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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】機内への取り込みが認識された遊技媒体を不正
に機外に取り出す不正行為を抑制することができる遊技
機を提供する。
【解決手段】メダル投入口から投入されたメダルは投入
メダル検出センサ２０４により、取込用通路４７を通過
するメダルは各取込メダル検出センサ２０２，２０３に
より、排出用通路４８を通過するメダルは排出メダル検
出センサ２０４により、それぞれ検出される。また、各
メダル検出センサ２０１，２０２，２０３，２０４の検
出結果に基づいて、メダル投入口から投入されたメダル
の数と取込用通路４７を通過して機内に取り込まれるメ
ダルの数と排出用通路４８を通過して機外に排出される
メダルの数との整合性を投入判定処理により判断する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体が投入される投入部と、
　その投入部から投入された前記遊技媒体を機外に排出する排出用経路と、
　その排出用経路を介して前記遊技媒体を遊技者に払い出す払出手段と、
　前記排出用経路に設けられ、前記排出用経路の上流側に付勢されて前記排出用経路を閉
鎖可能かつ前記排出用経路を通過する前記遊技媒体の自重により動作して前記排出用経路
を開放可能に構成される弁体と、
　その弁体の上流に設けられ、回転可能に構成されると共に前記遊技媒体を１つずつ受け
入れ可能な凹部を有し、回転することにより前記凹部に受け入れた前記遊技媒体を１つず
つ前記弁体に送り出す回転体と、
　前記払出手段から前記排出用経路への前記遊技媒体の払出口の上流に設けられ、前記弁
体の動作を検出することにより前記排出用経路を通過する前記遊技媒体を検出する第３検
出手段とを備え、
　前記回転体と前記弁体とは、前記回転体の凹部に前記遊技媒体を受け入れた状態におい
て、前記凹部に受け入れた前記遊技媒体が前記凹部と前記弁体とに当接可能な相対位置で
配置されていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシン等に代表される遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、遊技機に投入された遊技媒体としてのコインを規定のコイン（遊技機
での遊技を行うための遊技価値を有するコイン）と規定外のコインとに選別し、規定のコ
インが投入された場合には、そのコインを検出して機内へのコインの取り込みを認識する
一方、規定のコインよりも小径の規定外のコインが投入された場合には、そのコインを排
出用経路を介して機外に排出するコインセレクタが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－５０６７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述したようなコインセレクタを有する遊技機では、機内への取り込み
が認識されたコインを針金などで排出用経路に誘導して不正に機外に取り出す不正行為が
行われるという問題点があった。
【０００５】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、機内への取り
込みが認識された遊技媒体を不正に機外に取り出す不正行為を抑制することができる遊技
機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために、請求項１記載の遊技機は、遊技媒体が投入される投入部と
、その投入部から投入された前記遊技媒体を検出する第１検出手段と、その第１検出手段
の下流に設けられ、前記投入部に投入された前記遊技媒体の流下経路を、前記遊技媒体を
機内に取り込む取込用経路または機外に排出する排出用経路のいずれかの経路に切り替え
る経路切替手段と、前記取込用経路を通過する前記遊技媒体を検出する第２検出手段と、
前記排出用経路を介して前記遊技媒体を遊技者に払い出す払出手段と、その払出手段から
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前記排出用経路への前記遊技媒体の払出口の上流に設けられ、前記排出用経路を通過する
前記遊技媒体を検出する第３検出手段と、前記第１検出手段と前記第２検出手段と前記第
３検出手段との検出結果に基づいて、前記投入部から投入された前記遊技媒体の数と前記
取込用経路を通過して機内に取り込まれる前記遊技媒体の数と前記排出用経路を通過して
機外に排出される前記遊技媒体の数との整合性を判断する判断手段とを備えている。
【０００７】
　請求項２記載の遊技機は、請求項１記載の遊技機において、前記排出用経路に設けられ
、前記排出用経路の上流側に付勢されて前記排出用経路を閉鎖可能かつ前記排出用経路を
通過する前記遊技媒体の自重により動作して前記排出用経路を開放可能に構成される弁体
を備え、前記第３検出手段は、前記弁体の動作を検出することにより前記排出用経路を通
過する前記遊技媒体を検出可能に構成されている。
【０００８】
　請求項３記載の遊技機は、請求項２記載の遊技機において、前記弁体は、前記排出用経
路を閉鎖した状態から、前記排出用経路の上流側への開放が規制されるように構成されて
いる。
【０００９】
　請求項４記載の遊技機は、請求項２又は３に記載の遊技機において、前記弁体の上流に
設けられ、回転可能に構成されると共に前記遊技媒体を１つずつ受け入れ可能な凹部を有
し、回転することにより前記凹部に受け入れた前記遊技媒体を１つずつ前記弁体に送り出
す回転体を備えている。
【００１０】
　請求項５記載の遊技機は、請求項４記載の遊技機において、前記回転体と前記弁体とは
、前記回転体の凹部に前記遊技媒体を受け入れた状態において、前記凹部に受け入れた前
記遊技媒体が前記凹部と前記弁体とに当接可能な相対位置で配置されている。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１記載の遊技機によれば、投入部から投入された遊技媒体は第１検出手段によっ
て検出された後、その第１検出手段の下流に設けられた経路切替手段によって取込用経路
または排出用経路のいずれかの経路へと導かれる。そして、取込用経路を通過する遊技媒
体は第２検出手段によって検出され、排出用経路を通過する遊技媒体は第３検出手段によ
って検出される。また、第１検出手段と第２検出手段と第３検出手段との検出結果に基づ
いて、投入部から投入された遊技媒体の数と取込用経路を通過して機内に取り込まれる遊
技媒体の数と排出用経路を通過して機外に排出される遊技媒体の数との整合性が判断手段
によって判断される。
【００１２】
　ここで、投入部から投入された遊技媒体が経路切替手段によって取込用経路または排出
用経路のいずれかの経路へと導かれ、正常に取込用経路または排出用経路を通過した場合
には、第２検出手段または第３検出手段のいずれか一方によって遊技媒体が検出される。
これに対し、経路切替手段によって遊技媒体が取込用経路に導かれ、取込用経路を通過す
る遊技媒体が第２検出手段によって検出された後、即ち、機内への遊技媒体の取り込みが
認識された後、取込用経路に導かれた遊技媒体を針金などで排出用経路に誘導して不正に
機外に取り出した場合には、排出用経路を通過する遊技媒体が第３検出手段によって検出
され、第２検出手段および第３検出手段の両方によって遊技媒体が検出される。従って、
この場合には、判断手段によって判断される整合性、即ち、投入部から投入された遊技媒
体の数と取込用経路を通過して機内に取り込まれる遊技媒体の数と排出用経路を通過して
機外に排出される遊技媒体の数との整合性に矛盾が生じる。よって、取込用経路に導かれ
た遊技媒体を不正に機外に取り出す不正行為を発見することができる。これにより、かか
る不正行為を抑制することができるという効果がある。
【００１３】
　また、第３検出手段は、払出手段から排出用経路への遊技媒体の払出口の上流に設けら
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れているので、払出口よりも下流に第３検出手段を設ける場合と比較して、払出手段から
の遊技者への遊技媒体の払い出しを高速化することができるという効果がある。
【００１４】
　請求項２記載の遊技機によれば、請求項１記載の遊技機の奏する効果に加え、排出用経
路を閉鎖する弁体を備えているので、排出用経路への針金などの挿入を困難として、機内
に対して行われる不正行為（例えば、取込用経路に導かれた遊技媒体を針金などで排出用
経路に誘導して不正に機外に取り出す不正行為）を防止することができるという効果があ
る。また、第３検出手段は、弁体の動作を検出することにより排出用経路を通過する遊技
媒体を検出可能に構成されているので、弁体によって排出用経路を通過する遊技媒体の勢
いを減じて、排出用経路を通過する遊技媒体の検出漏れを抑制することができ、第３検出
手段による遊技媒体の検出不良を低減することができるという効果がある。更に、弁体は
排出用経路の上流側に付勢されて排出用経路を閉鎖する一方、排出用経路を通過する遊技
媒体の自重により動作して排出用経路を開放可能に構成されているので、１の遊技媒体が
弁体を通過する毎に、弁体が排出用経路を１度だけ開閉する。これにより、遊技媒体を１
つずつ確実に第３検出手段によって検出することができるという効果がある。
【００１５】
　なお、「排出用経路を閉鎖可能」とは、排出用経路の経路断面の全てを閉塞する場合の
みに限られず、弁体を格子状に構成することで、排出用経路の経路断面を部分的に塞ぐ場
合を含む趣旨である。
【００１６】
　請求項３記載の遊技機によれば、請求項２記載の遊技機の奏する効果に加え、弁体は、
排出用経路を閉鎖した状態から、排出用経路の上流側への開放が規制されるように構成さ
れているので、排出用経路の下流側から排出用経路に針金などを押し入れることを不可能
にして、排出用経路への針金などの挿入を困難とすることができるという効果がある。
【００１７】
　請求項４記載の遊技機によれば、請求項２又は３に記載の遊技機の奏する効果に加え、
遊技媒体を１つずつ受け入れ可能な凹部を有し、その凹部に受け入れた遊技媒体を１つず
つ弁体に送り出す回転体を備えているので、遊技媒体が排出用経路を連なって通過する場
合でも、第３検出手段によって遊技媒体を１つずつ確実に検出することができる。これに
より、排出用経路を通過する遊技媒体の検出漏れを抑制して、第３検出手段による遊技媒
体の検出不良を低減することができるという効果がある。
【００１８】
　請求項５記載の遊技機によれば、請求項４記載の遊技機の奏する効果に加え、回転体と
弁体とは、回転体の凹部に遊技媒体を受け入れた状態において、凹部に受け入れた遊技媒
体が凹部と弁体とに当接可能な相対位置で配置されているので、弁体が排出用経路の上流
側に付勢されていることと相まって、凹部に受け入れた遊技媒体が凹部と弁体との間に挟
まれて回転体の回転を規制する。これにより、遊技媒体が弁体に到達する都度、回転体の
回転を一時的に停止できるので、遊技媒体が排出用経路に連なって存在する状態であって
も、遊技媒体を１つずつ確実に弁体に送り出すことができるという効果がある。また、凹
部と弁体との間に遊技媒体が挟まれるので、その遊技媒体に連なって排出用経路の後方に
存在する遊技媒体の勢いも減じることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】前面扉を閉じた状態のスロットマシンの斜視図である。
【図２】前面扉を開いた状態のスロットマシンの斜視図である。
【図３】前面扉の背面図である。
【図４】筐体の正面図である。
【図５】図３のＶで示す部分を拡大した前面扉の部分拡大背面図である。
【図６】図５のＶＩで示す部分を拡大した排出用通路の部分拡大斜視図である。
【図７】図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線における排出用通路の断面図である。
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【図８】排出用通路の背面斜視図である。
【図９】（ａ）は、回転体の正面図であり、（ｂ）は、図９（ａ）のＩＸｂ－ＩＸｂ線に
おける回転体の断面図である。
【図１０】図８のＸで示す部分を拡大した排出用通路の部分拡大背面図である。
【図１１】スロットマシンの電気的構成を示すブロック図である。
【図１２】ＮＭＩ割込み処理を示すフローチャートである。
【図１３】タイマ割込み処理を示すフローチャートである。
【図１４】停電時処理を示すフローチャートである。
【図１５】投入判定処理を示すフローチャートである。
【図１６】検出信号判定処理を示すフローチャートである。
【図１７】メイン処理を示すフローチャートである。
【図１８】通常処理を示すフローチャートである。
【図１９】抽選処理を示すフローチャートである。
【図２０】リール制御処理を示すフローチャートである。
【図２１】メダル払出処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。以下では、本発明を
遊技機の一種である回胴式遊技機、具体的にはスロットマシン１０に適用した場合の一実
施形態について説明する。図１はスロットマシン１０の前面扉１２を閉じた状態の斜視図
、図２はスロットマシン１０の前面扉１２を開いた状態の斜視図、図３は前面扉１２の背
面図、図４は筐体１１の正面図である。
【００２１】
　図１から図４に示すように、スロットマシン１０は、その外殻を形成する筐体１１を備
えている。筐体１１は、木製のパネルを組み合わせて、全体として前面を開放した箱状に
形成されており、遊技ホールへの設置の際にいわゆる島設備に対し釘を打ち付ける等して
取り付けられる。尚、筐体１１は木製のパネルによって構成する以外に、合成樹脂製パネ
ル又は金属製パネルによって構成してもよいし、合成樹脂材料又は金属材料によって一体
の箱状に形成することによって構成してもよい。
【００２２】
　筐体１１の前面側には、前面扉１２が開閉可能に取り付けられている。すなわち、筐体
１１には、その正面から見て左側部に上下一対の支軸１３ａ，１３ｂが設けられており、
前面扉１２には、各支軸１３ａ，１３ｂと対応する位置に軸受部１４ａ，１４ｂが設けら
れている。そして、各軸受部１４ａ，１４ｂに各支軸１３ａ，１３ｂが挿入された状態で
は、前面扉１２が筐体１１に対して両支軸１３ａ，１３ｂを結ぶ上下方向へ延びる開閉軸
線を中心として回動可能に支持され、前面扉１２の回動によって筐体１１の前面開放側を
開放したり閉鎖したりすることができるようになっている。
【００２３】
　また、前面扉１２の開閉軸の反対側には、その裏面に施錠装置２０が設けられ、前面扉
１２は、その施錠装置２０によって開放不能な施錠状態とされる。前面扉１２の右端側上
部には、施錠装置２０と一体化されたキーシリンダ２１が設けられており、キーシリンダ
２１に対する所定のキー操作によって前記施錠状態が解除されるように構成されている。
キーシリンダ２０が設けられる位置は前面扉１２の中でも肉厚の薄い上部位置とされてお
り、その結果、全長の短い汎用性のあるキーシリンダ２１を採用することができる。なお
、本実施形態では、キーシリンダ２１として、不正解錠防止機能の高いオムロック（登録
商標）が用いられている。
【００２４】
　前面扉１２の中央部上寄りには、遊技者に遊技状態を報知する遊技パネル２５が設けら
れている。遊技パネル２５には、縦長の３つの表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒが横並びに
形成されており、各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを通じてスロットマシン１０の内部が
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視認可能な状態となっている。なお、各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを１つにまとめて
共通の表示窓としてもよい。
【００２５】
　図２に示すように、筐体１１は仕切り板３０によりその内部が上下２分割されており、
仕切り板３０の上部には、可変表示手段を構成するリールユニット３１が取り付けられて
いる。リールユニット３１は、円筒状（円環状）にそれぞれ形成された左リール３２Ｌ，
中リール３２Ｍ，右リール３２Ｒを備えている。各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒは、そ
の中心軸線が当該リールの回転軸線となるように回転可能に支持されている。各リール３
２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転軸線は略水平方向に延びる同一軸線上に配設され、それぞれ
のリール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒと１対１で対応して
いる。したがって、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの表面の一部はそれぞれ対応する表
示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを通じて視認可能な状態となっている。また、リール３２Ｌ
，３２Ｍ，３２Ｒが正回転すると、各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを通じてリール３２
Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの表面は上から下へ向かって移動しているかのように映し出される。
【００２６】
　ここで、リールユニット３１の構成を簡単に説明する。各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２
Ｒは、それぞれがステッピングモータに連結されており、各ステッピングモータの駆動に
より各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが個別に、すなわちそれぞれ独立して回転駆動し得
る構成となっている。ステッピングモータは、例えば５０４パルスの駆動信号（以下、励
磁パルスとも言う）を与えることにより１回転されるように設定されており、この励磁パ
ルスによってステッピングモータの回転位置、すなわちリールの回転位置が制御される。
また、リールユニット３１には、リールが１回転したことを検出するためのリールインデ
ックスセンサが各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒに設置されている。そして、リールイン
デックスセンサからは、リールが１回転したことを検出した場合、その検出の都度、後述
する主制御装置１０１に検出信号が出力されるようになっている。このため主制御装置１
０１は、リールインデックスセンサの検出信号と、当該検出信号が入力されるまでに出力
した励磁パルス数とに基づいて、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの角度位置を１回転毎
に確認するとともに補正することができる。
【００２７】
　各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの外周面には、その長辺方向（周回方向）に、識別情
報としての図柄が複数個、具体的には、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒ毎に、２１個の
図柄が等間隔に描かれており、そのうち連続する３個の図柄が表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２
６Ｒの上段、中段、下段の位置にそれぞれ視認可能に構成されている。このため、所定の
位置においてある図柄を次の図柄へ切り替えるには、２４パルス（＝５０４パルス÷２１
図柄）の励磁パルスの出力を要する。また、主制御装置１０１は、リールインデックスセ
ンサの検出信号が入力されてから出力した励磁パルス数により、表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，
２６Ｒから視認可能な状態となっている図柄を把握したり、表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６
Ｒから視認可能な位置に所定の図柄を停止させたりする制御を行うことができる。
【００２８】
　遊技パネル２５の下方左側には、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転を開始させる
ために操作されるスタートレバー４１が設けられている。スタートレバー４１は、遊技者
が遊技（ゲーム）を開始するときに手で押し操作（押される方向は限定されない）するレ
バーであり、所定数のメダルが投入されている状態でスタートレバー４１が操作されると
、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転が一斉に（但し、同時である必要はない）開始
されるようになっている。
【００２９】
　スタートレバー４１の右側には、回転している各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒを個別
に停止させるために操作されるボタン状のストップスイッチ４２～４４が設けられている
。各ストップスイッチ４２～４４は、停止対象となるリール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒに対
応する表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒの直下にそれぞれ配置されている。すなわち、左ス
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トップスイッチ４２が操作された場合には左リール３２Ｌの回転が停止し、中ストップス
イッチ４３が操作された場合には中リール３２Ｍの回転が停止し、右ストップスイッチ４
４が操作された場合には右リール３２Ｒの回転が停止する。
【００３０】
　表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒの下方右側には、メダルを投入するためのメダル投入口
４５が設けられている。メダル投入口４５から投入されたメダルは、前面扉１２の背面に
設けられたセレクタ４６によって取込用通路４７か排出用通路４８のいずれかへ導かれる
。そして、取込用通路４７に導かれたメダルは、筺体１の内部に収容されたホッパ装置５
１へと導かれる。一方、排出用通路４８に導かれたメダルは、前面扉１２の前面下部に設
けられたメダル排出口４９からメダル受け皿５０へと導かれ、遊技者に返還される。なお
、メダル投入口４５からホッパ装置５１までのメダルの取込用経路およびメダル投入口４
５からメダル受け皿５０までのメダルの排出用経路に設けられる各種構成については、図
５から図１０を参照して後述する。
【００３１】
　ホッパ装置５１は、メダルを貯留する貯留タンク５２と、メダルを遊技者に払い出す払
出装置５３とにより構成されている。払出装置５３は、図示しないメダル払出用回転板を
回転させることにより、排出用通路４８に設けられた開口４８ａへメダルを排出し、排出
用通路４８を介してメダル受け皿５０へメダルを払い出すようになっている。また、ホッ
パ装置５１の右方には、貯留タンク５２内に所定量以上のメダルが貯留されることを回避
するための予備タンク５４が設けられている。ホッパ装置５１の貯留タンク５２内部には
、この貯留タンク５２から予備タンク５４へとメダルを排出する誘導プレート５２ａが設
けられている。したがって、誘導プレート５２ａが設けられた高さ以上にメダルが貯留さ
れた場合、かかるメダルが予備タンク５４に貯留されることとなる。
【００３２】
　メダル投入口４５の下方には、ボタン状の返却スイッチ５５が設けられている。メダル
投入口４５に投入されたメダルがセレクタ４６内に詰まった状況下で返却スイッチ５５が
操作された場合、セレクタ４６が機械的に連動して動作され、当該セレクタ４６内に詰ま
ったメダルがメダル排出口４９から返却されるようになっている。
【００３３】
　スタートレバー４１の左方には、精算スイッチ５９が設けられている。本スロットマシ
ン１０では、所定の最大値（メダル５０枚分）となるまでの余剰の投入メダルや入賞時の
払出メダルを仮想メダルとして貯留記憶するクレジット機能を有しており、仮想メダルが
貯留記憶されている状況下で精算スイッチ５９が操作された場合、仮想メダルが現実のメ
ダルとしてメダル排出口４９から払い出されるようになっている。
【００３４】
　表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒの下方左側には、遊技媒体としてのクレジットされた仮
想メダルを一度に３枚投入するための第１クレジット投入スイッチ５６が設けられている
。また、第１クレジット投入スイッチ５６の左方には、第２クレジット投入スイッチ５７
と、第３クレジット投入スイッチ５８とが設けられている。第２クレジット投入スイッチ
５７は仮想メダルを一度に２枚投入するためのものであり、第３クレジット投入スイッチ
５８は仮想メダルを１枚投入するためのものである。
【００３５】
　遊技パネル２５の表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒ下方には、クレジットされている仮想
メダル数を表示するクレジット表示部６０と、ボーナス状態が終了するまでに払い出され
る残りのメダル数を表示する残払出枚数表示部６１と、入賞時に払い出したメダルの枚数
を表示する払出枚数表示部６２とがそれぞれ設けられている。これら表示部６０～６２は
７セグメント表示器によって構成されているが、液晶表示器等によって代替することは当
然可能である。
【００３６】
　前面扉１２の上部には、遊技の進行に伴い点灯したり点滅したりする上部ランプ６３と
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、遊技の進行に伴い種々の効果音を鳴らしたり、遊技者に遊技状態を報知したりする左右
一対のスピーカ６４と、遊技者に各種情報を与える補助表示部６５とが設けられている。
補助表示部６５は、遊技の進行に伴って各種表示演出を実行したり、電源投入時やエラー
発生時に、その状態を報知するためのものであり、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒによ
る遊技を主表示部によるものと考えることができることから、本実施形態では補助表示部
６５と称している。補助表示部６５の背面には、上部ランプ６３やスピーカ６４、補助表
示部６５を駆動させるための表示制御装置８１が設けられている。
【００３７】
　メダル受け皿５０の上方には、機種名や遊技に関わるキャラクタなどが表示された下段
プレート６６が装着されている。また、メダル受け皿５０の左方には、手前側下方に反転
可能な灰皿６９が設けられている。
【００３８】
　筐体１１の内部においてホッパ装置５１の左方には、電源ボックス７０が設けられてい
る。電源ボックス７０は、その内部に電源装置９１（図１１参照）を収容するとともに、
電源スイッチ７１やリセットスイッチ７２、設定キー挿入孔７３などを備えている。電源
スイッチ７１は、後述する主制御装置１０１を始めとする各部に電源を供給するための起
動スイッチである。
【００３９】
　リセットスイッチ７２は、スロットマシン１０の各種状態をリセットするためのスイッ
チである。本スロットマシン１０は各種データのバックアップ機能を有しており、万一停
電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰（復電）の際には停電時の状
態に復帰できるようになっている。従って、例えば遊技ホールの営業が終了する場合のよ
うに通常手順で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、リセットスイッチ７
２を押しながら電源スイッチ７１をオンすると、バックアップデータがリセット（初期化
）されるようになっている。また、電源スイッチ７１がオンされている状態でリセットス
イッチ７２を押した場合には、エラー状態がリセットされる。
【００４０】
　設定キー挿入孔７３は、ホール管理者などがメダルの出玉調整を行うためのものである
。すなわち、ホール管理者等が設定キーを設定キー挿入孔７３へ挿入して回転操作するこ
とにより、スロットマシン１０の設定状態（各入賞態様の当選確率の設定）を「設定１」
から「設定６」まで変更できるようになっている。そして、設定状態が「設定１」に設定
された場合、メダル払出枚数の期待値が最も低くなるように入賞態様（役）の抽選を行い
、設定状態が「設定６」に設定された場合、メダル払出枚数の期待値が最も高くなるよう
に入賞態様の抽選を行うように構成されている。なお、リセットスイッチ７２は、エラー
状態をリセットする場合の他に、スロットマシン１０の設定状態を変更する場合にも操作
される。
【００４１】
　リールユニット３１の上方には、遊技を統括管理する主制御装置１０１が筐体１１に取
り付けられている。詳細については、図１１を参照して後述するが、主制御装置１０１は
、主たる制御を司るＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０２、遊
技プログラムを記憶したＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０５、遊技の進
行に応じた必要なデータを一時的に記憶するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）１０６、各種機器との連絡をとるポート１０４、時間計数や同期を図る場合な
どに使用されるクロック回路１０３等を含む主基板を具備しており、主基板が透明樹脂材
料等よりなる基板ボックスに収容されて構成されている。基板ボックスは、略直方体形状
のボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えている。こ
れらボックスベースとボックスカバーとは封印ユニットによって開封不能に連結され、こ
れにより基板ボックスが封印されている。なお、ボックスベースとボックスカバーとを鍵
部材を用いて開封不能に連結する構成としてもよい。
【００４２】
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　次に、図５から図１０を参照して、メダル投入口４５からホッパ装置５１までのメダル
の取込用経路およびメダル投入口４５からメダル受け皿５０までのメダルの排出用経路に
設けられる各種構成について説明する。図５は、図３のＶで示す部分を拡大した前面扉１
２の部分拡大背面図である。
【００４３】
　メダル投入口４５から投入されたメダルは、前面扉１２の背面に設けられた投入メダル
検出センサ２０１によって検出された後、その投入メダル検出センサ２０１の下流側に設
けられたセレクタ４６によって取込用通路４７か排出用通路４８のいずれかへ導かれる。
投入メダル検出センサ２０１の検出信号は主制御装置１０１に出力され、主制御装置１０
１は、投入メダル検出センサ２０１から入力される検出信号に基づいて、投入されたメダ
ルの数をカウントする。
【００４４】
　投入メダル検出センサ２０１は、一対の発光素子および受光素子（いずれも図示せず）
を有するフォトインタラプタによって構成されている。投入メダル検出センサ２０１は、
受光素子が発光素子からの光を受光している受光状態では「ＯＮ」信号を、投入されたメ
ダルによって発光素子からの光が遮蔽され受光素子が光を受光できない遮光状態では「Ｏ
ＦＦ」信号を、それぞれ検出信号として主制御装置１０１に出力するように構成されてい
る。即ち、メダルが投入されていない状態では、投入メダル検出センサ２０１から主制御
装置１０１に常時「ＯＮ」信号が出力され、メダルが投入されると、投入されたメダルが
投入メダル検出センサ２０１を通過し終わるまでの間、投入メダル検出センサ２０１から
主制御装置１０１に「ＯＦＦ」信号が出力される。これにより、投入メダル検出センサ２
０１が取り外された場合や投入メダル検出センサ２０１の電気配線が切断された場合には
、メダルが投入されていないにも関わらず、投入メダル検出センサ２０１から主制御装置
１０１に常時「ＯＦＦ」信号が出力されるので、投入メダル検出センサ２０１に対する不
正行為を早期に発見することができる。その結果、投入メダル検出センサ２０１に不正を
施して、取込用通路４７に導かれたメダルを糸や針金などでメダル投入口４５から不正に
取り出す不正行為を抑制することができる。
【００４５】
　セレクタ４６には、通路切替ソレノイド４６ａが設けられており、その通路切替ソレノ
イド４６ａの非励磁時にはメダルが排出用通路４８側に導かれ、通路切替ソレノイド４６
ａの励磁時にはメダルが取込用通路４７側に導かれるように構成されている。そして、取
込用通路４７に導かれたメダルは、ホッパ装置５１へと導かれる一方、排出用通路４８に
導かれたメダルは、メダル受け皿５０へと導かれ、遊技者に返還される。なお、通路切替
ソレノイド４６ａによってメダルが排出用通路４８側に導かれる条件としては、例えば、
クレジットされている仮想メダルが最大値（メダル５０枚分）の状態で更にメダルが投入
された場合や、リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが回転している状態でメダルが投入された
場合などが挙げられる。
【００４６】
　また、セレクタ４６には、投入されたメダルを規定のメダル（スロットマシン１０での
遊技を行うための遊技価値を有するメダル）と規定外のメダルとに選別するべく、規定の
メダルよりも小径のメダルのみが通過可能な排出孔４６ｂが設けられており、規定のメダ
ルよりも小径の規定外のメダルが投入された場合には、そのメダルが排出孔４６ｂから排
出用通路４８に排出されるように構成されている。但し、投入されたメダルを規定のメダ
ルと規定外のメダルとに選別する方法としては、必ずしもこれに限られるものではなく、
例えば、通路切替ソレノイド４６ａが励磁状態にあっても、規定外のメダルが投入された
場合には、取込用通路４７へメダルを導く案内通路（図示せず）からメダルが脱落して、
排出用通路４８に排出されるように構成しても良い。
【００４７】
　取込用通路４７には、その取込用通路４７を通過するメダルを検出する第１取込メダル
検出センサ２０２及び第２取込メダル検出センサ２０３が設けられている。各取込メダル
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検出センサ２０２，２０３の検出信号は主制御装置１０１に出力され、主制御装置１０１
は、各取込メダル検出センサ２０２，２０３から入力される検出信号に基づいて、ホッパ
装置５１に取り込まれるメダルの数をカウントする。
【００４８】
　各取込メダル検出センサ２０２，２０３は、一対の発光素子および受光素子（いずれも
図示せず）を有するフォトインタラプタによって構成されている。各取込メダル検出セン
サ２０２，２０３は、取込用通路４７を通過する１枚のメダルを同時に検出し得る程度に
近接した位置で、それぞれ取込用通路４７の上流側と下流側とに並設されている。各取込
メダル検出センサ２０２，２０３は、受光素子が発光素子からの光を受光している受光状
態では「ＯＮ」信号を、取込用通路４７を通過するメダルによって発光素子からの光が遮
蔽され受光素子が光を受光できない遮光状態では「ＯＦＦ」信号を、それぞれ検出信号と
して主制御装置１０１に出力するように構成されている。即ち、メダルが取込用通路４７
を通過していない状態では、各取込メダル検出センサ２０２，２０３から主制御装置１０
１に常時「ＯＮ」信号が出力され、メダルが取込用通路４７を通過すると、取込用通路４
７を通過するメダルが各取込メダル検出センサ２０２，２０３を通過し終わるまでの間、
各取込メダル検出センサ２０２，２０３から主制御装置１０１に「ＯＦＦ」信号が出力さ
れる。
【００４９】
　投入されたメダルがセレクタ４６によって取込用通路４７側に導かれると、そのメダル
は各取込メダル検出センサ２０２，２０３を通過する。このとき、まず、取込用通路４７
の上流側に配設された第１取込メダル検出センサ２０２が先に遮光状態となって主制御装
置１０１に「ＯＦＦ」信号を出力し、次に取込用通路４７の下流側に配設された第２取込
検出センサ２０３が遮光状態となって主制御装置１０１に「ＯＦＦ」信号を出力して、２
つの取込メダル検出センサ２０２，２０３によって同時にメダルが検出される。そして、
更にメダルが取込用通路４７を下流側に流下していくと、取込用通路４７の上流側に配設
された第１取込メダル検出センサ２０２が先に受光状態となって主制御装置１０１に「Ｏ
Ｎ」信号を出力し、次に取込用通路４７の下流側に配設された第２取込メダル検出センサ
２０３が受光状態となって主制御装置１０１に「ＯＮ」信号を出力する。
【００５０】
　即ち、メダルが正常に取込用通路４７を通過した場合、各取込メダル検出センサ２０２
，２０３から主制御装置１０１に出力される信号は、まず第１取込メダル検出センサ２０
２が「ＯＦＦ」となり、次に第２取込メダル検出センサ２０３が「ＯＦＦ」となる。そし
て、各取込メダル検出センサ２０２，２０３が同時に「ＯＦＦ」となった後、第１取込メ
ダル検出センサ２０２が「ＯＮ」となり、最後に第２取込メダル検出センサ２０３が「Ｏ
Ｎ」となる。主制御装置１０１では、各取込メダル検出センサ２０２，２０３から出力さ
れる信号が、このようなタイミングで変化する場合にメダルが正常にホッパ５１に取り込
まれたことを判断し、ホッパ装置５１に取り込まれるメダルの数をカウントする。
【００５１】
　一方、メダルが取込用通路４７を通過中に詰まったり、取込用通路４７に導かれたメダ
ルを糸や針金などでメダル投入口４５やメダル排出口４９（図１参照）から不正に取り出
した場合は、２つの取込メダル検出センサ２０２，２０３から主制御装置１０１に出力さ
れる信号が、メダルが正常に取込用通路４７を通過した場合とは異なるタイミングで変化
する。主制御装置１０１は、各取込メダル検出センサ２０２，２０３から出力される検出
信号の変化を監視し、その変化が、メダルが正常に取込用通路４７を通過した場合の変化
と異なる場合は、メダルの詰まりや、不正があったと判断して、エラーの発生をエラーコ
マンドによって後述する表示制御装置８１に通知する。表示制御装置８１では、主制御装
置１０１からエラーの発生が通知されると、上部ランプ６３、スピーカ６４、補助表示部
６５（いずれも図１参照）などから、エラーの発生を報知する。
【００５２】
　排出用通路４８には、その排出用通路４８を通過するメダルを検出する排出メダル検出
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センサ２０４が設けられている。排出メダル検出センサ２０４の検出信号は主制御装置１
０１に出力され、主制御装置１０１は、排出メダル検出センサ２０４から入力される検出
信号に基づいてメダル受け皿５０に排出されるメダルの数をカウントする。
【００５３】
　排出メダル検出センサ２０４は、一対の発光素子２０４ａ及び受光素子２０４ｂを有す
るフォトインタラプタによって構成されている。排出メダル検出センサ２０４は、受光素
子２０４ｂが発光素子２０４ａからの光を受光している受光状態では「ＯＦＦ」信号を、
排出用通路４８に設けられた弁体３０１によって発光素子２０４ａからの光が遮蔽され受
光素子２０４ｂが光を受光できない遮光状態では「ＯＮ」信号を、それぞれ検出信号とし
て主制御装置１０１に出力するように構成されている。
【００５４】
　ここで、図６及び図７を参照して、弁体３０１について説明する。図６は、図５のＶＩ
で示す部分を拡大した排出用通路４８の部分拡大斜視図である。なお、図６では、排出メ
ダル検出センサ２０４及び弁体３０１を排出用通路４８から分解した状態を示している。
図７（ａ）及び図７（ｂ）は、図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線における排出用通路４８の断面図
であり、図７（ａ）は、メダル排出通路４８ｂが閉塞された状態であって排出メダル検出
センサ２０４の受光状態を、図７（ｂ）は、メダル排出通路４８ｂが開放された状態であ
って排出メダル検出センサ２０４の遮光状態を、それぞれ示している。なお、図７（ｂ）
では、メダルを二点鎖線で図示している。
【００５５】
　図６に示すように、排出用通路４８のホッパ装置５１からのメダルの排出口となる開口
４８ａよりも上流側には、排出用通路４８内に形成されたメダルの通路（以下「メダル排
出通路」と称す）４８ｂ（図７（ａ）及び図７（ｂ）参照）を開閉する弁体３０１が設け
られている。弁体３０１は、メダル排出通路４８ｂを閉塞可能な平板状に形成されており
、その一側面に沿って支軸３０１ａが設けられている。この弁体３０１は、排出用通路４
８に開口形成された挿入口４８ｃから排出用通路４８内に挿入されると共に、かかる挿入
口４８ｃに支軸３０１ａが水平に支持されることにより、排出用通路４８に対して支軸３
０１ａを中心として垂直方向へ揺動可能に取り付けられており、その揺動によって、メダ
ル排出通路４８ｂを開閉できるように構成されている。
【００５６】
　このように、メダル排出通路４８ｂを開閉する弁体３０１を設けることで、その弁体３
０１によってメダル排出通路４８ｂを閉塞することにより、メダル排出口４９（図１参照
）からメダル排出通路４８ｂへの針金などの挿入を困難として、スロットマシン１０の機
内に対して行われる不正行為（例えば、取込用通路４７に導かれたメダルを針金などでメ
ダル排出口４９から不正に取り出す不正行為）を抑制することができる。
【００５７】
　図７（ａ）に示すように、弁体３０１は、その上面が排出用通路４８に当接することに
よって水平姿勢よりもメダル排出通路４８ｂの上流側への揺動が規制されると共に、支軸
３０１ａに取り付けられたバネ３０２（図６参照）によってメダル排出通路４８ｂの上流
側に付勢されており、通常は（バネ３０２の付勢力に抗して外力が付与されない限りは）
水平姿勢に保持されて、メダル排出通路４８ｂを閉塞するように構成されている。
【００５８】
　このように、メダル排出通路４８ｂを閉塞した状態からメダル排出通路４８ｂの上流側
への弁体３０１の揺動が規制されるように構成することで、メダル排出口４９からメダル
排出通路４８ｂに針金などを押し入れることを不可能にして、メダル排出通路４８ｂへの
針金などの挿入を困難とすることができる。
【００５９】
　弁体３０１には、突起部３０１ｂが設けられており、弁体３０１が水平姿勢にある場合
、即ち、メダル排出通路４８ｂが閉塞された状態では、排出メダル検出センサ２０４の発
光素子２０４ａと受光素子２０４ｂとの間に突起部３０１ｂが介在して、発光素子２０４



(12) JP 2014-193312 A 2014.10.9

10

20

30

40

50

ａからの光が遮蔽される。
【００６０】
　バネ３０２の付勢力は、メダルの自重よりも小さく設定されており、メダル排出通路４
８ｂを流下するメダルが弁体３０１に到達した場合には、図７（ｂ）に示すように、メダ
ルの自重によって弁体３０１がメダル排出通路４８ｂの下流側に揺動して、メダル排出通
路４８ｂが開放されるように構成されている。
【００６１】
　弁体３０１がメダル排出通路４８ｂの下流側に揺動した場合、即ち、メダル排出通路４
８ｂが開放された状態では、突起部３０１ｂが排出メダル検出センサ２０４の発光素子２
０４ａ及び受光素子２０４ｂよりも上方に移動して、受光素子２０４ｂが発光素子２０４
ａからの光を受光することができる。
【００６２】
　即ち、メダルが排出用通路４８を通過していない状態では、弁体３０１が水平姿勢にあ
るため、排出メダル検出センサ２０４が遮光状態となって、排出メダル検出センサ２０４
から主制御装置１０１に常時「ＯＮ」信号が出力され、排出用通路４８を通過するメダル
が弁体３０１に到達すると、メダルの自重によって弁体３０１が揺動するため、排出メダ
ル検出センサ２０４が受光状態となって、メダルが弁体３０１を通過し終わるまでの間、
排出メダル検出センサ２０４から主制御装置１０１に「ＯＦＦ」信号が出力される。これ
により、排出メダル検出センサ２０４が取り外された場合や排出メダル検出センサ２０４
の電気配線が切断された場合には、メダルが排出されていないにも関わらず、排出メダル
検出センサ２０４から主制御装置１０１に常時「ＯＦＦ」信号が出力されるので、排出メ
ダル検出センサ２０４に対する不正行為を早期に発見することができる。その結果、排出
メダル検出センサ２０４に不正を施して、取込用通路４７に導かれたメダルを針金などで
メダル排出口４９から不正に取り出す不正行為を抑制することができる。
【００６３】
　このように、メダル排出通路４８ｂを開閉する弁体３０１の動作によって排出用通路４
８を通過するメダルを検出することで、弁体３０２によって排出用通路４８を通過するメ
ダルの勢いを減じて、排出用通路４８を通過するメダルの検出漏れを抑制することができ
るので、排出メダル検出センサ２０４によるメダルの検出不良を低減することができる。
一方、排出メダル検出センサ２０４は、ホッパ装置５１からのメダルの排出口となる開口
４８ａよりも上流側に設けられているので、開口４８ａよりも下流側に排出メダル検出セ
ンサ２０４を設ける場合と比較して、ホッパ装置５１からの遊技者へのメダルの払い出し
を高速化することができる。
【００６４】
　弁体３０１の突起部３０１ｂは、弁体３０１が排出用通路４８に取り付けられた状態で
排出用通路４８外に向けて突出されスロットマシン１０の内部に位置するように構成され
ており、排出メダル検出センサ２０４は、排出用通路４８外であってスロットマシン１０
の内部に取り付けられている。これにより、メダル排出通路４８ｂからの排出メダル検出
センサ２０４への接触を困難として、排出メダル検出センサ２０４の電気配線を不正に取
り外したり排出メダル検出センサ２０４の電気配線を不正に切断する等の排出メダル検出
センサ２０４に対する不正行為を抑制することができる。また、排出メダル検出センサ２
０４の発光素子２０４ａと受光素子２０４ｂとの間に物体を挿入することで、排出メダル
検出センサ２０４を強制的に遮光状態として、不正に弁体３０１を動作させて排出用通路
４８を開放する行為も抑制することができる。その結果、排出メダル検出センサ２０４に
不正を施して、取込用通路４７に導かれたメダルを針金などでメダル排出口４９から不正
に取り出す不正行為を抑制することができる。
【００６５】
　次に、図８及び図９を参照して、排出用通路４８に設けられる回転体４０１及びメダル
排出通路４８ｂについて説明する。図８は、排出用通路４８の背面斜視図である。図９（
ａ）は、回転体４０１の正面図であり、図９（ｂ）は、図９（ａ）のＩＸｂ－ＩＸｂ線に



(13) JP 2014-193312 A 2014.10.9

10

20

30

40

50

おける回転体４０１の断面図である。なお、図８及び図９では、メダルを二点鎖線で図示
していると共に、図８では、メダル排出通路４８ｂにメダルが連なって存在する状態を図
示している。
【００６６】
　図８に示すように、排出用通路４８の内部であって弁体３０１の上方には、排出用通路
４８を通過するメダルを１枚ずつ弁体３０１に送り出すための回転体４０１が設けられて
いる。回転体４０１は、メダルよりも大径の円板状に形成されており、その中心を回転中
心として回転可能にネジ４０２によって排出用通路４８に取り付けられている。
【００６７】
　図９（ａ）に示すように、回転体４０１の前面には、メダルを１枚ずつ受け入れ可能な
３つの凹部４０１ａが設けられており、それら凹部４０１ａが周方向にそれぞれ１２０度
の中心角を隔てて等間隔に配置されている。凹部４０１ａは、所定サイズのメダル（図９
（ａ）の二点鎖線）の外形形状に対応して、中心側へ向けて凹となる円弧状に形成されて
いる。このように、凹部４０１ａを中心側へ向けて凹となる円弧状に形成することにより
、凹部４０１ａに受け入れたメダルの勢いを放射状に分散して減じることができ、凹部４
０１ａにメダルをスムーズに受け入れることができる。また、図９（ｂ）に示すように、
凹部４０１ａは、メダルの厚みに対応した断面形状に形成されている。なお、回転体４０
１には、必ずしも３つの凹部４０１ａを設ける必要はなく、１つ又は２つ、或いは、４つ
以上の凹部４０１ａを設けても良い。
【００６８】
　回転体４０１は、凹部４０１ａに受け入れたメダルの自重によって図９（ａ）の矢印Ａ
方向へ回転することにより弁体３０１にメダルを送り出すものであり、凹部４０１ａの矢
印Ａ方向側には、凹部４０１ａにメダルを導き入れるための導入部４０１ｂが設けられる
と共に、凹部４０１ａの反矢印Ａ方向側には、回転体４０１の外周部でメダルを支えるた
めの凸部４０１ｃが設けられている。導入部４０１ｂ及び凸部４０１ｃは、外周側へ向け
て凸となる円弧状に形成されており、導入部４０１ｂの円弧半径は、凸部４０１ｃの円弧
半径よりも大きく構成されている。これにより、導入部４０１ｂによる凹部４０１ａへの
メダルの受け入れをスムーズに行うことができると共に、隣り合う凹部４０１ａ間の限ら
れた範囲内に導入部４０１ｂを設けることができる。
【００６９】
　回転体４０１と弁体３０１とは、回転体４０１の凹部４０１ａにメダルを受け入れた状
態において、凹部４０１ａに受け入れたメダルが凹部４０１ａと弁体３０１との両方に当
接可能な相対位置で配置されている（図１０（ｂ）参照）。
【００７０】
　図８に示すように、排出用通路４８の内部には、排出用通路４８を通過するメダルの通
路となるメダル排出通路４８ｂが形成されている。メダル排出通路４８ｂは、メダルが１
枚ずつ通過可能な断面形状に形成され、その下流部が回転体４０１の右上方に連通されて
いる。メダル排出通路４８ｂには、ホッパ装置５１からのメダルの排出口となる開口４８
ａが連通されており、ホッパ装置５１から排出されたメダルがメダル排出通路４８ｂに合
流するように構成されている。
【００７１】
　メダル排出通路４８ｂと回転体４０１とは、回転体４０１の凹部４０１ａの１つにメダ
ルを受け入れた状態において、他の凹部４０１ａがメダル排出通路４８ｂの下流部に対向
しないような相対位置で配置されている（図１０（ａ）及び図１０（ｂ）参照）。これに
より、回転体４０１の凹部４０１ａに受け入れた１枚のメダルが弁体３０１に送り出され
るまでの間、他の凹部４０１ａに新たなメダルを受け入れることがないので、メダル排出
通路４８ｂにメダルが連なって存在する状態であっても、確実にメダルを１枚ずつ弁体３
０１に送り出すことができる。
【００７２】
　次に、図１０を参照して、回転体４０１による弁体３０１へのメダルの送り出し動作に



(14) JP 2014-193312 A 2014.10.9

10

20

30

40

50

ついて説明する。図１０（ａ）から図１０（ｄ）は、図８のＸで示す部分を拡大した排出
用通路４８の部分拡大背面図であり、回転体４０１によって弁体３０１にメダルを送り出
す様子を時系列に示している。なお、図１０（ａ）から図１０（ｄ）では、メダルを二点
鎖線で図示していると共に、メダル排出通路４８ｂにメダルが連なって存在する状態を図
示している。
【００７３】
　まず、図１０（ａ）に示すように、メダル排出通路４８ｂの下流部に回転体４０１の凹
部４０１ａの１つが対向すると、メダル排出通路４８ｂの最も下流側に存在するメダルが
凹部４０１ａに受け入れられる。図１０（ａ）に示す状態から、凹部４０１ａに受け入れ
たメダルの自重によって回転体４０１が時計回りに回転すると、図１０（ｂ）に示すよう
に、凹部４０１ａに受け入れたメダルが弁体３０１に到達する。この場合、上述したよう
に、回転体４０１と弁体３０１とは、凹部４０１ａに受け入れたメダルが凹部４０１ａと
弁体３０１との両方に当接可能な相対位置で配置されると共に、弁体３０１はバネ３０２
によってメダル排出通路４８ｂの上流側に付勢されているので、凹部４０１ａに受け入れ
たメダルが凹部４０１ａと弁体３０１との間に挟まれて回転体４０１の回転を規制する。
これにより、メダルが弁体３０１に到達する都度、回転体４０１の回転を一時的に停止で
きるので、メダル排出通路４８ｂにメダルが連なって存在する状態であっても、メダルを
１枚ずつ確実に弁体３０１に送り出すことができる。また、凹部４０１ａと弁体３０１と
の間にメダルが挟まれるので、そのメダルに連なって排出用通路４８の後方に存在するメ
ダルの勢いも減じることができる。
【００７４】
　凹部４０１ａに受け入れたメダルが弁体３０１に到達すると、図１０（ｃ）に示すよう
に、メダルの自重によって弁体３０１がメダル排出通路４８ｂの下流側に揺動し、凹部４
０１ａに受け入れたメダルが弁体３０１に送り出される。これにより、１枚のメダルの排
出用通路４８の通過が排出メダル検出センサ２０４によって検出される。この場合、上述
したように、弁体３０１はバネ３０２によってメダル排出通路４８ｂの上流側に付勢され
ているので、１枚のメダルが弁体３０１に送り出される毎に、弁体３０１がメダル排出通
路４８ｂを１度だけ開閉するように揺動する。これにより、メダルを１枚ずつ確実に排出
メダル検出センサ２０４によって検出することができる。また、上述したように、凹部４
０１ａはメダルの厚みに対応した断面形状に形成されているので、メダルを常に一定の姿
勢（起立した状態）で弁体３０１に送り出すことができる。これにより、弁体３０１の突
起部３０１ｂの動作範囲を常に一定とすることができるので、排出メダル検出センサ２０
４によってメダルを確実に検出することができ、排出用通路４８を通過するメダルの検出
漏れを抑制して、排出メダル検出センサ２０４によるメダルの検出不良を低減することが
できる。このように、突起部３０１ｂの動作範囲を常に一定とすることは、弁体３０１が
所定の範囲動作したことを検出する排出メダル検出センサ２０４の構成においては、特に
有効となる。
【００７５】
　なお、本実施の形態では、回転体４０１の凹部４０１ａと前面扉１２の背面とによって
メダルが一定の姿勢（起立した状態）に保たれるが、回転体４０１の凹部４０１ａを断面
溝状に形成して、回転体４０１自体によってメダルを一定の姿勢に保たせるように構成し
ても良い。
【００７６】
　１枚のメダルが弁体３０１に送り出されると、図１０（ｄ）に示すように、メダル排出
通路４８ｂの下流部に次の凹部４０１ａが対向し、メダル排出通路４８ｂの最も下流側に
存在する新たなメダルが凹部４０１ａに受け入れられる。このように、回転体４０１によ
る弁体３０１へのメダルの送り出しは、回転体４０１が時計回りに１２０度回転する毎に
１枚ずつ行われ、回転体４０１が１回転する間に合計３枚のメダルが弁体３０１に１枚ず
つ送り出される。
【００７７】
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　次に、スロットマシン１０の電気的構成について、図１１を参照して説明する。図１１
は、スロットマシン１０の電気的構成を示すブロック図である。
【００７８】
　主制御装置１０１は、スロットマシン１０に内蔵されるメイン基板としての機能を果た
すものであり、演算処理手段であるＭＰＵ１０２を中心とするマイクロコンピュータが搭
載されている。ＭＰＵ１０２には、電源装置９１の他に、所定周波数の矩形波を出力する
クロック回路１０３や、入出力ポート１０４等が内部バスを介して接続されている。
【００７９】
　主制御装置１０１の入力側には、リールユニット３１（各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２
Ｒが１回転したことを個別に検出するリールインデックスセンサ）、スタートレバー４１
の操作を検出するスタート検出センサ４１ａ、各ストップスイッチ４２～４４の操作を個
別に検出するストップ検出センサ４２ａ～４４ａ、メダル投入口４５から投入されたメダ
ルを検出する投入メダル検出センサ２０１、取込用通路４７を通過するメダルを検出する
第１取込メダル検出センサ２０２及び第２取込メダル検出センサ２０３、排出用通路４８
を通過するメダルを検出する排出メダル検出センサ２０４、ホッパ装置５１から払い出さ
れるメダルを検出する払出検出センサ５１ａ、各クレジット投入スイッチ５６～５８の操
作を個別に検出するクレジット投入検出センサ５６ａ～５８ａ、精算スイッチ５９の操作
を検出する精算検出センサ５９ａ、リセットスイッチ７２の操作を検出するリセット検出
センサ７２ａ、設定キー挿入孔７３に設定キーが挿入されたことを検出する設定キー検出
センサ７３ａ等の各種センサが接続されており、これら各種センサからの信号は入出力ポ
ート１０４を介してＭＰＵ１０２に出力されるように構成されている。
【００８０】
　また、主制御装置１０１の入力側には、入出力ポート１０４を介して電源装置９１が接
続されている。電源装置９１には、主制御装置１０１を始めとするスロットマシン１０の
各電子機器に駆動電力を供給する電源部９１ａや停電監視回路９１ｂ等が搭載されている
。
【００８１】
　停電監視回路９１ｂは、電源の遮断状態を監視し、停電時はもとより、電源スイッチ７
１による電源遮断時に停電信号を生成するためのものである。このため、停電監視回路９
１ｂは、電源部９１ａから出力される例えば直流１２ボルトの安定化駆動電圧を監視し、
この駆動電圧が例えば１０ボルト未満まで低下した場合に電源が遮断されたものと判断し
て、停電信号が出力されるように構成されている。停電信号はＭＰＵ１０２及び入出力ポ
ート１０４のそれぞれに供給され、ＭＰＵ１０２では、この停電信号を認識することによ
り停電時処理が実行される。また、この停電信号は、表示制御装置８１にも供給されるよ
うに構成されている。
【００８２】
　電源部９１ａは、出力電圧が例えば１０ボルト未満まで低下した場合でも、主制御装置
１０１等の制御系において駆動電圧として使用される例えば５ボルトの安定化電圧が出力
されるように構成されている。この安定化電圧が出力される時間としては、主制御装置１
０１による停電時処理を実行するに十分な時間が確保されている。
【００８３】
　主制御装置１０１の出力側には、リールユニット３１（各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２
Ｒを回転させるためのステッピングモータ）、セレクタ４６に設けられた通路切替ソレノ
イド４６ａ、ホッパ装置５１、クレジット表示部６０、残払出枚数表示部６１、払出枚数
表示部６２、表示制御装置８１、ホール管理装置（図示せず）等に情報を送信するための
外部集中端子板１２１等が入出力ポート１０４を介して接続されている。
【００８４】
　表示制御装置８１は、ランプ６３やスピーカ６４、補助表示部６５を駆動させるための
制御装置であり、ＭＰＵ、画像コントローラ、各種メモリ等（いずれも図示せず）が実装
された基板を備えている。そして、主制御装置１０１からの信号を受け取った上で、表示
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制御装置８１が独自にランプ６３、スピーカ６４、補助表示部６５を駆動制御する。従っ
て、表示制御装置８１は、遊技を統括管理するメイン基板たる主制御装置１０１との関係
では補助的な制御を実行するサブ基板となっている。なお、各表示部６０，６１，６２も
表示制御装置８１によって駆動制御される構成としても良い。
【００８５】
　ＭＰＵ１０２には、このＭＰＵ１０２によって実行される各種の制御プログラムや固定
値データを記憶したＲＯＭ１０５、そのＲＯＭ１０５に記憶されている制御プログラムを
実行するにあたって各種のデータを一時的に記憶する作業エリアを確保するためのＲＡＭ
１０６が内蔵されている。また、ＭＰＵ１０２には、周知のように割込み回路を始めとし
てタイマ回路、データ送受信回路などスロットマシン１０において必要な各種の処理回路
や、クレジット枚数をカウントするクレジットカウンタなどの各種カウンタ（いずれも図
示せず）も内蔵されている。
【００８６】
　ＲＯＭ１０５及びＲＡＭ１０６は、記憶手段としてのメインメモリを構成するものであ
り、スロットマシン１０における各種処理を実行するためのプログラムは、制御プログラ
ムの一部としてＲＯＭ１０５に記憶されている。ＲＡＭ１０６は、スロットマシン１０の
電源が遮断された後においても電源装置９１からバックアップ電圧が供給されてデータを
保持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ１０６には、各種のデータを一時
的に記憶するためのメモリやエリアの他に、バックアップエリアが設けられている。
【００８７】
　バックアップエリアは、停電等の発生により電源が遮断された場合において、電源遮断
時（電源スイッチ７１の操作による電源遮断を含む）のスタックポインタの値を記憶して
おくためのエリアであり、停電解消時（電源スイッチ７１の操作による電源投入を含む）
には、バックアップエリアの情報に基づいてスロットマシン１０の状態が電源遮断前の状
態に復帰できるようになっている。バックアップエリアへの書き込みは停電時処理によっ
て電源遮断時に実行され、バックアップエリアに書き込まれた各値の復帰は電源投入時の
メイン処理において実行される。
【００８８】
　また、ＲＡＭ１０６には、メダル数判定用タイマ１０６ａ、メダル認識用タイマ１０６
ｂ、メダルカウンタ１０６ｃ、第１取込メダル検出センサフラグ１０６ｄ、検出信号用タ
イマ１０６ｅも設けられている。
【００８９】
　メダル数判定用タイマ１０６ａは、後述する投入判定処理（図１５参照）において、Ｓ
１７の処理の実行を待機するウエイト時間をカウントするためのタイマである。メダル投
入口４５からのメダルの投入が投入メダル検出センサ２０１によって検出されると、メダ
ル数判定用タイマ１０６ａの値が３３５５にセットされ、メダル数判定用タイマ１０６ａ
の値が０となるまでＳ１７の処理の実行が待機される。なお、メダル数判定用タイマ１０
６ａの値は、投入判定処理を実行する毎に１ずつ減算される。
【００９０】
　メダル認識用タイマ１０６ｂは、第１取込メダル検出センサ２０２によってメダルが検
出されてから第２取込メダル検出センサ２０３によってメダルが検出されるまでの時間を
カウントするためのタイマである。第１取込メダル検出センサ２０２によってメダルが検
出されると、メダル認識用タイマ１０６ｂの値が２０２にセットされ、第２取込メダル検
出センサ２０３によってメダルが検出されると、その検出までの時間がメダル認識用タイ
マ１０６ｂの値に基づいて認識される。なお、メダル認識用タイマ１０６ｂの値は、投入
判定処理（図１５参照）を実行する毎に１ずつ減算される。
【００９１】
　メダルカウンタ１０６ｃは、投入メダル検出センサ２０１、第１取込メダル検出センサ
２０２及び第２取込メダル検出センサ２０３、排出メダル検出センサ２０４によって検出
されたメダルの数を記憶するためのカウンタである。投入メダル検出センサ２０１によっ
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てメダルが検出されると、メダルカウンタ１０６ｃの値が１カウントアップされ、第１取
込メダル検出センサ２０２及び第２取込メダル検出センサ２０３、排出メダル検出センサ
２０４によってメダルが検出されると、メダルカウンタ１０６ｃの値が１カウントダウン
される。
【００９２】
　第１取込メダル検出センサフラグ１０６ｄは、第１取込メダル検出センサ２０２による
メダルの検出が行われた状態であるかを示すフラグである。なお、本実施形態では、第１
取込メダル検出センサフラグ１０６ｄがオンであれば、第１取込メダル検出センサ２０２
によるメダルの検出が行われた状態であり、第１取込メダル検出センサフラグ１０６ｄが
オフであれば、第１取込メダル検出センサ２０２によるメダルの検出は行われていない状
態である。
【００９３】
　検出信号用タイマ１０６ｅは、排出メダル検出センサ２０４の検出信号がＯＦＦのまま
である時間をカウントするためのタイマである。排出メダル検出センサ２０４の検出信号
がＯＦＦのままである時間は、排出信号用タイマ１０６ｅの値に基づいて認識される。な
お、検出信号用タイマ１０６ｅの値は、排出メダル検出センサ２０４の検出信号がＯＮか
らＯＦＦに変化すると０クリアされ、後述する検出信号判定処理（図１６参照）において
、排出メダル検出センサ２０４の検出信号がＯＦＦであると１ずつ加算される。
【００９４】
　ＭＰＵ１０２のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電源
遮断時に、停電監視回路９１ｂからの停電信号が入力されるように構成されている。そし
て、電源遮断時には、停電フラグ生成処理としてのＮＭＩ割込み処理が即座に実行される
ように構成されている。
【００９５】
　続いて、主制御装置１０１のＭＰＵ１０２により実行される各制御処理を図１２から図
２１のフローチャートを参照しながら説明する。かかるＭＰＵ１０２の処理としては大別
して、電源投入に伴い起動されるメイン処理と、定期的に（本実施の形態では１．４９ｍ
ｓｅｃ周期で）起動されるタイマ割込み処理と、ＮＭＩ端子（ノンマスカブル端子）への
停電信号の入力により起動されるＮＭＩ割込み処理とがあり、説明の便宜上、はじめにＮ
ＭＩ割込み処理とタイマ割込み処理とを説明し、その後メイン処理を説明する。
【００９６】
　図１２はＮＭＩ割込み処理の一例を示すフローチャートである。停電の発生などによっ
て電源が遮断されると、電源装置９１の停電監視回路９１ｂでは停電信号が生成され、主
制御装置１０１に対して出力される。ＮＭＩ端子を介して停電信号を受信した主制御装置
１０１では、ＮＭＩ割込み処理が実行される。
【００９７】
　ＮＭＩ割込み処理では、まずステップＳ１０１（以下、ステップＳ１０１を単に「Ｓ１
０１」と略し、他のステップにおいても同様に略して表示する。）において、ＭＰＵ１０
２内に設けられた使用レジスタのデータをＲＡＭ１０６内に設けられたバックアップエリ
アに退避させる（Ｓ１０１）。続いて、停電フラグをＲＡＭ１０６内に設けられた停電フ
ラグ格納エリアにセットする（Ｓ１０２）。その後、ＲＡＭ１０６のバックアップエリア
に退避させたデータを再びＭＰＵ１０２の使用レジスタに復帰させる（Ｓ１０３）。この
Ｓ１０３の復帰処理を実行してＮＭＩ割込み処理が終了する。なお、ＭＰＵ１０２の使用
レジスタのデータを破壊せずに停電フラグのセット処理が可能な場合には、バックアップ
エリアへの退避および復帰処理（Ｓ１０１、Ｓ１０３）を省くことができる。
【００９８】
　図１３は、主制御装置１０１で定期的に実行されるタイマ割込み処理のフローチャート
であり、主制御装置１０１のＭＰＵ１０２により例えば１．４９ｍｓｅｃごとにタイマ割
込みが発生する。
【００９９】
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　先ず、Ｓ２０１に示すレジスタ退避処理では、後述する通常処理で使用しているＭＰＵ
１０２内の全レジスタの値をＲＡＭ１０６のバックアップエリアに退避させる（Ｓ２０１
）。その後、停電フラグがセットされているか否かを確認し（Ｓ２０２）、停電フラグが
セットされているときに限って停電時処理を実行してから（Ｓ２０３）、処理をＳ２０４
へ移行する。
【０１００】
　ここで、停電時処理（Ｓ２０３）について図１４を用いて説明する。この停電時処理（
Ｓ２０３）は、タイマ割込み処理のうち特にレジスタ退避処理の直後に行われるため、そ
の他の割込み処理を中断することなく実行できる。従って、例えば各種コマンドの送信処
理中、スイッチの状態（オンオフ）の読み込み処理中などのように、それぞれの処理に割
り込んでこの停電時処理が実行されることはなく、かかるタイミングで実行されることを
も考慮した停電時処理のプログラムを作成する必要がなくなる。これにより停電時処理用
の処理プログラムを簡略化してプログラム容量を削減できる。なお、このことは後述する
復電時処理用の処理プログラムについても同様である。
【０１０１】
　停電時処理（Ｓ２０３）では、まず、コマンド送信が終了しているか否かを判定する（
Ｓ３０１）。送信が終了していない場合には（Ｓ３０１：Ｎｏ）、停電時処理（Ｓ２０３
）を終了して図１３のタイマ割込み処理に復帰し、コマンド送信を終了させる。このよう
に停電時処理の初期段階でコマンドの送信が完了しているか否かを判断し、送信が未完で
あるときには送信処理を優先し、単位コマンドの送信処理終了後に停電時処理（Ｓ２０３
）を実行する構成とすることにより、コマンドの送信途中で停電時処理が実行されること
をも考慮した停電時処理プログラムを構築する必要がなくなる。その結果停電時処理プロ
グラムを簡略化してＲＯＭ１０５の小容量化を図ることができる。
【０１０２】
　Ｓ３０１の処理においてコマンドの送信が完了している場合には（Ｓ３０１：Ｙｅｓ）
、ＭＰＵ１０２のスタックポインタの値をＲＡＭ１０６内のバックアップエリアに保存す
る（Ｓ３０２）。その後、停止処理として後述するＲＡＭ判定値をクリアすると共に入出
力ポート１０４における出力ポートの出力状態をクリアし、図示しない全てのアクチュエ
ータをオフ状態にする（Ｓ３０３）。更に、ＲＡＭ判定値を算出し、バックアップエリア
に保存する（Ｓ３０４）。ＲＡＭ判定値とは、具体的にはＲＡＭ１０６の作業領域アドレ
スにおけるチェックサムの２の補数である。ＲＡＭ判定値をバックアップエリアに保存す
ることにより、ＲＡＭ１０６のチェックサムは０となる。ＲＡＭ１０６のチェックサムを
０とすることにより、それ以後のＲＡＭアクセスを禁止する（Ｓ３０５）。その後は、電
源が完全に遮断して処理が実行できなくなるのに備え、無限ループに入る。なお、例えば
ノイズ等に起因して停電フラグが誤ってセットされる場合を考慮し、無限ループに入るま
では停電信号が出力されているか否かを確認する。停電信号が出力されていなければ停電
状態から復旧したこととなるため、ＲＡＭ１０６への書き込みを許可すると共に停電フラ
グをリセットし、図１３のタイマ割込み処理に復帰する。停電信号の出力が継続してなさ
れていれば、そのまま無限ループに入る。
【０１０３】
　なお、電源装置９１の電源部９１ａは、上述したＮＭＩ割込み処理及び停電時処理を実
行するのに十分な時間、制御系の駆動電圧として使用される安定化電圧（５ボルト）の出
力が保持されるように構成されている。本実施形態では、３０ｍｓｅｃの間、駆動電圧が
出力され続けるようになっている。
【０１０４】
　図１３に戻って、タイマ割込み処理について説明する。Ｓ２０２の処理にて停電フラグ
がセットされていない場合、または、停電時処理（Ｓ２０３）が終了した後には、Ｓ２０
４以降の各種処理を行う。
【０１０５】
　Ｓ２０４では、誤動作の発生を監視するためのウオッチドッグタイマの値を初期化する
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ウオッチドッグタイマのクリア処理を行う（Ｓ２０４）。Ｓ２０５では、ＭＰＵ１０２自
身に対して割込み許可を出す割込み終了宣言処理を行う（Ｓ２０５）。Ｓ２０６では、各
リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒを回転させるために、それぞれの回胴駆動モータであるス
テッピングモータを駆動させるステッピングモータ制御処理を行う（Ｓ２０６）。Ｓ２０
７では、入出力ポート１０４に接続された各種センサ（図１１参照）の状態を監視するセ
ンサ監視処理を行う（Ｓ２０７）。Ｓ２０８では、各カウンタやタイマの値を減算するタ
イマ演算処理を行う（Ｓ２０８）。Ｓ２０９では、メダルのベット数や、払い出し枚数を
カウントした結果を外部集中端子板１２１へ出力するカウンタ処理を行う（Ｓ２０９）。
【０１０６】
　Ｓ２１０では、表示制御装置８１へコマンドなどを送信するコマンド出力処理を行う（
Ｓ２１０）。Ｓ２１１では、クレジット表示部６０、残払出枚数表示部６１および払出枚
数表示部６２にそれぞれ表示されるセグメントデータを設定するセグメントデータ設定処
理を行う（Ｓ２１１）。Ｓ２１２では、セグメントデータ設定処理で設定されたセグメン
トデータを各表示部６０～６２に供給して該当する数字、記号などを表示するセグメント
データ表示処理を行う（Ｓ２１２）。Ｓ２１３では、入出力ポート１０４からＩ／Ｏ装置
に対応するデータを出力するポート出力処理を行う（Ｓ２１３）。Ｓ２１４では、メダル
の数の整合性を判定する投入判定処理を行う（Ｓ２１４）。Ｓ２１５では、先のＳ２０１
にてバックアップエリアに退避させた各レジスタの値をそれぞれＭＰＵ１５１内の対応す
るレジスタに復帰させる（Ｓ２１５）。その後、次回のタイマ割込みを許可する割込み許
可処理を行い（Ｓ２１６）、この一連のタイマ割込み処理を終了する。
【０１０７】
　ここで、投入判定処理（Ｓ２１４）について図１５を用いて説明する。図１５は、投入
判定処理（Ｓ２１４）を示すフローチャートである。
【０１０８】
　投入判定処理（Ｓ２１４）は、各メダル検出センサ２０１，２０２，２０３，２０４の
検出信号に基づいて、メダル投入口４５から投入されたメダルの数、取込用通路４７を通
過するメダルの数、排出用通路４８を通過するメダルの数をそれぞれカウントし、それら
カウントした各メダルの数に基づいて、スロットマシン１０に投入されたメダルの数と、
ホッパ装置５１に取り込まれるメダルの数と、メダル受け皿５０に排出されるメダルの数
との整合性を判断する処理である。
【０１０９】
　投入判定処理（Ｓ２１４）では、まず、メダル数判定用タイマ１０６ａの値を１減算す
ると共に、メダル認識用タイマ１０６ｂの値を１減算する（Ｓ１）。なお、本実施形態で
は、上述したように、１．４９ｍｓｅｃ周期でタイマ割込み処理が実行されるので、メダ
ル数判定用タイマ１０６ａ及びメダル認識用タイマ１０６ｂの各値は、１．４９ｍｓｅｃ
経過毎にそれぞれ１ずつ減算される。
【０１１０】
　続いて、投入メダル検出センサ２０１の検出信号がＯＮからＯＦＦに変化したかを判断
し（Ｓ２）、投入メダル検出センサ２０１の検出信号がＯＮからＯＦＦに変化したと判断
される場合には（Ｓ２：Ｙｅｓ）、メダル投入口４５からメダルが投入されたと判断され
るので、メダルカウンタ１０６ｃの値を１加算すると共に、メダル数判定用タイマ１０６
ａの値を３３５５にセットする（Ｓ３）。なお、上述したように、Ｓ１の処理では、１．
４９ｍｓｅｃ経過毎にメダル数判定用タイマ１０６ａの値が１ずつ減算されるので、メダ
ル数判定用タイマ１０６ａの値を３３５５にセットすると、メダル数判定用タイマ１０６
ａの値が０となるのは、約５ｓｅｃ（＝３３５５×１．４９ｍｓｅｃ）経過後となる。
【０１１１】
　一方、Ｓ２の処理の結果、投入メダル検出センサ２０１の検出信号はＯＮからＯＦＦに
変化していないと判断される場合には（Ｓ２：Ｎｏ）、メダルは投入されていないと判断
されるので、Ｓ３の処理をスキップしてＳ４の処理に移行する。
【０１１２】
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　続いて、第１取込メダル検出センサ２０２の検出信号がＯＮからＯＦＦに変化したかを
判断し（Ｓ４）、第１取込メダル検出センサ２０２の検出信号がＯＮからＯＦＦに変化し
たと判断される場合には（Ｓ４：Ｙｅｓ）、第１取込メダル検出センサフラグ１０６ｃを
オンすると共に、メダル認識用タイマ１０６ｂの値を２０２にセットする（Ｓ５）。なお
、上述したように、Ｓ１の処理では、１．４９ｍｓｅｃ経過毎にメダル認識用タイマ１０
６ｂの値が１ずつ減算されるので、メダル認識用タイマ１０６ｂの値を２０２にセットす
ると、メダル認識用タイマ１０６ｂの値が０となるのは、約３００ｍｓｅｃ（＝２０２×
１．４９ｍｓｅｃ）経過後となる。
【０１１３】
　一方、Ｓ４の処理の結果、第１取込メダル検出センサ２０２の検出信号はＯＮからＯＦ
Ｆに変化していないと判断される場合には（Ｓ４：Ｎｏ）、Ｓ５の処理をスキップしてＳ
６の処理に移行する。続いて、第２取込メダル検出センサ２０３の検出信号がＯＮからＯ
ＦＦに変化したかを判断し（Ｓ６）、第２取込メダル検出センサ２０３の検出信号がＯＮ
からＯＦＦに変化したと判断される場合には（Ｓ６：Ｙｅｓ）、第１取込メダル検出セン
サフラグ１０６ｄがオンであるかを判断する（Ｓ７）。その結果、第１取込メダル検出セ
ンサフラグ１０６ｄがオフであると判断される場合には（Ｓ７：Ｎｏ）、第１取込メダル
検出センサ２０２によるメダルの検出が行われていない状態であるにも関わらず、第２取
込メダル検出センサ２０３によってメダルが検出された、即ち、メダルが正常に取込用通
路４７を通過していないと判断されるので、通過方向エラーの発生をエラーコマンドによ
って表示制御装置８１に通知して（Ｓ１１）、この投入判定処理（Ｓ２１４）を終了する
。なお、表示制御装置８１では、主制御装置１０１から通過方向エラーの発生が通知され
ると、上部ランプ６３、スピーカ６４、補助表示部６５などから、通過方向エラーの発生
を報知する。これにより、取込用通路４７に導かれたメダルを糸や針金などでメダル投入
口４５やメダル排出口４９から不正に取り出す不正行為を抑制することができる。
【０１１４】
　一方、Ｓ７の処理の結果、第１取込メダル検出センサフラグ１０６ｄがオンであると判
断される場合には（Ｓ７：Ｙｅｓ）、メダル認識用タイマ１０６ｂの値が０よりも大きい
かを判断し（Ｓ８）、メダル認識用タイマ１０６ｂの値が０以下であると判断される場合
には（Ｓ８：Ｎｏ）、第１取込メダル検出センサ２０２によってメダルが検出されてから
第２取込メダル検出センサ２０３によってメダルが検出されるまでに約３００ｍｓｅｃ以
上経過した、即ち、メダルが正常に取込用通路４７を通過していないと判断されるので、
通過時間エラーの発生をエラーコマンドによって表示制御装置８１に通知して（Ｓ１０）
、この投入判定処理（Ｓ２１４）を終了する。なお、表示制御装置８１では、主制御装置
１０１から通過時間エラーの発生が通知されると、上部ランプ６３、スピーカ６４、補助
表示部６５などから、通過時間エラーの発生を報知する。これにより、糸などで吊るされ
たメダルを投入し、その後、取込用通路４７に導かれたメダルをメダル投入口４５から不
正に取り出す不正行為を抑制することができる。なお、Ｓ５の処理でメダル認識用タイマ
１０６ｂにセットする値は、必ずしも２０２に限られるものではなく、第１取込メダル検
出センサ２０２によってメダルが検出されてから第２取込メダル検出センサ２０３によっ
てメダルが検出されるまでに要する時間を考慮して設定することが好ましい。
【０１１５】
　一方、Ｓ８の処理の結果、メダル認識用タイマ１０６ｂの値が０よりも大きいと判断さ
れる場合には（Ｓ８：Ｙｅｓ）、メダルが正常に取込用通路４７を通過した、即ち、メダ
ルがホッパ装置５１に取り込まれたと判断されるので、メダルカウンタ１０６ｃの値を１
減算すると共に、メダル認識用タイマ１０６ｂの値を０クリアして（Ｓ９）、Ｓ１２以降
の処理を実行する。
【０１１６】
　続いて、検出信号用タイマ１０６ｅの値が６７１よりも大きいかを判断する（Ｓ１２）
。なお、検出信号用タイマ１０６ｅの値は、投入判定処理と並行してタイマ割込み処理に
て行われる検出信号判定処理によって更新される。ここで、検出信号判定処理について、
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図１６のフローチャートを参照して説明する。図１６は、検出信号判定処理を示すフロー
チャートである。
【０１１７】
　検出信号判定処理では、まず、排出メダル検出センサ２０４の検出信号がＯＮからＯＦ
Ｆに変化したかを判断し（Ｓ３０）、排出メダル検出センサ２０４の検出信号がＯＮから
ＯＦＦに変化したと判断される場合には（Ｓ３０：Ｙｅｓ）、検出信号用タイマ１０６ｅ
の値を０クリアして（Ｓ３１）、この検出信号判定処理を終了する。
【０１１８】
　一方、Ｓ３０の処理の結果、排出メダル検出センサ２０４の検出信号はＯＮからＯＦＦ
に変化していないと判断される場合には（Ｓ３０：Ｎｏ）、排出メダル検出センサ２０４
の検出信号がＯＦＦであるかを判断し（Ｓ３２）、排出メダル検出センサ２０４の検出信
号がＯＦＦであると判断される場合には（Ｓ３２：Ｙｅｓ）、検出信号用タイマ１０６ｅ
の値を１加算して（Ｓ３３）、この検出信号判定処理を終了する。なお、本実施形態では
、上述したように、１．４９ｍｓｅｃ周期でタイマ割込み処理が実行されるので、検出信
号用タイマ１０６ｅの値は、１．４９ｍｓｅｃ経過毎に１ずつ加算される。
【０１１９】
　一方、Ｓ３２の処理の結果、排出メダル検出センサ２０４の検出信号がＯＮであると判
断される場合には（Ｓ３２：Ｎｏ）、検出信号用タイマ１０６ｅの値を０クリアして（Ｓ
３４）、この検出信号判定処理を終了する。
【０１２０】
　図１５に戻って説明する。上述したように、検出信号判定処理（図１６参照）では、排
出メダル検出センサ２０４の検出信号がＯＦＦのままであると、１．４９ｍｓｅｃ経過毎
に検出信号用タイマ１０６ｅの値が１ずつ加算されるので、Ｓ１２の処理において、検出
信号用タイマ１０６ｅの値が６７１よりも大きいと判断される場合には（Ｓ１２：Ｙｅｓ
）、排出メダル検出センサ２０４の検出信号が約１ｓｅｃ（＝６７１×１．４９ｍｓｅｃ
）以上ＯＦＦのままであるということを意味する。
【０１２１】
　続いて、Ｓ１２の処理の結果、検出信号用タイマ１０６ｅの値が６７１よりも大きいと
判断される場合には（Ｓ１２：Ｙｅｓ）、排出メダル検出センサ２０４の検出信号が約１
ｓｅｃ以上ＯＦＦのままであり、メダル排出口４９から排出用通路４８に針金などが挿入
されて弁体３０１が開放されている可能性があると判断されるので、開放エラーの発生を
エラーコマンドによって表示制御装置８１に通知して（Ｓ２１）、この投入判定処理（Ｓ
２１４）を終了する。なお、表示制御装置８１では、主制御装置１０１から開放エラーの
発生が通知されると、上部ランプ６３、スピーカ６４、補助表示部６５などから、開放エ
ラーの発生を報知する。これにより、取込用通路４７に導かれたメダルを針金などでメダ
ル排出口４９から不正に取り出す不正行為を抑制することができる。
【０１２２】
　一方、Ｓ１２の処理の結果、検出信号用タイマ１０６ｅの値が６７１以下であると判断
される場合には（Ｓ１２：Ｎｏ）、排出メダル検出センサ２０４の検出信号がＯＮからＯ
ＦＦに変化したかを判断し（Ｓ１３）、排出メダル検出センサ２０４の検出信号がＯＮか
らＯＦＦに変化したかと判断される場合には（Ｓ１３：Ｙｅｓ）、投入されたメダルがメ
ダル受け皿５０に排出されたと判断されるので、メダルカウンタ１０６ｃの値を１減算し
て（Ｓ１５）、Ｓ１６の処理に移行する。
【０１２３】
　一方、Ｓ１３の処理の結果、排出メダル検出センサ２０４の検出信号はＯＮからＯＦＦ
に変化していないと判断される場合には（Ｓ１３：Ｎｏ）、Ｓ１５の処理をスキップして
Ｓ１６の処理に移行する。
【０１２４】
　続いて、メダル数判定用タイマ１０６ａの値が０であるかを判断し（Ｓ１６）、メダル
数判定用タイマ１０６ａの値は０でないと判断される場合には（Ｓ１６：Ｎｏ）、メダル
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投入口４５から最後にメダルが投入されてから約５ｓｅｃ以上経過しておらず、最後に投
入されたメダルが未だ排出メダル検出センサ２０４によって検出されていない可能性があ
ると判断されるので、Ｓ１７以降の処理をスキップしてこの投入判定処理（Ｓ２１４）を
終了する。なお、Ｓ３の処理でメダル数判定用タイマ１０６ａにセットする値は、必ずし
も３３５５に限られるものではなく、投入メダル検出センサ２０１によってメダルが検出
されてから排出メダル検出センサ２０４によってメダルが検出されるまでに要する時間を
考慮して設定することが好ましい。
【０１２５】
　一方、Ｓ１６の処理の結果、メダル数判定用タイマ１０６ａの値が０であると判断され
る場合には（Ｓ１６：Ｙｅｓ）、メダルカウンタ１０６ｃの値が０であるかを判断して（
Ｓ１７）、メダルカウンタ１０６ｃの値が０であると判断される場合には（Ｓ１７：Ｙｅ
ｓ）、スロットマシン１０に投入されたメダルの数と、ホッパ装置５１に取り込まれるメ
ダルの数と、メダル受け皿５０に排出されるメダルの数との整合性に矛盾はないと判断さ
れるので、この投入判定処理を終了する。
【０１２６】
　一方、Ｓ１７の処理の結果、メダルカウンタ１０６ｃの値は０でないと判断される場合
には（Ｓ１７：Ｎｏ）、メダルカウンタ１０６ｃの値が０よりも大きいかを判断して（Ｓ
１８）、メダルカウンタ１０６ｃの値が０よりも大きいと判断される場合には（Ｓ１８：
Ｙｅｓ）、ホッパ装置５１に取り込まれるメダルの数およびメダル受け皿５０に排出され
るメダルの数の合算が、スロットマシン１０に投入されたメダルの数よりも少ないと判断
されるので、飲み込みエラーの発生をエラーコマンドによって表示制御装置８１に通知し
て（Ｓ１９）、この投入判定処理（Ｓ２１４）を終了する。なお、表示制御装置８１では
、主制御装置１０１から飲み込みエラーの発生が通知されると、上部ランプ６３、スピー
カ６４、補助表示部６５などから、飲み込みエラーの発生を報知する。これにより、スロ
ットマシン１０に投入されたメダルが正常に認識されずにホッパ装置５１に取り込まれる
こと、いわゆるメダルの飲み込みが発生したことを報知して、遊技者に不利益を与えるこ
とを防止することができる。
【０１２７】
　一方、Ｓ１８の処理の結果、メダルカウンタ１０６ｃの値が０よりも小さいと判断され
る場合には（Ｓ１８：Ｎｏ）、ホッパ装置５１に取り込まれるメダルの数およびメダル受
け皿５０に排出されるメダルの数の合算が、スロットマシン１０に投入されたメダルの数
よりも多いと判断されるので、取り出しエラーの発生をエラーコマンドによって表示制御
装置８１に通知して（Ｓ２０）、この投入判定処理（Ｓ２１４）を終了する。なお、表示
制御装置８１では、主制御装置１０１から取り出しエラーの発生が通知されると、上部ラ
ンプ６３、スピーカ６４、補助表示部６５などから、取り出しエラーの発生を報知する。
これにより、取込用通路４７に導かれたメダルを針金などでメダル排出口４９から不正に
取り出す不正行為を抑制することができる。
【０１２８】
　図１７は電源投入後に実行される主制御装置１０１でのメイン処理を示すフローチャー
トである。メイン処理は、停電からの復旧や電源スイッチ７１のオン操作によって電源が
投入された際に実行される。
【０１２９】
　先ず、初期化処理として、スタックポインタの値をＭＰＵ１０２内に設定すると共に、
割込み処理を許可する割込みモードを設定し、その後ＭＰＵ１０２内のレジスタ群や、Ｉ
／Ｏ装置等に対する各種の設定などを行う（Ｓ４０１）。
【０１３０】
　これらの初期化処理（Ｓ４０１）が終了すると、次にリセットスイッチ１２３がオン操
作されているか否かを判定する（Ｓ４０２）。リセットスイッチ７２がオン操作されてい
る場合には（Ｓ４０２：Ｙｅｓ）、ＲＡＭクリア処理としてＲＡＭ１０６に記憶されたデ
ータを全てクリアする（Ｓ４０３）。
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【０１３１】
　Ｓ４０２にてリセットスイッチ７２が操作されていないことを確認した後（Ｓ４０２：
Ｎｏ）、またはＲＡＭクリア処理（Ｓ４０３）を行った後には、設定キーが設定キー挿入
孔７３に挿入され回転操作がされているか否かを判定する（Ｓ４０４）。設定キーが挿入
され回転操作がされている場合には設定変更処理（Ｓ４０５）を行う。設定変更処理（Ｓ
４０５）では、先ずＲＡＭ１０６に記憶されたデータを全てクリアし、その後に予め設定
された６段階の設定状態（「設定１」～「設定６」）のうちどの設定状態が選択されたか
を判定した上で、選択された設定状態に応じた内部処理を実行する。
【０１３２】
　Ｓ４０６では停電フラグがセットされているか否かを確認する（Ｓ４０６）。停電フラ
グがセットされていない、すなわち先のＳ４０３又はＳ４０５にてＲＡＭ１０６のデータ
がクリアされている場合には（Ｓ４０６：Ｎｏ）、後述する通常処理（Ｓ４０７）を実行
する。
【０１３３】
　Ｓ４０６において停電フラグがセットされた状態にあるときには（Ｓ４０６：Ｙｅｓ）
、Ｓ４０８以降に示す復電処理に移行する。ここで、停電フラグがセットされた状態にあ
るということは、Ｓ４０３のＲＡＭクリア処理、Ｓ４０５の設定変更処理等のサブルーチ
ン処理が全く実行されていない場合である。従って、ＲＡＭ１０６のデータは全く書き替
えられていないこととなり、復電処理ではＲＡＭ１０６のデータなどが正常であるかどう
かなどの確認処理が必要となる。
【０１３４】
　そのためにまず、ＲＡＭ判定値が正常であるか否かを確認する（Ｓ４０８）。具体的に
は、ＲＡＭ１０６のチェックサムの値を調べ、その値が正常、つまりＲＡＭ判定値を加味
したチェックサムの値が０か否かを確認する（Ｓ４０８）。ＲＡＭ判定値を加味したチェ
ックサムの値が０である場合（Ｓ４０８：Ｙｅｓ）、ＲＡＭ１０６のデータは正常である
と判定する。
【０１３５】
　Ｓ４０８においてＲＡＭ判定値が異常である、つまりチェックサムの値が０でなかった
ときには（Ｓ４０８：Ｎｏ）、ＲＡＭ１０６のデータが破壊された可能性が高いため、Ｒ
ＡＭ１０６のデータを初期化するためにＳ４０３の処理へ移行し、ＲＡＭ初期化処理を行
う。その後、Ｓ４０４以降の処理を行うが、Ｓ４０３の処理において、ＲＡＭ１０６が初
期化されるため、次のＳ４０８の処理でＲＡＭ判定値が正常であると確認される（Ｓ４０
８：Ｙｅｓ）。
【０１３６】
　Ｓ４０８においてＲＡＭ判定値が正常であると判定した場合には、バックアップエリア
に保存されたスタックポインタの値をＭＰＵ１０２のスタックポインタに書き込み、スタ
ックの状態を電源が遮断される前の状態に復帰させる（Ｓ４１０）。次に、復電処理の実
行を伝える復電コマンドを表示制御装置８１に送信する（Ｓ４１１）。その後、遊技状態
として打ち止めおよび自動精算設定保存処理を行い（Ｓ４１２）、スタート検出センサ４
１ａ等の各種センサの初期化を行う（Ｓ４１３）。
【０１３７】
　以上の処理が終了した後には停電フラグをリセットし（Ｓ４１４）、電源遮断前の番地
に戻る。具体的には、先に説明したタイマ割込み処理に復帰し、ウォッチドッグタイマク
リア処理（Ｓ２０４）が実行されることとなる。
【０１３８】
　次に、遊技に関わる主要な制御を行う通常処理（Ｓ４０７）について図１８のフローチ
ャートに基づき説明する。
【０１３９】
　通常処理（Ｓ４０７）においては、先ず、メダルがベットされているか否かを判定する
（Ｓ５０１）。すなわち、クレジット投入スイッチ５６～５８の操作により仮想メダルが
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ベットされたか、又はメダル投入口４５よりメダルが投入されたか否かを判定するのであ
る。
【０１４０】
　Ｓ５０１の処理においてメダルがベットされていると判定された場合には（Ｓ５０１：
Ｙｅｓ）、次にスタートレバー４１が操作されたか否かを判定する（Ｓ５０２）。Ｓ５０
２の処理においてスタートレバー４１が操作されたと判定された場合には（Ｓ５０２：Ｙ
ｅｓ）、メダル投入不許可処理を行う（Ｓ５０３）。具体的には、セレクタ４６の通路切
替ソレノイド４６aを非励磁とし、仮にメダル投入口４５からメダルが投入されたとして
も排出用通路４８を介して遊技者にかかるメダルが返却されるようにする。
【０１４１】
　その後、抽選処理（Ｓ５０４）、リール制御処理（Ｓ５０５）、メダル払出処理（Ｓ５
０６）、特別遊技状態に関する各種処理を行う特別遊技状態処理（Ｓ５０７）を順に実行
し、更にメダル投入許可処理（Ｓ５０８）を行う。かかる処理では、セレクタ４６の通路
切替ソレノイド４６aを励磁し、メダル投入口４５からメダルが投入された際に取込用通
路４７へ導かれるようにする。以上の処理を行った後、Ｓ５０１に戻る。一方、Ｓ５０１
の処理にてメダルがベットされていないと判定された場合（Ｓ５０１：Ｎｏ）、またはＳ
５０２にてスタートレバー４１が操作されていないと判定された場合（Ｓ５０２：Ｎｏ）
には、Ｓ５０１に戻って処理を繰り返す。
【０１４２】
　次に、Ｓ５０４の抽選処理について、図１９のフローチャートに基づき説明する。抽選
処理（Ｓ５０４）では、まず、スロットマシン１０の現在の設定状態やベットされたメダ
ルの枚数、小役確率の高低等に基づき、当否決定用の乱数テーブルを選択する（Ｓ６０１
）。ここで、スロットマシン１０の設定状態は図示しない設定キーを用いてセットされた
「設定１」～「設定６」のいずれかであり、「設定１」のときに役の当選確率が最も低い
乱数テーブルが選択され、「設定６」のときに役の当選確率が最も高い乱数テーブルが選
択される。また、ベットされたメダルの枚数は１～３枚のいずれかであり、ベット枚数が
多いほど役の当選確率が高くなるような乱数テーブルが選択される。例えば３枚ベットさ
れたときの役の当選確率は、１枚ベットされたときの役の当選確率と比して３倍よりも高
い確率となっている。さらに、小役確率については高低２種類存在し、現在の出玉率が所
定の期待値を下回っているときには小役当選確率が高い乱数テーブルが選択され、所定の
期待値を上回っているときには小役当選確率が低い乱数テーブルが選択される。なお、小
役確率の乱数テーブルは１つに固定するものとしても良い。
【０１４３】
　Ｓ６０２では、このようにして選択された乱数テーブルに、スタートレバー４１が操作
されたときに乱数カウンタよりラッチした乱数を照らして役の抽選を行う（Ｓ６０２）。
そして、いずれかの役に当選したか否かを判定し（Ｓ６０３）、いずれの役にも当選して
いない場合には（Ｓ６０３：Ｎｏ）そのまま本処理を終了する。いずれかの役に当選した
場合には（Ｓ６０３：Ｙｅｓ）、その役に応じた当選フラグをセットし（Ｓ６０４）、図
柄を揃えるべき有効ラインを決定する。Ｓ６０４の処理後、リール停止制御用のスベリテ
ーブルを決定し（Ｓ６０５）、これをＲＡＭ１０６のスベリテーブル格納エリアに格納す
る。
【０１４４】
　次に、Ｓ５０５のリール制御処理について、図２０のフローチャートに基づき説明する
。リール制御処理（Ｓ５０５）では、先ずウエイト処理（Ｓ７０１）を行う。このウエイ
ト処理（Ｓ７０１）は、前回のゲームにおいてリールの回転を開始した時点から所定のウ
エイト時間（例えば４．１秒）が経過するまで今回のゲームにおいてリールの回転を開始
せずに待機する処理である。この処理は、一定時間中に行われるゲームの回数を制限して
、一定時間中に消費されるメダルの枚数を制限するために設けられており、ウエイト時間
が経過していれば直ちに各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒは回転開始され、一方、ウエイ
ト時間が経過していなければ遊技者がメダルをベットしてスタートレバー４１を操作した
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としても、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが回転しない。
【０１４５】
　Ｓ７０１のウエイト処理の後、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転を開始させるた
めに、ステッピングモータを駆動させるリール回転処理を行う（Ｓ７０２）。各リール３
２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転が開始されたら、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが回転開
始してからの経過時間を計測するために、ＲＡＭ１０６のリール回転時間タイマに初期値
を設定する（Ｓ７２０）。なお、リール回転時間タイマの値は、タイマ割込処理（図１３
参照）のタイマ減算処理（Ｓ２０８）において減算されるものであり、本実施の形態では
、例えば、リール回転タイマの初期値を３００秒後に「０」に更新される値を書き込み、
その後のタイマ割込処理によって１ずつ減算して更新させる方法で行う。なお、公知の他
の技術を使用して最大回転時間の計測を行うものとしても良い。
【０１４６】
　その後、左リール３２Ｌが回転を開始してから所定のリール安定時間（例えば０．８秒
）が経過したか否かを判定し（Ｓ７０３）、経過していない場合には（Ｓ７０３：Ｎｏ）
、リール安定時間が経過するまで待機する（Ｓ７０３）。リール安定時間が経過した場合
には（Ｓ７０３：Ｙｅｓ）Ｓ７０４へ処理を移行する。
【０１４７】
　リール安定時間は、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが安定した回転速度に達するまで
待機するために設けられた遅延タイマである。各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒは、ステ
ッピングモータにより回転駆動されており、その始動時および停止時には大きなトルクが
発生する。そのため、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの始動時に停止処理を行うと、ス
テッピングモータに大きな負荷がかかり寿命が低下してしまう場合がある。よって、リー
ル安定時間を設けることにより、ステッピングモータの寿命が低下することを防止するこ
とができる。
【０１４８】
　Ｓ７０４の処理では、リール回転時間タイマの値が０であるか判定される。即ち、各リ
ール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが回転開始しＳ７２０の処理において初期値が設定されてか
ら所定時間（本実施の形態では３００秒）が経過したか、或いは、後述する１のリールが
停止しＳ７２３の処理で初期値が設定されてから所定時間が経過したかが判定され、リー
ル回転時間タイマの値が０であれば、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが回転開始してか
ら所定時間が経過している、或いは、１のリールが停止してから所定時間が経過している
ので、外部に所定時間が経過したことを示唆するために報知処理を行い（Ｓ７２１）、Ｓ
７１０の処理へ移行する。
【０１４９】
　報知処理では、遊技者に視覚的な認識をさせるために上部ランプ６３、補助表示部６５
による報知を行ったり（表示出力手段による報知）、遊技者に聴覚的な認識をさせるため
にスピーカ６４による報知を行う（音声出力手段による報知）。
【０１５０】
　本実施の形態では、上部ランプ６３により報知を行う場合には、上部ランプ６３が消灯
の状態から点灯又は点滅の状態へ切り替わり、補助表示部６５により報知を行う場合には
、補助表示部６５に通常遊技に伴う表示がなされている状態から少なくとも１のリールが
回転している状態が所定時間継続していることを示唆する表示がなされる状態へ切り替わ
り、スピーカ６４により報知を行う場合には、無音の状態から音声が出力された状態へ切
り替わるものとする。即ち、報知処理は、各報知を行う装置の状態を第１の状態から第２
の状態へ切り替えることで、少なくとも１のリールが回転している状態が所定時間継続し
ていることを示唆する報知を行う。
【０１５１】
　なお、報知処理では、上部ランプ６３や補助表示部６５、スピーカ６４のうち、いずれ
か１つにより報知を行うものとしても良いし、上部ランプ６３と補助表示部６５とスピー
カ６４とを組み合わせて報知を行うものとしても良い。
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【０１５２】
　一方、Ｓ７０４の処理で判定した結果、リール回転時間タイマの値が０になっていなけ
れば（Ｓ７０４：Ｎｏ）、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが回転開始してから所定時間
を経過していな、或いは、１のリールが停止してから所定時間が経過していないので、報
知処理（Ｓ７２１）を行わずにＳ７１０の処理へ移行する。
【０１５３】
　Ｓ７１０の処理では、ストップスイッチ４２～４４のいずれかが押されてリール３２Ｌ
，３２Ｍ，３２Ｒの停止指令が発生したか否か、より具体的にはストップ検出センサ４２
ａ～４４ａからのオン信号を受信しているか否かを判定する。なお、本実施の形態では、
左リール３２Ｌが回転を開始してからリール安定時間が経過するまでの期間を無効期間と
して設定しており、この無効期間内にストップスイッチ４２～４４が押されても、ストッ
プ検出センサ４２ａ～４４ａからのオン信号を無効化する。
【０１５４】
　Ｓ７１０の処理において、停止指令が発生していないと判定された場合には（Ｓ７１０
：Ｎｏ）、Ｓ７０４の処理へ戻り、停止指令が発生するまで、リール回転タイマの値の確
認（Ｓ７０４）、報知処理（Ｓ７２１）、停止指令が発生したか否かの確認（Ｓ７１０）
を繰り返し行う。
【０１５５】
　一方、Ｓ７１０の処理において、ストップスイッチ４２～４４のいずれかが押されて停
止指令が発生したと判定された場合には（Ｓ７１０：Ｙｅｓ）、リール停止処理を行う（
Ｓ７１３）。このリール停止処理（Ｓ７１３）では、押されたストップスイッチに対応す
るリールを停止させるが、役の抽選において役に当選し、当選フラグがセット（Ｓ６０４
）されている場合にはＲＡＭ１０６のスベリテーブル格納エリアに格納されたスベリテー
ブルを参照して、可能な限り当選した役が所定の有効ライン上に並ぶように制御する。
【０１５６】
　ストップスイッチ４２～４４が操作されリール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが停止されると
、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒのうち少なくとも１のリールが停止表示されているの
で、報知が行われている場合に一旦報知を停止するために報知停止処理を行う（Ｓ７２２
）。報知停止処理を行うのは、１のリールが停止表示されている場合は、遊技者がストッ
プスイッチ４２～４４を押してリール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒを停止させているので、そ
の後、連続して他のストップスイッチ４２～４４を操作することが考えられる。この場合
に報知が継続して行われると、遊技者が他のストップスイッチ４２～４４を押しているに
も関わらず報知が行われるので、遊技者に対して不快感を与えてしまう。従って、遊技者
に対して不快感を与えることを防止するために、報知停止処理が行われる。
【０１５７】
　ここで、報知停止処理とは、上部ランプ６３により報知が行われていた場合には、上部
ランプ６３が点灯又は点滅している状態から消灯の状態へ切り替えることであり、補助表
示部６５により報知が行われていた場合には、少なくとも１のリールが回転している状態
が所定時間継続していることを示唆する表示がなされる状態から通常遊技に伴う表示がな
されている状態へ切り替えることであり、スピーカ６４により報知が行われていた場合に
は、音声が出力されている状態から無音の状態へ切り替えることである。即ち、報知停止
処理は、各報知を行う装置の状態を元の状態に戻す（切り替える）ことで報知を停止する
。なお、少なくとも１のリールが回転している状態が所定時間継続していないことが示唆
されれば良いので、各報知を行う装置の状態を元に戻さずに他の状態へ切り替えるものと
しても良い。
【０１５８】
　報知停止処理が終わると、１のリールが停止されてからの所定時間を計測するために、
リール回転時間タイマを初期値に設定する（Ｓ７２３）。具体的には、上述したように、
３００秒後に「０」に更新される値を書き込む。よって、１のリールが停止される毎にリ
ール回転時間タイマが初期値に設定されるので、正確な時間を計測することができる。
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【０１５９】
　リール回転時間タイマに初期値が設定されると、今回の停止指令が第１停止指令か否か
、すなわち３つのリール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒ全てが回転しているときにストップスイ
ッチ４２～４４が押下操作されたか否かを判定し（Ｓ７１４）、第１停止指令の場合には
（Ｓ７１４：Ｙｅｓ）、スベリテーブル変更処理を行う（Ｓ７１５）。このスベリテーブ
ル変更処理（Ｓ７１５）では、例えば当選した有効ライン上で役を揃えようとしたときに
役の複合が発生するか否かを判定し、役の複合が発生しないときにはそのまま次のステッ
プに移行し、役の複合が発生するときには当選した有効ラインを別の有効ラインに変更す
ると共に変更後の有効ラインに合ったスベリテーブルに変更した後に次のステップに移行
する。なお、スベリテーブル変更処理（Ｓ７１５）は役の複合を回避するとき以外にも行
われることがある。
【０１６０】
　一方、Ｓ７１４の処理で今回の停止指令が第１停止指令でないと判定された場合には（
Ｓ７１４：Ｎｏ）、第２停止指令か否か、つまり３つのリール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの
うち１のリールが停止し他の２のリールが回転しているときに、他の回転しているリール
に対応したストップスイッチ４２～４４が押下操作されたか否かを判定する（Ｓ７１６）
。
【０１６１】
　その結果、第２停止指令のときには（Ｓ７１６：Ｙｅｓ）、２のリールが停止した状態
となるので、その時の停止表示された図柄を判定するために停止目判定処理を行う（Ｓ７
１７）。この停止目判定処理（Ｓ７１７）では、２つのリールが停止している場合にその
２つが「７」図柄等のボーナス図柄で揃っているか否かを判定し、揃っていないときには
そのまま次のステップに移行し、揃っているときにはスピーカ６４から効果音等を発生さ
せた後に次のステップに移行する。なお、停止目判定処理ではボーナス図柄が２つ揃う以
外の別の条件が成立したか否かを判定してもよいし、効果音以外に補助表示部６５を用い
た演出を行ってもよい。
【０１６２】
　スベリテーブル変更処理（Ｓ７１５）の後、Ｓ７１６の処理において今回の停止指令が
第２停止指令でなかったと判定された場合（Ｓ７１６：Ｎｏ）、又は停止目判定処理（Ｓ
７１７）の後には、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの全ての回転が停止したか否かを判
定する（Ｓ７１８）。いずれかのリールが回転していると判定された場合には（Ｓ７１８
：Ｎｏ）、Ｓ７０４に戻ってＳ７０４～Ｓ７１８までの処理を繰り返し行う。
【０１６３】
　全てのリール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転が停止したと判定された場合には（Ｓ７１
８：Ｙｅｓ）、払出判定処理を行い（Ｓ７１９）、リール制御処理を終了する。払出判定
処理では、役が有効ライン上に並んでいるか否かを判定し、役が有効ライン上に並んでい
ないときにはＲＡＭ１０６の払出予定数格納エリアに０をセットし、一致しているときに
は払出予定数格納エリアに並んだ役と対応する払出数をセットする。なお、役が有効ライ
ン上に並んでいるときにはその役が当選した役と一致しているか否かを判定し、一致して
いないときには上部ランプ６３を点滅させる等してエラー表示を行うと共に払出予定数格
納エリアに０をセットするよう構成するものとしても良い。
【０１６４】
　次に、Ｓ５０６のメダル払出処理について、図２１のフローチャートに基づき説明する
。メダル払出処理（Ｓ５０６）では、まず、払出数カウンタがカウントした払出数と、払
出予定数格納エリアに格納された払出予定数とが一致しているか否かを判定する（Ｓ８０
２）。払出数と払出予定数とが一致していないときには（Ｓ８０２：Ｎｏ）、遊技がクレ
ジットモードにて行われているか否かを判定する（Ｓ８０３）。クレジットモードである
ときには（Ｓ８０３：Ｙｅｓ）、クレジットカウンタのカウント値が上限（貯留されてい
るメダル数が５０枚）に達しているか否かを判定する（Ｓ８０４）。上限に達していない
ときには（Ｓ８０４：Ｎｏ）、クレジットカウンタのカウント値及び払出数をそれぞれ１
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インクリメントする（Ｓ８０５）。これによりクレジット表示部６１及び払出枚数表示部
６２の枚数がそれぞれ１インクリメントされる。
【０１６５】
　一方、遊技がダイレクトモードにて行われているとき（Ｓ８０３：Ｎｏ）、またはクレ
ジットカウンタのカウント値が上限に達しているときには（Ｓ８０４：Ｙｅｓ）、Ｓ８０
６の処理にてメダル払出用回転板を駆動し、ホッパ装置５１からメダル排出口４９を介し
てメダル受け皿５０へメダルを払い出す（Ｓ８０６）。また、ホッパ装置５１に取り付け
られた払出検出センサ５１ａのメダル検出信号に応じて払出数を１インクリメントする（
Ｓ８０７）。これにより払出枚数表示部６２の枚数が１インクリメントされる。Ｓ８０５
またはＳ８０７により払出数が１インクリメントされた後には、再びＳ８０１の処理を実
行する。
【０１６６】
　Ｓ８０２の処理において払出数と払出予定数とが一致したときには（Ｓ８０２：Ｙｅｓ
）、Ｓ８０８にてホッパ装置５１のメダル払出用回転板を停止させてから、メダル払出処
理（Ｓ５０６）を終了する。なお、払出数や払出枚数表示部６２は、次回スタートレバー
４１が操作されたときにリセット（更新）される。
【０１６７】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容
易に推察できるものである。
【０１６８】
　例えば、上記実施形態で挙げた数値は一例であり、他の数値を採用することは当然可能
である。
【０１６９】
　上記実施形態では、第１取込メダル検出センサ２０２及び第２取込メダル検出センサ２
０３の２つのセンサを取込用通路４７に設ける場合を説明したが、必ずしもこれに限られ
るものではなく、第１取込メダル検出センサ２０２又は第２取込メダル検出センサ２０３
のいずれか一方のセンサのみを取込用通路４７に設けても良い。即ち、上記各実施形態で
は、投入判定処理（Ｓ２１４）において、スロットマシン１０，１０１０に投入されたメ
ダルの数と、ホッパ装置５１に取り込まれたメダルの数と、メダル受け皿５０に排出され
たメダルの数との整合性を判断するので、第１取込メダル検出センサ２０２及び第２取込
メダル検出センサ２０３の２つのセンサを用いてメダルの取込用通路４７の通過方向を監
視しなくても、取込用通路４７に導かれたメダルを針金などでメダル排出口４９から不正
に取り出す不正行為を発見することができる。これにより、部品点数を低減して、スロッ
トマシン１０の製品コストを抑制することができる。
【０１７０】
　上記実施形態では、弁体３０１の動作（揺動）を排出メダル検出センサ２０４によって
検出することにより、排出用通路４８，１０４８を通過するメダルを検出する場合を説明
したが、必ずしもこれに限られるものではなく、排出用通路４８，１０４８を通過するメ
ダルを排出メダル検出センサ２０４によって直接検出するように構成しても良い。この場
合には、スロットマシン１０の構造を簡素化できると共に、その分、スロットマシン１０
の製品コストを抑制することができる。
【０１７１】
　上記実施形態では、投入判定処理（Ｓ２１４）において、投入メダル検出センサ２０１
の検出信号がＯＮからＯＦＦに変化したと判断される場合に（Ｓ２：Ｙｅｓ）、メダルカ
ウンタ１０６ｃの値を１加算する一方、第２取込メダル検出センサ２０３又は排出メダル
検出センサ２０４の検出信号がＯＮからＯＦＦに変化したと判断される場合に（Ｓ６：Ｙ
ｅｓ又はＳ１３：Ｙｅｓ）、メダルカウンタ１０６ｃの値を１減算する場合を説明したが
、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、投入メダル検出センサ２０１の検出信
号がＯＮからＯＦＦに変化したと判断される場合に（Ｓ２：Ｙｅｓ）、メダルカウンタ１
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０６ｃの値を１減算する一方、第２取込メダル検出センサ２０３又は排出メダル検出セン
サ２０４の検出信号がＯＮからＯＦＦに変化したと判断される場合に（Ｓ６：Ｙｅｓ又は
Ｓ１３：Ｙｅｓ）、メダルカウンタ１０６ｃの値を１加算して、スロットマシン１０，１
０１０に投入されたメダルの数と、ホッパ装置５１に取り込まれたメダルの数と、メダル
受け皿５０に排出されたメダルの数との整合性を判断しても良い。
【０１７２】
　上記実施形態では説明を省略したが、投入判定処理（Ｓ２１４）において、メダル数判
定用タイマ１０６ａの値が０でないと判断される場合には（Ｓ１６：Ｎｏ）、ホッパ装置
５１の駆動を停止して、メダルの精算を中止するように構成しても良い。即ち、メダル数
判定用タイマ１０６ａの値が０でないと判断される場合には（Ｓ１６：Ｎｏ）、メダル投
入口４５から最後にメダルが投入されてから約５ｓｅｃ以上経過しておらず、最後に投入
されたメダルが未だ排出メダル検出センサ２０４によって検出されていない可能性がある
と判断されるので、メダル数判定用タイマ１０６ａの値が０となるまで、メダルの精算を
中止する。これにより、規定外のメダルが投入され、最後に投入された規定外のメダルが
排出メダル検出センサ２０４によって検出されるまでに精算スイッチ５９が操作された場
合に、規定外のメダルにも関わらず、メダルが投入されたという事実のみで、投入された
メダルの数に対応してメダルを精算してしまうことを防止することができる。
【０１７３】
　上記実施形態では、投入メダル検出センサ２０１、第１及び第２取込メダル検出センサ
２０２，２０３、排出メダル検出センサ２０４がそれぞれ主制御装置１０１に接続され、
メイン基板としての主制御装置１０１によって、スロットマシン１０に投入されたメダル
の数と、ホッパ装置５１に取り込まれたメダルの数と、メダル受け皿５０に排出されたメ
ダルの数との整合性を判断する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく
、例えば、各メダル検出センサ２０１，２０２，２０３，２０４を表示制御装置８１に接
続して、サブ基板としての表示制御装置８１によって整合性を判断するように構成しても
良い。或いは、例えば、投入メダル検出センサ２０１を主制御装置１０１に、他のメダル
検出センサ２０２，２０３，２０４を表示制御装置８１に、それぞれ接続して、主制御装
置１０１と表示制御装置８１とを組み合わせて整合性を判断するように構成しても良い。
【０１７４】
　以下に、本発明の遊技機に加えて、上記実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。
【０１７５】
　遊技媒体が投入される投入部と、その投入部から投入された前記遊技媒体を検出する第
１検出手段と、その第１検出手段の下流に設けられ、前記投入部に投入された前記遊技媒
体の流下経路を、前記遊技媒体を機内に取り込む取込用経路または機外に排出する排出用
経路のいずれかの経路に切り替える経路切替手段と、前記取込用経路を通過する前記遊技
媒体を検出する第２検出手段と、前記排出用経路を介して前記遊技媒体を遊技者に払い出
す払出手段と、その払出手段から前記排出用経路への前記遊技媒体の払出口の上流に設け
られ、前記排出用経路を通過する前記遊技媒体を検出する第３検出手段と、前記第１検出
手段と前記第２検出手段と前記第３検出手段との検出結果に基づいて、前記投入部から投
入された前記遊技媒体の数と前記取込用経路を通過して機内に取り込まれる前記遊技媒体
の数と前記排出用経路を通過して機外に排出される前記遊技媒体の数との整合性を判断す
る判断手段とを備えていることを特徴とする遊技機Ａ１。
【０１７６】
　遊技機Ａ１によれば、投入部から投入された遊技媒体は第１検出手段によって検出され
た後、その第１検出手段の下流に設けられた経路切替手段によって取込用経路または排出
用経路のいずれかの経路へと導かれる。そして、取込用経路を通過する遊技媒体は第２検
出手段によって検出され、排出用経路を通過する遊技媒体は第３検出手段によって検出さ
れる。また、第１検出手段と第２検出手段と第３検出手段との検出結果に基づいて、投入
部から投入された遊技媒体の数と取込用経路を通過して機内に取り込まれる遊技媒体の数
と排出用経路を通過して機外に排出される遊技媒体の数との整合性が判断手段によって判
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断される。
【０１７７】
　ここで、投入部から投入された遊技媒体が経路切替手段によって取込用経路または排出
用経路のいずれかの経路へと導かれ、正常に取込用経路または排出用経路を通過した場合
には、第２検出手段または第３検出手段のいずれか一方によって遊技媒体が検出される。
これに対し、経路切替手段によって遊技媒体が取込用経路に導かれ、取込用経路を通過す
る遊技媒体が第２検出手段によって検出された後、即ち、機内への遊技媒体の取り込みが
認識された後、取込用経路に導かれた遊技媒体を針金などで排出用経路に誘導して不正に
機外に取り出した場合には、排出用経路を通過する遊技媒体が第３検出手段によって検出
され、第２検出手段および第３検出手段の両方によって遊技媒体が検出される。従って、
この場合には、判断手段によって判断される整合性、即ち、投入部から投入された遊技媒
体の数と取込用経路を通過して機内に取り込まれる遊技媒体の数と排出用経路を通過して
機外に排出される遊技媒体の数との整合性に矛盾が生じる。よって、取込用経路に導かれ
た遊技媒体を不正に機外に取り出す不正行為を発見することができる。これにより、かか
る不正行為を抑制することができる。
【０１７８】
　また、第３検出手段は、払出手段から排出用経路への遊技媒体の払出口の上流に設けら
れているので、払出口よりも下流に第３検出手段を設ける場合と比較して、払出手段から
の遊技者への遊技媒体の払い出しを高速化することができる。
【０１７９】
　遊技機Ａ１において、前記排出用経路に設けられ、前記排出用経路の上流側に付勢され
て前記排出用経路を閉鎖可能かつ前記排出用経路を通過する前記遊技媒体の自重により動
作して前記排出用経路を開放可能に構成される弁体を備え、前記第３検出手段は、前記弁
体の動作を検出することにより前記排出用経路を通過する前記遊技媒体を検出可能に構成
されていることを特徴とする遊技機Ａ２。
【０１８０】
　遊技機Ａ２によれば、排出用経路を閉鎖する弁体を備えているので、排出用経路への針
金などの挿入を困難として、機内に対して行われる不正行為（例えば、取込用経路に導か
れた遊技媒体を針金などで排出用経路に誘導して不正に機外に取り出す不正行為）を防止
することができる。また、第３検出手段は、弁体の動作を検出することにより排出用経路
を通過する遊技媒体を検出可能に構成されているので、弁体によって排出用経路を通過す
る遊技媒体の勢いを減じて、排出用経路を通過する遊技媒体の検出漏れを抑制することが
でき、第３検出手段による遊技媒体の検出不良を低減することができる。更に、弁体は排
出用経路の上流側に付勢されて排出用経路を閉鎖する一方、排出用経路を通過する遊技媒
体の自重により動作して排出用経路を開放可能に構成されているので、１の遊技媒体が弁
体を通過する毎に、弁体が排出用経路を１度だけ開閉する。これにより、遊技媒体を１つ
ずつ確実に第３検出手段によって検出することができる。
【０１８１】
　なお、「排出用経路を閉鎖可能」とは、排出用経路の経路断面の全てを閉塞する場合の
みに限られず、弁体を格子状に構成することで、排出用経路の経路断面を部分的に塞ぐ場
合を含む趣旨である。
【０１８２】
　遊技機Ａ２において、前記弁体は、前記排出用経路を閉鎖した状態から、前記排出用経
路の上流側への開放が規制されるように構成されていることを特徴とする遊技機Ａ３。
【０１８３】
　遊技機Ａ３によれば、弁体は、排出用経路を閉鎖した状態から、排出用経路の上流側へ
の開放が規制されるように構成されているので、排出用経路の下流側から排出用経路に針
金などを押し入れることを不可能にして、排出用経路への針金などの挿入を困難とするこ
とができる。
【０１８４】
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　遊技機Ａ２又はＡ３において、前記弁体の上流に設けられ、回転可能に構成されると共
に前記遊技媒体を１つずつ受け入れ可能な凹部を有し、回転することにより前記凹部に受
け入れた前記遊技媒体を１つずつ前記弁体に送り出す回転体を備えていることを特徴とす
る遊技機Ａ４。
【０１８５】
　遊技機Ａ４によれば、遊技媒体を１つずつ受け入れ可能な凹部を有し、その凹部に受け
入れた遊技媒体を１つずつ弁体に送り出す回転体を備えているので、遊技媒体が排出用経
路を連なって通過する場合でも、第３検出手段によって遊技媒体を１つずつ確実に検出す
ることができる。これにより、排出用経路を通過する遊技媒体の検出漏れを抑制して、第
３検出手段による遊技媒体の検出不良を低減することができる。
【０１８６】
　遊技機Ａ４において、前記回転体と前記弁体とは、前記回転体の凹部に前記遊技媒体を
受け入れた状態において、前記凹部に受け入れた前記遊技媒体が前記凹部と前記弁体とに
当接可能な相対位置で配置されていることを特徴とする遊技機Ａ５。
【０１８７】
　遊技機Ａ５によれば、回転体と弁体とは、回転体の凹部に遊技媒体を受け入れた状態に
おいて、凹部に受け入れた遊技媒体が凹部と弁体とに当接可能な相対位置で配置されてい
るので、弁体が排出用経路の上流側に付勢されていることと相まって、凹部に受け入れた
遊技媒体が凹部と弁体との間に挟まれて回転体の回転を規制する。これにより、遊技媒体
が弁体に到達する都度、回転体の回転を一時的に停止できるので、遊技媒体が排出用経路
に連なって存在する状態であっても、遊技媒体を１つずつ確実に弁体に送り出すことがで
きる。また、凹部と弁体との間に遊技媒体が挟まれるので、その遊技媒体に連なって排出
用経路の後方に存在する遊技媒体の勢いも減じることができる。
【０１８８】
　遊技機Ａ５において、前記回転体の凹部は、前記遊技媒体の外形形状に対応した断面形
状に形成されていることを特徴とする遊技機Ａ６。
【０１８９】
　遊技機Ａ６によれば、回転体の凹部は遊技媒体の外形形状に対応した断面形状に形成さ
れているので、遊技媒体を常に一定の姿勢で弁体に送り出すことができる。これにより、
弁体の動作範囲を常に一定とすることができるので、第３検出手段によって遊技媒体を確
実に検出することができ、排出用経路を通過する遊技媒体の検出漏れを抑制して、第３検
出手段による遊技媒体の検出不良を低減することができる。このように、弁体の動作範囲
を常に一定とすることは、弁体の動作を検出する第３検出手段の構成においては、特に有
効となる。
【０１９０】
　なお、回転体の凹部の断面形状は、遊技媒体を一定の起立した状態に保つ形状とするこ
とが好ましい。この場合には、弁体の動作が最も大きくなるので、第３検出手段によって
遊技媒体を確実に検出することができる。
【０１９１】
　遊技機Ａ２からＡ６において、前記第３検出手段は、前記弁体によって前記排出用経路
が閉鎖された状態では、前記排出用経路が閉鎖されていることを示す信号を継続して出力
するように構成されていることを特徴とする遊技機Ａ７。
【０１９２】
　遊技機Ａ７によれば、第３検出手段は、弁体によって排出用経路が閉鎖された状態では
、排出用経路が閉鎖されていることを示す信号を継続して出力するように構成されている
ので、第３検出手段の電気配線が取り外された場合や第３検出手段の電気配線が切断され
た場合には、かかる信号の出力が遮断されることにより、第３検出手段に対する不正行為
を早期に発見することができる。これにより、第３検出手段に不正を施して、取込用経路
に導かれた遊技媒体を針金などで排出用経路に誘導して不正に機外に取り出す不正行為を
抑制することができる。
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【０１９３】
　遊技機Ａ２からＡ７において、前記弁体は、前記排出用経路の外部へ向けて突出する突
起部を備え、前記第３検出手段は、前記排出用経路の外部に設けられ、前記突起部を介し
て前記弁体の動作を検出するように構成されていることを特徴とする遊技機Ａ８。
【０１９４】
　遊技機Ａ８によれば、第３検出手段は排出用経路の外部に設けられているので、排出用
経路からの第３検出手段への接触を困難として、第３検出手段の電気配線を不正に取り外
したり第３検出手段の電気配線を不正に切断する等の第３検出手段に対する不正行為を抑
制することができる。これにより、第３検出手段に不正を施して、取込用経路に導かれた
遊技媒体を針金などで排出用経路に誘導して機外に取り出す不正行為を抑制することがで
きる。
【０１９５】
　遊技機Ａ１からＡ８において、前記第１検出手段により前記遊技媒体が検出されてから
所定時間が経過したかを判断する経過時間判断手段を備え、前記判断手段は、前記経過時
間判断手段により所定時間が経過したと判断される場合に、前記投入部から投入された前
記遊技媒体の数と前記取込用経路を通過して機内に取り込まれる前記遊技媒体の数と前記
排出用経路を通過して機外に排出される前記遊技媒体の数との整合性を判断することを特
徴とする遊技機Ａ９。
【０１９６】
　遊技機Ａ９によれば、経過時間判断手段によって、第１検出手段により遊技媒体が検出
されてから所定時間が経過したと判断される場合に、判断手段によって、投入部から投入
された遊技媒体の数と取込用経路を通過して機内に取り込まれる遊技媒体の数と排出用経
路を通過して機外に排出される遊技媒体の数との整合性を判断するので、判断手段による
整合性の判断精度を向上させることができる。即ち、投入部から最後に遊技媒体が投入さ
れてから所定時間が経過していない場合には、最後に投入された遊技媒体が未だ第３検出
手段によって検出されていない可能性があるので、判断手段によって正確に整合性を判断
することができない。これに対し、経過時間判断手段により所定時間が経過したと判断さ
れてから判断手段による整合性の判断を行うことで、投入部に最後に投入された遊技媒体
が確実に第３検出手段によって検出された後に判断手段によって整合性を判断することが
できる。
【０１９７】
　なお、「経過時間判断手段」としては、図１５に示す投入判定処理（Ｓ２１４）のフロ
ーチャートにおけるＳ１６の処理が該当する。
【０１９８】
　遊技機Ａ２からＡ９において、前記第３検出手段の検出結果に基づいて、前記弁体が所
定時間よりも長く開放されているかを判断する開放判断手段と、その開放判断手段により
前記弁体が所定時間よりも長く開放されていると判断される場合に、前記弁体が開放され
ていることを報知する開放報知手段とを備えていることを特徴とする遊技機Ａ１０。
【０１９９】
　遊技機Ａ１０によれば、開放判断手段によって、弁体が所定時間よりも長く開放されて
いると判断される場合には、排出用経路に針金などが挿入されて弁体が不正に開放されて
いる可能性があるので、報知手段によって弁体が開放されていることを報知することによ
り、取込用経路に導かれた遊技媒体を針金などで排出用経路に誘導して不正に取り出す不
正行為を抑制することができる。
【０２００】
　なお、「開放判断手段」としては、図１５に示す投入判定処理（Ｓ２１４）のフローチ
ャートにおけるＳ１２の処理が該当し、「開放報知手段」としては、図１５に示す投入判
定処理（Ｓ２１４）のフローチャートにおけるＳ２１の処理が該当する。
【０２０１】
　遊技機Ａ１からＡ１０において、前記判断手段による整合性の判断の結果、前記取込用



(33) JP 2014-193312 A 2014.10.9

10

20

30

経路を通過して機内に取り込まれる前記遊技媒体の数と前記排出用経路を通過して機外に
排出される前記遊技媒体の数との合算が、前記投入部から投入された前記遊技媒体の数よ
りも少ないと判断される場合に、前記遊技媒体が機内に過剰に取り込まれたことを報知す
る取込過剰報知手段を備えていることを特徴とする遊技機Ａ１１。
【０２０２】
　遊技機Ａ１１によれば、取込過剰報知手段によって、遊技媒体が機内に過剰に取り込ま
れること（遊技機に投入された遊技媒体が正常に認識されずに機内に取り込まれること）
を報知することにより、遊技者に不利益を与えることを防止することができる。
【０２０３】
　なお、「取込過剰報知手段」としては、図１５に示す投入判定処理（Ｓ２１４）のフロ
ーチャートにおけるＳ１９の処理が該当する。
【符号の説明】
【０２０４】
１　　　　　スロットマシン（遊技機）
４５　　　　メダル投入口（投入部）
４６　　　　セレクタ（経路切替手段）
４７　　　　取込用通路（取込用経路の一部）
４８　　　　排出用通路（排出用経路の一部）
４８ａ　　　開口（払出口）
４８ｂ　　　メダル排出通路（排出用経路の一部）
４９　　　　メダル排出口（排出用経路の一部）
５１　　　　ホッパ装置（払出手段）
５３　　　　払出装置（払出手段の一部）
２０１　　　投入メダル検出センサ（第１検出手段）
２０２　　　第１取込メダル検出センサ（第２検出手段）
２０３　　　第２取込メダル検出センサ（第２検出手段）
２０４　　　排出メダル検出センサ（第３検出手段）
３０１　　　弁体
３０１ｂ　　突起部
４０１　　　回転体
４０１ａ　　凹部
Ｓ２１４　　投入判定手段（判断手段）
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