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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コインを投入するためのコイン投入口と、投入されたコインの真偽を判別するためのコ
インセレクタと、コインを貯留するとともに、賞としてのコインを払い出すためのホッパ
と、このホッパにより払い出されたコインを受入れるためのコイントレイと、前記コイン
セレクタにより真正と判別されたコインを、前記ホッパへ導くためのコインガイドとを備
えた遊技機において、
　前記コインガイドは、
　頂部の一角を円弧状のコーナー部とした直方体状のガイド台と、このガイド台の前記コ
ーナー部側の底部に沿って連設される断面Ｕ字状の溝路と、前記ガイド台のコーナー部側
の側壁に相対するよう、前記溝路の外側に繋がって形成される、前記ガイド台より高さの
高いガイド壁面とで構成されるものであって、
　前記ガイド台は、
　前記コインセレクタ側の始端から前記コーナー部近傍の側壁が垂直に形成されるととも
に、前記コーナー部近傍から前記ホッパ側の終端に至るまでの側壁を、下端部から上端部
に至るにしたがって、上面部が底面部より幅狭となるよう形成して傾斜壁面とし、
　前記ガイド壁面と、このガイド壁面に繋がる溝路の側壁は、
　前記始端から前記コーナー部近傍までは外側に傾斜させたのち、前記ガイド台のコーナ
ー部近傍から前記終端に至るまでは、前記ガイド台の傾斜壁面と平行するよう内側に傾斜
させ、
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　前記コインセレクタから起立状態で送り出されたコインを、外側に傾斜する溝路に沿っ
て、ガイド壁面側に傾斜させた状態で受入れ、ガイド台のコーナー部で方向転換させたの
ち、ホッパに送り出す間は、前記ガイド台の傾斜壁面に沿って傾斜させた状態を保持しな
がら、転動させるよう溝路を構成したこと
を特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記ガイド壁面は、
　前記ガイド台のコーナー部と相対する部位の上部をひねり加工によって、前記ガイド台
方向に向けて突出させたこと
を特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、スロットマシンのように、硬貨やメダルなどのコインを、コイン投入口へ
投入して遊技を行う遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　コイン投入口へ、コインを投入して遊技を行う遊技機として、例えば、停止ボタンを備
えたスロットマシン、いわゆるパチスロ機がある。
【０００３】
　このようなパチスロ遊技機１としては、例えば、特開平８－２４４３４号公報（特許文
献１）や、特開２００２－１７７４４５号公報（特許文献２）などが知られているが、図
１８に示すように、前面に開閉可能な前面扉２を有する筐体３を備え、前面扉２には、そ
の前面のほぼ中央より上部に３個の表示窓４ａ～４ｃを設け、表示窓４ａ～４ｃには、筐
体３の内部に配置した３個のリール５ａ～５ｃの外周表面がそれぞれ臨んでいる。
【０００４】
　また、表示窓４ａ～４ｃの周辺には、各表示窓４ａ～ｃ４を横断して、有効となる入賞
ラインを表示するための入賞ライン表示６ａ～６ｅが施されている。この入賞ライン表示
６ａ～６ｅは、横３本と、この横線と交差する斜め２本の合計５本からなっている。さら
に、各入賞ライン表示６ａ～６ｅの左端側には、有効となる入賞ラインを表示するための
有効ライン表示ランプ７ａ～７ｃが設けられている。
【特許文献１】特開平　８－２４４３４号公報（第２頁の従来技術、図１～図１２）
【特許文献２】特開２００２－１７７４４５号公報（図１～図３）
【０００５】
　かかる構成のパチスロ遊技機１は、前記特許文献２でも明らかなように、表示窓４ａ～
４ｃの下側には、遊技に供するコインを１枚ずつ投入するためのコイン投入口８と、クレ
ジットされた範囲内で、遊技に供するコインを１枚ずつ投入するためのベットスイッチ９
と、クレジットされた範囲内で、遊技に供するコインを最大許容賭け数（例えば３枚）ま
で投入するためのマックスベットスイッチ１０が設けられている。
【０００６】
　また、表示窓４ａ～４ｃの下側には、遊技者が獲得したコインをクレジットするか、払
い出すかを切り替えるためのＣ／Ｐスイッチ１１と、コインの投入を条件として各リール
５ａ～５ｃの回転を開始させるためのスタートスイッチ１２と、各リール５ａ～５ｃに個
別に対応して、各リール５ａ～５ｃの回転を停止させるための３個のストップスイッチ１
３ａ～１３ｃが設けられている。
【０００７】
　また、前記有効ライン表示ランプ７ａ～７ｃの下には、クレジット表示部３６が設けら
れる。このクレジット表示部３６は、７セグメントＬＥＤから成り、貯留されているメダ
ルの枚数を表示する。
【０００８】
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　また、表示窓４ａ～４ｃの右側には、当り表示ランプ（いわゆるＷＩＮランプ）３４及
び払出表示部３５が設けられている。この当り表示ランプ３４は、ビッグボーナス（ＢＢ
）又はレギュラーボーナス（ＲＢ）に内部当選した場合に所定確率で点灯し、ＢＢ又はＲ
Ｂの入賞が成立したことにより消灯する。
　ビッグボーナス（ＢＢ）は、遊技者に相対的に大きい利益を与えるゲームを所定回数行
える役である。レギュラーボーナス（ＲＢ）は、遊技者に相対的に小さい利益を与えるゲ
ームを所定回数行える役である。
　なお、ＢＢ及びＲＢを総称して、以下「ボーナス」という。前記払出表示部３５は、７
セグメントＬＥＤから成り、入賞成立時のメダルの払出枚数を表示する。
【０００９】
　また、前記パネル表示部３ａの右側上部には、ボーナス遊技情報表示部３７が設けられ
ている。このボーナス遊技情報表示部３７は、７セグメントＬＥＤから成り、ボーナス中
一般遊技状態におけるゲームの回数等を表示する。
　さらに、表示窓４ａ～４ｃの下方には、水平面の台座部３２が形成され、その台座部３
２と表示窓４ａ～４ｃとの間には、液晶表示装置３１が設けられている。
　この液晶表示装置３１には、遊技に関連する情報等が表示される。
【００１０】
　前記液晶表示装置３１は、リール５ａ～５ｃの前のフロントセンターガラス全面に、１
５インチフルカラー透明液晶を搭載したもので、コンピュータグラフィックスとリールの
織り成す立体感のある演出が可能である。
【００１１】
　また、前記３個のストップスイッチ１３ａ～１３ｃの右隣には、選択ボタン３３ａと決
定ボタン３３ｂとが設けられている。
　一方の選択ボタン３３ａは、「大当たり確率」「ビックボーナス確率」「レギュラー確
率」「小役確率」「一日の当該機のスランプグラフ」などを選択するもので、他方の決定
ボタン３３ｂは、前記選択ボタン３３ａの選択に基づいて、その項目を液晶表示装置３１
に表示させるものである。
【００１２】
　また、前面扉２の下部には、賞として払い出されたコインを受け入れるためのコイント
レイ１４が設けられ、このコイントレイ１４に臨むようにして、コイン払出口１５が設け
られている。
　また、コイントレイ１４の上方に位置する前面扉２の前面上部には、スピーカ１７が設
けられ，このスピーカ１７の間には、入賞図柄の組合せ及びメダルの配当枚数等を表示す
る配当表パネル３８が設けられている。
【００１３】
　前記した筐体３の内部には、表示窓４ａ～４ｃに外周表面を臨ませる位置に、それぞれ
リール５ａ～５ｃを回転可能に配置し、コイン払出口１５に連通する位置に、賞としての
コインを払い出すためのホッパ１８が配置されている。（図２０参照）
【００１４】
　前記ホッパ１８は、図２０に示すように、コイン投入口８から投入された真正なコイン
を受入れるためのバケット１９と、このバケット１９の下方に位置し、賞としてのコイン
を計数して払い出すためのコイン払出装置２０と、このコイン払出装置２０を電気的に制
御するための制御基板２１とを備えている。
【００１５】
　また、前記バケット１９の側方には、スロットマシン１に電源を供給するための電源供
給装置２２が配設されている。
【００１６】
　また、スロットマシン１の前面扉２の裏側には、図１９に示すように、コイン投入口８
から投入されたコインの、真偽を判別するためのコインセレクタ２３が設けられている。
このコインセレクタ２３では、コインの大きさ、形状、重量等に基づいてコインの真偽を



(4) JP 4297219 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

判別し、真正なコインである場合には、スロットマシン１における遊技を行わせる一方、
不真正なコインである場合には、当該コインを強制的に機外へ排出する。
【００１７】
　前記コインセレクタ２３の下方には、真正と判断されたコインをホッパ１８へ導くため
のコインガイド２４と、不真正と判断されたコインをコイントレイ１４へ導くためのキャ
ンセルシュート２５とが設けられている。
【００１８】
　前記コインガイド２４は、コインを縦方向にやや傾斜させた状態で転動させるように構
成されたもので、図１１～図１３に示すように、前記溝路２６は、コインセレクタ２３か
ら送りだされるコイン２９を、ホッパ１８へ供給するため、送り出されたコイン２９の方
向を変換させるためのコーナー部２８ｆを有する平面視台形状のガイド台２８と、このガ
イド台２８の外側に配置されるガイド壁面２７との間に形成されたものである。
【００１９】
　この溝路２６は、底面部がU字状で、上方が拡開する断面ほぼＶ字形のものである。す
なわち、前記ガイド壁面２７は、前記ガイド台２８の側壁２８ｇの傾斜面に対し、下方か
ら上方に至るに従って離間するよう、その上方を全体的に外側に傾倒させて配置したもの
である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　従来のコインガイド２４においては、コインセレクタ２３から送り出されたコイン２９
は、立った状態で溝路２６内に送り込まれ、ガイド台２８のコーナー部２８ｆにおいて方
向を９０°変換させて、ホッパ１８へ送り込むものである。
　その際、図１３、図１５に示されるように、前記溝路２６を形成する外側のガイド壁面
２７を大きく外側に張り出させ、溝路２６を断面ほぼＶ字状としているので、コイン２９
は、図１４に示すように、遠心力により外側のガイド壁面２７に沿って、溝路２６を通過
する。
【００２１】
　したがって、メダル２９は、図１５、図１６に示すように、溝路２６の底部αと、外側
のガイド壁面２７に対して、左右の2点のβ、γのポイントでそれぞれ接触し、計３ヶ所
で摩擦抵抗を受けることになる。
【００２２】
　そのため、メダル２９は、コインガイド２４のバンク部分、すなわち、溝路２６の底部
αとガイド壁面２７で大きな抵抗を受けることになるので、コイン２９の通過スピードの
損失が大きく、それを補うために、コインガイド２４は、筐体３に対して一定以上の取付
け角度を必要とした。
【００２３】
　また、この取付け角度がないと、スピードの損失が大き過ぎて、次に来るメダルと衝突
するおそれがあるとともに、一定の取付け角度を必要とするため、筐体３内における設計
の自由度がなく、ガイド壁面２７が大きく外側に張り出しているので、張り出した分だけ
設置に場所を占めるなど解決すべき課題があった。
【００２４】
　この発明はかかる現状に鑑み、コインガイドにおけるメダルの接触ポイントを減じるこ
とで摩擦抵抗を軽減させ、コインの通過速度を上げるとともに、取付け角度を従来よりも
小さくして、コインガイドをコンパクトのものとすることができる遊技機を提供するもの
である。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　前記の目的を達成するため、この発明の請求項１に記載の発明は、
　コインを投入するためのコイン投入口と、投入されたコインの真偽を判別するためのコ
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インセレクタと、コインを貯留するとともに、賞としてのコインを払い出すためのホッパ
と、このホッパにより払い出されたコインを受入れるためのコイントレイと、前記コイン
セレクタにより真正と判別されたコインを、前記ホッパへ導くためのコインガイドとを備
えた遊技機において、
　前記コインガイドは、
　頂部の一角を円弧状のコーナー部とした直方体状のガイド台と、このガイド台の前記コ
ーナー部側の底部に沿って連設される断面Ｕ字状の溝路と、前記ガイド台のコーナー部側
の側壁に相対するよう、前記溝路の外側に繋がって形成される、前記ガイド台より高さの
高いガイド壁面とで構成されるものであって、
　前記ガイド台は、
　前記コインセレクタ側の始端から前記コーナー部近傍の側壁が垂直に形成されるととも
に、前記コーナー部近傍から前記ホッパ側の終端に至るまでの側壁を、下端部から上端部
に至るにしたがって、上面部が底面部より幅狭となるよう形成して傾斜壁面とし、
　前記ガイド壁面と、このガイド壁面に繋がる溝路の側壁は、
　前記始端から前記コーナー部近傍までは外側に傾斜させたのち、前記ガイド台のコーナ
ー部近傍から前記終端に至るまでは、前記ガイド台の傾斜壁面と平行するよう内側に傾斜
させ、
　前記コインセレクタから起立状態で送り出されたコインを、外側に傾斜する溝路に沿っ
て、ガイド壁面側に傾斜させた状態で受入れ、ガイド台のコーナー部で方向転換させたの
ち、ホッパに送り出す間は、前記ガイド台の傾斜壁面に沿って傾斜させた状態を保持しな
がら、転動させるよう溝路を構成したこと
を特徴とする遊技機である。
【００２６】
　また、この発明の請求項２に記載の発明は、
　請求項１に記載の遊技機において、
　前記ガイド壁面は、
　前記ガイド台のコーナー部と相対する部位の上部をひねり加工によって、前記ガイド台
方向に向けて突出させたこと
を特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２７】
　この発明の遊技機は、コインセレクタとホッパとの間に配置されるコインガイドにおい
て、コインを起立状態で通過させる溝路を、前記ガイド壁面と、ガイド台の側壁との間に
形成するに際し、コインセレクタから起立状態で送り出されたコインを、前記ガイド台か
ら離間する方向、すなわち外側に傾斜する溝路に沿って傾斜状態で受入れたのち、ガイド
台のコーナー部で方向転換させてホッパに送り出す間は、ガイド台に形成された傾斜壁面
に沿って傾斜状態を保持しながら転動させるよう構成されている。
【００２８】
　したがって、コインの溝路を通過する際に生ずるコインとガイド側壁との間に生ずる摩
擦抵抗を軽減することができる。
　その結果、今までの取付け角度よりも小さい角度で取付けることを可能とした。
【００２９】
　また、ガイド台のコーナーの側壁と相対するガイド壁面の上部を、ひねり加工によって
内側方向に向けて突出させることによって、ガイド側壁の外側への膨出を抑えたので、コ
インガイド全体をコンパクトにすることを可能としたものである。
【００３０】
　特に、この発明においては、コインセレクタ側の始端部では起立状態ないしは外側に傾
く状態で受入れたコインを、コーナー部近傍から終端部に向けて常時ガイド台の傾斜壁面
に沿って、すなわち内側に傾く状態で転動するよう溝路を形成しているので、コインの溝
路を通過する際に生ずる摩擦抵抗を大幅に軽減することができる。
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【００３１】
　その際、ガイド台のコーナー部に入る手前の垂直な側壁よりも、コーナー部における側
壁を、前記ガイド側壁と反対側（内側）に傾斜させ、Ｕ字状の溝路全体が内側に傾く形状
とすることによって、転動するコインが溝路を構成する外側のガイド側壁と接触せず、溝
路の底面と側壁の一部とのみ接触させるようにすれば、より摩擦抵抗を減ずることが可能
となる。
【００３２】
　さらに、コーナー部以降の溝路を、前記傾斜面からなる側壁と相対する、ガイド台の直
線状の側壁と平行するよう直線状に形成することによって、溝路を短くし、ホッパへの転
動時間を短縮させ、しかもスムーズにコインを排出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面に基づいて、この発明にかかる遊技機の一実施形態を説明するが、コインセ
レクタから受入れた起立状態のコインをホッパに送り出すまでの間、コインを方向転換さ
せたのちは、ガイド台の傾斜壁面に沿って内側に傾斜させた状態を保持しながら転動させ
るという要旨を変更しない範囲内において種々の変更を加えることができるものである。
【００３４】
　なお、以下に示す実施形態では、コインを使用して遊技を行う代表的な遊技機として、
パチスロ遊技機を例にとって説明を行うが、従来例と同一部材については、同一の符号を
使用して説明する。
【００３５】
　図１は、この発明の一実施形態に係るスロットマシンのコインセレクタ２３とコインガ
イド２４との平面図、図２は同上コインガイド２４の平面図である。
【００３６】
　前記従来例で説明したように、コインセレクタ２３は、コイン投入口８から投入された
コインの真偽を判別するためのもので、コインガイド２４はコインセレクタ２３の下方に
設けられ、真正と判断されたコインのみをホッパ１８へ導くためのものである。
【００３７】
　なお、スロットマシン１の全体としては、前記従来例として図１８を参照して説明した
通りのもので、詳細説明は省略するが、前面扉２の下部には、賞として払い出されたコイ
ンを受入れるためのコイントレイ１４が設けられ、コイントレイ１４に臨むようにして、
コイン払出口１５が設けられている。
【００３８】
　この発明において、コインガイド２４は、頂部の一角を円弧状のコーナー部Ｘとした直
方体状のガイド台２８と、このガイド台２８の前記コーナー部Ｘ側の底部に沿って連設さ
れる断面Ｕ字状の溝路２６と、前記ガイド台２８のコーナー部Ｘ前後の側壁２８ｃに相対
するよう、前記溝路２６の外側に繋がって形成される、前記ガイド台２８より高さの高い
ガイド壁面２７とで構成されている。
【００３９】
　前記溝路２６は、コインセレクタ２３から起立状態で送り出されたコイン２９を、上部
に至るにしたがって外側に傾斜するガイド壁面２７に沿って傾斜させた状態で受入れ、ガ
イド台２８のコーナー部Ｘで方向転換させたのち、ホッパ１８に送り出す間は、内側のガ
イド台２８の傾斜壁面に沿って傾斜させた状態を保持しながら、転動させるよう構成され
たものである。
【００４０】
　すなわち、コインセレクタ２３側の始端部の溝路２６とガイド壁面２７とは、図２～図
４に示すように、コインセレクタ２３側に位置する始端から前記コーナー部Ｘ近傍までは
外側に傾斜させているので、コインセレクタ２３から供給されたコインを外側（ガイド壁
面２７側）に僅かに傾倒させ、コインのスムーズな受入れを行う。
【００４１】
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　この始端部に続く溝路２６は、図２および図５に示すように、前記ガイド台２８のコー
ナー部Ｘ近傍から前記終端に至るまで、前記ガイド台２８の傾斜壁面と平行するよう内側
に傾斜させているので、コーナー部Ｘを通過したコインは、ガイド台２８に形成された傾
斜壁面に沿って、すなわち、内側に傾倒させるよう構成されている。
【００４２】
　ついで、前記コーナー部Ｘ近傍の溝路２６は、図６で示すように、転動するコインの転
動方向を変換させるコーナー部Ｘ前後の側壁２８ｃを、下端部から上端部に至るにしたが
って、上面部が底面部よりも幅狭となるよう内側に傾斜させて傾斜壁面とするとともに、
前記溝路２６に繋がるガイド壁面２７を、前記傾斜壁面と平行させて内側に傾斜させてい
るので、転動するコインをガイド台２８の傾斜壁面に沿って移動させることができる。
【００４３】
　なお、ガイド台２８のコーナー部Ｘと相対するガイド壁面２７は、Ｕ字状の溝路２６の
幅を一定に保持するため、その下部を外側に膨出させるので、その上部壁面も当然外側に
膨らみ、その膨らみ分だけコインガイド装置が大型化するので、この発明においては、図
１、図２および図７で明らかなように、コーナー部Ｘと相対するガイド壁面２７の上部を
ひねり加工によって内側に湾曲膨出させて突出部３０を形成させ、ガイド壁面２７による
装置の大型化を防いでいる。
【００４４】
　前記コーナー部Ｘ以降、ホッパ１８側の終端部までの溝路２６は、特に図７で明らかな
ように、ガイド台２８の長辺側の側壁２８ｄは、側壁２８ｄと相対する直線状の側壁２８
ｅと平行させて直線状とし、かつ前記側壁２８ｃにおける傾斜面を維持させ、これに対応
してガイド壁面２７も同じく内側に傾斜させて、溝路２６の幅を一定に保持させ、転動す
るコインを最短距離でホッパ１８に送り出すことを可能とし、また、コインガイド２４を
、従来と比べてコンパクトに構成することを可能としている。
【００４５】
　かかる構成の溝路２８は、図７に示すように、コインセレクタ２３から送り出されたコ
イン２９を、遠心力を利用して、まず外側、すなわち、ガイド壁面２７側に傾けた後、ガ
イド壁面２７に沿ってガイド台２８側に傾倒させ、図９に示すように爾後の転動に際し、
コイン２９が、常にその外周部２９ａが溝路２６と、内周面２９ｂの一部のみがガイド台
２８と接触するので、従来の３点接触に比べ、転動に際して発生する摩擦抵抗を軽減させ
ることができ、溝路２６のコーナー部Ｘを通過した後のコイン２９は、直線状の溝路２６
により抵抗なくスムーズにホッパ１８に排出される。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　この発明においては、遊技機としてパチスロ遊技機の例を説明したが、コインを使用す
る遊技機であれば、スロットマシンなど他の遊技機にも、この発明を適用することが可能
なものである。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】この発明の一実施形態に係るパチスロ遊技機のコインセレクタとコインガイドと
の平面図である。
【図２】コインガイドの平面図である。
【図３】コインガイドの入り口部分の正面図である。
【図４】図２のＡ－Ａ線矢視図である。
【図５】図２のＢ－Ｂ線矢視図である。
【図６】図２のＣ－Ｃ線矢視図である。
【図７】コインの通過を示す平面からの説明図である。
【図８】コインの通過を示す入り口部正面からの説明図である。
【図９】図７のＡ－Ａ線矢視図である。
【図１０】コインの通過を示す側面からの説明図である。
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【図１１】従来のパチスロ遊技機のコインセレクタとコインガイドとの平面図である。
【図１２】従来のコインガイドの斜視図である。
【図１３】従来のコインガイドの入り口部の正面図である。
【図１４】従来のコインガイドのコインの通過を示す平面からの説明図である。
【図１５】図１４のＡ－Ａ線矢視図である。
【図１６】図１５のＢ－Ｂ線矢視図である。
【図１７】従来のコインガイドの出口部の背面図である。
【図１８】パチスロ遊技機の全体の斜視図である。
【図１９】パチスロ遊技機の一部背面図である。
【図２０】パチスロ遊技機のホッパ部分の斜視図である。
【符号の説明】
【００４８】
　　１　　　　　パチスロ遊技機
　　２　　　　　前面扉
　　３　　　　　筐体
　　３ａ　　　　パネル表示部
　　４ａ～４ｃ　表示窓
　　５ａ～５ｃ　リール
　　８　　　　　コイン投入口
　１４　　　　　コイントレイ
　１５　　　　　コイン払出口
　１８　　　　　ホッパ
　１９　　　　　バケット
　２０　　　　　コイン払出装置
　２３　　　　　コインセレクタ
　２４　　　　　コインガイド
　２６　　　　　溝路
　２７　　　　　ガイド壁面
　２８　　　　　ガイド台
　２９　　　　　コイン
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