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(57)【要約】
【課題】ゴミの影響を受けることなく動作が安定し、メ
ンテナンス作業が容易なメダルセレクタ、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する。
【解決手段】メダルセレクタにおいて、セレクタ本体ユ
ニット７２０に、メダルが転動しながら通過する転動通
路８３０を設け、このメダル転動通路８３０の底面８３
０ｂを所定の溝となるようにＶ字状に形成し、底面８３
０ｂとメダルＭとをメダルＭの角部で接触させ、Ｖ字状
の溝の頂点部分にゴミを収容可能にした。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
メダルが転動しながら通過する転動通路を備え、この転動通路を通過するメダルを選別す
るメダルセレクタであって、
　前記転動通路は、底部として、転動するメダルの周縁が接するメダル通過面を有し、
　前記メダル通過面には、所定の溝を形成したことを特徴とするメダルセレクタ。
【請求項２】
請求項１に記載のメダルセレクタであって、
　前記メダル通過面に形成した所定の溝は、メダルの通過方向に沿って形成してあること
を特徴とするメダルセレクタ。
【請求項３】
請求項１または２に記載のメダルセレクタであって、
　前記メダル通過面は、複数の転動通路面を所定の配置として、前記所定の溝が形成して
あることを特徴とするメダルセレクタ。
【請求項４】
請求項３に記載のメダルセレクタであって、
　前記複数の転動通路面は、メダルの通過方向に沿う垂直面に対して傾斜させた第１傾斜
面と、該第１傾斜面と同角度で傾斜させた第２傾斜面と、で構成され、
　前記所定の配置は、前記第１傾斜面と前記第２傾斜面とを互いに向き合わせて略Ｖ形と
した配置であることを特徴とするメダルセレクタ。
【請求項５】
請求項４に記載のメダルセレクタであって、
　前記第１傾斜面と前記第２傾斜面とは、前記第１傾斜面の上縁と、前記第２傾斜面の上
縁とが、メダルの厚幅長に比して大きな長さで離隔するように設けられていることを特徴
とするメダルセレクタ。
【請求項６】
請求項４または５に記載のメダルセレクタであって、
　前記第１傾斜面には、通過するメダルに接する第１位置と、通過するメダルに接するこ
とのない第２位置とを、移動可能に構成した移動傾斜面が形成されていることを特徴とす
るメダルセレクタ。
【請求項７】
請求項６に記載のメダルセレクタであって、
　前記移動傾斜面を、前記第１位置と第２位置との間を移動させるように、電気供給を受
けて動作する駆動部を設けたことを特徴とするメダルセレクタ。
【請求項８】
請求項６または７に記載のメダルセレクタであって、
　前記メダルの転動通路には、メダルの通過方向に沿って下り傾斜させた第１傾斜通路と
、前記第１傾斜通路の下流側に位置し、前記第１傾斜通路より緩斜面または略水平面とし
た第２傾斜通路と、を形成し、
　前記第１傾斜通路から第２傾斜通路となる通路付近に、前記移動傾斜面を形成したこと
を特徴とするメダルセレクタ。
【請求項９】
請求項１ないし８のいずれかに記載したメダルセレクタを備えることを特徴とするスロッ
トマシン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば遊技媒体として使用するメダルを選別するメダルセレクタ、及びこの
メダルセレクタを備えるスロットマシンに関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、スロットマシンは、メダルを投入する投入口が設けられており、この投入口に投
下されたメダルは、遊技台内部の通路を通過し、この通路に設けたセンサによって投入さ
れたメダルを検知するようになっている。
【０００３】
　例えば、図３６に示す従来のメダルセレクタ６は、メダル通路を形成するセレクタ本体
ユニット６１と、このセレクタ本体ユニット６１に着脱自在に設けられる側面ガイドユニ
ット６２と、投入されたメダルをメダル受皿に案内する開閉可能なガイドカバー６３と、
から構成され、取付基板６４を介してスロットマシンの前面扉の裏面側に、着脱可能に取
り付られている。
【０００４】
　ところで、従来のメダルセレクタ６においては、側面ガイドユニット６２の取付・取外
作業が煩雑であった。これは、側面ガイドユニット６２の着脱機構が複雑であることに起
因する。
【０００５】
　例えば、図３６において、側面ガイドユニット６２は、ベース基板６１２に対して回動
自在且つ着脱自在に設けられている。即ち、メダル返却装置６７の軸６７３を、この側面
ガイドユニット６２も支軸６２１として共有し、当該軸６２１に嵌装した装着スプリング
６２２により、側面ガイドユニット６２がセレクタ本体ユニット６１のベース基板６１２
に対して着脱自在且つ回動自在に装着してある。
【０００６】
　このため、側面ガイドユニット６２は、装着時に、ベース基板６１２に対峙するガイド
基板６２３を有し、このガイド基板６２３に軸受部６２４と、押圧片６２５とが装着して
ある。軸受部６２４は、ガイド基板６２３の一部をほゞコ字状に屈曲成型し、屈曲先端部
に軸受溝６２４ａを形成したものである。
【０００７】
　また、前記装着スプリング６２２は、中央部分に係止端部６２２ａが形成してあり、前
記軸受溝６２４ａに前記軸６７３を嵌着したときに、この係止端部６２２ａが前記ガイド
基板６２３に開設した係止口６２６に係止することにより、側面ガイドユニット６２がセ
レクタ本体ユニット６１に装着される。
【０００８】
　側面ガイドユニット６２は、可動型押出しガイド６２７を備える。この可動型押出しガ
イド６２７は、前記ガイド基板６２３に軸６２８により回動自在に設けられると共に、こ
の軸６２８に巻装したトーションスプリング６２９によりメダルを押圧する方向に緩く付
勢され、当該可動型押出しガイド６２７の押圧片６２５の先端が、前記メダル選別口６１
１に臨んでいる。
【０００９】
　前記メダル選別口６１１の下縁付近には、投入されたメダルが転動するメダル転動面を
有する移送ガイド６５が、メダルの下部一側をガイドするベース基板６１２に対して止着
されている。
【００１０】
　この移送ガイド６５は、メダルが転動して流下するように下り傾斜が設けてある。そし
て、メダルセレクタ６は、取付基板６４に装着した場合に、移送ガイド６５の流下端が、
取付基板６４の搬送樋６４１の入口に連絡し、投入されたメダルをホッパーのメダルタン
クへ移送するメダルの通路が連通するようになっている。上記のようなメダルセレクタと
して、例えば特許文献１がある。
【００１１】
【特許文献１】特開２００５－５２３９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１２】
　しかしながら、従来のメダルセレクタにおいては、蓄積したゴミの影響によって安定し
た動作が得られないのが現状であった。例えば、蓄積したゴミに乗り上げたメダルが傾動
して、正規のメダルでありながら、排出されてしまうことがあった。このような現象が起
こると、遊技者は、改めてメダルを投入しなければならないので、面倒であるとともに、
遊技のリズムが崩れ、遊技意欲の減少に繋がることもあった。また、従来のメダルセレク
タでは、ゴミを収容する容量が少なかったので、頻繁に清掃をしなければならず、遊技店
にとっても、大きな負担となっていた。
【００１３】
　本発明は、上記問題に基づいてなされたものであり、ゴミの影響を受けることなく動作
が安定し、メンテナンス作業が容易なメダルセレクタ、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することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記課題を解決するために、請求項１に係る発明は、メダルが転動しながら通過する転
動通路を備え、この転動通路を通過するメダルを選別するメダルセレクタであって、前記
転動通路は、底部として、転動するメダルの周縁が接するメダル通過面を有し、前記メダ
ル通過面には、所定の溝を形成したことを特徴とする。
【００１５】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載のメダルセレクタであって、前記メダル通過面
に形成した所定の溝は、メダルの通過方向に沿って形成してあることを特徴とする。
【００１６】
　請求項３に係る発明は、請求項１または２に記載のメダルセレクタであって、前記メダ
ル通過面は、複数の転動通路面を所定の配置として、前記所定の溝が形成してあることを
特徴とする。
【００１７】
　請求項４に係る発明は、請求項３に記載のメダルセレクタであって、前記複数の転動通
路面は、メダルの通過方向に沿う垂直面に対して傾斜させた第１傾斜面と、該第１傾斜面
と同角度で傾斜させた第２傾斜面と、で構成され、前記所定の配置は、前記第１傾斜面と
前記第２傾斜面とを互いに向き合わせて略Ｖ形とした配置であることを特徴とする。
【００１８】
　請求項５に係る発明は、請求項４に記載のメダルセレクタであって、前記第１傾斜面と
前記第２傾斜面とは、前記第１傾斜面の上縁と、前記第２傾斜面の上縁とが、メダルの厚
幅長に比して大きな長さで離隔するように設けられていることを特徴とする。
【００１９】
　請求項６に係る発明は、請求項４または５に記載のメダルセレクタであって、前記第１
傾斜面には、通過するメダルに接する第１位置と、通過するメダルに接することのない第
２位置とを、移動可能に構成した移動傾斜面が形成されていることを特徴とする。
【００２０】
　請求項７に係る発明は、請求項６に記載のメダルセレクタであって、前記移動傾斜面を
、前記第１位置と第２位置との間を移動させるように、電気供給を受けて動作する駆動部
を設けたことを特徴とする。
【００２１】
　請求項８に係る発明は、請求項６または７に記載のメダルセレクタであって、前記メダ
ルの転動通路には、メダルの通過方向に沿って下り傾斜させた第１傾斜通路と、前記第１
傾斜通路の下流側に位置し、前記第１傾斜通路より緩斜面または略水平面とした第２傾斜
通路と、を形成し、前記第１傾斜通路から第２傾斜通路となる通路付近に、前記移動傾斜
面を形成したことを特徴とする。
【００２２】
　請求項９に係る発明は、請求項１ないし８のいずれかに記載したメダルセレクタを備え
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ることを特徴とするスロットマシンである。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１に係る発明によれば、メダルの転動によって、溝の内部にゴミを排除すること
ができ、メダルの転動時にゴミの影響を受けず、動作が安定する。また、ゴミを溝内に収
容しておくことができるので、清掃作業を行う頻度を低減し、遊技店のメンテナンスの負
担を低減することができる。
【００２４】
　請求項２に係る発明によれば、メダルの通過面にゴミを均一に分散させることができる
。このため、通過面全体に渡ってゴミを収容することが可能になって、ゴミの収容能力が
増大するので、清掃回数を更に減らすことができる。
【００２５】
　請求項３に係る発明によれば、メダルの通過面に対して、幅の狭い溝を形成することは
微細な作業を要求されて困難であるが、部材の配置作業は容易に行なうことができる。こ
のため、メダルセレクタの製造組立時の作業性が向上する。
【００２６】
　請求項４に係る発明によれば、メダル通過面のほゞ全体を、ゴミの収容空間とすること
ができるので、ゴミの収容能力を大幅に向上させることができ、清掃回数を大幅に減らす
ことができる。
【００２７】
　請求項５に係る発明によれば、メダルと通過面との接触面積が少なく、転動するメダル
によって、ゴミを接触点以外の部位に移動させることができる。従って、メダルの転動が
安定するとともに、ゴミの排除が可能である。
【００２８】
　請求項６に係る発明によれば、粘性の少ないゴミを自然落下させることができ、ゴミを
言わば半自動的に排除することができる。
【００２９】
　請求項７に係る発明によれば、電気的に制御することができ、ゴミを自動的、或いは定
期的に排除することができる。
【００３０】
　請求項８に係る発明によれば、メダル通過面の傾斜が変わる部分で、ゴミを排除可能で
あり、ゴミが溜まり易い部分においてゴミを効果的に排除することができる。
【００３１】
　請求項９に係る発明によれば、メダルセレクタの動作が安定するので、スロットマシン
における円滑な遊技が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例に係
るスロットマシン１００の斜視図である。
【００３３】
＜全体構成＞
　まず、図１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。なお、同図はスロットマシン１００の外観斜視図を示したものである。
【００３４】
　スロットマシン１００は、略箱状の本体１０１と、この本体１０１の前面開口部に取り
付けられた前面扉１０２とを有して構成されている。スロットマシン１００の本体１０１
の中央内部には、外周面に複数種類の図柄が所定コマ数だけ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。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
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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１
１０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。なお、本実施例では、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。
【００３５】
　また、図柄表示窓１１３の外枠には、点滅や点灯などの点灯制御によって、後述する有
効ラインや入賞ラインを報知するためのライン表示ＬＥＤ（図示省略）が配置されている
。
【００３６】
　さらに、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なる光学式センサ（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１１４上に表示されるようにリール１１０乃至１１２を
停止させる。
【００３７】
　入賞ライン表示ランプ１２０は、有効となる入賞ラインを示すランプである。有効とな
る入賞ラインは、スロットマシン１００に投入されたメダルの数によって予め定まってい
る。５本の入賞ライン１１４のうち、例えば、メダルが１枚投入された場合、中段の水平
入賞ラインが有効となり、メダルが２枚投入された場合、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枚投入された場合、右下り入賞ラ
インと右上り入賞ラインが追加された５本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本に限定されるものではない。
【００３８】
　スタートランプ１２１は、リール１１０乃至１１２が回転することができる状態にある
ことを遊技者に知らせるランプである。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役に入賞した場合に、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。告知ランプ１２３は、内部
抽選において、特定の入賞役（例えば、ＢＢ（ビッグボーナス）やＲＢ（レギュラーボー
ナス）等のボーナス）に内部当選していることを遊技者に知らせるランプである。メダル
投入ランプ１２４は、メダルの投入が可能であることを知らせるランプである。払出枚数
表示器１２５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。遊技回数表示器１２６は、メダル投入時のエラー表示や、ビ
ッグボーナスゲーム中（ＢＢゲーム中）の遊技回数、所定の入賞役の入賞回数等を表示す
るための表示器である。貯留枚数表示器１２７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。リールパネルランプ１２８は、
演出用のランプである。
【００３９】
　メダル投入ボタン１３０、１３１は、スロットマシン１００に電子的に貯留されている
メダルを所定の枚数分投入するためのボタンである。本実施例においては、メダル投入ボ
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、メダル投入ボタン１３１が
押下されると３枚投入されるようになっている。メダル投入口１３４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、
メダル投入ボタン１３０又は１３１により電子的に投入することもできるし、メダル投入
口１３４から実際のメダルを投入することもできる。なお、メダル投入口１３４は、投入
されるメダルの径によりメダルを選別可能に構成されている。具体的には、スロットマシ
ン１００が２５パイメダルを使用して遊技する仕様の場合、２５パイメダルは通過可能で
あって、３０パイメダルが通過することがないような投入口形状とする。精算ボタン１３
２は、スロットマシン１００に電子的に貯留されたメダル及びベットされたメダルを精算
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し、メダル払出口１５５よりメダル受皿１５６に排出するためのボタンである。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。
【００４０】
　スタートレバー１３５は、遊技の開始操作を行うためのレバー型のスイッチである。即
ち、メダル投入口１３４に所望する枚数のメダルを投入して、スタートレバー１３５を操
作すると、これを契機としてリール１１０乃至１１２が回転し、遊技が開始される。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に対する停止操作を行うためのボタンであり、各リール１１０乃至
１１２に対応して設けられている。そして、いずれかのストップボタン１３７乃至１３９
を操作すると対応するいずれかのリール１１０乃至１１２が停止することになる。
【００４１】
　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。メダル払出口１５５は、メダルを払出すための払出口である。
メダル受皿１５６は、メダル払出口１５５から払出されたメダルを溜めるための器である
。なお、メダル受皿１５６は、本実施例では発光可能な受皿を採用している。
【００４２】
　上部ランプ１５０、サイドランプ１５１、中央ランプ１５２、腰部ランプ１５３、下部
ランプ１５４は、遊技を盛り上げるための装飾用のランプである。演出装置１９０は、例
えば開閉自在な扉（シャッター）１６３が前面に取り付けられた液晶表示装置１５７を含
み、この演出装置１９０には、例えば小役告知等の各種の情報が表示される。音孔１６０
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。タイトルパネル１６２には、スロットマシン１００を装飾するための図柄が描か
れる。
【００４３】
＜制御部＞
　次に、図２および図３を用いて、このスロットマシン１００の制御部の回路構成につい
て詳細に説明する。
【００４４】
　スロットマシン１００の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３
００と、主制御部３００より送信されたコマンドに応じて各種機器を制御する副制御部４
００と、によって構成されている。
【００４５】
＜主制御部＞
　まず、図２を用いて、スロットマシン１００の主制御部３００について説明する。なお
、同図は主制御部３００の回路ブロック図を示したものである。
【００４６】
　主制御部３００は、主制御部３００の全体を制御するための演算処理装置であるＣＰＵ
３１０や、ＣＰＵ３１０が各ＩＣや各回路と信号の送受信を行うためのデータバス及びア
ドレスバスを備え、その他、以下に述べる構成を有する。クロック補正回路３１４は、水
晶発振器３１１から発振されたクロックを分周してＣＰＵ３１０に供給する回路である。
例えば、水晶発振器３１１の周波数が１２ＭＨｚの場合に、分周後のクロックは６ＭＨｚ
となる。ＣＰＵ３１０は、クロック補正回路３１４により分周されたクロックをシステム
クロックとして受け入れて動作する。
【００４７】
　また、ＣＰＵ３１０には、センサやスイッチの状態を常時監視するためのタイマ割り込
み処理の周期やモータの駆動パルスの送信周期を設定するためのタイマ回路３１５がバス
を介して接続されている。ＣＰＵ３１０は、電源が投入されると、データバスを介してＲ
ＯＭ３１２の所定エリアに格納された分周用のデータをタイマ回路３１５に送信する。タ
イマ回路３１５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
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時間ごとに、割り込み要求をＣＰＵ３１０に送信する。ＣＰＵ３１０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、ＣＰＵ３１０のシ
ステムクロックを６ＭＨｚ、タイマ回路３１５の分周値を１／２５６、ＲＯＭ３１２の分
周用のデータを４４に設定した場合、この割り込みの基準時間は、２５６×４４÷６ＭＨ
ｚ＝１．８７７ｍｓとなる。
【００４８】
　さらに、ＣＰＵ３１０には、各ＩＣを制御するためのプログラム、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の各種データを記憶しているＲＯＭ３１２や、
一時的なデータを保存するためのＲＡＭ３１３が接続されている。これらのＲＯＭ３１２
やＲＡＭ３１３については他の記憶手段を用いてもよく、この点は後述する副制御部４０
０においても同様である。また、ＣＰＵ３１０には、外部の信号を受信するための入力イ
ンタフェース３６０が接続され、割込み時間ごとに入力インタフェース３６０を介して、
スタートレバーセンサ３２１、ストップボタンセンサ３２２、メダル投入ボタンセンサ３
２３、精算スイッチセンサ３２４、メダル払い出しセンサ３２６、電源判定回路３２７の
状態を検出し、各センサを監視している。
【００４９】
　メダル投入センサ３２０は、メダル投入口１３４に投入されたメダルを検出するための
センサである。スタートレバーセンサ３２１はスタートレバー１３５の操作を検出するた
めのセンサである。ストップボタンセンサ３２２はストップボタン１３７乃至１３９のい
ずれかが押された場合、どのストップボタンが押されたかを検出するためのセンサである
。メダル投入ボタンセンサ３２３はメダル投入ボタン１３０、１３１のいずれかが押下さ
れた場合、どのメダル投入ボタンが押されたかを検出するためのセンサである。精算スイ
ッチセンサ３２４は、精算ボタン１３２に設けられており、精算ボタン１３２が一回押さ
れると、貯留されているメダル及びベットされているメダルが精算されて払い出されるこ
とになる。メダル払い出しセンサ３２６は、払い出されるメダルを検出するためのセンサ
である。電源判定回路３２７は、スロットマシン１００に供給される電源の遮断を検出す
るための回路である。
【００５０】
　ＣＰＵ３１０には、更に、入力インタフェース３６１、出力インタフェース３７０、３
７１がアドレスデコード回路３５０を介してアドレスバスに接続されている。ＣＰＵ３１
０は、これらのインタフェースを介して外部のデバイスと信号の送受信を行っている。入
力インタフェース３６１には、インデックスセンサ３２５が接続されている。インデック
スセンサ３２５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１１０乃至１１２に設けた遮光片がこのインデックスセンサ３２５を通過するたびに
ハイレベルになる。ＣＰＵ３１０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。出力インタフェース３７０には、
リールを駆動させるためのモータを制御するリールモータ駆動部３３０と、ホッパー（バ
ケットにたまっているメダルをメダル払出口１５５から払出すための装置。）のモータを
駆動するためのホッパーモータ駆動部３３１と、遊技ランプ３４０（具体的には、入賞ラ
イン表示ランプ１２０、スタートランプ１２１、再遊技ランプ１２２、告知ランプ１２３
、メダル投入ランプ１２４等）と、７セグメント（ＳＥＧ）表示器３４１（払出枚数表示
器１２５、遊技情報表示器１２６、貯留枚数表示器１２７等）が接続されている。
【００５１】
　また、ＣＰＵ３１０には、乱数発生回路３１７がデータバスを介して接続されている。
乱数発生回路３１７は、水晶発振器３１１及び水晶発振器３１６から発振されるクロック
に基づいて、一定の範囲内で値をインクリメントし、そのカウント値をＣＰＵ３１０に出
力することのできるインクリメントカウンタであり、後述する入賞役の内部抽選をはじめ
各種抽選処理に使用される。ＣＰＵ３１０のデータバスには、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３７１が接続されている。主制御部３００と副制御
部４００との情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は副制御部４００へコマン
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ドを送信するが、副制御部４００から主制御部３００へ何らかのコマンド等を送信するこ
とはできない。
【００５２】
＜副制御部＞
　次に、図３を用いて、スロットマシン１００の副制御部４００について説明する。なお
、同図は副制御部４００の回路ブロック図を示したものである。
【００５３】
　副制御部４００は、主制御部３００より送信された主制御コマンド等に基づいて副制御
部４００の全体を制御する演算処理装置であるＣＰＵ４１０や、ＣＰＵ４１０が各ＩＣ、
各回路と信号の送受信を行うためのデータバス及びアドレスバスを備え、以下に述べる構
成を有する。クロック補正回路４１４は、水晶発振器４１１から発振されたクロックを補
正し、補正後のクロックをシステムクロックとしてＣＰＵ４１０に供給する回路である。
【００５４】
　また、ＣＰＵ４１０にはタイマ回路４１５がバスを介して接続されている。ＣＰＵ４１
０は、所定のタイミングでデータバスを介してＲＯＭ４１２の所定エリアに格納された分
周用のデータをタイマ回路４１５に送信する。タイマ回路４１５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ＣＰＵ４１
０に送信する。ＣＰＵ４１０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。
【００５５】
　また、ＣＰＵ４１０には、副制御部４００の全体を制御するための命令及びデータ、ラ
イン表示ＬＥＤの点灯パターンや各種表示器を制御するためのデータが記憶されたＲＯＭ
４１２や、データ等を一時的に保存するためのＲＡＭ４１３が各バスを介して接続されて
いる。
【００５６】
　さらに、ＣＰＵ４１０には、外部の信号を送受信するための入出力インタフェース４６
０が接続されており、入出力インタフェース４６０には、図柄表示窓１１３の外枠に配設
され、点滅や点灯などの点灯制御によって有効ラインや入賞ラインを報知するためのライ
ン表示ＬＥＤ４２０、前面扉１０２の開閉を検出するための扉センサ４２１、ＲＡＭ４１
３のデータをクリアにするためのリセットスイッチ４２２が接続されている。
【００５７】
　ＣＰＵ４１０には、データバスを介して主制御部３００から主制御コマンドを受信する
ための入力インタフェース４６１が接続されており、入力インタフェース４６１を介して
受信したコマンドに基づいて、遊技全体を盛り上げる演出処理等が実行される。また、Ｃ
ＰＵ４１０のデータバスとアドレスバスには、音源ＩＣ４８０が接続されている。音源Ｉ
Ｃ４８０は、ＣＰＵ４１０からの命令に応じて音声の制御を行う。また、音源ＩＣ４８０
には、音声データが記憶されたＲＯＭ４８１が接続されており、音源ＩＣ４８０は、ＲＯ
Ｍ４８１から取得した音声データをアンプ４８２で増幅させてスピーカ４８３から出力す
る。ＣＰＵ４１０には、主制御部３００と同様に、外部ＩＣを選択するためのアドレスデ
コード回路４５０が接続されており、アドレスデコード回路４５０には、主制御部３００
からのコマンドを受信するための入力インタフェース４６１、時計ＩＣ４２３、７セグメ
ント表示器４４０への信号を出力するための出力インタフェース４７２等が接続されてい
る。
【００５８】
　時計ＩＣ４２３が接続されていることで、ＣＰＵ４１０は、現在時刻を取得することが
可能である。７セグメント表示器４４０は、スロットマシン１００の内部に設けられてお
り、たとえば副制御部４００に設定された所定の情報を遊技店の係員等が確認できるよう
になっている。更に、出力インタフェース４７０には、デマルチプレクサ４１９が接続さ
れている。デマルチプレクサ４１９は、出力インタフェース４７０から送信された信号を
各表示部等に分配する。即ち、デマルチプレクサ４１９は、ＣＰＵ４１０から受信された



(10) JP 2009-72301 A 2009.4.9

10

20

30

40

50

データに応じて上部ランプ１５０、サイドランプ１５１、中央ランプ１５２、腰部ランプ
１５３、下部ランプ１５４、リールパネルランプ１２８、タイトルパネルランプ１７０、
払出口ストロボ１７１を制御する。タイトルパネルランプ１７０は、タイトルパネル１６
２を照明するランプであり、払出口ストロボ１７１は、メダル払い出し口１５５の内側に
設置されたストロボタイプのランプである。なお、ＣＰＵ４１０は、扉・液晶画面制御部
４９０への信号送信は、デマルチプレクサ４１９を介して実施する。扉・液晶画面制御部
４９０は、液晶表示装置１５７及び扉１６３を制御する制御部である。
【００５９】
＜遊技の基本的制御＞
　図４は、本実施例のスロットマシン１００における遊技の基本的制御を示すフローチャ
ートである。
　遊技の基本的制御は、ＭａｉｎＣＰＵ３１０が中心になって行い、電源断等を検知しな
いかぎり、同図の処理を繰り返し実行する。
【００６０】
　先ず、Ｓ１０１では、メダル投入処理として、メダルの投入数に応じた入賞ライン表示
ランプ１２０の点灯等を行う。なお、メダル投入ボタン１３０，１３１によるクレジット
による投入も、メダル投入口ブロックのメダル投入口１３４から、実際のメダルを投入す
る場合も同等に処理する。
【００６１】
　Ｓ１０２では、遊技のスタート操作に関する処理を行う。スタートレバー１３５が操作
された場合、投入されたメダル枚数を確定する。次いで、Ｓ１０３では、確定されたメダ
ル枚数に基づいて、有効な入賞ライン１１４を確定する。
【００６２】
　Ｓ１０４では、乱数発生器３１１で発生させた乱数値を取得する。
　Ｓ１０５では、ＲＯＭ３１２に格納されている抽選データテーブルと、Ｓ１０４で取得
した乱数値を用いて、入賞役の内部当選の当否を定める内部抽選を行う。なお、抽選デー
タテーブルには、あらかじめ、ＢＢ、ＲＢ、小役等の抽選確率に応じたデータが格納され
ている。
【００６３】
　Ｓ１０６では、例えば、演出装置１９０においてどのような演出を行うか決めたり、ゲ
ームを盛り上げるためキャラクター等を登場させる、演出抽選処理を行う。
【００６４】
　Ｓ１０７では、Ｓ１０４で取得した乱数値を用いて、リール停止制御テーブルを選択し
、各リール１１０～１１２の回転を開始させる。
【００６５】
　Ｓ１０８では、ストップボタン１３７～１３９の受付が可能になり、いずれかのストッ
プボタンが押されると、押されたストップボタンに対応するリールを、Ｓ１０５で選択し
たリール停止制御テーブルに基づいて停止させる。
【００６６】
　Ｓ１０９では、入賞判定を行う。ここでは、有効化された入賞ライン１１４上に、入賞
役に対応する絵柄組合せが表示された場合にその入賞役に入賞したと判定する。例えば、
有効化された入賞ライン１１４上に、例えば「ベル－ベル－ベル」が揃っていたならば、
ベル入賞と判定する。また、例えば「青７－青７－青７」が揃っていたならば、ＢＢ入賞
と判定する。
【００６７】
　Ｓ１１０では、払い出しのある何らかの入賞役に入賞していれば、その入賞役に対応す
る枚数のメダルを払い出す。
【００６８】
　Ｓ１１１では、遊技状態を制御する。例えば、ＢＢ入賞時には、次の遊技からＢＢゲー
ムが開始されるように準備をし、ＢＢ終了時には、次の遊技から通常の遊技が開始される
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ように準備させる。
【００６９】
＜本体内部構造＞
　次に、本実施例のスロットマシン１００の内部構成について簡単に説明する。図５は、
スロットマシン１００の内部構成の概略を示す前面扉１０２を開いた斜視図である。本体
部としてのキャビネット１０１の内部には、主基板収納ケース２１０、副制御基板収納ケ
ース２２０及びリールユニット１８５や、図示を省略した電源ボックス、メダル払出装置
１８０、メダル補助収納部２４０、中央スピーカユニット、外部中継端子板等の諸装置が
配設されている。
【００７０】
　リールユニット１８５は、樹脂製のケース２２１内にステッピングモータで駆動される
リール１１０乃至１１２を個別に着脱可能に取り付けて構成している。そして、このリー
ルユニット１８５は、ケース２２１により３本のリールをユニット化し、キャビネット１
０１に設けたリールユニット載置台２７８に対する着脱を容易に行えるように構成してい
る。また、リールユニット載置台２７８の下部には、音通路２７７が取り付けられ、前面
扉１０２がキャビネット１０１に閉じられた状態で前面扉１０２に取付られた音通路２６
８と組み合わさるように構成している。中央スピーカユニットから出力された音は、この
音通路２７７および音通路２６８を通過して外部に出力される。
【００７１】
　キャビネット１０１の内部には、透明な樹脂ケースからなる基板収納ケースが、キャビ
ネット１０１を構成している後板の上部に取り付けられている。この主基板収納ケース２
１０の内部空間には、スロットマシン１００の全体的な制御を行う主制御部３００を構成
する電気部品を実装した主制御基板が収納されている。
【００７２】
　また、図示を省略した電源ボックスは、キャビネット１０１の後板の壁面に装着され、
金属製ケースの内部に、スロットマシン１００の諸装置へ必要な電力を供給するための電
源基板が収納されている。
【００７３】
　さらに、キャビネット１０１の内部には、メダルを払い出すためのメダル払出装置１８
０（以下、ホッパー１８０ということがある）が配設してある。メダル払出装置１８０は
、ＤＣモーターで駆動されメダルを１枚ずつ払い出すと共に、メダルを払い出す毎に検出
信号を出力する払出装置本体１８２と、払出装置本体１８２にメダルを供給するとともに
メダルを蓄積するメダルタンク１８１とで構成されている。そして、メダル払出装置１８
０の横には、メダル補助収納部２４０が置かれており、前記メダル払出装置１８０がメダ
ルでいっぱいになると、余分なメダルは流れ落ち、このメダル補助収納部２４０内に蓄積
される。
【００７４】
　そして、前記主制御基板及びリール１１０乃至１１２の側方、即ち向って左側の側板に
は、副制御基板を収納した副基板収納ケース２２０が配設してある。
【００７５】
　一方、キャビネット１０１の側板にヒンジ装置２７６を介して蝶着された前面扉１０２
には、演出装置２９０、この演出装置を制御する演出制御基板を収納した演出制御基板収
納ケース２７４、上部スピーカ２７２、図柄表示窓１１３を有するリールパネル２７０、
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１５６に落下させる際にメダルが通過する通路２６６等が設
けてある。メダルセレクタ１７０は、さらに、投入されたメダルをメダルタンク１８１に
案内する通路６４１を備えている。
＜メダルセレクタ＞
【００７６】
　次に、投入されたメダルを選別するメダルセレクタ１７０について説明する。図６は、
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メダルセレクタ１７０を構成している取付基板７１０、及びセレクタ本体ユニット７２０
の斜視図である。また、図７（ａ）はメダルセレクタ１７０の正面図、図７（ｂ）はメダ
ルセレクタ１７０の背面側を示す斜視図である。更に、図８（ａ）はメダルセレクタ１７
０の平面図、図８（ｂ）はメダルセレクタ１７０の底面図である。
【００７７】
　メダルセレクタ１７０は、メダル投入口ブロックのメダル投入口１３４に投入されたメ
ダルを選別するものであって、サイズの小さい不正なメダルを選別してメダル受皿１５６
に排出すると共に、正規のメダルを取り込んでホッパー１８０のメダルタンク１８１に送
り出すユニット化された装置である。そこで、メダルセレクタ１７０は、内部にメダルが
通過するメダル通路８００が形成されている。なお、このメダル通路８００は、投入され
たメダルが、ほゞ鉛直方向に落下するように形成した部分（上方通路）と、メダルの通過
方向を横向きに変換するように曲線状に形成した部分（曲線通路）と、メダルが転動する
傾斜状に形成した部分（側方通路）と、を備えている。そして、前記した鉛直方向に形成
した部分をメダル導入路８１０或いは導入路８１０と、曲線状に形成した部分をメダル曲
線通路８２０或いは曲線通路８２０と、傾斜状に形成した部分をメダル転動通路８３０或
いは転動通路８３０と、それぞれ呼ぶことがある。
【００７８】
　メダルセレクタ１７０は、例えば、図９に示すように、セレクタ本体ユニット７２０と
、このセレクタ本体ユニット７２０に着脱可能かつ回動可能に設けられる側面ガイドユニ
ット７３０とから構成されている。そして、この実施例によるメダルセレクタ１７０は、
従来のメダルセレクタと同様に、取付基板７１０を介してスロットマシン１００の前面扉
１０２の裏面側所定位置に、着脱可能に取り付けられる。
【００７９】
　セレクタ本体ユニット７２０は、ほゞコ字形状に屈曲されたベース基板を中心に構成し
てある。このベース基板は、基板部７２１の左右側縁からそれぞれ起立する左右の側板部
７２２を備える断面図形状がほゞコ字状の部材である。このベース基板における基板部７
２１の上部ほゞ中央には、側面ガイドユニット７３０を着脱可能に装着するための装着部
７２３が形成してある。
【００８０】
　この装着部７２３と、一方の側板部７２２、即ち図面では左側の側板部７２２であり、
メダルの流れから見ると上流側に位置する第１側板部７２２１との間には、メダル投入口
１３４に投入されたメダルを、導入するためのメダル導入路８１０およびメダルの通過方
向を変更するためのメダル曲線通路８２０を形成する固定案内壁７２４が設けてある。な
お、メダル導入路８１０およびメダル曲線通路８２０は、メダル通路８００の一部であり
、導入路８１０ではメダルがほゞ鉛直方向に通過し、曲線通路８２０ではメダルが横方向
に通過する（図７（ａ）参照）。
【００８１】
　また、この装着部７２３と他方の側板部７２２である右側の第２側板部７２２２との間
には、通過するメダルを検出するメダル投入センサ３２０が設けてある。そして、この下
流側の第２側板部７２２２には、メダルをホッパー１８０のメダルタンク１８１に送り出
すメダル出口７２５が開設してある（図９参照）。
【００８２】
　次に、図９（ａ）は、後述する押圧部材７６０をセレクタ本体ユニット７２０に対して
着脱する状態を示す斜視図、図９（ｂ）は、側面ガイドユニット７３０を押圧部材７６０
を介してセレクタ本体ユニット７２０に対して着脱する状態を示す斜視図である。また、
図１０（ａ）は、側面ガイドユニット７３０を外した状態のメダルセレクタ１７０、即ち
セレクタ本体ユニット７２０の斜視図であり、図１０（ｂ）は、同上の正面図である。さ
らに、図１１は、同じく側面ガイドユニット７３０を外した状態のメダルセレクタ１７０
の底面図である。一方、図１２（ａ）は、メダルをガイドするために設けた後述する起立
部８５０および案内板８５３の配置を説明するように適宜な面で欠截したメダルセレクタ
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１７０の要部を示す側面図、図１２（ｂ）は、図１２（ａ）におけるＡ部の拡大図である
。そして、以下に、これらの図面を適宜参照しながら、この実施例によるメダルセレクタ
１７０を説明する。
【００８３】
　装着部７２３よりも上流側に位置してメダル導入路８１０および曲線通路８２０を形成
している固定案内壁７２４の壁面には、メダルとの接触抵抗を低減するための突条７２６
が設けてある。この突条７２６は、例えば、図１０に示すように、入口部分、即ち導入路
８１０において直線的にメダルを案内する部分では本数を多く、メダルを曲線的に案内す
る部分、即ち曲線通路８２０では本数を少なくしている。即ち、図１０に示す実施例では
、メダル導入路８１０の壁面には、４本の突条７２６を設け、メダルが方向を変えて転動
し始める曲線通路８２０の壁面には、２本の突条７２６を設けている。しかし、この突条
７２６の本数は、これに限るものではなく、メダルとの接触面積を減少させてメダルの転
動を妨げることがないようにすればよい。また、導入路８１０の突条７２６と曲線通路８
２０の突条７２６とを、一連に設けるようにしてもよく、この場合には導入路８１０およ
び曲線通路８２０が同数の突条７２６を備えることになる。
【００８４】
　一方、このセレクタ本体ユニット７２０の壁面に対向して、メダル導入路８１０を形成
する後述する側面ガイドユニット７３０の壁面にも、前記壁面と同様に複数の突条７３６
が設けてある。なお、この側面ガイドユニット７３０側の突条７３６も、メダルがスムー
ズかつスピーディに通過可能なように適宜設ければよい。
【００８５】
　セレクタ本体ユニット７２０を構成するベース基板（基板部７２１）の背面側には、図
７（ｂ）に示すように、メダル返却装置７４１や、メダルブロッカ７５１を駆動するブロ
ッカソレノイド７５２や、前記したメダル投入センサ３２０が配置してある。なお、この
メダル投入センサ３２０の検出信号は、センサハーネス７５９を介して制御装置である主
制御部３００へ送られる。
【００８６】
　メダル返却装置７４１は、遊技者がメダル返却ボタン１３３を操作したときに、返却プ
レート７４１１が回動して、メダル詰まりを解消する。また、メダルブロッカ７５１は、
適宜タイミングで作動することにより、メダルの投入を中止させたり、余分に投入された
メダルをメダル受皿１５６に返却したり、不正なメダルを排出する機能を有している。
【００８７】
　セレクタ本体ユニット７２０には、メダル通路８００の一部となるメダルの転動通路８
３０が、前記した曲線通路８２０の下流側に連なって形成してある。即ち、ベース基板の
基板部７２１のほゞ中段部分に、下流へ向って下り傾斜する傾斜状の底部を有する転動通
路８３０を形成するのである。そして、この転動通路８３０の底部は、メダルの周縁が接
するメダル通過面を有している。
【００８８】
　ところで、メダル通路８００を通過するメダル、即ちスロットマシン１００で使用され
ているメダルＭは、角部が摩耗するため、例えば図２３（ａ）に示すように、角が取れて
円弧状になっているものが多い。
【００８９】
　一方、従来のメダルセレクタにおけるメダル通路８００の底部であるメダル通過面Ｔ１
は、平坦に形成されているもの多かった。そこで、メダルＭに付着した手垢等が剥がれ落
ちたり、埃等が水分や油脂分と共に固まりゴミＧとして通過面Ｔ１に堆積している。この
ため、図２３（ｂ）に示すように、摩耗して角部が丸くなったメダルＭの転動によって、
ゴミＧが左右（図において）に押しやられるが、一側に形成された壁部Ｔ２のために、ゴ
ミＧの逃げ場がなくなっている。このため、このゴミＧに乗り上げた不安定なメダルＭが
、このメダル通路８００から落下してしまう事故が多発しているのが現状である。
【００９０】
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　そこで、この実施例では、メダル通過面Ｔに、所定の溝を形成している。即ち、図２３
（ｃ）に示すように、メダル通過面ＴがＶ字状の溝８４０となるように形成し、この溝８
４０内でメダルＭが転動するように構成している。このように、Ｖ字形をしている溝８４
０の内側をメダルＭが転動するときは、メダルＭの角部（周縁）Ｍ１と通過面Ｔ１が接触
するので、接触面積が小さくなる。また、ゴミＧが、図２３（ｃ）に示す矢印方向に移動
するため、メダルＭがゴミＧに直接乗り上げて不安定になることがない。更に、Ｖ字状の
溝８４０を形成する２つの底面８４１、８４１で、言い換えると、メダル通過面Ｔ１、Ｔ
１で、転動するメダルＭを支えるので、このメダルＭを垂直方向に保持可能になる。
【００９１】
　この溝８４０は、図２４に示すように、他の形状とすることもできる。例えば、メダル
Ｍが入り込まないような、小さなＶ形溝８４０１とすることができ、この溝８４０１は複
数あってもよい。具体的には、図２４（ａ）に示すように、メダル通過面Ｔにより形成す
るＶ形溝８４０１の幅は、メダルＭの幅よりも狭くし、Ｖ形溝８４０１の中にメダルＭが
落ち込まないようにするのである。
【００９２】
　また、図２４（ｂ）に示すように、メダル通過面Ｔに凸部８４０２を形成することによ
り、当該凸部８４０２の両側が凹んで溝８４０が形成されるようにしてもよいし、二つの
通路部材８４３、８４３の間に、溝８４０が形成されるようにしてもよい。なお、凸部８
４０２は、角形でも、円形でもよい。
【００９３】
　図２４（ｃ）に示す実施例では、溝８４０の開口角度を比較的大きく、例えば１５０度
程度に開き、メダルＭの周面と溝８４０の底面８４１（メダル通過面Ｔ１）とが接するよ
うに形成してある。また、溝８４０を形成する底面８４１が作る斜面は、左右対称になっ
ていなくても差し支えない。なお、開口角度は１５０度を越えると、溝としての機能が減
少するので、９０度前後が好ましい。
【００９４】
　図２４（ｄ）に示す実施例では、溝８４０を形成している底面８４２ａ、８４２ｂ（メ
ダル通過面Ｔ１、Ｔ２）の一方を移動可能に構成している。また、溝の形状は、Ｖ字形ば
かりではなく、底部を備える溝であってもよい。即ち、溝は、三つの頂点を備えた三角形
状のものばかりではなく、更に多数の頂点を備えた多角形状のものであってもよいし、円
弧形の底部を備える溝でもよい。いずれの溝であっても、転動するメダルと溝の内面或い
は底面とは、面で接触することなく、線で接触することになるので、接触抵抗が少ない。
【００９５】
　メダル通過面Ｔ、言い換えるとメダル通路８００を形成している部材の表面部分に形成
する溝８４０は、直線状に形成しなくてもよいし、メダルの転動方向に沿って形成する必
要もない。例えば、図２５（ａ）に示す実施例では、直線状の溝８４０ａ１を、メダルの
転動方向に対して斜交するように形成している。
【００９６】
　また、図２５（ｂ）に示す実施例では、曲線状の溝８４０ｂ１、８４０ｂ２を、メダル
の転動方向に対して斜交するように形成している。更に、図２５（ｃ）に示す実施例にお
いては、メダルの転動方向に沿って溝８４０ｃが形成してあり、進行方向に向けて尖った
Ｖ字状に形成したり、進行方向に平行する短い溝８４０ｄが複数形成してある。
【００９７】
　更に、このメダル通過面Ｔの溝は、複数の転動通路面を所定の配置とすることで、形成
することができる。例えば、メダルの通過方向に沿う垂直面に対して傾斜させた第１傾斜
面（第１の転動通路面）８４３１と、この第１傾斜面８４３１と同じ角度で傾斜する第２
傾斜面（第２の転動通路面）８４３２とで、メダル通過面Ｔを構成する。このとき、第１
傾斜面８４３１と第２傾斜面８４３２とを互いに向き合わせてほゞＶ字形の溝８４０を形
成するのである。言い換えると、第１の転動通路面を備える第１の部材と、第２の転動通
路面を備える第２の部材とによって、メダル通過面Ｔ、即ちメダル通路８００を構成する
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のである（図２６参照）。
【００９８】
　また、第１傾斜面８４３１の上縁と第２傾斜面８４３２の上縁との間隔を、言い換える
と、前記した第１の転動通路８３０面を備える第１の部材と、第２の転動通路面を備える
第２の部材との間隔を、メダルＭの厚幅長に比べて大きく離隔するようにするとよい。こ
のようにすれば、第１傾斜面８４３１と第２傾斜面８４３２との間に、メダルＭを嵌入さ
せることができ、嵌入したメダルＭを第１傾斜面８４３１及び第２傾斜面８４３２によっ
て支承することができる。
【００９９】
　このように、複数の転動通路面を所定の配置として溝を形成する場合、即ち２つの部材
を組み合わせて溝を形成する場合は、一つの部材に細かな溝を穿つことに比べて容易に作
成することができる。
【０１００】
　メダル通過面Ｔを形成する第１傾斜面８４３１及び第２傾斜面８４３２、或いは第１傾
斜面８４３１または第２傾斜面８４３２の一方、を移動可能な移動傾斜面とすることがで
きる。即ち、例えば、図２６（ｂ）に示すように、第１傾斜面８４３１及び第２傾斜面８
４３２の上端部分を軸Ｏによって回動可能に枢着するのである。そこで、同図に破線で示
すように、第１傾斜面８４３１及び第２傾斜面８４３２が内向きに回動してＶ字形の溝８
４０を形成しているときには、この溝８４０内にメダルＭが保持される。一方、同図に実
線で示すように、両傾斜面８４３１、８４３２を外向きに回動させ、ほゞ鉛直方向に位置
させると、メダルＭを直ちに落下させることができる。従って、不正メダルを検出した場
合に、この両傾斜面８４３１、８４３２を回動させるように設定すれば、不正なメダルを
速やかに排除することが可能である。
【０１０１】
　しかも、第１傾斜面８４３１および／または第２傾斜面８４３２を回動させることによ
り、Ｖ字形の溝８４０の底部を開放すると、溜まったゴミを排出することも可能であり、
掃除等のメンテナンス作業も容易になる。
【０１０２】
　図２６（ｃ）に示すように、固定した第２傾斜面８４３２の下端に、第１傾斜面８４３
１の下端を軸Ｏにより回動可能に枢着し、第１傾斜面８４３１が上向きに回動していると
きに、Ｖ字形の溝８４０を形成するようにしてもよい。
【０１０３】
　この実施例によれば、第１傾斜面８４３１と第２傾斜面８４３２とがほゞ直交する位置
では、メダルＭの両周縁（角部）が第１傾斜面８４３１及び第２傾斜面８４３２に接触し
て、メダルＭがＶ溝８４０内に保持される。一方、第１傾斜面８４３１が第２傾斜面８４
３２の延長状に位置するように、当該第１傾斜面８４３１を回動させると、支えを失った
メダルＭが、直ちに落下する。このため、不正メダルの排除に有効である。
【０１０４】
　図２６（ｄ）に示す実施例では、第１傾斜面８４３１を側方へ平行移動するように構成
してある。このため、第１傾斜面８４３１と第２傾斜面８４３２とが、双方の下端部分を
接してＶ字形の溝８４０を形成している場合は、メダルＭを保持することができる。一方
、第１傾斜面８４３１を側方へ移動させると、支えを失ったメダルＭが直ちに落下する。
【０１０５】
　そこで、メダル通路８００の一部を移動傾斜面８４４で構成することもできる。例えば
、図２７に示す実施例では、通過するメダルＭに接する第１位置と、通過するメダルＭに
接することのない第２位置との間を移動可能な移動傾斜面８４４により、第１傾斜面８４
４ａを構成している。言い換えると、メダルが接する面を有した可動部材が、第１位置と
第２位置との間を移動可能に構成してある。
【０１０６】
　この移動傾斜面８４４を、第１位置と第２位置との間を移動させる駆動源としては、電
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気供給を受けて動作するソレノイド等を利用可能であるが、手動で移動可能なように構成
することもできる。そして、この移動傾斜面８４４を、必要に応じて、或いは定期的に移
動させるようにするとよい。
【０１０７】
　一方、メダル通路８００である転動通路８３０には、メダルＭの通過方向に沿って下り
傾斜する第１傾斜通路（第１傾斜面）８３１と、この第１傾斜通路８３１の下流側に位置
し、第１傾斜通路８３１より緩斜面またはほゞ水平面とした第２傾斜通路（第２傾斜面）
８３２を設けることができる。そして、第１傾斜面から第２傾斜面８３２となる通路付近
に、前記した移動傾斜面８４４を形成するとよい。
【０１０８】
　一般に、メダル転動通路８３０は、メダルの転動方向、即ち通過方向に沿って下り傾斜
しているが、図２７に示す実施例においては、下り傾斜する第１傾斜通路８３１と、この
第１傾斜通路８３１の下流に、ほゞ水平に連なる第２傾斜通路８３２が設けてある。なお
、この第２傾斜通路８３２は、第１傾斜通路８３１の傾斜に比べて緩斜面となればよい。
【０１０９】
　図２７に示す実施例においては、第１傾斜通路８３１と第２傾斜通路との接続部分、換
言すると傾斜角度の変換点付近には、通過するメダルＭを検出する投入センサ３２０が臨
ませてある。この投入センサ３２０は、二個一組の検出素子によって構成してあり、双方
の検出素子に反応した場合に、メダルＭが正しく通過したと判別するよう構成してある。
なお、投入センサ３２０による判別は、双方の検出素子に反応しなかった場合を、メダル
Ｍが正しく落下したと判別するなど、適宜に設定することができる。
【０１１０】
　前記したように、図２７に示す実施例においては、第１傾斜通路８３１の下端領域に、
移動することによりメダル通路８００を言わば消失させて、支えを失ったメダルＭを排出
する移動傾斜面８４４が設けてある。この移動傾斜面８４４は、移動可能な第１傾斜面８
４４ａと、固定状の第２傾斜面８４４ｂとがＶ字状に組み合わされて形成されており、第
１傾斜面８４４ａが移動することにより、２点でメダルＭを支えるＶ字状の通路が崩れ、
第２傾斜面８４４ｂに沿ってメダルＭが滑り落ちるようになっている。このため、メダル
Ｍは、メダル通路８００であるメダル転動通路８３０から離れるようにして落下する。
【０１１１】
　言い換えると、起立状態にあって転動しながら進むメダルＭは、移動傾斜面８４４であ
る第１傾斜面８４４ａが移動すると、片側の支えを失うことになるため、片側周縁を第２
傾斜面８４４ｂに載せた状態で、この第２傾斜面８４４ｂを滑り落ちることになる。この
ため、メダル転動通路８３０を通過していたメダルＭを確実に落下させることができる（
図２７（ｄ））。
【０１１２】
　そして、第１傾斜通路８３１と第２傾斜通路８３２との傾斜角度が変わる変換点付近は
、メダルＭが落下し易いように、第１傾斜通路８３１の傾斜角度より第２傾斜通路８３２
の傾斜角度を緩やかに設定している。メダルＭは、第１傾斜通路８３１を移動することに
より、第１傾斜通路８３１の傾斜に沿った移動をさらに継続させようとするが、第２傾斜
通路８３２が第１傾斜通路８３１とは異なる方向へ傾斜していることで、第１傾斜通路８
３１の移動を継続させた結果としてメダル転動通路８３０から落下することとなる。さら
にこの部分はゴミも溜まり易い。この変換点付近に移動傾斜面８４４を設けて、メダル転
動通路８３０の一部を開放するときは、溜まったゴミを、前記メダル転動通路８３０の開
放部分から排出することが可能であり、効果的なゴミの収集が可能になる。
【０１１３】
　一方、図２８に示すように、メダル通路８００であるメダル転動通路８３０上に落下口
８４５を設け、通常はこの落下口８４５を移動部材８４５ａによって塞いでおき、必要に
応じて移動部材８４５ａを移動させるように構成したものがある。そこで、メダルＭを落
下口８４５から直下に落下させるときは、落下のために充分な距離を取らないと落下しき
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れない。このため、落下させて排除すべきメダルＭが、再びメダル通路８００に戻ったり
、落下口８４５の端８４５ｂで跳ね返ることがある。また、落下口８４５を塞ぐために復
帰する移動部材８４５ｂに通過途中のメダルＭが挟まれることがあったため、確実にメダ
ルＭを落下させることができなかった。
【０１１４】
　また、図２９に示すように、従来のいわゆるメダルブロッカ６５１によって、メダルＭ
を側方から押し出す場合には、メダルブロッカ６５１がメダル通路８００に突出する位置
に到達した後に、メダルＭがこの位置に到達する場合、メダルＭをメダルブロッカ６５１
で落下させることが可能であるが（図２９（ａ）の下図）、メダルブロッカ６５１がメダ
ル通路８００に突出する位置に到達する前に、メダルＭがこの位置に到達していた場合、
メダルブロッカ６５１がメダルＭの体勢を変化させてしまい、この体勢を崩したメダルＭ
がメダル出口７２５で停止する場合があった。この場合、メダルブロッカ６５１がメダル
通路８００から退避した位置に移動した後に進入したメダルＭが、先にメダル出口７２５
で停止したメダルＭに衝突し、そのまま移動を停止することとなった。こうして、メダル
ブロッカ６５１の作動タイミングによっては、メダルＭが落下しないで通過してしまい、
メダル出口７２５に到達したメダルＭが、このメダル出口７２５に係止して、メダル詰ま
りの原因になることがあった（図２９（ｂ）の下図）。
【０１１５】
　そこで、前記した移動傾斜面８４４により、メダル通路８００からメダルが離れるよう
に落下させれば、落下すべきメダルＭが原因となるトラブルを未然に防止することができ
る。なお、固定側通路の垂直壁部の先端部分を、メダル通路８００のメダルＭの進行方向
に対して鋭角に形成し、これに対応させて、移動傾斜面８４４の先端部分、即ちメダルＭ
の進行方向の先端部分を鈍角に形成している。これにより、落下するメダルＭをこの部分
においてもガイド可能としている。
【０１１６】
　さらに説明すれば、例えばメダルセレクタ１７０の底面図を示す図１１には、移動傾斜
面８４４を形成している移動傾斜部材８４４０が画かれており、また、この移動傾斜面８
４４の先端部分に対応する案内部として形成した壁部８６１が画かれている。移傾斜部材
８４４０は、電気的な駆動源によって、通過するメダルに接する第１位置と、メダルに接
することのない第２位置との間を移動する。言い換えると、移動傾斜部材８４４０は、図
１１では隠れている軸を中心に回動して、前記メダルに接する第１位置と、メダルに接す
ることのない第２位置との間を移動する。そして、図１１は、移動傾斜部材８４４０がメ
ダルに接する第１位置ある状態、即ち閉じた状態を示している。
【０１１７】
　一方、移動傾斜部材８４４０は、下流側の先端部分をメダルＭの進行方向に向かって鈍
角に形成している。この移動傾斜部材８４４０の下流側の先端部分の形状に対応して、固
定側通路の最上流の先端部分に案内部を形成している。例えば図１０や図１１に示されて
いるように、固定側通路は、第１傾斜面８４４ａおよび第２傾斜面８４４ｂに対応させて
Ｖ字状の通路底面を形成しており、さらに、第１傾斜面８４４ａに対応する上流側に位置
する通路底面を、メダルＭの進行方向に対して鋭角に形成し、この鋭角な通路底面から垂
直下方に壁部８６１を形成している。つまり、案内部は、固定側通路の最上流側の通路略
中央から通路外側に向けて形成した鋭角通路部と、この鋭角通路部から略垂直下方に形成
した壁部とで構成されている。よって、第２傾斜面８４４ｂから落下しきれなかったメダ
ルＭがこの案内部に到達した場合、この案内部に当接してメダル出口７２５に向かうこと
がないように進行方向を変えられ、第２側板部７２２２に衝突して落下することとなる。
【０１１８】
　前記した移動傾斜面８４４は、第１傾斜通路８３１ばかりではなく、第２傾斜通路８３
２に設けてもよいし、第１傾斜通路８３１から第２傾斜通路８３２に掛けて設けてもよい
。即ち、図３０（ａ）に示すように、傾斜する第１傾斜通路８３１の下端部分と、第２傾
斜通路８３２の水平通路部分とに掛けて設けてよい。また、図３０（ｂ）に示すように、
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第２傾斜通路８３２の水平通路部分を、移動面とすることもできる。さらに、第１傾斜通
路８３１の下流側の先端部分の位置に対応させて、固定側通路に壁部８６１を形成する。
何れの場合でも、移動傾斜面８４４または移動面によって、メダルを確実に落下させるこ
とができ、不正なメダルを確実に排除することができる。
【０１１９】
　前記したように、この実施例による移動傾斜面８４４は、通過するメダルＭを直ちにメ
ダル通路８００（メダル転動通路８３０）から落下させて、メダル受皿１５６に排出する
ものであり、従来のいわゆるメダルブロッカ７５１と同じ機能を有している。そこで、こ
の移動傾斜面８４４を、以下メダルブロッカ７５１と呼ぶことがある。
【０１２０】
　この実施例におけるメダルブロッカ７５１、即ち、移動傾斜面８４４は、例えば図７（
ｂ）に示すように、支軸Ｏ１によって回動自在に支承した移動傾斜部材８４４０に、電気
的駆動源として設けたブロッカソレノイド７５２のプランジャに連係させた連係機構を、
臨ませて構成してある。
【０１２１】
　具体的には、例えば図２１に一部が示されているように、移動傾斜部材８４４０から延
出する支承腕８４４１を、ベース基板の基板部７２１に開設した開口に通し、また前記基
板部７２１に突設した支承部７２１１に、前記支承腕８４４１の先端を支軸Ｏ１によって
回動自在に軸着して、移動傾斜面８４４を基板部７２１の前面側に構成している。また、
前記移動傾斜部材８４４０には、前記支承腕８４４１と共にレバー部８４４２が延設して
ある。
【０１２２】
　レバー部８４４２には、前記連係機構を構成しているメダルブロッカ押圧板７５３の先
端が臨ませてある。このとき、ブロッカソレノイド７５２が通電されていないときには、
メダルブロッカ押圧板７５３が、付勢手段である戻りバネ７５４によって後退して、移動
傾斜部材８４４０が下向きに回動して、メダルの落下位置になる。従って、例えば、電源
コードが抜かれて、ブロッカソレノイド７５２が通電されていない状態では、投入された
メダルは、メダル通路８００を通過途中で落下されてメダル受皿１５６に返却される。一
方、ブロッカソレノイド７５２が通電された状態では、投入されたメダルは移動傾斜部材
８４４０が形成する移動傾斜面８４４を通過して、ホッパー１８０のメダルタンク１８１
へ導入される。
【０１２３】
　また、図１６は、一部を欠截したメダルセレクタを示しており、（ａ）は移動傾斜部材
がメダルに接することのない第２位置に移動した状態を示す斜視図である。（ｂ）は移動
傾斜部材８４４０がメダルに接する第１移動した状態を示す斜視図である。ブロッカソレ
ノイド７５２が通電されていない状態では（ａ）の状態であり、ブロッカソレノイド７５
２が通電された状態では（ｂ）の状態となる。言い換えると、（ａ）は、メダルブロッカ
７５１が作動してメダルを排出する状態、（ｂ）は、メダルブロッカ７５１が作動してい
ない状態と言うこともできる。
【０１２４】
　このようなメダルブロッカ７５１は、制御装置によって自動的に制御される。ところで
、メダルブロッカ７５１と同じように、メダルをメダル受皿１５６に排出させるものとし
て、遊技者自身がメダル返却ボタン１３３を操作することにより、メダルをメダル受皿１
５６に排出させるメダル返却装置７４１があるが、このメダル返却装置７４１については
、後述する。
【０１２５】
　スロットマシン１００において、メダル投入口１３４へ投入されたメダルは、メダルセ
レクタ１７０に導かれるが、メダルセレクタ１７０では、上方からほゞ鉛直に進入するメ
ダルの進行方向を、側方に変化させている。そこで、従来のメダルセレクタ６にあっては
、メダルを受け入れるほゞ鉛直な導入路（上方通路）８１０と、上方通路に連設されて底
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面を曲線形状とした曲線通路８２０と、この曲線通路８２０に連設された転動通路（側方
通路）８３０と、を備えていた。
【０１２６】
　しかしながら、従来のメダルセレクタにあっては、ほゞ鉛直方向に落下するメダルが曲
線通路８２０の底面８２１で跳ね返ったり、この通路８２０内で跳ね返りを繰り返して滞
留したり、後続のメダルと衝突して、メダル詰まりを起こすなどのトラブルが発生してい
た（図３２参照）。
【０１２７】
　そこで、この実施例においては、曲線通路８２０の曲線形状をクロソイド曲線形状とし
ている。クロソイド曲線における曲線の曲がり方の度合いは、「曲率円」で表され、クロ
ソイド曲線の曲率円の半径（ｒ）は、その曲線上の道のり(移動距離：Ｓ)に反比例する。
即ち、式、
　　　ｒ ＝ ａ ２ ／ ｓ （ θ ） 　　　（ ａ は定数）
によって定義される曲線を、クロソイド曲線という。この曲線は曲がり方の度合いが急変
することなく、連続して大から小へ、あるいは小から大へと変化する曲線である。クロソ
イド曲線の一例を、図３１（ｃ）に示す。
【０１２８】
　そこで、図３１（ｂ）に示すように、半径ｒのメダルにおいて、２直線（導入路８１０
の外形線の延長線８１０１と転動通路８３０の外形線の延長線８３０１）の交点からクロ
ソイド曲線の開始点までの距離（ｄ１）か、２直線の交点からクロソイド曲線の終了点ま
での距離（ｄ２）の何れか一方が、半径ｒよりも長くなるように設定するとよい。
【０１２９】
　このようなクロソイド曲線形状を、曲線通路８２０の底面８２０１に採用するときは、
メダル通路８００の曲がり具合を連続的に変化させることができ、メダルＭにブレーキが
かかって失速することなくメダルＭの進行方向を滑らかに変更することができる。
【０１３０】
　そこで、この実施例におけるメダルの曲線通路８２０は、クロソイド曲線形状を有する
底面８２０１と、メダルＭの側面方向への移動を制限する壁面とで構成されている。具体
的には、前記したように、ベース基板が備える固定案内壁７２４に、メダルＭが転動する
底面８２０１が形成され、固定案内壁７２４の壁面によりメダルＭの横振れを防止するよ
うになっている。なお、メダルＭの側面方向への移動を制限する壁面は、固定案内壁７２
４と、この固定案内壁７２４に対向して設けた側面ガイドユニット７３０の取外案内壁７
３４と、で構成される。
【０１３１】
　そして、固定案内壁７２４には、前記したように、メダルＭとの接触面積を減少させる
複数の突条７２６を設けるとよい。また、取外案内壁７３４にも、同様な突条７３６を設
けるとよい。このようにして、メダルＭとの接触抵抗を低減するときは、クロソイド曲線
による円滑な方向転換と相俟って、メダルＭを円滑かつ速やかに通過させることができる
。
【０１３２】
　また、クロソイド曲線形状の曲線通路８２０を備えるメダルセレクタ１７０は、クロソ
イド曲線形状の底面８２０１に、投入されたメダルＭを案内する案内部８２０２を有して
いる。この案内部８２０２は、上方通路である前記したメダル導入路８１０が相当し、メ
ダルの厚み方向を固定案内壁７２４と取外案内壁７３４との間隔により規制するとともに
、メダルの直径方向を、導入路８１０の側面の幅を、下流に向けて若干縮幅することによ
り形成している。例えば、図３１（ａ）において、導入路８１０の一方の側面をほゞ鉛直
方向に形成するとともに、対向する側面を若干傾斜状に、即ち下流側の幅を若干狭くして
、メダルＭがクロソイド形状の底面８２０１に確実に向うように誘導している。なお、案
内部８２０２を形成する際に、上方通路であるメダル導入路８１０の両側面を傾斜させる
ようにしてもよい。



(20) JP 2009-72301 A 2009.4.9

10

20

30

40

50

【０１３３】
　曲線通路８２０は、クロソイド曲線のみによって形成しなくてもよい。例えば、図３３
（ａ）に示すように、曲線通路８２０の開始区間Ａをクロソイド曲線区間とし、続く中間
区間Ｂを他の曲線区間とし、次いで転動通路８３０である直線区間Ｃとしてもよい。この
実施例の場合には、クロソイド曲線区間と他の曲線区間との組み合わせによって、所望の
カーブを得ることができ、多様な態様に対応可能である。
【０１３４】
　また、図３３（ｂ）に示す実施例では、曲線通路８２０の開始区間Ａを通常の曲線区間
ａとし、続く中間区間ｂをクロソイド曲線区間とし、続く区間を直線区間ｃとしている。
この実施例によっても、クロソイド曲線区間と他の曲線区間によって所望のカーブを得る
ことができ、多様な態様に対応できる。
【０１３５】
　更に、図３３（ｃ）に示すように、曲線通路８２０の開始区間Ａをクロソイド曲線区間
とするとともに、このクロソイド曲線区間に直線区間Ｃを繋いでもよい。この場合であっ
ても、クロソイド曲線区間によって、メダルの移動速度が保たれているので、スムーズに
メダルを転動させることができる。
【０１３６】
　更に、図示の実施例では、メダル通路８００を通過するメダルＭの上部を落下方向に若
干傾斜させている。これは、所定の径に満たない不正なメダルＭを排除するための構成で
ある。即ち、前記した固定案内壁７２４および取外案内壁７３４の壁面を、鉛直面に対し
て傾斜させることにより、メダル通路８００を通過するメダルの上部を落下方向に傾斜さ
せるのである。また、メダル通路８００、即ちメダル転動通路８３０の上部には、図１２
に示すように、傾斜しているメダルＭを起立させるための起立部８５０が設けてあり、正
規の径を有するメダルＭのみが、この起立部８５０に係止することができる。このため、
正規のメダルＭは起立部８５０に係止して転動を続けるが、正規の径に満たない小径なメ
ダルＭは、起立部８５０に係止することなく、傾斜が大きくなってやがて転倒するため、
この転動通路８３０から落下して排除される。
【０１３７】
　起立部８５０は、図１２（ａ）に示すように、転動通路８３０の上方に位置し、側面ガ
イドユニット７３０に設けられている。詳しくは、図１８および図１９に示すように、側
面ガイドユニット７３０の取付溝に案内部材８５１を着脱可能に嵌め込むことにより、設
けられている。案内部材８５１は、側方が開放した端面の形状がコ字状をなす部材であり
、下側の突出片が案内部分８５１１となる。また、この案内部分８５１１の上方に側面ガ
イドユニット７３０に対して着脱可能に止着する止着部８５１２を備えている。
【０１３８】
　一方、起立部８５０と対をなしてメダルをガイドする案内板８５３は、セレクタ本体ユ
ニット７２０の基板部７２１から、前記した案内部分８５１１の先端付近に向けて、ほゞ
水平方向に延出している。また、この案内板８５３は、例えば図１１に示すように、転動
通路８３０の方向に延びている。そして、案内部分８５１１と案内板８５３との間隔は、
メダルの厚みよりも、若干広くなっているが、部位によって適宜変化させている。
【０１３９】
　このような起立部８５０、即ち案内部材８５１および案内板８５３は、図１７に示され
ている。この図１７は、メダルセレクタ１７０から、側面ガイドユニット７３０を取り外
すと共に、適宜位置でセレクタ本体ユニット７２０を欠截した斜視図である。
【０１４０】
　ところで、メダルＭの上部を傾斜させるには、固定案内壁７２４および固定案内壁７２
４の肉厚を変更し、曲線通路８２０の中心面を鉛直面に対して傾斜させればよい。即ち、
例えば図１１に示すように、固定案内壁７２４の厚みを上部と下部とで変えればよいが、
固定案内壁７２４および固定案内壁７２４に設ける前記した突条７２６、７３６の高さ或
いは形状を変更するようにしてもよい。なお、この実施例では、曲線通路８２０において
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、投入されたメダルＭを傾斜させているが、メダル導入路８１０からメダルＭが傾斜する
ようにしてもよい。
【０１４１】
　一方、図１０に示す実施例においては、曲線通路８２０に連なる転動通路８３０の底面
８３０ａを、最初の段階（図１０（ｂ）のＡ－Ａ断面付近）では、平面状に形成してある
、これは小径なメダルＭの判別を行うのでメダルＭがＶ字状の底面８３０ｂとメダルＭの
角部で接するときは、メダルＭの厚みに応じてメダルＭの上下位置が変化してしまい、小
径メダルの排除が困難になる虞れがあるためである。
【０１４２】
　メダル通路８００の底面が、ここでは転動通路８３０の底面８３０ａが平面状に形成し
てあると、図１３に示すように、傾斜して進入してきた適正なメダルＭは、上縁が起立部
８５０を構成する案内部材８５１に係止しているので、進行に伴って徐々に起立して行き
、正しい位置に誘導される（図１３（ａ）→（ｂ）→（ｃ）の順にメダルＭは進行してい
る）。
【０１４３】
　一方、正規のメダルＭに比べて径が小さい、例えばゲームセンターで使用される小径メ
ダルＭ′の場合は、図１４に示すように、メダルＭ′の上縁が案内部材８５１に係止する
ことができないので、径の小さい不正なメダルＭ′は、進行に伴い傾斜が大きくなって、
遂には転倒して落下する（図１４（ａ）→（ｂ）→（ｃ）の順にメダルＭ′は進行してい
る）。
【０１４４】
　また、径の小さな不正なメダルＭ′であっても、メダル転動通路８３０の側壁に衝突を
繰り返すなどして、垂直に進入することも考えられ、この場合には、メダルＭ′の上縁が
側壁に押し付けられる可能性がある（図１５（ａ）参照）。そこで、前記したように、底
面８３０ａを水平面とすることで、小径のメダルＭ′が通路から落下し易いように構成し
てある。
【０１４５】
　更に、小径なメダルＭ′であってもメダル転動通路８３０を通過してしまった場合には
、側面ガイドユニット７３０に設けた落下ガイド８５２によって、小径なメダルＭ′を最
終的に排出するようになっている。即ち、小径なメダルＭ′であっても、傾斜しながら転
動するときには、このメダルＭ′は落下ガイド８５２の案内面８５２ａに当接するため、
この案内面８５２ａに沿って排出されることになる。
【０１４６】
　なお、前記した落下ガイド８５２は、例えば図９（ｂ）や図１９等に示すように、側面
ガイドユニット７３０に突設した部位であって、この落下ガイド８５２の背面にメダルの
転動通路８３０が形成されることになる。また、案内面８５２ａは、落下ガイド８５２の
上流側の側面部分を、下流側に向って転動通路８３０から離れるように傾斜させた面であ
る。
【０１４７】
　メダル通路８００、即ち転動通路８３０を通過するメダルＭの上縁部分は、セレクタ本
体ユニット７２０に設けた案内板８５３および案内部材８５１との間を転動する。本実施
形態では、不正に投入されたメダルＭが、正規のメダルＭより厚みを増したメダルＭであ
る場合、案内板８５３および案内部材８５１に挟持されて係止することとなる。
【０１４８】
　案内板８５３は、メダルを案内するためにセレクタ本体ユニット７２０に設けた部位で
あって、その全形が例えば図１１或いは図１７に示されるように、メダルの転動通路８３
０に沿う側端面（先端面）が、案内部材８５１と協動して、メダルを徐々に起立させるよ
うに、適宜な形状に湾曲している。即ち、上流側である曲線通路８３０の固定案内壁７２
４に連なる側の突出量が多い。したがって、曲線通路８３０に連なる部分では、メダルが
大きく傾斜している（寝ている）。そして、メダルの進行方向に沿って突出量が減少し、
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途中からほゞ一定の突出量になっている。そこで、この案内板８５３に沿ってメダルが転
動するときには、この案内板８５３がカムのように作用して、傾倒状態にあるメダルを、
徐々に起立させ、最終的には直立させることになる。
【０１４９】
　説明は戻るが、前記したようなメダル通路８００は、セレクタ本体ユニット７２０と、
このセレクタ本体ユニット７２０に着脱可能に取り付けられた側面ガイドユニット７３０
とによって形成されている（例えば図９参照）。そして、この側面ガイドユニット７３０
は、取外案内壁７３４を備えており、後述する押圧部材７６０を介してセレクタ本体ユニ
ット７２０の基板部７２１に押圧される。
【０１５０】
　取外案内壁７３４を備える側面ガイドユニット７３０は、押圧部材７６０によってセレ
クタ本体ユニット７２０に取り付けられる一方、押圧に抗して取り外されるように構成し
てある。このとき、取付・取外方向は、押圧部材７６０による押圧・反押圧方向と異なる
方向になるように構成してある（図２２参照）。
【０１５１】
　取外案内壁７３４を備える側面ガイドユニット７３０の所定の先端部分には、嵌合部７
３７が設けてある。一方、セレクタ本体ユニット７２０には、嵌合部７３７が嵌り込む嵌
合受部７２７を設けてある。そして、嵌合受部７２７に嵌合部７３７が嵌め合わさった場
合に、押圧部材７６０とセレクタ本体ユニット７２０の所定部とによって、取外案内壁７
３４の所定端を挟持するように構成してある。
【０１５２】
　側面ガイドユニット７３０の嵌合部７３７は、セレクタ本体ユニット７２０に形成され
た略半円凹部７２７１に嵌まり込む例えば略半円凸部７３７１であり、セレクタ本体ユニ
ット７２０の嵌合受部７２７は、側面ガイドユニット７３０に形成された略半円凸部７３
７１が嵌り込む例えば略半円凹部７２７１である（図２２参照）。
【０１５３】
　更に、側面ガイドユニット７３０は、略半円凹部７２７１に嵌まり込んだ略半円凸部７
３７１を移動軸Ｏ２としている。そして、メダルＭを転動通路８３０より排除する第１位
置から、メダルＭの移動を案内する第２位置へ、押圧部材７６０の押圧によって移動し、
第２位置から第１位置へは、所定の排除部材の押圧によって移動するように構成してある
。なお、所定の排除部材は、この実施例では、メダル返却装置７４１の押圧ロッド７４４
２である。
【０１５４】
　側面ガイドユニット７３０には、略半円凸部７３７１が略半円凹部７２７１に嵌まり込
んだ場合に、押圧部材７６０によって係止される押圧係止受部７３８が設けてある。
【０１５５】
　側面ガイドユニット７３０は、メダル返却装置７４１の返却プレート７４１１による押
圧を受ける押圧受部７３７５を備えている。この押圧受部７３７５には、メダル返却装置
７４１の回動自在な返却プレート７４１１の押圧部７４４１が当接可能になっている。
【０１５６】
　メダル返却装置７４１は、遊技者がメダル返却ボタン１３３を押したときに、押圧ロッ
ド７４４２がメダル返却装置７４１の返却プレート７４１１の受圧部７４１２に当接し、
上端部分を軸着した返却プレート７４１１が回動して、側面ガイドユニット７３０が軸Ｏ
２を支点に回動する。すると、側面ガイドユニット７３０が軸Ｏ２を支点に回動すること
により、メダル通路８００即ちメダル転動通路８３０の上方部分が拡幅するため、メダル
Ｍの上縁が係止できなくなって、通過中のメダルが落下し、メダル受皿１５６に返却され
る。
【０１５７】
　このメダル返却装置７４１では、返却プレート７４１１が、上端に設けた軸Ｏ３を支点
にして回動する。このため、押圧部７４４１が、側面ガイドユニット７３０の押圧受部７
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３７５を押圧し、この側面ガイドユニット７３０が軸Ｏ２を支点に回動する。なお、側面
ガイドユニット７３０が回動するとき、押圧部材７６０が変形して、側面ガイドユニット
７３０の後退を許容するものである。
【０１５８】
　ところで、この押圧部材７６０が、返却プレート７４１１を介して側面ガイドユニット
７３０によって押圧される方向、或いは、押圧部材７６０が、自身の有する弾性によって
反発する方向を、図２２においてＰ方向とする。一方、押圧部材７６０に、側面ガイドユ
ニット７３０を着脱する方向を、図２２においてＱ方向とする。すると、Ｐ方向とＱ方向
とが、ほゞ直交していることが分かる。言い換えると装着方向と、押圧方向とが異なって
いることを示している。
【０１５９】
　一方、従来のメダルセレクタ６は、例えば、図３４（ａ）に示すように、側面ガイドユ
ニット６２が、セレクタ本体ユニット６１に設けた軸６２１に、回動自在かつ着脱自在に
設けてある。詳しくは、側面ガイドユニット６２の取付片６２４に設けた溝６２４ａを、
セレクタ本体ユニット６１の軸棒６７３に嵌合させると共に、この軸棒６７３に巻装した
コイルスプリング６２２によって、側面ガイドユニット６２を、メダルが通過可能なよう
に、セレクタ本体ユニット６１の方向へ付勢している。即ち、図３４（ｂ）に示すように
、取付片６２４に対して、軸棒６７３に巻装したコイルスプリング６２２の一端により白
抜き矢印ａ方向の力が加わると共に、コイルスプリング６２２の他端により白抜き矢印ｂ
方向の力が加わっている。
【０１６０】
　そこで、従来のメダルセレクタ６においては、側面ガイドユニット６２の着脱方向と、
コイルスプリング６２２による付勢方向がほゞ同じ方向であった。このため、側面ガイド
ユニット６２を着脱するには、コイルスプリング６２２を付勢に抗して引き起こした状態
でなければ、着脱することができなかった。
【０１６１】
　しかも、従来のメダルセレクタ６における側面ガイドユニット６２には、メダルの上縁
部分が係止する押圧片６２５が回動可能に軸着されると共に、メダルを若干押圧するよう
にバネ６２９によって付勢しているので、構造が複雑で組立も煩雑であった。例えば、側
面ガイドユニット６２を取り外すには、前記した力ａおよびｂに抗して外さなければなら
なかった。
【０１６２】
　例えば、図３５（ａ）に示すように、従来のメダルセレクタ６における側面ガイドユニ
ット６２に、白抜き矢印で示す方向に力が加わる場合には、軸棒６７３に嵌合する溝部６
２４ａが支点なり、この力が加わる部位が力点となり、セレクタ本体ユニット６１に当接
する部分が作用点となる。
【０１６３】
　そこで、この従来のメダルセレクタ６から、側面ガイドユニット６２を取り外す場合に
は、図３５（ｂ）に示すように、側面ガイドユニット６２の溝部６２４ａが開口する方向
とは逆方向に、同図では右側に向けて当該側面ガイドユニット６２をほゞ水平移動させて
取り外す。このため、従来のメダルセレクタ６においては、側面ガイドユニット６２に加
わる力に抗しながら、当該側面ガイドユニット６２を取り外さなければならず、取り外し
も煩雑であった。
【０１６４】
　一方、前記した押圧部材７６０を用いる図示の実施例では、図３５（ｃ）に示すように
、ほゞ半円形の凸部７３７１と凹部７２７１とによって軸を形成し、この軸が支点となる
。また、白抜き矢印で示す方向に力が加わる場合には、この力が加わる部位が力点となり
、セレクタ本体ユニット７２０に当接する部分が作用点となる。
【０１６５】
　ここで、この実施例によれば、図３５（ｄ）に示すように、側面ガイドユニット７３０
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を下方に向けて取り外すことが可能である。このとき、力点に加わる力に殆ど抗すること
なく容易に取り外すことができる。
【０１６６】
　セレクタ本体ユニット７２０と協動してメダル通路８００を形成する側面ガイドユニッ
ト７３０には、メダル転動通路８３０を通過するメダルの上縁が係止する案内部材８５１
が、着脱自在に設けてある（図１８参照）。この案内部材８５１は、例えば、金属板を屈
曲形成したものであって、図１８に示すように、断面形状がほゞコ字状の案内部分８５１
１と、側面ガイドユニット７３０に対して着脱可能に止着する止着部８５１２とを備えて
いる。
【０１６７】
　案内部分８５１１の外縁形状は、傾斜しているメダルＭを起立させるように、所望の形
状に形成してある。そして、この形状を適宜変更可能なように、案内部材８５１は着脱自
在になっている。従って、この案内部材８５１を交換することにより、多様な対応が可能
になる。
【０１６８】
　押圧部材７６０は、弾性材、例えば板バネを屈曲形成してなる部材であって、セレクタ
本体ユニット７２０に取り付けるための取付部７６１と、側面ガイドユニット７３０の押
圧係止受部７３８に係止する押圧係止部７６２とを備えている（図２０参照）。
【０１６９】
　そして、押圧部材７６０をセレクタ本体ユニット７２０の装着部７２３に嵌着するため
に設定された押圧部材７６０の移動方向と、側面ガイドユニット７３０を押圧部材７６０
を介してセレクタ本体ユニット７２０に嵌着するために設定された側面ガイドユニット７
３０の移動方向とが、同じ移動方向になるように構成してある。言い換えると、押圧部材
７６０と、セレクタ本体ユニット７２０とが、ほゞ平行しているといえる。
【０１７０】
　この押圧部材７６０は、例えば、図２０に示すように、バネ性を有する金属板を、ほゞ
Ｓ字状に屈曲形成した部材であって、所望の位置に、前記した取付部７６１及び押圧係止
部７６２を備えている。そして、取付部７６１には、セレクタ本体ユニット７２０に設け
た位置決め部が嵌入する位置決め切欠部７６３が設けてあり。この切欠部７６３によって
、取付部７６１が左右に分れている。
【０１７１】
　次に、この押圧部材７６０による、側面ガイドユニット７３０の取付方法を説明する。
先ず、セレクタ本体ユニット７２０の装着部７２３に、押圧部材７６０を嵌着する。この
とき、取付部７６１が、装着部７２３を挟着することになる。
【０１７２】
　一方、取付部７６１が装着されたセレクタ本体ユニット７２０には、側面ガイドユニッ
ト７３０を回動自在に装着するのであるが、押圧部材７６０とセレクタ本体ユニット７２
０との間に、隙間が形成され、この隙間に側面ガイドユニット７３０が挿入され、半円形
状の凸部７３７１と凹部７２７１とが嵌合して、回動自在に軸着される。
【０１７３】
　このような押圧部材７６０を用いるときは、側面ガイドユニット７３０の取り付けに必
要な部品を大幅に削減することができる。また、側面ガイドユニット７３０の着脱に際し
て、押圧部材７６０の押圧に抗する必要がなく、着脱が容易になる。
【０１７４】
　メダルセレクタ１７０によって選別された不正なメダルは、当該メダルセレクタ１７０
から落下してメダル受皿１５６に排出される訳であり、メダル受皿１５６に連通するメダ
ル排出樋２６６が上向きに開口している。そこで、従来のメダルセレクタ６にあっては、
この排出樋２６６に、選別されたメダルを確実に案内するために、カバー部材６３が回動
かつ着脱自在に設けてあった。
【０１７５】
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　一方、本発明に係るメダルセレクタ１７０においては、選別されたメダルが大きく位置
を変えることなく、ほゞ真下に滑り落ちるように構成してあるので、カバー部材６３を省
略しても、排出されたメダルを何ら問題がなくメダル受皿１５６へ案内することが可能で
ある。しかし、落下するメダルを、メダル排出樋２６６の入口へ案内するカバー部材６３
を設けるようにしてもよい。
【０１７６】
　以上、本発明を図示の実施例について説明したが、本発明は前記した各実施例に限定さ
れるものではなく、特許請求の範囲に記載した構成を変更しない限り適宜に実施できる。
例えば、前記した各実施例では、メダルを遊技媒体として使用し、このメダルを選別する
メダルセレクタを備えるスロットマシンについて説明したが、メダルは遊技媒体ばかりで
はなく、ゲームセンター等で使用するコインに適用することもできるし、更には硬貨の選
別に使用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１７７】
【図１】遊技台の一例であるスロットマシンの斜視図である。
【図２】スロットマシンの主制御部の回路ブロック図である。
【図３】スロットマシンの副制御部の回路ブロック図である。
【図４】主制御部によるメイン処理を示すフローチャートである。
【図５】スロットマシンの前面扉を開いた状態の斜視図である。
【図６】メダルセレクタを構成している取付基板、及びセレクタ本体ユニットの斜視図で
ある。
【図７】（ａ）はメダルセレクタの正面図、（ｂ）はメダルセレクタの背面側を示す斜視
図である。
【図８】（ａ）はメダルセレクタの平面図、（ｂ）はメダルセレクタの底面図である。
【図９】メダルセレクタの分解斜視図であり、（ａ）は押圧部材を着脱する場合、（ｂ）
は側面ガイドユニットを着脱する場合を示す。
【図１０】側面ガイドユニットを外した状態のメダルセレクタを示し、（ａ）は斜視図、
（ｂ）は正面図である。
【図１１】側面ガイドユニットを外した状態のメダルセレクタの底面図である。
【図１２】（ａ）はメダルセレクタの要部を示す側面図、（ｂ）はそのＡ部の拡大図であ
る。
【図１３】正規なメダルの通過状態の説明図である。
【図１４】小径なメダルの通過状態の説明図である。
【図１５】小径なメダルの通過状態の説明図である。
【図１６】一部を欠截したメダルセレクタを示し、（ａ）は移動傾斜部材が移動した状態
を示す斜視図、（ｂ）は移動傾斜部材が復帰した状態を示す斜視図である。
【図１７】一部を欠截したメダルセレクタの斜視図である。
【図１８】（ａ）は側面ガイドユニットの斜視図、（ｂ）は側面ガイドユニットの分解斜
視図である。
【図１９】側面ガイドユニットを示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は右側
面図、（ｄ）は底面図、（ｅ）は斜視図である。
【図２０】押圧部材を示し、（ａ）は正面側の斜視図、（ｂ）は背面側の斜視図、（ｃ）
は正面図、（ｄ）は右側面図である。
【図２１】メダルセレクタの要部を示し、（ａ）は移動傾斜面が閉止した状態の斜視図、
（ｂ）は移動傾斜面が開放した状態の斜視図である。
【図２２】側面ガイドユニットの動作を示し、（ａ）は一部を欠截したメダルセレクタの
斜視図、（ｂ）は一部を欠截したメダルセレクタの側面図、（ｃ）は動作説明図、（ｄ）
は動作説明図である。
【図２３】（ａ）はメダルの説明図、（ｂ）は従来のメダルセレクタにおけるメダルとメ
ダル通過面とゴミとの関係を示す説明図、（ｃ）は本発明に係るメダルセレクタにおける
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メダルとメダル通過面とゴミとの関係を示す説明図である。
【図２４】メダル通過面に設ける溝の実施例を示す説明図である。
【図２５】メダル通過面に設ける溝の実施例を示す説明図である。
【図２６】転動通路面で形成した溝の実施例を示す説明図である。
【図２７】移動傾斜面を設けたメダル転動通路の説明図である。
【図２８】従来の移動部材を設けたメダル転動通路の説明図である。
【図２９】従来のメダルブロッカを設けたメダル転動通路の説明図である。
【図３０】移動傾斜面を設けたメダル転動通路の説明図である。
【図３１】（ａ）はクロソイド曲線形状の底面を備えるメダル通路の説明図、（ｂ）はク
ロソイド曲線形状の底面の一例を示す説明図、（ｃ）クロソイド曲線の一例を示す説明図
である。
【図３２】従来のメダル通路におけるメダルの挙動を示す説明図である。
【図３３】クロソイド曲線と他の曲線および曲線を組み合わせたメダル通路の説明図であ
る。
【図３４】（ａ）は従来のメダルセレクタの分解斜視図、（ｂ）は側面ガイドユニットの
軸着部分の断面説明図である。
【図３５】側面ガイドユニットの着脱時の作用を示す概略説明図である。
【図３６】従来のメダルセレクタの斜視図である。
【符号の説明】
【０１７８】
　１００　スロットマシン
　１０１　キャビネット
　１０２　前面扉
　１１０　左リール
　１１１　中リール
　１１２　右リール
　１３０　メダル投入ボタン
　１３１　メダル投入ボタン
　１３２　精算ボタン
　１３３　メダル返却ボタン
　１３４　メダル投入口
　１３５　スタートレバー
　１３７～１３９　ストップボタン
　１５５　メダル払出口
　１５６　メダル受皿
　１５７　液晶表示装置
　１８０　メダル払出装置
　１８１　メダルタンク
　１９０　演出装置
　３００　主制御部
　４００　副制御部
　７１０　取付基板
　７２０　セレクタ本体ユニット
　７２１　基板部
　７２２　側板部
　７２３　装着部
　７２４　固定案内壁
　７２５　メダル出口
　７２６　突条
　７３０　側面ガイドユニット
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　７３４　取外案内壁
　７３６　突条
　７３７　嵌合部
　７４１　メダル返却装置
　７５１　メダルブロッカ
　７６０　押圧部材
　７６１　取付部
　８００　メダル通路
　８１０　メダル導入路
　８２０　メダル曲線通路
　８２０　曲線通路
　８３０　メダル転動通路
　８３１　第１傾斜通路
　８３２　第２傾斜通路
　８４０　溝
　８４３１　第１傾斜面
　８４３２　第２傾斜面
　８４４　移動傾斜面
　８４５　落下口
　８５０　起立部
　８５１　案内部材
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【手続補正書】
【提出日】平成19年9月21日(2007.9.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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