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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入出金口に対して挿抜可能で一定枚数の紙幣の収納が可能な紙幣カセットと、
　前記入出金口に隣接して設けられ、紙幣を一括して搬送する搬送路と、
　該搬送路により搬送されてくる紙幣を１枚ずつ分離すると共に、紙幣を鑑別する鑑別部
から１枚ずつ搬送されてくる紙幣を前記搬送路に集積する分離取込み部を有し、
　前記紙幣カセットは、開閉可能なカバーと、該カバーに設けられたスライド可能な摘み
と、紙幣をセットするトレイを備え、前記摘みは前記カバーを閉じると前記トレイに係合
し、前記摘みのスライドによりトレイを移動させて紙幣を装置内に挿入するものとし、
　紙幣補充時に、前記入出金口に挿入された紙幣カセットから装置内に一括して送り込ま
れる紙幣を前記搬送路により分離取込み部に一括搬送して、前記分離取込み部で１枚ずつ
分離し、紙幣鑑別部で金種鑑別を行って金種別収納庫に収納させることを特徴とする紙幣
入出金装置。
【請求項２】
　入出金口に対して挿抜可能で一定枚数の紙幣の収納が可能な紙幣カセットと、
　前記入出金口に隣接して設けられ、紙幣を一括して搬送する搬送路と、
　該搬送路により搬送されてくる紙幣を１枚ずつ分離すると共に、紙幣を鑑別する鑑別部
から１枚ずつ搬送されてくる紙幣を前記搬送路に集積する分離取込み部を有し、
　前記入出金口に紙幣カセットの挿入をガイドするガイド溝を設けると共に、前記紙幣カ
セットの挿入により装置内に退避でき、前記紙幣カセットをセットしないときは前記入出
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金口に突出して入出金紙幣をガイドする可動ガイドを備え、
　紙幣補充時に、前記入出金口に挿入された紙幣カセットから装置内に一括して送り込ま
れる紙幣を前記搬送路により分離取込み部に一括搬送して、前記分離取込み部で１枚ずつ
分離し、紙幣鑑別部で金種鑑別を行って金種別収納庫に収納させることを特徴とする紙幣
入出金装置。
【請求項３】
　入出金口に対して挿抜可能で一定枚数の紙幣の収納が可能な紙幣カセットと、
　前記入出金口に隣接して設けられ、紙幣を一括して搬送する搬送路と、
　該搬送路により搬送されてくる紙幣を１枚ずつ分離すると共に、紙幣を鑑別する鑑別部
から１枚ずつ搬送されてくる紙幣を前記搬送路に集積する分離取込み部を有し、
　装置側から紙幣を紙幣カセット内に押し込んで収納させる押し込み部材を前記搬送路に
備え、
　紙幣補充時に、前記入出金口に挿入された紙幣カセットから装置内に一括して送り込ま
れる紙幣を前記搬送路により分離取込み部に一括搬送して、前記分離取込み部で１枚ずつ
分離し、紙幣鑑別部で金種鑑別を行って金種別収納庫に収納させることを特徴とする紙幣
入出金装置。
【請求項４】
　入出金口に対して挿抜可能で一定枚数の紙幣の収納が可能な紙幣カセットと、
　前記入出金口に隣接して設けられ、紙幣を一括して搬送する搬送路と、
　該搬送路により搬送されてくる紙幣を１枚ずつ分離すると共に、紙幣を鑑別する鑑別部
から１枚ずつ搬送されてくる紙幣を前記搬送路に集積する分離取込み部を有し、
　前記紙幣カセットは、開閉可能なカバーと、該カバーに設けられたスライド可能な摘み
と、紙幣をセットするトレイを備え、前記摘みは前記カバーを閉じると前記トレイに係合
し、前記摘みのスライドによりトレイを移動させて紙幣を装置内に挿入するものとし、
　紙幣回収時に、前記紙幣カセットを入出金口に挿入し、金種別収納庫から繰り出した紙
幣を前記鑑別部で金種鑑別した後、前記分離取込み部により前記搬送路に集積して、集積
した紙幣を前記搬送路により前記入出金口に一括搬送して前記紙幣カセット内に一括して
収納させることを特徴とする紙幣入出金装置。
【請求項５】
　入出金口に対して挿抜可能で一定枚数の紙幣の収納が可能な紙幣カセットと、
　前記入出金口に隣接して設けられ、紙幣を一括して搬送する搬送路と、
　該搬送路により搬送されてくる紙幣を１枚ずつ分離すると共に、紙幣を鑑別する鑑別部
から１枚ずつ搬送されてくる紙幣を前記搬送路に集積する分離取込み部を有し、
　前記入出金口に紙幣カセットの挿入をガイドするガイド溝を設けると共に、前記紙幣カ
セットの挿入により装置内に退避でき、前記紙幣カセットをセットしないときは前記入出
金口に突出して入出金紙幣をガイドする可動ガイドを備え、
　紙幣回収時に、前記紙幣カセットを入出金口に挿入し、金種別収納庫から繰り出した紙
幣を前記鑑別部で金種鑑別した後、前記分離取込み部により前記搬送路に集積して、集積
した紙幣を前記搬送路により前記入出金口に一括搬送して前記紙幣カセット内に一括して
収納させることを特徴とする紙幣入出金装置。
【請求項６】
　入出金口に対して挿抜可能で一定枚数の紙幣の収納が可能な紙幣カセットと、
　前記入出金口に隣接して設けられ、紙幣を一括して搬送する搬送路と、
　該搬送路により搬送されてくる紙幣を１枚ずつ分離すると共に、紙幣を鑑別する鑑別部
から１枚ずつ搬送されてくる紙幣を前記搬送路に集積する分離取込み部を有し、
　装置側から紙幣を紙幣カセット内に押し込んで収納させる押し込み部材を前記搬送路に
備え、
　紙幣回収時に、前記紙幣カセットを入出金口に挿入し、金種別収納庫から繰り出した紙
幣を前記鑑別部で金種鑑別した後、前記分離取込み部により前記搬送路に集積して、集積
した紙幣を前記搬送路により前記入出金口に一括搬送し、前記押し込み部材により紙幣を
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前記紙幣カセット内に一括して収納させることを特徴とする紙幣入出金装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動取引装置に組み込まれる紙幣入出金装置に関するもので、特にこの紙幣入
出金装置において紙幣の補充、回収、及び両替を行うための技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、コンビニエンスストア等に自動取引装置が設置され、金融機関の店舗に出向かなく
とも、この自動取引装置により顧客は入出金取引や振込取引等が手軽に行えるため、利便
性の向上に寄与している。
図９はこのような自動取引装置に組み込まれている従来の紙幣入出金装置を示す概略図で
、図において５１は装置の筐体、５２は筐体５１の前面に設けられた扉、５３と５４は入
出金用の紙幣を収納する金種別収納庫である。
【０００３】
　この構成において、金種別収納庫５３、５４に対する紙幣の補充または回収を行う場合
、まず、専用の鍵を用いて扉５２の錠のロックを解除する。
　そして、扉５２を開いて金種別収納庫５３、５４を筐体５１から手前に引き出し、金種
別収納庫５３、５４に補充用の紙幣を装填したり、金種別収納庫５３、５４から回収分の
紙幣を抜き取ったりした後、金種別収納庫５３、５４を筐体５１内に押し込み、扉５２を
閉じて施錠する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来の技術では、少量の紙幣の補充、回収の際にも、筐体の扉を
開いて金種別収納庫を引き出したり、補充、回収後に押し込んだりしなければならないた
め、作業が煩わしく、作業者の負担も大きいという問題がある。
【０００５】
また、金種別収納庫は装置の前面から引き出されるため、現金がコンビニエンスストア等
の店内にいる客の目にさらされることになり、セキュリティー上好ましくないという問題
もある。
従って、本発明はこれらの問題を解決することが可能な紙幣入出金装置を実現することを
課題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　そのため、本発明の紙幣入出金装置は、入出金口に対して挿抜可能で一定枚数の紙幣の
収納が可能な紙幣カセットと、前記入出金口に隣接して設けられ、紙幣を一括して搬送す
る搬送路と、該搬送路により搬送されてくる紙幣を１枚ずつ分離すると共に、紙幣を鑑別
する鑑別部から１枚ずつ搬送されてくる紙幣を前記搬送路に集積する分離取込み部を有し
、　前記紙幣カセットは、開閉可能なカバーと、該カバーに設けられたスライド可能な摘
みと、紙幣をセットするトレイを備え、前記摘みは前記カバーを閉じると前記トレイに係
合し、前記摘みのスライドによりトレイを移動させて紙幣を装置内に挿入するものとし、
紙幣補充時に、前記入出金口に挿入された紙幣カセットから装置内に一括して送り込まれ
る紙幣を前記搬送路により分離取込み部に一括搬送して、前記分離取込み部で１枚ずつ分
離し、紙幣鑑別部で金種鑑別を行って金種別収納庫に収納させることを特徴とする。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下に図面を参照して本発明による紙幣入出金装置の実施の形態について説明する。
図１は第１の実施の形態を示す概略図、図２は第１の実施の形態で用いる紙幣カセットの
側断面図、図３は第１の実施の形態における入出金口の平面図、図４は同入出金口の正面
図である。
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【０００８】
図において１は装置の筐体、２は筐体１の正面上部に設けられた紙幣の入出金口である。
３は搬送路、４は分離取り込み部で、筐体１内部に設けられている。
搬送路３は上下に対向するように配置した無端状のベルトとこのベルトを支持するローラ
ー等から成り、紙幣を挟持して入出金口２と分離取り込み部４の間で紙幣を搬送するよう
になっている。
【０００９】
また、分離取り込み部４は複数のローラー等によって構成され、入金時や紙幣の補充時等
に入出金口２から搬送路３により一括して搬送されてきた紙幣を複数のローラーの協動に
より１枚ずつ分離して後述する鑑別部に送ると共に、出金時や紙幣の回収時等に鑑別部を
経て送られてきた紙幣を取り込んで搬送路３のベルト間に集積させる働きをするものとな
っている。
【００１０】
５は紙幣の真偽、金種等の鑑別及び搬送異常の有無の検出を行うと共に、紙幣の計数を行
う鑑別部、６は一時集積部、７と８は金種別収納庫、９ａ～９ｂは紙幣を搬送する搬送路
で、この搬送路９ａ～９ｂにより分離取り込み部４、鑑別部５、一時集積部６、及び金種
別収納庫７、８間が結ばれている。
１０は筐体１の前面に設けられた扉である。
【００１１】
１１は紙幣カセットで、図２に示したように後端側に設けた軸１２を中心に回動して開閉
する上カバー１３を有しており、底部側には前後方向に移動可能としたトレイ１４が設け
られていて、上カバー１３を開いた状態で紙幣をカセット１１内に入れ、トレイ１４上に
セットするものとなっている。
上カバー１３の内側には前後方向に沿ってガイドシャフト１５が支持され、このガイドシ
ャフト１５には摘み１６を有する移動体１７が取り付けてあって、摘み１６は上カバー１
３の外側に突出し、指等で操作できるようになっている。
【００１２】
また、移動体１７は上カバー１３を閉じたときにトレイ１４の後端と係合できる形状とな
っており、ガイドシャフト１５の先端側には移動体１７と共に摘み１６を初期位置Ａに復
帰させるための圧縮スプリング１８が設けられている。
更に、紙幣カセット１１の先端側には紙幣の出入口を閉じる回動可能な蓋体１９が設けら
れている。
【００１３】
この蓋体１９は、図示しない機構により紙幣カセット１１を入出金口２にセットしていな
いときはロックしており、紙幣カセット１１を入出金口２に挿入する動作によりロックが
解除され、引き抜く動作により再びロックされるものとなっている。
尚、上カバー１３は閉じた状態で鍵によりロックできるようになっている。
【００１４】
　一方、筐体１の入出金口２の両側には、図３及び図４に示したように紙幣カセット１１
の挿入をガイドするガイド溝２１と、顧客による入金取引時等に入金紙幣の位置を規制し
てガイドする可動ガイド２２が設けられている。
　この可動ガイド２２は、図２に示したようにその一端側に配置した軸２３を中心に回動
するように支持され、かつトーションスプリング２４により入出金口２上に突出するよう
に付勢されていて、紙幣カセット１１を入出金口２に挿入すると、紙幣カセット１１に押
されて下方に回動して退避するようになっている。
【００１５】
また、入出金口２の正面には、紙幣カセット１１を入出金口２に挿入してセットしたとき
、紙幣カセット１１先端の蓋体１９を押し開く突起２５が形成されており、更に入出金口
２の奥には、紙幣の回収時等に搬送路３上の紙幣を紙幣カセット１１内に押し込む押し込
み部材２６が配置されている。
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この押し込み部材２６は例えば略Ｌ字形に形成されており、モーター等の駆動源を含む図
示しない機構により上下方向及び前後方向に移動可能となっており、通常時は上方で待機
している。
【００１６】
次に上述した構成の作用について説明する。
図５は紙幣の補充処理を示すフローチャートである。
まず、作業員が図示しない操作表示部の補充ボタンを押下すると（Ｓ１）、入出金口２に
設けられているシャッタが開くので、一定枚数（例えば５０枚）の紙幣をセットした紙幣
カセット１１をガイド溝に沿って入出金口２に挿入する。
【００１７】
この挿入に伴って可動ガイド２２は紙幣カセット１１に押され、軸２３を中心に回動して
筐体１内に退避するので、紙幣カセット１１を規定の位置まで挿入すると、蓋体１９が突
起２５に当たって押し開けられ、紙幣カセット１１は入出金口２にセットされた状態とな
る（Ｓ２）。
この状態で摘み１６を前方つまり図２に示す矢印Ｂ方向に指で押すと、この摘み１６と一
体に移動体１７がガイドシャフト１５に沿って移動し、更に移動体１７と係合しているト
レイ１４が移動して、カセット１１内にセットされている紙幣の束の後端を押すため、紙
幣は筐体１内に挿入される（Ｓ３）。
【００１８】
そして、この紙幣の先端が図示しないセンサにより検知されると、紙幣は一括して搬送路
３に挟持され、先端が分離取り込み部４に達するまで搬送される。
この紙幣の位置を分離集積位置とし、その後、搬送路３が開いて紙幣の挟持が解除される
。
これにより紙幣が紙幣カセット１１から抜け出ると、操作表示部に紙幣カセット１１の抜
き取りを促す画面が表示され、これを見て作業員が紙幣カセット１１を入出金口２から抜
き取ると（Ｓ４）、それを入出金口２に設けられている図示しないセンサやマイクロスイ
ッチ等による検知手段が検知してシャッタが閉じられる。
【００１９】
そして、分離取り込み部４により紙幣が１枚ずつ分離して繰り出され、搬送路９ａにより
鑑別部５に搬送されて、真偽、金種等の鑑別と搬送異常の有無の検出が行われ（Ｓ５）、
その鑑別等の結果に基づいてリジェクト紙幣か否かが判断される（Ｓ６）。
リジェクト紙幣でない場合、つまり真券で金種が確定した紙幣は計数され、搬送路９ｂ、
９ｃにより一時集積部６に搬送されて一時集積される。
【００２０】
その後、分離取り込み部４に紙幣があるか否かが判断され（Ｓ７）、ある場合紙幣は鑑別
部５に搬送されて同様の処理が行われる。
一方、前記Ｓ５で偽券や搬送異常等のリジェクト紙幣と判断された場合、搬送路９ａが逆
方向に駆動され、リジェクト紙幣が分離取り込み部４に搬送される。
そして、分離取り込み部４によりリジェクト紙幣は分離集積位置に取り込まれる。
【００２１】
このとき、分離集積位置に紙幣がある場合、リジェクト紙幣はその紙幣上に重ねられる。
その後、分離集積位置の紙幣は搬送路３により挟持されて入出金口３に搬送され、シャッ
タが開いて紙幣が作業員に返却される（Ｓ８）。
尚、この返却された紙幣を再度紙幣カセット１１内にセットし、Ｓ１～Ｓ７の処理を行わ
せるようにしてもよい。
【００２２】
分離集積位置の紙幣がすべて繰り出されて計数が終わると、操作表示部に計数結果が画面
表示され、画面中の確認キーまたは取消キーが押下されたか否かにより確認ＯＫか否かの
判断が行われる（Ｓ９）。
作業員が計数結果の表示を見て確認キーを押下すると、確認ＯＫと判断され、一時集積部
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６に一時集積された紙幣が搬送路９ｃ，９ｄにより鑑別部５に送られて、金種の鑑別が行
われる。
【００２３】
　鑑別後、紙幣は搬送路９ｅによって搬送され、金種鑑別の結果に従って金種別収納庫７
または８に収納される。例えば、金種別収納庫７には千円紙幣が収納され、また、金種別
収納庫８には万円紙幣が収納され（Ｓ１０）、処理終了となる。
　作業員が計数結果の表示を見て取消キーを押下した場合は、一時集積部６に一時集積さ
れた紙幣が搬送路９ｃ，９ｂ、９ａの順に送られ、分離取り込み部４により分離集積位置
に取り込まれて集積され、その後、紙幣は搬送路３により挟持されて入出金口２に搬送さ
れる。そしてシャッタが開いて紙幣が作業員に返却されて、終了となる（Ｓ１１）。
【００２４】
図６は紙幣の回収処理を示すフローチャートである。
まず、作業員が図示しない操作表示部の回収ボタンを押下する（Ｓ１）。
これにより入出金口２に設けられているシャッタが開くので、空の紙幣カセット１１をガ
イド溝に沿って入出金口２に挿入する。
この挿入に伴って可動ガイド２２は紙幣カセット１１に押され、軸２３を中心に回動して
筐体１内に退避する。
【００２５】
そして、紙幣カセット１１を規定の位置まで挿入すると、蓋体１９が突起２５に当たって
押し開けられ、紙幣カセット１１は入出金口２にセットされた状態となる（Ｓ２）。
この紙幣カセット１１のセット状態は入出金口２に設けられた図示しないセンサにより検
出される。
【００２６】
次に、作業員が操作表示部で金種を指定すると、その金種に該当する紙幣が金種別収納庫
７または８から繰り出され、搬送路９ｅにより鑑別部５に搬送される（Ｓ３）。
そして、鑑別部５で金種の鑑別等行われた後、正常な紙幣は搬送路９ａにより分離取り込
み部４に搬送され、この分離取り込み部４により分離集積位置に取り込まれて集積される
。
【００２７】
そして、分離集積位置に一定枚数（例えば５０枚）の紙幣が集積されると、その紙幣は搬
送路３により挟持されて入出金口２に搬送される。
この入出金口２には紙幣カセット１１がセットされているので、搬送路３により紙幣はこ
の紙幣カセット１１の先端から押し込まれるが、一定以上は押し込めないので、図示しな
いセンサが紙幣のこのときの搬送方向の後端を検知すると、押し込み部材２６が下降し、
更に入出金口２側に移動する。
【００２８】
この押し込み部材２６の移動により紙幣は紙幣カセット１１内に完全に押し込まれて収納
される（Ｓ４）。
その後、押し込み部材２６は元の位置に戻り、そして操作表示部に紙幣カセット１１の抜
き取りを促す画面が表示される。
これを見て作業員が紙幣カセット１１を抜き取ると（Ｓ５）、シャッタが閉じて処理終了
となる。
【００２９】
尚、この紙幣の回収処理で説明したように、分離集積位置集積した紙幣を紙幣カセット１
１内に送り込んで収納させることができるので、図５で説明した紙幣の補充処理の際、リ
ジェクト紙幣や返却紙幣を紙幣カセット１１内に収納し、紙幣カセット１１を作業員に抜
き取らせるようにしてもよい。
図７は紙幣の両替処理を示すフローチャートである。
【００３０】
まず、作業員が図示しない操作表示部の両替ボタンを押下すると（Ｓ１）、入出金口２に
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設けられているシャッタが開くので、両替用の紙幣をセットした紙幣カセット１１をガイ
ド溝に沿って入出金口２に挿入する。
この挿入に伴って可動ガイド２２は紙幣カセット１１に押され、軸２３を中心に回動して
筐体１内に退避する。
【００３１】
そして、紙幣カセット１１を規定の位置まで挿入すると、蓋体１９が突起２５に当たって
押し開けられ、紙幣カセット１１は入出金口２にセットされた状態となる（Ｓ２）。
この状態で摘み１６を前方つまり図２に示す矢印Ｂ方向に指で押すと、この摘み１６と一
体に移動体１７がガイドシャフト１５に沿って移動し、更に移動体１７と係合しているト
レイ１４が移動して、カセット１１内にセットされている紙幣の束の後端を押すため、紙
幣は筐体１内に挿入される（Ｓ３）。
【００３２】
そしてこの紙幣の先端が図示しないセンサにより検知されると、紙幣は一括して搬送路３
に挟持され、先端が分離取り込み部４に達する位置つまり分離集積位置まで搬送され、そ
の後搬送路３が開いて紙幣の挟持が解除される。
続いて分離取り込み部４により紙幣が１枚ずつ分離して繰り出されて搬送路９ａにより鑑
別部５に搬送され、この鑑別部５で紙幣の真偽、金種等の鑑別と搬送異常の有無の検出が
行われて（Ｓ４）、その鑑別等の結果に基づいてリジェクト紙幣か否かが判断される（Ｓ
５）。
【００３３】
リジェクト紙幣でない場合、つまり真券で金種が確定した紙幣は計数され、搬送路９ｂ、
９ｃにより一時集積部６に搬送されて一時集積される。
その後、分離取り込み部４に紙幣があるか否かが判断され（Ｓ６）、ある場合紙幣は鑑別
部５に搬送されて同様の処理が行われる。
一方、前記Ｓ５で偽券や搬送異常等のリジェクト紙幣と判断された場合、搬送路９ａが逆
方向に駆動されてリジェクト紙幣が分離取り込み部４に搬送され、この分離取り込み部４
によりリジェクト紙幣は分離集積位置に取り込まれる。
【００３４】
このとき、分離集積位置に紙幣がある場合、リジェクト紙幣はその紙幣上に重ねられる。
その後、分離集積位置の紙幣は回収動作の場合と同様に搬送路３及び押し込み部材２６に
より紙幣カセット１１内に送り込まれて収納される（Ｓ７）。
ここで、作業員は紙幣カセット１１内に収納された紙幣を再挿入するか否かを判断し（Ｓ
８）、再挿入する場合は、Ｓ３に戻って摘み１６を前方に指で押して紙幣を送り出す。
【００３５】
再挿入しない場合は、紙幣カセット１１を一旦入出金口２から取り外し、中の紙幣を抜い
て空にしてから入出金口２に再度セットする。
分離集積位置の紙幣がすべて繰り出されて計数が終わると、操作表示部の画面に計数結果
と両替予定金種、枚数等が表示され、画面中の確認キーまたは取消キーが押下されたか否
かにより確認ＯＫか否かの判断が行われる（Ｓ９）。
【００３６】
作業員が前記の表示を見て確認キーを押下すると、確認ＯＫと判断され、一時集積部６に
一時集積された紙幣が搬送路９ｃ，９ｄにより鑑別部５に送られて、金種の鑑別が行われ
る。
鑑別後、紙幣は搬送路９ｅによって搬送され、金種鑑別の結果に従って金種別収納庫７ま
たは８に収納される。例えば、千円紙幣を万円紙幣に両替する場合はその千円紙幣が金種
別収納庫７に収納され、また、万円紙幣を千円紙幣に両替する場合はその万円紙幣が金種
別収納庫８に収納される。
【００３７】
続いて紙幣が金種別収納庫７または８から繰り出され、搬送路９ｅにより鑑別部５に搬送
される（Ｓ１０）。
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そして、鑑別部５で金種の鑑別等行われた後、正常な紙幣は搬送路９ａにより分離取り込
み部４に搬送され、この分離取り込み部４により分離集積位置に取り込まれて集積される
。
【００３８】
そして、分離集積位置に両替分の紙幣が集積されると、その紙幣は回収動作の場合と同様
に搬送路３及び押し込み部材２６により紙幣カセット１１内に送り込まれて収納される（
Ｓ１１）。
作業員が前記計数結果等の表示を見て取消キーを押下した場合は、一時集積部６に一時集
積された紙幣が搬送路９ｃ，９ｂ、９ａの順に送られ、分離取り込み部４により分離集積
位置に取り込まれて集積される。
【００３９】
この紙幣も搬送路３及び押し込み部材２６により紙幣カセット１１内に送り込まれて収納
される（Ｓ１２）。
その後、操作表示部に紙幣カセット１１の抜き取りを促す画面が表示され、これを見て作
業員が紙幣カセット１１を抜き取ると（Ｓ１３）、シャッタが閉じて処理終了となる。
【００４０】
　図８は第２の実施の形態を示す要部斜視図である。
　この第２の実施の形態は、紙幣カセット１１にシャッタ操作釦２７と、信号を発生する
信号発生手段を設けると共に、装置の入出金口２側に信号を受信する受信手段２８を設け
、紙幣の補充、回収、あるいは両替の際に紙幣カセット１１のシャッタ操作釦２７を押下
することで信号発生手段から信号を発生させ、その信号を受信手段２８で受信してシャッ
タ２９を開くようにしたもので、これによればシャッタの開動作を速やかに行うことが可
能になる。
【００４１】
尚上述した実施の形態では、指等で摘み１６を操作することにより紙幣カセット１１内の
紙幣を装置内に挿入するものとしたが、紙幣カセット１１内の紙幣を自動的に装置内に挿
入する構成とすることも可能である。
【００４２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の紙幣入出金装置は、紙幣補充時に、内部に一定枚数の紙幣
を収納した紙幣カセットを入出金口にセットして、この紙幣カセット内の紙幣を手動操作
で装置内に挿入し、挿入した紙幣を金種別収納庫に収納させる。また、紙幣回収時には、
前記紙幣カセットを入出金口にセットして、金種別収納庫から繰り出した紙幣を前記紙幣
カセット内に収納するものとしている。
【００４３】
従ってこれによれば、筐体の扉を開いて金種別収納庫を引き出したりすることなく、紙幣
の補充、回収を行うことが可能となり、作業の煩わしさを解消して、作業者の負担を軽減
できるという効果が得られる。
また、紙幣カセットを用いて紙幣の補充、回収を行うため、現金を人目にさらさずに済み
、セキュリティー性にも優れるという効果も得られる。
【００４４】
更に、紙幣カセットによる補充，回収機能を利用して両替も行うことができるので、コン
ビニエンスストア等に設置される紙幣入出金装置として利便性が高いものとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態を示す概略図。
【図２】図１における紙幣カセットの側断面図。
【図３】図１における入出金口の平面図。
【図４】図１における入出金口の正面図。
【図５】紙幣の補充処理を示すフローチャート。
【図６】紙幣の回収処理を示すフローチャート。
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【図７】紙幣の両替処理を示すフローチャート。
【図８】第２の実施の形態を示す要部斜視図。
【図９】従来技術を示す概略図。
【符号の説明】
１　筐体
２　入出金口
３　搬送路
４　分離取り込み部
５　鑑別部
６　一時集積部
７，８　金種別収納庫
９ａ～９ｂ　搬送路
１１　紙幣カセット
１３　上カバー
１４　トレイ
１５　ガイドシャフト
１６　摘み
１７　移動体
１８　圧縮スプリング
１９　蓋体
２１　ガイド溝
２２　可動ガイド
２５　突起
２６　押し込み部材

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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