
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 メダル放出機が 収納されたボックス
形状の機械本体部と、機械本体部の前面開口部に開閉可能に取り付けられた扉部とから成
り、前記扉部は、外面にメダル投入口およびメダル放出口が設けられ、内面には、

返却用のメダルを落
下させて前記メダル放出口へ導くメダルシュート が設けられて成るスロットマシンにお
いて、
　前記メダルシュートは、上端に前記返却用のメダルを受け入れるメダル受口、下端に前
記メダル放出口へメダルを送り出すメダル出口を備え、前記メダル受口とメダル出口との
間には、屈曲形状の迂回路を有するメダル落下通路が形成されると共に、前記迂回路

前記メダル放出機 連通す
る連通口が設けられて成るスロットマシン。
【請求項２】
前記メダルシュートの内壁に、メダル落下通路へ突出する邪魔板が設けられている請求項
１に記載されたスロットマシン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
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前記メ
ダル投入口に連通し取り込むべきメダルを終端より前記メダル放出機のホッパーへ放出す
る傾斜ガイドと、前記傾斜ガイドに介在させたメダル選別器の下方に

と

の屈
曲位置には、扉部を閉じたときに のメダル送出口に対向位置して



この発明は、メダルが遊戯媒体として用いられるスロットマシンに関連し、特にこの発明
は、返却用のメダルや配当または精算のためのメダルをメダル放出口へ導くメダルシュー
トの改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の典型的なスロットマシンは、ボックス形状の機械本体部と、機械本体部の前面開口
部に開閉可能に取り付けられた扉部とから成る。前記機械本体部の内部には、３個のリー
ル，メダル払出機，制御回路基板などが組み込まれ、一方、扉部の外面には、各リールの
周面のシンボルを表示するためのシンボル表示窓の他、メダル投入口，始動レバー，停止
釦スイッチ，メダル放出口，メダル受け皿などが設けられている。
【０００３】
前記扉部の内面には、図６に示すように、メダル投入口より投入されたメダルａを選別す
るメダル選別器３０と、このメダル選別器３０と前記メダル放出口３４との間を結ぶメダ
ルシュート３１とが設けられ、メダルシュート３１の中間部には、前記メダル放出機に連
通する矩形状の連通口３２が開設されている。
メダル投入口より投入されたメダルａは、傾斜ガイド３３によりメダル選別器３０へ導か
れて選別され、機械本体部の内部に取り込むべきメダルｂは前記傾斜ガイド３３の終端か
らメダル放出機のホッパーへ放出される。また前記メダル受け皿へ返却すべきメダルｃは
メダルシュート３１内を落下してメダル放出口３４へ導かれる。
ゲームの配当や精算のためのメダルは、前記メダル放出機より前記連通口３２に向けて送
り出され、同様にメダルシュート３１内を落下してメダル放出口３４へ導かれる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
通常、スロットマシンは、パチンコホールなどに多数台が設置されているが、遊戯者の中
には、不正行為を行ってスロットマシンを誤動作させ、メダルを不当に詐取する者がある
。例えば針金のような細い金具をメダル放出口より前記メダルシュート３１内へ深く挿入
し、前記金具の先端部をメダル選別器３０やメダル放出機に接触させて誤動作させるので
ある。
【０００５】
この発明は、上記問題に着目してなされたもので、前記メダルシュートの形状および構造
を工夫することにより、メダル放出口からの遊戯者による不正行為を防止したスロットマ
シンを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この発明のスロットマシンは、 メダル放出
機が 収納されたボックス形状の機械本体部と、機械本体部の前面開口部に開閉可能
に取り付けられた扉部とから成り、前記扉部は、外面にメダル投入口およびメダル放出口
が設けられ、内面には、

返却用のメダルを落下させて前記メダル放出口へ導くメダルシュート が設け
られている。
　前記メダルシュートは、上端に前記返却用のメダルを受け入れるメダル受口、下端に前
記メダル放出口へメダルを送り出すメダル出口を備え、前記メダル受口とメダル出口との
間には、屈曲形状の迂回路を有するメダル落下通路が形成されると共に、前記迂回路

前記メダル放出機 連通す
る連通口が設けられている。
【０００７】
請求項２の発明にかかるスロットマシンでは、前記メダルシュートの内壁に、メダル落下
通路へ突出する邪魔板が設けられている。
【０００８】
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【作用】
　メダル落下通路に屈曲形状の迂回路が設けられており、しかも迂回路 に前記
メダル放出機 に連通 る連通口が設けてあるので、メダル放出口より針
金のような細い金具を挿入しても、メダル選別器やメダル放出機へ具合良く前記金具を接
触させることが困難である。
【０００９】
請求項２のスロットマシンでは、メダルシュートの内壁に、メダル落下通路へ突出する邪
魔板が設けてあるので、メダル放出口より針金のような細い金具を挿入したとき、邪魔板
が前記金具の進入の障害となる。
【００１０】
【実施例】
　図１および図２は、この発明の一実施例であるスロットマシンの構成を示す。このスロ
ットマシンは、ボックス形状の機械本体部１と、この機械本体部１の前面開口部３に一端
が２個の蝶番４ａ，４ｂにより枢着された開閉可能な扉部２とから成る。前記機械本体部
１の内部には、３個のリール６ａ，６ｂ，６ｃが一体に組み立てられたリール組立体６，
多数枚のメダルを収容するホッパー７を備えたメダル 出機８，機械全体の動作を制御す
る制御回路基板９などが組み込まれている。
【００１１】
前記扉部２の外面には、前記リール組立体６との対応位置に設けられたシンボル表示窓１
１の他、各リール６ａ，６ｂ，６ｃを始動させるための始動レバー１２，メダルを投入す
るためのメダル投入口１３，各リール６ａ，６ｂ，６ｃを個別に停止させるための３個の
停止釦スイッチ１４，メダルをメダル受け皿１５へ放出するためのメダル放出口１０など
が設けられている。またメダル受け皿１５の近傍には、効果音などを出力するためのスピ
ーカ１６が設けられている。
【００１２】
前記扉部２の内面には、図３に示すように、メダル投入口１３に連通する傾斜ガイド１７
と、傾斜ガイド１７の中間に介在させたメダル選別器１８と、メダル選別器１８の下方に
位置させたメダルシュート２０とが設けられており、前記傾斜ガイド１７の終端は、扉部
２を閉じた状態のとき、前記メダル放出機８のホッパー７の上方に位置する。
【００１３】
前記メダル投入口１３より投入されたメダルは、傾斜ガイド１７によりメダル選別器１８
へ導かれて選別され、機械本体部１の内部に取り込むべきメダルは前記傾斜ガイド１７の
終端よりメダル放出機８のホッパー７へ放出される。また前記メダル受け皿１５へ返却す
べきメダルは、メダルシュート２０へ落下させてメダル放出口１０へ導かれる。
【００１４】
前記メダルシュート２０は、裏面および上端面が開放された合成樹脂製の樋状カバー１９
を用いて形成される。この樋状カバー１９は、図４に示すように、裏面の開放端縁を扉部
２の内側に形成された平坦面２１上に当接させて適所をネジ止め固定しており、前記平坦
面２１と桶状カバー１９との間をメダル落下通路２４となし、また樋状カバー１９の開放
された上端面をメダル受口２２となす。
樋状カバー１９の下端部は、平坦面２１に開設された前記メダル放出口１０上に被せられ
ており、樋状カバー１９の開放された裏面の下端部がメダル出口２３となる。
なおメダルシュート２０は、樋状のものに限らず、例えばパイプ状のものであってもよい
。
【００１５】
前記樋状カバー１９は、平面形状が屈曲形状に形成されており、前記メダル通路２４の中
間部分には、図５に示すように、メダル受口２２とメダル出口２３とを結ぶ仮想直線Ｌよ
り一側へそれる迂回路２５が形成されている。
【００１６】
図示例の迂回路２５は、下部が前記仮想直線Ｌから遠ざかる方向へ傾斜する第１の傾斜通

10

20

30

40

50

(3) JP 3643418 B2 2005.4.27

の屈曲位置
のメダル送出口 させ

放



路２５ａと、下部が前記仮想直線Ｌへ近づく方向へ傾斜する第２の傾斜通路２５ｂとから
成り、樋状カバー１９の一方の側板の内面には、第１の傾斜通路２５ａへ突出する３個の
邪魔板２６ａ～２６ｃが設けられている。
これら邪魔板２６ａ～２６ｃのうち、第１の邪魔板２６ａは、第１の傾斜通路２５ａに対
して直角に設けられ、第２，第３の各邪魔板２６ｂ，２６ｃは、第１の傾斜通路２５ａに
対して角度をもたせて真下方向へ設けられる。
【００１７】
第１，第２の各傾斜通路２５ａ，２５ｂが交わる屈曲位置には、前記メダル放出機８のメ
ダル送出口５と連通する矩形状の連通口２７が設けられている。この連通口２７は、扉部
２を閉じたとき、メダル放出機８のメダル送出口５に対向位置して連通する。
なお図中、２８は、樋状カバー１９の開口端縁に一体形成されたネジ固定部である。
【００１８】
上記構成のスロットマシンにおいて、メダル投入口１３より投入されたメダルは、メダル
選別器１３で選別され、取り込むべきメダルはメダル放出機８のホッパー７へ送り込まれ
、また返却すべきメダルはメダルシュート２０のメダル受口２２へ落下させる。この返却
用のメダルはメダルシュート２０内のメダル落下通路２４を落下し、メダル出口２３から
メダル放出口１０へ放出される。
ゲームの配当や精算に際しては、メダル放出機８が作動してメダル送出口５よりメダルが
送り出される。このメダルは連通口２７よりメダルシュート２０内に送り込まれ、メダル
落下通路２４を落下してメダル出口２３からメダル放出口１０へ放出される。
【００１９】
いま遊戯者が針金のような金具をメダル放出口１０よりメダルシュート２０内へ挿入した
とき、メダルシュート２０内のメダル落下通路２４には屈曲形状の迂回路２５が設けてあ
り、加えて迂回路２５に複数の邪魔板２６ａ～２６ｃが突設してあるので、前記金具はメ
ダル選別器１８まで容易に到達しない。もし仮に金具の先端をメダル選別器１８にどうに
か到達させることができても、屈曲したメダル落下通路２４を通過させているので、具合
良くメダル選別器１８に接触させて誤動作させることは困難である。
【００２０】
またメダルシュート２０内のメダル落下通路２４に屈曲形状の迂回路２５が設けてあり、
しかもその迂回路２５に前記メダル放出機８に連通する連通口２７が設けてあるので、メ
ダル放出口１０より前記金具を挿入しても、その金具はメダル放出機８まで容易に到達せ
ず、メダル放出機８に具合良く接触させて誤動作させることは困難である。
【００２１】
【発明の効果】
　この発明は上記の如く、メダルシュートのメダル受口とメダル出口との間に、屈曲形状
の迂回路を有するメダル落下通路を形成すると共に、前記迂回路 にメダル放出
機 に連通 る連通口を設けたから、メダル放出口より針金のような細い
金具を挿入しても、メダル選別器やメダル放出機へ具合良く前記金具を接触させることが
困難であり、メダル放出口からの遊戯者による不正行為を防止できる。
【００２２】
請求項２の発明では、前記メダルシュートの内壁に、メダル落下通路へ突出する邪魔板を
設けたから、メダル放出口より針金のような細い金具を挿入したとき、邪魔板が前記金具
の進入の障害となり、メダル放出口からの遊戯者による不正行為をより確実に防止できる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施例であるスロットマシンの正面図である。
【図２】スロットマシンの扉部を開放した状態を示す正面図である。
【図３】メダルシュートを示す正面図である。
【図４】メダルシュートの断面図である。
【図５】メダルシュートの内部構造を示す正面図である。
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【図６】従来のメダルシュートを示す正面図である。
【符号の説明】
１　　機械本体部
２　　扉部
１０　メダル放出口
１３　メダル投入口
２０　メダルシュート
２２　メダル受口
２３　メダル出口
２４　メダル落下通路
２５　迂回路
２６ａ，２６ｂ，２６ｃ　　邪魔板
２７　連通口
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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