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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
終端に印字部を備えた正逆双方向搬送可能な処理搬送路に接続され、印字部での処理が終
了した媒体を排出する排出搬送路と、
　第１ゲートを介して排出搬送路に合流する通帳搬送路と、
　第２ゲートを介して排出搬送路に合流する伝票搬送路とを有し、
　処理搬送路の逆方向搬送操作時に第１、第２ゲートの接続先搬送路を排出搬送路に切り
替えて印字部で処理済みの通帳と伝票を排出搬送路に順次送り込む通帳・伝票プリンタ。
【請求項２】
前記通帳搬送路は正逆双方向搬送可能であり、
　かつ、前記第１ゲートは処理搬送路の逆方向搬送操作時に通帳搬送路と排出搬送路のい
ずれかを選択可能な請求項１記載の通帳・伝票プリンタ。
【請求項３】
前記伝票搬送路が正逆双方向搬送可能であり、
　かつ、前記第２ゲートは処理搬送路の逆方向搬送操作時に伝票搬送路と排出搬送路のい
ずれかを選択可能な請求項２記載の通帳・伝票プリンタ。
【請求項４】
机内部に配置され、前記印字部での処理が終了した媒体を机上に設けられたスタッカ部に
搬送する請求項１記載の通帳・伝票プリンタ。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は通帳・伝票プリンタに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
机に印字部、および搬送路を埋め込んだ通帳・伝票プリンタの従来例を図６に示す。この
従来例において、机１１の天板１０の前端面には通帳挿入口１２と伝票挿入口１３が開設
され、各々の挿入口１２、１３から挿入された処理対象媒体は机１１内部に形成された搬
送路１４、１４’を経由して印字部１に搬送され、該印字部１での処理が行われた後、天
板１０の前端面に形成された通帳排出口１２ａ、あるいは伝票排出口１３ａから排出され
る。
【０００３】
しかし、上述した従来例において、机１１内部には各媒体に対応する印字部１が個別に設
けられているために、机１１の容積が大きくなる上に、コストの上昇を招来するという問
題がある。
【０００４】
一方、通帳、および伝票の印字部１を共通化させることは、比較的大型の専用機において
実現されており、図７（ａ）に示す構成を取る。すなわち、この例において、印字部１に
は通帳搬送路６と伝票搬送路８が合流しており、印字部１の排出端に排出用搬送路１４が
接続される。通帳搬送路６の端部に形成された通帳挿入口１２から通帳を挿入し、伝票搬
送路８の伝票挿入口１３から伝票を挿入すると、まず、通帳が印字部１に搬送されて印字
処理され、排出用搬送路１４を経由してスタッカ９に排出され、この後、伝票搬送路８で
待機していた伝票を印字部１まで搬送して印字部１での処理が行われ、スタッカ９に搬送
される。
【０００５】
しかし、上述した従来例においては、媒体３の搬送経路長が長くなるために、処理時間が
長くなるという欠点がある。また、図７（ｂ）に示すように、これをそのまま机１１の中
に組み込もうとすると、机１１の内部での占有容積が大きくなり、例えば規格化された机
には組み込めないという欠点がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、以上の欠点を解消すべくなされたものであって、印字部、あるいはその周辺機
器の共用化をすることにより製造コストを低減させることができ、かつ、小型化が可能な
通帳・伝票プリンタの提供を目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば上記目的は、
終端に印字部１を備えた正逆双方向搬送可能な処理搬送路２に接続され、印字部１での処
理が終了した媒体３を排出する排出搬送路４と、
第１ゲート５を介して排出搬送路４に合流する通帳搬送路６と、
第２ゲート７を介して排出搬送路４に合流する伝票搬送路８とを有し、
処理搬送路２の逆方向搬送操作時に第１、第２ゲート５、７の接続先搬送路を排出搬送路
４に切り替えて印字部１で処理済みの通帳３Ａと伝票３Ｂを排出搬送路４に順次送り込む
通帳・伝票プリンタを提供することにより達成される。
【０００８】
通帳挿入口１２、および伝票挿入口１３に通帳３Ａと伝票３Ｂを各々挿入すると、まず、
いずれか一方が処理搬送路２に搬送され、処理搬送路２は対象媒体３（本明細書において
、通帳３Ａ、および伝票３Ｂの双方、あるいは特定されないいずれか一方を指すときは、
通帳３Ａ、あるいは伝票３Ｂを「媒体３」と呼ぶ。）を印字部１側に搬送し、印字部１で
の処理が行われる。処理搬送路２は媒体３を印字部１側に搬送する（以下、「正方向搬送



(3) JP 4270677 B2 2009.6.3

10

20

30

40

50

」）以外に、処理搬送路２の始端側に搬送する（以下、「逆方向搬送」）ことが可能であ
り、媒体３への印字処理が終了すると、処理搬送路２は逆方向搬送駆動される。処理搬送
路２の逆方向搬送駆動により、第１、第２ゲート５、７は通帳搬送路６、および伝票搬送
路８との接続経路を閉塞するために、印字済み媒体３は、排出搬送路４に送り込まれ、例
えば机上のスタッカ９に排出される。
【０００９】
この後、第１、第２ゲート５、７は初期状態、すなわち、通帳搬送路６、および伝票搬送
路８に排出搬送路４を接続した状態に復帰し、他の媒体３を処理搬送路２に搬送して印字
処理を行い、上述したと同様の手順でスタッカ９に排出する。
【００１０】
したがって本発明において、印字後の媒体３をさらに正搬送方向に搬送してスタッカ９に
搬送する必要がなくなるために、搬送路の占める領域が小さくなり、装置の小型化が可能
になる。とりわけ、通帳３Ａは剛性が高いために、図７に示すように、正方向に送る場合
には、屈曲部での屈曲半径Ｒを大きく取る必要があり、机１１等に組み込む場合には、こ
の部分の占める容積が過大になるが、通帳搬送路６の送り方向に向かって逆方向搬送する
本発明においては、余分のスペースを設けることなく、図５（ｂ）に示すように、屈曲部
に大きな屈曲半径Ｒを設定できるため、装置の小型化にとって格別の効果がある。
【００１１】
また、通帳・伝票プリンタは、通帳搬送路６を正逆双方向搬送可能とし、
かつ、第１ゲート５は処理搬送路２の逆方向搬送操作時に通帳搬送路６と排出搬送路４の
いずれかを選択可能にすることが可能に構成することができる。この場合、通帳３Ａの磁
気ストライプ情報の読み取り操作を行った後、印字部１での処理を行い、さらに、通帳３
Ａを通帳搬送路６に搬送して待機させ、次いで、伝票３Ｂの印字処理を行った後、通帳３
Ａの磁気ストライプ情報の更新（書き込み）を行って該通帳３Ａをスタッカ９に排出する
ことができる。この結果、通帳・伝票プリンタにおける処理を、通帳３Ａの磁気ストライ
プ情報の読み取り、伝票３Ｂへの印字、上記磁気ストライプ情報の更新（書き込み）とい
う手順で行う場合にも、磁気ストライプ書き込み装置を排出搬送路４上に別途配置する必
要がなくなるために、より小型化が可能になる。
【００１２】
加えて、伝票搬送路８が正逆双方向搬送可能であり、
かつ、前記第２ゲート７は処理搬送路２の逆方向搬送操作時に伝票搬送路８と排出搬送路
４のいずれかを選択可能な通帳・伝票プリンタを構成した場合には、印字部１で処理済み
の媒体３を一旦対応する搬送路に搬送して待機させ、他方を印字部１で処理する操作を繰
り返すことができるために、処理の融通性を向上させることができる上に、処理速度も向
上させることが可能になる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
図１、２に机１１の中に組み込まれた机埋め込み式の通帳・伝票プリンタを示す。この実
施の形態において、机１１の天板１０内部には処理搬送路２が形成され、処理搬送路２の
終端部に印字部１が配置される。処理搬送路２は印字部１よりさらに後方側に延長され、
スイッチバック用余長路２ａが形成される。また、処理搬送路２に面して頁めくり装置１
５、およびイメージスキャナ１６が配置され、処理搬送路２に搬送されてきた通帳３Ａの
頁めくり、および伝票３Ｂ、通帳３Ａの印刷情報の読み取りが行われる。
【００１４】
上記処理搬送路２の始端には通帳搬送路６が連結され、通帳搬送路６の始端は天板１０の
前端面に開放されて通帳挿入口１２が形成される。天板１０内には、通帳搬送路６に面し
て磁気ストライプリードライト装置１７が配置され、通帳搬送路６上の通帳３Ａの磁気ス
トライプの読み取り、あるいは書き込みができる。
【００１５】
上記通帳搬送路６と処理搬送路２の連結部には印字部１での処理が終了した媒体３を天板
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１０表面に搬送するための排出搬送路４の始端が連結される。排出搬送路４の終端は机１
１本体の天板１０に開口して媒体排出口１８が形成され、媒体排出口１８の近傍には媒体
排出口１８から排出される媒体３を受けるためのスタッカ９が天板１０表面に形成される
。
【００１６】
また、上記排出搬送路４には伝票搬送路８の終端が連結され、該伝票搬送路８の始端は天
板１０表面に開口して伝票挿入口１３が形成される。
【００１７】
上記処理搬送路２、通帳搬送路６、および排出搬送路４の合流部には第１ゲート５が設け
られる。第１ゲート５は、通帳３Ａが通帳搬送路６を処理搬送路２側に搬送されてきた際
に該通帳３Ａを処理搬送路２側にガイドし、処理搬送路２から通帳搬送路６側に搬送され
てきた通帳３Ａを通帳搬送路６、あるいは排出搬送路４のいずれかにガイドすることがで
きるように構成される。
【００１８】
図３に示すように、この実施の形態において、第１ゲート５は平行な上下ガイドプレート
５ａ、５ｂからなり、処理搬送路２の始端近傍において回転操作可能に軸支される。第１
ゲート５の上下ガイドプレート５ａ、５ｂの回転側端部は通帳搬送路６側に至っており、
第１ゲート５を支軸５ｃ周りに回転駆動することにより、図３（ａ）において実線で示す
通帳搬送路連結位置と、図３（ｂ）において実線で示す排出搬送路連結位置のいずれかに
位置させることができる。図３（ａ）に示すように、第１ゲート５が通帳搬送路連結位置
にある場合には、通帳搬送路６を図３（ａ）において矢印Ａで示す正方向搬送された通帳
３Ａを処理搬送路２に受け渡すことができ、処理搬送路２を逆方向搬送（矢印Ｂ）されて
きた媒体３は、第１ゲート５の位置により、通帳搬送路６、あるいは排出搬送路４のいず
れかに受け渡される。搬送路間での媒体３の受け渡しの際に、媒体３に過度の折れ曲がり
が生じないように、通帳搬送路６と処理搬送路２はほぼ一直線上に配置され、かつ、排出
搬送路４は通帳搬送路６の正方向搬送方向に対して鋭角、すなわち、処理搬送路２の逆方
向搬送方向に対して鈍角をなすように合流する。
【００１９】
さらに、上記排出搬送路４と伝票搬送路８の合流位置には第２ゲート７が配置される。第
２ゲート７は上述した第１ゲート５と同様に上下ガイドプレート７ａ、７ｂを有して支軸
７ｃ周りに回転可能に配置される。第２ゲート７は伝票搬送路８を正方向搬送される伝票
３Ｂを伝票搬送路８連結位置で排出搬送路４に導き、排出搬送路４を媒体３が逆方向搬送
されてきた際に搬送路開放位置に切り替わって媒体３の伝票搬送路８への乗り換えを禁止
する。
【００２０】
図４に示すように、上記各搬送路には媒体３を挟みつけて所定方向に搬送するための搬送
ローラ対１９が配置される。通帳搬送路６は正逆送方向に搬送操作が可能に構成され、通
帳挿入口１２近傍に配置される通帳クランプローラ対１９Ａと、複数の通帳搬送ローラ対
１９Ｂとを備える。通帳クランプローラ対１９Ａは、通帳挿入口１２から挿入された通帳
３Ａの挿入先頭端縁近傍を捕捉し、所定タイミングまで通帳３Ａをクランプして保持する
ことができる。通帳搬送ローラ対１９Ｂは正逆双方向に回転駆動可能であり、通帳３Ａを
処理搬送路２側に搬送し、あるいは、処理搬送路２から受け渡された通帳３Ａを通帳挿入
口１２側に搬送することができる。この通帳搬送ローラ対１９Ｂは上記通帳クランプロー
ラ対１９Ａとは独立に駆動することができ、通帳クランプローラ対１９Ａにより通帳３Ａ
を捕捉した状態で通帳搬送路６内の他の通帳３Ａを正逆双方に搬送することができる。
【００２１】
処理搬送路２は正逆双方向に回転駆動可能な複数の処理用搬送ローラ対１９Ｃを有し、媒
体３を印字部１側に搬送し、あるいは印字済みの媒体３を始端側に逆方向搬送することが
できる。
【００２２】
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排出搬送路４は、中継搬送ローラ対１９Ｄと、排出搬送ローラ対１９Ｅとを有する。中継
搬送ローラ対１９Ｄは伝票搬送路８との合流部に配置され、正逆送方向に回転駆動するこ
とができる。排出搬送ローラ対１９Ｅは上記中継搬送ローラ対１９Ｄに対して独立して正
逆双方向搬送駆動が可能であり、さらに、停止させて伝票３Ｂを捕捉しておくことができ
る。
【００２３】
伝票搬送路８は正方向駆動、および伝票３Ｂのクランプが可能な伝票搬送ローラ対１９Ｆ
を有し、伝票挿入口１３に挿入された伝票３Ｂを所定位置でクランプし、あるいは排出搬
送路４側に搬送することができる。
【００２４】
次に、以上のように構成される通帳・伝票プリンタの動作を説明する。まず、オペレータ
により通帳挿入口１２に通帳３Ａが、伝票挿入口１３に伝票３Ｂが挿入されると、通帳ク
ランプローラ対１９Ａ、および伝票搬送ローラ対１９Ｆが正方向に駆動されて媒体３を対
応する搬送路内に吸入する。各搬送路内に処理中の媒体３がある際には、当該媒体３の処
理が終了してスタックに排出されるまで、図４（ａ）において破線で示すように、通帳ク
ランプローラ対１９Ａ、および伝票搬送ローラ対１９Ｆは媒体３を搬送路に捕捉する。
【００２５】
処理中の媒体３がない場合には、まず通帳３Ａが通帳搬送ローラ対１９Ｂにより磁気スト
ライプリード・ライト装置１７まで正方向搬送されて通帳３Ａの磁気ストライプ情報の読
み取りが行われ、さらに、処理搬送路２側に搬送される。このとき、第１ゲート５は通帳
搬送路連結位置にあり、通帳搬送路６を正方向搬送されてきた通帳３Ａは図４（ｂ）にお
いて矢印Ｃで示すように、処理搬送路２に受け渡される。
【００２６】
処理搬送路２に受け渡された通帳３Ａは、正方向搬送操作される処理搬送ローラ対１９に
よりイメージスキャナ１６まで搬送されて通帳３Ａの頁情報等が読み込まれ、印字部１ま
で搬送される。印字部１において必要なら頁めくり装置１５を利用して頁めくりが行われ
、必要な印字処理が行われる。印字処理終了後、処理搬送ローラ対１９は逆方向に回転駆
動されて通帳３Ａを始端側に逆方向搬送し、矢印Ｄで示すように、通帳搬送路６側に開放
された第１ゲート５から通帳搬送路６に受け渡される。このとき、通帳搬送ローラ対１９
Ｂは逆方向駆動されて通帳３Ａを磁気ストライプリード、ライト装置に搬送し、必要なら
ば当該磁気ストライプリード、ライト装置において磁気ストライプ情報の更新（書き込み
）を行う。
【００２７】
通帳３Ａが通帳搬送路６に受け渡されて処理搬送路２が開放されると、第１ゲート５は排
出搬送路連結位置に移動するとともに、伝票搬送ローラ対１９Ｆと中継ローラ対１９Ｄが
正方向駆動され、クランプ中の伝票３Ｂを伝票搬送路８内に吸引する。このとき、第２ゲ
ート７は伝票搬送路８連結位置に位置しており、正方向搬送された伝票３Ｂは図５（ａ）
に示すように、第２ゲート７、第１ゲート５を経由して処理搬送路２に受け渡される。伝
票３Ｂを受け取った処理搬送路２は、上述した通帳３Ａに対する処理と同様の手順で印字
処理を行った後、再び通帳３Ａを始端側に逆方向搬送し、第１ゲート５を経由して排出搬
送路４に受け渡す。この状態で第２ゲート７は搬送路開放位置に移動し、かつ、中継ロー
ラ対１９Ｄ、および排出搬送ローラ対１９Ｅは逆方向駆動されており、伝票３Ｂは第２ゲ
ート７を経由して排出搬送ローラ対１９Ｅに受け渡された後、スタッカ９に排出される。
【００２８】
伝票３Ｂが排出搬送路４に受け渡されて処理搬送路２が開放されると、第１ゲート５の切
り替えが行われるとともに、通帳搬送ローラ対１９Ｂが正方向駆動されて磁気ストライプ
リード・ライト装置１７近傍で待機していた通帳３Ａを処理搬送路２に導き、該処理搬送
路２でスイッチバック動作した後、処理搬送路２から排出搬送路４に引き継がれた後、ス
タッカ９に排出される。
【００２９】
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なお、以上の説明においては、通帳３Ａ、および伝票３Ｂに対する１回の印字処理で作業
が終了する場合を例にとって説明したが、伝票３Ｂと通帳３Ａに対する交互の印字処理が
必要な場合には、図５（ｂ）に示すように、伝票搬送路８、および通帳搬送路６が待機路
として利用され、処理搬送路２の開放を確認しながら、交互に媒体３が処理搬送路２に送
り込まれて必要な印字処理が行われる。
【００３０】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、印字部あるいはその周辺機器を共用化
することができるために、製造コストが低減し、かつ装置の小型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を示す図である。
【図２】図１の全体斜視図である。
【図３】ゲートを示す図である。
【図４】通帳の処理手順を示す図である。
【図５】伝票の処理手順を示す図である。
【図６】従来例を示す全体斜視図である。
【図７】図６の搬送路を示す図である。
【符号の説明】
１　　　　印字部
２　　　　処理搬送路
３　　　　媒体
３Ａ　　　通帳
３Ｂ　　　伝票
４　　　　排出搬送路
５　　　　第１ゲート
６　　　　通帳搬送路
７　　　　第２ゲート
８　　　　伝票搬送路
９　　　　スタッカ
１０　　　天板
１１　　　机
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