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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メダルを投入するための投入口と、該投入口から投入されたメダルを選別するためのメ
ダルセレクタと、を備えたスロットマシンであって、
　前記メダルセレクタは、
　前記メダルが転動しながら通過する転動通路が設けられる本体と、
　前記本体に固定され、一側面を接触させながら前記転動通路を通過するメダルを案内す
る転動メダル案内カバーと、
　前記転動通路から外れて脱落した脱落メダルを案内する脱落メダル案内カバーと、を備
えて構成され、
　前記脱落メダル案内カバーは、
　光透過性材質で構成されると共に、前記メダルが脱落可能な前記転動通路の高さよりも
高い位置で、且つ、前記転動メダル案内カバーの取付部を覆うことのない前記取付部より
も低い位置に、自身の上端が位置するように配置され、
　前記自身の上端側および下端側の少なくとも一方に前記転動通路側に向けて傾斜した傾
斜壁部を有すると共に、前記傾斜壁部および前記傾斜壁部以外の部分のそれぞれに凸状突
起部が設けられ、
　前記傾斜壁部は、
　前記転動通路を覆わない位置に形成されていることを特徴とする、
　スロットマシン。
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【請求項２】
　前記本体は、前記脱落メダル案内カバー側から見た形状が矩形状に構成され、
　前記凸状突起部は、前記本体の矩形状の外形線のいずれかに沿った直線状に形成されて
いることを特徴とする、
　請求項１に記載のスロットマシン。
【請求項３】
　前記凸状突起部は、前記本体の外形線に沿って垂直方向に伸びる直線状に形成されてい
ることを特徴とする、
　請求項２に記載のスロットマシン。
【請求項４】
　メダルが転動しながら通過する転動通路が設けられる本体と、
　前記本体に固定され、一側面を接触させながら前記転動通路を通過するメダルを案内す
る転動メダル案内カバーと、
　前記転動通路から外れて脱落した脱落メダルを案内する脱落メダル案内カバーと、を備
えるメダルセレクタであって、
　前記脱落メダル案内カバーは、
　光透過性材質で構成されると共に、前記メダルが脱落可能な前記転動通路の高さよりも
高い位置で、且つ、前記転動メダル案内カバーの取付部を覆うことのない前記取付部より
も低い位置に、自身の上端が位置するように配置され、
　前記自身の上端側および下端側の少なくとも一方に前記転動通路側に向けて傾斜した傾
斜壁部を有すると共に、前記傾斜壁部および前記傾斜壁部以外の部分のそれぞれに凸状突
起部が設けられ、
　前記傾斜壁部は、
　前記転動通路を覆わない位置に形成されていることを特徴とする、
　メダルセレクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メダル（硬貨、コイン）の通過を検出するメダルセレクタ、およびこのメダ
ルセレクタを備える回胴遊技機（スロットマシン）や弾球遊技機（パチンコ機）に代表さ
れる遊技台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スロットマシンに代表される遊技台には、メダル等の遊技媒体を投入する投入口
と共に、この投入口から投入されたメダルを選別するメダルセレクタが設けられている。
このメダルセレクタには、メダルが通過する通路と、この通路を通過するメダルを検出す
るメダル検出センサが設けられており、このメダル検出センサによりメダルを検出するこ
とでメダルの投入を受け付けるようになっている。
【０００３】
　また、このメダルセレクタは、投入されたメダルが不正なメダルである場合に不正メダ
ルをメダル受皿に返却（キャンセル）するための機構、および規定のクレジット数を超え
てメダルが投入された場合に超過メダルをメダル受皿に返却するための機構を備えている
。具体的には、メダルセレクタは、不正メダルおよび超過メダルを通路から脱落させて、
下方のメダル受皿へと誘導するキャンセルシュート内に落下させるように構成されている
。
【０００４】
　このようにして通路から脱落させたメダルは、予測不可能な動きをする場合がある。こ
のため、通路から脱落させたメダルがキャンセルシュート以外の部分に落下しないように
、メダルセレクタには脱落メダル案内カバーが設けられるのが一般的である。この場合、
脱落させたメダルを確実にキャンセルシュート内に落下させるためには、脱落メダル案内
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カバーをできるだけ大きくすることが有効である（例えば、特許文献１記載のコ形カバー
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２７５３８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、脱落メダル案内カバーを大きく構成した場合、脱落メダル案内カバーが
メダルセレクタを覆う（遮蔽する）範囲が広くなるため、外部から視認困難な部分（隠れ
た部分）が増加することとなる。このため、メダル検出センサを誤検出させる等の不正器
具が取付けられる可能性が高まると共に、取付けられた不正器具を発見することが困難に
なるという問題があった。
【０００７】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであって、不正器具が隠れ
た部分に取付けられる可能性を低減することが可能なメダルセレクタ、およびこのメダル
セレクタを備えるスロットマシンを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、メダルが転動しながら通過する転動通路が設けられる本体と、前記本体に固
定され、一側面を接触させながら前記転動通路を通過するメダルを案内する転動メダル案
内カバーと、前記転動通路から外れて脱落した脱落メダルを案内する脱落メダル案内カバ
ーと、を備えて構成されたメダルセレクタであって、前記脱落メダル案内カバーは、光透
過性材質で構成されると共に、前記メダルが脱落可能な前記転動通路の高さよりも高い位
置に自身の上端が位置するように配置されることを特徴とする、メダルセレクタである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係るメダルセレクタおよびスロットマシンによれば、不正器具が隠れた部分に
取付けられる可能性を低減することが可能という優れた効果を奏し得る。

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】スロットマシンの外観斜視図を示したものである。
【図２】前面扉を開けた状態のスロットマシンを示す正面図である。
【図３】制御部の回路ブロック図を示したものである。
【図４】メダルセレクタ周辺の配置を拡大して示した図である。
【図５】メダルセレクタの分解斜視図である。
【図６】（ａ）メダルセレクタの外観斜視図である。（ｂ）メダルセレクタの正面図であ
る。
【図７】（ａ）および（ｂ）脱落メダル案内カバーの高さの設定を示した図である。
【図８】（ａ）～（ｃ）脱落メダル案内カバーの傾斜壁部の設定を示した図である。
【図９】傾斜壁部を設けることによるその他の効果を示した図である。
【図１０】（ａ）および（ｂ）傾斜壁部を設けることによるその他の効果を示した図であ
る。
【図１１】傾斜壁部を設けることによるその他の効果を示した図である。
【図１２】（ａ）および（ｂ）脱落メダル案内カバーの上端をメダル通路の一部を構成す
る底部に沿って傾斜させた例を示した図である。
【図１３】脱落メダル案内カバーの内側面に凸状突起部を設けた例を示した図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を用いて、本発明の実施形態に係る遊技台（例えば、スロットマシン１００
等の回胴遊技機やパチンコ機等の弾球遊技機）について詳細に説明する。
【００１２】
　＜全体構成＞
　まず、図１および２を用いて、本実施例に係るスロットマシン１００の全体構成につい
て説明する。図１は、スロットマシン１００の外観斜視図を示したものである。
【００１３】
　図１に示すスロットマシン１００は、本体１０１と、本体１０１の正面に取付けられ、
本体１０１に対して開閉可能な前面扉１０２と、を備える。本体１０１の中央内部には（
図示省略）、外周面に複数種類の図柄が配置されたリールが３個（左リール１１０、中リ
ール１１１、右リール１１２）収納され、スロットマシン１００の内部で回転できるよう
に構成されている。これらのリール１１０乃至１１２はステッピングモータ等の駆動装置
により回転駆動される。
【００１４】
　本実施形態において、各図柄は帯状部材に等間隔で適当数印刷され、この帯状部材が所
定の円形筒状の枠材に貼り付けられて各リール１１０乃至１１２が構成されている。リー
ル１１０乃至１１２上の図柄は、遊技者から見ると、図柄表示窓１１３から縦方向に概ね
３つ表示され、合計９つの図柄が見えるようになっている。そして、各リール１１０乃至
１１２を回転させることにより、遊技者から見える図柄の組み合せが変動することとなる
。つまり、各リール１１０乃至１１２は複数種類の図柄の組合せを変動可能に表示する表
示装置として機能する。なお、このような表示装置としてはリール以外にも液晶表示装置
等の電子画像表示装置も採用できる。また、本実施形態では、３個のリールをスロットマ
シン１００の中央内部に備えているが、リールの数やリールの設置位置はこれに限定され
るものではない。
【００１５】
　各々のリール１１０乃至１１２の背面には、図柄表示窓１１３に表示される個々の図柄
を照明するためのバックライト（図示省略）が配置されている。バックライトは、各々の
図柄ごとに遮蔽されて個々の図柄を均等に照射できるようにすることが望ましい。なお、
スロットマシン１００内部において各々のリール１１０乃至１１２の近傍には、投光部と
受光部から成る光学式センサ（図示省略）が設けられており、この光学式センサの投光部
と受光部の間をリールに設けられた一定の長さの遮光片が通過するように構成されている
。このセンサの検出結果に基づいてリール上の図柄の回転方向の位置を判断し、目的とす
る図柄が入賞ライン上に表示されるようにリール１１０乃至１１２を停止させる。
【００１６】
　入賞ライン表示ランプ１２０は、有効となる入賞ライン１１４を示すランプである。有
効となる入賞ラインは、遊技媒体としてベットされたメダルの数によって予め定まってい
る。入賞ライン１１４は５ラインあり、例えば、メダルが１枚ベットされた場合、中段の
水平入賞ラインが有効となり、メダルが２枚ベットされた場合、上段水平入賞ラインと下
段水平入賞ラインが追加された３本が有効となり、メダルが３枚ベットされた場合、右下
り入賞ラインと右上り入賞ラインが追加された５ラインが入賞ラインとして有効になる。
なお、入賞ライン１１４の数については５ラインに限定されるものではなく、また、例え
ば、メダルが１枚ベットされた場合に、中段の水平入賞ライン、上段水平入賞ライン、下
段水平入賞ライン、右下り入賞ラインおよび右上り入賞ラインの５ラインを入賞ラインと
して有効としてもよい。
【００１７】
　告知ランプ１２３は、例えば、後述する内部抽選において特定の入賞役（具体的には、
ボーナス）に内部当選していること、または、ボーナス遊技中であることを遊技者に知ら
せるランプである。遊技メダル投入可能ランプ１２４は、遊技者が遊技メダルを投入可能
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であることを知らせるためのランプである。再遊技ランプ１２２は、前回の遊技において
入賞役の一つである再遊技に入賞した場合に、今回の遊技が再遊技可能であること（メダ
ルの投入が不要であること）を遊技者に知らせるランプである。リールパネルランプ１２
８は演出用のランプである。
【００１８】
　ベットボタン１３０乃至１３２は、スロットマシン１００に電子的に貯留されているメ
ダル（クレジットという）を所定の枚数分投入するためのボタンである。本実施形態にお
いては、ベットボタン１３０が押下される毎に１枚ずつ最大３枚まで投入され、ベットボ
タン１３１が押下されると２枚投入され、ベットボタン１３２が押下されると３枚投入さ
れるようになっている。以下、ベットボタン１３２はＭＡＸベットボタンとも言う。なお
、遊技メダル投入ランプ１２９は、投入されたメダル数に応じた数のランプを点灯させ、
規定枚数のメダルの投入があった場合、遊技の開始操作が可能な状態であることを知らせ
る遊技開始ランプ１２１が点灯する。
【００１９】
　メダル投入口１４１は、遊技を開始するに当たって遊技者がメダルを投入するための投
入口である。すなわち、メダルの投入は、ベットボタン１３０乃至１３２により電子的に
投入することもできるし、メダル投入口１４１から実際のメダルを投入（投入操作）する
こともでき、投入とは両者を含む意味である。貯留枚数表示器１２５は、スロットマシン
１００に電子的に貯留されているメダルの枚数を表示するための表示器である。遊技情報
表示器１２６は、各種の内部情報（例えば、ボーナス遊技中のメダル払出枚数）を数値で
表示するための表示器である。払出枚数表示器１２７は、何らかの入賞役に入賞した結果
、遊技者に払出されるメダルの枚数を表示するための表示器である。貯留枚数表示器１２
５、遊技情報表示器１２６、および、払出枚数表示器１２７は、７セグメント（ＳＥＧ）
表示器とした。
【００２０】
　スタートレバー１３５は、リール１１０乃至１１２の回転を開始させるためのレバー型
のスイッチである。即ち、メダル投入口１４１に所望するメダル枚数を投入するか、ベッ
トボタン１３０乃至１３２を操作して、スタートレバー１３５を操作すると、リール１１
０乃至１１２が回転を開始することとなる。スタートレバー１３５に対する操作を遊技の
開始操作と言う。
【００２１】
　ストップボタンユニット１３６には、ストップボタン１３７乃至１３９が設けられてい
る。ストップボタン１３７乃至１３９は、スタートレバー１３５の操作によって回転を開
始したリール１１０乃至１１２を個別に停止させるためのボタン型のスイッチであり、各
リール１１０乃至１１２に対応づけられている。以下、ストップボタン１３７乃至１３９
に対する操作を停止操作と言い、最初の停止操作を第１停止操作、次の停止操作を第２停
止操作、最後の停止操作を第３停止操作という。なお、各ストップボタン１３７乃至１３
９の内部に発光体を設けてもよく、ストップボタン１３７乃至１３９の操作が可能である
場合、該発光体を点灯させて遊技者に知らせることもできる。
【００２２】
　メダル返却ボタン１３３は、投入されたメダルが詰まった場合に押下してメダルを取り
除くためのボタンである。精算ボタン１３４は、スロットマシン１００に電子的に貯留さ
れたメダル、ベットされたメダルを精算し、メダル払出口１５５から排出するためのボタ
ンである。ドアキー孔１４０は、スロットマシン１００の前面扉１０２のロックを解除す
るためのキーを挿入する孔である。
【００２３】
　ストップボタンユニット１３６の下部には、機種名の表示と各種証紙の貼付とを行うタ
イトルパネル１６２が設けられている。タイトルパネル１６２の下部には、メダル払出口
１５５、音孔１５９およびメダルの受け皿１６１が設けられている。
【００２４】
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　音孔１５９は、スロットマシン１００内部に設けられているスピーカの音を外部に出力
するための孔である。前面扉１０２の左右各部に設けられたサイドランプ１４４は、遊技
を盛り上げるための装飾用のランプである。前面扉１０２の上部には演出装置１６０が配
設されており、演出装置１６０の上部には音孔１４３が設けられている。この演出装置１
６０は、水平方向に開閉自在な２枚の右シャッタ１６３ａ、左シャッタ１６３ｂからなる
シャッタ（遮蔽装置）１６３と、このシャッタ１６３の奥側に配設された液晶表示装置１
５７（図示省略、演出画像表示装置）を備えており、右シャッタ１６３ａ、左シャッタ１
６３ｂが液晶表示装置１５７の手前で水平方向外側に開くと液晶表示装置１５７（図示省
略）の表示画面がスロットマシン１００正面（遊技者側）に出現する構造となっている。
【００２５】
　なお、液晶表示装置でなくとも、種々の演出画像や種々の遊技情報を表示可能に構成さ
れていればよく、例えば、複数セグメントディスプレイ（７セグディスプレイ）、ドット
マトリクスディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、プラズマディスプレイ、リール（ドラ
ム）、或いは、プロジェクタとスクリーンとからなる表示装置等でもよい。また、表示画
面は、方形をなし、その全体を遊技者が視認可能に構成している。本実施形態の場合、表
示画面は長方形であるが、正方形でもよい。また、表示画面の周縁に不図示の装飾物を設
けて、表示画面の周縁の一部が該装飾物に隠れる結果、表示画面が異形に見えるようにす
ることもできる。表示画面は本実施形態の場合、平坦面であるが、曲面をなしていてもよ
い。
【００２６】
　図２は、前面扉１０２を開けた状態のスロットマシン１００を示す正面図である。本体
１０１は、上面板２６１、左側の側面板２６０、右側の側面板２６０、下面板２６４およ
び背面板２４２で囲われ、前面に開口する箱体である。本体１０１の内部には、背面板２
４２の上部に設けた通風口２４９と重ならない位置に、内部に主制御基板（後述する主制
御部３００）を収納した主制御基板収納ケース２１０が配置され、この主制御基板収納ケ
ース２１０の下方に、３つのリール１１０乃至１１２が配置されている。主制御基板収納
ケース２１０およびリール１１０乃至１１２の側方、即ち向って左側の側面板２６０には
、内部に副制御基板（後述する第１副制御部４００）を収納した副制御基板収納ケース２
２０が配設してある。また、向かって右側の側面板２６０には、主制御基板に接続されて
、スロットマシン１００の情報を外部装置に出力する外部集中端子板２４８が取り付けら
れている。
【００２７】
　そして、下面板２６４には、メダル払出装置１８０（バケット１８２に溜まったメダル
を払出す装置）が配設され、このメダル払出装置１８０の上方、即ちリール１１０乃至１
１２の下方には、電源基板を有する電源装置２５２が配設され、電源装置２５２正面には
電源スイッチ２４４を配設している。電源装置２５２は、スロットマシン１００に外部か
ら供給される交流電源を直流化し、所定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部
４００等の各制御部、各装置に供給する。さらには、外部からの電源が断たれた後も所定
の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電源
を供給するための蓄電回路（例えばコンデンサ）を備えている。
【００２８】
　メダル払出装置１８０の右側には、メダル補助収納庫２４０が配設してあり、この背後
にはオーバーフロー端子が配設されている（図示省略）。電源装置２５２には、電源コー
ド２６５を接続する電源コード接続部が設けられ、ここに接続された電源コード２６５が
、本体１０１の背面板２４２に開設した電源コード用穴２６２を通して外部に延出してい
る。
【００２９】
　前面扉１０２は、本体１０１の左側の側面板２６０にヒンジ装置２７６を介して蝶着さ
れ、図柄表示窓１１３の上部には、演出装置１６０、および、この演出装置１６０を制御
する演出制御基板（後述する第２副制御部５００、図示省略）、上部スピーカ２７２、を
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設けている。図柄表示窓１１３の下部には、投入されたメダルを選別するためのメダルセ
レクタ１７０、このメダルセレクタ１７０が不正なメダル等をメダル受皿１６１に落下さ
せる際にメダルが通過するキャンセルシュート２６６等を設けている。さらに、音孔１５
９に対応する位置には低音スピーカ２７７を設けている。また、メダルセレクタ１７０の
ヒンジ装置２７６の反対側の側方（図の左側）には、閉じた前面扉１０２をロック（施錠
）するための施錠部２８０を設けている。
【００３０】
　＜制御部＞
　次に、図３を用いて、スロットマシン１００の制御部の回路構成について詳細に説明す
る。なお、同図は、制御部の回路ブロック図を示したものである。
【００３１】
　スロットマシン１００の制御部は、大別すると、遊技の進行を制御する主制御部３００
と、主制御部３００が送信するコマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて
、主な演出の制御を行う第１副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマ
ンドに基づいて各種機器を制御する第２副制御部５００と、によって構成されている。
【００３２】
　＜主制御部＞
　まず、スロットマシン１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、
主制御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、この基本回路３０２には
、ＣＰＵ３０４と、制御プログラムデータ、入賞役の内部抽選時に用いる抽選データ、リ
ールの停止位置等を記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的にデータを記憶するためのＲ
ＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ３１０と、時間や回数等を
計測するためのカウンタタイマ３１２と、ＷＤＴ３１３を搭載している。なお、ＲＯＭ３
０６やＲＡＭ３０８については他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制
御部４００についても同様である。
【００３３】
　この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１４が出力する所定周期のクロッ
ク信号をシステムクロックとして入力して動作する。さらには、ＣＰＵ３０４は、電源が
投入されるとＲＯＭ３０６の所定エリアに格納された分周用のデータをカウンタタイマ３
１２に送信し、カウンタタイマ３１２は受信した分周用のデータを基に割り込み時間を決
定し、この割り込み時間ごとに割り込み要求をＣＰＵ３０４に送信する。ＣＰＵ３０４は
、この割込み要求を契機に各センサ等の監視や駆動パルスの送信を実行する。例えば、水
晶発振器３１４が出力するクロック信号を８ＭＨｚ、カウンタタイマ３１２の分周値を１
／２５６、ＲＯＭ３０６の分周用のデータを４７に設定した場合、割り込みの基準時間は
、２５６×４７÷８ＭＨｚ＝１．５０４ｍｓとなる。
【００３４】
　基本回路３０２は、０～６５５３５の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウン
タとして使用している乱数発生回路３１６と、電源が投入されると起動信号（リセット信
号）を出力する起動信号出力回路３３８を設けており、ＣＰＵ３０４は、この起動信号出
力回路３３８から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する（後述する主制御部メ
イン処理を開始する）。
【００３５】
　また、基本回路３０２には、センサ回路３２０を設けており、ＣＰＵ３０４は、割り込
み時間ごとに各種センサ３１８（ベットボタン１３０センサ、ベットボタン１３１センサ
、ベットボタン１３２センサ、メダル投入口１４１から投入されたメダルのメダル受付セ
ンサ、スタートレバー１３５センサ、ストップボタン１３７センサ、ストップボタン１３
８センサ、ストップボタン１３９センサ、精算ボタン１３４センサ、メダル払出装置１８
０から払い出されるメダルのメダル払出センサ、リール１１０のインデックスセンサ、リ
ール１１１のインデックスセンサ、リール１１２のインデックスセンサ、後述するメダル
検出センサ１７８および動作検出センサ１７９ｂ等）の状態を監視している。
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【００３６】
　なお、センサ回路３２０がスタートレバーセンサのＨレベルを検出した場合には、この
検出を示す信号を乱数発生回路３１６に出力する。この信号を受信した乱数発生回路３１
６は、そのタイミングにおける値をラッチし、抽選に使用する乱数値を格納するレジスタ
に記憶する。
【００３７】
　メダル受付センサは、メダル投入口１４１の内部通路に２個設置されており、メダルの
通過有無を検出する。スタートレバー１３５センサは、スタートレバー１３５内部に２個
設置されており、遊技者によるスタート操作を検出する。ストップボタン１３７センサ、
ストップボタン１３８センサ、および、ストップボタン１３９センサは、各々のストップ
ボタン１３７乃至１３９に設置されており、遊技者によるストップボタンの操作を検出す
る。
【００３８】
　ベットボタン１３０センサ、ベットボタン１３１センサ、および、ベットボタン１３２
センサは、メダル投入ボタン１３０乃至１３２のそれぞれに設置されており、ＲＡＭ３０
８に電子的に貯留されているメダルを遊技への投入メダルとして投入する場合の投入操作
を検出する。精算ボタン１３４センサは、精算ボタン１３４に設けられている。精算ボタ
ン１３４が一回押されると、電子的に貯留されているメダルを精算する。メダル払出セン
サは、メダル払出装置１８０が払い出すメダルを検出するためのセンサである。なお、以
上の各センサは、非接触式のセンサであっても接点式のセンサであってもよい。
【００３９】
　リール１１０のインデックスセンサ、リール１１１のインデックスセンサ、および、リ
ール１１２のインデックスセンサは、各リール１１０乃至１１２の取付台の所定位置に設
置されており、リールフレームに設けた遮光片が通過するたびにＬレベルになる。ＣＰＵ
３０４は、この信号を検出すると、リールが１回転したものと判断し、リールの回転位置
情報をゼロにリセットする。
【００４０】
　主制御部３００には、リール装置１１０乃至１１２に設けたステッピングモータを駆動
する駆動回路３２２を設けており、投入されたメダルを選別するメダルセレクタ１７０に
設けたソレノイド（後述するアクチュエータ１７７）を駆動する駆動回路３２４を設けて
おり、メダル払出装置１８０に設けたモータを駆動する駆動回路３２６を設けており、各
種ランプ３３８（入賞ライン表示ランプ１２０、告知ランプ１２３、遊技メダル投入可能
ランプ１２４、再遊技ランプ１２２、遊技メダル投入ランプ１２９は、遊技開始ランプ１
２１、貯留枚数表示器１２５、遊技情報表示器１２６、払出枚数表示器１２７）を駆動す
る駆動回路３２８をそれぞれ設けている。
【００４１】
　また、基本回路３０２には、情報出力回路３３４（外部集中端子板２４８）を接続して
おり、主制御部３００は、この情報出力回路３３４を介して、外部のホールコンピュータ
（図示省略）等が備える情報入力回路６５２にスロットマシン１００の遊技情報（例えば
、遊技状態）を出力する。
【００４２】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースを備えており、第１副制御部４００との通信を可能としている。なお、主制御部
３００と第１副制御部４００との情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１
副制御部４００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４
００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構成している。
【００４３】
　＜副制御部＞
　次に、スロットマシン１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４
００は、主制御部３００が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、
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この制御コマンドに基づいて第１副制御部４００の全体を制御する基本回路４０２を備え
ており、この基本回路４０２は、ＣＰＵ４０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡ
Ｍ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ４１０と、時間や回数等を計
測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。基本回路４０２のＣＰＵ４０４は、
水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して
動作し、第１副制御部４００の全体を制御するための制御プログラムおよびデータ、バッ
クライトの点灯パターンや各種表示器を制御するためのデータ等が記憶されたＲＯＭ４０
６が設けている。
【００４４】
　ＣＰＵ４０４は、所定のタイミングでデータバスを介してＲＯＭ４０６の所定エリアに
格納された分周用のデータをカウンタタイマ４１２に送信する。カウンタタイマ４１２は
、受信した分周用のデータを基に割り込み時間を決定し、この割り込み時間ごとに割り込
み要求をＣＰＵ４０４に送信する。ＣＰＵ４０４は、この割込み要求のタイミングをもと
に、各ＩＣや各回路を制御する。
【００４５】
　また、第１副制御部４００には、音源ＩＣ４１８を設けており、音源ＩＣ４１８に出力
インタフェースを介してスピーカ２７２、２７７を設けている。音源ＩＣ４１８は、ＣＰ
Ｕ４０４からの命令に応じてアンプおよびスピーカ２７２、２７７から出力する音声の制
御を行う。音源ＩＣ４１８には音声データが記憶されたＳ－ＲＯＭ（サウンドＲＯＭ）が
接続されており、このＲＯＭから取得した音声データをアンプで増幅させてスピーカ２７
２、２７７から出力する。
【００４６】
　また、第１副制御部４００には、駆動回路４２２が設けられ、駆動回路４２２に入出力
インタフェースを介して各種ランプ４２０（上部ランプ、下部ランプ、サイドランプ１４
４、タイトルパネル１６２ランプ、等）を設けている。
【００４７】
　また、ＣＰＵ４０４は、出力インタフェースを介して第２副制御部５００へ信号の送受
信を行う。スロットマシン１００の第２副制御部５００では、演出画像表示装置（液晶表
示装置）１５７や各種演出用駆動装置（演出装置）１６０の制御を行う。第２副制御部５
００は、例えば、液晶表示装置１５７の制御を行う制御部、各種演出用駆動装置１６０の
制御を行う制御部とするなど、複数の制御部で構成するようにしてもよい。
【００４８】
　＜メダルセレクタ＞
　次に、図４乃至６を用いて、メダルセレクタ１７０の詳細について説明する。
【００４９】
　まず、図４は、メダルセレクタ１７０周辺の配置を拡大して示した図である。なお、同
図は前面扉１０２を背面側から見た図であり、部材の図示を一部省略している。
【００５０】
　メダルセレクタ１７０は、前面扉１０２の背面においてメダル投入口１４１の下方に配
置されている。そして、メダル投入口１４１に投入されたメダルは、メダルセレクタ１７
０の上部に設けられた導入口１７０ａからメダルセレクタ１７０内に設けられたメダル通
路１７０ｂに進入するようになっている。メダル通路１７０ｂは図の右側に向けて低くな
るように形成されており、メダル投入口１４１から投入されたメダルは、このメダル通路
に沿って起立状態で転動し、メダルセレクタの側面に設けられた排出口１７０ｃから受付
シュート１７１へ排出される。受付シュート１７１は、排出されたメダルを誘導する樋状
の部材であり、メダルセレクタ１７０から排出されたメダルは、受付シュート１７１に誘
導されて払出装置１８０のバケット１８２内へ投入される。
【００５１】
　また、詳細は後述するが、メダルセレクタ１７０は、不正なメダル（例えば適正なメダ
ルよりも小径のメダル）や規定のクレジット数を超えて投入されたメダルが、メダル通路
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１７０ｂから外れて脱落し、下方に配置されたキャンセルシュート２６６内に落下するよ
うに構成されている。このため、メダルセレクタ１７０は、メダル通路１７０ｂから脱落
させたメダルを案内してキャンセルシュート２６６内に確実に進入させるための脱落メダ
ル案内カバー１７２を備えている。換言すれば、本実施形態では、メダルセレクタ１７０
に脱落メダル案内カバー１７２を備えることにより、脱落させたメダルをキャンセルシュ
ート２６６以外の部分、特に払出装置１８０のバケット１８２内に進入させないようにし
ている。
【００５２】
　キャンセルシュート２６６は、前面扉１０２の背面においてメダルセレクタ１７０の下
方に配置された中空状の部材であり、メダルセレクタ１７０から落下した不正なメダルを
メダル払出口１５５に誘導するための通路を構成している。キャンセルシュート２６６の
上部には、メダルセレクタ１７０に対向する上部開口部２６６ａが形成されており、メダ
ルセレクタ１７０のメダル通路１７０ｂから脱落したメダルは、この上部開口部２６６ａ
からキャンセルシュート２６６内に進入する。キャンセルシュート２６６内に進入した不
正なメダルは、そのままキャンセルシュート２６６に沿って落下し、メダル払出口１５５
からメダル受皿１６１に排出される。
【００５３】
　なお、キャンセルシュート２６６は、メダル払出装置１８０から払出されるメダルをメ
ダル払出口１５５に誘導する通路ともなっている。すなわち、キャンセルシュート２６６
の中間部やや下側には、メダル払出装置１８０に接続される下部開口部２６６ｂが形成さ
れており、メダル払出装置１８０から払出されるメダルは、この下部開口部２６６ｂから
キャンセルシュート２６６内に投入されるようになっている。払出されたメダルは、キャ
ンセルシュート２６６内を落下し、メダル払出口１５５からメダル受皿１６１に払出され
る。
【００５４】
　図５は、メダルセレクタ１７０の分解斜視図である。また、図６（ａ）は、メダルセレ
クタ１７０の外観斜視図であり、同図（ｂ）は、メダルセレクタ１７０の正面図である。
【００５５】
　メダルセレクタ１７０は、メダル投入口１４１から投入されたメダルが転動しながら通
過するメダル通路１７０ｂを形成すると共に、正規のメダルよりも小径のメダルをメダル
通路の一方側に脱落させることにより正規のメダルを選別し、正規のメダルの通過を検出
する。また、クレジットメダルが貯留枚数の上限に達した場合は正規メダルもメダル通路
の一方側に脱落させて遊技者に返還する。なお、以下の説明において、上流側、下流側と
はメダルが転動しながら流れる方向を基準とし、メダル投入口１４１側が上流側である。
【００５６】
　メダルセレクタ１７０は、セレクタベース１７３と、可動通路部材１７４と、ガイド部
材１７５と、転動メダル案内カバー１７６と、アクチュエータ１７７と、メダル検出セン
サ１７８と、可動部材１７９とを備えている。メダル投入口１４１に投入されたメダルは
、まず、セレクタベース１７３と転動メダル案内カバー１７６とにより形成される導入口
１７０ａからメダル通路１７０ｂに導入され、セレクタベース１７３の右側面に形成され
た排出口１７０ｃから排出される。
【００５７】
　セレクタベース１７３は、通路壁１７３ａを備えている。通路壁１７３ａは、メダル通
路１７０ｂを通過するメダルの側面と周面のうち、側面に面する通路壁の一方を形成する
。通路壁１７３ａには、メダル通路１７０ｂの幅方向に互いに離間し、メダルの通過方向
に延びる複数条のリブ１７３ａ１と、メダル通路１７０ｂの幅方向に互いに離間し、メダ
ルの通過方向に延びる複数のスリット１７３ａ２と、が形成されている。スリット１７３
ａ２はリブ１７３ａ１の間に形成されている。リブ１７３ａ１を設けたことにより、通過
するメダルの側面と接する面積が小さくなり、メダルをより円滑に移動させることができ
る。
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【００５８】
　通路壁１７３ａの下流側には、メダル通路１７０ｂの底部１７３ｂおよび当接部１７３
ｃが形成されている。底部１７３ｂにはメダルの周面が転動しながら接し、当接部１７３
ｃはメダルの側面に当接する。底部１７３ｂの一部は移動底部１７４ａにより形成されて
いる。移動底部１７４ａは可動通路部材１７４の一部であり、可動通路部材１７４の回動
により移動する。可動通路部材１７４は、アクチュエータ１７７により駆動されて、クレ
ジットメダルが上限枚数に達した場合にメダル検出センサ１７８への到達を阻止してメダ
ルの通過を妨げるメダルブロッカを構成している。具体的には、可動通路部材１７４は、
アクチュエータ１７７により駆動されて回動し、移動底部１７４ｂをセレクタベース１７
３の背面側に移動させることにより、メダルをメダル通路１７０ｂから脱落させる。アク
チュエータ１７７は、電磁ソレノイドを有するアクチュエータであり、ネジ１７７ａによ
りセレクタベース１７３の背面側に取り付けられている。
【００５９】
　当接部１７３ｃは、セレクタベース１７３の正面側に突出してメダルの流れ方向に形成
されており、後述するガイド部材１７５と共に正規のメダルの脱落を防止するスリットを
形成する。排出口１７０ｃは、底部１７３ｂの下流端に形成されており、メダルセレクタ
１７０を通過したメダルはこの排出口１７０ｃから排出され、受付シュート１７１（図示
省略）により、メダルを貯留するバケット１８２に導かれる。
【００６０】
　セレクタベース１７３の上部には、転動メダル案内カバー１７６を揺動自在に固定する
ための揺動軸１７３ｄと、揺動軸１７３ｄに固定された転動メダル案内カバー１７６をセ
レクタベース１７３に向けて付勢するねじりコイルバネ型の付勢部材１７３ｅが配置され
ている。また、セレクタベース１７３の左右側面の下側には脱落メダル案内カバー１７２
を固定するための挿入孔１７３ｆが形成され、右側の挿入孔１７３ｆの上方には係合孔１
７３ｇが形成されている。また、セレクタベース１７３の当接部１７３ｃの上方には、ガ
イド部材１７５を取付けるための取付孔１７３ｈが形成されている。
【００６１】
　メダル検出センサ１７８は、セレクタベース１７３に支持され、そのスリット１７８ａ
を通過するメダルの通過を検出する光センサ（フォトインタラプタ）であるが、光センサ
以外のセンサを利用可能である。本実施形態では、相対的に上流側、下流側にそれぞれメ
ダル検出センサ１７８が配置され、これら２個のメダル検出センサ１７８の検出結果に基
づいてメダルの正常投入を判定する。なお、コネクタ１７８ｂには電気配線が接続される
。
【００６２】
　転動メダル案内カバー１７６は、セレクタベース１７３の通路壁１７３ａに対向する通
路壁１７６ａを備えている。通路壁１７３ａおよび１７６ａによりメダル通路の厚み方向
に離間した通路壁が形成され、これらの間をメダルが通過する。通路壁１７６ａにも、メ
ダル通路の幅方向に互いに離間し、メダルの通過方向に延びる複数条のリブが形成されて
おり、メダルとの摩擦を低下させている。
【００６３】
　また、転動メダル案内カバー１７６は、メダル検出センサ１７８を覆うカバー部１７６
ｂを備えている。カバー部１７６ｂは、メダル検出センサ１７８の正面側を覆うと共に、
メダル検出センサ１７８の上面側を覆う天井部１７６ｂ１を備えている。この天井部１７
６ｂ１によりメダル検出センサ１７８のコネクタ１７８ｂが覆われるので、コネクタ１７
８ｂに対する不正器具の侵入等を防止することができる。
【００６４】
　転動メダル案内カバー１７６の上部には、転動メダル案内カバー１７６をセレクタベー
ス１７３に取付けるための取付部１７６ｃが設けられている。取付部１７６ｃは、揺動軸
１７３ｄの両端部に嵌合する２つの嵌合部１７６ｃ１と、付勢部材１７３ｅによる付勢力
を受ける受圧部１７６ｃ２から構成されている。付勢部材１７３ｅの腕部１７３ｅ１の先
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端部分を受圧部１７６ｃ２に当接させた状態で嵌合部１７６ｃ１に揺動軸１７３ｄに装着
することにより、転動メダル案内カバー１７６をセレクタベース１７３に取付けることが
できる。セレクタベース１７３に取付けられた状態において、転動メダル案内カバー１７
６は揺動軸１７３ｄ回りに揺動して開閉自在とされているが、付勢部材１７３ｅにより常
時閉方向に付勢されている。
【００６５】
　転動メダル案内カバー１７６の正面側には、つまみ部１７６ｄが形成されている。この
つまみ部１７６ｄを利用することで、転動メダル案内カバー１７６の開閉作業や、セレク
タベース１７３との着脱作業を容易化することができる。
【００６６】
　ガイド部材１７５は、例えば、金属製の板材を曲折して形成され、挿入部１７５ａと、
スリット形成部１７５ｂとを備えている。挿入部１７５ａには複数の係合部が形成されて
おり、挿入部１７５ａをセレクタベース１７３の取付孔１７３ｈに挿入して係合させるこ
とで、ガイド部材１７５がセレクタベース１７３に固定される。
【００６７】
　スリット形成部１７５ｂは、セレクタベース１７３の当接部１７３ｃと共に正規メダル
の上部が通過するスリットを形成する。このスリットは、正規メダルの上部の僅かな部分
のみが挿入されるように、底部１７３ｂから正規メダルの直径に応じた距離だけ離間した
位置に形成され、正規メダルよりも小径のメダルは挿入されない位置に形成される。
【００６８】
　したがって、小径メダルは、スリット形成部１７５ｂおよび当接部１７３ｃに支持され
ず、側方に傾倒してメダルセレクタ１７０（メダル通路１７０ｂ）から脱落することにな
り正規メダルと小径メダルとが選別される。正規メダルはスリット形成部１７５ｂと当接
部１７３ｃとに支持されることで、メダル検出センサ１７８に到達し、その通過が検出さ
れることとなる。
【００６９】
　可動部材１７９は、セレクタベース１７３の背面側に揺動自在に固定される。可動部材
１７９には、可動部材１７９を常時一方向に付勢するねじりコイルバネ型の付勢部材１７
９ａが取付けられている。また、可動部材１７９の近傍には、可動部材１７９の回動位置
を検出するための動作検出センサ１７９ｂが配置される。動作検出センサ１７９ｂは、可
動部材１７９に突設された被検出片１７９ｃがスリット内を通過するのを検出する透過型
の光センサ（フォトインタラプタ）である。
【００７０】
　可動部材１７９は、メダルの非通過時においては、付勢部材１７９ａの付勢により一部
がメダル通路１７０ｂ内に進入した状態となる。この状態では、被検出片１７９ｃは動作
検出センサ１７９ｂのスリット外に位置しており、その存在が動作検出センサ１７９ｂに
よって検出されない。
【００７１】
　一方、メダルの通過時においては、メダルの自重により付勢部材１７９ａの付勢力に抗
して可動部材１７９が回動し、メダル通路１７０ｂ内に突出していた部分がメダル通路内
から退避した状態になる。この状態では、被検出片１７９ｃは動作検出センサ１７９ｂの
スリット内に位置し、その存在が動作検出センサ１７９ｂによって検出される。動作検出
センサ１７９ｂが規定時間（例えば数十秒）継続して被検出片１７９ｃを検出している場
合、何らかの不正行為（メダルセレクタ１７０に異物を挿入している等）が行われている
として、エラー処理を実行するようにしてもよい。
【００７２】
　メダルが可動部材１７９上を通過する際、可動部材１７９からメダルに対して摩擦抵抗
が作用するので、メダルの減速効果が得られ、メダルが暴れながら移動することを防止で
きる。メダルが可動部材１７９上を通過し終えると、付勢部材１７９ａの付勢力により可
動部材１７９は一部がメダル通路１７０ｂ内に進入した状態に復帰し、メダルの逆移動を
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防止する。このため、メダルを吊り糸等で引き上げる不正行為を防止できる。
【００７３】
　脱落メダル案内カバー１７２は、セレクタベース１７３の正面側の下部に取付けられる
コの字状の部材である。本実施形態では、脱落メダル案内カバー１７２を透明な樹脂から
構成しており、メダルセレクタ１７０内部の視認性を阻害しないようにしている。すなわ
ち、メダルセレクタ１７０の脱落メダル案内カバー１７２によって遮蔽される部分を、脱
落メダル案内カバー１７２を取付けたままで外部から視認することができるようになって
いる。このようにすることで、例えば不正器具が脱落メダル案内カバー１７２によって遮
蔽される部分に取付けられた場合にも、外部から容易にこれを発見することができる。ま
た、容易に発見されないように不正器具を取付けることが困難になるため、不正器具が取
付けられる可能性を低くすることができる。
【００７４】
　脱落メダル案内カバー１７２の左右両側の下部には、脱落メダル案内カバー１７２をセ
レクタベース１７３に揺動自在に固定するための揺動ピン１７２ａが内側に向けて突設さ
れている。また、右側の揺動ピン１７２ａの上方には、係合ピン１７２ｂが外側に向けて
突設されている。脱落メダル案内カバー１７２は、セレクタベース１７３の挿入孔１７３
ｆに外側から揺動ピン１７２ａを挿入すると共に、セレクタベース１７３の係合孔１７３
ｇに内側から係合ピン１７２ｂを挿入して係合させることにより、セレクタベース１７３
に取付けられる。
【００７５】
　脱落メダル案内カバー１７２は、セレクタベース１７３に取付けた状態で、係合ピン１
７２ｂを内側に向けて押圧して係合を解除することにより、揺動ピン１７２ａ回りに回動
可能となる。すなわち、本実施形態では、セレクタベース１７３に取付けた状態のまま脱
落メダル案内カバー１７２を開くことが可能となっており、メダルセレクタ１７０のメン
テナンス性を向上させている。
【００７６】
　また、脱落メダル案内カバー１７２の下側部分には、セレクタベース１７３に向けて傾
斜した傾斜壁部１７２ｃが形成されている。この傾斜壁部１７２ｃは、脱落させたメダル
をメダルセレクタベース１７３側に誘導し、より確実にキャンセルシュート２６６内に落
下させるためのものである。なお、傾斜壁部１７２ｃは、上端１７２ｅ側に設けるように
してもよいし、上端１７２ｅ側および下端１７２ｄ側の両方に設けるようにしてもよい。
【００７７】
　＜脱落メダル案内カバー＞
　次に、図７乃至１１を用いて、脱落メダル案内カバー１７２の詳細について説明する。
【００７８】
　図７（ａ）および（ｂ）は、脱落メダル案内カバー１７２の高さの設定を示した図であ
る。上述のように、メダルセレクタ１７０は、投入されたメダルＭがメダル通路１７０ｂ
の通路壁１７６ａに覆われた部分から脱出して底部１７３ｂ上を転動する際に、ガイド部
材１７５のスリット形成部１７５ｂと当接部１７３ｃの間のスリットで支持しないことに
より、正規メダルよりも小径のメダルをメダル通路１７０ｂから脱落させる。また、可動
通路部材１７４を回動させることにより、規定のクレジット数以上投入されたメダルをメ
ダル通路１７０ｂから脱落させる。
【００７９】
　本実施形態では、同図（ａ）に示されるように、メダル通路１７０ｂの一部を構成する
底部１７３ｂにおいてこのようなメダルＭの脱落が可能となる部分の開始点である脱落開
始点１７３ｂ１の高さよりも高い位置に上端１７２ｅが位置するように、脱落メダル案内
カバー１７２の高さを設定してセレクタベース１７３に配置している。換言すれば、本実
施形態では、底部１７３ｂの脱落可能部分（脱落開始点１７３ｂ１よりも下流側の部分）
よりも高い位置に上端１７２ｅが位置するように脱落メダル案内カバー１７２を配置して
いる。
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【００８０】
　なお、本実施形態では、ガイド部材１７５および当接部１７３ｃを移動底部１７４ａよ
りもやや上流側に配置しているため、脱落開始点１７３ｂ１は小径メダルの脱落可能部分
の開始点となっている。すなわち、本実施形態では、小径メダルは、規定のクレジット数
を超過したメダルよりも上流側から脱落可能となっている。但し、これに限定されるもの
ではなく、規定のクレジット数を超過したメダルの方が上流側から脱落可能であってもよ
い。
【００８１】
　脱落メダル案内カバー１７２の高さは、具体的には、セレクタベース１７３に取付けた
状態において、脱落開始点１７３ｂ１から所定の距離Ａだけ上方に上端１７２ｅが位置す
る高さに設定されている。この所定の距離Ａは、特に限定されるものではないが、メンテ
ナンス性の点からは、上端１７２ｅが転動メダル案内カバー１７６の取付部１７６ｃの高
さを超えない距離であることが望ましい。すなわち、上端１７２ｅが図のＢの領域内に位
置し、脱落メダル案内カバー１７２が取付部１７６ｃを覆うことは望ましくなく、上端１
７２ｅは図のＣの領域内に位置していることが望ましい。
【００８２】
　例えば、転動メダル案内カバー１７６をセレクタベース１７３に取付ける場合、セレク
タベース１７３の背面と取付部１７６ｃの正面を親指と人差指で挟んで嵌合部１７６ｃ１
と揺動軸１７３ｄに嵌合させることとなるが、脱落メダル案内カバー１７２が取付部１７
６ｃを覆っているとこのような作業が非常に困難となる。従って、メンテナンス性を考慮
した場合、脱落メダル案内カバー１７２の高さは転動メダル案内カバー１７６の取付部１
７６ｃを覆わない高さであることが望ましい。このように設定することで、メダルセレク
タ１７０を構成する各種部品等の取付け、取外しを容易にし、メダルセレクタのメンテナ
ンス性を向上させることができる。
【００８３】
　なお、本実施形態では、脱落メダル案内カバー１７２の高さを、転動メダル案内カバー
１７６を開く際に転動メダル案内カバー１７６と脱落メダル案内カバー１７２が干渉しな
い（接触しない）高さに設定している。すなわち、本実施形態では、脱落メダル案内カバ
ー１７２を閉じた状態のまま、転動メダル案内カバー１７６を開くことが可能となってお
り、メダルセレクタ１７０の清掃等のメンテナンスをきわめて容易に行うことができるよ
うになっている。
【００８４】
　このように、上端１７２ｅの位置が脱落開始点１７３ｂ１の高さよりも高い位置となる
ように脱落メダル案内カバー１７２の高さを設定することで、同図（ｂ）に示されるよう
に、メダルＭがメダル通路１７０ｂから脱落する際に、例えばメダルＭが勢いよく傾倒し
たような場合であっても、メダルＭが脱落メダル案内カバー１７２を乗り越えて外側に落
下するような事態を効果的に防止することができる。すなわち、メダルＭがどのような状
態で脱落しても脱落メダル案内カバー１７２の内側にメダルＭを留めることが可能であり
、脱落させたメダルＭを確実にキャンセルシュート２６６内に落下させることができる。
【００８５】
　図８（ａ）～（ｃ）は、脱落メダル案内カバー１７２の傾斜壁部１７２ｃの設定を示し
た図である。同図（ａ）に示されるように、傾斜壁部１７２ｃは、脱落メダル案内カバー
１７２の上端１７２ｅと下端１７２ｄの中間よりもやや下側の位置から下端１７２ｄにか
けて形成されている。この傾斜壁部１７２ｃは、同図（ｂ）に示されるように、脱落メダ
ル案内カバー１７２の一部を所定の角度ａで曲折し、下端１７２ｄがキャンセルシュート
２６６の側壁２６６ｃよりも内側に位置するように構成されている。
【００８６】
　本実施形態では、このように脱落メダル案内カバー１７２に傾斜壁部１７２ｃを設ける
ことで、メダル通路１７０ｂから脱落させたメダルを暴れさせることなくスムーズにセレ
クタベース１７３側（全面扉１０２の背面側）に誘導することを可能としている。そして
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、脱落させたメダルをキャンセルシュート２６６の上部開口部２６６ａを確実に通過させ
、キャンセルシュート２６６内に落下させるようにしている。このようにすることで、例
えばメンテナンス性を向上させるためにメダルセレクタ１７０とキャンセルシュート２６
６の間に大きめの隙間を設けたような場合であっても、この隙間からメダルが外に飛び出
してしまうような事態を効果的に防止することができる。
【００８７】
　なお、本実施形態では、脱落メダル案内カバー１７２をセレクタベース１７３に取付け
た状態でメダル通路１７０ｂを覆わない位置に傾斜壁部１７２ｃを形成している。具体的
には、同図（ｃ）に示されるように、メダル通路１７０ｂのうちのメダルが脱落可能な領
域１７０ｂ１以外の領域１７０ｄ内において傾斜壁部１７２ｃを形成している。このよう
にすることで、傾斜壁部１７２ｃにおける光の反射や屈折等に影響されることなく、脱落
メダル案内カバー１７２の内側の領域１７０ｂ１を外部から視認することが可能となる。
これにより、領域１７０ｂ１における不正行為、例えば可動通路部材１７４やガイド部材
１７５、メダル検出センサ１７８等に対する不正行為を外部から容易に発見することがで
きる。
【００８８】
　図９、図１０（ａ）および（ｂ）ならびに図１１は、傾斜壁部１７２ｃを設けることに
よるその他の効果を示した図である。
【００８９】
　まず、図９に示されるように、脱落メダル案内カバー１７２に傾斜壁部１７２ｃを設け
た場合、傾斜壁部１７２ｃとその他の部分に跨って不正部品Ｘを取付けることが困難とな
る。すなわち、脱落メダル案内カバー１７２の内側に不正部品Ｘを取付ける場合に、傾斜
壁部１７２ｃとその他の部分に跨る位置では不正部品を確実に固定することが困難となる
ため、不正部品Ｘを取付ける位置が限定されることとなる。これにより、不正部品Ｘが取
付けられる可能性が高い位置をピンポイントで特定することが可能となり、不正部品Ｘを
容易に発見することができる。
【００９０】
　また、図１０（ａ）に示されるように、上端１７２ｅから吊下げる等して傾斜壁部１７
２ｃとその他の部分に跨る位置に不正部品Ｘが取付けられた場合には、不正部品Ｘを外部
から容易に発見することができる。すなわち、同図（ａ）に示されるように、脱落メダル
案内カバー１７２を略水平方向に見る視点１、およびやや上方から見る視点２のいずれに
おいても、同図（ｂ）に示されるように、同じように不正部品Ｘを視認することが可能と
なっている。このため、脱落メダル案内カバー１７２の内側に取付けられた不正部品Ｘを
、視点の違いによらず即座に発見することができる。
【００９１】
　図１１は、所定期間使用後の脱落メダル案内カバー１７２を示している。脱落メダル案
内カバー１７２には、脱落させたメダルが衝突するため、内側に多数の傷や汚れ（メダル
に付着していた手垢等）がつくこととなる。本実施形態では、脱落メダル案内カバー１７
２ｃを透明な樹脂から構成しているため、これらの傷や汚れは、脱落メダル案内カバー１
７２ｃをセレクタベース１７３に取付けた状態のまま、容易に外部から視認することがで
きる。従って、これらの傷や汚れのつき具合を、清掃等のメンテナンスの指標とすること
ができる。すなわち、本実施形態では、脱落メダル案内カバー１７２をいちいち取外さな
くとも、傷や汚れの状態を確認することが可能であり、これらの傷や汚れの程度に基づい
てメダルセレクタ１７０の状態を推認し、メダルセレクタ１７０のメンテナンスを行うべ
きか否かを判断することができる。
【００９２】
　なお、脱落させたメダルは傾斜壁部１７２ｃに衝突する可能性が高いため、このような
傷や汚れは主に傾斜壁部１７２ｃに集中することとなる。本実施形態では、傾斜壁部１７
２ｃをメダル通路１７０ｂを覆わない位置に形成しているため、傷や汚れが増えた状態で
もメダル通路１７０ｂの視認性が阻害されないようになっている。
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【００９３】
　＜脱落メダル案内カバーのその他の形態＞
　次に、図１２および１３を用いて、脱落メダル案内カバー１７２のその他の形態につい
て説明する。
【００９４】
　図１２（ａ）および（ｂ）は、脱落メダル案内カバー１７２の上端１７２ｅをメダル通
路１７０ｂの一部を構成する底部１７３ｂに沿って傾斜させた例を示した図である。この
例では、傾斜した底部１３ｂに対して一定の距離Ａだけ離れた位置に上端１７２ｅが位置
するように、脱落メダル案内カバー１７２を構成している。このように、脱落メダル案内
カバー１７２の上端１７２ｅをメダル通路１７０ｂの一部（底部１７３ｂ）に沿うように
傾斜させた場合にも、メダルが脱落メダル案内カバー１７２を乗り越えて外側に落下する
ような事態を効果的に防止することができる。すなわち、脱落メダル案内カバー１７２の
上端１７２ｅは、メダルが脱落可能な底部１７３ｂの対応する位置の高さよりも高い位置
に位置していれば、上記効果を奏することができる。
【００９５】
　このように、脱落メダル案内カバー１７２の上端１７２ｅを傾斜させることによりメダ
ルセレクタ１７０の開放された部分を増やすことが可能となるため、メダルの乗り越えを
効果的に防止しながらも、メダルセレクタ１７０のメンテナンス性を向上させることがで
きる。また、不正部品の取付可能な位置を少なくすることができる。
【００９６】
　図１３は、脱落メダル案内カバー１７２の内側面１７２ｆに凸状突起部１７２ｇを設け
た例を示した図である。この例では、傾斜壁部１７２ｃおよびそれ以外の部分にそれぞれ
１つずつ、三角形状断面の横長の凸状突起部１７２ｇを設けている。このように、内側面
１７２ｆに凸状突起部１７２ｇを設けることにより、傾斜壁部１７２ｃに加えてさらに不
正部品の取付けを困難にすることができる。
【００９７】
　なお、凸状突起部１７２ｇの形状は特に限定されるものではないが、不正部品の取付け
を発見しやすいという点からは、凸状突起１７２ｇは、メダルセレクタ１７０本体、すな
わちセレクタベース１７３の外形線に沿って直線状に形成することが望ましい。例えば、
凸状突起部１７２ｇの構成によっては、凸状突起部１７２ｇの形状に惑わされ、取付けら
れた不正部品の発見が困難となる可能性が生じる場合があるが、セレクタベース１７３の
外形線等の代表的な線に沿う直線状に構成することにより不正部品の発見を容易にするこ
とができる。
【００９８】
　この例では、セレクタベース１７３の正面視の外形状（脱落メダル案内カバー１７２側
から見た形状）が矩形状であることから、メダルセレクタの上下の外形線に沿った水平方
向に伸びる直線状に凸状突起部１７２ｇを形成しているが、メダルセレクタの左右の外形
線に沿った垂直方向に伸びる直線状に凸状突起部１７２ｇを形成するようにしてもよい。
また、メダルセレクタ１７０本体の外形状ではなく、脱落メダル案内カバー１７２の外形
線（例えば上端１７２ｅまたは下端１７２ｄ）に沿って凸状突起部１７２ｇを形成するよ
うにしてもよい。
【００９９】
　以上説明したように、本実施形態に係るスロットマシン１００が備えるメダルセレクタ
１７０は、メダルが転動しながら通過する転動通路（本実施形態では、メダル通路１７０
ｂ）が設けられる本体（本実施形態では、セレクタベース１７３）と、本体１７３に固定
され、一側面を接触させながら転動通路１７０ｂを通過するメダルを案内する転動メダル
案内カバー１７６と、転動通路１７０ｂから外れて脱落した脱落メダルを案内する脱落メ
ダル案内カバー１７２と、を備えて構成されたメダルセレクタであって、脱落メダル案内
カバー１７２は、光透過性材質で構成されると共に、メダルが脱落可能な転動通路１７０
ｂの高さ（すなわち、メダルが脱落可能な底部１７３ｂの高さ）よりも高い位置に自身の
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上端１７２ｅが位置するように配置されている。
【０１００】
　このように、脱落メダル案内カバー１７２を光透過性材質で構成することにより、外部
から容易に脱落メダル案内カバー１７２の内側を視認することができるため、取付けられ
た不正器具を容易に発見可能にすると共に、不正器具が隠蔽された状態で取付けられる可
能性を低減することができる。
【０１０１】
　また、脱落メダル案内カバー１７２の上端１７２ｅの位置をメダルが脱落可能な転動通
路１７０ｂの高さよりも高い位置にすることにより、脱落させたメダルをキャンセルシュ
ート２６６内に確実に案内し、遊技者に返還することができる。
【０１０２】
　すなわち、上記構成によれば、不正行為の防止と脱落メダルの確実な案内を両立させる
ことができる。さらに、脱落メダル案内カバー１７２を取付けた状態のままで、メダル通
路１７０ｂ等の状態を外部から確認することができるため、メダルセレクタ１７０のメン
テナンス性を向上させることができる。
【０１０３】
　なお、本実施形態では、脱落メダル案内カバー１７２はセレクタベース１７３に取付け
られるように構成されているが、これに限定されるものではなく、メダルセレクタカバー
１７２を、例えば全面扉１０２の背面やキャンセルシュート２６６等、その他の部材に取
付けるようにしてもよい。
【０１０４】
　また、脱落メダル案内カバー１７２は、転動メダル案内カバー１７６の取付部１７６ｃ
を覆わないように、取付部１７６ｃよりも低い位置に自身の上端１７２ｅが位置するよう
に配置されている。このような構成とすることで、脱落メダルを効果的にキャンセルシュ
ート２６６内に案内しながらも、例えば転動メダル案内カバー１７６の取付け、取外しを
容易にし、メダルセレクタ１７０のメンテナンス性をさらに向上させることができる。
【０１０５】
　なお、本実施形態では、転動メダル案内カバー１７６の取付部１７６ｃは、揺動軸１７
３ｄの嵌合および付勢部材１７３ｅによる付勢力によりセレクタカバー１７３に取付けら
れる構成となっているが、これに限定されるものではなく、例えば、ボルトやスナップフ
ィット等のその他の構成によりセレクタカバー１７３に取付けられるものであってもよい
。また、脱落メダル案内カバーの材質は、透明な樹脂に限定されるものではなく、例えば
ガラスやメッシュ状の材質等、その他の光透過性材質を採用することができる。
【０１０６】
　また、脱落メダル案内カバー１７２は、自身の上端１７２ｅ側および下端１７２ｄ側の
少なくとも一方に転動通路１７０ｂ側に向けて傾斜した傾斜壁部１７２ｃを有し、傾斜壁
部１７２ｃは、転動通路１７０ｂを覆わない位置（本実施形態では、領域１７０ｄ）に形
成されている。
【０１０７】
　このような構成とすることで、メダル通路１７０ｂの視認性を阻害することなく、より
効果的に脱落メダルをキャンセルシュート２６６内に案内することができる。また、脱落
メダル案内カバー１７２の内側への不正部品の取付けを困難にすると共に、不正部品の発
見を容易にすることができる。
【０１０８】
　さらに、メダルの衝突による傷や汚れを傾斜壁部１７２ｃに集中させることができるた
め、長期間の使用により脱落メダル案内カバー１７２に多数の傷や汚れがついた場合にも
、メダル通路１７０ｂの視認性を阻害しないようにすることができる。
【０１０９】
　また、脱落メダル案内カバー１７２は、自身の上端１７２ｅの少なくとも一部が転動通
路１７０ｂに沿って傾斜した形状に構成するようにしてもよい。このような構成とするこ
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とで、メダルセレクタ１７０の開放された部分を増やすことが可能となるため、脱落メダ
ルを効果的にキャンセルシュート２６６内に案内しながらも、メダルセレクタ１７０のメ
ンテナンス性を向上させることができる。
【０１１０】
　また、脱落メダル案内カバー１７２は、本体１７３側の面１７２ｆに凸状突起部１７２
ｇを形成するようにしてもよい。このような構成とすることで、脱落メダル案内カバー１
７２の内側への不正部品の取付けをさらに困難にすることができる。
【０１１１】
　また、この場合、本体１７３は、脱落メダル案内カバー１７２側から見た形状が矩形状
に構成され、凸状突起部１７２ｇは、本体１７３の矩形状の外形線のいずれかに沿って形
成するようにしてもよい。このような構成とすることで、不正部品の発見を阻害すること
なく、不正部品の取り付けを困難にすることができる。
【０１１２】
　また、本実施形態のスロットマシン１００は、上記いずれかの構成のメダルセレクタ１
７０を備えている。このため、不正行為の標的として狙われやすいメダルセレクタ１７０
に対する不正行為を効果的に防止すると共に、メダル返還に関する不具合を低減させるこ
とができる。また、メダルセレクタ１００のメンテナンス性が向上することにより、スロ
ットマシン１００のメンテナンス性を全体的に向上させることができる。
【０１１３】
　なお、本発明に係る遊技台は、上記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【０１１４】
　また、上記実施形態では、メダル（コイン）を遊技媒体としたスロットマシンの例を示
したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、遊技球（例えば、パチンコ玉
）を遊技媒体としたスロットマシンやパチンコ機などにも、本発明は適用可能である。
【０１１５】
　具体的には、本発明に係る遊技台は、「所定の遊技領域に遊技球を発射する発射装置と
、発射装置から発射された遊技球を入球可能に構成された入賞口と、入賞口に入球した遊
技球を検知する検知手段と、検知手段が遊技球を検知した場合に遊技球（賞球）を払出す
払出手段と、所定の図柄(識別情報)を変動表示する可変表示装置を備え、入賞口に遊技球
が入って入賞することを契機として、可変表示装置が図柄を変動させた後に停止表示させ
て、遊技状態の推移を告知するようなパチンコ機」にも好適である。
【０１１６】
　さらに、本発明をアレンジボール遊技機、じゃん球遊技機、スマートボール、およびカ
ジノマシン等に適用しても、同様の効果を得ることができる。
【０１１７】
　また、本発明の実施形態に記載された作用および効果は、本発明から生じる最も好適な
作用および効果を列挙したに過ぎず、本発明による作用および効果は、本発明の実施形態
に記載されたものに限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１１８】
　本発明のメダルセレクタおよび遊技台は、回胴遊技機（スロットマシン）や弾球遊技機
（パチンコ等）に代表される遊技台の分野で特に利用することができる。
【符号の説明】
【０１１９】
　１００　スロットマシン
　１７０　メダルセレクタ
　１７０ｂ　メダル通路
　１７０ｄ　メダル通路以外の領域
　１７２　脱落メダル案内カバー
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　１７２ｃ　傾斜壁部
　１７２ｄ　脱落メダル案内カバーの下端
　１７２ｅ　脱落メダル案内カバーの上端
　１７２ｇ　凸状突起部
　１７３　セレクタベース
　１７３ｂ　メダル通路の底部
　１７６　転動メダル案内カバー
　１７６ｃ　転動メダル案内カバーの取付部
【要約】
【課題】不正器具が隠れた部分に取付けられる可能性を低減することが可能なメダルセレ
クタ、およびこのメダルセレクタを備える遊技台を提供する。
【解決手段】本発明に係るメダルセレクタ１７０は、メダルが転動しながら通過する転動
通路１７０ｂが設けられる本体１７３と、本体１７３に固定され、一側面を接触させなが
ら転動通路１７０ｂを通過するメダルを案内する転動メダル案内カバー１７６と、転動通
路１７０ｂから外れて脱落した脱落メダルを案内する脱落メダル案内カバー１７２と、を
備えて構成され、脱落メダル案内カバー１７２は、光透過性材質で構成されると共に、メ
ダルが脱落可能な転動通路１７０ｂの高さよりも高い位置に自身の上端１７２ｅが位置す
るように配置される。
【選択図】図６
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