
JP 5253333 B2 2013.7.31

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）装置本体と、
（ｂ）該装置本体の前面に開閉可能に取り付けられる前面パネルと、
（ｃ）前記装置本体内に取り付けられ、該装置本体の後面から取り外し可能なユニットと
を有する自動取引装置であって、
（ｄ）前記装置本体と前面パネルとユニットとは、同一の固定シャフトによって相互に固
定されることを特徴とする自動取引装置。
【請求項２】
前記ユニットは、その前面に配設されたユニット側開口を備え、
前記前面パネルは、前記ユニット側開口に対応するパネル側開口を備え、
前記装置本体と前面パネルとユニットとが前記固定シャフトによって相互に固定されると
、前記ユニット側開口とパネル側開口とが位置決めされる請求項１に記載の自動取引装置
。
【請求項３】
前記前面パネルには貫通孔を備えるパネル用軸受部材が固定され、
前記ユニットには貫通孔を備えるユニット用軸受部材が固定され、
前記装置本体には貫通孔を備える装置本体用軸受部材が固定され、
前記パネル用軸受部材、ユニット用軸受部材及び装置本体用軸受部材の貫通孔に前記固定
シャフトが挿通される請求項１又は２に記載の自動取引装置。
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【請求項４】
前記パネル用軸受部材の貫通孔には雌ねじ部が形成され、前記固定シャフトの先端部に形
成された雄ねじ部が前記雌ねじ部に螺合する請求項３に記載の自動取引装置。
【請求項５】
前記装置本体の後面に開閉可能に取り付けられる後面扉を更に有し、
該後面扉は、前記固定シャフトが固定されないと閉止不能である請求項１～４のいずれか
１項に記載の自動取引装置。
【請求項６】
前記後面扉が閉止しないと運用不能である請求項５に記載の自動取引装置。
【請求項７】
前記固定シャフトは後端に固定部を備え、該固定部が前記装置本体又はユニットに固定さ
れると前記固定シャフトが回転不能となる請求項１～６のいずれか１項に記載の自動取引
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動取引装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、銀行、信用金庫等の金融機関の支店、コンビニエンスストア、スーパーマーケッ
ト、デパート等の商店の店舗等には、ＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａ
ｃｈｉｎｅ：現金自動預払機）、ＣＤ（Ｃａｓｈ　Ｄｉｓｐｅｎｓｅｒ：現金自動支払機
）等の自動取引装置が設置されている。そして、利用者は前記自動取引装置を自分で操作
して、入金、出金、振込、振替等の金融取引を行うようになっている。
【０００３】
　ところで、海外では、自動取引装置を店舗等の建物の屋内に配設するのみならず、通り
に面した建物の外壁に埋め込むように取り付けること、すなわち、自動取引装置を外壁設
置することがある。外壁設置の場合、自動取引装置の前面であって、タッチパネル、テン
キー、カードスロット、紙幣の入出金口等を含む顧客操作部が配設された部分のみが壁面
に露出し、自動取引装置の後面が建物内に位置するように取り付けられる。そして、外壁
設置された自動取引装置の場合、前面を開くことは物理的に困難であり、また、通りに面
した前面を開いて自動取引装置の内部を視認可能にすることはセキュリティの観点から望
ましくないので、一般的には、後面に配設された後面扉を開いて紙幣等の補充や保守点検
を行うようになっている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　もっとも、タッチパネル等のように前面に実装されている部品の交換、故障調査等の作
業は、後面から行うことが困難であるから、自動取引装置の装置本体の前面に開閉可能な
前面パネルを配設することも行われている。なお、前面パネルの開放、自動取引装置の装
置本体内に取り付けられる各種のユニットの組立、着脱等は、後面扉の開放後に行われる
ことが多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－９４４８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記従来の自動取引装置においては、前面パネルとユニットとの位置合
わせが困難であり、前面パネルとユニットとの位置合わせが不正確であるために故障率が
高くなってしまう。例えば、前面に紙幣が出入りする入出金口が配設された紙幣入出金ユ
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ニットを自動取引装置の装置本体内に取り付ける場合には、前記入出金口の位置が、前面
パネルに配設された紙幣の入出金口の位置と一致するようにする必要がある。しかし、自
動取引装置の装置本体の後面扉を開放して、後方から紙幣入出金ユニットを装置本体内に
取り付ける作業においては、紙幣入出金ユニットの前面の入出金口と前面パネルの入出金
口との位置関係を視認することができず、位置合わせを厳密に行うことが困難である。そ
のため、紙幣入出金ユニットの入出金口と前面パネルの入出金口との間の位置ずれに起因
する紙幣のつまり等が発生しやすく、故障率が高くなってしまう。
【０００７】
　また、前面パネルが開閉可能な自動取引装置の場合、前面パネルを閉じた後のロックを
、後方から操作するロックレバーの係合によって行うようになっているので、係合の完了
を視認することができず、ロックが不完全となることがある。この場合、前面パネルに配
設された入出金口等の開口の位置が、対応するユニットの前面に配設された開口の位置と
ずれてしまい、前述した紙幣のつまりのような媒体つまりが発生し、故障率が高くなって
しまう。
【０００８】
　さらに、自動取引装置の搬送時に振動を受けることによって、前記ロックレバーの係合
部が変形すると、前面パネルに配設された開口の位置が更にずれてしまい、媒体つまりの
発生率が更に高くなり、故障率が更に高くなってしまう。
【０００９】
  本発明は、前記従来の自動取引装置の問題点を解決して、装置本体と、該装置本体の前
面に取り付けられる前面パネルと、前記装置本体内に取り付けられるユニットとを同一の
固定シャフトによって固定することにより、保守、点検等の際に前面パネルとユニットと
の位置合わせを容易、かつ、正確に行うことができ、保守、点検等に要する負荷及び時間
を低減することができ、さらに、媒体つまりの発生を防止して故障率を低減することがで
き、構造が簡素で、ランニングコストが低く、信頼性の高い自動取引装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そのために、本発明の自動取引装置においては、装置本体と、該装置本体の前面に開閉
可能に取り付けられる前面パネルと、前記装置本体内に取り付けられ、該装置本体の後面
から取り外し可能なユニットとを有する自動取引装置であって、前記装置本体と前面パネ
ルとユニットとは、同一の固定シャフトによって相互に固定される。
【００１１】
　本発明の他の自動取引装置においては、さらに、前記ユニットは、その前面に配設され
たユニット側開口を備え、前記前面パネルは、前記ユニット側開口に対応するパネル側開
口を備え、前記装置本体と前面パネルとユニットとが前記固定シャフトによって相互に固
定されると、前記ユニット側開口とパネル側開口とが位置決めされる。
【００１２】
　本発明の更に他の自動取引装置においては、さらに、前記前面パネルには貫通孔（こう
）を備えるパネル用軸受部材が固定され、前記ユニットには貫通孔を備えるユニット用軸
受部材が固定され、前記装置本体には貫通孔を備える装置本体用軸受部材が固定され、前
記パネル用軸受部材、ユニット用軸受部材及び装置本体用軸受部材の貫通孔に前記固定シ
ャフトが挿通される。
【００１３】
　本発明の更に他の自動取引装置においては、さらに、前記パネル用軸受部材の貫通孔に
は雌ねじ部が形成され、前記固定シャフトの先端部に形成された雄ねじ部が前記雌ねじ部
に螺（ら）合する。
【００１４】
　本発明の更に他の自動取引装置においては、さらに、前記装置本体の後面に開閉可能に
取り付けられる後面扉を更に有し、該後面扉は、前記固定シャフトが固定されないと閉止
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不能である。
【００１５】
　本発明の更に他の自動取引装置においては、さらに、前記後面扉が閉止しないと運用不
能である。
【００１６】
　本発明の更に他の自動取引装置においては、さらに、前記固定シャフトは後端に固定部
を備え、該固定部が前記装置本体又はユニットに固定されると前記固定シャフトが回転不
能となる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、自動取引装置においては、装置本体と、該装置本体の前面に取り付け
られる前面パネルと、前記装置本体内に取り付けられるユニットとを同一の固定シャフト
によって固定する。これにより、保守、点検等の際に前面パネルとユニットとの位置合わ
せを容易、かつ、正確に行うことができ、保守、点検等に要する負荷及び時間を低減する
ことができ、さらに、媒体つまりの発生を防止して故障率を低減することができ、構造を
簡素化し、ランニングコストを低減し、信頼性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の内部構造を示す要部平断面図
である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の内部構造を示す要部側断面図
である。
【図４】本発明の第２の実施の形態における自動取引装置の斜視図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態における自動取引装置の内部構造を示す要部平断面図
である。
【図６】本発明の第２の実施の形態における自動取引装置の内部構造を示す要部側断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２０】
　図１は本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の斜視図である。
【００２１】
　図において、１０は、本実施の形態におけるＡＴＭ、ＣＤ等の自動取引装置であり、銀
行、信用金庫等の金融機関の支店等に配設され、利用者が、自分で操作して入金、出金、
通帳記帳、残高照会、振込、振替、送金等の取引、すなわち、金融取引を行うための装置
である。なお、前記自動取引装置１０は、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、
デパート等の商店の店舗、地下街、駅の構内、市役所、病院等の公共施設、工場、事務所
等の私企業、駐車場、道路脇（わき）等の屋外等に配設されていてもよい。
【００２２】
　なお、前記自動取引装置１０は、必ずしも金融取引を行うための装置に限定されるもの
ではなく、例えば、無担保ローン、カードローン等のローン契約を行うために自分で操作
する無人契約端末、チケット予約や商品購入申込みを行うためのショッピング端末、タバ
コや飲料を販売する自動販売機、店舗のレジに配設された代金の精算を行うためのＰＯＳ
（Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｓａｌｅｓ）端末、駅の構内等に配設された鉄道の切符を発券する
ための券売機、空港等に配設された航空機の搭乗券を発券するための発券機等であっても
よい。
【００２３】
　ここでは、説明の都合上、自動取引装置１０が金融取引を行うための装置であって、好
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適には、海外における銀行のような金融機関の支店等の店舗の建物に外壁設置され、紙幣
を用いた金融取引を行うＡＴＭ、ＣＤ等の自動取引装置である場合についてのみ説明する
。
【００２４】
　前記自動取引装置１０は、筐（きょう）体としての装置本体１２と、該装置本体１２の
前面に開閉可能に取り付けられた前面パネル１３と、前記装置本体１２の後面に開閉可能
に取り付けられた後面扉１４とを有する。なお、前記前面パネル１３は、回動軸１８を中
心に回動することによって、開閉する。
【００２５】
　そして、前記前面パネル１３には、操作部１５が配設されている。該操作部１５は、タ
ッチパネルとして機能する表示装置であり、ＣＲＴ、液晶ディスプレイ、ＬＥＤ（Ｌｉｇ
ｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）ディスプレイ等から成り、表示手段としての機能
と入力手段としての機能とを兼ね備え、操作手順その他の情報をイラスト、文字又は文言
によって画面に表示して顧客を誘導するとともに、暗証番号、金額、口座番号、取引の承
認、確認、取消等に対応するキーを表示し、利用者の入力を受け付ける。
【００２６】
　また、前記装置本体１２の内部には、預金、振替、振込すべき紙幣又は出金される紙幣
を、投入又は取り出し可能なユニットとしての紙幣入出金ユニット１７が取り付けられて
いる。さらに、前記前面パネル１３には、パネル側開口として、利用者が紙幣を投入又は
取り出すための入出金口であるパネル側入出金口１６が配設されている。そして、入金取
引の際に利用者がパネル側入出金口１６から紙幣を投入すると、紙幣入出金ユニット１７
は、投入された紙幣を識別し、計数して、内蔵する収納庫内に収納する。また、出金取引
の際には、紙幣入出金ユニット１７は、収納庫から紙幣を繰り出し、計数して、パネル側
入出金口１６から紙幣を排出して利用者に引き渡す。
【００２７】
　なお、前記装置本体１２の内部には、必要に応じ、前記紙幣入出金ユニット１７に加え
て、キャッシュカード等のカードを取り扱い、利用客ＩＤを取得するカード取扱ユニット
、硬貨の投入又は取り出しが可能な硬貨入出金ユニット、預金通帳等の通帳に記帳する通
帳記帳ユニット等の各種のユニットを取り付けることができる。また、同様に、前記前面
パネル１３には、カード取扱ユニット、硬貨入出金ユニット、通帳記帳ユニット等の各種
のユニットに対応して、カードを挿入又は排出するためのカードスロット、硬貨を投入又
は取り出すための硬貨入出金口、通帳を挿入又は排出するための通帳スロット等の各種の
パネル側開口を取り付けることができる。
【００２８】
　本実施の形態においては、説明の都合上、紙幣入出金ユニット１７以外のユニット及び
パネル側入出金口１６以外のパネル側開口については、説明を省略する。
【００２９】
　次に、前記自動取引装置１０の内部構造について詳細に説明する。
【００３０】
　図２は本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の内部構造を示す要部平断面図
、図３は本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の内部構造を示す要部側断面図
である。
【００３１】
　前記紙幣入出金ユニット１７の前面には、ユニット側開口として、紙幣の入出金口であ
るユニット側入出金口２１が配設されている。図３に示されるように、前面パネル１３が
閉じられ、かつ、装置本体１２内への紙幣入出金ユニット１７の取付が完了した状態にお
いては、パネル側入出金口１６とユニット側入出金口２１とは位置が整合しており、すな
わち、位置合わせがされている。したがって、パネル側入出金口１６から投入された紙幣
は、スムーズにユニット側入出金口２１を通過して紙幣入出金ユニット１７内に取り込ま
れ、ユニット側入出金口２１から排出された紙幣は、スムーズにパネル側入出金口１６を
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通過して利用者に引き渡される。この場合、ユニット側入出金口２１の前端と前面パネル
１３の内面、すなわち、パネル側入出金口１６の後端との間隔は、図３において、Ｌで表
される所定値となっている。なお、前記前面パネル１３は、必要に応じて、操作部１５の
交換作業に必要な位置まで、回動軸１８を中心に、回動させることができる。
【００３２】
　そして、２２は、装置本体１２と、前面パネル１３と、紙幣入出金ユニット１７とを固
定する固定シャフトであり、前後方向（図２及び３における左右方向）に延在し、前記装
置本体１２内に配設される。前記固定シャフト２２の先端部には雄ねじ部が形成され、該
雄ねじ部が、前面パネル１３の内側に固定されたパネル用軸受部材２３の貫通孔に形成さ
れた雌ねじ部に螺入される。
【００３３】
　また、紙幣入出金ユニット１７の側面にはユニット用軸受部材２４が固定され、装置本
体１２の内側面には装置本体用軸受部材２５が固定されている。前記ユニット用軸受部材
２４及び装置本体用軸受部材２５には、それぞれ、貫通孔が形成され、固定シャフト２２
は、ユニット用軸受部材２４及び装置本体用軸受部材２５の貫通孔に回転可能に挿通され
る。そして、前記固定シャフト２２の先端部に形成された雄ねじ部をパネル用軸受部材２
３の貫通孔に形成された雌ねじ部に螺入してねじ締めすることによって、前記固定シャフ
ト２２は固定される。
【００３４】
　これにより、紙幣入出金ユニット１７は、装置本体１２内において、図２及び３に示さ
れるような位置に固定される。また、前面パネル１３も装置本体１２に固定される。つま
り、前面パネル１３及び紙幣入出金ユニット１７は、パネル用軸受部材２３、ユニット用
軸受部材２４及び装置本体用軸受部材２５の各貫通孔が同軸上に並ぶような位置に固定さ
れる。
【００３５】
　また、前記固定シャフト２２の後端部には、保守担当者が操作するシャフト操作部とし
てのノブ２６が固定されている。そして、該ノブ２６には、図２に示されるように、固定
部として半径方向に延出する第１固定部２６ａ及び第２固定部２６ｂが一体的に接続され
、前記第１固定部２６ａ及び第２固定部２６ｂは、ビス、ボルト等の固定手段によって、
紙幣入出金ユニット１７の背面及び装置本体用軸受部材２５に、それぞれ、固定されてい
る。これにより、固定シャフト２２は、回転不能となっている。
【００３６】
　なお、前記第１固定部２６ａ及び第２固定部２６ｂの紙幣入出金ユニット１７の背面及
び装置本体用軸受部材２５への固定は、適宜、省略することもできるが、振動等によって
固定シャフト２２が回転する可能性があるときは、第１固定部２６ａ及び第２固定部２６
ｂを紙幣入出金ユニット１７の背面及び装置本体用軸受部材２５へ固定しておくことが望
ましい。
【００３７】
　また、図１に示される例において、後面扉１４は開いた状態となっているが、図２及び
３に示される例において、後面扉１４は閉じた状態となっている。そして、後面扉１４は
、図示されない錠装置を備え、自動取引装置１０の管理者又は該管理者の委託を受けた保
守担当者が所持する鍵（かぎ）等の解錠手段によって施錠及び開錠することができる。
【００３８】
　図２及び３に示される状態は、前面パネル１３が閉じられて固定され、紙幣入出金ユニ
ット１７が装置本体１２内に固定され、固定シャフト２２は回転不能に固定され、後面扉
１４は閉じられて施錠された状態である。
【００３９】
　次に、前記構成の自動取引装置１０の動作について説明する。
【００４０】
　まず、故障等の発生によって、点検、修理、交換等のために紙幣入出金ユニット１７を
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取り外す場合について説明する。
【００４１】
　この場合、まず、保守担当者は、解錠手段によって開錠し、後面扉１４を、図１に示さ
れるように、開放する。続いて、ビス、ボルト等の固定手段を外し、ノブ２６の第１固定
部２６ａ及び第２固定部２６ｂを紙幣入出金ユニット１７の背面及び装置本体用軸受部材
２５から外して、固定シャフト２２を回転可能とする。そして、ノブ２６を操作して固定
シャフト２２を回転させ、該固定シャフト２２の先端部に形成された雄ねじ部とパネル用
軸受部材２３の貫通孔に形成された雌ねじ部との螺合を解除させる。なお、固定シャフト
２２を回転させる方向は、前記雄ねじ部及び雌ねじ部が右ねじである場合には左回り方向
であり、前記雄ねじ部及び雌ねじ部が左ねじである場合には右回り方向である。そして、
前記雄ねじ部と雌ねじ部との螺合を解除するように固定シャフト２２を回転させると、該
固定シャフト２２が後方に移動するので、ノブ２６は、図３において２６ｃで示される位
置にまで移動する。
【００４２】
　このように、前記雄ねじ部と雌ねじ部との螺合を解除すると、固定シャフト２２をパネ
ル用軸受部材２３、ユニット用軸受部材２４及び装置本体用軸受部材２５の貫通孔から引
き抜いて取り外すことができる。そして、固定シャフト２２が取り外されると、紙幣入出
金ユニット１７は、装置本体１２に固定されていない状態となるので、装置本体１２から
後方に引き出して、取り外すことができる。
【００４３】
　また、自動取引装置１０を搬送する場合であって、搬送時に振動を受ける場合には、図
２及び３に示されるように、固定シャフト２２の雄ねじ部をパネル用軸受部材２３の雌ね
じ部に螺合し、さらに、ノブ２６の第１固定部２６ａ及び第２固定部２６ｂを紙幣入出金
ユニット１７の背面及び装置本体用軸受部材２５にビス、ボルト等の固定手段によって固
定することにより、固定シャフト２２を回転不能としておく。これにより、前面パネル１
３及び紙幣入出金ユニット１７が、装置本体１２において強固に固定されるので、自動取
引装置１０が振動を受けても、前面パネル１３及び紙幣入出金ユニット１７の位置がずれ
てしまうことがない。
【００４４】
　さらに、前面パネル１３に配設された操作部１５の点検、修理、交換等を行う場合、保
守担当者は、解錠手段によって開錠し、後面扉１４を、図１に示されるように、開放する
。続いて、ビス、ボルト等の固定手段を外し、ノブ２６の第１固定部２６ａ及び第２固定
部２６ｂを紙幣入出金ユニット１７の背面及び装置本体用軸受部材２５から外して、固定
シャフト２２を回転可能とする。そして、ノブ２６を操作して固定シャフト２２を回転さ
せ、該固定シャフト２２の先端部に形成された雄ねじ部とパネル用軸受部材２３の貫通孔
に形成された雌ねじ部との螺合を解除させ、ノブ２６が２６ｃで示される位置にまで移動
するように、固定シャフト２２を後方に移動させる。続いて、操作部１５の点検、修理、
交換等の作業に必要な位置まで、前面パネル１３を回動軸１８を中心に回動させる。
【００４５】
　なお、固定シャフト２２が固定されておらず、ノブ２６が２６ｃで示される位置にある
状態、すなわち、前面パネル１３及び紙幣入出金ユニット１７が固定されていない状態に
あるときは、後面扉１４とノブ２６とが干渉するので、後面扉１４は閉止不能となり、施
錠することができない。そして、後面扉１４が閉じていないと、図示されない検出手段に
よって検出され、自動取引装置１０が運用状態にならない、すなわち、運用不能となるよ
うに設定されている。
【００４６】
　このように、本実施の形態においては、点検、修理、交換等の際に、前面パネル１３の
パネル側入出金口１６の後端とユニット側入出金口２１の前端との間隔を視認することが
できなくても、固定シャフト２２によって前面パネル１３及び紙幣入出金ユニット１７を
固定すると、前記間隔が自動的に所定値Ｌに設定される。したがって、パネル側入出金口
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１６とユニット側入出金口２１との位置合わせが容易、かつ、確実に行われるので、紙幣
のつまりが発生することがなく、故障率を低減することができる。また、パネル側入出金
口１６とユニット側入出金口２１との位置を確認するために必要な手間と時間とを削減す
ることができる。
【００４７】
　また、固定シャフト２２が固定されていないと、後面扉１４を閉じて施錠することがで
きず、自動取引装置１０が運用状態にならないので、自動取引装置１０の組立不良に起因
する故障率を低減することができる。
【００４８】
　さらに、ノブ２６の第１固定部２６ａ及び第２固定部２６ｂを紙幣入出金ユニット１７
の背面及び装置本体用軸受部材２５に固定することによって、固定シャフト２２を回転不
能とすることができるので、搬送時等に振動を受けても固定シャフト２２が回転してしま
うことがなく、前面パネル１３及び紙幣入出金ユニット１７の位置がずれてしまうことが
ない。したがって、故障率を低減することができる。
【００４９】
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。なお、第１の実施の形態と同じ構
造を有するものについては、同じ符号を付与することによってその説明を省略する。また
、前記第１の実施の形態と同じ動作及び同じ効果についても、その説明を省略する。
【００５０】
　図４は本発明の第２の実施の形態における自動取引装置の斜視図、図５は本発明の第２
の実施の形態における自動取引装置の内部構造を示す要部平断面図、図６は本発明の第２
の実施の形態における自動取引装置の内部構造を示す要部側断面図である。
【００５１】
　本実施の形態における自動取引装置１０は、装置本体１２に対して紙幣入出金ユニット
１７をスライド可能に前後方向に移動させるためのスライドレール装置２８を備える。該
スライドレール装置２８によって、図４に示されるように、紙幣入出金ユニット１７を装
置本体１２にスムーズ、かつ、容易に引き出すことができる。そのため、紙幣入出金ユニ
ット１７の点検、修理、部品交換等の保守を容易に行うことができる。
【００５２】
　また、装置本体１２の内側面には、装置本体用軸受部材２５に加えて、第２装置本体用
軸受部材２７が固定されている。該第２装置本体用軸受部材２７には貫通孔が形成され、
固定シャフト２２は、ユニット用軸受部材２４、装置本体用軸受部材２５及び第２装置本
体用軸受部材２７の貫通孔に回転可能に挿通される。なお、第２装置本体用軸受部材２７
は、パネル用軸受部材２３に近接した位置に配設される。
【００５３】
　その他の点の構成及び動作については、前記第１の実施の形態と同様であるので、説明
を省略する。
【００５４】
　このように、本実施の形態においては、点検、修理、交換等の際に、前面パネル１３の
パネル側入出金口１６の後端とユニット側入出金口２１の前端との間隔を視認することが
できなくても、固定シャフト２２によって前面パネル１３及び紙幣入出金ユニット１７を
固定すると、前記間隔が自動的に所定値Ｌに設定される。したがって、パネル側入出金口
１６とユニット側入出金口２１との位置合わせが容易、かつ、確実に行われるので、紙幣
のつまりが発生することがなく、故障率を低減することができる。また、パネル側入出金
口１６とユニット側入出金口２１との位置を確認するために必要な手間と時間とを削減す
ることができる。
【００５５】
　また、固定シャフト２２が固定されていないと、後面扉１４を閉じて施錠することがで
きず、自動取引装置１０が運用状態にならないので、自動取引装置１０の組立不良に起因
する故障率を低減することができる。
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【００５６】
　さらに、ノブ２６の第１固定部２６ａ及び第２固定部２６ｂを紙幣入出金ユニット１７
の背面及び装置本体用軸受部材２５に固定することによって、固定シャフト２２を回転不
能とすることができるので、搬送時等に振動を受けても固定シャフト２２が回転してしま
うことがなく、前面パネル１３及び紙幣入出金ユニット１７の位置がずれてしまうことが
ない。したがって、故障率を低減することができる。
【００５７】
　さらに、固定シャフト２２によって紙幣入出金ユニット１７を装置本体１２に固定する
ので、スライドレール装置２８で発生する位置ずれを吸収することができる。
【００５８】
  なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種
々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、自動取引装置に適用することができる。
【符号の説明】
【００６０】
１０　　自動取引装置
１２　　装置本体
１３　　前面パネル
１４　　後面扉
１６　　パネル側入出金口
１７　　紙幣入出金ユニット
２１　　ユニット側入出金口
２２　　固定シャフト
２３　　パネル用軸受部材
２４　　ユニット用軸受部材
２５　　装置本体用軸受部材
２６ａ　　第１固定部
２６ｂ　　第２固定部
２７　　第２装置本体用軸受部材
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