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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の遊技媒体を計数する遊技媒体計数機であって、
　前記遊技媒体計数機の投入口に投入された前記遊技媒体を計数する複数の計数ユニット
を備えており、
　前記複数種類の遊技媒体は、前記複数の計数ユニットのそれぞれで異なって登録されて
いる複数種類の登録遊技媒体を含んでおり、
　前記複数の計数ユニットのそれぞれは、
　前記複数の計数ユニットのそれぞれが備える磁気センサの検知部分を通過する前記遊技
媒体から、前記遊技媒体を特徴付ける複数の要素のうち異なる要素をそれぞれ特定するた
めの磁気信号を少なくとも２つ以上取得する信号取得部と、
　前記少なくとも２つ以上の磁気信号と、前記少なくとも２つ以上の磁気信号が特定する
前記異なる要素について、自身の前記計数ユニットで登録されている前記登録遊技媒体か
ら予め取得した少なくとも２つ以上の基準磁気信号とを用いて、自身の前記計数ユニット
が備える前記磁気センサの前記検知部分を通過する前記遊技媒体が、自身の前記計数ユニ
ットで登録されている前記登録遊技媒体であるか否かを判定する判定部と、
　前記判定部の判定結果にしたがって、自身の前記計数ユニットが備える前記磁気センサ
の前記検知部分を通過する前記遊技媒体を、自身の前記計数ユニットで登録されている前
記登録遊技媒体と、自身の前記計数ユニットで登録されている前記登録遊技媒体以外の遊
技媒体に振分ける振分け部と、
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　自身の前記計数ユニットで登録されている前記登録遊技媒体を計数する計数部と、を備
え、
　前記複数の計数ユニットは、少なくとも第１の計数ユニット及び第２の計数ユニットを
有し、
　前記複数種類の遊技媒体は、前記第１の計数ユニットで登録されている第１の登録遊技
媒体及び前記第２の計数ユニットに登録されている第２の登録遊技媒体を含んでおり、
　前記第２の計数ユニットは、前記第１の計数ユニットにおいて振り分けられた前記第１
の登録遊技媒体以外の遊技媒体を受け入れて、前記第２の計数ユニットで登録されている
前記第２の登録遊技媒体と、前記第２の登録遊技媒体以外の遊技媒体に振分ける
　ことを特徴とする遊技媒体計数機。
【請求項２】
　前記振分け部は、
　前記磁気センサの下流において前記遊技媒体を通過させる誘導通路と、
　前記誘導通路の上部に配置される移動可能な部材であって、前記誘導通路から退避する
上位置と、前記誘導通路内に張り出す下位置とに移動可能な規制部材と、
　前記判定結果に応じて前記規制部材を前記上位置又は前記下位置に移動させる振分けソ
レノイドと、
　前記誘導通路における前記規制部材の下方に開設され、前記判定結果に応じて前記遊技
媒体を落下させる切欠かれた一部領域と
を有することを特徴とする請求項１に記載の遊技媒体計数機。
【請求項３】
　前記第２の計数ユニットの計数部は、前記第２の登録遊技媒体以外の遊技媒体を計数し
、
　前記遊技媒体計数機の制御部は、
　前記遊技媒体の種類の指定を受け付ける入力部を介して指定された種類と、
　前記複数の計数ユニットの前記計数部のそれぞれが計数した前記複数種類の登録遊技媒
体の数、又は前記複数種類の登録遊技媒体の数及び前記第２の登録遊技媒体以外の遊技媒
体の数と
　に基づいて、遊技者が獲得した遊技媒体の獲得計数値を決定する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技媒体計数機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技者が遊技機（例えば、スロットマシン）で遊技して獲得した遊技媒体（
例えば、メダル）を計数する遊技媒体計数機の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スロットマシンで用いられるメダルについて、現金からメダルへ交換するときの
交換率（レート）を複数採用する遊技場が多い。例えば、メダル１枚あたり２０円の高交
換率とメダル１枚あたり５円の低交換率とを併せて採用する遊技場がある。このような遊
技場では、例えば、複数のスロットマシンが並んで配置されている１つの遊技機島に１つ
の交換率を対応させている。また、現在では、外径、材質、厚さ、模様、形状などが異な
った複数種類のメダルが存在するが、遊技場によっては、複数の交換率に対して１種類の
メダルが用いられる場合もあるし、複数種類のメダルが用いられる場合もある。
【０００３】
　複数の交換率に対して複数種類のメダルが用いられる場合、メダルの種類ごとに専用の
メダル計数機を遊技場内に配置する必要がある。また、メダル計数機による計数結果をレ
シート（記録媒体）に印刷出力するプリンタ（記録装置：発券機）も、メダルの種類ごと
に遊技場内に配置する必要がある。しかし、数多くのメダル計数機および数多くのプリン
タを遊技場内に配置することで、遊技場内の空きスペースの確保が困難になること、設備
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コストが増大すること、などの問題点がある。
【０００４】
　特許文献１、２には、外径（直径）などが異なる混合状態の複数種類のメダルを１台の
メダル計数機で計数する技術が開示されている。特許文献１、２のメダル計数機を遊技場
内に導入すれば、前記問題点を一応解決することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－６９０８４号公報
【特許文献２】特開２０１０－７５６０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１、２の技術のように、１台のメダル計数機が混合状態の複数種類のメダルを
計数する場合、メダルの種類がどのようなものであっても、メダルの種類を確実に特定し
たいという要望がある。しかし、特許文献１、２には、メダル計数機がメダルの外径を判
別するための技術内容は開示されているが、外径以外のメダルの要素を判別するための技
術内容は具体的には開示されていない。つまり、特許文献１、２は、メダルのあらゆる種
類を確実に特定することに関する開示が不十分であり、特許文献１、２のメダル計数機は
、混合状態の複数種類のメダルを、メダルの種類ごとに確実に計数することができない。
【０００７】
　そこで、本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、複数種類の遊技媒体
がどのような種類であっても、計数される遊技媒体の種類を確実に特定し、投入された遊
技媒体を種類ごとに確実に計数することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために本発明は、
　複数種類の遊技媒体を計数する遊技媒体計数機であって、
　前記遊技媒体計数機の投入口に投入された前記遊技媒体を計数する複数の計数ユニット
を備えており、
　前記複数種類の遊技媒体は、前記複数の計数ユニットのそれぞれで異なって登録されて
いる複数種類の登録遊技媒体を含んでおり、
　前記複数の計数ユニットのそれぞれは、
　前記複数の計数ユニットのそれぞれが備える磁気センサの検知部分を通過する前記遊技
媒体から、前記遊技媒体を特徴付ける複数の要素のうち異なる要素をそれぞれ特定するた
めの磁気信号を少なくとも２つ以上取得する信号取得部と、
　前記少なくとも２つ以上の磁気信号と、前記少なくとも２つ以上の磁気信号が特定する
前記異なる要素について、自身の前記計数ユニットで登録されている前記登録遊技媒体か
ら予め取得した少なくとも２つ以上の基準磁気信号とを用いて、自身の前記計数ユニット
が備える前記磁気センサの前記検知部分を通過する前記遊技媒体が、自身の前記計数ユニ
ットで登録されている前記登録遊技媒体であるか否かを判定する判定部と、
　前記判定部の判定結果にしたがって、自身の前記計数ユニットが備える前記磁気センサ
の前記検知部分を通過する前記遊技媒体を、自身の前記計数ユニットで登録されている前
記登録遊技媒体と、自身の前記計数ユニットで登録されている前記登録遊技媒体以外の遊
技媒体に振分ける振分け部と、
　自身の前記計数ユニットが備える前記磁気センサの前記検知部分を通過する前記遊技媒
体、自身の前記計数ユニットで登録されている前記登録遊技媒体、および自身の前記計数
ユニットで登録されている前記登録遊技媒体以外の遊技媒体、のうち少なくとも１つを計
数する計数部と、を備えている
　ことを特徴とする。
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　詳細は後記する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数種類の遊技媒体がどのような種類であっても、計数される遊技媒
体の種類を確実に特定し、投入された遊技媒体を種類ごとに確実に計数することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態のメダル計数機の上面図である。
【図２】本実施形態のメダル計数機の機能構成図である。
【図３】メダル計数機内に配置されている計数ユニットの内部構造の概要図である。
【図４】図３のＸ－Ｘ線で切断したときの磁気センサの端面図である。
【図５】本実施形態の計数ユニットの機能構成図である。
【図６】タッチパネルの計数開始前の表示例である。
【図７】本実施形態のメダル計数機の動作例を示す概念図である。
【図８】タッチパネルの計数結果の表示例である。
【図９】レシートの印字内容の例である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態（以下、「実施形態」と称する。）について、図面
を参照（言及図以外の図面も適宜参照）しながら説明する。なお、本実施形態における「
上」、「下」、「左」、「右」、「前」、「後」の方向は、各図に示す通りである。
【００１２】
≪第１の実施形態≫
　本実施形態のメダル計数機１は、遊技者が獲得した、遊技機用の複数種類のメダルを計
数する装置であって、例えば、遊技機島の端部に配置されている。複数種類のメダルは、
現金からメダルへ交換するときの複数の交換率に対応している。例えば、交換率ごとに異
なる種類のメダルが対応している。
【００１３】
　なお、メダル計数機１が計数するメダルは、使用可能メダルと使用不可メダルの２つに
分類することができる。「使用可能メダル」とは、遊技場内に配置されている１つの遊技
機に着目した場合に、その遊技機で使用することが許可されたメダルである。使用可能メ
ダルは、複数の遊技機で使用可能であってもよい。このような複数の遊技機は、例えば、
１つの遊技場内に配置され、現金からメダルへの交換率が同一となる遊技機である。同一
の使用可能メダルが使用される複数の遊技機間では、その使用可能メダルをどの遊技機で
も使用できる。また、１台の遊技機で使用される使用可能メダルは、複数種類であっても
よい。
　一方、「使用不可メダル」とは、遊技場内に配置されている１つの遊技機に着目した場
合に、その遊技機で使用される使用可能メダル以外のメダルである。このような使用不可
メダルは、例えば、他の遊技場から持ち込んだメダルや、自身の遊技場内であっても現金
からメダルへの交換率が異なる遊技機で使用される使用可能メダルが該当する。
【００１４】
　図１に示すように、メダル計数機１は、投入口２Ｌ（２），２Ｒ（２）と、プリンタ３
（記録装置）と、計数ユニット１００Ａ（１００）、１００Ｂ（１００）、１００Ｃ（１
００）、１００Ｄ（１００）とを備える。
【００１５】
　投入口２Ｌ，２Ｒは、漏斗状を呈しており、遊技場の従業員が、遊技者が獲得したメダ
ルを投入するときの受け入れ口である。投入口２Ｌは、大径メダルの受け入れ口であり、
投入口２Ｒは、小径メダルの受け入れ口である。通常、計数時にて従業員は、投入口２Ｌ
に対して小径メダルを投入することは無いし、投入口２Ｒに対して大径メダルを投入する
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ことも無い。
【００１６】
　プリンタ３は、メダル計数機１の後方上部に内蔵されており、メダル計数機１がメダル
を計数したときの計数結果を所定の形式で出力する。プリンタ３は、タッチパネル４と、
レシート発行部５と、カードＲＷ（リーダライタ）６とを備える。
【００１７】
　タッチパネル４は、例えば、入力機能と表示機能とが一体化した液晶ディスプレイであ
る。タッチパネル４は、投入口２に投入されたメダルの計数を開始するための従業員の操
作や、メダルの種類を指定するための従業員の操作を受け付ける。また、タッチパネル４
は、メダルを計数したときの計数結果を表示する。
【００１８】
　レシート発行部５は、メダルの計数結果をレシートＲ（非電子的な記録媒体）に印字し
、印字したレシートＲを前面側にある発行口から発行する。
【００１９】
　カードＲＷ６は、会員登録している遊技者が所有するカードＣ（電子的な記録媒体）の
差込口を有しており、カードＣのＩＣチップから情報を読み取ったり、ＩＣチップに情報
を書き込んだりする。カードＲＷ６は、カードＣから遊技者の識別情報を読み取る。また
、カードＲＷ６は、メダルの計数結果をカードＣに書き込む。
【００２０】
　計数ユニット１００は、メダル計数機１に内蔵されており、投入口２に投入されたメダ
ルを計数する。計数ユニット１００Ａは、投入口２Ｌの下方に配置されている。計数ユニ
ット１００Ｂは、計数ユニット１００Ａの下方に配置されている。計数ユニット１００Ｃ
は、投入口２Ｒの下方に配置されている。計数ユニット１００Ｄは、計数ユニット１００
Ｃの下方に配置されている（計数ユニット１００Ａ～１００Ｄの位置関係については、図
７にも示されている）。
【００２１】
　計数ユニット１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄのそれぞれに対して、遊技場内
で使用される複数種類の使用可能メダルのうち１種類の使用可能メダルが「登録メダル」
として登録される。また、計数ユニット１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄのそれ
ぞれに対して登録されている登録メダルの種類は、互いに重複していない。
　なお、計数ユニット１００の詳細は、後記する。
【００２２】
　図２に示すように、メダル計数機１は、４つの計数ユニット１００と、プリンタ３の制
御部３００と通信可能に接続されている制御部２００と、プリンタ３とを備える。制御部
２００は、計数ユニット１００の動作を制御し、計数ユニット１００からの計数結果を制
御部３００に送信する。制御部２００は、例えば、メダル計数機１内に配置された集中端
子板上の制御回路によって実現される。
【００２３】
　プリンタ３は、制御部３００と、書き込み部３１と、上位接続機種Ｉ／Ｆ（インターフ
ェイス）３２と、表示部３３と、入力部３４と、入出力端子部３５とを備えている。
【００２４】
　制御部３００は、メダル計数機１の動作を制御するが、特に、プリンタ３の動作を制御
するとともに、制御部２００に対して制御部２００の制御に関する指令を出す。制御部３
００は、例えば、プリンタ３内に配置された集中端子板上の制御回路によって実現される
。
【００２５】
　書き込み部３１は、レシート発行部５（図１参照）に対してメダルの計数結果をレシー
トＲに印字させたり、カードＲＷ６に差し込まれたカードＣにメダルの計数結果を書き込
ませたりする。
【００２６】
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　上位接続機種Ｉ／Ｆ３２は、プリンタ３を備えるメダル計数機１への指令を出力する上
位装置（例えば、ホールコンピュータ）と通信接続を行うためのインターフェイスである
。
【００２７】
　表示部３３は、タッチパネル１の表示機能を構成する。
　入力部３４は、タッチパネル１の入力機能を構成する。
【００２８】
　入出力端子部３５は、プリンタ３と、メダル計数機１とは別機種となる他のメダル計数
機と通信接続を行うためのインターフェイスである。他のメダル計数機は、例えば、メダ
ル計数機１の製造業者とは異なる製造業者が製造したメダル計数機である。入出力端子部
３５によって、プリンタ３は、他のメダル計数機との通信を行うことができ、他のメダル
計数機が計数したときの計数結果を受信してレシートＲの発行、カードＣへの書き込みを
行うことができる。
【００２９】
　なお、他のメダル計数機は、例えば、メダルを計数する計数部と、従業員の操作を受け
付ける操作部と、メダルの計数結果を表示する表示部と、上位装置との通信接続を行うた
めの上位接続機種Ｉ／Ｆと、他のメダル計数機の動作を制御する制御部と、プリンタ３の
入出力端子部３５に接続される入出力端子部とを備える。
【００３０】
［計数ユニット１００の詳細］
　図３に示すように、計数ユニット１００は、計数機器１２１と、貯留部１２２と、ベー
ス部材１２３とを含んで構成されている。
【００３１】
　計数機器１２１は、メダルを一枚ずつカウントする機器である。カウントされたメダル
数は、制御部２００（図２参照）に記憶される。計数機器１２１は、計数回転盤１３１と
、誘導通路１３２と、フォトセンサ１３３と、磁気センサ１３４と、振分けソレノイド１
３５と、ディップスイッチ１３６と、を含んで構成されている。なお、計数回転盤１３１
と、フォトセンサ１３３と、磁気センサ１３４と、振分けソレノイド１３５と、ディップ
スイッチ１３６とは、通信線（図示せず）によって互いに通信可能に接続されている。
【００３２】
　計数回転盤１３１は、円板状を呈し、計数機器１２１の上部に配置されている。計数回
転盤１３１には、板厚方向に貫通し、メダルよりも若干大きな外径からなる複数のメダル
収納孔１３１ａが形成されている。各遊技場で使用されているメダルには、小径メダルお
よび大径メダルがある。前記メダル収納孔１３１ａの大きさは、大径メダルも収納できる
大きさであり、当然小径メダルも収納できる。前記メダル収納孔１３１ａは、本実施形態
では３個形成されている。
【００３３】
　計数回転盤１３１は、計数機器１２１内部に配置されている駆動モータ（図示せず）に
よって周方向に正逆回転する。計数回転盤１３１は、周方向に回転することにより、貯留
部１２２に貯留されたメダルをメダル収納孔１３１ａに一時的に収納する。計数回転盤１
３１がさらに周方向に回転すると、メダル収納孔１３１ａに収納されたメダルは、メダル
の進行方向、つまり誘導通路１３２の下流端部（後端部）に向かって放出される方向に計
数回転盤１３１から少しずつ押し出されるが、放出ローラ（図示せず）によって一時的に
阻止される。その後メダルは、放出ローラを付勢力に抗して押し広げて外方に向けて計数
回転盤１３１から放出され、放出ローラの元へ戻ろうとする付勢力により弾き出され、誘
導通路１３２上を通過する。
【００３４】
　誘導通路１３２は、計数機器１２１の上部にて、計数回転盤１３１の後側から計数ユニ
ット１００の下流端部（後端部）にまでメダルの進行方向に延在している。なお、誘導通
路１３２のうち、磁気センサ１３４の後方、かつ、振分けソレノイド１３５の下方に位置
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する一部領域は、登録メダル以外のメダルを落下させるために切欠かれている。
【００３５】
　フォトセンサ１３３は、メダルの進行方向において磁気センサ１３４の前側に配置され
ており、放出ローラの動きに基づいて、計数回転盤１３１から放出されたメダルを検知す
る。フォトセンサ１３３がメダルを検知すると、磁気センサ１３４は、メダルの識別のた
めの処理を開始する。
【００３６】
　磁気センサ１３４は、メダルが通過したことにより発生する電圧を検出する。磁気セン
サ１３４は、略直方体を呈する箱体を備えており、メダルの進行方向に貫通する孔（検知
部分）を前記箱体の中心に有する（図４参照）。前記孔は、誘導通路１３２の一部を構成
しており、メダル（大径メダルも含む）を通過させる。磁気センサ１３４は、磁気センサ
１３４を駆動する回路と、前記孔の周りに多重に巻かれているコイルと、前記コイルに流
れる電流の電圧値を計測する電圧計測器といったハードウェアが、前記箱体に収容される
。前記コイルは、メダルを検知する環状の検知手段である。前記孔は、コイルの内側に位
置する。なお、検知手段は、円形の環状であってもよいし、四角形の環状であってもよい
。
【００３７】
　メダルは、磁気センサ１３４が備える孔を通過し、つまりコイルの中を通過し、誘導通
路１３２に沿って放出される。このとき、磁気センサ１３４は、メダルがコイルの中を通
過したことに起因する電磁誘導により発生した電圧を検出できる。つまり、前記電圧計測
器は、内部をメダルが通過したコイルに流れた電流の電圧値を計測する。
【００３８】
　図５に示すように、磁気センサ１３４は、信号取得部１４１、１４２と、判定部１４３
と、計数部１４４という機能構成部を含む。
【００３９】
　信号取得部１４１は、磁気センサ１３４が備える孔を通過するメダルから、そのメダル
を特徴付ける材質、外径、厚さという３つの要素のうちの第１の要素を特定するための第
１の磁気信号を取得する。信号取得部１４１は、第１の要素を特定するように設計された
磁気回路を有するセンサ素子として実装されている。信号取得部１４１に関する詳細は後
記する。
【００４０】
　信号取得部１４２は、磁気センサ１３４が備える孔を通過するメダルから、そのメダル
を特徴付ける材質、外径、厚さという３つの要素のうちの第２の要素を特定するための第
２の磁気信号を取得する。信号取得部１４２は、第２の要素を特定するように設計された
磁気回路を有するセンサ素子として実装されている。信号取得部１４２に関する詳細は後
記する。
【００４１】
　判定部１４３は、第１の磁気信号と、第２の磁気信号とを用いて、磁気センサ１３４が
備える孔を通過するメダルが登録メダルであるか否かを判定する。その際、具体的には、
判定部１４３は、第１の要素について登録メダルから予め取得した第３の磁気信号（基準
磁気信号）と、第２の要素について登録メダルから予め取得した第４の磁気信号（基準磁
気信号）とを記憶しており、メダルが登録メダルであるか否かの判定に用いることができ
る。判定部１４３は、前記判定の判定結果を、振分けソレノイド１３５と、計数部１４４
とに送信する。振分けソレノイド１３５に送信される判定結果は、例えば、後記する規制
部材１３５ａの動きを制御する制御信号として用いられる。
【００４２】
　計数部１４４は、磁気センサ１３４が備える孔を通過したメダル（以下、「通過メダル
」と称する場合がある）を計数するとともに、判定部１４３の判定結果に基づいて、登録
メダルと、登録メダル以外のメダルとをそれぞれ計数する。計数部１４４は、通過メダル
の総枚数と、登録メダルの枚数と、登録メダル以外のメダルの枚数のうち少なくとも１つ
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を、計数結果として出力し、前記計数結果を制御部２００に送信する。計数部１４４が、
通過メダルの総枚数と、登録メダルの枚数と、登録メダル以外のメダルの枚数のうち少な
くとも２つを計数した場合には、残りの１種類の枚数は、前記計数した２種類の枚数を用
いて算出することができる。前記算出は、計数部１４４が行ってもよいし、制御部２００
が行ってもよい。
【００４３】
　図３に戻って、振分けソレノイド１３５は、磁気センサ１３４が備える孔を通過したメ
ダルが、登録メダル以外のメダルであった場合に、そのメダルを登録メダルと分ける。振
分けソレノイド１３５は、誘導通路１３２のうち磁気センサ１３４の後方で切欠かれた一
部領域の上方に配置されている。振分けソレノイド１３５は、判定部１４３の判定結果に
応じて上下に移動可能な規制部材１３５ａを有しており、規制部材１３５ａを上下に動か
すことで、登録メダルをメダルの進行方向に通過させ、登録メダル以外のメダルを衝突に
よって前記一部領域から落下させる。
【００４４】
　ディップスイッチ１３６は、メダルの設定用スイッチであって、複数種類あるメダルか
ら１つ以上のメダルを使用可能メダルとして設定するために用いられる。ディップスイッ
チ１３６は、計数機器１２１の側面上に取り付けられている。ディップスイッチ１３６は
、例えばオン・オフを切り替えることが可能な８つのスイッチを備えており、各スイッチ
を、遊技場で通常使用されている１種類のメダルに対応させることができる。
【００４５】
　貯留部１２２は、計数機器１２１の上に形成され、中空部を備えた箱状体である。貯留
部１２２の上部は開放されており、貯留部１２２は、落下してくるメダルを上方から受け
入れ、貯留する。貯留部１２２の下部も開放されており、貯留されているメダルを計数機
器１２１内に案内する。
【００４６】
　ベース部材１２３は、計数機器１２１の下部を構成する部材であって、計数ユニット１
００の高さ調節のための部材である。ベース部材１２３は、シュート１３７を含んで構成
されている。
【００４７】
　シュート１３７は、判定部１４３により判定され、振分けソレノイド１３５によって落
下してきた、登録メダル以外のメダルを下方へ導く。
【００４８】
［メダル計数機１の作用］
　本実施形態のメダル計数機１の作用について説明する。説明の便宜上、メダル計数機１
が配置されている遊技場で使用される使用可能メダルは、メダルＡ、メダルＢ、メダルＣ
、メダルＤの４種類であるとする。
【００４９】
　メダルＡは、例えば、高交換率（２０円／枚）が設定されているステンレス製の大径メ
ダルであり、計数ユニット１００Ａの登録メダルである。
　メダルＢは、例えば、低交換率（５円／枚）が設定されている真鍮製の大径メダルであ
り、計数ユニット１００Ｂの登録メダルである。
　メダルＣは、例えば、高交換率が設定されているステンレス製の小径メダルであり、計
数ユニット１００Ｃの登録メダルである。
　メダルＤは、例えば、低交換率が設定されている真鍮製の小径メダルであり、計数ユニ
ット１００Ｄの登録メダルである。
【００５０】
　メダルＡ～メダルＤを上記のように取り決めた場合、現金からメダルへの交換率とメダ
ルの材質とが１対１に対応付けられている。よって、メダル計数機１に投入されたメダル
の材質を特定できれば、メダル計数機１に投入されたメダルの交換率を特定できる。その
結果、メダルの外径も特定することで、計数ユニット１００Ａ～１００Ｄを備えるメダル
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計数機１は、投入されたメダルがメダルＡ～メダルＤのいずれであるかを特定できる。
【００５１】
　メダルＡを用いる遊技機で遊技をした遊技者は、その遊技によって獲得したメダルを計
数してもらうために、従業員を呼び出す。メダルＡを用いる遊技機にメダルＢ～Ｄを投入
して遊技されてしまう場合があること、自身の遊技場内の遊技機に他店舗から持ち込んだ
メダルを投入して遊技される場合があること、などの理由から、獲得したメダルには、メ
ダルＡだけでなく、メダルＢ～Ｄやその他の種類のメダルが混在していることがある。よ
って、従業員は、遊技者が獲得したメダルを、メダルＡ～Ｄおよびその他の種類のメダル
からなる混合メダルとして扱い、メダル計数機１によって計数する。
【００５２】
　まず、計数の際、従業員は、遊技者が獲得したメダルを大径メダルと小径メダルに事前
に選別しておく。大径メダルと小径メダルとに選別する方法は、例えば、外径の違いに基
づいて選別する公知の選別装置を用いればよい。また、本実施形態のメダル計数機１に内
蔵されている計数ユニット１００と同じ機能を有する計数ユニットを別途用意して、その
計数ユニットによって、大径メダルと小径メダルとに選別することもできる。
　事前に選別された大径メダルは、メダルＡ、メダルＢおよびその他の種類のメダルをか
らなる大径混合メダルである。また、事前に選別された小径メダルは、メダルＣ、メダル
Ｄおよびその他の種類のメダルをからなる小径混合メダルである。
　なお、上記のように、外径の違いに基づくメダルの選別をすることで、メダル計数機１
に備える計数ユニット１００の数を減らし、メダル計数機１を小型化することができる。
【００５３】
　従業員は、タッチパネル４を操作して、遊技者が遊技していた遊技機で用いられるメダ
ルの種類を指定する。図６に示すように、タッチパネル４には、メダルの大きさを指定す
るための大径メダルボタンおよび小径メダルボタンと、メダルに設定されている交換率を
指定するための２０円／枚ボタンおよび５円／枚ボタンと、メダルの計数を開始する計数
開始ボタンとが表示されている。従業員が大径メダルボタンに触れて大径メダルボタンを
選択状態（図６にてドット表示）にし、さらに２０円／枚ボタンに触れて２０円／枚ボタ
ンを選択状態（図６にてドット表示）にすることで、高交換率の大径メダル、つまりメダ
ルＡを指定することができる。
【００５４】
　従業員がタッチパネル４の計数開始ボタンに触れると、計数ユニット１００Ａ～１００
Ｄそれぞれの計数回転盤１３１は周方向に回転する。従業員は、投入口２Ｌに向けて大径
混合メダルを投入する。投入された大径混合メダルは、投入口２Ｌの下方にある計数ユニ
ット１００Ａの貯留部１２２の中に受け入れられ、計数回転盤１３１のメダル収納孔１３
１ａに収納される。メダル収納孔１３１ａに収納された１つ１つのメダルは、計数回転盤
１３１の回転に伴い、放出ローラ（図示せず）に向けて押し出される。
【００５５】
　図３に示すように、計数ユニット１００Ａ（１００）の計数機器１２１の計数回転盤１
３１のメダル収納孔１３１ａから放出ローラによって弾き出されたメダルは、誘導通路１
３２に沿ってフォトセンサ１３３付近を通過する。フォトセンサ１３３は、放出ローラの
動きに基づいてメダルを検知すると、メダル検知信号を磁気センサ１３４に送信すること
で、磁気センサ１３４にメダルの識別の処理をさせる。
【００５６】
　なお、フォトセンサ１３３がメダルを一定時間検知しない場合、例えば、制御部２００
の制御により、計数ユニット１００Ａ内部の環境温度変化などに対する磁気センサ１３４
のキャリブレーション（較正）が行われる。
【００５７】
　フォトセンサ１３３付近を通過したメダルは、磁気センサ１３４が備える孔を通過する
。すると、信号取得部１４１、１４２は、磁気センサ１３４の電圧計測器が計測した、コ
イルに電流が流れたときの電圧値を用いて、第１の磁気信号、第２の磁気信号をそれぞれ
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取得する。第１の磁気信号、第２の磁気信号は、所定のサンプリング間隔（メダルが、磁
気センサ１３４の孔に進入してから、その孔を通過し終えるまでの時間長よりも非常に短
い間隔）で電圧計測器が計測した電圧値（信号強度）の集まりからなる波形を有する。
【００５８】
　従来の磁気センサは、その磁気センサの近傍（例えば、下方または側方）をメダルが通
過するように配置されていたので、例えば通過したメダルをカウントすることしかできな
い。本実施形態の磁気センサ１３４は、メダルが通過する孔を有する構成となっているの
で、立体的に全方位の磁束の変化に起因する電圧を検出することができる。そのため、磁
気センサ１３４は、単に通過したメダルをカウントするだけでなく、メダルの材質、外径
、厚さを特定するための詳細な情報も取得できる。メダルの材質、外径、厚さが異なると
、第１の磁気信号、第２の磁気信号の波形も異なるからである。一般的には、メダルに用
いる金属の誘電率が大きいほど磁気信号のピーク強度が大きくなる。また、メダルの外径
が大きいほど磁気信号の検知時間長が大きくなる。また、メダルの厚さが大きいほど磁気
信号のピーク強度が大きくなる。
【００５９】
　なお、メダルの厚さは、概ね１．６ｍｍであるが、磁気センサ１３４は、メダルの表面
全領域および裏面全領域の各位置の厚さを求めることができる。よって、磁気センサ１３
４は、メダルの表面および裏面に描かれた模様を、異なる厚さの集まりとして識別できる
とともに、メダルの一部領域に貫通して形成された孔も識別できる。
【００６０】
　メダルの外径についても、磁気センサ１３４は、立体的に全方位の磁束の変化に起因す
る電圧を検出することができるため、メダルの外径が小径または大径であることを識別で
きるとともに、メダルの側面に刻まれた溝の凹凸なども識別できる。
【００６１】
　メダルの材質に関しては、ステンレス、洋白、真鍮、バイメタルなど多数使用されてお
り、さらにメッキが施されているメダルもあるので、メダルの種類は多岐に亘る。そして
、そのような材質も第１の磁気信号、第２の磁気信号の波形を変える要因になるので、本
実施形態の磁気センサ１３４は、そのようなさまざまな材質を識別できる。
【００６２】
　計数ユニット１００Ａの信号取得部１４１、１４２がそれぞれ取得した第１の磁気信号
と、第２の磁気信号とは、判定部１４３に送信される。例えば、判定部１４３は、サンプ
リングタイミングごとの第１の磁気信号の信号強度と第２の磁気信号の信号強度とを、メ
ダル識別用のアルゴリズム（所定のアルゴリズム）に適用して、メダル固有の２元的なメ
ダル識別用パラメータ（値）を出力、解析することで、磁気センサ１３４を通過したメダ
ルの種類を識別できる。例えば、判定部１４３は、予め記憶している第３の磁気信号と第
４の磁気信号に対応する２元的なメダル識別用パラメータ（値）を出力し、双方のメダル
識別用パラメータが一致するか否かで（所定の比較）、磁気センサ１３４を通過するメダ
ルがメダルＡか、メダルＡ以外の大径メダル、つまりメダルＢおよびその他の種類のメダ
ルかを判定できる。
【００６３】
　また、計数ユニット１００Ａの判定部１４３は、例えば、第１の磁気信号と、予め記憶
している第３の磁気信号との波形の相関度を算出し、かつ、第２の磁気信号と、予め記憶
している第４の磁気信号との波形の相関度を算出する。判定部１４３は、算出した２つの
波形の相関度が所定の閾値を超えるか否かを判定して（所定の比較）、ともに所定の閾値
を超えるときには、磁気センサ１３４を通過するメダルがメダルＡと判定し、そうでなけ
ればメダルＡ以外の大径メダルと判定する。
【００６４】
　計数ユニット１００Ａの判定部１４３による判定結果は、振分けソレノイド１３５と、
計数部１４４とに送信される。前記判定結果は、磁気センサ１３４を通過したメダルがメ
ダルＡであるか、またはメダルＡ以外の大径メダルであるかを特定する情報である。計数
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ユニット１００Ａの振分けソレノイド１３５は、判定部１４３から、メダルＡであるとい
う判定結果を受信したときには、規制部材１３５ａを下方に動かさない。その結果、メダ
ルＡと判定されたメダルは、誘導通路１３２の下流端部に到達し、メダル計数機１の後方
に配置されており、遊技機にメダルを補給するためのメダル搬送装置（図示せず）内に案
内される（図３、図７参照）。
【００６５】
　一方、計数ユニット１００Ａの振分けソレノイド１３５は、判定部１４３から、メダル
Ａ以外の大径メダルであるという判定結果を受信したときには、規制部材１３５ａを下方
に動かす。その結果、メダルＡ以外と判定された大径メダル、つまりメダルＢおよびその
他の種類のメダルは、規制部材１３５ａに衝突して、誘導通路１３２の下流端部に到達す
ることなく、誘導通路１３２の切欠かれた一部領域から落下し、シュート１３７を経由し
て計数ユニット１００Ｂの貯留部１２２に受け入れられる（図３、図７参照）。
【００６６】
　計数ユニット１００Ａの計数部１４４は、通過メダルを計数し、通過メダルの総枚数を
計数結果として出力し、制御部２００に送信する。また、計数部１４４は、判定部１４３
の判定結果に基づいて、メダルＡおよびメダルＡ以外の大径メダルをそれぞれ計数し、メ
ダルＡの枚数およびメダルＡ以外の大径メダルの枚数のそれぞれを計数結果として出力し
、制御部２００に送信する。
【００６７】
　計数ユニット１００Ｂの貯留部１２２内にメダルが受け入れられたときの計数ユニット
１００Ｂの動作の大部分は、計数ユニット１００Ａの動作と同様である。計数ユニット１
００Ｂの判定部１４３の判定結果は、計数ユニット１００Ｂの磁気センサ１３４を通過す
るメダルがメダルＢであるか、その他の種類のメダルであるかを特定する情報である。計
数ユニット１００Ｂの振分けソレノイド１３５は、判定部１４３から、メダルＢであると
いう判定結果を受信したときには、規制部材１３５ａを下方に動かさない。その結果、メ
ダルＢと判定されたメダルは、誘導通路１３２の下流端部に到達し、後方のメダル搬送装
置内に案内される（図３、図７参照）。
【００６８】
　一方、計数ユニット１００Ｂの振分けソレノイド１３５は、判定部１４３から、その他
の種類のメダルであるという判定結果を受信したときには、規制部材１３５ａを下方に動
かす。その結果、その他の種類のメダルと判定されたメダルは、規制部材１３５ａに衝突
して、誘導通路１３２の下流端部に到達することなく、誘導通路１３２の切欠かれた一部
領域から落下し、シュート１３７を経由して回収される（図３、図７参照）。
【００６９】
　計数ユニット１００Ｂの計数部１４４は、通過メダルの総枚数、メダルＢの枚数、およ
びその他の種類のメダルの枚数、を計数結果として出力し、制御部２００に送信する。
【００７０】
　計数ユニット１００Ｃ、１００Ｄが小径混合メダルを計数する場合についても、計数ユ
ニット１００Ａ、１００Ｂが大径混合メダルに対して行った上記説明があてはまる。計数
ユニット１００Ｃの判定部１４３によって、メダルＣと判定されたメダルは、誘導通路１
３２の下流端部に到達し、後方のメダル搬送装置内に案内される（図３、図７参照）。ま
た、メダルＣ以外と判定された小径メダル、つまりメダルＤおよびその他の種類のメダル
は、規制部材１３５ａに衝突して、誘導通路１３２の下流端部に到達することなく、誘導
通路１３２の切欠かれた一部領域から落下し、シュート１３７を経由して計数ユニット１
００Ｄの貯留部１２２に受け入れられる（図３、図７参照）。
【００７１】
　計数ユニット１００Ｄの判定部１４３によって、メダルＤと判定されたメダルは、誘導
通路１３２の下流端部に到達し、後方のメダル搬送装置内に案内される（図３、図７参照
）。また、メダルＤ以外と判定された小径メダル、つまりその他の種類のメダルは、規制
部材１３５ａに衝突して、誘導通路１３２の下流端部に到達することなく、誘導通路１３
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２の切欠かれた一部領域から落下し、シュート１３７を経由して回収される（図３、図７
参照）。
【００７２】
　計数ユニット１００Ｃの計数部１４４による計数結果は、通過メダルの総枚数、メダル
Ｃの枚数、およびメダルＣ以外の大径メダル（メダルＤおよびその他の種類のメダル）の
枚数であり、計数ユニット１００Ｃの計数部１４４は、前記計数結果を制御部２００に送
信する。
　計数ユニット１００Ｄの計数部１４４による計数結果は、通過メダルの総枚数、メダル
Ｄの枚数、およびその他の種類のメダルの枚数であり、計数ユニット１００Ｄの計数部１
４４は、前記計数結果を制御部２００に送信する。
【００７３】
　なお、本実施形態の作用の説明では、遊技者が獲得したメダルを、大径メダルと小径メ
ダルに事前に選別した段階で、小径混合メダルが存在しなかったため、計数ユニット１０
０Ｃ、１００Ｄに対して小径混合メダルを投入する動作はなかった。その結果、メダルＣ
の枚数を０、メダルＤの枚数を０とする計数結果が制御部２００に送信される。
【００７４】
　また、計数ユニット１００Ａ～１００Ｄの計数部１４４のそれぞれについては、通過メ
ダルを計数しないようにも設定できる。また、登録メダルを計数しないようにも設定でき
るし、登録メダル以外のメダルを計数しないようにも設定できる。このようなさまざまな
計数の有無の設定は、例えば、上位装置のオペレータの操作を介して、制御部３００およ
び制御部２００を経由し、計数部１４４のそれぞれに対して指令することで実現できる。
【００７５】
　制御部２００は、計数ユニット１００Ａ～１００Ｄのそれぞれから出力された計数結果
を受信すると、受信した計数結果を制御部３００に送信する。なお、制御部２００から制
御部３００への計数結果の送信は、例えば、シリアル信号で送信してもよいし、従来のメ
ダル計数機に接続したプリンタを用いたときと同様にパラレル信号で送信してもよい。
【００７６】
　制御部３００は、制御部２００から受信した計数結果に対して、遊技者が獲得したメダ
ルの枚数を、所定の形式にしたがって、タッチパネル４上に表示することができる。前記
所定の形式には、例えば、以下のパターン１～パターン３がある。
【００７７】
（パターン１）
　メダルＡの枚数、メダルＢの枚数、メダルＣの枚数、メダルＤの枚数、その他の種類の
メダルの枚数、およびこれらの合計枚数をタッチパネル４上に表示する。図８には、パタ
ーン１にしたがってタッチパネル４上に計数結果が表示された例が示されている。
　なお、パターン１にて受信するその他の種類のメダルの枚数は、計数ユニット１００Ｂ
にてシュート１３７を経由して回収されたその他の種類のメダルの枚数と、計数ユニット
１００Ｄにてシュート１３７を経由して回収されたその他の種類のメダルの枚数との和で
ある。
【００７８】
　メダルＡは、遊技者がメダルＡを用いる遊技機で遊技して正当に獲得したメダルであり
、従業員がタッチパネル４を操作して種類が指定されたメダルであるから、メダルＡの枚
数（１０００枚）は、遊技者が獲得したメダルの合計枚数（１０５１枚）に当然に計上さ
れる。
【００７９】
　メダルＢは、所定の原因でメダルＡを用いる遊技機内にてメダルＡに混在してしまい、
メダルＡとともに、獲得したメダルを従業員に計数してもらう遊技者（以下、「計数依頼
遊技者」と呼ぶ場合がある）に払い出されてしまったメダルであると推察される。前記所
定の原因には、他の遊技者が、他の使用可能メダルであるメダルＢを、メダルＡを用いる
遊技機に誤って投入してしまい、計数依頼遊技者に偶然払い出されてしまったこと、計数
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依頼遊技者が故意にメダルＢを持ち込み、メダルＡに混入させたこと、などが考えられる
。メダルＢが混在していた理由は明確でないとしても、計数依頼遊技者が故意にメダルＢ
を混入させたのでなければ、計数したメダルＢは、計数依頼遊技者が正当に獲得したメダ
ルであるといえる。
【００８０】
　このような事情を踏まえて、制御部３００は、メダルＢの枚数（５０枚）は、計数依頼
遊技者が獲得したメダルとして、計数依頼遊技者が獲得したメダルの合計枚数（１０５１
枚）に計上する。ただし、メダルＢは低交換率が設定されたメダルであるが、計数した５
０枚のメダルＢは、メダルＡと同等に扱い高交換率のメダルとして合計枚数に計上するこ
とが好ましい。
　なお、メダルＣ、Ｄについても、メダルＢと同様に扱う。
【００８１】
　その他の種類のメダルは、所定の原因でメダルＡを用いる遊技機内にてメダルＡに混在
してしまい、メダルＡとともに計数依頼遊技者に払い出されてしまったメダルであると推
察される。前記所定の原因には、他の遊技者が、遊技場内のどの遊技機にとっても使用不
可メダルとなるその他の種類のメダルを、メダルＡを用いる遊技機に誤って投入してしま
い、計数依頼遊技者に偶然払い出されてしまったこと、計数依頼遊技者が故意にその他の
種類のメダルを持ち込み、メダルＡに混入させたこと、などが考えられる。その他の種類
のメダルが混在していた理由は明確でないとしても、計数依頼遊技者が故意にその他の種
類のメダルを混入させたのでなければ、計数したその他の種類のメダルは、計数依頼遊技
者が正当に獲得したメダルであるといえる。
【００８２】
　このような事情を踏まえて、制御部３００は、その他の種類のメダルの枚数（１枚）は
、計数依頼遊技者が獲得したメダルとして、計数依頼遊技者が獲得したメダルの合計枚数
（１０５１枚）に計上する。ただし、その他の種類のメダルは使用不可メダルであるが、
計数した１枚のその他の種類のメダルは、メダルＡと同等に扱い高交換率のメダルとして
合計枚数に計上することが好ましい。
【００８３】
（パターン２）
　メダルＡの枚数、メダルＢの枚数、メダルＣの枚数、メダルＤの枚数、およびこれらの
合計枚数をタッチパネル４上に表示する。つまり、その他の種類のメダルの枚数は、計数
依頼遊技者が獲得したメダルの合計枚数に計上しない。このような計上方式は、その他の
種類のメダルは、もともと自身の遊技場で用いられているメダルではなく、他の遊技場か
ら故意に持ち込まれたメダルである可能性が高いので、計数対象から除外すべきである、
という考え方による。パターン２によれば、その他の種類のメダルを１枚計数したことを
無効にするので、計数依頼遊技者が獲得したメダルの合計枚数は、１０５０枚となる。
【００８４】
（パターン３）
　メダルＡの枚数をタッチパネル４上に表示し、メダルＡの枚数を合計枚数としてタッチ
パネル４上に表示する。つまり、その他の種類のメダルの枚数だけでなく、メダルＢの枚
数、メダルＣの枚数、メダルＤの枚数も、計数依頼遊技者が獲得したメダルの合計枚数に
計上しない。このような計数方式は、パターン２の考え方に加えて、自身の遊技場内で使
用されているメダルＢ～Ｄも、故意にメダルＡに混入された可能性が高いので、計数対象
から除外すべきである、という考えによる。パターン３によれば、その他の種類のメダル
を１枚計数したこと、およびメダルＢを５０枚計数したことを無効にするので、計数依頼
遊技者が獲得したメダルの合計枚数は、１０００枚となる。パターン３は、低交換率のメ
ダルを高交換率のメダルとして計上してしまい、遊技場の売り上げを損ねてしまうことを
防ぐ手段として有効である。
　なお、計数依頼遊技者が獲得したメダルの計数方式がパターン１～３に限定されないの
は、当然である。
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【００８５】
　従業員が、遊技者が獲得したメダルをすべて投入口２に投入し、図８に示す計数結果が
タッチパネル４上に表示された後、発行ボタンに触れると、制御部３００は、書き込み部
３１に対して、計数結果（すべての計数ユニット１００Ａ～１００Ｄが計数したメダルＡ
～Ｄの枚数、その他の種類のメダルの枚数、および合計枚数）を記録したレシートＲを発
行するための指令をする。書き込み部３１は、レシート発行部５に対して、メダルの計数
結果をレシートＲに印字させる。レシート発行部５は、図９に示すレシートＲを発行する
。また、制御部３００は、プリンタ３と通信接続されているＰＯＳ（Point of Sale）シ
ステムに対して、前記計数結果を送信する。
【００８６】
　レシートＲには、例えば、レシートＲを発行した日時、レシートＲを識別する番号であ
る発行Ｎｏ．、メダルＡの枚数、メダルＢの枚数、メダルＣの枚数、メダルＤの枚数、そ
の他の種類のメダルの枚数、メダルの種類ごとのメダルの枚数を合計したときの合計枚数
、２次元コードが印字されている。図９に示すレシートＲは、パターン１に対応して印字
されているが、パターン２、３などにしたがって計数されたときは、そのパターンにした
がってレシートＲに印字され、特定の種類のメダルの枚数の印字が省略される。
【００８７】
　２次元コードには、少なくとも、発行Ｎｏ．とメダルの合計枚数（１０５１枚）の情報
が含まれている。従業員は、前記情報が記録され、発行されたレシートＲを遊技者に渡す
。遊技者は、レシートＲを遊技場の受付に渡して、ＰＯＳシステムがレシートＲの２次元
コードを読み取って景品交換処理をすることで、遊技者は、メダルの合計枚数に対応する
特殊景品を受け取る。
【００８８】
　もし、遊技者が遊技場の会員であり、カードＣを所持している場合、制御部３００は、
書き込み部３１に対して、メダルの計数のためにカードＲＷに差し込まれたカードＣに計
数結果を書き込むように指令する。カードＣには、例えば、遊技者のＩＤ（Identificati
on）と、計数結果を書き込んだ日時（タイムスタンプ）、メダルＡの枚数、メダルＢの枚
数、メダルＣの枚数、メダルＤの枚数、その他の種類のメダルの枚数、メダルの種類ごと
のメダルの枚数を合計したときの合計枚数、が記録される。
【００８９】
　遊技者は、カードＣを遊技場の受付に渡して、ＰＯＳシステムがカードＣの情報を読み
取って景品交換処理をすることで、遊技者は、メダルの合計枚数に対応する特殊景品を受
け取り、カードＣを返却してもらう。
【００９０】
（まとめ）
　本実施形態によれば、計数ユニット１００において、磁気センサ１３４の判定部１４３
は、磁気センサ１３４の孔を通過するメダルを特徴付ける材質、外径、厚さという３つの
要素のうち異なる２つの要素を特定するための第１の磁気信号および第２の磁気信号を用
いて前記異なる２つの要素についての２元的なメダルの識別を行う。このため、メダルに
関する１つの要素（例えば材質）のみに基づいてメダルの識別を行っていた従来技術と比
較して、メダル計数機１に投入されるメダルを高精度で識別できる。
【００９１】
　また、メダルの識別の従来技術のなかには、遊技に使用されたメダルの画像データをカ
メラなどで取得し、基準となるメダルの画像データとのマッチング判定を行う技術がある
。しかし、度重なる使用によるメダルの汚れの影響が大きく、メダルの洗浄などの定期メ
ンテナンスが必要となり煩雑であった。本実施形態のメダルの識別は、その判定に用いる
磁気信号がメダルの汚れの影響をほとんど受けないので、前記定期メンテナンスは基本的
には必要ない。
【００９２】
　また、本実施形態の磁気センサ１３４には磁石を使用しないので、例えば磁気センサ１
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３４に外部からの磁性粉が付着して磁気センサ１３４におけるメダルの識別処理に支障を
きたすことは無い。
【００９３】
　本実施形態のメダル計数機１は、現金からメダルへ交換するときの複数の交換率に対応
する複数種類のメダルを計数するために、前記複数種類のメダルのうち１種類のメダルを
登録メダルとする計数ユニット１００を複数備えている。計数ユニット１００の各々は、
磁気センサ１３４を通過したメダルが登録メダルであるか否かを高精度で判定できる。よ
って、本実施形態のメダル計数機１は、現金からメダルへ交換するときの複数の交換率に
対応する複数種類のメダルがどのような種類であっても、計数されるメダルの種類を確実
に特定し、投入されたメダルを種類ごとに確実に計数することができる。
【００９４】
　また、本実施形態のメダル計数機１は、タッチパネル４を介して指定されたメダルの種
類を基準にして、計数ユニット１００Ａ～１００Ｄの計数部１４４のそれぞれが計数した
登録メダル（メダルＡ～メダルＤ）の数と、登録メダル以外のその他の種類のメダルの数
とを用いて（例えば、足し合わせて）、遊技者が獲得したメダルの枚数を決定することが
できる。よって、本実施形態のメダル計数機１は、本来計数するメダルの種類とは異なる
種類のメダルが投入されても、メダルの種類の違いを考慮して、遊技者が獲得したメダル
の合計枚数（獲得計数値）を確実に決定することができる。
【００９５】
　本実施形態のメダル計数機１は、レシートＲに印字するレシート発行部５またはカード
Ｃに書き込むカードＲＷ６を備えるプリンタ３を備えている。プリンタ３は、制御部３０
０の制御に基づいて、混合状態の複数種類のメダルの計数結果および合計枚数を、メダル
の種類ごとにレシートＲに明確に印刷出力したり、カードＣに書き込んだりすることがで
きる。その結果、プリンタ３は、遊技者に提示する計数結果を選択的に、レシートＲに印
字するまたはカードＣに書き込むことができる。また、プリンタ３は、選択的に提示され
た計数結果に対応する合計枚数をレシートＲに印字する、またはカードＣに書き込むこと
ができる。
【００９６】
（その他）
　本実施形態では、メダルを特徴付ける複数の要素として、メダルの材質、外径、厚さと
いう３つの要素を採り上げた。しかしながら、本実施形態で取り扱う、メダルを特徴付け
る要素は上記に限定されない。また、本実施形態のメダルの識別を行うのに必要とする要
素の個数は、２つでもよいし、４つ以上でもよい。
【００９７】
　また、本実施形態では、第１の磁気信号と、第２の磁気信号という、少なくとも２種類
の磁気信号を用いて、磁気センサ１３４の孔を通過するメダルの識別が行われる。しかし
ながら、３種類以上の磁気信号を用いてメダルの識別が行われてもよく、つまり、メダル
を特徴付けるすべてまたは一部の要素を用いてメダルの識別が行われればよい。
【００９８】
　また、本実施形態の計数ユニット１００は、磁気センサ１３４が備える環状の検知手段
の内側に位置する孔をメダルが通過するように構成されている。しかしながら、磁気セン
サ１３４が第１の磁気信号および第２の磁気信号を取得できるのであれば、磁気センサ１
３４の検知手段が環状であること、磁気センサ１３４の孔をメダルが通過すること、は必
須の発明特定事項ではなく、磁気センサ１３４の他の形状の検知部分をメダルが通過する
ように構成することも可能である。例えば、磁気センサ１３４の検知部分は、コ字状、ま
たはＣ字状であってもよい。
【００９９】
　なお、図３などに示されている、遊技媒体搬送装置内に配置されている計数ユニット１
００は、遊技媒体を使用して機能する遊技媒体使用機の具体例の一つである。遊技媒体使
用機の他の具体例としては、遊技媒体貸出機内に配置されている払い出しホッパーまたは
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計数ホッパー、遊技機内に配置されている払い出しホッパー、ジェットカウンタなどの計
数機内に配置されている計数機ホッパーなどがある。遊技媒体使用機が遊技機内に配置さ
れている払い出しホッパーである場合には、磁気センサ１３４と同等の磁気センサを、前
記払い出しホッパーの払い出し口に配置するとよい。
【０１００】
　本実施形態において、複数の計数ユニット１００にて計数される登録メダルの組み合わ
せは、外径の違いおよび材質の違いを組み合わせたメダル同士の組み合わせに限られず、
メダルを特徴付ける要素の少なくとも１つが異なるメダル同士の組み合わせも該当する。
具体的には、メダルの外径、材質、厚さ、模様、形状などのうち少なくとも１つ以上が異
なるメダルの組み合わせが該当する。
【０１０１】
　メダル計数機１が備える複数の計数ユニット１００の個数、配置は、遊技場で使用され
るメダルの種類の数に応じて任意に設計することができる。例えば、メダル計数機１が備
える計数ユニット１００をメダルの種類の数と同じ数だけ用意し、計数ユニット１００の
すべてを連結配置することができる。つまり、１つの計数ユニット１００にて、登録メダ
ルが誘導通路１３２の下流端部に到達する一方で、登録メダル以外のメダルがシュート１
３７を経由して落下して他の計数ユニット１００の１つの貯留部１２２内へ到達し磁気セ
ンサ１３４の孔を通過するように、すべての計数ユニット１００を配置することができる
。この場合、最下層にある計数ユニット１００において、いずれの登録メダルにも該当し
ないその他の種類のメダルは、シュート１３７を経由して落下した後、回収される。
　なお、複数の計数ユニット１００のすべてを連結配置する場合、上記したような、混合
メダルを事前に大径混合メダルと小径混合メダルとに選別する必要はない。
【０１０２】
　本実施形態では、制御部２００が制御部３００に対して、計数ユニット１００Ａ～１０
０Ｄの計数結果をすべて送信するようにした。しかし、例えば、制御部３００が制御部２
００に対して、計数ユニット１００Ａ～１００Ｄの計数結果の一部を制御部３００に送信
するように、指示することができる。また、プリンタ３に通信接続されているＰＯＳシス
テムが、制御部３００に対して、計数ユニット１００Ａ～１００Ｄの計数結果の一部をＰ
ＯＳシステムに送信するように、指示することができる。
【０１０３】
　本実施形態のメダル計数機１は、すべての計数ユニット１００から計数結果を受信する
制御部２００と、プリンタ３を制御する制御部３００とを備える。しかし、メダル計数機
１は、制御部２００および制御部３００を統合した制御部を備えてもよい。
【０１０４】
　本実施形態のメダル計数機１は、プリンタ３を備えた、プリンタ内蔵型のメダル計数機
であるが、プリンタ３と同様の機能を有するプリンタを外付けで備えたメダル計数機１と
することもできる。この場合、タッチパネル４は、メダル計数機１が備える。
【０１０５】
　本実施形態のプリンタ３が備えるカードＲＷ６は、ＩＣチップを有するカードＣから非
接触で情報を読み取る非接触式のリーダライタである。しかし、カードＣは、例えば、磁
気ストライプカードであってもよく、カードＲＷ６は、磁気ストライプカードを引き込ん
で磁気ストライプ部分から情報を読み取る接触式のリーダライタとすることもできる。
【０１０６】
　本実施形態のメダル計数機１は、複数の計数ユニット１００を備えることで、遊技者が
獲得した混合状態のメダルを、登録メダルの種類ごとに選り分けることができる。よって
、選り分けた複数の登録メダルを混在させることなく、後段のメダル搬送装置に搬送する
機構を備えることで、メダル搬送装置を介して、他の種類の登録メダルが混在していない
登録メダルを、対応する遊技機に補給することができる。
【０１０７】
　また、本実施形態で説明した技術を組み合わせた技術を実現できる。
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　その他、本発明の装置を構成する部材の形状、配置などは、適宜変更できる。
【符号の説明】
【０１０８】
　１　　　メダル計数機（遊技媒体計数機）
　２、２Ｌ、２Ｒ　投入口
　３　　　プリンタ（記録装置）
　４　　　タッチパネル（入力部、表示部）
　５　　　レシート発行部
　６　　　カードＲＷ
　Ｒ　　　レシート（非電子的な記録媒体）
　Ｃ　　　カード（電子的な記録媒体）
　３１　　書き込み部
　３２　　上位接続機種Ｉ／Ｆ
　３３　　表示部
　３４　　入力部
　３５　　入出力端子部
　１００、１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄ　計数ユニット
　１２１　計数機器
　１２２　貯留部
　１２３　ベース部材
　１３１　計数回転盤
　１３１ａ　メダル収納孔
　１３２　誘導通路
　１３３　フォトセンサ
　１３４　磁気センサ
　１３５　振分けソレノイド
　１３５ａ　規制部材
　１３６　ディップスイッチ
　１３７　シュート
　１４１、１４２　信号取得部
　１４３　判定部
　１４４　計数部
　２００　制御部
　３００　制御部
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