
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

複数枚のカードを重ねて収納するためのカセット手段（１０）と、このカセット手段の
カード出口を開閉するためのゲート手段（２１）と、このゲート手段の開時の逆操作を防
止するための手段（３７、３９）と、前記ゲート手段の開で此の逆操作防止手段を解除す
るための手段（５３、６２）と、前記ゲート手段の閉時に当該ゲート手段をロックするた
めの手段（５５、６１）と、を備えていることを特徴としたカードのカセット装置。
【請求項２】
　請求項１の記載において、前記ゲート手段がカム手段（３２、３５）によって開閉され
ることを特徴としたカードのカセット装置。
【請求項３】
　請求項２の記載において、前記カム手段がφ形のノブ手段（２６）によって操作される
ことを特徴としたカードのカセット装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は複数枚のカードを積み重ねスタックにして収納するためのカセット装置に関する
。
具体的には本発明はテレホンカードのような磁気カードやＩＣカードなどを収納するため
のカセット装置に関する。
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とくに本発明は販売する多数枚のカードを収納するためのロック可能なカセット装置に関
する。
言い換えると本発明はカードを販売するための自動販売機に好適なカードのカセット装置
に関する。
【０００２】
さらに具体的には本発明は販売するためのカード管理が容易になるロック可能なカセット
装置に関する。
【従来の技術】
自動販売機に使用されるカードの払い出し装置としては種々のものが開発されて来ている
。
たとえば本件出願人による実願昭６３－６０１４７号にはコンパクトなカード送出装置が
記載されている。
なお此のカード送出装置は米国特許４、９９３、５８７号にも開示されている。図８に示
されるように、この装置はカードの積層体３を収容するための立方形の収納室５０を備え
ている。
【０００３】
さらに此の装置はカードの積層体３を支持する支持板４と其の下に設けられた繰り出しロ
ーラ５とを備えている。
なお繰り出しローラ５の上部は支持板４のほぼ中央に開口された大きな窓３８からやや突
出されている。
また大きな窓３８の近くには小さな窓３９が開口されいる。
小さな窓３９からは支持板４の下に配置されたマイクロスイッチのアーム４４がやや突出
されている。
なお此のアーム４４は収納室５０内にカードが無い場合すなわちエンプティであることを
検出する。
【０００４】
そして上記繰り出しローラ５とカードの送出口４０との間には送り出しローラ７が設けら
れている。
この送り出しローラ７は積層体３の最下部から繰り出されたカードを送出口４０に送り出
す。
送り出しローラ７の上にはカードの送り出し方向とは逆方向に回転される逆転ローラ８が
設けられている。
逆転ローラ８は繰り出されたカードを一枚だけ通過させる隙間を有するように設けられて
いる。
なお送り出しローラ７と逆転ローラ８との隙間にカードが詰まった場合には繰り出しロー
ラ５が逆回転される。
【０００５】
そして繰り出しローラ５と連動する逆転ローラ８も反転されることになる。
この結果、上記の隙間におけるカードの詰まり即ちジャムが解消されることになる。
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上述の払い出し装置が自動販売機に設置されている場合、販売カードの枚数
管理が問題になっていた。
言い換えると自動販売機内のカードの販売が正確に行なわれているか否かが常に問題にな
っていた。
具体的には自動販売機によるカードの販売数が正確に把握できないという問題点があった
。
【０００６】
たとえば販売カードを払い出し装置の収容室内に収納するときにカードが紛失するなどの
問題点があった。
また収容室から販売カードが取り出される場合などにカードが零れて紛失するなどの問題
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点もあった。
本発明の目的はカードを販売するための自動販売機に好適なカードのカセット装置を提供
することにある。
言い換えると本発明の目的は販売カードの管理が容易になるロック可能なカセット装置の
提供にある。
とくに本発明の目的は販売する多数枚のカードを収納するカセット装置にセキュリティ機
能を付加することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明 複数枚のカードを重ねて収納するためのカセット手段（１０）と、このカセッ
ト手段のカード出口を開閉するためのゲート手段（２１）と、このゲート手段の開時の逆
操作を防止するための手段（３７、３９）と、前記ゲート手段の開で此の逆操作防止手段
を解除するための手段（５３、６２）と、前記ゲート手段の閉時に当該ゲート手段をロッ
クするための手段（５５、６１）と、を備えていることを特徴としたカードのカセット装
置である。また本発明は、前記ゲート手段がカム手段（３２、３５）によって開閉される
ことを特徴としたカードのカセット装置である。また本発明は、前記カム手段がφ形のノ
ブ手段（２６）によって操作されることを特徴としたカードのカセット装置である。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下に本発明を其の実施の形態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概略的に示す斜面図である。
図２は図１の実施例を分解して示す概略的な斜面図である。
図３は本実施例の要部を分解して示す拡大斜面図である。
図４は本実施例要部のセット状態を示す正面図と斜面図である。
図５は本実施例要部の動作状態を示す正面図と斜面図である。
図６は本実施例要部の開状態を示す正面図と斜面図である。
図７は本実施例の使用状態を概略的に示す側面図である。
【０００９】
本発明による一実施例のカセット装置は図１に示されるように全体がほぼ厚手中型の辞典
形になっている。
多数枚カードの収納室である大きなカセット部１０はブックケースのような形に形成され
ている。
カセット部１０は長方形の底板１３と其の各サイドにそれぞれ起立される大きな矩形のサ
イド板１２を備えている。
さらにカセット部１０は矩形の頂板１４と下に開口を作る前板１５とを備えている（図２
を参照）。
カセット部１０の背部は大きく開口されており此の開口はＬ形の蓋板１６によって開閉自
在になる。
【００１０】
なおＬ形の蓋板１６の下端部は底板１３の後端部に枢着１７されている（図７を参照）。
また各サイド板１２の各前縁の上部ほぼ全体が更に前に突出されて装置部２０が形成され
ている。
一対の突出部１９の間には長方形のゲート板２１と薄箱形のセキュリティ機構２２などが
収納されている。
言い換えるとカセット部１０の前板１５の前にはゲート板２１とセキュリティ機構２２な
どが収納されている。
そして一対の突出部１９にはやや小さなＬ形の蓋板２３が固定されている（図２を参照）
。
【００１１】
この蓋板２３の上部には第一のロック機構２５が配設されている。
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第一ロック機構２５とキー（図示略）によって大きなＬ形の蓋板１６がカセット装置にロ
ックされる。
すなわちロック機構２５のフック２５１が蓋板１６の先端下面にあるループ２４に掛け止
められる（図２を参照）。
蓋板２３の下部には第二のロック機構を構成するφ形のノブ２６が回転自在に配設されて
いる。
φ形ノブ２６はやや長い筒形のシャフト２７の外端部に固定されている（図３を参照）。
【００１２】
シャフト２７はセキュリティ機構２２を構成するやや大きなブラケット板２９に回転自在
に貫通されている。
ブラケット板２９の下部に固定されるＵ型の小さなブラケット３１などでシャフト２７が
取り付けられている。
シャフト２７の内端にはやや大きなほぼ９字形のカム板３２が固定されている。そしてカ
ム板３２のほぼ中央には円弧形のカム溝が形成されている。
このカム溝は右サイドの円部３Ｒと左サイドの弧部３Ｌとによって形成されている。
【００１３】
このカム溝３Ｒと３Ｌ内にはゲート板２１のほぼ中央に突出されたピン軸３５（図２を参
照）がスライド自在に貫入される。
また９字形カム板３２の外周囲下部にはフック部３６が形成されている。
またカム板３２の外周囲上部にはラチェット部３７が形成されている。
このラチェット部３７と噛み合い自在な細長い爪棒３９がブラケット板２９に回転自在に
取り付けられる。
爪棒３９は円柱形のスペイサ５１などを介在してブラケット板２９の左中央部に取り付け
られる。
スペイサ５１にはコイルバネ５２が外装されており爪棒３９はラチェット部３７に押し付
けられる。
【００１４】
図３右下部に示されるほぼＴ形の横向きになる５３はセキュリティ・ロック用のピン体で
ある。
ピン体５３中央の横向きの長いピン軸５５がブラケット板２９上部のフランジ５４にスラ
イド自在に貫通される（図３を参照）。
そして一対になるフランジ５４の間のピン軸５５に螺旋のスプリング５６が外装されてい
る。
なおピン軸５５の先端部には直径が小になるピン５７が形成されている。
またピン体５３の下端部は屈曲されて突部５９に形成されている。
加えて矩形のゲート板２１の左上部が起立されて其の起立片６０に鍵穴６１が形成されて
いる（図２を参照）。
【００１５】
なお図示を省略したが此の鍵穴６１下部の直径小な孔にはピン５７が挿入自在になる。
また図示を省略したが此の鍵穴６１上部の直径大な孔にはピン軸５５が挿入自在になる。
図２中央上部に示される小さなＬ形の６２はストッパである。
このストッパ６２は其の長孔を介在してネジにより前板１５左部に上下方向スライド自在
に配設される。
なお此のストッパ６２とブラケット板２９との間にはスプリング６３が配設されている。
【００１６】
　したがってストッパ６２は下方向すなわちカム板３２の方向に引っ張られることになる
。

上述の構成からなる本実施例は例えば管理者がカセット装置内に多数枚のカードを積み
上げる。すなわち大きなＬ形の蓋板１６を回転してカセット部１０を開口し底板１３上に
カードを積み上げる（図２を参照）。つぎに管理者は先ずφ形のノブ２６を回転して図１
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R>１のように水平にする。そして装置部２０の上開口からＴ形ピン体５３の頂部をスプリ
ング５６に抗して右方向に移動する（図４を参照）。
【００１７】
このときピン体５３の径小なピン５７が起立片６０の鍵穴６１内に没入される。同時にス
プリング６３の作用によってストッパ６２が下がる。
この結果、鍵穴６１の上部すなわち径大部はストッパ６２によって塞がれる。
かくして鍵穴６１の径大部内の径小なピン５７はストッパ６２によってストップされるこ
とになる。
上述の状態においてＬ形の蓋板１６を回転してカセット部１０の大きな開口と装置部２０
の上開口を閉じる（図１を参照）。
こののち図示省略のキーを第一のロック機構２５に差し込んでカセット装置をロックする
。
【００１８】
なお此のキーは管理者が保管することは勿論である。
ロックされたカセット装置は例えばオペレータによって運ばれ自動販売機のカード払い出
し装置３０にセットされる（図７を参照）。
なお此のカード払い出し装置３０は図８において説明された従来例の装置が改良されたも
のである。
具体的には払い出し装置３０の両サイドを構成する左右のサイド板９の前上部がＵ形のロ
ック板７で囲まれている。
そして上述のカセット装置は払い出し装置３０の一対になるサイド板９の間にセットされ
る。
【００１９】
そしてロック板７の中央下部に形成された横向きφ形のロック孔６にノブ２６が挿入され
る（図４のＡを参照）。
このとき底板１３中央の大きな孔ＬＨ（図２を参照）は図８の大きな窓３８に連通される
。
さらに底板１３サイドの小さな孔ＳＨ（図２を参照）は図８の小さな窓３９に連通される
。
φ形ロック孔６にノブ２６を挿入したのちφ形ノブ２６を右方向に約４５度回転する（図
５を参照）。
このときカセット装置を装置３０から外すためにノブ２６を左方向に回転しようとしても
回転できない。
【００２０】
ノブ２６を左方向に回転しようとしても爪棒３９がラチェット部３７に食い込むためであ
る。
したがってカセット装置を払い出し装置３０から外そうとしてもロック孔６からノブ２６
が抜けないことになる。
なお上述のときカム板３２のフック部３６はＬ形蓋板２３の底にある細孔２８（図２を参
照）に食い込んでいる。
また同時にカム板３２のフック部３６はロック板７下部の細孔５（図６を参照）にも食い
込むことになる。
φ形ノブ２６を更に右方向に約４５度回転して図６に示されるようにノブ２６の方向を垂
直にする。
【００２１】
このときカム溝の弧部３Ｌによってピン軸３５が押し上げられてゲート板２１が少し上昇
される。
この結果、ゲート板２１の下縁と底板１３との間にカードの出口３が形成されることにな
る（図６を参照）。
一方、ゲート板２１の鍵穴６１近くの肩部Ｓ（図２を参照）がスプリング６３に抗してス
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トッパ６２を押し上げる。
かくしてストッパ６２によって止められていた鍵穴６１内の径小なピン５７が自由になる
。
なお図６の状態においては径小なピン５７は移動した鍵穴６１の下部すなわち径小部を貫
通している。
【００２２】
径小なピン５７が自由になるとスプリング５６によってピン体５３が左方向に移動される
（図６のＡを参照）。
したがってピン体５３の突部５９が爪棒３９をスプリング５２に抗して押し上げることに
なる。
この結果、爪棒３９がラチェット部３７から離れるためカム板３２すなわちノブ２６は自
由に回転され得る。
上述の状態においてカセット部１０内のカードは払い出し装置３０によって出口３から払
い出される。
たとえばカードＣ（図７を参照）が無くなるとカセット装置は自動販売機のカード払い出
し装置３０から外される。
【００２３】
カセット装置を払い出し装置３０から取り外す場合には先ずφ形ノブ２６を左方向に約４
５度回転する。
なお爪棒３９がピン体５３の突部５９により押し上げられているためノブ２６は自由に回
転する。
φ形のノブ２６を左方向に回転し始めるとストッパ６２を押し上げていた肩部Ｓ（図２を
参照）が外れる。
したがってストッパ６２は自由になってスプリング６３の作用により径小なピン５７に接
触する。
さらにφ形ノブ２６を左方向に回転するとカム溝の弧部３Ｌによってピン軸３５が押し下
げられる（図５を参照）。
【００２４】
この結果、ゲート板２１が少し下降されることになってカードの出口３が閉じられる。
ほぼ同時に下降するゲート板２１の鍵穴６１の上部すなわち径大部に径大なピン軸５５が
填り込む。
かくして径大なピン軸５５がスプリング５６によって鍵穴６１の径大部に填り込むためロ
ックが強固になる。
すなわちゲート板２１は鍵穴６１とピン軸５５とによってセキュリティ・ロックされるこ
とになる。
言い換えるとノブ２６を強く回転してもカセット装置のカード出口３は開かないことにな
る。
【００２５】
一方、爪棒３９はピン体５３の突部５９により押し上げられているためノブ２６は自由に
回転され得る。
したがってφ形ノブ２６が更に左方向に約４５度回転されるとカセット装置は装置３０か
ら取り外すことが出来る。
すなわちφ形ノブ２６が水平になるため装置３０のロック板７からカセット装置を取り外
すことが出来る（図４を参照）。
なお前記したが図４の状態にあるカセット装置を運ぶときにノブ２６を右回転し始めると
元の状態には戻らない。
図５に示されるようにノブ２６を左方向に回転しようとしても爪棒３９がラチェット部３
７に食い込むためである。
【００２６】
したがって此の状態ではカード払い出し装置３０のロック板７にはセット出来ないことに
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なる。
図４の状態において一度ノブ２６を右回転すると図６の右９０度まで回転せざるを得ない
。
ノブ２６が自由に回転できる図６の状態においてノブ２６を左回転すると鍵穴６１に径大
なピン軸５５が填り込む。
言い換えるとゲート板２１は鍵穴６１とピン軸５５とによってセキュリティ・ロックされ
ることになる。
すなわちノブ２６を強く回転してもカセット装置のカード出口３は二度と開かないことに
なる。
【００２７】
以上のように払い出し装置にカードをセットする時にカードが紛失するという問題点は解
消できることになる。
また払い出し装置からカードを取り出す場合などにカードが紛失するという問題点も解消
できることになる。
なお本実施例では矩形のゲート板２１下端の各角を下に突出している。
これら角部２１Ｃは底板１３の小さい孔１３Ｈ（図２を参照）内にそれぞれ食い込むよう
に形成されている。
角部２１Ｃを形成すると出口３における複数カードの詰まり即ちジャムが無くなり払い出
しがスムーズになる。
【００２８】
また角部２１Ｃを小孔１３Ｈ内に食い込ませることによってカードの不正な抜き出しが防
止される。
また底板１３上にカードを積み上げスプリング（図示略）を介在して蓋板１６を閉じても
良いことは勿論である。
カード押さえ用のスプリングをカセット部１０内に配置するとカセット装置の配置が自由
になる。
具体的にはカセット装置を横向きに或いは上下を逆に配置してもカードの送り出しが出来
ることになる。
【発明の効果】
【００２９】
以上のように本発明はカード払い出し機の収容部を独立のカセット装置にしたから販売カ
ードの管理が容易になる利点がある。
とくに本発明は複数種類のカードをカード毎に独立のカセット装置にすると自動販売機に
好適なシステムになる。
加えてカセット装置にセキュリティ機構を採用するとカードの紛失を未然に防止できると
いう大きな効果が得られる。
言い換えるとカセット装置にセキュリティ・ロックを採用するとカード群を正確に管理で
きるという大きな効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は本発明による一実施例を概略的に示す斜面図である。
【図２】　図２は図１の実施例を分解して示す概略的な斜面図である。
【図３】　図３は本実施例の要部を分解して示す拡大斜面図である。
【図４】　図４は本実施例要部のセット状態を示す正面図と斜面図である。
【図５】　図５は本実施例要部の動作状態を示す正面図と斜面図である。
【図６】　図６は本実施例要部の開状態を示す正面図と斜面図である。
【図７】　図７は本実施例の使用状態を概略的に示す側面図である。
【図８】　図８は従来例を示す斜面図である。
【符号の説明】
Ｃ：カード、
カセット手段・・・
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３：カードの出口、
１０：カセット部、
ゲート手段・・・
２１：ゲート板、
Ｓ：肩、
逆操作防止手段・・・
３７：ラチェット部、
３９：爪棒、
解除手段・・・
５３：ピン体、
６２：ストッパ、
ロック手段・・・
５５：ピン軸、
６１：鍵穴、
カム手段・・・
３２：カム板、
３５：ピン軸、
ノブ手段・・・
２６：ノブ、
２７：シャフト。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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