
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも、帯状からなり長さ方向 り離し可能なミシン目が幅方向に刻まれており該
ミシン目 は開孔が形成されている帯状チケットを幅方向に湾曲して挟み込んで当該帯
状チケットを払い出すためのローラ手段と、このローラ手段の近くに配設され前記帯状チ
ケットの開孔に挿入自在になって該帯状チケットの移動を阻止するためのピン手段と、を
備えていることを特徴とした帯状チケットの払い出し装置。
【請求項２】
請求項１の記載において、前記ピン手段がソレノイドによって操作されることを特徴とし
た帯状チケットの払い出し装置。
【請求項３】
請求項２の記載において、前記ローラ手段が鼓形のローラと球形のローラとからなること
を特徴とした帯状チケットの払い出し装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は切り離し可能な帯状に形成されたチケットを払い出す帯状チケットの払い出し装
置に関する。
本発明は具体的には例えば同一の乗車回数券や入場券などを一列の帯状に連続的に形成し
た帯状チケットの払い出し装置に関する。
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さらに具体的には本発明は此等各切符の境界線にはそれぞれミシン目線を入れて切り離し
可能な状態した帯状チケットの払い出し装置に関する。
なお本明細書におけるチケットの概念には入場券、乗車券、回数券、配給券、クーポン券
、ゲーム券などを含む。
【０００２】
【従来の技術】
従来からチケットの払い出し装置としては種々のものが知られている。
とくに米国においては日本のパチンコ・ゲームに類似した「リデンプション・ゲーム」が
普及している。
そして当該リデンプション・ゲームに使用されている切り離し式チケットである帯状クー
ポンの払い出し装置が良く知られている。
ここで米国のリデンプション・ゲームを概略的に説明する。
【０００３】
米国の繁華街のゲーム・センターなどにおいて有料のゲーム機でプレイした結果、ある程
度の得点が得られると遊戯者はクーポン・チケットを獲得できる。
そして当該クーポン・チケットの枚数によって種々の景品と交換できる。
この種のクーポン・チケット払い出し装置は例えば米国特許第５、１１３、７５８号ある
いは米国特許第５、３７０、２６４号の各明細書などに開示されている。これらの払い出
し装置は電気モータ、ウオーム・ギア機構、駆動ローラ、被駆動ローラなどを組み合わせ
た機構を有して帯状のチケットから所定枚数のチケットを払い出している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
こうしたチケット払い出し装置は帯状チケットの払い出しの最中に悪戯で帯状チケットが
所定の払い出し枚数以上に引き出されるという問題点があった。
また通常の払い出しの完了後に不正に帯状チケットが所定の払い出し枚数以上に引き出さ
れるという問題点もあった。
従来の帯状チケット払い出し装置における不正引き出しの防止手段は構造が複雑になると
共に形状が大きくなり重量も増大するという問題点があった。
本発明は帯状チケット払い出し装置全体の構造を簡素化すると共に不正なチケットの引き
出しを確実に防止することを目的に開発されたものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は少なくとも、帯状からなり長さ方向 り離し可能なミシン目が幅方向に刻まれ
ており該ミシン目 は開孔が形成されている帯状チケットを幅方向に湾曲して挟み込ん
で当該帯状チケットを払い出すためのローラ手段と、このローラ手段の近くに配設され前
記帯状チケットの開孔に挿入自在になって該帯状チケットの移動を阻止するためのピン手
段と、を備えていることを特徴とした帯状チケットの払い出し装置である。
【０００６】
また本発明は、前記ピン手段がソレノイドによって操作されることを特徴とした帯状チケ
ットの払い出し装置である。
加えて本発明は、前記ローラ手段が鼓形のローラと球形のローラとからなることを特徴と
した帯状チケットの払い出し装置である。
【発明の実施の形態】
以下に本発明を其の実施について添付の図面を参照しつつ説明する。
図１は本発明による一実施例を背面側から見た概略的な斜視図である。
【０００７】
図２は図１を上から見た概略的な平面図である。
図３は図１の概略的な背面図である。
図４は図１を右サイドから見た概略的な側面図である。
図５は図１を左サイドから見た概略的な断面図である。
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図６は図１を背面側から見た概略的な断面図である。
図７は本実施例の要部を取り出して示す斜面図である。
まず此処でクーポン用の帯状チケットについて図７を参照して説明する。
【０００８】
帯状チケット１は帯状の板紙からなり長さ方向で等間隔に切り離し可能なミシン目２が幅
方向に刻まれている。
ミシン目２の中央位置には丸い孔３が開口されておりミシン目２の各端部にはそれぞれ三
角形の切り込み４が形成されている。
したがって帯状チケット１はミシン目２によって切り離し可能になり当該ミシン目２によ
ってクーポンシステムの単位である矩形状のチケットＴ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４、Ｔ５にな
る（図５ならびに図７を参照）。
【０００９】
なお図示を省略したが帯状チケット１の全体は例えば渦巻状に巻かれて其の先端が引き出
し自在になるように収納されている。
またミシン目２は例えば点線形状や破線形状など切り離し可能な切り込み線であれば良い
ことは勿論である。
図１に示される大きな角板は前パネル１１である。
この前パネル１１のほぼ中央部にはチケットＴ１を払い出すための横長の開口１２（図５
参照）が形成されている。
【００１０】
図１中央の略ＩＩ形に形成されたやや大きな板体はフレーム１３であり該フレーム１３の
屈曲された中央部が前パネル１１の中央部に固定されている。
そしてフレーム１３中央部のほぼ中央には開口１２に連通する開口１５（図５参照）が形
成されている。
前パネル１１とフレーム１３中央部との間には上のガイド１６と下のガイド１７とが固定
されている（図５参照）。
上ガイド１６はほぼＶ形に屈曲されて一端側が前パネル１１とフレーム１３中央部との間
に固定され他端側がフレーム１３の内側に突出されている。
【００１１】
下ガイド１７はほぼΓ形に屈曲されて一端側が前パネル１１とフレーム１３中央部との間
に固定され他端側は更に山形に湾曲されてフレーム１３の内側に突出されている。
上ガイド１６の斜め上方には砂時計形の言い換えると鼓形のローラ２１がフレーム１３の
両端部間に枢軸２２されている。
なおローラ２１は主として合成樹脂成形品からなる。
またローラ２１の中央部には直径の小さなゴムリング（図２参照）が二個填められローラ
２１の各端部には直径の大きなゴムリングがそれぞれ填められている。
【００１２】
またローラ２１の外端面にはスライド用の円板部（図２参照）が形成されている。そして
下ガイド１７の横近くには球形のローラ３１がフレーム１３の両端部間に枢軸３２されて
いる。
なおローラ３１も主として合成樹脂成形品からなる。
またローラ３１の枢軸３２に対して直径が最も大きな中央部３３（図５参照）が一方向ク
ラッチに形成され更にゴムリングが填められている（図示略）。
なお帯状チケット１を上下のローラ２１，３１で挟んで送り出すときに中央部３３を空回
りさせてスムーズに送り出すためである（後記参照）。
【００１３】
またローラ３１の各端部には直径がやや小さなゴムリング（図示略）がそれぞれ填められ
ている。
フレーム１３の内側の中央で横方向に並べられているのは上下一対の長いガイド板４１な
らびに４２である（図５参照）。
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これらのガイド板４１ならびに４２の間に帯状チケット１がスライド自在に貫通される。
上のガイド板４１はその内端縁が半円形に突出されると共に幅方向は山形に湾曲されてお
り其の外端縁は上方に屈曲されている（図７参照）。
【００１４】
下のガイド板４２はその内端縁が半円形の窪みに形成されると共に幅方向は山形に湾曲さ
れており其の外端縁は下方に屈曲されている。
したがって上下一対のガイド板４１，４２の外端部は帯状チケット１の先端部を導入する
ための開いた開口４３に形成されている。
またガイド板４１，４２の内端部は帯状チケット１の先端部をガイドして山形に湾曲し上
下一対のローラ２１，３１の間に導入するように形成されている。
なお一対のガイド板４１，４２は此等の中央部のサイドに突出して屈曲された取り付け部
４５によってフレーム１３内壁に固定されている。
【００１５】
ガイド板４１、４２を挟む小さな一対のケースは光式のセンサ５１である。
このセンサ５１はガイド板４１、４２の開孔を介在して帯状チケット１の切り欠き４を検
出するためのものである。
ガイド板４１の中央上方に示される小さな三角リングは機械式のセンサ５２であり該セン
サ５２はスイッチ装置５３に回転自在に取り付けられている。
なおガイド板４１、４２の開孔を介在して三角リングのセンサ５２が帯状チケット１に接
触自在になる。
【００１６】
言い換えるとセンサ５２は帯状チケット１の存在を検出するためのものである。帯状チケ
ット１が無くなるとセンサ５２の下端が下がってガイド板４１，４２を自由に貫通するこ
とになる（図１ならびに図５を参照）。
たとえばセンサ５２が帯状チケット１を検出するとスイッチ装置５３からはスタート信号
が発信されセンサ５２が帯状チケット１を検出しないとエンプティ信号を発信することに
なる。
図１下方のやや大きな円柱体は電気モータ６１であり該電気モータ６１の回動軸の先端部
にはウオーム６２が形成されている（図４を参照）。
【００１７】
ウオーム６２の上方には当該ウオーム６２と噛み合うやや大きな円板形のギア６３がフレ
ーム１３を介在して枢軸３２されている。
ギア６３にはやや小形のギア６５が取り付けられ該ギア６５の上方には之と噛み合うギア
６６がフレーム１３を介在して枢軸２２されている。
なおギア６６，６５のギア比は鼓形ローラ２１の最大直径と球形ローラ３１の最小直径と
の比を考慮して決められている。
図５の中央下に示されるやや小形で矩形のものはソレノイド７１である。
【００１８】
ソレノイド７１は電流が流されるとやや長手のピン７２をスプリング７３に抗して引き込
む。
ソレノイド７１に電流が流れないときはスプリング７３が働いてピン７２はガイド板４１
，４２に形成された長孔７５を遊嵌状に貫通する（図７を参照）。
なおピン７２に一端部が外装されているＬ形の部品は操作片７６である。
この操作片７６はピン７２をスプリング７３に抗してソレノイド７１内に押し込むための
部材である。
【００１９】
【実施例】
上述の構成からなる本実施例は先ず渦巻状態に巻かれた帯状チケット１（図示略）の先端
部が上下のガイド板４１，４２間の開口４３に挿入される（図７参照）。ガイド板４１，
４２間に挿入された帯状チケット１の先端部が機械式センサ５２を押し上げるとスイッチ
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装置５３がオン作動される。
そして操作片７６を使ってピン７２をスプリング７３に抗して押し下げ更に帯状チケット
１の先端部をガイド板４１，４２間に差し込む。
【００２０】
この結果、帯状チケット１の先端部は上下のガイド板４１，４２によって幅方向が山形に
湾曲され其の先縁が上下のローラ２１，３１間に差し込まれる。
このときピン７２はスプリング７３の作用で帯状チケット１を押し上げている。かくして
図示の装置は帯状チケット１の払い出し準備が完了されることになる。上述の状態で一枚
のチケットＴ１の払い出し信号があると電気モータ６１が駆動されてウオーム６２，ギア
６３，６５，６６列が回動される。
【００２１】
同時にソレノイド７１がオンなってピン７２がスプリング７３に抗して押し下げられ帯状
チケット１は自由に移動できることになる。
この結果、一枚目のチケットＴ１が上ガイド１６を介在して開口１５，１２から押し出さ
れる（図５参照）。
このとき上下のローラ２１，３１間に挟まれて押し出される一枚目のチケットＴ１は両サ
イド部が上下対になるゴムリングによって押し出される（図示略）。
なお一枚目のチケットＴ１の中央部も上下対になるゴムリングによって押し出される（図
示略）。
【００２２】
がしかしながら下の球形ローラ３１の中央部３３が一方向クラッチであるため空回りする
ことになる。
したがって直径が大小異なる上下のゴムリングの回転速度が大きく異なってもチケットＴ
１の中央部には大きく影響しないことになる。
上述のようにして一枚目のチケットＴ１が払い出されると帯状チケット１の二番目の切り
欠き４が検出される。
言い換えるとチケットＴ２とチケットＴ３との間の切り欠き４が光りセンサ５１によって
検出される。
【００２３】
切り欠き４が検出されると電気モータ６１が停止される。
と同時にソレノイド７１がオフにされてスプリング７３の作用によりピン７２が帯状チケ
ット１に繋がるチケットＴ２を押し上げることになる。
かくして払い出された一枚目のチケットＴ１は前部のほぼ半分が開口１２から露出される
。
露出するチケットＴ１の前部を引っ張ると湾曲している一枚目のチケットＴ１と二枚目の
チケットＴ２との間の開孔３に力が集中することになる。
【００２４】
この開孔３に引っ張り力が集中すると開孔３に連なるミシン目２に力が集中することにな
って両方のミシン目２が開孔３から切り裂かれることになる。
かくして一枚目のチケットＴ１と二枚目のチケットＴ２とが分断されることになり本装置
は最初の準備状態である帯状チケット１の払い出し準備状態に戻る。
なお一枚目のチケットＴ１を引っ張るとき下の球形ローラ３１の中央部３３は一方向クラ
ッチであるため当該引っ張り力によっては回転しない。
したがって二枚目のチケットＴ２は引っ張り出されることが無い。
【００２５】
また下の球形ローラ３１の枢軸３２はギア６３を介在してウオーム６２と噛み合うためチ
ケットＴ１の引っ張り力でも球形ローラ３１は回転されないことになる。さらに上の鼓形
ローラ２１の枢軸２２にギア６６が取り付けられギア６６，６５，６３列を介在してウオ
ーム６２と噛み合っている。
このためチケットＴ１の引っ張り力があっても同様に鼓形ローラ３１は回転されないこと
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になる。
かくして球形ローラ３１の中央部３３、球形ローラ３１、鼓形ローラ２１がそれぞれチケ
ットＴ１の引っ張り力では回動されない。
【００２６】
加えて上述の種々の手段が働か無い場合てもピン７２の先端がスプリング７３の作用でチ
ケットＴ２が押し上げられている。
このためチケットＴ１に繋がる帯状チケット１が引き出されても開孔３にピン７２が突出
する（図７参照）。
この結果、チケットＴ２はともかくチケットＴ３以降の帯状チケット１は引き出されるこ
とがない。
以上のように帯状チケット１の不正な引き出しが二重にも三重にも防止されることになる
。
【００２７】
したがってギア６６、６５を省略しても良い場合があることは勿論である。
また上下一対になるローラ２１、３１は図２に示されるように接触線のカーブが円の一部
に近いが帯状チケット１の形状紙質によっては接触線のカーブを楕円の一部のように緩や
かにしても良いことは勿論である。
この場合、接触線のカーブが緩やかであるため球形ローラ３１のようなクラッチ式の中央
部３３を形成する必要が無いことは勿論である。
また帯状チケット１の切り欠け４をセンサ５１で検出するようにしたが開孔３を検出する
ようにしても良いことは勿論である。
【００２８】
【発明の効果】
以上のようになる本発明は帯状チケットを幅方向に湾曲し該湾曲を使用して帯状チケット
を分断するため構成が簡素化されると共に形状がコンパクト化され更に重量が軽減される
という大きな効果が得られる。
言い換えると本発明は帯状チケット払い出し装置全体の構造をシンプルにすると共に不正
なチケットの引き出しを確実に防止できるという大きな利点が得られることになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明による一実施例を背面側から見た斜視図である。
【図２】図２は図１を上から見た平面図である。
【図３】図３は図１の背面図である。
【図４】図４は図１を右サイドから見た側面図である。
【図５】図５は図１を左サイドから見た中心部の概略的な断面図である。
【図６】図６は図１を背面から見た概略的な断面図である。
【図７】図７は図１の要部を抜き出して示す概略的な断面図である。
【符号の説明】
１：帯状チケット、
２：ミシン目、
３：開孔、
ローラ手段・・・
２１：鼓形のローラ、
３１：球形のローラ、
３３：中央部、
ピン手段・・・
７１：ソレノイド、
７２：ピン、
７３：スプリング。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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