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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙幣投入口を介し投入された紙幣幅の異なる複数の紙幣を紙幣搬送路に沿って搬送する
とともに、搬送された紙幣の真偽を識別手段によって識別し、真券と判断した紙幣をスタ
ッカー内に収容させるようにした紙幣処理装置において、
　前記紙幣投入口を、前記紙幣幅の異なる複数の紙幣の各紙幣幅に対応して複数形成する
とともに、
　該複数の紙幣投入口に連通する複数の紙幣搬送路を、前記紙幣挿入口から前記スタッカ
ーに至るまで、前記複数の紙幣搬送路の幅方向中央部を共通なる一本の紙幣搬送路に合流
させるとともに、
　該一本の紙幣搬送路の幅方向各端部に前記各紙幣幅に対応したガイド溝を上下に重ねて
形成するようにしたことを特徴とする紙幣処理装置。
【請求項２】
　前記識別手段は、前記一本の紙幣搬送路に配設され、前記紙幣幅の異なる複数の紙幣を
識別する共通の識別手段であることを特徴とする請求項（１）記載の紙幣処理装置。
【請求項３】
　前記一本の紙幣搬送路の幅方向の各端部に、前記ガイド溝が上下に重ねて形成されたガ
イド部材を、取り外し可能に装着するようにしたことを特徴とする請求項（１）または請
求項（２）に記載の紙幣処理装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、自動販売機、両替機、ゲーム機器等の内部に配設される紙幣処理装置に関し
、特に、紙幣幅の異なる複数の紙幣をスタッカーへ収容する紙幣処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
自動販売機、両替機、ゲーム機器等（以下、「自動販売機等」という。）の各機器本体内
には、一般に、紙幣挿入口から挿入された紙幣を紙幣搬送路に沿って案内するとともに、
該紙幣の案内途中で紙幣の真偽を識別し、真券と識別された紙幣をさらに紙幣搬送路の下
流のスタッカーへ案内し該スタッカー内に収容する紙幣処理装置が装着されている。
【０００３】
この従来の紙幣処理装置には、複数種類の紙幣を処理するタイプの紙幣処理装置、具体的
には、紙幣幅の異なる複数の紙幣を処理するタイプの紙幣処理装置がある。
【０００４】
このタイプの従来の紙幣処理装置は、通常、一つの紙幣投入口と、該紙幣投入口に連通し
て配設された一本の紙幣搬送路と、該紙幣搬送路の最下流に配設された一つのスタッカー
とを具えている。
【０００５】
このうちの紙幣投入口は、その入口幅が、通常、紙幣幅の異なる紙幣のうち最も紙幣幅の
広い紙幣の紙幣幅より若干大きい値に設定されている。また、紙幣搬送路は、その幅が、
通常、上記紙幣幅の異なる紙幣のうち最も紙幣幅の大きい種類の紙幣の紙幣幅より若干大
きい値に設定されている。また、この紙幣搬送路の途中には紙幣の真偽を識別する識別セ
ンサが配設されている。
【０００６】
このような構造の従来の紙幣処理装置では、ある紙幣幅を有する紙幣が紙幣投入口から投
入され、該紙幣の先端が紙幣搬送路上流に案内されると、搬送ベルトからなる紙幣搬送手
段を駆動して該紙幣を紙幣搬送路に沿ってその下流へ案内する。また、紙幣搬送路に沿っ
て案内されている紙幣が識別センサに達すると、該識別センサによって該紙幣幅の紙幣が
真券であるか否かの識別を行う。そして、この紙幣が真券であると識別した場合には、紙
幣搬送手段の前記駆動を継続して、さらに紙幣搬送路の下流へ案内し、その後、紙幣押圧
手段の動作によってスタッカー内に収容する。
一方、前記識別センサによって紙幣が偽券と識別された場合には、紙幣搬送手段を逆駆動
して該紙幣を紙幣搬送路の上流へ案内し、紙幣投入口から返却する。
【０００７】
また、このような動作を行う従来の紙幣処理装置では、紙幣幅が異なる複数種類の紙幣の
うち、いずれの紙幣幅を有する紙幣が投入される場合であっても、これら各種紙幣を、上
述した一つの紙幣投入口で受け入れ、該紙幣を同一の紙幣搬送路によって案内し、そして
同一の識別センサによって各真偽を識別し、その後、真券と識別した各種紙幣を同一のス
タッカー内に収容するようにしている。
【０００８】
言い換えると、従来の紙幣処理装置では、紙幣幅の異なる複数の紙幣を、共通なる一つの
紙幣投入口、共通なる一つの紙幣搬送路、及び共通なる一つの識別手段を用いるとともに
、各種の真券を共通なる一つのスタッカー内に収容するようにしている。
【０００９】
なお、この従来の紙幣処理装置では、上述したように前記紙幣投入口の入口幅は、紙幣幅
が最も広い紙幣の該紙幣幅を基準として該紙幣幅より若干大きい値に形成されているから
、紙幣幅が最も広い紙幣を投入された場合にも、該紙幣幅が最も広い紙幣は紙幣投入口に
円滑に受入れられる。また、上述したように紙幣搬送路の幅は、紙幣幅が最も広い紙幣の
紙幣幅を基準として該紙幣幅より若干大きい値に形成されているから、紙幣幅が最も広い
紙幣は、紙幣搬送路内を該紙幣搬送路に沿って円滑に案内される。
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【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述した従来の紙幣処理装置では、その紙幣搬送路の幅を、紙幣処理装置が取
り扱う複数種類のうちの最も紙幣幅の広い紙幣の紙幣幅を基準として、該最も広い紙幣幅
より若干広い値に設定しているから、該最も広い紙幣幅以外の紙幣幅を有する各種紙幣が
、それぞれ、紙幣搬送路内でその幅方向に移動しやすく、そのため該最も広い紙幣幅以外
の紙幣幅を有する各種紙幣について、その識別ライン（識別対象となる各種紙幣上のライ
ン）が安定せずに真偽の識別結果に誤りが生じることがあるという問題があった。
【００１１】
上述した事情に鑑み、本願発明は、紙幣幅の異なる複数の紙幣の識別を安定して正確に行
うことができる紙幣処理装置を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するため、本願発明は、紙幣投入口を介し投入された紙幣幅の異な
る複数の紙幣を紙幣搬送路に沿って搬送するとともに、搬送された紙幣の真偽を識別手段
によって識別し、真券と判断した紙幣をスタッカー内に収容させるようにした紙幣処理装
置において、前記紙幣投入口を、前記紙幣幅の異なる複数の紙幣の各紙幣幅に対応して複
数形成するとともに、該複数の紙幣投入口に連通する複数の紙幣搬送路を、前記紙幣挿入
口から前記スタッカーに至るまで、前記複数の紙幣搬送路の幅方向中央部を共通なる一本
の紙幣搬送路に合流させるとともに、該一本の紙幣搬送路の幅方向各端部に前記各紙幣幅
に対応したガイド溝を上下に重ねて形成するようにしている。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の紙幣処理装置について詳述する。
図１は、この発明の紙幣処理装置１の概念側面図である。
この発明の実施例の紙幣処理装置１は、紙幣幅の異なる二種類の紙幣Ｘ、Ｙを処理するタ
イプの紙幣処理装置である。この紙幣処理装置１は、該二種類の紙幣Ｘ、Ｙを受入れる紙
幣投入口２と、該紙幣投入口２から投入された該二種類の紙幣Ｘ、Ｙを搬送するＬ字形状
の紙幣搬送路５と、該紙幣搬送路５の下流に配設され、二種類の紙幣Ｘ、Ｙを収容する一
つのスタッカー４１とを具えている。
【００１４】
このうち、紙幣投入口２は、紙幣幅の異なる二種類の紙幣Ｘ、Ｙの各紙幣幅Ｗ、Ｕ（図示
しない）に対応して、第一の紙幣投入口３と、第二の紙幣投入口４を具えている。
このうちの第一の紙幣投入口３は、その入口幅が、二種類の紙幣Ｘ、Ｙのうち、狭い紙幣
幅Ｗを有する紙幣Ｘの紙幣幅Ｗを基準とし、該紙幣幅Ｗより若干大きい値に設定されてい
る。また、第二の紙幣投入口４は、その入口幅が、二種類の紙幣Ｘ、Ｙのうち広い紙幣幅
Ｕを有する紙幣Ｙの紙幣幅Ｕを基準とし、該紙幣幅Ｕより若干大きい値に設定されている
。
【００１５】
また、紙幣搬送路５は、第一の紙幣投入口３に連通する第一の紙幣搬送路６と、第二の紙
幣投入口４に連通する第二の紙幣搬送路７とを具えている。
【００１６】
この第一の紙幣搬送路６と第二の紙幣搬送路７は、図１で示すように、それぞれ断面Ｌ字
形状の紙幣搬送路である。また、この第一の紙幣搬送路６と第二の紙幣搬送路７は、図１
のＡＡ概念拡大図である図２で示すように、いずれも、その幅方向中央部が、共通なる一
本の紙幣搬送路８に合流している。
また、その一本の紙幣搬送路８の幅方向各端部には、前記各紙幣幅Ｗ、Ｕにそれぞれ対応
して第一ガイド溝９、第二ガイド溝１０が上下に重ねて形成されている。
そして、第一の紙幣搬送路６は、一対の第一のガイド溝９と一本の紙幣搬送路８とによっ
て形成されるとともに、一対の第一のガイド溝９間に形成されるその搬送路幅は、紙幣Ｘ
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の紙幣幅Ｗに対応して該紙幣幅Ｗより若干大きい値に設定されている。
また、第二の紙幣搬送路７は、一対の第二のガイド溝１０と一本の紙幣搬送路８とによっ
て形成されるとともに、その搬送路幅は紙幣Ｙの紙幣幅Ｕに対応して該紙幣幅Ｕより若干
大きい値に設定されている。
【００１７】
また、各第一のガイド溝９と各第二のガイド溝１０は一つのガイド部材６０に形成されて
おり、ガイド部材６０は一対配設されている。また各第一のガイド溝９内には、それぞれ
第一の回動レバー１６（後述）の一端が突出しており、各第二のガイド溝１０内には、そ
れぞれ第二の回動レバー１７（後述）の一端が突出している。なお、各第一の回動レバー
１６は、その中央部分によって装置本体５０（図１）に対し回動自在に支承されている。
また、各第二の回動レバー１７は、その中央部分によって装置本体５０（図１）に対し回
動自在に支承されている。
【００１８】
また、図１及び図２で示すように、紙幣投入口２直後の幣搬送路３には、紙幣幅の異なる
二種類の紙幣Ｘ、Ｙの投入を検出する入口センサ１８が配設されている。
【００１９】
この入口センサ１８は、一対の第一の入口センサ１９と、一対の第二の入口センサ２０と
を具えている。
【００２０】
このうち、各第一の入口センサ１９は、第一の紙幣搬送路６の両端に形成されている。ま
た各第一の入口センサ１９は、発光素子と、該発光素子と一定の間隔を隔てて対向する受
光素子とからなる断面コの字形状のセンサである。また各第二の入口センサ１９は、発光
素子と、該発光素子と一定の間隔を隔てて対向する受光素子とからなる断面コの字形状の
センサである。
【００２１】
また、第一の回動レバー１６及び第一の入口センサ１９と、第二の回動レバー１７と第二
の入口センサ２０とは、図２で示すように、各紙幣Ｘ、Ｙの紙幣幅Ｗ、Ｕにそれぞれ対応
して配置されており、第一の回転レバー１６の中心線Ｌ１と、第二の回転レバー１７の中
心線Ｌ２は、同一直線上に配置されてはいない。
【００２２】
また、図１の紙幣搬送路６には、入口センサ１８の下流に、無端の紙幣搬送ベルト２２か
らなる紙幣搬送手段２１が配設されている。この紙幣搬送手段２１は、紙幣搬送路８に沿
って張設されている前記紙幣搬送ベルト２２と、該紙幣搬送ベルト２２を回動させるプー
リ２３、２４、２５と、これらプーリ２３、２４、２５に駆動力を与える図示せぬ搬送モ
ータとから構成されている。
【００２３】
また、図１のＢＢ拡大断面図である図３に示すように紙幣搬送路８には紙幣幅の異なる二
種類の紙幣Ｘ、Ｙの各真偽を識別する識別手段３１が配設されている。この識別手段３１
は複数のセンサ３２から構成されている。
【００２４】
また、図１の紙幣搬送路の最下流には、図１のＣＣ拡大概念断面図である図４のように、
紙幣搬送路５の上流から配設されている上記各ガイド部材６０が延設されている。この各
ガイド部材６０には、前記第一のガイド溝９と前記第二のガイド溝１０とがそれぞれ延設
されており、これにより、一対の第一のガイド溝９間には、搬送路幅が紙幣Ｘの紙幣幅Ｗ
に対応して該紙幣幅Ｗより若干大きい値に設定された上記第一の紙幣搬送路６が形成され
るとともに、一対の第二のガイド溝１０間には、搬送路幅が紙幣Ｙの紙幣幅Ｕに対応して
該紙幣幅Ｕより若干大きい値に設定された上記第二の紙幣搬送路７が形成されている。
【００２５】
なお、第一の紙幣搬送路６と第二の紙幣搬送路７の各幅中央部において合流形成されてい
た一本の紙幣搬送路８は、該一本の紙幣搬送路８を構成しているシュート８ａ、８ｂが取
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り除かれ、これによりスタッカー４１内部とスタッカー４１正面にある紙幣押圧手段４４
とに向け開放されている。
【００２６】
次に、上述した紙幣搬送装置１の動作を説明し、併せて構成をより詳細に説明する。
図２で示すように、この紙幣搬送装置１では初期状態において、第一の紙幣搬送路６に各
第一の回転レバー１６の一端が突出している。また各第一の回転レバー１６の他端は、第
一の入口センサ１９内に配置されてその発光素子及び受光素子間を遮光しており、この遮
光により第一の紙幣搬送路６に投入紙幣がないことを検知している。
【００２７】
この初期状態において、図１の矢印Ｄで示すようにで示すように、紙幣幅の狭い紙幣Ｘを
第一の紙幣投入口３４から紙幣Ｘを投入する。すると、第一の紙幣投入口３はその入口幅
が、紙幣Ｘの紙幣幅Ｗより若干広い値に設定されているから、紙幣Ｘは第一の紙幣投入口
３から円滑に投入される。
【００２８】
また紙幣Ｘが投入されると、紙幣Ｘの先端は、第一の紙幣搬送路６に案内される。そして
、その紙幣Ｘの先端が第一の回転レバー１６に達すると、図５で示すように、該第一の回
転レバー１６がその中央部分を中心に一方向に回転し、これにより第一の回転レバー１６
の前記一端が第一の紙幣搬送路６から一部退避するとともに、第一の回転レバー１６の前
記他端が第一の入口センサ１９の前記遮光を解除する。また、第一の入口センサ１９は、
その遮光の解除により第一の紙幣搬送路６に投入紙幣があることを検知する。
なお、図５は、紙幣処理装置１の動作を示す拡大概念断面図であり、特に、紙幣Ｘが第一
の紙幣搬送路の第一の回転レバーに達した様子を示す図である。
【００２９】
また、第一の入口センサ１９によって投入紙幣があると検知されると、図１の紙幣搬送手
段２１の前記駆動モータが駆動し、これにより紙幣搬送ベルト２２がプーリ２３、２４、
２５を介して一方向に回転する。そのため、紙幣Ｘは紙幣搬送ベルト２２によって第一の
紙幣搬送路６の下流へ向け案内される。
なお、紙幣Ｘが第一の紙幣搬送路６を搬送される際、紙幣Ｘの幅方向両端部は、第一の一
対のガイド溝９内を該第一の一対のガイド溝９に沿って案内され、また、紙幣Ｘの幅方向
略中央部は、紙幣搬送路８内を該紙幣搬送路８に沿って案内される。また、第一の紙幣搬
送路６の幅は、紙幣Ｘの紙幣幅Ｗを基準とし該紙幣幅Ｗより若干広い値に設定されている
から、案内される紙幣Ｘが第一の紙幣搬送路６内で詰まることはない。なお、図５及び図
１の符号２６、２７は、紙幣搬送ベルト２２による紙幣の搬送力を補強する従動ローラで
ある。
【００３０】
また、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大概念断面図であって、特に、紙幣Ｘが識別手
段に達した様子を示す図６で示すように、案内された紙幣Ｘが識別センサ３２に達すると
、紙幣Ｘの真偽が識別される。このとき、紙幣Ｘを案内している第一の紙幣搬送路６は、
その幅が、紙幣Ｘの紙幣幅Ｗを基準とし、該紙幣幅Ｗより若干広い値に設定されているか
ら、紙幣Ｘが第一の紙幣搬送路６内でその搬送路幅方向に動く虞は従来に比し可及的に防
止される。
【００３１】
したがって、識別センサ３２によって紙幣Ｘを識別する際の各紙幣Ｘの識別ラインが可及
的に安定した一定ラインになるので、従来の紙幣処理装置に比し、紙幣Ｘの識別結果に誤
りが生じることは可及的に防止される。
【００３２】
また、この識別センサ３２による紙幣Ｘの真偽の識別において紙幣が紙幣Ｘの真券と判断
された場合には、紙幣搬送手段の駆動を継続して、さらに紙幣Ｘを第一の紙幣搬送路６の
下流に案内する。なお、紙幣Ｘの後端が第一の回転レバー１６を通過すると、第一の回転
レバー１６はその中心部分を中心として他方向に回転して図２の初期位置に復帰する。
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【００３３】
一方、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大断面図であって、特に紙幣Ｘが第一の紙幣搬
送路の最下流に達した様子を示す図７のように、紙幣Ｘが第一の紙幣搬送路４の最下流に
案内された場合には、紙幣Ｘの幅方向両端は一対の第一のガイド溝９内にそれぞれ配置さ
れ、また紙幣Ｘの幅方向中央部は紙幣搬送路８内に配置される。
また、この第一の紙幣搬送路６の最下流には、該第一の紙幣搬送路６を挟んでスタッカー
４１と対向する位置に、紙幣押圧手段４４の押圧部４４ａが配置されており、紙幣Ｘが上
記最下流の一定位置に達すると、紙幣搬送手段２１の前記駆動モータの駆動が停止され、
これにより搬送ベルト２２による紙幣Ｘの搬送が停止する。そして次に、図１の紙幣押圧
手段４４が駆動されると、図８で示すように紙幣押圧手段４４の押圧部４４ａが紙幣Ｘの
紙幣幅方向略中央部をスタッカー４１側に押圧するので、紙幣Ｘの紙幣幅方向中央部は紙
幣搬送路８を脱出してスタッカー４１側に移動し、また紙幣Ｘの搬送路幅方向両端も一対
の第一のガイド溝９からそれぞれ徐々に脱出してスタッカー４１側に移動する。
そして図９で示すように最終的には紙幣Ｘ全体がスタッカー４１内に収容される。
なお、図９で示すように紙幣Ｘがスタッカー４１に収容されると、紙幣押圧手段４４の押
圧部４４ａは図７に示す初期位置に復帰する。
なお、上記図７及び図９は、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大断面図である。また、
図７乃至図９、及び後述する図１２乃至図１５等における符号４２は、スタッカー４１に
収容した紙幣Ｘ、Ｙを紙幣搬送路８側へ付勢するコイルバネであり、符号４３はコイルバ
ネ４２によって紙幣Ｘ、Ｙを直接押圧するプレートである。また、上記紙幣押圧手段４４
は、周知のパンタグラフ構造であるから、その詳細な構造や動作の説明は省略する。
【００３４】
また、この紙幣処理装置１では、第一の紙幣搬送路６の最下流においても、第一の紙幣搬
送路６の幅が、紙幣Ｘの紙幣幅Ｗを基準とし該紙幣幅Ｗより若干広い値に設定されている
から、紙幣Ｘが第一の紙幣搬送路６の最下流に配置された場合にも、該紙幣Ｘが第一の紙
幣搬送路６内でその幅方向に動く虞は可及的に防止される。
【００３５】
したがって、紙幣Ｘは、確実にその紙幣幅方向中央部分が押圧されることとなって、紙幣
Ｘはスタッカー４１に確実に収容される。したがって、本願発明の紙幣処理装置１による
と、複数紙幣Ｘ、Ｙを処理する従来の紙幣処理装置における紙幣収容処理の問題、すなわ
ち、従来、紙幣搬送路５はその幅が紙幣Ｘより紙幣幅の広い各種紙幣（例えば紙幣Ｙ）の
紙幣幅（例えば紙幣幅Ｕ）を基準として該紙幣幅より若干大きく形成されていたため、上
記最も広い紙幣幅以外の紙幣幅を有する紙幣（例えば紙幣Ｘ）が紙幣搬送路５内でその幅
方向に移動し、これにより紙幣押圧手段４４の押圧部４４ａによって押圧しても紙幣Ｘの
幅方向中央部を押圧することができず、スタッカー４１内に紙幣Ｘを確実に収容できない
ことがあるという問題があったが、この問題を可及的に解決することができる。
【００３６】
なお、上記識別手段３１による紙幣Ｘの真偽識別の結果、偽券と識別された場合には、紙
幣搬送手段２１の前記駆動モータを逆転駆動して、これによりプーリ２３、２４、２５を
介し紙幣搬送ベルト２２を逆回転させて、紙幣を第一の紙幣投入口３へ返却する。
【００３７】
次に、紙幣幅の広い紙幣Ｙを投入した場合について説明する。
図２に示す上記初期状態においては、第二の紙幣搬送路７には各第二の回転レバー１７の
一端が突出している。また各第二の回転レバー１７の他端は、第二の入口センサ２０内に
配置されてその発光素子及び受光素子間を遮光しており、この遮光により第二の紙幣搬送
路に投入紙幣がないことを検知している。
【００３８】
この初期状態において、図１の矢印Ｅで示すように、紙幣幅の広い紙幣Ｙを第二の紙幣投
入口４から紙幣Ｙを投入する。すると、第二の紙幣投入口４は、その入口幅が紙幣Ｙの紙
幣幅Ｕより若干広い値に設定されているから、紙幣Ｙは第二の紙幣投入口４から円滑に投
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入される。
【００３９】
また紙幣Ｙが投入されると、紙幣Ｙの先端は、第二の紙幣搬送路７に案内される。そして
、その紙幣Ｙの先端が、第二の回転レバー１７に達すると、図１０で示すように、該第二
の回転レバー１７が軸をその中央部分を中心に一方向に回転し、これにより第二の回転レ
バー１７の先端が第二の紙幣搬送路７から一部退避するとともに、第二の回転レバー１７
の他端が第二の入口センサ２０の前記遮光を解除する。また、第二の入口センサ２０は、
その遮光の解除により第二の紙幣搬送路７に投入紙幣があることを検知する。
なお、図１０は、紙幣処理装置１の動作を示す拡大概念断面図であり、特に、紙幣Ｙが第
二の紙幣搬送路の第二の回転レバーに達した様子を示す図である。
【００４０】
また、第二の入口センサ２０によって投入紙幣があると検知されると、図１の紙幣搬送手
段２１の前記駆動モータが駆動し、これにより紙幣搬送ベルト２２がプーリ２３、２４、
２５を介して一方向に回転するので、紙幣Ｘは紙幣搬送ベルト２２によって第二の紙幣搬
送路７の下流へ向け案内される。
なお、紙幣Ｙは第二の紙幣搬送路７を搬送される際、紙幣Ｙの幅方向両端部は、第一の一
対のガイド溝１０内を該第一の一対のガイド溝１０に沿って案内され、また、紙幣Ｙの幅
方向略中央部は、紙幣搬送路８内を該紙幣搬送路８に沿って案内される。また、第二の紙
幣搬送路７の幅が、紙幣Ｙの紙幣幅Ｕを基準とし該紙幣幅Ｕより若干広い値に設定されて
いるから、案内される紙幣Ｙが第二の紙幣搬送路７内で詰まることはない。
【００４１】
また、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大概念断面図であって、特に、紙幣Ｙが識別手
段に達した様子を示す図１１のように、案内された紙幣Ｘが識別センサ３２に達すると、
紙幣Ｙの真偽が識別される。このとき、紙幣Ｙを案内している第二の紙幣搬送路７は、そ
の幅が、紙幣Ｙの紙幣幅Ｕを基準とし、該紙幣幅Ｕより若干広い値に設定されているから
、紙幣Ｙが第二の紙幣搬送路７内でその搬送路幅方向に動く虞は可及的に防止される。し
たがって、識別センサ３２によって紙幣Ｙを識別する際の各紙幣Ｙの識別ラインが可及的
に安定した一定ラインになるので、紙幣Ｙの識別結果に誤りが生じることは可及的に防止
される。
【００４２】
また、この識別センサ３２による紙幣Ｙの真偽の識別において、紙幣が紙幣Ｙの真券と判
断された場合には、紙幣搬送手段２１の駆動を継続して、さらに紙幣Ｙを第二の紙幣搬送
路７の下流に案内する。なお、紙幣の後端が第二の回転レバー１７を通過すると、第二の
回転レバー１７はその中心部分を中心として他方向に回転して図２の初期位置に復帰する
。
【００４３】
また、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大断面図であって、特に紙幣Ｙが第二の紙幣搬
送路の最下流に達した様子を示す図１２のように、紙幣Ｙが第二の紙幣搬送路７の最下流
に案内された場合には、紙幣Ｙの幅方向両端は、一対の第二のガイド溝１０内に配置され
、また、紙幣Ｙの幅方向中央部は紙幣搬送路８内に配置される。
【００４４】
また、この第二の紙幣搬送路７の最下流には、該第二の紙幣搬送路７を挟んでスタッカー
４１と対向する位置に、紙幣押圧手段４４の押圧部４４ａが配置されており、この紙幣Ｙ
が第二の紙幣搬送路７の最下流の前記一定位置に達すると、紙幣搬送手段２１の前記駆動
モータの駆動が停止され、これにより搬送ベルト２２による紙幣Ｙの搬送が停止する。そ
して次に、図１の紙幣押圧手段４４が駆動されると、図１３で示すように、紙幣押圧手段
４４の押圧部４４ａが、紙幣Ｙの紙幣幅方向略中央部をスタッカー４１側に押圧するので
、紙幣Ｙの紙幣幅方向中央部は紙幣搬送路８を脱出してスタッカー４１側に移動し、また
紙幣Ｙの搬送路幅方向両端も一対の第二のガイド溝１０からそれぞれ徐々に脱出してスタ
ッカー４１側に移動する。
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そして、図１４で示すように最終的には紙幣Ｙ全体がスタッカー４１内に収容される。な
お、図１４で示すように紙幣Ｙがスタッカー４１内に収容されると、紙幣押圧手段４４の
押圧部４４ａは図１２の初期位置に復帰する。
【００４５】
なお、この紙幣処理装置１では、第二の紙幣搬送路７の最下流においても、第二の紙幣搬
送路７の幅が、紙幣Ｙの紙幣幅Ｕを基準とし該紙幣幅Ｕより若干広い値に設定されている
から、紙幣Ｙが第二の紙幣搬送路７の最下流に配置された場合にも、該紙幣Ｙが第二の紙
幣搬送路７内でその幅方向に動く虞は可及的に防止される。したがって、幅の広い紙幣Ｙ
についても確実にその紙幣幅方向中央部分が押圧されることとなって、紙幣Ｙはスタッカ
ー４１に確実に収容されることとなる。
【００４６】
なお、上記識別手段３１による紙幣Ｙの真偽識別の結果、偽券と識別された場合には、紙
幣搬送手段２１の前記駆動モータを逆転駆動して、これによりプーリ２３、２４、２５を
介し紙幣搬送ベルト２２を逆回転させて、紙幣を第二の紙幣投入口４へ返却する。
【００４７】
またこのように、この紙幣処理装置１では、真券と識別された紙幣Ｘと紙幣Ｙを、図１５
で示すように次々に同一のスタッカー４１に収容することができる。なお、上記図１３乃
至図１５は、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大断面図である。
【００４８】
以上で説明したように、この紙幣処理装置１では、紙幣投入口２を、紙幣幅の異なる二種
類の紙幣Ｘ、Ｙの各紙幣幅Ｗ、Ｕに対応して二つ形成するとともに、該二つの紙幣投入口
である第一の紙幣投入口３と第二の紙幣投入口４にそれぞれ連通する第一の紙幣搬送路６
と第二の紙幣搬送路７とを、その幅方向中央部を共通なる一本の紙幣搬送路８に合流させ
、該一本の紙幣搬送路８の幅方向各端部に前記各紙幣幅Ｗ、Ｕに対応した第一のガイド溝
９と第二のガイド溝１０とを上下に重ねて形成するようにしたから、最も広い紙幣幅Ｕの
紙幣Ｙと同様に、該紙幣幅Ｕ以外の紙幣幅Ｗを有する紙幣Ｘが紙幣搬送路５内でその幅方
向に動くことを、従来の紙幣処理装置に比し可及的に防止でき、そのため、紙幣幅Ｕ以外
の紙幣幅Ｗの紙幣Ｘにおける識別ライン（識別対象となる各種紙幣上のライン）が安定す
る。したがって、この実施例の紙幣処理装置によると、紙幣幅異なる二種類の紙幣Ｘ、Ｙ
の識別を安定して正確に行うことができる。
【００４９】
なお、この実施例の紙幣処理装置では、紙幣幅の異なる二種類の紙幣Ｘ、Ｙを処理する紙
幣処理装置１について説明したが、この発明の紙幣処理装置は、紙幣幅の異なる二種類以
上の紙幣を処理する紙幣処理装置に適用可能である。その場合には、紙幣投入口を、前記
紙幣幅の異なる複数の紙幣の各紙幣幅に対応して複数形成するとともに、該複数の紙幣投
入口に連通する該複数の紙幣搬送路を、その幅方向中央部を共通なる一本の紙幣搬送路に
合流させ、該一本の紙幣搬送路の幅方向各端部に前記各紙幣幅に対応したガイド溝を上下
に重ねて形成するようにすればよい。また、そのようにすると、最も広い紙幣幅を有する
紙幣と同様に、最も広い紙幣幅を有する紙幣以外の各種の紙幣についても紙幣搬送路内で
その幅方向に移動することを防止できるから、該最も広い紙幣幅を有する紙幣以外の各種
の紙幣についても、識別センサ３２により検知される識別ラインを安定させて真偽識別を
安定して確実に行うことができるとともに、紙幣押圧部４４ａにより確実に押圧してスタ
ッカー４１に確実に収容できる。
【００５０】
たとえば、紙幣幅の異なる三種類の紙幣を処理する紙幣処理装置では、紙幣投入口２を前
記紙幣幅の異なる三種類の紙幣の各紙幣幅に対応して三つ形成するとともに、該三つの紙
幣投入口に連通する三つの紙幣搬送路を、その幅方向中央部を共通なる一本の紙幣搬送路
８に合流させ、該一本の紙幣搬送路８の幅方向各端部に前記各紙幣幅に対応したガイド溝
を三段上下に重ねて形成すればよく、そのようにすると、最も広い紙幣幅を有する紙幣と
同様に、最も広い紙幣幅を有する紙幣以外の二種類の紙幣が紙幣搬送路５内でその幅方向
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に移動することを防止できるから、該二種類の紙幣についても識別センサ３２による真偽
の識別を確実に行うことができるとともにスタッカー４１に確実に収容することができる
。
【００５１】
また、この紙幣処理装置１では、第一のガイド溝９と第二のガイド溝１０を同じガイド部
材６０に形成しているから、この各ガイド部材６０を取り外し可能にすると、上記ガイド
部材を上下シュート８ａ、８ｂから取り外し、各紙幣幅に応じたガイド溝が複数上下に重
ねて配設された別の新たな各ガイド部材６０を上下シュート８ａ、８ｂに装着することが
できる。またそのようにすると、新たな複数種類の紙幣幅の異なる紙幣を処理できる紙幣
処理装置を製造することができる。
【００５２】
例えば、上記第一のガイド溝９と上記第二のガイド溝１０が形成された各ガイド部材６０
に代えて、上記二つの紙幣ＸとＹとは紙幣幅が異なる別の二種類の紙幣を処理すべく、そ
の各紙幣幅に応じて前記第一のガイド溝９とは別の第一のガイド溝と、前記第二のガイド
溝１０とは別の第二のガイド溝とが上下に重ねて形成された別の新たな各ガイド部材を上
下シュート８ａ、８ｂに対し装着するようにすると、この紙幣幅の異なる新たな二種類の
紙幣を処理できる紙幣処理装置を製造することができる。
また、三種類の紙幣幅の異なる紙幣を処理すべく、上記各ガイド部材６０に代えて、各紙
幣幅に応じて第一のガイド溝乃至第三のガイド溝が上下に重ねて形成された別の新たな各
ガイド部材６０を上下シュート８ａ、８ｂに対し装着するようにすると、三種類の紙幣幅
の異なる紙幣を処理できる紙幣処理装置を新たに製造することができる。
【００５３】
また、この紙幣処理装置１では、紙幣幅の異なる複数種類（上記実施例では二種類）の紙
幣（上記実施例では紙幣Ｘと紙幣Ｙ）の各幅方向略中央部を一本の紙幣搬送路８に案内す
るようにしているから、この紙幣搬送路８に紙幣搬送手段２１を配置することにより、複
数種類の紙幣（上記実施例では紙幣Ｘと紙幣Ｙの二種類の紙幣）における紙幣搬送手段を
共通化することができ、そのため、紙幣搬送手段を紙幣の種類の数毎に配設する場合に比
し、部品点数を少なくでき、これにより製造コストを低くすることができるとともに、紙
幣処理装置１の構造を簡単にすることができる。
【００５４】
また、この紙幣処理装置では、紙幣幅の異なる複数種類（上記実施例では二種類）の紙幣
（上記実施例では紙幣Ｘと紙幣Ｙ）の各幅方向略中央部を一本の紙幣搬送路８により案内
するようにしているから、この紙幣搬送路８に紙幣識別手段１３を配置することにより、
複数種類の紙幣（上記実施例では紙幣Ｘと紙幣Ｙの二種類の紙幣）における紙幣識別手段
３１を共通化することができ、そのため、紙幣識別手段３１を複数種類の数毎に配設する
場合に比し部品点数を少なくでき、これにより製造コストを低くすることができるととも
に紙幣処理装置の構造を簡単にすることができる。
【００５５】
なお、上記実施例の紙幣処理装置では、第一の入口センサ１９及び第二の入口センサ２０
を、それぞれ第一の回転レバー１６及び第二の回転レバー１７を用いたレバー方式のセン
サとしたが、この発明の紙幣処理装置に用いる第一入口センサ１９及び第二の入口センサ
２０は、上記レバー方式のセンサに限らず、例えば、光センサ方式のセンサから構成して
もよいことはいうまでもない。
【００５６】
【発明の効果】
　以上説明したように、この発明の紙幣処理装置では、紙幣投入口を、紙幣幅の異なる複
数の紙幣の各紙幣幅に対応して複数形成するとともに、該複数の紙幣投入口に連通する複
数の通路を、前記紙幣挿入口から前記スタッカーに至るまで、前記複数の紙幣搬送路の幅
方向中央部を共通なる一本の紙幣搬送路に合流させるとともに、該一本の紙幣搬送路の各
端部に前記各紙幣幅に対応したガイド溝を上下に重ねて形成するようにしたから、紙幣幅
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の狭い紙幣が前記紙幣搬送路内で紙幣幅方向に動くことを可及的に防止でき、そのため、
紙幣幅の狭い紙幣における識別ライン（識別対象となる各種紙幣上のライン）が安定する
。したがって、この発明の紙幣処理装置によると、紙幣幅の異なる複数の紙幣の識別を安
定して正確に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、この発明の紙幣処理装置の概念側面図。
【図２】図２は、図１のＡＡ拡大概念断面図。
【図３】図３は、図１のＢＢ拡大概念断面図。
【図４】図４は、図１のＣＣ拡大概念断面図。
【図５】図５は、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大概念断面図であって、特に、紙幣
Ｘが第一の紙幣搬送路に配設された第一の回転レバーに達した様子を示す図。
【図６】図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大概念断面図であって、特に、紙幣Ｘが識別
手段に達した様子を示す図。
【図７】図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大断面図であって、特に紙幣Ｘが第一の紙幣
搬送路の最下流に達した様子を示す図。
【図８】図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大断面図であって、特に紙幣Ｘがスタッカー
４１側へ移動している様子を示す図。
【図９】図９は、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大断面図であって、特に紙幣Ｘがス
タッカー内に収容された様子を示す図。
【図１０】図１０は、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大概念断面図であって、特に、
紙幣Ｙが第二の紙幣搬送路に配設された第二の回転レバーに達した様子を示す図。
【図１１】図１１は、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大概念断面図であって、特に、
紙幣Ｙが識別手段に達した様子を示す図。
【図１２】図１２は、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大断面図であって、特に紙幣Ｙ
が第二の紙幣搬送路の最下流に達した様子を示す図。
【図１３】図１３は、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大断面図であって、特に紙幣Ｙ
がスタッカー側へ移動している様子を示す図。
【図１４】図１４は、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大断面図であって、特に紙幣Ｙ
がスタッカー内に収容された様子を示す図。
【図１５】図１５は、図１の紙幣処理装置の動作を示す拡大断面図であって、特に、紙幣
幅の異なる二種類の紙幣Ｘ、Ｙがそれぞれ、複数枚ずつスタッカー内に収容された様子を
示す図。
【符号の説明】
１…紙幣処理装置
２…紙幣投入口
３、４…複数の紙幣投入口
３…第一の紙幣投入口
４…第二の紙幣投入口
５…紙幣搬送路
６、７…複数の紙幣搬送路
６…第一の紙幣搬送路
７…第二の紙幣搬送路
８…一本の紙幣搬送路
９、１０…ガイド溝
９…第一のガイド溝
１０…第二のガイド溝
３１…識別手段
４１…スタッカー
Ｘ、Ｙ…紙幣幅の異なる複数の紙幣
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