり、不正な改造が施された制御装置にすり替えられたりすることによ
り、不当に利益を得るといった不正行為が多発している。
【０００４】
このような不正行為が多発すると、店側は多大な損失を被ることになるため、制御基板へ
の不正な処理を施しにくくするために、制御基板を収納ケースにより覆い、この収納ケー
スを筐体に対して取り付けるようにしている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、店側において制御基板のメンテナンス等が必要となる場合があることから
、このような収納ケースは開放可能な構成とすることが多いが、これを容易に開放出来る
構成にすると、筐体に取り付けられた状態で開放され、不正な処理を施される恐れがある
。また、この収納ケースが筐体に対して容易に着脱出来る状態で取り付けられていると、
制御基板が内蔵された収納ケースごとすり替えられてしまうことがあった。
【０００６】
そして、収納ケースを開放することで不正な処理を施すために収納ケースが一旦開放され
たとしても、元通りに近い状態で閉塞されていたり、収納ケースごとすり替えるために筐
体から取り外されたとしても、元通りに近い状態で取り付けられてしまうと、収納ケース
が開閉されたことや、制御基板がすり替えられたことを外観上で判別することは非常に困
難であり、店側は不正な処理が施された可能性があることが発見しにくく、長期にわたっ
て不正行為が繰り返される危険性があった。
【０００７】
本発明は、このような問題点に着目してなされたものであり、制御基板への不正な処理や
、制御基板ごとのすり替えを困難とするとともに、不正が行われた可能性をあることが容
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前記第２の封止部は、メーカーから店舗への輸送時に用いられる出荷用の第２の封止部と
、店舗からメーカーへの輸送時に用いられる返品用の第２の封止部と、からなり、
前記出荷用の第２の封止部及び返品用の第２の封止部は、一方が前記収納ケースの一端側
の最上部に設けられ、他方が前記収納ケースの一端側の最下部に設けられている請求項１
に記載のスロットマシン。

前記収納ケースは、上部ケースと下部ケースとからなり、
前記第１の封止部と前記第２の封止部は、ともに前記上部ケースから外方に張り出す封止
片からなり、
前記第１の封止部を構成する前記封止片の下方には、前記本体に設けられた前記固定部が
位置するように構成され、前記第２の封止部を構成する前記封止片の下方には、前記下部
ケースから外方に張り出す封止片が位置するように構成されている請求項１または２に記
載のスロットマシン。



易に判別出来るようにしたスロットマシンを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明のスロットマシンは、表示状態が変化可能な可変表示
装置における表示結果を導出表示させ、該可変表示装置の表示結果が予め定められた特定
の表示態様となった場合に所定の有価価値を遊技者に付与する等の遊技制御を司る制御装
置が実装された制御基板が、開放可能な収納ケースにより収納された状態で に設けら
れたスロットマシンであって、
前記収納ケース

るように構成されており、
固着手段による 固着後における 開放
、及び からの取り外しの際

を伴うようになっている
こ

とを特徴としている。
この特徴によれば、制御基板が収納ケースにより覆われた状態で に固着されることに
より、制御装置等への不正を困難とすることが出来るとともに、固着手段により収納ケー
スが開放不能に、 に取り外し不能に取り付けられると、収納ケースを開放したり

から取り外す際には、 機械的な変形を伴うことにより
痕跡が確実に残ることになるため、不正が行われた可能性があることが外部から直ちに発
見出来るようになり、不正行為を効果的に抑制出来ることになる。

【０００９】
本発明のスロットマシンは、

ことが好
ましい。
【００１０】
本発明のスロットマシンは、

ことが好ましい。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。まず図１には、本発明が適
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本体

の一端側には、該収納ケースを開放不能に固着するとともに前記本体に対
して取り外し不能に取り付けるために用いられる第１の封止部と、該収納ケースのメーカ
ーから店舗への輸送時及び店舗からメーカーへの輸送時に該収納ケースを開放不能に固着
するために用いられる第２の封止部と、が並設され、更に前記収納ケースの他端側には、
前記本体に設けられた取付部材に対して係脱可能な係止部が設けられており、
前記収納ケースは、前記本体への取付け時に前記係止部を前記取付部材に係止させた状態
で前記第１の封止部と前記本体に設けられた固定部とを固着手段により固着し、メーカー
から店舗への輸送時及び店舗からメーカーへの輸送時に前記第２の封止部を固着手段によ
り固着す

前記第１の封止部と前記固定部との 前記収納ケースの
前記収納ケースの前記本体 、前記固着された第１の封止部の破

壊 とともに、固着手段による前記第２の封止部の固着後における
前記収納ケースの開放の際、該固着された第２の封止部の破壊を伴うようになっている

本体

かつ本体
本体 収納ケースの一部が破壊されて

また、収納ケースの係
止部を係止させ、第１の封止部及び固定部を固着手段により固着するのみで、収納ケース
を筐体に対して取り外し不能に取り付け出来るため、取付けの作業性が向上する。また、
例えば、メーカーから店舗への出荷時や店舗からメーカーへの返品時等において収納ケー
スを開放不能な状態とすることができるので、スロットマシンの本体と収納ケースとを別
送する場合でも、制御基板を収納ケースに収納した状態で安全に輸送できる。

前記第２の封止部は、メーカーから店舗への輸送時に用いら
れる出荷用の第２の封止部と、店舗からメーカーへの輸送時に用いられる返品用の第２の
封止部と、からなり、
前記出荷用の第２の封止部及び返品用の第２の封止部は、一方が前記収納ケースの一端側
の最上部に設けられ、他方が前記収納ケースの一端側の最下部に設けられている

前記収納ケースは、上部ケースと下部ケースとからなり、
前記第１の封止部と前記第２の封止部は、ともに前記上部ケースから外方に張り出す封止
片からなり、
前記第１の封止部を構成する前記封止片の下方には、前記本体に設けられた前記固定部が
位置するように構成され、前記第２の封止部を構成する前記封止片の下方には、前記下部
ケースから外方に張り出す封止片が位置するように構成されている



用されたスロットマシン１の正面図が示されている。スロットマシン１の前面の所定箇所
には表示窓２が設けられており、この表示窓２の内側には、可変表示装置３（図２参照）
によって可変表示される図柄等の識別情報を遊技者に視認させるための左可変表示部５Ｌ
、中可変表示部５Ｃ、右可変表示部５Ｒが、それぞれに上下３段に図柄を可変表示可能に
構成されている。
【００１７】
遊技者が遊技を行なう場合には、まず有価価値の一例としてのコインをコイン投入口４か
ら投入するか、あるいは、所定数以上のコインの投入することにより蓄積され、クレジッ
ト表示器６に表示されたクレジットを使用することにより、ゲームにおける賭数を設定す
る。なお、クレジットを使用する場合はクレジット操作ボタン７を押圧操作することによ
り賭数が設定され、クレジット表示器６には賭数分が減算表示される。
【００１８】
コインが１枚以上投入されると、スタートランプ８が点灯され、スタートレバー９を押圧
操作可能であるスタート状態になった旨が示されるとともに、可変表示部５Ｌ、５Ｃ、５
Ｒにおける所定の有効ラインが投入されたコインの枚数（賭数）に応じて有効化され、有
効ライン表示ランプ１０が点灯してそのラインが有効である旨が遊技者に報知される。
【００１９】
スタートレバー９を押圧操作すれば、可変表示装置３により後述する各リールが回転する
ことによりゲームが開始され、各可変表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて複数種類の図柄が
可変表示される。そして遊技者が所望の停止ボタン１１Ｌ、１１Ｃ、１１Ｒを押圧操作す
れば、そのボタンに対応したリールが停止する。なお、１２Ｌ、１２Ｃ、１２Ｒはそれぞ
れ左操作有効ランプ、中操作有効ランプ、右操作有効ランプであり、それぞれに対応する
停止ボタン１１Ｌ、１１Ｃ、１１Ｒの押圧操作を有効に受付ける状態になった旨を点灯ま
たは点滅表示し、停止ボタン１１Ｌ、１１Ｃ、１１Ｒの押圧操作に対応して消灯する。停
止ボタン１１Ｌ、１１Ｃ、１１Ｒを押圧操作する順序は不定であり、遊技者が任意に選択
することができる。
【００２０】
そして、可変表示装置３の停止時、すなわち全てのリールが停止した状態において、各可
変表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける所定の有効ライン上に所定の図柄の組み合わせが停止
され、予め定められた特定の表示態様となった場合、その表示態様に応じて予め定められ
た大きさの有価価値の付与が可能な状態となり、例えば所定枚数のコインの払出しや、ク
レジットの加算がなされる。また、特に予め定められた特別の表示態様となった場合には
、コインの払出しが行なわれるとともに、通常のゲームよりも大きな利益が得られる、い
わゆるビッグボーナスゲームやレギュラーボーナスゲームが開始されるようになっている
。
【００２１】
また、１３はクレジットされた有価価値を遊技者に払い戻す場合に操作するための精算ボ
タンであり、この精算ボタン１３を押圧操作することにより、クレジット表示器６に表示
された枚数分のコインが遊技者に返却されるようになっている。１４はゲーム回数表示器
であり、後述するビッグボーナスゲームカウンタやボーナスゲームカウンタの値を表示し
、現在実行しているビッグボーナスゲームやボーナスゲームの回数を切替表示し得るよう
に構成されている。１５は払出数表示器であり、入賞が成立した場合に付与されるコイン
枚数を表示するためのものである。
【００２２】
次に本実施例におけるスロットマシン１の構造を図１、図２に基づいて説明する。スロッ
トマシン１の筐体は、前面が開口する箱状の本体部１ａと、本体部１ａの側端に回動自在
に枢支された前面パネル１ｂとからなり、施錠装置１６に所定のキーを挿入して時計回り
方向に回動操作することにより施錠が解除されて前面パネル１ｂが開成可能状態となる。
【００２３】
可変表示部５の周辺には遊技効果ランプ１７が複数設けられており、ビッグボーナスゲー
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ムやボーナスゲームの発生時に点灯または点滅表示される。また、１８はゲームオーバラ
ンプであり、スロットマシンが打止（ゲームオーバ）になったときに点灯または点滅表示
される。
【００２４】
本体部１ａ内略中央部には、シート部材からなる複数（本実施例では３個）のリール１９
Ｌ、１９Ｃ、１９Ｒを有する可変表示装置３が設けられている。それぞれのリール１９Ｌ
、１９Ｃ、１９Ｒは、各々に対応して設けられたステッピングモータからなるリール駆動
モータ２０Ｌ、２０Ｃ、２０Ｒにより、それぞれ独立して回転、停止するように構成され
ている。各リール１９Ｌ、１９Ｃ、１９Ｒの外周には、複数種類のシンボルからなる識別
情報が描かれており、これらシンボルが可変表示領域を構成する各可変表示窓５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒにおいて可変表示されるように構成されている。２１Ｌ、２１Ｃ、２１Ｒは各リー
ルの基準位置を検出するリール位置検出センサであり、このリール位置検出センサ２１Ｌ
、２１Ｃ、２１Ｒにより所定のシンボルの停止位置を導出出来るようになっている。
【００２５】
可変表示装置３の下方には、コイン投入口４より投入されたコインを貯留するコイン貯留
タンク２２が、本体部１ａを構成する下板上面に固設された案内レール２３を介して前方
に引き出し可能に配設されている。コイン貯留タンク２２の下方部分にはコイン払出モー
タ２４が設けられており、このコイン払出モータ２４が回転することにより、コイン貯留
タンク２２内のコインがコイン払出口２５から前面パネル１ｂの前面下部に設けられたコ
イン貯留皿２６内に排出される。排出されたコインは、コイン払出口２５の近傍に設けら
れる払出しコインセンサ２７により検出され、所定枚数の払出コインが検出された時点で
コイン払出モータ２４が停止制御される。
【００２６】
コイン貯留タンク２２の側部には、前面に入賞確率を変更可能とする確率設定スイッチ２
８、電源スイッチ２９、ビッグボーナスゲームの終了時や遊技中にエラーが生じた場合等
において再びゲームを続行可能な状態にリセットするためのリセットスイッチ３０等が配
設された電源ユニット３１が配設されている。これら各スイッチは、遊技場の管理者等が
所持する特定のキーを電源ユニット３１の前面上部に設けられたキー差込口３２に挿入し
て所定のキー操作を行なうことで操作可能となるように構成されている。
【００２７】
本体部１ａにおける可変表示装置３の上部には、前述したような各種装置の制御を行う制
御装置（図示略）が実装された制御基板４０が内蔵された収納ケースが、後述する方法に
て取り付けられている。
【００２８】
なお、制御基板４０は、詳しくは、スロットマシン１の各種動作を制御する機能を有して
おり、その中には、特に詳細な図示はしないが制御動作を所定の手順で実行することので
きるＣＰＵや、ＣＰＵの動作プログラムを格納するＲＯＭ、必要なデータの書込みおよび
読出しができるＲＡＭや、遊技に関わる遊技制御、及び図示しない通信ケーブル等を介し
てホール内に設置される管理コンピュータとのデータ通信を行うための通信ユニット等が
設けられており、異常信号や遊技情報等の授受を管理コンピュータとの間で行うこと等が
出来るようになっている。
【００２９】
次に、本実施例における制御基板４０を収納するための収納ケース５０の構成を、以下図
面に基づいて説明する。
【００３０】
まず図３、図４に示されるように、収納ケース５０は、平面視で横長矩形状に形成される
制御基板４０よりも若干大寸に形成され、下面が開口する略箱形の上部ケース５１と、上
面が開口する略箱形の下部ケース５２とから構成されており、これら上部ケース５１及び
下部ケース５２は、それぞれ透明な樹脂材により成形されている。
【００３１】
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下部ケース５２の底板５２ａの上面四隅には支柱５３がそれぞれ突設されており、上部ケ
ース５１の開口と下部ケース５２の開口とを互いに付き合わせた時に、上部ケース５１の
下面四隅に形成された下向きの凹部５８が支柱５３の先端に嵌合され、上部ケース５１と
下部ケース５２との位置ずれが防止されるようになっている。
【００３２】
これら各支柱５３には、制御基板４０の四隅にそれぞれ形成される孔部５４が挿通される
ようになっているとともに、その外周所定高さ位置には、制御基板４０の下面における孔
部５４近傍を係止可能な段部５３ａが形成されており、制御基板４０を下部ケース５２に
おける所定高さ位置に支持出来るようになっている。また、下部ケース５２の側板５２ｂ
内面には、上下方向を向くリブ５５が複数形成されており、支柱５３の段部５３ａに四隅
が支持された制御基板４０の端縁部下面所定箇所がリブ５５の上端に支持されるようにな
っている。
【００３３】
下部ケース５２における短寸の側板５２ｃ、５２ｃ’における長手方向両端には、上面に
開口５７が形成された凸部材５６、５６’がそれぞれ外向きに突設されている。図３中左
側の凸部材５６の外側面には、後述する本体部１ａの取付部材に対して係止可能な係止ピ
ン５９が図中上下方向に向けてそれぞれ突設されている。また、図３中右側の凸部材５６
’の外側面には、後述する本体部１ａの取付部材に対して係脱自在な側面視略Ｕ字状をな
す係合片６０が図中右側に向けて突設されている。この係合片６０は弾性変形可能に構成
されているとともに、外面所定箇所には取付部材に係合する係合凸部６０ａが形成されて
いる。
【００３４】
また、側板５２ｃ、５２ｃ’それぞれにおける凸部材５６、５６及び凸部材５６’、５６
’の間には、特に図３及び図５に示されるように、上部ケース５１と下部ケース５２とを
開放不能な状態で固着する固着手段及び、後述するように本体部１ａに対して取り外し不
能に取り付けるための取付手段を兼ねるワンウェイネジ６１が、上下方向に貫通するよう
に螺入されるネジ孔６２が形成された複数（本実施例においては図中左右側にそれぞれ６
つずつ）の封止片６３と、ワンウェイネジ６１が、上下方向に貫通するように挿通される
貫通孔６４が形成された複数（本実施例においては図中左右側にそれぞれ６つずつ）の保
持片６５とが、それぞれ側板５２ｃ、５２ｃ’より外方に張り出すように交互に突設され
ている。
【００３５】
なお、このワンウェイネジ６１は従来公知のものが使用されており、特に詳細な図示はし
ないが、一方向のねじ込みしか出来ず、すなわち、一度ねじ込むと逆方向に回して取り外
すことが出来ない構成とされている。
【００３６】
上部ケース５１における短寸の側板５１ｃ、５１ｃ’における長手方向両端には、先端に
外向きの係止爪６６ａが形成された下向きＬ字形の係止片６６が形成されている。この係
止片６６は弾性変形可能に形成されており、図４に示されるように、上部ケース５１と下
部ケース５２とを、互いに開口を付き合わすように閉塞した際に、先端が弾性変形して開
口５７内に挿入され、係止爪６６ａが凸部材５６、５６’における開口５７縁部下面に係
止されるようになっている。この係止作用により、上部ケース５１及び下部ケース５２が
閉塞状態で保持される。
【００３７】
側板５１ｃ、５１ｃ’それぞれにおける係止片６６、６６間には、特に図３及び図５に示
されるように、ワンウェイネジ６１の頭部を収容可能な凹部６７及びネジ部を挿通可能と
する貫通孔６８が形成された封止片６９が、収納ケース５０の閉塞時において、各封止片
６３の上方に位置するように設けられている。また、これら複数の封止片６９の間には、
保持片６５の貫通孔６４の上方から挿通されたワンウェイネジ６１の上方への逸脱を規制
する規制片７０が、収納ケース５０の閉塞時において各保持片６５の上方に位置するとと
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もに、その下面が保持片６５の上面と離間するように設けられている。
【００３８】
また、上部ケース５１には、制御基板４０に実装されたコネクタ７１を挿通可能な開口部
７２が、図３中左右側における所定箇所に形成されており、収納ケース５０の閉塞時にお
いて、コネクタ７１の上端が上部ケース５１の上面よりも上方に突出されるようになって
いる。なお、これら上部ケース５１及び下部ケース５２には放熱用の複数の孔部７３が所
定箇所に形成されている。
【００３９】
次に、このように構成された収納ケース５０による制御基板４０の収納、及び本体部１ａ
への取付け方法を説明する。
【００４０】
ここで、本実施例においては、メーカーからの出荷時において、全ての保持片６５の貫通
孔６４にワンウェイネジ６１を挿通し、かつ、前述したように制御基板４０を下部ケース
５２に収納した状態で、例えば図３中の収納ケース５０における左側最上部及び右側最下
部の封止片６９、６３にワンウェイネジ６１が後述するように螺入され、上部ケース５１
及び下部ケース５２が開放不能に固着されているため、これらワンウェイネジ６１が螺入
された封止片６９、６３を切断して収納ケース５０を開放した状態にあるものとして以下
固着方法を説明する。
【００４１】
まず、後述するように、収納ケース５０の左右側所定箇所を１箇所ずつ固着するために必
要なワンウェイネジ６１を、上記切断された封止片６９、６３に隣接する保持片６５の貫
通孔６４から予め抜いておく。なお、図３中の収納ケース５０における右側最上部及び左
側最下部の保持片６５の貫通孔６４に挿通されたワンウェイネジ６１は、例えばメーカー
への返品時等において使用されるため、本体部１ａへの取付け固着時においてはこれ以外
の貫通孔６４に挿通されているワンウェイネジ６１を使用することとしている。
【００４２】
次に図４に示されるように、上部ケース５１及び下部ケース５２を、互いの開口を付き合
わせるようにして閉塞する。この閉塞時において、下部ケース５２に配設された制御基板
４０の上方に突出する各支柱５８の先端が各凹部５８内に嵌合されるとともに、各係止片
６６の先端が開口５７内に挿入されて開口５７の縁部に係止爪６６ａが弾性的に係止され
ることで、上部ケース５１と下部ケース５２とが閉塞状態で保持される。なお、ここで係
止片６６を変形させて係止爪６６ａと開口５７の縁部との係止を解除すれば、収納ケース
５０を再度開放することが出来る。
【００４３】
この状態において、封止片６３のネジ孔６２と封止片６９の貫通孔６８とが合致されると
ともに、保持片６５に保持されたワンウェイネジ６１の上方に規制片７０が位置し、その
逸脱が規制される。
【００４４】
そして図４及び図５中における上部ケース５１の左側の所定の封止片６９（ここではワン
ウェイネジ６１を挿通しなかった保持片６５に対応する封止片）の上方よりワンウェイネ
ジ６１を貫通孔６８に挿通し、ネジ孔６２に螺入する。
【００４５】
本体部１ａの背面板７４上部には、図６及び図７（ａ）、（ｂ）に示されるように、収納
ケース５０を取り付けるための取付部材７５、７６がそれぞれ固着されており、これら取
付部材７５、７６に収納ケース５０を取付け出来るようになっている。
【００４６】
取付部材７５は、図７（ａ）に示されるように、収納ケース５０の係止ピン５９を挿通可
能な略Ｌ字状の切欠溝７７が前端部に形成された取付片７５ａを有するとともに、その基
板７５ｂが背面板７４の前面にリベット７８を介して取り外し不能に固着されている。
【００４７】
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取付部材７６は、図７（ｂ）に示されるように、収納ケース５０の係止片６６の係止爪６
６ａが係合可能な係合穴７９が上下に形成された上下方向を向く取付片７６ａを有すると
ともに、その基板７６ｂが背面板７４の前面にリベット７８を介して取り外し不能に固着
されている。また、基板７６ｂには、図７（ｂ）及び図８に示されるように、収納ケース
５０の取付け時において、各封止片６３のネジ孔６２と合致するネジ孔８０が設けられた
略Ｌ字状の固定片８１が形成されて複数形成されている。
【００４８】
なお、前述したように、図３中の収納ケース５０の左右側における最上部及び最下部の封
止片６９、６３は、上部ケース５１と下部ケース５２との閉塞にのみ使用されるように設
定されているため、固定片８１は、収納ケース５０の右側における最上部及び最下部の封
止片６９、６３を除く中央よりの４つの封止片６９、６３に対応する分のみ設けられてい
る。
【００４９】
このように背面板７４に固着された取付部材７５、７６を介して収納ケース５０を固着す
るには、図６に示されるように、まず上下の係止ピン５９を切欠溝７７内に前方から差し
込んだ後、この係止ピン５９を中心に収納ケース５０における図中右側を回動させるよう
にして取付部材７５に押し込む。すると係止片６６の係止爪６６ａが係合穴７９に弾性係
合され、収納ケース５０が取付部材７５、７６により取付け状態で保持される。
【００５０】
この状態において、特に図８に示されるように、取付部材７６の各固定片８１の上面と各
封止片６３の下面とが当接され、互いのネジ孔６２とネジ孔８０とが合致された状態とな
るため、図６に示されるように、本体部１ａの前方より、収納ケース５０の右側の所定の
封止片６９（ここではワンウェイネジ６１を挿通しなかった保持片６５に対応する封止片
）の上方よりワンウェイネジ６１を貫通孔６８に挿通し、ネジ孔６２を介してネジ孔８０
に螺入する。
【００５１】
このように、固着手段を兼ねる取付手段としてのワンウェイネジ６１が貫通孔６８を挿通
してネジ孔６２に螺入されることにより、上部ケース５１と下部ケース５２とが閉塞状態
で開放不能に固着されるとともに、さらにワンウェイネジ６１がネジ孔８０まで螺入され
ることにより、本体部１ａに固着された取付部材７６に対して取り外し不能に取付けられ
ることになる。そしてこの状態において、収納ケース５０の左側は、係止ピン５９が略Ｌ
字状の切欠溝７７の奥方まで挿通され、切欠溝７７からの逸脱が不能となるので、収納ケ
ース５０は、開放不能に、かつ、取付部材７５、７６を介して本体部１ａの背面板７４に
対して取り外し不能に固着されることになる。
【００５２】
この状態にて収納ケース５０を開放しようとする場合や、収納ケース５０を取付部材７５
、７６から取り外そうとする場合、ワンウェイネジ６１を取り外すことは困難であるため
、これらワンウェイネジ６１の螺入された封止片６９及び６３を切り離して切断する等、
破壊するなどしない限り取り外すことは困難であるため、不正行為を効果的に抑制出来る
ばかりか、仮に取り外された場合にあっても、封止片６９、６３等が切り離されるなどし
て破壊等による機械的変形を伴う構成とされていることからその痕跡が確実に残るため、
不正行為が行われた可能性があることが外観上から容易に判断することが可能となる。
【００５３】
また、本実施例においては、収納ケース５０の一端側を、固着手段としてのワンウェイネ
ジ６１にて開放不能に固着した状態で取付部材７５に係止し、この状態で他端側を取付手
段としての１本のワンウェイネジ６１にて開放不能に、かつ、取付部材７６の固定片８１
に取り外し不能な状態で取り付ければ、収納ケース５０が本体部１ａから取り外し不能と
なるため、ワンウェイネジ６１により複数箇所を取り付けることなく、簡単な作業で取付
けを行える。
【００５４】
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また、収納ケース５０を開放不能な状態で固着する固着手段と、本体部１ａに対して収納
ケース５０を取り外し不能に取り付ける取付手段とが、同一のワンウェイネジ６１にて構
成されているため、収納ケースの閉塞、及び本体部１ａへの取付けを容易に行うことが出
来るばかりか、収納ケース５０が、ワンウェイネジ６１による本体部１ａへの取付け同時
に開放不能に固着されるように構成されているため、作業性が向上する。
【００５５】
また、収納ケース５０には、固着手段にて上部ケース５１と下部ケース５２とを開放不能
に固着するための封止片６９、６３が、それぞれ両側に複数ずつ設けられているため、メ
ンテナンス時等、収納ケース５０の開放や本体部１ａからの取り外しが必要になった場合
においても、再度収納ケース５０を開放不能に、かつ本体部１ａに対して取り外し不能に
固着することが出来る。
【００５６】
また、本実施例のように、固着手段としてのワンウェイネジ６１によるによる収納ケース
５０の閉塞が、該収納ケース５０の両端部における略中央部を挟んで互いに対向する箇所
（例えば図３中左側の最上部から１つ下の封止片６９と、図３中右側の最下部から１つ上
の封止片６９）にて行われることが好ましい。このようにすれば、固着手段としてのワン
ウェイネジ６１により閉塞された状態の収納ケース５０を開放しようとした際に隙間が開
きにくい状態とすることが出来る。
【００５７】
さらに、これら封止片６３、６９は、上部ケース５１及び下部ケース５２の側方より突出
するように形成されていることから、取り外しや開放を必要とする際に制御基板４０を覆
う重要な部位を破壊することなく、封止片６９、６３を切り離すようにして取り外しや開
放を行えるため、収納ケース５０を繰り返し使用することが可能となる。
【００５８】
また、このような固着手段や取付手段は、特に上記したようなワンウェイネジ６１を用い
た固着方法に限らず種々に変形可能であり、例えば図９（ａ）（ｂ）に示されるような従
来公知のブラインドリベット等を用いてもよい。このリベット９０はアルミニウム製で、
内部には貫通路９１が形成されており、この貫通路９１内には引きピン９２が挿通可能と
されている。引きピン９２の一端部には、貫通路９１の内径よりも大径の拡径部９２ａが
形成されているとともに、この拡径部９２ａの基部には貫通路９１の内径よりも小径の折
曲部９２ｂが形成されている。
【００５９】
そして図９（ａ）の状態から所定の工具を使用して引きピン９２を図９（ｂ）中矢印方向
に引くと、引き込まれた拡径部９２ａがリベット９０下端部に係止され、リベット９０の
端部が変形される。さらに引き込まれた拡径部９２ａの移動が貫通路９１における下部位
置にて規制された時点で、リベット９０の変形した端部とリベット９０の頭部とにより封
止片６９と封止片６３とが挟持された状態となり、さらに引きピン９２を強く引っ張るこ
とにより、折曲部９２ｂから先端部が折れて分離し、取り外し不能な状態に固着されるこ
とになる。
【００６０】
このような固着手段によるリベット９０を用いた方法にあっても、前記ワンウェイネジ６
１を用いた固着と同様の作用、効果を得ることが出来る。
【００６１】
前記各実施例における各要素は、本発明に対して以下のように対応している。
【００６２】
本発明の請求項１は、表示状態が変化可能な可変表示装置（３）における表示結果を導出
表示させ、該可変表示装置（３）の表示結果が予め定められた特定の表示態様となった場
合に所定の有価価値を遊技者に付与する等の遊技制御を司る制御装置が実装された制御基
板（４０）が、開放可能な収納ケース（５０）により収納された状態で筐体（本体部１ａ
）内に設けられたスロットマシン（１）であって、固着手段（ワンウェイネジ６１、リベ
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ット９０）により開放不能に固着出来るとともに、取付手段（ワンウェイネジ６１、リベ
ット９０）により前記筐体の所定箇所に対して取り外し不能に取付け出来るように構成さ
れており、前記固着手段（ワンウェイネジ６１、リベット９０）による固着後における開
放、及び前記取付手段（ワンウェイネジ６１、リベット９０）による取付け後における筐
体からの取り外しの際に、その少なくとも一部が外部から認識可能な機械的変形を伴うよ
うになっている。
【００６３】
本発明の請求項２は、前記取付手段（ワンウェイネジ６１、リベット９０）による収納ケ
ース（５０）の筐体（本体部１ａ）への取付けにより、前記収納ケース（５０）が開放不
能に固着されるようになっている。
【００６４】
本発明の請求項３は、前記固着手段（ワンウェイネジ６１、リベット９０）による収納ケ
ース（５０）の閉塞、及び前記取付手段（ワンウェイネジ６１、リベット９０）による筐
体（本体部１ａ）への取付けが複数回行えるようになっている。
【００６５】
本発明の請求項４は、前記固着手段（ワンウェイネジ６１、リベット９０）による収納ケ
ースの閉塞、及び前記取付手段（ワンウェイネジ６１、リベット９０）による収納ケース
（５０）の筐体（本体部１ａ）への取付けのうち、少なくとも最初と最後が前記固着手段
（ワンウェイネジ６１、リベット９０）による収納ケース（５０）の閉塞のみである。
【００６６】
本発明の請求項５は、少なくとも前記固着手段（ワンウェイネジ６１、リベット９０）に
よる収納ケース（５０）の閉塞が、該収納ケース（５０）の両端部における略中央部を挟
んで互いに対向する箇所にて行われている。
【００６７】
本発明の請求項６は、前記収納ケース（５０）の一端側が前記固着手段（ワンウェイネジ
６１、リベット９０）により開放不能に固着されており、また、他端側が前記取付手段（
ワンウェイネジ６１、リベット９０）により開放不能に、かつ、筐体（本体部１ａ）の所
定箇所に取り外し不能に取付けられている。
【００６８】
本発明の請求項７は、前記収納ケース（５０）は、その一端側に前記筐体（本体部１ａ）
の所定箇所に形成された係止溝（切欠溝７７）に対して係脱可能な係止部（係止ピン５９
）を有しており、他端側を前記取付手段（ワンウェイネジ６１、リベット９０）により開
放不能に、かつ、筐体（本体部１ａ）の所定箇所に取り外し不能に取付けることで、前記
係止部（係止ピン５９）の前記係止溝（切欠溝７７）からの逸脱が不能となり、筐体（本
体部１ａ）からの取り外しが不可となるようになっている。
【００６９】
本発明の請求項８は、前記固着手段、及び前記取付手段が、一方向にのみ回動可能なネジ
（ワンウェイネジ６１）である。
【００７０】
以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限ら
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明
に含まれる。
【００７１】
例えば、上記実施例における収納ケース５０は、本体部１ａの上部所定箇所に固着されて
いたが、取付け箇所等は任意であり、例えば前面パネル１ｂの裏面所定箇所等に取り外し
不能に固着されてもよい。
【００７２】
また、上記実施例においては、１つのワンウェイネジ６１が、固定手段及び取付手段とし
ての機能を備えるようになっていたが、それぞれ別の部材により構成されていてもよい。
【００７３】
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【発明の効果】
本発明は以下の効果を奏する。
【００７４】
（ａ）請求項１項の発明によれば、制御基板が収納ケースにより覆われた状態で に固
着されることにより、制御装置等への不正を困難とすることが出来るとともに、固着手段
により収納ケースが開放不能に、 に取り外し不能に取り付けられると、収納ケー
スを開放したり から取り外す際には、 機械的な変形を
伴うことにより痕跡が確実に残ることになるため、不正が行われた可能性があることが外
部から直ちに発見出来るようになり、不正行為を効果的に抑制出来ることになる。

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の適用されたスロットマシンを示す正面図である。
【図２】図１のスロットマシンの筐体内部構造を示す正面図である。
【図３】収納ケースを示す正面図及び平面図である。
【図４】図３のＡ－Ａ断面図である。
【図５】上部ケースと下部ケースの固着手段による固着状態を示す断面図である。
【図６】収納ケースの筐体への取付け状態を示す図である。
【図７】（ａ）及び（ｂ）は、筐体に固着された収納ケースの取付部材を示す斜視図であ
る。
【図８】取付部材と収納ケースとの固着状態を示す断面図である。
【図９】固着手段及び取付手段の他の一例を示す断面図である。
【符号の説明】
１　　　　　　　スロットマシン
１ａ　　　　　　本体部
１ｂ　　　　　　前面パネル
２　　　　　　　表示窓
３　　　　　　　可変表示装置
４　　　　　　　コイン投入口
５　　　　　　　可変表示部
５Ｌ　　　　　　左可変表示部
５Ｃ　　　　　　中可変表示部
５Ｒ　　　　　　右可変表示部
６　　　　　　　クレジット表示器
７　　　　　　　クレジット操作ボタン
８　　　　　　　スタートランプ
９　　　　　　　スタートレバー
１０　　　　　　有効ライン表示ランプ
１１Ｌ　　　　　停止ボタン
１１Ｃ　　　　　停止ボタン
１１Ｒ　　　　　停止ボタン
１２Ｌ　　　　　左操作有効ランプ
１２Ｃ　　　　　中操作有効ランプ
１２Ｒ　　　　　右操作有効ランプ
１３　　　　　　精算ボタン
１４　　　　　　ゲーム回数表示器
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本体

かつ本体
本体 収納ケースの一部が破壊されて

また、
収納ケースの係止部を係止させ、第１の封止部及び固定部を固着手段により固着するのみ
で、収納ケースを筐体に対して取り外し不能に取り付け出来るため、取付けの作業性が向
上する。また、例えば、メーカーから店舗への出荷時や店舗からメーカーへの返品時等に
おいて収納ケースを開放不能な状態とすることができるので、スロットマシンの本体と収
納ケースとを別送する場合でも、制御基板を収納ケースに収納した状態で安全に輸送でき
る。



１５　　　　　　払出数表示器
１６　　　　　　施錠装置
１７　　　　　　遊技効果ランプ
１８　　　　　　ゲームオーバランプ
１９Ｌ　　　　　リール
１９Ｃ　　　　　リール
１９Ｒ　　　　　リール
２０Ｌ　　　　　リール駆動モータ
２０Ｃ　　　　　リール駆動モータ
２０Ｒ　　　　　リール駆動モータ
２１Ｌ　　　　　リール位置検出センサ
２１Ｃ　　　　　リール位置検出センサ
２１Ｒ　　　　　リール位置検出センサ
２２　　　　　　コイン貯留タンク
２３　　　　　　案内レール
２４　　　　　　コイン払出モータ
２５　　　　　　コイン払出口
２６　　　　　　コイン貯留皿
２７　　　　　　コインセンサ
２８　　　　　　確率設定スイッチ
２９　　　　　　電源スイッチ
３０　　　　　　リセットスイッチ
３１　　　　　　電源ユニット
３２　　　　　　キー差込口
４０　　　　　　制御基板
５０　　　　　　収納ケース
５１　　　　　　上部ケース
５１ａ　　　　　底板
５１ｃ、５１ｃ’側板
５２　　　　　　下部ケース
５２ａ　　　　　底板
５２ｃ、５２ｃ’側板
５３　　　　　　支柱
５３ａ　　　　　段部
５４　　　　　　孔部
５５　　　　　　リブ
５６、５６’　　凸部材
５７　　　　　　開口
５８　　　　　　凹部
５９　　　　　　係止ピン
６０　　　　　　係合片
６０ａ　　　　　係合凸部
６１　　　　　　ワンウェイネジ
６２　　　　　　ネジ孔
６３　　　　　　封止片
６４　　　　　　貫通孔
６５　　　　　　保持片
６６　　　　　　係止片
６６ａ　　　　　係止爪
６７　　　　　　凹部
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６８　　　　　　貫通孔
６９　　　　　　封止片
７０　　　　　　規制片
７１　　　　　　コネクタ
７２　　　　　　開口部
７３　　　　　　孔部
７４　　　　　　背面板
７５　　　　　　取付部材
７５ａ　　　　　取付片
７５ｂ　　　　　基板
７６　　　　　　取付部材
７６ａ　　　　　取付片
７６ｂ　　　　　基板
７７　　　　　　切欠溝
７８　　　　　　リベット
７９　　　　　　係合穴
８０　　　　　　ネジ孔
８１　　　　　　固定片
９０　　　　　　リベット
９１　　　　　　貫通路
９２　　　　　　ピン
９２ａ　　　　　拡径部
９２ｂ　　　　　折曲部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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