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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙葉類に記載された区分情報に基づいて、配達方面毎に設けられた区分指定面によって
設定される区分先のスタッカに前記紙葉類を区分する紙葉類区分機であって、
前記区分指定面によって設定された各スタッカの区分先を表示する区分先表示手段と、
前記区分指定面を変更するとき、前記スタッカに集積される紙葉類をセパレートカードで
区分するためのセパレートカード区分手段と、
このセパレートカード区分手段によってセパレートカード区分中になったかを確認するセ
パレートカード区分中確認手段と、
前記区分指定面変更が初めてであるかを確認する区分指定面変更確認手段と、
前記紙葉類区分機が、稼働中に前記セパレートカード区分中確認手段による確認の結果、
前記セパレートカード区分中で、かつ、前記区分指定面変更確認手段による確認の結果、
初めて区分指定面が変更されたとき、前記スタッカにセパレートカードを挿入するセパレ
ートカード挿入手段と、
このセパレートカード挿入手段によって、挿入されたセパレートカードの挿入結果を確認
するセパレートカード挿入確認手段と、
このセパレートカード挿入手段によって挿入されたセパレートカードの上に、変更された
前記区分指定面によって設定された区分先に基づいて前記紙葉類を集積し、前記区分先表
示手段による前記区分先の表示を前記区分指定面を変更する前の状態に保持する区分指定
面制御手段と
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を有することを特徴とする紙葉類区分機。
【請求項２】
　前記紙葉類区分機は、
前記スタッカに集積された紙葉類の紙札の発行を通知する紙札ランプと、
押下されることにより紙札を発行する紙札スイッチと
をさらに備え、
前記区分指定面を変更するとき、変更前の前記区分指定面によって設定された区分先のス
タッカに集積された前記葉類の紙札を発行するために、前記紙札ランプを点灯し、この紙
札ランプの点灯によって紙札スイッチが押下されたとき、当該紙葉類の紙札を発行する紙
札発行手段と
を有することを特徴とする請求項１記載の紙葉類区分機。
【請求項３】
　前記区分指定面制御手段はさらに、
前記パレートカード区分確認手段による確認の結、前記セパレートカード区分中で、かつ
、前記区分指定面変更確認手段による確認の結果、初めての区分指定面変更でないとき、
区分指定面の変更不可であるメッセージを表示することを特徴とする請求項１記載の紙葉
類区分機。
【請求項４】
　前記区分指定面制御手段はさらに、
前記パレートカード区分確認手段による確認の結、前記セパレートカード区分中で、かつ
、前記区分指定面変更確認手段による確認の結果、初めての区分指定面変更で、さらに、
前記セパレートカード挿入確認手段による確認の結果、セパレートカードが挿入されてい
ないとき、セパレートカード不具合メッセージを表示することを特徴とする請求項１記載
の紙葉類区分機。
【請求項５】
　前記区分指定面制御手段はさらに、
前記区分指定面変更確認手段の結果、初めての区分指定面変更で、かつ、前記セパレート
カード挿入確認手段の結果、セパレートカードが挿入されているとき、前記紙札発行手段
によって、変更前の前記区分指定面によって設定された区分先のスタッカに集積された前
記葉類の紙札を発行することによって、前記セパレートカード区分中状態を解除するセパ
レートカード区分中解除手段を備えたことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の紙葉
類区分機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、葉書や封書などの郵便物の紙葉類に記載されている郵便番号又は住所からな
る区分情報に基づいて、配達方面毎に設けられた区分指定面によって設定される区分先の
スタッカに紙葉類を区分する紙葉類区分機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、紙葉類を区分する装置では、紙葉類に記載されている住所、郵便番号などの区
分情報をスキャナ部で読み取り、この読み取った画像データを認識する認識部が用いられ
、その認識結果に基づいて区分口（スタッカ）に区分する紙葉類区分機が知られている。
【０００３】
　この紙葉類区分機において、紙葉類を方面毎に切り替えて使用できるようにするために
複数の区分指定面によって複数のスタッカを管理している。このように管理することによ
って有限の区分口をマルチに使用することができ、有効活用が可能になる。従って、各ス
タッカに配置されたＬＣＤに配達先を表示しているが、上記区分指定面を変更することに
よってこのＬＣＤに表示する配達先の名称も変更になる。
【０００４】
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　上記紙葉類区分機が稼働中に上記区分指定面を変更する場合、既に上記スタッカに集積
されている紙葉類に関する紙札を印刷し、全ての紙葉類を取り出した後に区分指定面を変
更していた。（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００３―１４５０５４号公報（第６－７頁、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記区分指定面変更方法は、上記紙葉類区分機が稼働中に区分指定面を
変更すると、スタッカのＬＣＤ表示と紙札データが変更され、既に集積されている紙葉類
のデータと合わなくなってしまうため、区分指定面を変更する前に紙札の印刷と紙葉類の
取り出しを行わなければならず、人手がかかり、かつ、その間紙葉類区分機を稼働できな
いという問題があった。
【０００６】
　本発明は上記問題を解決するためになされたもので、紙葉類区分機が稼働中に区分指定
面を変更することができる紙葉類区分機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】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の紙葉類区分機は、紙葉類に記載された区分情報に
基づいて、配達方面毎に設けられた区分指定面によって設定される区分先のスタッカに前
記紙葉類を区分する紙葉類区分機であって、前記区分指定面によって設定された各スタッ
カの区分先を表示する区分先表示手段と、前記区分指定面を変更するとき、前記スタッカ
に集積される紙葉類をセパレートカードで区分するためのセパレートカード区分手段と、
このセパレートカード区分手段によってセパレートカード区分中になったかを確認するセ
パレートカード区分中確認手段と、前記区分指定面変更が初めてであるかを確認する区分
指定面変更確認手段と、前記紙葉類区分機が、稼働中に前記セパレートカード区分中確認
手段による確認の結果、前記セパレートカード区分中で、かつ、前記区分指定面変更確認
手段による確認の結果、初めて区分指定面が変更されたとき、前記スタッカにセパレート
カードを挿入するセパレートカード挿入手段と、このセパレートカード挿入手段によって
、挿入されたセパレートカードの挿入結果を確認するセパレートカード挿入確認手段と、
このセパレートカード挿入手段によって挿入されたセパレートカードの上に、変更された
前記区分指定面によって設定された区分先に基づいて前記紙葉類を集積し、前記区分先表
示手段による前記区分先の表示を前記区分指定面を変更する前の状態に保持する区分指定
面制御手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、紙葉類区分機が稼働中に区分指定面を変更することができるので、紙
葉類区分機を停止する必要がなく稼働率を上げることができる紙葉類区分機を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【実施例】
【００１０】
　図１は、本発明の実施例による紙葉類区分機（以下、区分機と称する）の区分指定面変
更を説明するブロック図である。区分機の区分指定面変更機能は、区分機ＰＣ１、区分制
御ＰＣ２、機構制御３の動作によって行われる。
【００１１】
　区分機ＰＣ１は、予め設定された複数の区分指定面データ、この区分指定面データに基
づく各スタッカのＬＣＤ表示データ、及び紙札データを保存している。
【００１２】
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　区分制御ＰＣ２は、区分機全体制御と区分先決定を行う。また、上記区分指定面が変更
された場合、区分機ＰＣ１から該当する区分指定面データ、ＬＣＤ表示データ及び紙札デ
ータを受信し、ＬＣＤ表示データ及び紙札データを機構制御３に送信する。
【００１３】
　機構制御３は、受信したＬＣＤ表示データをスタッカ表示部２１ｂのＬＣＤ（区分先表
示手段）２２に表示すると共に、受信した紙札データを準備しておき、紙札スイッチ／ラ
ンプ２３が押下されたときに該当する紙札データを印刷する。
【００１４】
　図２は、紙葉類区分機のスタッカ集積部（図示しない）を構成する区分部２０（１スタ
ッカ×２段分）の構成図である。区分部２０は、スタッカ部２０ａとスタッカ表示部２０
ｂとから構成される。
【００１５】
　スタッカ部２０ａは、該当スタッカへ集積させるための区分集積ゲート２９と、集積さ
れた紙葉類が倒れないようにするためのバックアッププレート２６と、集積された紙葉類
のプリフル（７５％集積満杯）を検出するためのプリフル検出スイッチ（検知手段）２７
と、フル（１００％集積満杯）を検出するためのフル検出スイッチ（検知手段）２８とを
有して構成されている。
【００１６】
　スタッカ表示部２０ｂは、上記プリフルおよびフル集積を知らせるための満杯ランプ２
１と、集積内容を表示するためのＬＣＤ２２と、紙札を発行するための紙札スイッチ／ラ
ンプ２３（照光式紙札発行スイッチ）とから構成されている。なお、紙札スイッチ／ラン
プ２３は照光式スイッチであり、紙札スイッチ２３と紙札ランプ２３とを有して構成され
る。なお、紙札スイッチ２３と紙札ランプ２３は照光式スイッチであるため以下、同一符
号を用いて説明する。
【００１７】
　図３は、紙葉類区分機が稼働中に従来の方法で区分指定面を変更した場合の区分部２０
に紙葉類が集積された状態を示すイメージ図である。
【００１８】
　最初に区分指定面Ａのときにスタッカ部２０ａに紙葉類ＰＡが集積される。
【００１９】
　次に、区分指定面が区分指定面Ａから区分指定面Ｂに切り替えられた場合、区分制御Ｐ
Ｃ２は、区分指定面Ｂに対応するＬＣＤ表示データ及び紙札データを機構制御部３に送信
する。機構制御部３は、区分制御ＰＣ２から受信したＬＣＤ表示データをスタッカ表示部
２０ｂのＬＣＤ２２に表示し、紙札データに基づいて紙札ランプ２３を表示して操作員に
紙札スイッチ２３の押下を促す。また、区分指定面Ａによる紙葉類ＰＡと区分指定面Ｂに
よる紙葉類ＰＢを区分するためにセパレートカード（仕切板）３０が挿入される。
【００２０】
　次に、区分指定面Ｂで区分された紙葉類ＰＢが集積される。図３は、このようにして集
積された状態である。
【００２１】
　しかしながらこの状態では、ＬＣＤ２２に区分指定面Ｂの区分先が表示され、かつ紙札
スイッチを押下するとＬＣＤ２２に表示されている区分先の紙札が発行されるため、区分
指定面Ａで区分された紙葉類ＰＡの区分データと合わなくなる。
【００２２】
　そこで、本実施例では次に示す改善をおこなった。図４は、本実施例の紙葉類区分機が
稼働中に本発明の方法で区分指定面を変更して使用した場合の区分部２０に紙葉類が集積
された状態を示すイメージ図である。本実施例では、オペレートパネル４から入力を行う
ことによって区分指定面Ａから区分指定面Ｂに変更することができる。このとき、区分指
定面を変更する前に集積した紙葉類ＰＡと、区分指定面を変更した後に集積する紙葉類と
の間にこれらの紙葉類を区分するためにセパレートを挿入するセパレートカード区分モー
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ドが設けられている（セパレートカード区分手段）。
【００２３】
　セパレートカード区分モード中（以下、セパレートカード区分中と称する。）に区分指
定面を変更しても、ＬＣＤ２２の表示と紙札データは区分指定面を変更する前の区分指定
面Ａ状態に保持しておくことにより、切り替えた区分指定面Ｂで紙葉類の区分作業をやり
ながら、既に集積された区分指定面Ａの紙札を印刷して区分指定面Ａの紙葉類ＰＡを取り
出せるようにした。
【００２４】
　次に、図５を参照して本実施例の区分指定面変更処理のフローチャートを説明する。
【００２５】
　最初に、区分制御ＰＣ２は、区分指定面変更時、セパレートカード区分中であるかチェ
ックする(セパレートカード区分中確認手段、Ｓ１)。
【００２６】
　このセパレートカード区分中確認手段による確認の結果、セパレートカード区分中でな
い場合は、従来通り区分機ＰＣ１からＬＣＤ表示データと紙札データを受信し、機構制御
３に送信し、区分機ＰＣ１から区分指定面データを受信し、区分指定面変更処理を終了す
る（Ｓ６、Ｓ７）。
【００２７】
　セパレートカード区分中の場合は、セパレート区分モードになってから初めての区分指
定面変更かをチェックする（区分指定面変更確認手段、Ｓ２）。この区分指定面変更確認
手段による確認の結果、初めての区分指定面変更でない場合、区分指定面変更できない旨
のメッセージ「セパレートカード区分中に複数の区分指定面変更はできない」をオペレー
トパネル４に表示して終了する(Ｓ３)。
【００２８】
　初めての区分指定面変更の場合、セパレートカード挿入手段（図示しない）によってセ
パレートカードを挿入し、現在までに全てのスタッカにセパレートカードが挿入されたか
をチェックする(セパレートカード挿入確認手段、Ｓ４)。このセパレートカード挿入確認
手段の確認の結果、全てのスタッカにセパレートカードが挿入されていない場合は、その
旨のメッセージ「セパレートカードが全て挿入されていません」をオペレートパネル４に
表示して終了する(Ｓ５)。
【００２９】
　全てのスタッカにセパレートカードが挿入されていた場合は、区分機ＰＣ１から区分指
定面データを受信し機構制御３に送信する(Ｓ７)。
【００３０】
　機構制御部３は、区分制御ＰＣ２から受信した区分指定面Ａのときの該当するスタッカ
の紙札データに基づいて紙札ランプ２３を表示して操作員に紙札スイッチ２３の押下を促
す（Ｓ８）。また、区分指定面Ａによる紙葉類ＰＡと区分指定面Ｂによる紙葉類ＰＢを区
分するためにセパレートカード（仕切板）３０が挿入される（セパレートカード挿入手段
）。
【００３１】
　次に、区分指定面Ｂで区分された紙葉類ＰＢが集積される。この集積中に操作員によっ
て紙札スイッチ２３が押下されると機構制御３は、紙札プリンタ５に上記区分指定面Ａの
ときの該当するスタッカの紙札データを送信する。紙札プリンタ５は、受信した紙札デー
タを印字した紙札を発行する（紙札発行手段、Ｓ９）。以上で区分指定面変更処理を終了
する。
【００３２】
　次に、図６を参照して本実施例のセパレートカード区分中解除処理のフローチャートを
、図４に示す例について説明する。すなわち、最初に区分指定面Ａの処理を行い、次にセ
パレートカード区分中に設定して、区分指定面Ｂの処理を行い、次にセパレートカード区
分中解除を行う場合について説明する。
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【００３３】
　セパレートカード区分が終了した場合は、図４に示す区分指定面ＡのＬＣＤ表示データ
と紙札データを、現在選択されている区分指定面Ｂのデータに変更する必要がある。そこ
で区分制御ＰＣ２は、区分機ＰＣ１から現在選択されている区分指定面ＢのＬＣＤ表示デ
ータと紙札データを受信し、機構制御３に送信する（Ｓ１０）。
【００３４】
　機構制御３は、受信したＬＣＤ表示データをＬＣＤ２２に表示し、紙札ランプ２３を表
示して操作員に注意を喚起する（Ｓ１１）。操作員によって紙札スイッチ２３が押下され
ると、機構制御３は、紙札プリンタ５に紙札データを送信する。送信された紙札データは
紙札プリンタ５によって紙札が発行される（Ｓ１２）。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施例による紙葉類区分機の区分指定面変更を説明するブロック図。
【図２】紙葉類区分機の区分部の構成図。
【図３】紙葉類区分機が稼働中に従来の方法で区分指定面を変更した場合の区分部に紙葉
類が集積された状態を示す図。
【図４】紙葉類区分機が稼働中に本発明の方法で区分指定面を変更した場合の区分部に紙
葉類が集積された状態を示す図。
【図５】区分指定面変更処理のフローチャート。
【図６】セパレートカード区分解除処理のフローチャート。
【符号の説明】
【００３６】
１　区分機ＰＣ
２　区分制御ＰＣ
３　機構制御
５　紙札プリンタ
２０　区分部
２０ａ　スタッカ
２０ｂ　スタッカ表示部
２１　満杯ランプ
２２　ＬＣＤ
２３　紙札スイッチ／ランプ
３０　セパレートカード
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