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(57)【要約】
【課題】入金処理中にジャムが発生した時、顧客に操作
の負担を強いることがなく、出金処理においてジャムが
発生したときは、現金の利用効率の低下を防止する。
【解決手段】入金処理時において紙幣のジャムが発生し
たとき、搬送路７中の紙幣を一時保留部３に集積してか
ら、該紙幣を例えば紙幣収納部４ａに搬送して収納し、
また出金処理時に紙幣のジャムが発生したときは、搬送
路７中の紙幣を接客部１に集積してから、該紙幣を例え
ば前記現金収納部４ａに搬送して収納する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現金の受入れあるいは現金の出金を行う接客部と、現金の鑑別を行う鑑別部と、現金を
集積して一時保留する一時保留部と、現金を収納する現金収納部と、これら各部の間で現
金を搬送する搬送路とを備えた現金処理装置において、
　現金の搬送中にジャムが発生したとき、前記搬送路中の現金を前記一時保留部と接客部
のいずれかに集積してから、該現金を前記現金収納部に搬送して収納することを特徴とす
る現金処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の現金処理装置において、
　前記現金収納部に対応して現金を検知するセンサを前記現金収納部に対応して設け、
　前記現金収納部に現金を収納する際、前記センサを通過する現金をカウントして、その
カウント値を前記現金収納部の現金の収納枚数に加算することを特徴とする現金処理装置
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金融機関の営業店等に設置される現金自動取引装置に組み込まれる現金処理
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の現金処理装置において搬送中にジャムが発生した紙幣を処理する方法として、例
えば特許文献１に示される技術が提案されている。
　これによると、入金処理において紙幣の搬送中にジャムが発生した場合、紙幣の搬送路
を低速で断続的に逆転して、搬送路中及び一時保留部の紙幣をすべて入出金口に戻し、シ
ャッタを開いて利用者に返却した後、再度その紙幣を利用者により入出金口に投入させて
入金処理する。
【０００３】
　また、出金処理において紙幣の搬送中にジャムが発生した場合は、搬送路中の紙幣をす
べてリジェクト収納部に搬送して収納し、そして入出金口に紙幣が集積されている場合は
、その紙幣もリジェクト収納部に搬送して回収する。
【特許文献１】特開平５－２５４６８６号公報（段落「００２２」～段落「００２６」、
図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の技術においては、入金処理において紙幣の搬送中にジャ
ムが発生した場合、紙幣を顧客に返却して再投入させるため、顧客に操作の負担を強いる
ことになり、出金処理において紙幣の搬送中にジャムが発生した場合は、紙幣収納部から
繰出された紙幣をすべてリジェクト収納部に回収してしまうため、紙幣の利用効率が低下
するという問題がある。
【０００５】
　本発明は、このような問題を解決することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そのため、本発明は、現金の受入れあるいは現金の出金を行う接客部と、現金の鑑別を
行う鑑別部と、現金を集積して一時保留する一時保留部と、現金を収納する現金収納部と
、これら各部の間で現金を搬送する搬送路とを備えた現金処理装置において、現金の搬送
中にジャムが発生したとき、前記搬送路中の現金を前記一時保留部と接客部のいずれかに
集積してから、該現金を前記現金収納部に搬送して収納することを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００７】
　このようにした本発明は、入金処理において現金の搬送中にジャムが発生した場合でも
、顧客に返却して再投入させることなく現金収納部に搬送して収納できるので、顧客に操
作の負担を強いることがなくなり、また出金処理において現金の搬送中にジャムが発生し
た場合は、現金収納部に戻して再度出金できるので、現金の利用効率の低下を防止できる
という効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明による現金処理装置の実施例を説明する。
【実施例】
【０００９】
　図１は実施例の制御系を示すブロック図、図２は実施例の機構部を示す概略側面図で、
ここでは現金自動取引装置における紙幣入出金装置の例を示している。
　まず、図２の構成について説明する。
　図２において1は接客部で、内部に入出金室１ａ及び返却紙幣集積室１ｂを有している
。
【００１０】
　ここで入出金室１ａは、顧客が入金する紙幣（現金）の受入れや顧客に出金する紙幣を
集積する部位であり、また返却紙幣集積室１ｂは、顧客が入金しようとした紙幣のうち後
述する鑑別部で入金不可と鑑別された入金リジェクト紙幣や後述する一時保留部に一旦集
積された後顧客に返却する紙幣を集積する部位で、この返却紙幣集積室１ｂは集積された
紙幣を入出金室１ａに移動させる手段を備えている。
【００１１】
　２は入金や出金の際に紙幣を鑑別して計数する鑑別部、３はこの鑑別部２によって入金
可能な真券と鑑別された紙幣を一時保留する一時保留部で、この一時保留部３は鑑別部２
を挟んで接客部と反対側の位置に設けられている。
　４ａ～４ｄは紙幣を金種別に収納する紙幣収納部（紙幣収納庫）で、機体の下部側に左
右方向に並べて配置されており、４ｅは入金取引時の損券等を収納する紙幣収納部（紙幣
収納庫）で、この紙幣収納部４ｅは紙幣収納部４ｂ～４ｄに比べて上下方向の長さが短い
ものとなっている。
【００１２】
　５は顧客が取忘れた紙幣を取込んで収納する取忘れ紙幣収納部（取忘れ紙幣収納庫）、
６は出金時のリジェクト紙幣を収納するリジェクト収納部（リジェクト紙幣収納庫）で、
この取忘れ紙幣収納部５及びリジェクト収納部６は紙幣収納部４ｅの下側に重ねて配置さ
れている。
　７は紙幣の搬送路で、この搬送路７は、接客部１、鑑別部２、一時保留部３、紙幣収納
部４ａ～４ｅ、取忘れ紙幣収納部５、リジェクト収納部６のそれぞれの間で紙幣を挟持し
て搬送するように設けられている。
【００１３】
　８ａ～８ｌは搬送路７の必要部位に設けられた紙幣検知センサで、紙幣検知センサ８ａ
は入出金室１ａに対応して配置され、紙幣検知センサ８ｂと８ｃは鑑別部２の入口と出口
に対応して配置されている。
　また、紙幣検知センサ８ｄは一時保留部３に、紙幣検知センサ８ｅは返却紙幣集積室１
ｂにそれぞれ対応して配置され、紙幣検知センサ８ｆ～８ｊは紙幣収納部４ａ～４ｅに対
応して配置され、更に紙幣検知センサ８ｋは取忘れ紙幣収納部５に、紙幣検知センサ８ｌ
はリジェクト収納部６にそれぞれ対応して配置されている。
【００１４】
　尚、図示しないが搬送路７の分岐部等には紙幣の搬送方向を切替える切替えブレードが
設けられている。
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　次に図１について説明すると、図において９は紙幣検知センサ８ａ～８ｌを通過した紙
幣の枚数及び紙幣収納部４ａ～４ｅの紙幣収納枚数を記憶するための記憶部、１０は制御
部で、この制御部１０は図示しない制御プログラム記憶部に格納された制御プログラムに
基づいて本紙幣入出金装置全体の動作を制御する機能を有している。
【００１５】
　上述した構成の作用について説明する。
　尚、以下に説明する処理における動作は、前記のように制御プログラムに基づいて制御
部１０により制御される。
　まず、通常の入金取引処理について説明する。
　現金自動取引装置の図示しない操作表示部に表示された取引選択画面で、利用者（例え
ば顧客）が入金取引を選択し、図示しないカードリーダライタにカードを挿入するとカー
ド情報が読取られて図示しないホストコンピュータ（上位装置）に送られる。
【００１６】
　そして、ホストコンピュータから現金自動取引装置に取引を許可する情報が送られてく
ると接客部１のシャッタが開かれ、これにより利用者が入出金室１ａに紙幣を一括して投
入すると前記シャッタが閉じられる。
　その後、図示しない分離繰出し手段により入出金室１ａから紙幣が１枚ずつ分離されて
搬送路７により鑑別部２に搬送され、この鑑別部２で紙幣の正損、金種等の鑑別、及び連
鎖、斜行等の搬送異常の検出が行われる。
【００１７】
　その結果、金種が確定した入金可能な真券と鑑別された紙幣は計数された後、搬送路７
により一時保留部３に搬送され、集積されて一時保留される。
　また、金種不明の紙幣や、搬送異常が検出された紙幣は、入金リジェクト紙幣として搬
送路７により接客部１の返却紙幣集積室１ｂに搬送されて集積される。
　入出金室１ａに投入された紙幣がすべて繰出されて鑑別が終了すると、返却紙幣集積室
１ｂに集積されている入金リジェクト紙幣が入出金室１ａに移され、シャッタが開かれて
紙幣が利用者に返却される。
【００１８】
　そして、一時保留部３に集積されている紙幣の金額が前記操作表示部に表示され、その
金額を見て利用者が確認ボタンを押下すると、一時保留部３に集積されている紙幣が図示
しない分離繰出し手段により繰出されて鑑別部２に搬送され、この鑑別部２で正損、金種
等の鑑別が行われる。
　その結果、正券の紙幣は金種別に紙幣収納部４ａ～４ｄのいずれかに搬送されて収納さ
れ、損券の紙幣は紙幣収納部４ｅに搬送されて収納される。
【００１９】
　その際、紙幣は紙幣収納部４ａ～４ｅに対応して紙幣検知センサ８ｆ～８ｊを通過する
毎に制御部１０によりカウントされ、記憶部９に紙幣収納部ごとの収納枚数として累積記
憶される。
　出金処理の場合は、現金自動取引装置の図示しない操作表示部に表示された取引選択画
面で、利用者が出金取引を選択し、図示しないカードリーダライタにカードを挿入すると
カード情報が読取られる。
【００２０】
　続いて利用者が操作表示部に表示される暗証番号入力画面に従って暗証番号を入力し、
更に操作表示部に表示される金額入力画面に従って出金希望金額を入力すると、これらの
情報が図示しないホストコンピュータ（上位装置）に送られる。
　そして、ホストコンピュータから現金自動取引装置に取引を許可する情報が送られてく
ると、利用者が入力した出金希望金額に対応する紙幣が紙幣収納部４ａ～４ｄのうちの該
当する収納部から図示しない紙幣繰出し手段により繰出され、搬送路７により鑑別部２に
送られる。
【００２１】
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　その際、紙幣は紙幣検知センサ８ｆ～８ｉを通過する毎に制御部１０によりカウントさ
れ、記憶部９に紙幣収納部毎の繰出し枚数として累積記憶枚数から減算される。
　鑑別部２では、送られてきた紙幣の金種等の鑑別、及び連鎖、斜行等の搬送異常の検出
が行われ、その結果、金種不明な紙幣や、搬送異常が検出された紙幣は、出金リジェクト
紙幣として一時集積部２に搬送されて集積される。
【００２２】
　また、鑑別部２で金種が確定した出金可能な紙幣は、搬送路７により入出金室１ａに搬
送されて集積される。
　そして、利用者により金額分の紙幣が入出金部１に集積されるとシャッタが開かれて、
利用者に出金され、利用者が紙幣を取出すとシャッタが閉じられる。
　このとき、利用者が紙幣を取忘れた場合、その取忘れ紙幣は入出金室１ａから鑑別部２
を通り、取忘れ収納部５に搬送されて収納される。
【００２３】
　また、一時集積部２に集積された出金リジェクト紙幣は、リジェクト収納部６に搬送さ
れて収納される。
　以上が入金取引処理及び出金取引処理の通常の手順であるが、次に入金取引処理及び出
金取引処理時において紙幣搬送途中でジャムが発生した場合の処理について説明する。
　図３は入金取引処理においてジャムが発生した場合の処理を示す説明図、図４はこのと
きのセンサ通過紙幣のカウント値を示す図である。
【００２４】
　尚、説明をわかりやすくするため、ここでは入金取引処理において一時保留部３に入金
可能な紙幣として同一金種の紙幣が１０枚集積され、この紙幣を繰出して搬送路７により
紙幣検知センサ８ｄ、８ｃを通過させて鑑別部２で金種鑑別等を行った後、紙幣検知セン
サ８ｂ、８ｆを順に通過する経路で紙幣収納部４ａに搬送して収納する途中でジャムが発
生した場合を例にして、その処理について説明する。
【００２５】
　図３（ａ）に示したように、一時保留部３に集積された１０枚の紙幣のうち、７枚の紙
幣が繰出され、これにより一時保留部３には繰出される寸前のまだ紙幣検知センサ８ｄを
通過していない紙幣を含めて３枚の紙幣がとどまっているものとする。
　また、繰出された７枚のうち３枚の紙幣が紙幣収納部４ａにすでに収納され、残り４枚
が搬送路７中にあってそのうちの２枚が紙幣検知センサ８ｂ、８ｆ間で衝突してジャムが
発生したものとする。
【００２６】
　この場合、図４（ａ）に示したように、一時集積部３に対応する紙幣検知センサ８ｄを
通過した紙幣は７枚、鑑別部２の手前の紙幣検知センサ８ｃを通過した紙幣は６枚、鑑別
部２の後方の紙幣検知センサ８ｂを通過した紙幣は５枚、紙幣収納部４ａに対応する紙幣
検知センサ８ｄを通過した紙幣は３枚として制御部１０によりカウントされ、紙幣検知セ
ンサ８ｄを通過した３枚の紙幣が紙幣収納部４ａに収納された枚数として記憶部９に記憶
される。
【００２７】
　上記の紙幣ジャムの発生は、紙幣が紙幣検知センサ８ｂを通過してから紙幣検知センサ
８ｆに到達するまでの時間を監視することで検出することができる。
　この時間監視は制御部１０により行われ、制御部１０は紙幣が紙幣検知センサ８ｂを通
過してから一定時間経過しても紙幣が紙幣検知センサ８ｆに到達しない場合は、ジャムが
発生したものと判断する。
【００２８】
　紙幣ジャムの発生を検出すると制御部１０は搬送路７を停止させ、紙幣検知センサ８ａ
～８ｌのカウンタ値を「０」にクリアした後、搬送路７を逆方向に駆動し、これにより搬
送路７中の紙幣を紙幣検知センサ８ｂ、８ｃ、８ｄを順に通過する経路で一時保留部３に
送り戻して集積する。
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　この動作によって一時保留部３には７枚の紙幣が集積されるが、その際、制御部１０は
紙幣検知センサ８ｂ、８ｃ、８ｄを通過する紙幣をカウントする。
【００２９】
　この場合、紙幣検知センサ８ｆ、８ｂ間に存在するジャムの紙幣は２枚であるが、衝突
状態のまま搬送された場合、紙幣検知センサ８ｂにより１枚の紙幣として検知される。ま
た、紙幣検知センサ８ｂ、８ｃ間の鑑別部２には１枚の紙幣が存在するので、紙幣検知セ
ンサ８ｃにより検知される紙幣は２枚であり、更に紙幣検知センサ８ｃ、８ｄ間にも紙幣
が１枚存在しているので、紙幣検知センサ８ｄにより検知される紙幣は３枚となる。
【００３０】
　従って、紙幣検知センサ８ｂ、８ｃ、８ｄを通過する紙幣のカウンタ値は、図４（ｂ）
に示した数値となる。
　次に、制御部１０は紙幣検知センサ８ａ～８ｌのカウンタ値を再び「０」にクリアして
、一時保留部３から紙幣を再び繰出し、その紙幣を搬送路７により紙幣検知センサ８ｄ、
８ｃを通過させて鑑別部２で金種鑑別等を行った後、紙幣検知センサ８ｂ、８ｆを順に通
過する経路で紙幣収納部４ａに搬送して収納する。
【００３１】
　その際、制御部１０は紙幣検知センサ８ｄ、８ｃ、８ｂ、８ｆを通過する紙幣をカウン
トする。
　この場合、７枚の紙幣が一時保留部３から繰出されて正常に搬送され、紙幣収納部４ａ
にすべて収納されたものとすると、紙幣検知センサ８ｄ、８ｃ、８ｂ、８ｆはそれぞれ７
枚の紙幣の通過を検知するので、図４（ｃ）に示したようにこれらの紙幣検知センサ８ｄ
、８ｃ、８ｂ、８ｆのカウンタ値は「７」になり、そして紙幣検知センサ８ｆのカウンタ
値から紙幣収納部４ａに今回７枚の紙幣が収納されたことが確認できるので、紙幣収納部
４ａのカウンタ値は既に収納された紙幣の枚数「３」に「７」が加算されて「１０」に更
新される。
【００３２】
　一時保留部３から繰出した入金紙幣を紙幣収納部４ｂ～４ｅに搬送して収納する際に、
搬送途中でジャムが生じた場合も、同様に処理可能である。
　図５は出金取引処理においてジャムが発生した場合の処理を示す説明図、図６はこのと
きのセンサ通過紙幣のカウント値を示す図である。
　尚、説明をわかりやすくするため、ここでは出金取引処理において紙幣収納部４ａから
紙幣を１０枚繰出し、搬送路７により紙幣検知センサ８ｆ、８ｃを通過させて鑑別部２で
金種鑑別等を行った後、紙幣検知センサ８ｂ、８ａを順に通過する経路で接客部１の入出
金室１ａに搬送して集積する途中でジャムが発生した場合を例にして、その処理について
説明する。
【００３３】
　図５（ａ）に示したように紙幣収納部４ａから繰出す１０枚の紙幣のうち８枚が繰出さ
れ、２枚の紙幣が紙幣収納部４ａ内にとどまっているものとする。
　また、繰出された８枚のうち１枚の紙幣が入出金室１ａに集積され、残り７枚が搬送路
７中にあって、そのうちの２枚が紙幣検知センサ８ｂ、８ａ間で衝突してジャムが発生し
たものとし、１枚は紙幣検知センサ８ｃ、８ｂ間、４枚は紙幣検知センサ８ｆ、８ｃ間に
あるものとする。
【００３４】
　この場合、図６（ａ）に示したように、紙幣収納部４ａに対応する紙幣検知センサ８ｆ
を通過した紙幣は８枚、入出金室１ａに対応する紙幣検知センサ８ａを通過した紙幣は１
枚、鑑別部２の手前の紙幣検知センサ８ｃを通過した紙幣は４枚、鑑別部２の後方の紙幣
検知センサ８ｂを通過した紙幣は３枚として制御部１０によりカウントされ、繰出す１０
枚の紙幣のうち８枚が紙幣検知センサ８ｆを通過しているので、２枚の紙幣が紙幣収納部
４ａに収納されている枚数として記憶部９に記憶される。
【００３５】
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　上記の紙幣ジャムの発生は、紙幣が紙幣検知センサ８ｂを通過してから紙幣検知センサ
８ａに到達するまでの時間を監視することで検出することができる。
　この時間監視は制御部１０により行われ、制御部１０は紙幣が紙幣検知センサ８ｂを通
過してから一定時間経過しても紙幣が紙幣検知センサ８ａに到達しない場合は、ジャムが
発生したものと判断する。
【００３６】
　紙幣ジャムの発生を検出すると制御部１０は紙幣収納部４ａからの紙幣の繰出し及び搬
送路７を一旦停止させ、紙幣検知センサ８ａ～８ｌのカウンタ値を「０」にクリアする。
　その後、制御部１０は搬送路７による紙幣の搬送を再開して、搬送路７中の紙幣を入出
金室１ａに搬送して集積する。
　これにより、搬送路７中の紙幣は紙幣検知センサ８ｂ、８ｃ、８ｄを順に通過する経路
で一時保留部３に送り戻して集積する。この動作によって入出金室１ａには８枚の紙幣が
集積されるが、その際、制御部１０は紙幣検知センサ８ｂ、８ｃ、８ｄを通過する紙幣を
カウントする。
【００３７】
　この場合、紙幣検知センサ８ｂ、８ａ間に存在するジャムの紙幣は２枚であるが、衝突
状態のまま搬送された場合、紙幣検知センサ８ａにより１枚の紙幣として検知されるので
、紙幣検知センサ８ａを通過する紙幣は６枚としてカウントされる。
　また、紙幣検知センサ８ｂ、８ｃ間の鑑別部２には１枚の紙幣が存在し、紙幣検知セン
サ８ｃ、８ｆ間には４枚の紙幣が存在するので、紙幣検知センサ８ｂにより検知される紙
幣は５枚、紙幣検知センサ８ｃにより検知される紙幣は４枚となる。
【００３８】
　従って、紙幣検知センサ８ｂ、８ｃ、８ｄを通過する紙幣のカウンタ値は、図６（ｂ）
に示した数値となる。
　次に、制御部１０は紙幣検知センサ８ａ～８ｌのカウンタ値を再び「０」にクリアして
、入出金室１ａから紙幣を繰出し、その紙幣を搬送路７により紙幣検知センサ、８ａ、８
ｂ、鑑別部２、紙幣検知センサ８ｃ、８ｆを順に通過する経路で紙幣収納部４ａに搬送し
て収納する。
【００３９】
　その際、制御部１０は紙幣検知センサ８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｆを通過する紙幣をカウン
トする。
　この場合、８枚の紙幣が入出金室１ａから繰出されて正常に搬送され、紙幣収納部４ａ
にすべて収納されたものとすると、紙幣検知センサ８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｆはそれぞれ８
枚の紙幣の通過を検知するので、図６（ｃ）に示したようにこれらの紙幣検知センサ８ａ
、８ｂ、８ｃ、８ｆのカウンタ値は「８」になり、そして紙幣検知センサ８ｆのカウンタ
値から紙幣収納部４ａに今回８枚の紙幣が収納されたことが確認できるので、紙幣収納部
４ａのカウンタ値は繰出されずに収納されている紙幣の枚数「２」に「８」が加算されて
「１０」に更新される。
【００４０】
　入金紙幣を紙幣収納部４ｂ～４ｄから紙幣を繰出して入出金室１ａに搬送する際に、搬
送途中でジャムが生じた場合も、同様に処理可能である。
　また、入金取引時の取忘れ紙幣を取忘れ収納部５に搬送する際、あるいは出金リジェク
ト紙幣をリジェクト収納部６に搬送する際に紙幣ジャムが発生した場合も、前記入金取引
処理時あるいは出金取引処理時の紙幣ジャム発生の場合と同様に処理することができる。
【００４１】
　以上説明した実施例によれば、入金処理において紙幣の現金の搬送中にジャムが発生し
た場合でも、顧客に返却して再投入させることなく紙幣収納部に搬送して収納できるので
、顧客に操作の負担を強いることがなくなり、また出金処理において紙幣の搬送中にジャ
ムが発生した場合は、紙幣収納部に戻して再度出金できるので、現金の利用効率の低下を
防止できるという効果が得られる。
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【００４２】
　また、紙幣収納部に収納される紙幣を、紙幣収納部に対応した紙幣検知センサを通過す
る毎にカウントし、そのカウント値を紙幣収納枚数に加算するため、紙幣収納部の収納枚
数を確実に把握して管理できるという効果も得られる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】実施例の制御系を示すブロック図である。
【図２】実施例の機構部を示す概略側面図
【図３】入金取引処理においてジャムが発生した場合の処理を示す説明図
【図４】入金ジャム処理時のセンサ通過紙幣のカウント値を示す図
【図５】出金取引処理においてジャムが発生した場合の処理を示す説明図
【図６】出金ジャム処理時のセンサ通過紙幣のカウント値を示す図
【符号の説明】
【００４４】
　１　　接客部
　２　　鑑別部
　３　　一時保留部
　４ａ～４ｅ　紙幣収納部
　７　　搬送路
　８ａ～８ｌ　紙幣検知センサ
　９　　記憶部
　１０　制御部

【図１】
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