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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の搬送路と接続及び分断可能に形成され、紙葉類を搬送するための駆動部と、上記他
の搬送路との分断箇所に上記紙葉類の搬送のガイド用に設けられ、上記紙葉類を可視可能
に形成された搬送ガイドとを有する搬送路と、
　上記駆動部と連結されて、上記搬送路の上記他の搬送路との上記分断箇所の近傍に、上
記搬送ガイドと対向する側となる、上記搬送路の上記分断箇所に上記紙葉類が存在するか
否かが視認可能な視認側から一回転方向及び他回転方向へ回転操作可能なように設けられ
、当該回転操作に応じて上記駆動部を上記紙葉類の搬送用に手動で駆動するための操作ノ
ブと
　を具える紙葉類搬送装置。
【請求項２】
　上記操作ノブに設けられた回転操作用のハンドル部を、上記視認側を除いて覆うカバー
と、
　上記操作ノブの上記ハンドル部の上記視認側を隠蔽及び露出可能に設けられた隠蔽露出
部と
　を具える請求項１に記載の紙葉類搬送装置。
【請求項３】
　上記搬送路が形成される第１筐体と、
　上記第１筐体の上記視認側の端部に装着及び離隔可能に配置された第２筐体と



(2) JP 5532063 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

　を具え、
　上記隠蔽露出部は、
　上記第２筐体に設けられた
　請求項２に記載の紙葉類搬送装置。
【請求項４】
　上記搬送ガイドは、
　上記搬送路の上記分断箇所に開閉可能に設けられ、
　上記隠蔽露出部は、
　上記搬送ガイドに一体に設けられた
　請求項２に記載の紙葉類搬送装置。
【請求項５】
　上記操作ノブは、
　上記ハンドル部の上記視認側に指を押し付けるようにして回転操作されるときの当該指
の回転操作用の移動方向を、上記搬送部で上記紙葉類を搬送する方向に合わせるように上
記駆動部と連結された
　請求項３又は請求項４の何れかに記載の紙葉類搬送装置。
【請求項６】
　上記搬送路が上記分断箇所で分断された場合、上記操作ノブと上記駆動部との連結を解
除する連結解除部
　を具える請求項１に記載の紙葉類搬送装置。
【請求項７】
　他の搬送路と接続及び分断可能に形成され、取扱対象の紙葉類を取扱場所へと搬送する
ための駆動部と、上記他の搬送路との分断箇所に上記紙葉類の搬送のガイド用に設けられ
、上記紙葉類を可視可能に形成された搬送ガイドとを有する搬送路と、
　上記駆動部と連結されて、上記搬送路の上記他の搬送路との上記分断箇所の近傍に、上
記搬送ガイドと対向する側となる、上記搬送路の上記分断箇所に上記紙葉類が存在するか
否かが視認可能な視認側から一回転方向及び他回転方向へ回転操作可能なように設けられ
、当該回転操作に応じて上記駆動部を上記紙葉類の搬送用に手動で駆動するための操作ノ
ブと
　を具える紙葉類取扱装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は紙葉類搬送装置及び紙葉類取扱装置に関し、例えば、現金の入金及び出金の取
引を行う現金自動預払機（ATM：Automatic　Teller　Machine）に適用して好適なもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来の紙幣取扱装置は、装置本体に紙幣の取入放出部が固設されると共に、紙幣収納部
を有するユニットが引出及び収納可能に設けられている。
【０００３】
　また紙幣取扱装置は、装置本体に取入搬送路が、当該取入搬送路の一端を取入放出部の
紙幣繰出口に接続するようにして形成されると共に、その取入搬送路を手動で駆動するた
めのノブ（以下、これを取入ノブとも呼ぶ）も設けられている。
【０００４】
　さらに紙幣取扱装置は、装置本体にメイン搬送路が、当該メイン搬送路の一端を取入放
出部の紙幣取込口に接続するようにして形成されると共に、そのメイン搬送路を手動で駆
動するためのノブ（以下、これをメインノブとも呼ぶ）も設けられている。
【０００５】
　さらにまた紙幣取扱装置は、ユニットに収納部搬送路が形成されると共に、当該収納部
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搬送路を手動で駆動するためのノブ（以下、これを収納部ノブとも呼ぶ）も設けられてい
る。
【０００６】
　そして紙幣取扱装置は、装置本体にユニットが収納されると、取入搬送路の他端を収納
部搬送路の一端に接続すると共に、メイン搬送路の他端を当該収納部搬送路の他端に接続
する。
【０００７】
　これにより紙幣取扱装置は、取入放出部に投入された紙幣を、当該取入放出部から１枚
ずつ繰り出し取入搬送路及び収納部搬送路を順次介してユニットの紙幣収納部へ搬送して
収納する。
【０００８】
　また紙幣取扱装置は、紙幣収納部に収納している紙幣を、当該紙幣収納部から１枚ずつ
繰り出し収納部搬送路及びメイン搬送路を順次介して取入放出部へ搬送して堆積する。
【０００９】
　そして紙幣取扱装置は、取入搬送路、収納部搬送路及びメイン搬送路の何れかで搬送中
の紙幣が詰まる、いわゆるジャムが発生して搬送を停止させた場合に取入ノブ、メインノ
ブ及び収納部ノブの何れか１つが回転操作されると、その回転操作された１つの取入ノブ
、メインノブ又は収納部ノブに連結されている１つの取入搬送路、収納部搬送路又はメイ
ン搬送路を動かす。
【００１０】
　また紙幣取扱装置は、この際、回転操作された１つの取入ノブ、メインノブ又は収納部
ノブの回転方向及び回転速度に応じて、残りの２つの取入搬送路、収納部搬送路及びメイ
ン搬送路をモータによって駆動する。
【００１１】
　これにより紙幣取扱装置は、取入搬送路、収納部搬送路及びメイン搬送路の何れかに詰
まっていた紙幣を、取入搬送路及び収納部搬送路や、当該収納部搬送路及びメイン搬送路
で適宜受け渡すようにして搬送させて取り除かせていた（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平８－２４５０１３号公報（第２頁、第３頁、第４頁、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ところで、係る構成の紙幣取扱装置では、例えば、メイン搬送路で搬送中の紙幣が詰ま
った（すなわち、ジャムが発生した）場合、メインノブを回転操作させて、その紙幣を搬
送方向とは逆の方向に移動させることで、詰まった状態を解消する必要がある。
【００１４】
　そして紙幣取扱装置では、紙幣の搬送間隔によっては、メイン搬送路でジャムが発生し
て紙幣の搬送を停止させた場合、当該メイン搬送路中に、ジャムとなった紙幣以外にも複
数の紙幣が留まったままになる。
【００１５】
　このため紙幣取扱装置では、例えば、メイン搬送路で搬送中の紙幣が詰まった（すなわ
ち、ジャムが発生した）場合にメインノブが回転操作されると、その詰まった紙幣と共に
他の紙幣も搬送方向とは逆の方向に移動させることになる。
【００１６】
　ところが、紙幣取扱装置では、装置本体からユニットが引き出されると、メイン搬送路
と収納部搬送路とが分断される。
【００１７】
　そして紙幣取扱装置では、メイン搬送路にジャム紙幣や他の紙幣が留まっている場合、
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装置本体からユニットが引き出された状態で作業者によりメインノブが回転操作されると
、当該作業者が気づかないまま、メイン搬送路からジャム紙幣や他の紙幣が排出される場
合がある。
【００１８】
　そして紙幣取扱装置では、このように作業者が気づかないままメイン搬送路からジャム
紙幣や他の紙幣が排出されると、そのジャム紙幣や他の紙幣が紛失し、又は装置本体内の
隙間に入り込んで故障の原因になる等のように不具合が生じるという問題があった。
【００１９】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、搬送路の分断箇所から紙葉類が気づかれ
ないまま排出されて不具合が生じることを防止し得る紙葉類搬送装置及び紙葉類取扱装置
を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　かかる課題を解決するため本発明においては、他の搬送路と接続及び分断可能に形成さ
れ、紙葉類を搬送するための駆動部と、他の搬送路との分断箇所に紙葉類の搬送のガイド
用に設けられ、紙葉類を可視可能に形成された搬送ガイドとを有する搬送路と、駆動部と
連結されて、搬送路の他の搬送路との分断箇所の近傍に、搬送ガイドと対向する側となる
、搬送路の分断箇所に紙葉類が存在するか否かが視認可能な視認側から一回転方向及び他
回転方向へ回転操作可能なように設けられ、当該回転操作に応じて駆動部を紙葉類の搬送
用に手動で駆動するための操作ノブとを設けるようにした。
【００２１】
　従って本発明では、搬送路に留まっていた紙葉類を取り除く場合、当該搬送路の分断箇
所付近に紙葉類が留まっているか否かを容易に確認させたうえで、操作ノブを回転操作さ
せることができ、その操作ノブが回転操作されている間は搬送路に留まっていた紙葉類が
分断箇所付近まで搬送されてきたか否かを容易に確認させることができると共に、紙葉類
が分断箇所から排出されたかどうかも容易に確認させることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、他の搬送路と接続及び分断可能に形成され、紙葉類を搬送するための
駆動部と、他の搬送路との分断箇所に紙葉類の搬送のガイド用に設けられ、紙葉類を可視
可能に形成された搬送ガイドとを有する搬送路と、駆動部と連結されて、搬送路の他の搬
送路との分断箇所の近傍に、搬送ガイドと対向する側となる、搬送路の分断箇所に紙葉類
が存在するか否かが視認可能な視認側から一回転方向及び他回転方向へ回転操作可能なよ
うに設けられ、当該回転操作に応じて駆動部を紙葉類の搬送用に手動で駆動するための操
作ノブとを設けるようにしたことにより、搬送路に留まっていた紙葉類を取り除く場合、
当該搬送路の分断箇所付近に紙葉類が留まっているか否かを容易に確認させたうえで、操
作ノブを回転操作させることができ、その操作ノブが回転操作されている間は搬送路に留
まっていた紙葉類が分断箇所付近まで搬送されてきたか否かを容易に確認させることがで
きると共に、紙葉類が分断箇所から排出されたかどうかも容易に確認させることができ、
かくして搬送路の分断箇所から紙葉類が気づかれないまま排出されて不具合が生じること
を防止し得る紙葉類搬送装置及び紙葉類取扱装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明による現金自動預払機の外観構成の第１の実施の形態を示す略線的斜視図
である。
【図２】第１の実施の形態による現金自動預払機の内部構成を示す略線的側面図である。
【図３】現金自動預払機の預払機筐体に対する紙幣処理ユニットの引出及び収納の説明に
供する略線的側面図である。
【図４】メインフレームによる下部ユニットの支持の説明に供する略線的正面図である。
【図５】メインフレームによるリアユニットの支持の説明に供する略線的背面図である。
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【図６】紙幣処理ユニットの展開の説明に供する略線的側面図である。
【図７】第１の実施の形態による第１分断箇所搬送部の構成（１）を示す略線的背面図で
ある。
【図８】第１の実施の形態による第１分断箇所搬送部の構成（２）を示す略線的側面図で
ある。
【図９】第２分断箇所搬送部の構成（１）を示す略線的正面図である。
【図１０】第２分断箇所搬送部の構成（２）を示す略線的側面図である。
【図１１】第２分断箇所搬送部における駆動ギアの連結の解除の説明に供する略線的側面
図である。
【図１２】第２の実施の形態による現金自動預払機の内部構成を示す略線的側面図である
。
【図１３】第２の実施の形態による第１分断箇所搬送部の構成（１）を示す略線的背面図
である。
【図１４】第２の実施の形態による第１分断箇所搬送部の構成（２）を示す略線的側面図
である。
【図１５】第３の実施の形態による現金自動預払機の内部構成を示す略線的側面図である
。
【図１６】第３の実施の形態による第１分断箇所搬送部の構成（１）を示す略線的背面図
である。
【図１７】第３の実施の形態による第１分断箇所搬送部の構成（２）を示す略線的側面図
である。
【図１８】第１分断箇所搬送部における操作ノブのギア部と駆動ギアとの連結の解除の説
明に供する略線的側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下図面を用いて、発明を実施するための最良の形態（以下、これを実施の形態とも呼
ぶ）について説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
（１）第１の実施の形態
（２）第２の実施の形態
（３）第３の実施の形態
（４）他の実施の形態
【００２５】
（１）第１の実施の形態
（１－１）現金自動預払機の外観構成
　図１において、１は全体として本発明を適用した現金自動預払機の外観構成を示す。か
かる現金自動預払機１は、略箱型の筐体（以下、これを預払機筐体とも呼ぶ）２を有して
いる。
【００２６】
　因みに、以下の説明では、現金自動預払機１を、預払機筐体２の前面２Ａと対峙して見
た場合の図中に矢印ａ１で示す左の方向を、左方向とも呼び、当該左方向とは逆の方向を
、右方向とも呼ぶ。
【００２７】
　また、以下の説明では、現金自動預払機１を、預払機筐体２の前面２Ａと対峙して見た
場合の図中に矢印ｂ１で示す上の方向を、上方向とも呼び、当該上方向とは逆の方向を、
下方向とも呼ぶ。
【００２８】
　さらに、以下の説明では、現金自動預払機１を、預払機筐体２の前面２Ａと対峙して見
た場合の図中に矢印ｃ１で示す手前の方向を、前方向とも呼び、当該前方向とは逆の方向
を、後方向とも呼ぶ。
【００２９】
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　預払機筐体２の前側上端部には、前面２Ａよりも後面２Ｂ側に凹むように略Ｌ字状に形
成されたフロントパネル３が設けられている。
【００３０】
　フロントパネル３において上方向に向くほぼ水平な上向パネル３Ａには、例えば、中央
部に種々の操作画像の表示及び表面へのタッチ操作が可能なタッチスクリーン４が設けら
れている。
【００３１】
　またフロントパネル３の上向パネル３Ａには、例えば、左寄りに、現金としての硬貨を
投入し、また取り出すための硬貨投入取出部５が設けられている。
【００３２】
　さらにフロントパネル３の上向パネル３Ａには、例えば、右寄りに、現金としての長方
形の紙幣を投入し、また取り出すための紙幣投入取出部６が設けられている。
【００３３】
　一方、フロントパネル３において前方向に向くほぼ垂直な前向パネル３Ｂには、例えば
、左寄りに、取引の際に通帳を挿入し、また当該通帳や取引明細書を排出するための通帳
挿入排出口７が設けられている。
【００３４】
　またフロントパネル３において前向パネル３Ｂには、例えば、右寄りに、取引の際にキ
ャッシュカードやクレジットカード等の種々のカードを挿入及び排出するためのカード挿
入排出口８も設けられている。
【００３５】
　現金自動預払機１は、係る構成のもと、タッチスクリーン４に操作画像を表示すると共
に、顧客によるタッチスクリーン４の表面へのタッチ操作に応じて操作画像を適宜切り換
えて表示する。
【００３６】
　これにより現金自動預払機１は、顧客に操作画像を介して、現金の預け入れのような入
金や払い出しのような出金等の所望の取引の手順を案内する。
【００３７】
　そして現金自動預払機１は、顧客に、その案内に従って通帳挿入排出口７やカード挿入
排出口８に通帳やカードを挿入させ、また硬貨投入取出部５や紙幣投入取出部６に入金用
の硬貨や紙幣を投入させる。
【００３８】
　また現金自動預払機１は、顧客に、その案内に従って通帳挿入排出口７やカード挿入排
出口８から排出した通帳や取引明細書、カードを受け取らせ、硬貨投入取出部５や紙幣投
入取出部６から出金用の硬貨や紙幣を取り出させる。
【００３９】
　このようにして現金自動預払機１は、顧客が所望する現金の入金や出金等の取引を行う
ことができる。
【００４０】
（１－２）現金自動預払機の内部構成
　次いで、現金自動預払機１の内部構成について説明する。図２に示すように、現金自動
預払機１の預払機筐体２は、例えば、上向パネル３Ａの高さ位置に上下仕切部１０が設け
られている。
【００４１】
　また預払機筐体２は、上下仕切部１０の上側に図示しない左右仕切部（以下、これを上
側左右仕切部とも呼ぶ）が設けられると共に、当該上下仕切部１０の下側にも図示しない
左右仕切部（以下、これを下側左右仕切部とも呼ぶ）が設けられている。
【００４２】
　これにより預払機筐体２は、内部区間が上下仕切部１０、上側左右仕切部及び下側左右
仕切部によって左上側（すなわち、上下仕切部１０の左上側）、右上側（すなわち、上下
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仕切部１０の右上側）、左下側（すなわち、上下仕切部１０の左下側）及び右下側（すな
わち、上下仕切部１０の右下側）の４つの収納スペースに区切られている。
【００４３】
　因みに、以下の説明では、預払機筐体２において左上側、右上側、左下側及び右下側の
４つの収納スペースのうち、左上側の収納スペースを、左上収納スペースとも呼び、右上
側の収納スペースを、右上収納スペースとも呼ぶ。
【００４４】
　また、以下の説明では、預払機筐体２において左上側、右上側、左下側及び右下側の４
つの収納スペースのうち、左下側の収納スペースを、左下収納スペースとも呼び、右下側
の収納スペースを、右下収納スペースとも呼ぶ。
【００４５】
　そして預払機筐体２には、通帳挿入排出口７の後側となる左上収納スペースに、通帳に
記録されている顧客情報（口座番号等）の読取処理や、通帳及び取引明細書への取引内容
の印刷処理等の通帳及び取引明細書に関する所定の処理を行う通帳処理ユニット（図示せ
ず）が収納されている。
【００４６】
　また預払機筐体２には、カード挿入排出口８の後側となる右上収納スペースに、種々の
カードに記録されている顧客情報（口座番号等）の読取処理のようなカードに関する所定
の処理を行うカード処理ユニット（図示せず）が収納されている。
【００４７】
　さらに預払機筐体２には、左下収納スペースに、硬貨を入金用及び出金用に処理する硬
貨処理ユニット（図示せず）と、現金自動預払機１全体を統括制御する制御ユニット（図
示せず）とが上下に位置させて収納されている。
【００４８】
　さらにまた預払機筐体２には、右下側の収納スペースに、紙幣を入金用及び出金用に処
理する紙幣処理ユニット１５が収納されている。
【００４９】
　紙幣処理ユニット１５は、例えば、前後に長い略箱型のメインフレーム１６を有してい
る。そして紙幣処理ユニット１５は、メインフレーム１６に上部ユニット１７が載置され
ると共に、当該メインフレーム１６内に下部ユニット１８が収納され、さらにメインフレ
ーム１６及び上部ユニット１７の後にリアユニット１９が配置されて構成されている。
【００５０】
　この場合、上部ユニット１７は、例えば、メインフレーム１６の奥行（すなわち、前後
の長さ）及び幅（すなわち、左右の長さ）とほぼ等しい奥行及び幅を有する前後に長い略
直方体の枠状の筐体（以下、これを上部筐体とも呼ぶ）２０を有している。
【００５１】
　また下部ユニット１８は、例えば、メインフレーム１６よりも一回り小さい（すなわち
、メインフレーム１６の奥行及び幅よりも短い奥行及び幅の）略直方体の枠状の筐体（以
下、これを下部筐体とも呼ぶ）２１を有している。
【００５２】
　さらにリアユニット１９は、例えば、メインフレーム１６の下端から上部筐体２０の上
端までの高さ（すなわち、上下の長さ）とほぼ等しい高さを有し、かつ当該メインフレー
ム１６の幅よりも僅かに短いものの下部筐体２１の幅よりも僅かに長い幅を有する縦長な
略直方体の枠状の筐体（以下、これをリア筐体とも呼ぶ）２２を有している。
【００５３】
　これにより紙幣処理ユニット１５は、メインフレーム１６に上部ユニット１７が前後左
右にはみ出さないように載置されると共に、リアユニット１９がメインフレーム１６及び
上部ユニット１７の上下や左右にはみ出さないように配置されている。
【００５４】
　そして図３に示すように、預払機筐体２には、右側板の内面下寄りと、下側左右仕切部
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の左面下寄りとに、一対の筐体レールガイド２５が、その長手方向を前方向と平行にして
対向配置されている。
【００５５】
　また紙幣処理ユニット１５のメインフレーム１６は、左側面及び右側面の下端寄りに一
対の外側スライドレール２６が、その長手方向を前方向と平行にして対向配置され、当該
一対の外側スライドレール２６が預払機筐体２の一対の筐体レールガイド２５に係合され
ている。
【００５６】
　これにより預払機筐体２は、紙幣処理ユニット１５を、一対の筐体レールガイド２５及
び一対の外側スライドレール２６を介して前後にスライドさせるようにして例えば、前面
２Ａから前に引き出し、また内部に収納可能に支持している。
【００５７】
　さらに図４及び図５に示すように、メインフレーム１６は、左側面及び右側面の内側上
端寄りに一対の上側レールガイド２７、２８が、その長手方向を前方向と平行にして対向
配置されている。
【００５８】
　また下部ユニット１８は、下部筐体２１の左端部及び右端部の上寄りに一対の下部スラ
イドレール２９、３０が、その長手方向を前方向と平行にして配置されている。
【００５９】
　そして下部ユニット１８は、一対の下部スライドレール２９、３０がメインフレーム１
６の一対の上側レールガイド２７、２８に係合されている。
【００６０】
　これにより紙幣処理ユニット１５においてメインフレーム１６は、下部ユニット１８を
、一対の上側レールガイド２７、２８及び下部スライドレール２９、３０を介して前後に
スライドさせるようにして引出及び収納可能に支持している。
【００６１】
　またメインフレーム１６は、左側面及び右側面の内側下端寄りに一対の下側レールガイ
ド３１、３２が、その長手方向を前方向と平行にし、下部ユニット１８には接触しないよ
うに対向配置されている。
【００６２】
　さらにリアユニット１９は、リア筐体２２の左端部及び右端部の下端寄りに一対のリア
スライドレール３３、３４が、その長手方向を前方向と平行にして配置されている。
【００６３】
　そしてリアユニット１９は、一対のリアスライドレール３３、３４がメインフレーム１
６の一対の下側レールガイド３１、３２に係合されている。
【００６４】
　これにより紙幣処理ユニット１５においてメインフレーム１６は、リアユニット１９を
、一対の下側レールガイド３１、３２及びリアスライドレール３３、３４を介して前後に
スライドさせるようにして当該メインフレーム１６及び上部ユニット１７の後端に対し離
隔及び装着可能に支持している。
【００６５】
　よって図２及び図３に示すように、紙幣処理ユニット１５は、メインフレーム１６に下
部ユニット１８が収納され、かつメインフレーム１６及び上部ユニット１７の後端にリア
ユニット１９が装着されると、全体を１つの箱体のように一体化させることができる。
【００６６】
　そして預払機筐体２は、このように紙幣処理ユニット１５が一体化された状態では、作
業者に当該紙幣処理ユニット１５を前面２Ａから前に引き出させ、また内部に収納させる
ことができる。
【００６７】
　また図６に示すように、預払機筐体２は、紙幣処理ユニット１５全体が前に引き出され
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た場合、作業者に紙幣処理ユニット１５を展開させることができる。
【００６８】
　すなわち、預払機筐体２は、紙幣処理ユニット１５全体が前に引き出された場合、さら
に作業者にメインフレーム１６から前に下部ユニット１８全体を引き出させることができ
る。
【００６９】
　また預払機筐体２は、紙幣処理ユニット１５全体が前に引き出された場合、さらに作業
者にメインフレーム１６及び上部ユニット１７から後にリアユニット１９を、例えば、当
該作業者の体を入り込ませることができる程度に離隔させることもできる。
【００７０】
　そして図２に示すように、紙幣処理ユニット１５において上部ユニット１７の上部筐体
２０内には、上前側に上述の紙幣投入取出部６が配置されると共に、当該紙幣投入取出部
６の後斜下に鑑別部４０が配置されている。
【００７１】
　また下部ユニット１８の下部筐体２１内には、紙幣を金種別に収納する（すなわち、そ
れぞれ特定の１種類の紙幣のみを収納する）複数（例えば、４個）の紙幣収納庫４１乃至
４４が、前から後へ順に並べて配置されている。
【００７２】
　さらにリアユニット１９のリア筐体２２内には、上端部に、一時保留部４５が配置され
ている。さらにリアユニット１９のリア筐体２２内には、中央部（すなわち、一時保留部
４５の下側）に、複数の紙幣収納庫４１乃至４４に紙幣を補充し、また複数の紙幣収納庫
４１乃至４４から紙幣を回収するための補充回収庫４６が着脱可能に装着されている。
【００７３】
　さらにリアユニット１９のリア筐体２２内には、下端部（すなわち、補充回収庫４６の
下側）に、破損している紙幣や折れ癖、曲がり癖がついている紙幣等のような異常な紙幣
（以下、これを特にリジェクト紙幣とも呼ぶ）を収納するためのリジェクト庫４７が着脱
可能に装着されている。
【００７４】
　これに加え上部ユニット１７の上部筐体２０内には、例えば、鑑別部４０の後側紙幣取
込口から上部筐体２０の下端後寄りの所定位置までに亘り複数の搬送部（図示せず）が順
に接続されて配置されている。
【００７５】
　これにより上部筐体２０内には、これら複数の搬送部により、鑑別部４０の後側紙幣取
込口と上部筐体２０の下端後寄りの所定位置との間に、紙幣を搬送するための搬送路（以
下、これを第１上部搬送路とも呼ぶ）５０Ａが形成されている。
【００７６】
　また上部筐体２０内には、例えば、鑑別部４０の前側紙幣取込口から上部筐体２０の下
端前寄りの所定位置までに亘り複数の搬送部（図示せず）が順に接続されて配置されてい
る。
【００７７】
　これにより上部筐体２０内には、これら複数の搬送部により、鑑別部４０の前側紙幣取
込口と上部筐体２０の下端前寄りの所定位置との間に、紙幣を搬送するための搬送路（以
下、これを第２上部搬送路とも呼ぶ）５０Ｂが形成されている。
【００７８】
　さらに上部筐体２０内には、例えば、第１上部搬送路５０Ａにおける鑑別部４０の後側
紙幣取込口寄りの所定の第１分岐位置から紙幣投入取出部６の紙幣取込口までに亘り複数
の搬送部（図示せず）が順に接続されて配置されている。
【００７９】
　これにより上部筐体２０内には、これら複数の搬送部により、第１上部搬送路５０Ａの
第１分岐位置と紙幣投入取出部６の紙幣取込口との間に、紙幣を搬送するための搬送路（
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以下、これを第３上部搬送路とも呼ぶ）５０Ｃが形成されている。
【００８０】
　さらに上部筐体２０内には、例えば、第１上部搬送路５０Ａにおける第１分岐位置より
も後側の所定の第２分岐位置から上部筐体２０の後端上寄りの所定位置までに亘り１又は
複数の搬送部（図示せず）が順に接続されて配置されている。
【００８１】
　これにより上部筐体２０内には、その１又は複数の搬送部により、第１上部搬送路５０
Ａの第２分岐位置と上部筐体２０の後端上寄りの所定位置との間に、紙幣を搬送するため
の搬送路（以下、これを第４上部搬送路とも呼ぶ）５０Ｄが形成されている。
【００８２】
　さらに上部筐体２０内には、例えば、第１上部搬送路５０Ａにおける第２分岐位置より
も下側の所定の第３分岐位置から上部筐体２０の後端下寄りの所定位置までに亘り１又は
複数の搬送部（図示せず）が順に接続されて配置されている。
【００８３】
　これにより上部筐体２０内には、その１又は複数の搬送部により、第１上部搬送路５０
Ａの第３分岐位置と上部筐体２０の後端下寄りの所定位置との間に、紙幣を搬送するため
の搬送路（以下、これを第５上部搬送路とも呼ぶ）５０Ｅが形成されている。
【００８４】
　さらに上部筐体２０内には、例えば、紙幣投入取出部６の紙幣繰出口から第２上部搬送
路５０Ｂの所定の第４分岐位置までに亘り複数の搬送部（図示せず）が順に接続されて配
置されている。
【００８５】
　これにより上部筐体２０内には、これら複数の搬送部により、紙幣投入取出部６の紙幣
繰出口と第２上部搬送路５０Ｂの第４分岐位置との間に、紙幣を搬送するための搬送路（
以下、これを第６上部搬送路とも呼ぶ）５０Ｆが形成されている。
【００８６】
　因みに、以下の説明では、適宜、上部ユニット１７の第１上部搬送路５０Ａ、第２上部
搬送路５０Ｂ、第３上部搬送路５０Ｃ、第４上部搬送路５０Ｄ、第５上部搬送路５０Ｅ及
び第６上部搬送路５０Ｆをまとめて上部ユニット搬送路とも呼ぶ。
【００８７】
　また下部ユニット１８の下部筐体２１内には、当該下部筐体２１の上端後寄りの所定位
置から後端下寄りの所定位置までに亘り複数の搬送部（図示せず）が順に接続されて配置
されている。
【００８８】
　これにより下部筐体２１内には、これら複数の搬送部により、下部筐体２１の上端後寄
りの所定位置と後端下寄りの所定位置との間に、紙幣を搬送するための搬送路（以下、こ
れを第１下部搬送路とも呼ぶ）５１Ａが形成されている。
【００８９】
　また下部筐体２１内には、第１下部搬送路５１Ａにおいて下部筐体２１の上端寄りの所
定の第５分岐位置から複数の紙幣収納庫４１乃至４４の紙幣取込繰出口、及び下部筐体２
１の上端前寄りの所定位置までに亘り、複数の搬送路（図示せず）が順に接続されて配置
されている。
【００９０】
　これにより下部筐体２１内には、これら複数の搬送部により、第１下部搬送路５１Ａの
第５分岐位置と、複数の紙幣収納庫４１乃至４４の紙幣取込繰出口、及び下部筐体２１の
上端前寄りの所定位置との間に、紙幣を搬送するための搬送路（以下、これを第２下部搬
送路とも呼ぶ）５１Ｂが形成されている。
【００９１】
　因みに、以下の説明では、適宜、下部ユニット１８の第１下部搬送路５１Ａ及び第２下
部搬送路５１Ｂをまとめて下部ユニット搬送路とも呼ぶ。
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【００９２】
　またリアユニット１９のリア筐体２２内には、当該リア筐体２２の前端上寄りの所定位
置から一時保留部４５の紙幣取込繰出口までに亘り、１又は複数の搬送部（図示せず）が
順に接続されて配置されている。
【００９３】
　これによりリア筐体２２内には、これら１又は複数の搬送部により、当該リア筐体２２
の前端上寄りの所定位置と、一時保留部４５の紙幣取込繰出口との間に、紙幣を搬送する
ための搬送路（以下、これを第１リア搬送路とも呼ぶ）５２Ａが形成されている。
【００９４】
　さらにリア筐体２２内には、当該リア筐体２２の前端中央部の所定位置から補充回収庫
４６の紙幣取込繰出口までに亘り、１又は複数の搬送部（図示せず）が順に接続されて配
置されている。
【００９５】
　これによりリア筐体２２内には、これら１又は複数の搬送部により、当該リア筐体２２
の前端中央部の所定位置と、補充回収庫４６の紙幣取込繰出口との間に、紙幣を搬送する
ための搬送路（以下、これを第２リア搬送路とも呼ぶ）５２Ｂが形成されている。
【００９６】
　さらにリア筐体２２内には、当該リア筐体２２の前端下寄りの所定位置からリジェクト
庫４７の紙幣取込口までに亘り、１又は複数の搬送部（図示せず）が順に接続されて配置
されている。
【００９７】
　これによりリア筐体２２内には、これら１又は複数の搬送部により、当該リア筐体２２
の前端下寄りの所定位置と、リジェクト庫４７の紙幣取込口との間に、紙幣を搬送するた
めの搬送路（以下、これを第３リア搬送路とも呼ぶ）５２Ｃが形成されている。
【００９８】
　因みに、以下の説明では、適宜、リアユニット１９の第１リア搬送路５２Ａ、第２リア
搬送路５２Ｂ及び第３リア搬送路５２Ｃをまとめてリアユニット搬送路とも呼ぶ。
【００９９】
　また、以下の説明では、適宜、紙幣処理ユニット１５において上部ユニット搬送路、下
部ユニット搬送路及びリアユニット搬送路をまとめて収納ユニット搬送路とも呼ぶ。
【０１００】
　そして紙幣処理ユニット１５は、メインフレーム１６内に下部ユニット１８が収納され
、かつ当該メインフレーム１６及び上部ユニット１７の後端にリアユニット１９が装着さ
れた状態では、上部筐体２０の下端後寄りに位置する第１上部搬送路５０Ａの一端と、下
部筐体２１の上端後寄りに位置する第１下部搬送路５１Ａの一端とを紙幣の受け渡しが可
能なように接続（すなわち、近接）する。
【０１０１】
　また紙幣処理ユニット１５は、係る状態では、上部筐体２０の下端前寄りに位置する第
２上部搬送路５０Ｂの一端と、下部筐体２１の上端前寄りに位置する第２下部搬送路５１
Ｂの一端とを紙幣の受け渡しが可能なように接続（すなわち、近接）する。
【０１０２】
　さらに紙幣処理ユニット１５は、係る状態では、上部筐体２０の後端上寄りに位置する
第４上部搬送路５０Ｄの一端と、リア筐体２２の前端上寄りに位置する第１リア搬送路５
２Ａの一端とを近接させて紙幣の受け渡しが可能なように接続（すなわち、近接）する。
【０１０３】
　さらに紙幣処理ユニット１５は、係る状態では、上部筐体２０の後端下寄りに位置する
第５上部搬送路５０Ｅの一端と、リア筐体２２の前端中央部に位置する第２リア搬送路５
２Ｂの一端とを近接させて紙幣の受け渡しが可能なように接続（すなわち、近接）する。
【０１０４】
　さらに紙幣処理ユニット１５は、係る状態では、下部筐体２１の後端下寄りに位置する
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第１下部搬送路５１Ａの他端と、リア筐体２２の前端下寄りに位置する第３リア搬送路５
２Ｃの一端とを近接させて紙幣の受け渡しが可能なように接続（すなわち、近接）する。
【０１０５】
　これにより紙幣処理ユニット１５は、上述のように全体が一体化されると、収納ユニッ
ト搬送路を介して上部ユニット１７、下部ユニット１８及びリアユニット１９間で紙幣を
受け渡すようにして搬送し得る状態になる。
【０１０６】
　そして紙幣処理ユニット１５は、全体が一体化され預払機筐体２に収納された場合では
、上部ユニット１７、下部ユニット１８及びリアユニット１９間で収納ユニット搬送路を
介して紙幣を入金及び出金用に搬送することができる。
【０１０７】
　因みに、紙幣処理ユニット１５は、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路、リアユ
ニット搬送路それそれで長方形の紙幣を、一方の短辺を左側に位置させ、かつ他方の短辺
を右側に位置させて（すなわち、紙幣の長手方向（以下、これを紙幣長手方向とも呼ぶ）
を左方向とほぼ平行にして）一方の長辺を搬送方向に向けた搬送姿勢で搬送する。
【０１０８】
　よって紙幣処理ユニット１５では、紙幣投入取出部６、鑑別部４０、複数の紙幣収納庫
４１乃至４４、一時保留部４５、補充回収庫４６及びリジェクト庫４７において紙幣を、
その搬送姿勢に応じて一方の短辺を左側に位置させ、かつ他方の短辺を右側に位置させた
（すなわち、紙幣長手方向を左方向とほぼ平行にした）姿勢で取り扱っている。
【０１０９】
　実際、紙幣処理ユニット１５には、上述した制御ユニットの指示のもとに、当該紙幣処
理ユニット１５全体を制御して紙幣の入金処理及び出金処理を実行する制御部（図示せず
）が設けられている。
【０１１０】
　これにより制御部は、紙幣の入金時、顧客により紙幣投入取出部６に入金用の１又は複
数の紙幣が投入されると、当該紙幣投入取出部６から１又は複数の紙幣を１枚ずつ繰り出
し第６上部搬送路５０Ｆ及び第２上部搬送路５０Ｂを順次介して鑑別部４０へ搬送して、
当該鑑別部４０において紙幣の金種や状態等を鑑別させる。
【０１１１】
　その結果、制御部は、鑑別部４０から正常であると鑑別されて繰り出された紙幣につい
ては、第１上部搬送路５０Ａ、第４上部搬送路５０Ｄ及び第１リア搬送路５２Ａを順次介
して一時保留部４５へ搬送して一時的に保持させることにより、当該紙幣の入金を保留す
る。
【０１１２】
　また制御部は、鑑別部４０から破損や折れ等により異常であると鑑別されて繰り出され
た紙幣については、リジェクト紙幣として第１上部搬送路５０Ａ及び第３上部搬送路５０
Ｃを順次介して紙幣投入取出部６へ搬送して取り込ませて、顧客に当該紙幣投入取出部６
から取り出させるようにして返却する。
【０１１３】
　このようにして制御部は、鑑別部４０において、紙幣投入取出部６内に投入された入金
用の紙幣が全て鑑別されると、正常であると鑑別された紙幣の総額（すなわち、入金の金
額）を、タッチスクリーン４を介して顧客に提示する。
【０１１４】
　その結果、制御部は、入金の金額を確認した顧客によりタッチスクリーン４を介して紙
幣の入金が指示されると、一時保留部４５から一時的に保持していた紙幣を１枚ずつ繰り
出し第１リア搬送路５２Ａ、第４上部搬送路５０Ｄ及び第１上部搬送路５０Ａを順次介し
て鑑別部４０へ搬送して、当該鑑別部４０において再び紙幣の金種や状態等を鑑別させる
。
【０１１５】
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　そして制御部は、鑑別部４０から金種が鑑別され、かつ正常であると鑑別されて繰り出
された紙幣については、第２上部搬送路５０Ｂ及び第２下部搬送路５１Ｂを順次介して、
その鑑別された金種に応じた紙幣収納庫４１乃至４４へ搬送して収納する。
【０１１６】
　ただし、制御部は、この際、鑑別部４０から金種が鑑別され、かつ異常であると鑑別さ
れて繰り出された紙幣については、リジェクト紙幣として第２上部搬送路５０Ｂ、第２下
部搬送路５１Ｂ、第１下部搬送路５１Ａ及び第３リア搬送路５２Ｃを順次介してリジェク
ト庫４７へ搬送して収納する。このようにして制御部は、顧客の所望する取引としての紙
幣の入金を行うことができる。
【０１１７】
　一方、制御部は、紙幣の出金時、例えば、顧客によりタッチスクリーン４を介して出金
の金額が指定されると、紙幣収納庫４１乃至４４から、当該顧客により指定された金額分
の紙幣を１枚ずつ繰り出し第２下部搬送路５１Ｂ及び第２上部搬送路５０Ｂを順次介して
鑑別部４０に搬送して、当該鑑別部４０において紙幣の金種や状態等を鑑別させる。
【０１１８】
　その結果、制御部は、鑑別部４０から正常であると鑑別されて繰り出された紙幣につい
ては、第１上部搬送路５０Ａ及び第３上部搬送路５０Ｃを順次介して紙幣投入取出部６へ
搬送して取り込ませる。
【０１１９】
　ただし、制御部は、この際、鑑別部４０から異常であると鑑別されて繰り出された紙幣
については、リジェクト紙幣として例えば、第１上部搬送路５０Ａ、第１下部搬送路５１
Ａ及び第３リア搬送路５２Ｃを順次介してリジェクト庫４７へ搬送して収納する。
【０１２０】
　そして制御部は、紙幣投入取出部６に、出金用に指定された金額分の紙幣を搬送し終え
ると、顧客に当該紙幣投入取出部６から、その出金用に指定された金額分の紙幣を取り出
させるようにして引き渡す。
【０１２１】
　このようにして制御部は、顧客の所望する取引としての紙幣の出金を行うことができる
。また制御部は、紙幣収納庫４１乃至４４から出金用として繰り出した紙幣の中でリジェ
クト紙幣を発見すると、上述のように、そのリジェクト紙幣を分別して専用のリジェクト
庫４７に保管することで、その後、出金には用いないようにすることができる。
【０１２２】
　また制御部は、紙幣の補充時、補充回収庫４６から紙幣を１枚ずつ繰り出し第２リア搬
送路５２Ｂ、第５上部搬送路５０Ｅ及び第１上部搬送路５０Ａを順次介して鑑別部４０へ
搬送して、当該鑑別部４０において紙幣の金種や状態等を鑑別させる。
【０１２３】
　その結果、制御部は、鑑別部４０から金種が鑑別され、かつ正常であると鑑別されて繰
り出された紙幣については、第２上部搬送路５０Ｂ及び第２下部搬送路５１Ｂを順次介し
て、その鑑別された金種に応じた紙幣収納庫４１乃至４４へ搬送して収納する。
【０１２４】
　ただし、制御部は、この際、鑑別部４０から金種が鑑別され、かつ異常であると鑑別さ
れて繰り出された紙幣については、リジェクト紙幣として第２上部搬送路５０Ｂ、第２下
部搬送路５１Ｂ、第１下部搬送路５１Ａ及び第３リア搬送路５２Ｃを順次介してリジェク
ト庫４７へ搬送して収納する。このようにして制御部は、複数の紙幣収納庫４１乃至４４
に入金処理に用いる紙幣を補充することができる。
【０１２５】
　さらに制御部は、紙幣の回収時、紙幣収納庫４１乃至４４から紙幣を１枚ずつ繰り出し
第２下部搬送路５１Ｂ及び第２上部搬送路５０Ｂを順次介して鑑別部４０へ搬送して、当
該鑑別部４０において紙幣の金種や状態等を鑑別させる。
【０１２６】
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　その結果、制御部は、鑑別部４０から正常であると鑑別されて繰り出された紙幣につい
ては、第１上部搬送路５０Ａ、第５上部搬送路５０Ｅ及び第２リア搬送路５２Ｂを順次介
して補充回収庫４６へ搬送して収納する。
【０１２７】
　ただし、制御部は、この際、鑑別部４０から金種が鑑別され、かつ異常であると鑑別さ
れて繰り出された紙幣については、リジェクト紙幣として第１上部搬送路５０Ａ、第１下
部搬送路５１Ａ及び第３リア搬送路５２Ｃを順次介してリジェクト庫４７へ搬送して収納
する。このようにして制御部は、複数の紙幣収納庫４１乃至４４から入金処理によって収
納していた紙幣を回収することができる。
【０１２８】
　ところで、紙幣処理ユニット１５には、上述した上部ユニット搬送路や下部ユニット搬
送路、リアユニット搬送路を形成する複数の搬送部として、対向配置され互いに逆回転す
る複数組のローラの間に紙幣を挟み込みながら送り出すように形成されたものが設けられ
ている。
【０１２９】
　また紙幣処理ユニット１５には、上部ユニット搬送路や下部ユニット搬送路、リアユニ
ット搬送路を形成する複数の搬送部として、対向配置され互いに逆回転する複数組の無端
状のベルトの間に紙幣を挟み込みながら送り出すように形成されたものも設けられている
。
【０１３０】
　そして紙幣処理ユニット１５に設けられた搬送部の中には、対向配置された複数組のロ
ーラや複数組のベルトを互いに押し付けたまま離隔させないように形成されたものがある
。
【０１３１】
　また紙幣処理ユニット１５に設けられた搬送部の中には、対向配置された複数組のロー
ラや複数組のベルトを離隔可能なように、上部ユニット搬送路や下部ユニット搬送路、リ
アユニット搬送路を境にして開閉可能に形成されたものもある。
【０１３２】
　そして紙幣処理ユニット１５の上部ユニット１７には、上部ユニット搬送路を形成する
個々の搬送部の配置位置や紙幣の搬送方向等に応じて、当該上部ユニット搬送路の任意の
搬送区間毎に、当該搬送区間を形成する１又は複数の搬送部を自動で駆動するための１つ
のモータが設けられている。
【０１３３】
　すなわち、上部ユニット１７は、例えば、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５
０Ｂに対し１つのモータが設けられ、当該モータの出力軸が、第１上部搬送路５０Ａ及び
第２上部搬送路５０Ｂを形成する複数の搬送部のローラの回動軸やベルトがかけられたロ
ーラの回動軸に複数のギアを介して連結されている。
【０１３４】
　これにより上部ユニット１７は、制御部の制御のもと、１つのモータにより第１上部搬
送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂの複数の搬送部を紙幣の搬送用に一括して駆動して
いる。
【０１３５】
　また上部ユニット１７には、例えば、第３上部搬送路５０Ｃ、第４上部搬送路５０Ｄ、
第５上部搬送路５０Ｅ、第６上部搬送路５０Ｆ毎にも１つのモータが設けられている。
【０１３６】
　そして上部ユニット１７は、上述した第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂ
の場合と同様に、これら第３上部搬送路５０Ｃ、第４上部搬送路５０Ｄ、第５上部搬送路
５０Ｅ、第６上部搬送路５０Ｆ毎に対応する１つのモータにより１又は複数の搬送部を駆
動している。
【０１３７】
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　さらに紙幣処理ユニット１５の下部ユニット１８についても、上部ユニット１７と同様
に、下部ユニット搬送路を形成する個々の搬送部の配置位置や紙幣の搬送方向等に応じて
、当該下部ユニット搬送路の任意の搬送区間毎に、当該搬送区間を形成する１又は複数の
搬送部を自動で駆動するための１つのモータが設けられている。
【０１３８】
　すなわち、下部ユニット１８には、第１下部搬送路５１Ａ及び第２下部搬送路５１Ｂ全
体を１つの搬送区間とし、又は第１下部搬送路５１Ａ及び第２下部搬送路５１Ｂ各々を１
つの搬送区間として、さらには第１下部搬送路５１Ａ及び第２下部搬送路５１Ｂ全体を２
以上の搬送区間に区切って、その搬送区間毎に１つのモータが設けられている。
【０１３９】
　さらにまた紙幣処理ユニット１５のリアユニット１９にも、上部ユニット１７と同様に
、リアユニット搬送路を形成する個々の搬送部の配置位置や紙幣の搬送方向等に応じて、
当該リアユニット搬送路の任意の搬送区間毎に、当該搬送区間を形成する１又は複数の搬
送部を自動で駆動するための１つのモータが設けられている。
【０１４０】
　すなわち、リアユニット１９には、第１リア搬送路５２Ａ、第２リア搬送路５２Ｂ及び
第３リア搬送路５２Ｃ全体を１つの搬送区間とし、又は第１リア搬送路５２Ａ、第２リア
搬送路５２Ｂ及び第３リア搬送路５２Ｃ各々を１つの搬送区間として、さらには第１リア
搬送路５２Ａ、第２リア搬送路５２Ｂ及び第３リア搬送路５２Ｃ全体を２以上の搬送区間
に区切って、その搬送区間毎に１つのモータが設けられている。
【０１４１】
　これに加えて紙幣処理ユニット１５の上部ユニット１７には、上部ユニット搬送路にお
いて１つのモータが設けられた搬送区間毎に、当該搬送区間を形成する１又は複数の搬送
部を手動で駆動するための回転操作可能な１つの操作ノブが設けられている。
【０１４２】
　すなわち、上部ユニット１７は、例えば、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５
０Ｂに対し１つの操作ノブが、複数のローラの回動軸に連結されている。
【０１４３】
　また上部ユニット１７には、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂと同様に
例えば、第３上部搬送路５０Ｃ、第４上部搬送路５０Ｄ、第５上部搬送路５０Ｅ、第６上
部搬送路５０Ｆ毎にも１つの操作ノブが設けられている。
【０１４４】
　さらに紙幣処理ユニット１５の下部ユニット１８やリアユニット１９についても、上部
ユニット１７と同様に、下部ユニット搬送路やリアユニット搬送路の任意の搬送区間毎に
１つの操作ノブが設けられている。
【０１４５】
　よって預払機筐体２は、例えば、紙幣処理ユニット１５において上部ユニット１７の第
１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂで搬送中の紙幣が詰まる、いわゆるジャム
が発生した場合、作業者に当該預払機筐体２から紙幣処理ユニット１５を引き出させる。
【０１４６】
　そのうえで預払機筐体２は、作業者に操作ノブを回転操作させて第１上部搬送路５０Ａ
及び第２上部搬送路５０Ｂの複数の搬送部を手動で駆動させることで、ジャムとなった紙
幣（以下、これをジャム紙幣とも呼ぶ）を搬送方向とは逆方向へ送るようにして、例えば
、開閉可能な搬送部まで移動させる。
【０１４７】
　これにより預払機筐体２は、ジャム紙幣を第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５
０Ｂ中の開閉可能な搬送部を開いて取り除かせることができる。
【０１４８】
　また紙幣処理ユニット１５は、預払機筐体２から引き出されて展開された場合、上部ユ
ニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニット搬送路を分断することができる。
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【０１４９】
　すなわち、紙幣処理ユニット１５は、メインフレーム１６から前へ下部ユニット１８が
引き出され、かつ当該メインフレーム１６及び上部ユニット１７から後へリアユニット１
９が離隔された状態では、上部ユニット１７の第１上部搬送路５０Ａの一端と、下部ユニ
ット１８の第１下部搬送路５１Ａの一端とを分断（すなわち、紙幣の受け渡しができない
ように離隔）する。
【０１５０】
　また紙幣処理ユニット１５は、係る状態では、上部ユニット１７の第２上部搬送路５０
Ｂの一端と、下部ユニット１８の第２下部搬送路５１Ｂの一端とを分断（すなわち、紙幣
の受け渡しができないように離隔）する。
【０１５１】
　さらに紙幣処理ユニット１５は、係る状態では、上部ユニット１７の第４上部搬送路５
０Ｄの一端と、リアユニット１９の第１リア搬送路５２Ａの一端とを分断（すなわち、紙
幣の受け渡しができないように離隔）する。
【０１５２】
　さらに紙幣処理ユニット１５は、係る状態では、上部ユニット１７の第５上部搬送路５
０Ｅの一端と、リアユニット１９の第２リア搬送路５２Ｂの一端とを分断（すなわち、紙
幣の受け渡しができないように離隔）する。
【０１５３】
　さらに紙幣処理ユニット１５は、係る状態では、下部ユニット１８の第１下部搬送路５
１Ａの他端と、リアユニット１９の第３リア搬送路５２Ｃの一端とを分断（すなわち、紙
幣の受け渡しができないように離隔）する。
【０１５４】
　因みに、紙幣処理ユニット１５は、メインフレーム１６及び上部ユニット１７にリアユ
ニット１９が装着されているものの、当該メインフレーム１６から前へ下部ユニット１８
が引き出された状態では、上述と同様に第１上部搬送路５０Ａの一端と第１下部搬送路５
１Ａの一端とを分断する。
【０１５５】
　また紙幣処理ユニット１５は、係る状態では、上述と同様に第２上部搬送路５０Ｂの一
端と第２下部搬送路５１Ｂの一端とを分断すると共に、当該第１下部搬送路５１Ａの他端
と第３リア搬送路５２Ｃの一端とを分断するものの、その他の部分については接続したま
まにする。
【０１５６】
　一方、紙幣処理ユニット１５は、メインフレーム１６内に下部ユニット１８が収納され
ているものの、当該メインフレーム１６及び上部ユニット１７から後へリアユニット１９
が離隔された状態では、上述と同様に第４上部搬送路５０Ｄの一端と、リアユニット１９
の第１リア搬送路５２Ａの一端とを分断する。
【０１５７】
　また紙幣処理ユニット１５は、係る状態では、上述と同様に第５上部搬送路５０Ｅの一
端と第２リア搬送路５２Ｂの一端とを分断すると共に、第１下部搬送路５１Ａの他端と第
３リア搬送路５２Ｃの一端とを分断するものの、その他の部分については接続したままに
する。
【０１５８】
　よって預払機筐体２は、例えば、紙幣処理ユニット１５において上部ユニット１７の第
１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂで搬送中の紙幣が詰まる、いわゆるジャム
が発生した場合、作業者に当該預払機筐体２から紙幣処理ユニット１５を引き出させて展
開させる。
【０１５９】
　そのうえで預払機筐体２は、作業者に操作ノブを回転操作させて第１上部搬送路５０Ａ
及び第２上部搬送路５０Ｂの複数の搬送部を手動で駆動させることで、ジャム紙幣を搬送
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方向とは逆方向へ送るようにして、例えば、当該第１上部搬送路５０Ａの一端や第２上部
搬送路５０Ｂの一端まで移動させる。
【０１６０】
　これにより預払機筐体２は、ジャム紙幣を第１上部搬送路５０Ａの一端や第２上部搬送
路５０Ｂの一端から取り除かせることもできる。
【０１６１】
　また預払機筐体２は、紙幣処理ユニット１５において上部ユニット搬送路の第１上部搬
送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂを除く搬送区間や、下部ユニット搬送路、リアユニ
ット搬送路でジャムが発生した場合も、当該第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５
０Ｂでジャムが発生した場合と同様にしてジャム紙幣を取り除かせることができる。
【０１６２】
　ただし、紙幣処理ユニット１５は、紙幣の入金時や出金時等では、収納ユニット搬送路
を介して複数の紙幣を比較的短い搬送間隔で高速に搬送している。
【０１６３】
　このため、紙幣処理ユニット１５では、収納ユニット搬送路を介して複数の紙幣を順次
搬送している途中でジャムが発生して当該紙幣の搬送を停止させた場合、収納ユニット搬
送路中にジャム紙幣以外にも複数の紙幣が留まったままになる。
【０１６４】
　そして紙幣処理ユニット１５では、係る状況のもと、預払機筐体２の前側で展開されジ
ャム紙幣を取り除くために操作ノブが回転操作されると、上部ユニット搬送路や下部ユニ
ット搬送路、又はリアユニット搬送路上でジャム紙幣と共に他の紙幣も移動させることに
なる。
【０１６５】
　しかしながら、紙幣処理ユニット１５は、上部ユニット搬送路や下部ユニット搬送路、
リアユニット搬送路からジャム紙幣を取り除くために作業者が操作ノブを回転操作する際
、当該作業者が気づかないまま、上部ユニット搬送路や下部ユニット搬送路、リアユニッ
ト搬送路から紙幣が排出されないようにしている。
【０１６６】
　すなわち、紙幣処理ユニット１５は、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリ
アユニット搬送路を形成する複数の搬送部のうち、これらの分断箇所に位置する搬送部（
以下、これを分断箇所搬送部とも呼ぶ）が、作業者が気づかないまま紙幣を排出すること
がないように形成されている。
【０１６７】
（１－３）分断箇所搬送部の構成
　よって、以下には、分断箇所搬送部の構成について具体的に説明する。ただし、以下に
は、分断箇所搬送部の具体的な構成として、例えば、上部ユニット１７において第１上部
搬送路５０Ａの分断箇所である一端部に位置する分断箇所搬送部の構成と、第２上部搬送
路５０Ｂの分断箇所である一端部に位置する分断箇所搬送部の構成とを順番に説明する。
【０１６８】
　因みに、以下の説明では、第１上部搬送路５０Ａの一端部に位置する分断箇所搬送部を
、第１分断箇所搬送部とも呼び、第２上部搬送路５０Ｂの一端部に位置する分断箇所搬送
部を、第２分断箇所搬送部とも呼ぶ。
【０１６９】
　図７及び図８に示すように、第１分断箇所搬送部５５は、例えば、偏平矩形状の一対の
搬送ガイド５６、５７と、上部筐体２０の左端部に設けられ例えば、不透明な部材によっ
て形成されたガイド支持板５８とを有している。
【０１７０】
　一方の搬送ガイド５６は、例えば、透明又は半透明な光透過部材、或いは不透明な部材
によって形成され、一方の側面５６Ａから他方の側面５６Ｂまでのガイド幅が、長方形の
紙幣の長辺よりも僅かに長く選定されている。
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【０１７１】
　また一方の搬送ガイド５６は、例えば、一端面５６Ｃから他端面までのガイド長が、紙
幣の短辺の数倍の長さを有し、ガイド幅よりも長く選定されている。
【０１７２】
　さらに他方の搬送ガイド５７は、例えば、透明又は半透明な光透過部材によって形成さ
れ、一方の側面５７Ａから他方の側面５７Ｂまでのガイド幅、及び一端面５７Ｃから他端
面までのガイド長が、一方の搬送ガイド５６のガイド幅及びガイド長と等しく選定されて
いる。
【０１７３】
　因みに、以下の説明では、搬送ガイド５６、５７において、一方の側面５６Ａ、５７Ａ
から他方の側面５６Ｂ、５７Ｂへ向かう方向を、ガイド幅方向とも呼び、一端面５６Ｃ、
５７Ｃから他端面へ向かう方向を、ガイド長手方向とも呼ぶ。
【０１７４】
　そして一方の搬送ガイド５６は、例えば、ガイド幅方向を左方向と平行にし、かつガイ
ド長手方向を上方向と平行にした姿勢で、上部筐体２０の下端２０Ａから一端面５６Ｃ側
を僅かに下へ突出させて、ガイド支持板５８の右面に、当該搬送ガイド５６の左に位置す
る側面５６Ａを接合するようにして支持されている。
【０１７５】
　また他方の搬送ガイド５７は、例えば、一方の搬送ガイド５６の後側でガイド幅方向を
左方向と平行にし、かつガイド長手方向を上方向と平行にした姿勢で、上部筐体２０の下
端２０Ａから一端面５７Ｃ側を僅かに下へ突出させて、ガイド支持板５８の右面に、当該
搬送ガイド５７の左に位置する側面５７Ａを接合するようにして支持されている。
【０１７６】
　このようにして一方の搬送ガイド５６は、一面５６Ｄ全体を後に向けて、他方の搬送ガ
イド５７の前を向いた一面５７Ｄ全体と、数ミリ程度の間隔を空けて対向させている。
【０１７７】
　因みに、以下の説明では、一対の搬送ガイド５６、５７のうち前側に位置する一方の搬
送ガイド５６を、第１前側搬送ガイド５６とも呼び、後側に位置する他方の搬送ガイド５
７を、第１後側搬送ガイド５７とも呼ぶ。
【０１７８】
　そして、以下の説明では、第１前側搬送ガイド５６において第１後側搬送ガイド５７の
一面５７Ｄと対向する、後へ向いた一面５６Ｄを、第１前側ガイド対向面５６Ｄとも呼び
、前へ向いた他面５６Ｅを、第１前側ガイド裏面５６Ｅとも呼ぶ。
【０１７９】
　また、以下の説明では、ガイド支持板５８に対する第１前側搬送ガイド５６の取付姿勢
に応じて、当該第１前側搬送ガイド５６において左に位置する側面５６Ａを、第１前側ガ
イド左側面５６Ａとも呼び、右に位置する側面５６Ｂを、第１前側ガイド右側面５６Ｂと
も呼ぶ。
【０１８０】
　さらに、以下の説明では、第１後側搬送ガイド５７において第１前側搬送ガイド５６の
第１前側ガイド対向面５６Ｄと対向する、前へ向いた一面５７Ｄを、第１後側ガイド対向
面５７Ｄとも呼び、後へ向いた他面５７Ｅを、第１後側ガイド裏面５７Ｅとも呼ぶ。
【０１８１】
　さらに、以下の説明では、ガイド支持板５８に対する第１後側搬送ガイド５７の取付姿
勢に応じて、当該第１後側搬送ガイド５７において左に位置する側面５７Ａを、第１後側
ガイド左側面５７Ａとも呼び、右に位置する側面５７Ｂを、第１後側ガイド右側面５７Ｂ
とも呼ぶ。
【０１８２】
　ところで、第１前側搬送ガイド５６は、第１前側ガイド左側面５６Ａの一端部に、断面
円形の軸挿入孔部が、左方向と平行に第１前側ガイド右側面５６Ｂ近傍までに亘って穿設
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されている。
【０１８３】
　また第１前側搬送ガイド５６は、第１前側ガイド対向面５６Ｄの一端部において第１前
側ガイド左側面５６Ａ寄り及び第１前側ガイド右側面５６Ｂ寄りに、それぞれ上下に長い
ローラ配置孔部５６ＤＸが、軸挿入孔部と交差させて穿設されている。
【０１８４】
　そして第１前側搬送ガイド５６は、一対のローラ配置孔部５６ＤＸにそれぞれ搬送駆動
用のローラ５９、６０が配置された状態で、棒状の回動軸６１の一端部が軸挿入孔部に左
側から挿入されると共に、これらローラ５９、６０の中心孔にも順に挿入されている。
【０１８５】
　因みに、以下の説明では、搬送駆動用の一対のローラ５９、６０を、それぞれ駆動ロー
ラ５９、６０とも呼び、当該一対の駆動ローラ５９、６０の中心孔に挿入された回動軸６
１を、駆動軸６１とも呼ぶ。
【０１８６】
　これにより第１前側搬送ガイド５６は、駆動軸６１に取り付けられた一対の駆動ローラ
５９、６０の周側面の一部を第１前側ガイド対向面５６Ｄから後側に突出させている。
【０１８７】
　さらにガイド支持板５８には、第１前側搬送ガイド５６の軸挿入孔部に対向させて、駆
動軸６１を支持するための軸支持孔部が穿設されている。
【０１８８】
　そしてガイド支持板５８は、駆動軸６１の他端部が軸支持孔部に右側から挿入されて、
当該駆動軸６１の他端部を左面から突出（すなわち、左側へ突出）させている。
【０１８９】
　これによりガイド支持板５８は、駆動軸６１を左方向と平行にして矢印ｄ１に示す一回
転方向、及びこれとは逆の他回転方向に回動可能に支持している。
【０１９０】
　すなわち、ガイド支持板５８は、駆動軸６１を、当該駆動軸６１と共に一対の駆動ロー
ラ５９、６０を一回転方向及び他回転方向へ回動可能なように支持している。
【０１９１】
　これに加え第１前側搬送ガイド５６及びガイド支持板５８には、駆動軸６１に取り付け
られた一対の駆動ローラ５９、６０の上側にも、図示しない複数の駆動ローラが複数の駆
動軸と共に例えば、紙幣の短辺の長さよりも短い所定間隔で順次同様に設けられている。
【０１９２】
　そして第１前側搬送ガイド５６に設けられた駆動軸６１には、ガイド支持板５８の左面
から突出している他端部を駆動ギア６２の中心孔に挿入するようにして、当該駆動ギア６
２が取り付けられている。
【０１９３】
　また第１前側搬送ガイド５６に設けられた他の複数の駆動軸にも、それぞれ同様にガイ
ド支持板５８の左面から突出している他端部を他の駆動ギア（図示せず）の中心孔に挿入
するようにして、当該他の駆動ギアが取り付けられている。
【０１９４】
　さらにガイド支持板５８は、順次上下で隣接する駆動軸６１の間に、それぞれ奇数本（
例えば、１本）の回動軸６３（１つのみ図示して他は図示せず）を支持するための軸支持
孔部が穿設されている。
【０１９５】
　そしてガイド支持板５８は、複数の軸支持孔部にそれぞれ回動軸６３の一端部が左側か
ら挿入されて、当該回動軸６３の他端部を左面から突出させている。
【０１９６】
　これによりガイド支持板５８は、これら複数の回動軸６３をそれぞれ左方向と平行にし
た状態で、一回転方向及び他回転方向へ回動可能に支持している。
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【０１９７】
　そして複数の回動軸６３には、それぞれガイド支持板５８の左面から突出する他端部を
連結ギア６４の中心孔に挿入するようにして、当該連結ギア６４が取り付けられている。
因みに、以下の説明では、連結ギア６４が取り付けられる回動軸６３を、連結軸６３とも
呼ぶ。
【０１９８】
　これにより順次上下で隣接する駆動軸６１間の奇数本（例えば、１本）毎の連結軸６３
は、当該上下で隣接する駆動軸６１に取り付けられた駆動ギア６２同士を、連結ギア６４
を介して同一の回転方向へ回転するように連結している。
【０１９９】
　そして第１分断箇所搬送部５５は、何れかの駆動ギア６２又は連結ギア６４が、例えば
、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂ上の他の搬送部の駆動ギア及び連結ギ
アを順次介して、図示しないモータ（すなわち、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送
路５０Ｂに対して１つ設けられたモータ）の出力軸に取り付けられたモータギアに連結さ
れている。
【０２００】
　これにより第１分断箇所搬送部５５は、モータの駆動に応じて、複数の駆動軸６１と共
に複数の駆動ローラ５９、６０を、回転方向を揃えて一回転方向及び他回転方向へ回転さ
せることができる。
【０２０１】
　一方、第１後側搬送ガイド５７は、第１後側ガイド裏面５７Ｅの一端部において第１後
側ガイド左側面５７Ａ寄り及び第１後側ガイド右側面５７Ｂ寄りに、それぞれ左右に長い
軸配置溝部５７ＥＸ、５７ＥＹが、第１前側搬送ガイド５６の軸挿入孔部の一部と対向さ
せて形成されている。
【０２０２】
　また第１後側搬送ガイド５７は、第１後側ガイド対向面５７Ｄの一端部において第１後
側ガイド左側面５７Ａ寄り及び第１後側ガイド右側面５７Ｂ寄りに、それぞれ上下に長い
ローラ配置孔部５７ＤＸ、５７ＤＹが、第１前側搬送ガイド５６のローラ配置孔部５６Ｄ
Ｘに対向させて（すなわち、軸配置溝部５７ＥＸ、５７ＥＹと交差させて）穿設されてい
る。
【０２０３】
　そして第１後側搬送ガイド５７は、一対の軸配置溝部５７ＥＸ、５７ＥＹ内にそれぞれ
回動軸６５、６６を左方向と平行にして配置するようにして、ローラ配置孔部５７ＤＸ、
５７ＤＹにそれぞれ当該回動軸６５、６６に回動可能に保持されたローラ６７、６８が配
置されている。
【０２０４】
　さらに第１後側搬送ガイド５７は、第１後側ガイド裏面５７Ｅの一端部に例えば、４つ
のばね係止部（図示せず）が、当該ばね係止部の一端部をそれぞれ軸配置溝部５７ＥＸ、
５７ＥＹ内の回動軸６５、６６の一端部及び他端部と対向させて設けられている。
【０２０５】
　そして第１後側搬送ガイド５７は、各ばね係止部の一端部と、対向する回動軸６５、６
６の一端部及び他端部との間に、それぞれ圧縮コイルばね７０乃至７３が自然長よりも縮
めた状態で挿入されている。
【０２０６】
　よって第１後側搬送ガイド５７は、各圧縮コイルばね７０乃至７３によりそれぞれ対応
する回動軸６５、６６と共に、これに保持されたローラ６７、６８を前方向へ付勢してい
る。
【０２０７】
　これにより第１後側搬送ガイド５７は、各ローラ６７、６８の周側面の一部を、第１後
側ガイド対向面５７Ｄから前側に突出させて、対向する駆動ローラ５９、６０の周側面に
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おいて第１前側搬送ガイド５６の第１前側ガイド対向面５６Ｄから後側に突出する部分に
押し付けている。
【０２０８】
　因みに、以下の説明では、駆動ローラ５９、６０に押し付けられるローラ６７、６８を
、プレッシャローラ６７、６８とも呼び、当該プレッシャローラ６７、６８を回動可能に
保持する回動軸６５、６６を、プレッシャ軸６５、６６とも呼ぶ。
【０２０９】
　そして第１後側搬送ガイド５７は、プレッシャ軸６５、６６に回動可能に保持されたプ
レッシャローラ６７、６８の上側にも、図示しない複数のプレッシャローラが複数のプレ
ッシャ軸及び複数の圧縮コイルばねと共に、第１前側搬送ガイド５６の複数の駆動ローラ
と順次対向させるようにして同様に設けられている。
【０２１０】
　これにより第１分断箇所搬送部５５は、モータの駆動に応じて複数の駆動軸６１と共に
複数の駆動ローラ５９、６０が一回転方向及び他回転方向へ回転した場合、これに連動さ
せて複数のプレッシャローラ６７、６８を、プレッシャ軸６５、６６を中心にして回転方
向を揃えて当該複数の駆動ローラ５９、６０とは逆回転させることができる。
【０２１１】
　このようにして第１分断箇所搬送部５５は、第１前側搬送ガイド５６及び第１後側搬送
ガイド５７の間に、互いに逆回転する複数の駆動ローラ５９、６０及び複数のプレッシャ
ローラ６７、６８の間に紙幣７５を挟み込みながら上方向や下方向へ送り出すようにして
搬送する搬送路（すなわち、第１上部搬送路５０Ａの一部）を形成している。
【０２１２】
　そして第１分断箇所搬送部５５は、上述のように上部筐体２０の下端２０Ａから下へ、
第１前側搬送ガイド５６の一端面５６Ｃ側及び第１後側搬送ガイド５７の一端面５７Ｃ側
を僅かに突出させている。
【０２１３】
　また第１下部搬送路５１Ａの分断箇所である一端部に設けられた図示しない分断箇所搬
送部は、下部筐体２１の上端から上へ一対の搬送ガイドの一端面側を僅かに突出させてい
る。
【０２１４】
　よって第１分断箇所搬送部５５は、メインフレーム１６に下部ユニット１８が収納され
た場合、第１前側搬送ガイド５６の一端面５６Ｃ及び第１後側搬送ガイド５７の一端面５
７Ｃを、第１下部搬送路５１Ａの分断箇所搬送部の一対の搬送ガイドの一端面と対向させ
て接続（すなわち、対向させて近接）することができる。
【０２１５】
　これにより第１分断箇所搬送部５５は、メインフレーム１６に下部ユニット１８が収納
された状態では、第１下部搬送路５１Ａの分断箇所搬送部との間で紙幣７５を受け渡すよ
うに搬送することができる。
【０２１６】
　係る構成に加えガイド支持板５８には、左面の例えば、最も下側の連結軸６３の後斜上
に、操作ノブ７７用の回動軸（以下、これをノブ軸とも呼ぶ）７８を支持するためのノブ
軸支持孔部が穿設されている。
【０２１７】
　またガイド支持板５８は、ノブ軸支持孔部にノブ軸７８の一端部が左側から挿入されて
、当該ノブ軸７８の他端部を左面から突出させている。
【０２１８】
　これによりガイド支持板５８は、ノブ軸７８を左方向と平行にした状態で、一回転方向
及び他回転方向へ回動可能に支持している。そしてノブ軸７８の他端部には、操作ノブ７
７が取り付けられている。
【０２１９】
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　ここで、操作ノブ７７は、根元部７７Ａが円筒状に形成されると共に、先端部７７Ｂが
根元部７７Ａよりも直径の大きい円板状に形成されている。因みに、以下の説明では、操
作ノブ７７において円板状の先端部７７Ｂを、ハンドル部７７Ｂとも呼ぶ。
【０２２０】
　また操作ノブ７７は、根元部７７Ａの周側面の所定部分７７ＡＸに、一周に亘りギアの
歯が（すなわち、周側面の所定部分７７ＡＸがギアとして）形成されている。
【０２２１】
　因みに、以下の説明では、操作ノブ７７の根元部７７Ａの周側面において一周に亘りギ
アの歯が形成された所定部分７７ＡＸを、ギア部７７ＡＸとも呼ぶ。
【０２２２】
　そして操作ノブ７７は、ノブ軸７８の他端部が根元部７７Ａの穴に挿入されて、当該ノ
ブ軸７８に取り付けられている。
【０２２３】
　これにより操作ノブ７７は、ギア部７７ＡＸが最も下側の連結ギア６４（すなわち、ガ
イド支持板５８の最も下側の連結軸６３に取り付けられている連結ギア６４）と歯合され
、ハンドル部７７Ｂを当該連結ギア６４よりも左側に位置させている。
【０２２４】
　すなわち、操作ノブ７７のギア部７７ＡＸは、これに歯合された１つの連結ギア６４を
介して第１分断箇所搬送部５５の最も下側の駆動ギア６２に連結されている。
【０２２５】
　そして第１分断箇所搬送部５５の最も下側の駆動ギア６２は、上述のように最も下側の
連結ギア６４や他の複数の連結ギアを奇数個ずつ介在させて他の複数の駆動ギアと順次連
結されている。
【０２２６】
　よって第１分断箇所搬送部５５は、作業者により操作ノブ７７がハンドル部７７Ｂを介
して一回転方向に回転操作されると、これに連動させて当該第１分断箇所搬送部５５の複
数の駆動ギア６２を、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂ上の他の搬送部の
複数の駆動ギアを共に同一の一回転方向へ回転させることができる。
【０２２７】
　従って、第１分断箇所搬送部５５は、作業者により操作ノブ７７がハンドル部７７Ｂを
介して一回転方向に回転操作されると、これに応じて当該第１分断箇所搬送部５５の複数
の駆動軸６１と共に複数の駆動ローラ５９、６０を一回転方向へ回転させると共に、複数
のプレッシャローラ６７、６８を、プレッシャ軸６５、６６を中心にして逆の他回転方向
へ回転させることができる。
【０２２８】
　また第１分断箇所搬送部５５は、この際、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５
０Ｂ上の他の搬送部において同様に複数の駆動ローラを一回転方向へ回転させると共に、
複数のプレッシャローラを逆の他回転方向へ回転させ、あるいは対向配置された一対のベ
ルトを互いに逆回転させることができる。
【０２２９】
　さらに第１分断箇所搬送部５５は、作業者により操作ノブ７７がハンドル部７７Ｂを介
して他回転方向に回転操作されると、これに連動させて当該第１分断箇所搬送部５５の複
数の駆動ギア６２を、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂ上の他の搬送部の
複数の駆動ギアを共に同一の他回転方向へ回転させることができる。
【０２３０】
　従って、第１分断箇所搬送部５５は、作業者により操作ノブ７７がハンドル部７７Ｂを
介して他回転方向に回転操作されると、これに応じて当該第１分断箇所搬送部５５の複数
の駆動軸６１と共に複数の駆動ローラ５９、６０を他回転方向へ回転させると共に、複数
のプレッシャローラ６７、６８を、プレッシャ軸６５、６６を中心にして逆の一回転方向
へ回転させることができる。
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【０２３１】
　また第１分断箇所搬送部５５は、この際、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５
０Ｂ上の他の搬送部において同様に複数の駆動ローラを他回転方向へ回転させると共に、
複数のプレッシャローラを逆の一回転方向へ回転させ、あるいは対向配置された一対のベ
ルトを互いに逆回転させることができる。
【０２３２】
　すなわち、第１分断箇所搬送部５５は、作業者に操作ノブ７７を一回転方向や他回転方
向へ回転操作させるようにして、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂ上の複
数の搬送部（第１分断箇所搬送部５５を含む）を手動で駆動させることができる。
【０２３３】
　これにより第１分断箇所搬送部５５は、上述のように第１上部搬送路５０Ａ及び第２上
部搬送路５０Ｂでジャムが発生した場合、作業者により操作ノブ７７がハンドル部７７Ｂ
を介して一回転方向や他回転方向へ回転操作されると、当該第１上部搬送路５０Ａ及び第
２上部搬送路５０Ｂ上でジャム紙幣や、これと共に留まっている他の紙幣７５を同一方向
へ送るようにして、例えば、開閉可能な搬送部まで移動させることができる。
【０２３４】
　ただし、第１分断箇所搬送部５５は、ガイド支持板５８の左側に例えば、不透明な部材
によって板状に形成されたカバー７９が、ガイド支持板５８の左面に植設された図示しな
い支柱を介して設けられている。
【０２３５】
　カバー７９は、例えば、後縁を上部筐体２０の後端と面一にして前縁を第１前側搬送ガ
イド５６よりも前側に位置させると共に、下縁を当該上部筐体２０の下端２０Ａと面一に
して上縁を第１前側搬送ガイド５６及び第１後側搬送ガイド５７の他端付近に位置させる
ような所定の大きさに選定されている。
【０２３６】
　またカバー７９は、操作ノブ７７の先端面（すなわち、ハンドル部７７Ｂの端面）と対
向する部分に左側へ突出する略コ字状のハンドル収納部７９Ａが設けられ、当該ハンドル
収納部７９Ａよりも下側の部分及び上側の部分がそれぞれ左方向に垂直な平坦に形成され
ている。
【０２３７】
　よってカバー７９は、ハンドル収納部７９Ａ内に操作ノブ７７のハンドル部７７Ｂを位
置させ（すなわち、収納し）、当該ハンドル収納部７９Ａよりも下側の部分及び上側の部
分を複数の駆動ギア６２や複数の連結ギア６４の一面と近接させている。
【０２３８】
　さらにカバー７９は、後縁においてハンドル収納部７９Ａの頂上部分に略コ字状の切欠
部７９ＡＸが、当該切欠部７９ＡＸの底を、操作ノブ７７のハンドル部７７Ｂの周側面に
おいて最も後側の部分とほぼ面一とするように形成されている。
【０２３９】
　このようにしてカバー７９は、操作ノブ７７のハンドル部７７Ｂを左側からは作業者に
よって手がかけられないように覆っている。
【０２４０】
　そしてリアユニット１９のリア筐体２２には、例えば、前端から左端に亘り略Ｌ字板状
の隠蔽露出部８０が、その前面の裏側をリア筐体２２の前端に当接させ、かつ左面をカバ
ー７９のハンドル収納部７９Ａの頂上部分と面一にして設けられている。
【０２４１】
　また隠蔽露出部８０は、その前面においてカバー７９の切欠部７９ＡＸと対向する部分
に、前側に突出する略箱型の嵌合部８０Ａが設けられている。
【０２４２】
　よって第１分断箇所搬送部５５は、預払機筐体２から引き出された紙幣処理ユニット１
５において、メインフレーム１６及び上部ユニット１７の後端にリアユニット１９が装着
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されている状態では、カバー７９の後縁に隠蔽露出部８０の前面を当接させるようにして
切欠部７９ＡＸに嵌合部８０Ａが嵌合される。
【０２４３】
　これにより第１分断箇所搬送部５５は、係る状態では、隠蔽露出部８０によって操作ノ
ブ７７を隠蔽して、当該操作ノブ７７のハンドル部７７Ｂを回転操作し得ないようにして
いる。
【０２４４】
　従って第１分断箇所搬送部５５は、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂか
らジャム紙幣を取り除くためにメインフレーム１６から下部ユニット１８が引き出されて
いても、当該メインフレーム１６及び上部ユニット１７の後端にリアユニット１９が装着
されている状態では、作業者が気づかないまま第１分断箇所搬送部５５からジャム紙幣や
他の紙幣７５が排出されることを防止している。
【０２４５】
　また第１分断箇所搬送部５５は、預払機筐体２から引き出された紙幣処理ユニット１５
においてメインフレーム１６及び上部ユニット１７の後端からリアユニット１９が離隔さ
れた状態では、カバー７９の後縁から隠蔽露出部８０の前面も離隔させるようにして切欠
部７９ＡＸから嵌合部８０Ａを引き抜かせる。
【０２４６】
　これにより第１分断箇所搬送部５５は、係る状態では、操作ノブ７７を、第１上部搬送
路５０Ａの分断箇所（第１分断箇所搬送部５５の一端部）が視認可能となる後側からのみ
見えるように（すなわち、操作ノブ７７のハンドル部７７Ｂにおいて周側面の後側の部分
を後側からのみ見えるよう）露出させることができる。
【０２４７】
　そして紙幣処理ユニット１５は、上述のようにメインフレーム１６及び上部ユニット１
７の後端からリアユニット１９を、これらの間に作業者の体が入り込む程度に離隔させる
ことができる。
【０２４８】
　このため第１分断箇所搬送部５５は、係る状態では、作業者にメインフレーム１６及び
上部ユニット１７とリアユニット１９との間から第１後側搬送ガイド５７の第１後側ガイ
ド裏面５７Ｅを対峙して見るような姿勢で、操作ノブ７７を例えば、ハンドル部７７Ｂの
周側面の後側に指先を押し付けさせるようにして一回転方向や他回転方向へ回転操作させ
ることができる。
【０２４９】
　また第１分断箇所搬送部５５は、上述のように第１後側搬送ガイド５７が光透過部材に
より透明又は半透明に形成されている。
【０２５０】
　よって第１分断箇所搬送部５５は、この際、作業者に後側から第１後側搬送ガイド５７
を介して、第１前側搬送ガイド５６及び第１後側搬送ガイド５７の間にジャム紙幣や他の
紙幣７５が留まっているか否かを確認させたうえで、操作ノブ７７を回転操作させること
ができる。
【０２５１】
　また第１分断箇所搬送部５５は、操作ノブ７７が回転操作されている間は、第１後側搬
送ガイド５７を介して、他の搬送部から第１前側搬送ガイド５６及び第１後側搬送ガイド
５７の間までジャム紙幣や他の紙幣７５が送られてきたか否かを確認させることもできる
。
【０２５２】
　このため第１分断箇所搬送部５５は、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂ
からジャム紙幣を取り除くために作業者が操作ノブ７７を回転操作する際、メインフレー
ム１６から下部ユニット１８が引き出されていても、当該作業者が気づかないまま、第１
分断箇所搬送部５５からジャム紙幣や他の紙幣７５が排出されることを防止することがで
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きる。
【０２５３】
　言い換えると、第１分断箇所搬送部５５は、例えば、作業者が当該第１分断箇所搬送部
５５から、あえてジャム紙幣や他の紙幣７５を排出させて取り除くような場合、これらジ
ャム紙幣や他の紙幣７５の存在を気づかせた状態で操作ノブ７７を回転操作させることが
できる。
【０２５４】
　さらに第１分断箇所搬送部５５は、上述のように操作ノブ７７が一回転方向へ回転操作
されると、複数の駆動ギア６２の一回転方向への回転に応じて複数の駆動ローラ５９、６
０を一回転方向へ回転させると共に、複数のプレッシャローラ６７、６８を他回転方向へ
回転させる。
【０２５５】
　これにより第１分断箇所搬送部５５は、例えば、第１前側搬送ガイド５６及び第１後側
搬送ガイド５７の間にジャム紙幣や他の紙幣７５が留まっている状態では、操作ノブ７７
がハンドル部７７Ｂの周側面の後側に押し付けさせた指先を上方向へ動かす（すなわち、
指先を押し上げる）ようにして一回転方向へ回転操作されると、当該指先を動かした方向
と同一の上方向へジャム紙幣や他の紙幣７５を送ることができる。
【０２５６】
　また第１分断箇所搬送部５５は、操作ノブ７７が他回転方向へ回転操作されると、複数
の駆動ギア６２の他回転方向への回転に応じて複数の駆動ローラ５９、６０を他回転方向
へ回転させると共に、複数のプレッシャローラ６７、６８を一回転方向へ回転させる。
【０２５７】
　これにより第１分断箇所搬送部５５は、例えば、第１前側搬送ガイド５６及び第１後側
搬送ガイド５７の間にジャム紙幣や他の紙幣７５が留まっている状態では、操作ノブ７７
がハンドル部７７Ｂの周側面の後側に押し付けさせた指先を下方向へ動かす（すなわち、
指先を押し下げる）ようにして他回転方向へ回転操作されると、当該指先を動かした方向
と同一の下方向へジャム紙幣や他の紙幣７５を送ることができる。
【０２５８】
　このように第１分断箇所搬送部５５は、操作ノブ７７を回転操作する際の指先を動かす
方向を、その回転操作に応じた例えば、第１前側搬送ガイド５６及び第１後側搬送ガイド
５７の間でのジャム紙幣や他の紙幣７５の移動方向と一致させている。
【０２５９】
　よって第１分断箇所搬送部５５は、第１前側搬送ガイド５６及び第１後側搬送ガイド５
７の間からジャム紙幣や他の紙幣７５を上方向の他の搬送部へ送る場合や、上方向の他の
搬送部から第１前側搬送ガイド５６及び第１後側搬送ガイド５７の間までジャム紙幣や他
の紙幣７５を送る場合、また当該第１前側搬送ガイド５６及び第１後側搬送ガイド５７の
間からジャム紙幣や他の紙幣７５を下側へ排出するような場合、操作ノブ７７に対する直
感的な回転操作を可能にして操作性を向上させることができる。
【０２６０】
　次いで、図９及び図１０に示すように、第２分断箇所搬送部９０は、例えば、偏平矩形
状の一対の搬送ガイド９１、９２と、上部筐体２０の左端部に設けられたガイド支持板９
３とを有している。
【０２６１】
　一方の搬送ガイド９１は、例えば、透明又は半透明な光透過部材、或いは不透明な部材
によって形成され、一方の側面９１Ａから他方の側面９１Ｂまでのガイド幅が、長方形の
紙幣の長辺よりも僅かに長く選定されている。
【０２６２】
　また一方の搬送ガイド９１は、例えば、一端面９１Ｃから他端面までのガイド長が、紙
幣の短辺の数倍の長さを有し、ガイド幅よりも長く選定されている。
【０２６３】
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　さらに他方の搬送ガイド９２は、例えば、透明又は半透明な光透過部材によって形成さ
れ、一方の側面９２Ａから他方の側面９２Ｂまでのガイド幅、及び一端面９２Ｃから他端
面までのガイド長が、一方の搬送ガイド９１のガイド幅及びガイド長と等しく選定されて
いる。
【０２６４】
　因みに、以下の説明では、搬送ガイド９１、９２においても、一方の側面９１Ａ、９２
Ａから他方の側面９１Ｂ、９２Ｂへ向かう方向を、ガイド幅方向とも呼び、一端面９１Ｃ
、９２Ｃから他端面へ向かう方向を、ガイド長手方向とも呼ぶ。
【０２６５】
　そして一方の搬送ガイド９１は、例えば、ガイド幅方向を左方向と平行にし、かつガイ
ド長手方向を上方向と平行にした姿勢で、上部筐体２０の下端２０Ａから一端面９１Ｃ側
を僅かに下へ突出させて、ガイド支持板９３の右面に、当該搬送ガイド９１の左に位置す
る側面９１Ａを接合するようにして支持されている。
【０２６６】
　また他方の搬送ガイド９２は、例えば、一方の搬送ガイド９１の前側でガイド幅方向を
左方向と平行にし、かつガイド長手方向を上方向と平行にした姿勢で、上部筐体２０の下
端２０Ａから一端面９２Ｃ側を僅かに下へ突出させて、ガイド支持板９３の右面に、当該
搬送ガイド９２の左に位置する側面９２Ａを接合するようにして支持されている。
【０２６７】
　このようにして一方の搬送ガイド９１は、一面９１Ｄ全体を前に向けて、他方の搬送ガ
イド９２の後を向いた一面９２Ｄ全体と、数ミリ程度の間隔を空けて対向させている。
【０２６８】
　因みに、以下の説明では、一対の搬送ガイド９１、９２のうち後側に位置する一方の搬
送ガイド９１を、第２後側搬送ガイド９１とも呼び、前側に位置する他方の搬送ガイド９
２を、第２前側搬送ガイド９２とも呼ぶ。
【０２６９】
　そして、以下の説明では、第２後側搬送ガイド９１において第２前側搬送ガイド９２の
一面９２Ｄと対向する、前へ向いた一面９１Ｄを、第２後側ガイド対向面９１Ｄとも呼び
、後へ向いた他面９１Ｅを、第２後側ガイド裏面９１Ｅとも呼ぶ。
【０２７０】
　また、以下の説明では、ガイド支持板９３に対する第２後側搬送ガイド９１の取付姿勢
に応じて、当該第２後側搬送ガイド９１において左に位置する側面９１Ａを、第２後側ガ
イド左側面９１Ａとも呼び、右に位置する側面９１Ｂを、第２後側ガイド右側面９１Ｂと
も呼ぶ。
【０２７１】
　さらに、以下の説明では、第２前側搬送ガイド９２において第２後側搬送ガイド９１の
第２後側ガイド対向面９１Ｄと対向する、後へ向いた一面９２Ｄを、第２前側ガイド対向
面９２Ｄとも呼び、前へ向いた他面９２Ｅを、第２前側ガイド裏面９２Ｅとも呼ぶ。
【０２７２】
　さらに、以下の説明では、ガイド支持板９３に対する第２前側搬送ガイド９２の取付姿
勢に応じて、当該第２前側搬送ガイド９２において左に位置する側面９２Ａを、第２前側
ガイド左側面９２Ａとも呼び、右に位置する側面９２Ｂを、第２前側ガイド右側面９２Ｂ
とも呼ぶ。
【０２７３】
　ところで、第２後側搬送ガイド９１は、第２後側ガイド左側面９１Ａの一端部に、断面
円形の軸挿入孔部が、左方向と平行に第２後側ガイド右側面９１Ｂ近傍までに亘って穿設
されている。
【０２７４】
　また第２後側搬送ガイド９１は、第２後側ガイド対向面９１Ｄの一端部において第２後
側ガイド左側面９１Ａ寄り及び第２後側ガイド右側面９１Ｂ寄りに、それぞれ上下に長い
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ローラ配置孔部９１ＤＸが、軸挿入孔部と交差させて穿設されている。
【０２７５】
　そして第２後側搬送ガイド９１は、一対のローラ配置孔部９１ＤＸにそれぞれ駆動ロー
ラ９５、９６が配置された状態で、棒状の駆動軸９７の一端部が軸挿入孔部に左側から挿
入されると共に、これら駆動ローラ９５、９６の中心孔にも順に挿入されている。
【０２７６】
　これにより第２後側搬送ガイド９１は、駆動軸９７に取り付けられた一対の駆動ローラ
９５、９６の周側面の一部を第２後側ガイド対向面９１Ｄから前側に突出させている。
【０２７７】
　さらにガイド支持板９３には、第２後側搬送ガイド９１の軸挿入孔部に対向させて、駆
動軸９７を支持するための軸支持孔部が穿設されている。
【０２７８】
　そしてガイド支持板９３は、駆動軸９７の他端部が軸支持孔部に右側から挿入されて、
当該駆動軸９７の他端部を左面から突出（すなわち、左側へ突出）させている。
【０２７９】
　これによりガイド支持板９３は、駆動軸９７を左方向と平行にして一回転方向及び他回
転方向に回動可能に支持している。
【０２８０】
　すなわち、ガイド支持板９３は、駆動軸９７を、当該駆動軸９７と共に一対の駆動ロー
ラ９５、９６を一回転方向及び他回転方向へ回動可能なように支持している。
【０２８１】
　これに加え第２後側搬送ガイド９１及びガイド支持板９３には、駆動軸９７に取り付け
られた一対の駆動ローラ９５、９６の上側にも、図示しない複数の駆動ローラが複数の駆
動軸９８（１本のみ図示して他は図示せず）と共に例えば、紙幣の短辺の長さよりも短い
所定間隔で順次同様に設けられている。
【０２８２】
　因みに、以下の説明では、第２後側搬送ガイド９１に設けられた（すなわち、ガイド支
持板９３に回動可能に支持された）複数の駆動軸９７、９８のうち、最も下側の駆動軸９
７を、第１駆動軸９７とも呼ぶ。
【０２８３】
　また、以下の説明では、第２後側搬送ガイド９１に設けられた（すなわち、ガイド支持
板９３に回動可能に支持された）複数の駆動軸９７、９８のうち、第１駆動軸９７に上側
で隣接する（すなわち、第１駆動軸９７の１つ上に位置する）駆動軸９８を、第２駆動軸
９８とも呼ぶ。
【０２８４】
　そして第２後側搬送ガイド９１に設けられた第１駆動軸９７には、ガイド支持板９３の
左面から突出している他端部を駆動ギア（以下、これを第１駆動ギアとも呼ぶ）９９の中
心孔に挿入するようにして、当該第１駆動ギア９９が取り付けられている。
【０２８５】
　また第２後側搬送ガイド９１に設けられた第２駆動軸９８にも、ガイド支持板９３の左
面から突出している他端部を駆動ギア（以下、これを第２駆動ギアとも呼ぶ）１００の中
心孔に挿入するようにして、当該第２駆動ギア１００が取り付けられている。
【０２８６】
　さらに第２後側搬送ガイド９１に設けられた他の複数の駆動軸（図示せず）にも、それ
ぞれ同様にガイド支持板９３の左面から突出している他端部を他の駆動ギア（図示せず）
の中心孔に挿入するようにして、当該他の駆動ギアが取り付けられている。
【０２８７】
　さらにガイド支持板９３は、順次上下で隣接する第２駆動軸９８及び他の駆動軸の間に
、それぞれ奇数本（例えば、１本）の連結軸（図示せず）を支持するための軸支持孔部が
穿設されている。
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【０２８８】
　そしてガイド支持板９３は、複数の軸支持孔部にそれぞれ連結軸の一端部が左側から挿
入されて、当該連結軸の他端部を左面から突出させている。
【０２８９】
　これによりガイド支持板９３は、これら複数の連結軸をそれぞれ左方向と平行にした状
態で、一回転方向及び他回転方向へ回動可能に支持している。
【０２９０】
　そして複数の連結軸には、それぞれガイド支持板９３の左面から突出する他端部を連結
ギア（図示せず）の中心孔に挿入するようにして、当該連結ギアが取り付けられている。
【０２９１】
　これにより順次上下で隣接する第２駆動軸９８及び他の駆動軸間の奇数本（例えば、１
本）毎の連結軸は、当該上下で隣接する第２駆動軸９８及び他の駆動軸に取り付けられた
第２駆動ギア１００及び他の駆動ギア同士を、連結ギアを介して同一の回転方向へ回転す
るように連結している。
【０２９２】
　またガイド支持板９３には、例えば、第２駆動軸９８の後斜下に連結軸（以下、これを
第１連結軸とも呼ぶ）１０１を支持するための軸支持孔部が穿設されている。
【０２９３】
　そしてガイド支持板９３は、その軸支持孔部に第１連結軸１０１の一端部が左側から挿
入されて、当該第１連結軸１０１の他端部を左面から突出させている。
【０２９４】
　これによりガイド支持板９３は、第１連結軸１０１を左方向と平行にした状態で、一回
転方向及び他回転方向へ回動可能に支持している。
【０２９５】
　さらにガイド支持板９３には、例えば、第１連結軸１０１の後斜下にも連結軸（以下、
これを第２連結軸とも呼ぶ）１０２を支持するための軸支持孔部が穿設されている。
【０２９６】
　そしてガイド支持板９３は、その軸支持孔部に第２連結軸１０２の一端部が左側から挿
入されて、当該第２連結軸１０２の他端部を左面から突出させている。
【０２９７】
　これによりガイド支持板９３は、第２連結軸１０２も左方向と平行にした状態で、一回
転方向及び他回転方向へ回動可能に支持している。
【０２９８】
　そして第１連結軸１０１には、ガイド支持板９３の左面から突出する他端部を連結ギア
（以下、これを第１連結ギアとも呼ぶ）１０３の中心孔に挿入するようにして当該第１連
結ギア１０３が取り付けられ、その第１連結ギア１０３を第２駆動ギア１００と歯合させ
ている。
【０２９９】
　また第２連結軸１０２には、ガイド支持板９３の左面から突出する他端部を連結ギア（
以下、これを第２連結ギアとも呼ぶ）１０４の中心孔に挿入するようにして当該第２連結
ギア１０４が取り付けられ、その第２連結ギア１０４を第１連結ギア１０３に歯合させて
いる。
【０３００】
　さらにガイド支持板９３には、第１駆動軸９７の後側に連結解除部１１０が設けられて
いる。連結解除部１１０は、略長方形状のギア保持板１１１を有している。
【０３０１】
　ギア保持板１１１の一面には、例えば、一端寄りの所定位置に所定長さの円柱状の保持
板回動軸１１２が植設されている。
【０３０２】
　またガイド支持板９３には、第１駆動軸９７の後側の所定位置に、保持板回動軸１１２



(29) JP 5532063 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

を支持するための軸支持孔部が穿設されている。
【０３０３】
　そしてギア保持板１１１は、一面をガイド支持板９３の左面と所定の間隔を空けて平行
にした姿勢で、保持板回動軸１１２の先端が左側から当該ガイド支持板９３の軸支持孔部
に挿入されている。
【０３０４】
　これによりガイド支持板９３は、ギア保持板１１１を、左方向と平行な保持板回動軸１
１２を中心にして一回転方向及び他回転方向へ回動可能に支持している。
【０３０５】
　またギア保持板１１１の一面には、例えば、他端寄りの所定位置に保持板回動軸１１２
よりも短い円柱状のローラ回動軸１１３が植設されている。
【０３０６】
　そしてローラ回動軸１１３には、その先端部をガイドローラ１１４の中心孔に挿入する
ようにして、当該ガイドローラ１１４が一回転方向及び他回転方向へ回動可能に取り付け
られている。
【０３０７】
　これによりギア保持板１１１は、ローラ回動軸１１３を介してガイドローラ１１４を、
当該ガイドローラ１１４の周側面の一部をギア保持板１１１の他端部の縁から下側へ突出
させて下部筐体２１の左上枠の上面２１Ａと対向させた状態で一回転方向及び他回転方向
へ回動可能に保持している。
【０３０８】
　さらにギア保持板１１１の一面には、中央部の所定位置に連結軸（以下、これを第３連
結軸とも呼ぶ）１１５を支持するための軸支持孔部が穿設されている。
【０３０９】
　そしてギア保持板１１１は、その軸支持孔部に一面側から第３連結軸１１５の一端部が
挿入されて、当該第３連結軸１１５の他端部を一面から突出（すなわち、一面から右側へ
突出）させている。
【０３１０】
　これによりギア保持板１１１は、第３連結軸１１５を左方向と平行にした状態で、一回
転方向及び他回転方向へ回動可能に支持している。
【０３１１】
　そして第３連結軸１１５には、ギア保持板１１１の一面から突出する他端部を連結ギア
（以下、これを第３連結ギアとも呼ぶ）１１６の中心孔に挿入するようにして、当該第３
連結ギア１１６が取り付けられている。
【０３１２】
　このようにしてギア保持板１１１は、第３連結軸１１５と共に第３連結ギア１１６を一
回転方向及び他回転方向へ回動可能に保持している。
【０３１３】
　さらにギア保持板１１１の他面には、一端寄りの所定位置に所定長さの略棒状のばね係
止部１１７が植設されている。
【０３１４】
　またガイド支持板９３の左面には、保持板回動軸１１２が挿入された軸支持孔部の後斜
下に所定長さの略棒状のばね係止部１１８が、先端部をギア保持板１１１の他面よりも左
側に位置させるようにして植設されている。
【０３１５】
　そして連結解除部１１０は、ギア保持板１１１の一端部を後側に位置させ、かつ他端部
を当該一端部よりも前斜下に位置させた状態で、圧縮コイルばね１１９の一端部がばね係
止部１１７に係止されると共に、当該圧縮コイルばね１１９の他端部がガイド支持板９３
のばね係止部１１８に係止されている。
【０３１６】
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　これにより連結解除部１１０は、圧縮コイルばね１１９によりギア保持板１１１を、保
持板回動軸１１２を中心にして一回転方向へ回転させるように付勢した状態で、ガイドロ
ーラ１１４の周側面の一部を下部筐体２１の左上枠の上面２１Ａに押し付けている。
【０３１７】
　そして下部筐体２１は、左上枠の上面２１Ａにおいて、メインフレーム１６に下部ユニ
ット１８が収納された際に連結解除部１１０のガイドローラ１１４と対向する部分に、前
後に長い所定長さの略台形状のギア連結解除制御突起２１ＡＸが設けられている。
【０３１８】
　よって連結解除部１１０は、メインフレーム１６に下部ユニット１８が収納された状態
では、ギア連結解除制御突起２１ＡＸの頂上部分によりガイドローラ１１４が押し上げら
れてギア保持板１１１を他回転方向へ所定角度だけ回転させる。
【０３１９】
　これにより連結解除部１１０は、係る状態では、第３連結ギア１１６を第２連結ギア１
０４に歯合させると共に、第１駆動ギア９９にも歯合させている。
【０３２０】
　従って連結解除部１１０は、係る状態では、第１駆動ギア９９と第２駆動ギア１００と
を第３連結ギア１１６と共に第１連結ギア１０３及び第２連結ギア１０４の合計３つ（す
なわち、奇数個）の連結ギアで連結している。
【０３２１】
　すなわち、連結解除部１１０は、係る状態では、上下で隣接する第１駆動ギア９９と第
２駆動ギア１００とを奇数個の第３連結ギア１１６、第１連結ギア１０３及び第２連結ギ
ア１０４により同一の回転方向へ回転するように連結している。
【０３２２】
　そして第２分断箇所搬送部９０は、何れかの駆動ギア１００又は連結ギアが、例えば、
第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂ上の他の搬送部の駆動ギア及び連結ギア
を順次介して、図示しないモータ（すなわち、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路
５０Ｂに対して１つ設けられたモータ）の出力軸に取り付けられたモータギアに連結され
ている。
【０３２３】
　これにより第２分断箇所搬送部９０は、モータの駆動に応じて、第１駆動軸９７、第２
駆動軸９８及び他の複数の駆動軸と共に複数の駆動ローラ９５、９６を、回転方向を揃え
て一回転方向及び他回転方向へ回転させることができる。
【０３２４】
　一方、第２前側搬送ガイド９２は、第２前側ガイド裏面９２Ｅの一端部において第２前
側ガイド左側面９２Ａ寄り及び第２前側ガイド右側面９２Ｂ寄りに、それぞれ左右に長い
軸配置溝部９２ＥＸ、９２ＥＹが、第２後側搬送ガイド９１の軸挿入孔部の一部と対向さ
せて形成されている。
【０３２５】
　また第２前側搬送ガイド９２は、第２前側ガイド対向面９２Ｄの一端部において第２前
側ガイド左側面９２Ａ寄り及び第２前側ガイド右側面９２Ｂ寄りに、それぞれ上下に長い
ローラ配置孔部９２ＤＸ、９２ＤＹが、第２後側搬送ガイド９１のローラ配置孔部９１Ｄ
Ｘに対向させて（すなわち、軸配置溝部９２ＥＸ、９２ＥＹと交差させて）穿設されてい
る。
【０３２６】
　そして第２前側搬送ガイド９２は、一対の軸配置溝部９２ＥＸ、９２ＥＹ内にそれぞれ
プレッシャ軸１２５、１２６を左方向と平行にして配置するようにして、ローラ配置孔部
９２ＤＸ、９２ＤＹにそれぞれ当該プレッシャ軸１２５、１２６に回動可能に保持された
プレッシャローラ１２７、１２８が配置されている。
【０３２７】
　さらに第２前側搬送ガイド９２は、第２前側ガイド裏面９２Ｅの一端部に例えば、４つ
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のばね係止部（図示せず）が、当該ばね係止部の一端部をそれぞれ軸配置溝部９２ＥＸ、
９２ＥＹ内のプレッシャ軸１２５、１２６の一端部及び他端部と対向させて設けられてい
る。
【０３２８】
　そして第２前側搬送ガイド９２は、各ばね係止部の一端部と、対向するプレッシャ軸１
２５、１２６の一端部及び他端部との間に、それぞれ圧縮コイルばね１２９乃至１３２が
自然長よりも縮めた状態で挿入されている。
【０３２９】
　よって第２前側搬送ガイド９２は、各圧縮コイルばね１２９乃至１３２によりそれぞれ
対応するプレッシャ軸１２５、１２６と共に、これに保持されたプレッシャローラ１２７
、１２８を後方向へ付勢している。
【０３３０】
　これにより第２前側搬送ガイド９２は、各プレッシャローラ１２７、１２８の周側面の
一部を、第２前側ガイド対向面９２Ｄから後側に突出させて、対向する駆動ローラ９５、
９６の周側面において第２後側搬送ガイド９１の第２後側ガイド対向面９１Ｄから前側に
突出する部分に押し付けている。
【０３３１】
　そして第２前側搬送ガイド９２は、プレッシャ軸１２５、１２６に回動可能に保持され
たプレッシャローラ１２７、１２８の上側にも、図示しない複数のプレッシャローラが複
数のプレッシャ軸及び複数の圧縮コイルばねと共に、第２後側搬送ガイド９１の複数の駆
動ローラと順次対向させるようにして同様に設けられている。
【０３３２】
　これにより第２分断箇所搬送部９０は、モータの駆動に応じて第１駆動軸９７、第２駆
動軸９８及び他の複数の駆動軸と共に複数の駆動ローラ９５、９６が一回転方向及び他回
転方向へ回転した場合、これに連動させて複数のプレッシャローラ１２７、１２８を、プ
レッシャ軸１２５、１２６を中心にして回転方向を揃えて当該複数の駆動ローラ９５、９
６とは逆回転させることができる。
【０３３３】
　このようにして第２分断箇所搬送部９０は、第２後側搬送ガイド９１及び第２前側搬送
ガイド９２の間に、互いに逆回転する複数の駆動ローラ９５、９６及び複数のプレッシャ
ローラ１２７、１２８の間に紙幣１３５を挟み込みながら上方向や下方向へ送り出すよう
にして搬送する搬送路（すなわち、第１上部搬送路５０Ａの一部）を形成している。
【０３３４】
　そして第２分断箇所搬送部９０は、上述のように上部筐体２０の下端２０Ａから下へ、
第２後側搬送ガイド９１の一端面９１Ｃ側及び第２前側搬送ガイド９２の一端面９２Ｃ側
を僅かに突出させている。
【０３３５】
　また第２下部搬送路５１Ｂの分断箇所である一端部に設けられた図示しない分断箇所搬
送部は、下部筐体２１の上端から上へ一対の搬送ガイドの一端面側を僅かに突出させてい
る。
【０３３６】
　よって第２分断箇所搬送部９０は、メインフレーム１６に下部ユニット１８が収納され
た場合、第２後側搬送ガイド９１の一端面９１Ｃ及び第２前側搬送ガイド９２の一端面９
２Ｃを、第２下部搬送路５１Ｂの分断箇所搬送部の一対の搬送ガイドの一端面と対向させ
て接続（すなわち、対向させて近接）することができる。
【０３３７】
　これにより第２分断箇所搬送部９０は、メインフレーム１６に下部ユニット１８が収納
された状態では、第２下部搬送路５１Ｂの分断箇所搬送部との間で紙幣１３５を受け渡す
ように搬送することができる。
【０３３８】
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　ところで、図１１に示すように、下部ユニット１８は、メインフレーム１６から引き出
された場合、それまで連結解除部１１０のガイドローラ１１４を上側に押し上げていた下
部筐体２１のギア連結解除制御突起２１ＡＸを当該ガイドローラ１１４よりも前側に変位
させる。
【０３３９】
　このため第２分断箇所搬送部９０において連結解除部１１０は、メインフレーム１６か
ら下部ユニット１８が引き出された場合、圧縮コイルばね１１９の付勢に従い、下部筐体
２１の左上枠の上面２１Ａに対するガイドローラ１１４の押付部分をギア連結解除制御突
起２１ＡＸの頂上部分から麓部分へ換えるようにしてギア保持板１１１を一回転方向へ回
転させて、当該ギア保持板１１１の他端部を引き下げる。
【０３４０】
　よって連結解除部１１０は、このようにメインフレーム１６から下部ユニット１８が引
き出された状態では、第３連結ギア１１６を第２連結ギア１０４から離隔させると共に、
第１駆動ギア９９からも離隔させる。
【０３４１】
　すなわち、連結解除部１１０は、係る状態では、第３連結ギア１１６を第２連結ギア１
０４及び第１駆動ギア９９から離隔させて、当該第１駆動ギア９９と第２駆動ギア１００
との連結を解除する。
【０３４２】
　従って第２分断箇所搬送部９０は、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂか
らジャム紙幣を取り除くために上述のように作業者により操作ノブ７７が一回転方向に回
転操作された際、メインフレーム１６から下部ユニット１８が引き出されていると、第２
駆動ギア１００及び他の複数の駆動ギアを共に同一の一回転方向へ回転させるものの、第
１駆動ギア９９だけは何ら回転させない。
【０３４３】
　すなわち、第２分断箇所搬送部９０は、係る状態では、作業者による操作ノブ７７の一
回転方向への回転操作に応じて、一端部の駆動ローラ９５、９６を除く他の複数の駆動ロ
ーラを一回転方向へ回転させると共に、当該一端部のプレッシャローラ１２７、１２８を
除く他の複数のプレッシャローラを逆の他回転方向へ回転させる。
【０３４４】
　これにより第２分断箇所搬送部９０は、係る状態では、一端部の駆動ローラ９５、９６
及びプレッシャローラ１２７、１２８の間よりも上側の複数の駆動ローラ及び複数のプレ
ッシャローラの間に留まっていたジャム紙幣や他の紙幣１３５を下方向へ送るようにして
移動させる。
【０３４５】
　ただし、第２分断箇所搬送部９０は、この際、一端部の駆動ローラ９５、９６と共にプ
レッシャローラ１２７、１２８を回転させてはいないため、下方向へ移動させたジャム紙
幣や他の紙幣１３５を、当該一端部の駆動ローラ９５、９６及びプレッシャローラ１２７
、１２８の手前（すなわち、直上）にわざと詰まらせて、当該第２分断箇所搬送部９０か
ら排出させないようにすることができる。
【０３４６】
　また第２分断箇所搬送部９０は、係る状態では、一端部の駆動ローラ９５、９６及びプ
レッシャローラ１２７、１２８の間にジャム紙幣や他の紙幣１３５が留まっていた場合、
当該ジャム紙幣や他の紙幣１３５をそのまま駆動ローラ９５、９６及びプレッシャローラ
１２７、１２８の間に留めることができる。
【０３４７】
　従って第２分断箇所搬送部９０は、メインフレーム１６から下部ユニット１８が引き出
された状態で作業者により操作ノブ７７が一回転方向へ回転操作されても、作業者が気づ
かないまま、当該第２分断箇所搬送部９０からジャム紙幣や他の紙幣１３５が排出される
ことを防止することができる。
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【０３４８】
　そして第２分断箇所搬送部９０は、上述のように第２前側搬送ガイド９２が光透過部材
により透明又は半透明に形成されている。
【０３４９】
　よって第２分断箇所搬送部９０は、この際、上部ユニット１７の前側から第２前側搬送
ガイド９２を介して、第２後側搬送ガイド９１及び第２前側搬送ガイド９２の間にジャム
紙幣や他の紙幣１３５が留まっているか否かを容易に確認させることかできる。
【０３５０】
　また第２分断箇所搬送部９０は、第１上部搬送路５０Ａ及び第２上部搬送路５０Ｂから
ジャム紙幣を取り除くために上述のように作業者により操作ノブ７７が他回転方向に回転
操作された際、メインフレーム１６から下部ユニット１８が引き出されていると、第２駆
動ギア１００及び他の複数の駆動ギアを共に同一の他回転方向へ回転させるものの、この
場合も第１駆動ギア９９だけは何ら回転させない。
【０３５１】
　すなわち、第２分断箇所搬送部９０は、係る状態では、作業者による操作ノブ７７の他
回転方向への回転操作に応じて、一端部の駆動ローラ９５、９６を除く他の複数の駆動ロ
ーラを他回転方向へ回転させると共に、当該一端部のプレッシャローラ１２７、１２８を
除く他の複数のプレッシャローラを逆の一回転方向へ回転させる。
【０３５２】
　これにより第２分断箇所搬送部９０は、係る状態では、一端部の駆動ローラ９５、９６
及びプレッシャローラ１２７、１２８の間よりも上側の複数の駆動ローラ及び複数のプレ
ッシャローラの間に留まっていたジャム紙幣や他の紙幣１３５を上方向へ送るようにして
例えば、開閉型の搬送部まで移動させる。
【０３５３】
　また第２分断箇所搬送部９０は、係る状態では、一端部の駆動ローラ９５、９６及びプ
レッシャローラ１２７、１２８の間にジャム紙幣や他の紙幣１３５が留まっていた場合、
当該ジャム紙幣や他の紙幣１３５をそのまま駆動ローラ９５、９６及びプレッシャローラ
１２７、１２８の間に留めることができる。
【０３５４】
　そして第２分断箇所搬送部９０は、上述と同様に上部ユニット１７の前側から第２前側
搬送ガイド９２を介して、第２後側搬送ガイド９１及び第２前側搬送ガイド９２の間にジ
ャム紙幣や他の紙幣１３５が留まっているか否かを容易に確認させることかできる。
【０３５５】
　因みに、第２分断箇所搬送部９０は、上述のように一端部の駆動ローラ９５、９６及び
プレッシャローラ１２７、１２８の手前にジャム紙幣や他の紙幣１３５をわざと詰まらせ
た場合、例えば、作業者に上部ユニット１７の右側から第２後側搬送ガイド９１及び第２
前側搬送ガイド９２の間にピンセット等を差し込ませるようにして当該第２後側搬送ガイ
ド９１及び第２前側搬送ガイド９２の間からジャム紙幣や他の紙幣１３５を引っ張り出さ
せて取り除かせることができる。
【０３５６】
　また第２分断箇所搬送部９０は、上述のように一端部の駆動ローラ９５、９６及びプレ
ッシャローラ１２７、１２８の間にジャム紙幣や他の紙幣１３５を留めていた場合も、同
様に第２後側搬送ガイド９１及び第２前側搬送ガイド９２の間から当該ジャム紙幣や他の
紙幣１３５を引っ張り出させて取り除かせることができる。
【０３５７】
　なお、この第１の実施の形態の場合、紙幣処理ユニット１５では、上部ユニット１７に
おいて第４上部搬送路５０Ｄの分断箇所である一端部に位置する分断箇所搬送部や、第５
上部搬送路５０Ｅの分断箇所である一端部に位置する分断箇所搬送部も、上部ユニット搬
送路の搬送区間（すなわち、１つのモータが設けられた搬送区間）に応じて、基本的には
上述した第１分断箇所搬送部５５及び第２分断箇所搬送部９０の何れかと同様に構成され
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ている。
【０３５８】
　また紙幣処理ユニット１５では、下部ユニット１８において第２下部搬送路５１Ｂの分
断箇所である一端部に位置する分断箇所搬送部や、第１下部搬送路５１Ａの分断箇所であ
る一端部に位置する分断箇所搬送部、また当該第１下部搬送路５１Ａの分断箇所である他
端部に位置する分断箇所搬送部も、下部ユニット搬送路の搬送区間に応じて、基本的に上
述した第１分断箇所搬送部５５及び第２分断箇所搬送部９０の何れかと同様に構成されて
いる。
【０３５９】
　さらに紙幣処理ユニット１５では、リアユニット１９において第１リア搬送路５２Ａの
分断箇所である一端部に位置する分断箇所搬送部や、第２リア搬送路５２Ｂの分断箇所で
ある一端部に位置する分断箇所搬送部、また第３リア搬送路５２Ｃの分断箇所である一端
部に位置する分断箇所搬送部も、リアユニット搬送路の搬送区間に応じて、基本的に上述
した第１分断箇所搬送部５５及び第２分断箇所搬送部９０の何れかと同様に構成されてい
る。
【０３６０】
（１－４）第１の実施の形態の動作及び効果
　以上の構成において、現金自動預払機１では、紙幣処理ユニット１５の上部ユニット１
７、下部ユニット１８及びリアユニット１９に紙幣を搬送するための複数の搬送部を設け
るようにして、これら複数の搬送部により上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及び
リアユニット搬送路を形成する。
【０３６１】
　そして現金自動預払機１は、紙幣処理ユニット１５が一体化（すなわち、上部ユニット
１７、下部ユニット１８及びリアユニット１９が一体化）された場合、上部ユニット１７
、下部ユニット１８及びリアユニット１９間で紙幣を受け渡すようにして搬送可能なよう
に上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニット搬送路を接続する。
【０３６２】
　また現金自動預払機１は、紙幣処理ユニット１５が展開（すなわち、上部ユニット１７
、下部ユニット１８及びリアユニット１９が展開）された場合、上部ユニット１７、下部
ユニット１８及びリアユニット１９間で紙幣を受け渡すことができないように上部ユニッ
ト搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニット搬送路を分断する。
【０３６３】
　そして現金自動預払機１では、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニ
ット搬送路の分断箇所の近傍に、これら上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリ
アユニット搬送路を紙幣の搬送用に手動で駆動するための操作ノブ７７を設ける。
【０３６４】
　従って現金自動預払機１は、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニッ
ト搬送路からジャム紙幣を取り除く場合、当該上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路
及びリアユニット搬送路に留まっていたジャム紙幣や他の紙幣が分断箇所から排出される
かどうかを確認させながら操作ノブ７７を回転操作させることができる。
【０３６５】
　以上の構成によれば、現金自動預払機１は、紙幣処理ユニット１５において上部ユニッ
ト搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニット搬送路の分断箇所の近傍に、当該上部ユ
ニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニット搬送路を紙幣の搬送用に手動で駆動
するための操作ノブ７７を設けるようにした。
【０３６６】
　これにより現金自動預払機１は、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユ
ニット搬送路からジャム紙幣を取り除く場合、当該上部ユニット搬送路、下部ユニット搬
送路及びリアユニット搬送路に留まっていたジャム紙幣や他の紙幣が分断箇所から排出さ
れるかどうかを確認させながら操作ノブ７７を回転操作させることができる。
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【０３６７】
　よって現金自動預払機１は、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニッ
ト搬送路からジャム紙幣を取り除く場合、当該上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路
及びリアユニット搬送路の分断箇所からジャム紙幣や他の紙幣が作業者に気づかれないま
ま排出されて紛失や故障の原因となる等の不具合が生じることを防止することができる。
【０３６８】
　また現金自動預払機１では、操作ノブ７７を上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路
及びリアユニット搬送路の横（すなわち、左側）に設けると共に、紙幣処理ユニット１５
が一体化された状態では、当該操作ノブ７７を回転操作し得ないように隠蔽するようにし
た。
【０３６９】
　そして現金自動預払機１は、紙幣処理ユニット１５が展開された場合、操作ノブ７７の
一部を、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニット搬送路の分断箇所が
視認可能となる視認側（すなわち、搬送ガイドと対峙する側）から回転操作可能なように
露出させるようにした。
【０３７０】
　従って、現金自動預払機１は、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニ
ット搬送路からジャム紙幣を取り除く場合、紙幣処理ユニット１５を展開させて、搬送ガ
イドの裏面側から当該上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニット搬送路
の分断箇所を見ながら、操作ノブ７７を回転操作させることができる。
【０３７１】
　すなわち、現金自動預払機１は、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユ
ニット搬送路からジャム紙幣を取り除く場合、当該上部ユニット搬送路、下部ユニット搬
送路及びリアユニット搬送路の分断箇所からジャム紙幣や他の紙幣が排出されるか否かを
確認させながら、操作ノブ７７を回転操作させることができる。
【０３７２】
　よって現金自動預払機１は、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニッ
ト搬送路からジャム紙幣を取り除く場合、当該上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路
及びリアユニット搬送路の分断箇所からジャム紙幣や他の紙幣が作業者に気づかれないま
ま排出されて不具合が生じることをより確実に防止することができる。
【０３７３】
　さらに現金自動預払機１は、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニッ
ト搬送路の分断箇所の搬送ガイド（すなわち、第１後側搬送ガイド５７）を透明又は半透
明な光透過部材によって形成するようにした。
【０３７４】
　従って、現金自動預払機１は、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニ
ット搬送路からジャム紙幣を取り除く場合、搬送ガイドの裏面側から当該搬送ガイドを介
して上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニット搬送路の分断箇所付近に
ジャム紙幣や他の紙幣が存在するか否かを容易に確認させながら、操作ノブ７７を回転操
作させることができる。
【０３７５】
　これにより現金自動預払機１は、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユ
ニット搬送路からジャム紙幣を取り除く場合、当該上部ユニット搬送路、下部ユニット搬
送路及びリアユニット搬送路の分断箇所からジャム紙幣や他の紙幣が作業者に気づかれな
いまま排出されて不具合が生じることを、さらに確実に防止することができる。
【０３７６】
　さらに現金自動預払機１は、操作ノブ７７をハンドル部７７Ｂに指先を押し付けさせて
、当該指先を上方向や下方向のように互いに逆向きの一方向や他方向に移動させて回転操
作させるようにした。
【０３７７】
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　そして現金自動預払機１は、操作ノブ７７を回転操作するための指先の移動方向を、そ
の回転操作に応じた上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユニット搬送路上
でのジャム紙幣や他の紙幣の搬送方向と一致させるようにした。
【０３７８】
　これにより現金自動預払機１は、上部ユニット搬送路、下部ユニット搬送路及びリアユ
ニット搬送路からジャム紙幣を取り除く場合、当該上部ユニット搬送路、下部ユニット搬
送路及びリアユニット搬送路上でジャム紙幣や他の紙幣を移動させるための操作ノブ７７
に対する直感的な回転操作を可能にして操作性を向上させることができる。
【０３７９】
（２）第２の実施の形態
（２－１）現金自動預払機の外観構成
　次いで、第２の実施の形態による現金自動預払機の構成について説明する。ただし、第
２の実施の形態による現金自動預払機の外観構成については、第１の実施の形態による現
金自動預払機１と同様であるため、図１を参照することとし説明を省略する。
【０３８０】
（２－２）現金自動預払機の内部構成
　図２との対応部分に同一符号を付した図１２に示すように、現金自動預払機１５０は、
紙幣処理ユニット１５１の上部ユニット１５２において第１上部搬送路１５３の分断箇所
に位置する第１分断箇所搬送部の構成を除いて上述した第１の実施の形態による現金自動
預払機１と同様に構成されている。
【０３８１】
（２－３）第１分断箇所搬送部の構成
　図７及び図８との対応部分に同一符号を付した図１３及び図１４に示すように、第１分
断箇所搬送部１５５は、第１後側搬送ガイド１６０と、上部筐体２０の左端部に設けられ
例えば、不透明な部材によって形成されたガイド支持板１６１と、不透明な部材によって
板状に形成されたカバー１６２との構成を除いて上述した第１の実施の形態による第１分
断箇所搬送部５５（図７及び図８）と同様に構成されている。
【０３８２】
　ただし、ガイド支持板１６１は、上述した第１の実施の形態による第１分断箇所搬送部
５５（図７及び図８）のガイド支持板５８（図７及び図８）と大きさ及び形状が異なり、
また連結軸６３及びノブ軸７８を一回転方向及び他回転方向へ回動可能に支持する位置が
異なるだけで、その他については同様に構成されている。
【０３８３】
　またカバー１６２は、上述した第１の実施の形態による第１分断箇所搬送部５５（図７
及び図８）のカバー７９（図７及び図８）と大きさが異なるだけで、その他については同
様に構成されている。
【０３８４】
　これに対し第１前側搬送ガイド５６と対をなす第１後側搬送ガイド１６０は、例えば、
その一端部となる固定用の搬送ガイド１６５と、当該一端部を除く残りの上側部分となる
開閉用の搬送ガイド１６６とから構成されている。
【０３８５】
　因みに、以下の説明では、第１後側搬送ガイド１６０を構成する固定用の搬送ガイド１
６５を、固定搬送ガイド１６５とも呼び、開閉用の搬送ガイド１６６を、開閉搬送ガイド
１６６とも呼ぶ。
【０３８６】
　この場合、固定搬送ガイド１６５は、例えば、透明又は半透明な光透過部材によって略
偏平矩形状に形成されている。
【０３８７】
　そして固定搬送ガイド１６５は、一方の側面１６５Ａから他方の側面１６５Ｂまでのガ
イド幅が、第１前側搬送ガイド５６のガイド幅と等しく選定されている。
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【０３８８】
　また固定搬送ガイド１６５は、例えば、一端面１６５Ｃから他端面１６５Ｄまでのガイ
ド長が、紙幣の短辺のよりも僅かに長く選定されている。
【０３８９】
　さらに固定搬送ガイド１６５は、一面１６５Ｅから他面１６５Ｆまでのガイド厚が、例
えば、上述した第１の実施の形態による第１分断箇所搬送部５５（図７及び図８）の第１
後側搬送ガイド５７の第１後側ガイド対向面５７Ｄから第１後側ガイド裏面５７Ｅまでの
ガイド厚と等しく選定されている。
【０３９０】
　一方、開閉搬送ガイド１６６は、例えば、固定搬送ガイド１６５と同様に透明又は半透
明な光透過部材によって略偏平矩形状に形成されている。
【０３９１】
　そして開閉搬送ガイド１６６は、例えば、一方の側面１６６Ａから他方の側面１６６Ｂ
までのガイド幅が、第１前側搬送ガイド５６のガイド幅（すなわち、固定搬送ガイド１６
５のガイド幅）と等しく選定されている。
【０３９２】
　また開閉搬送ガイド１６６は、例えば一端面１６６Ｃから他端面までのガイド長が、紙
幣の短辺の数倍の長さを有し、当該開閉搬送ガイド１６６のガイド幅よりも長く選定され
ている。
【０３９３】
　さらに開閉搬送ガイド１６６は、一面１６６Ｄから他面１６６Ｅまでのガイド厚が、固
定搬送ガイド１６５のガイド厚と等しく選定されている。
【０３９４】
　因みに、以下の説明では、固定搬送ガイド１６５及び開閉搬送ガイド１６６においても
、一方の側面１６５Ａ、１６６Ａから他方の側面１６５Ｂ、１６６Ｂへ向かう方向を、ガ
イド幅方向とも呼び、一端面１６５Ｃ、１６６Ｃから他端面１６５Ｄへ向かう方向を、ガ
イド長手方向とも呼ぶ。
【０３９５】
　そして固定搬送ガイド１６５は、第１前側搬送ガイド５６の後側でガイド幅方向を左方
向と平行にし、かつガイド長手方向を上方向と平行にした姿勢で、上部筐体２０の下端２
０Ａから一端面１６５Ｃ側を僅かに下へ突出させて、ガイド支持板１６１の右面に、当該
固定搬送ガイド１６５の左に位置する側面１６５Ａを接合するようにして支持されている
。
【０３９６】
　これにより固定搬送ガイド１６５は、一面１６５Ｅ全体を前に向けて、第１前側搬送ガ
イド５６の第１前側ガイド対向面５６Ｄの一端部と数ミリ程度の間隔を空けて対向させて
いる。
【０３９７】
　因みに、以下の説明では、固定搬送ガイド１６５において第１前側搬送ガイド５６の第
１前側ガイド対向面５６Ｄの一端部と対向する一面１６５Ｅを、固定ガイド対向面１６５
Ｅとも呼び、後へ向いた他面１６５Ｆを、固定ガイド裏面１６５Ｆとも呼ぶ。
【０３９８】
　また、以下の説明では、ガイド支持板１６１に対する固定搬送ガイド１６５の取付姿勢
に応じて、当該固定搬送ガイド１６５において左に位置する側面１６５Ａを、固定ガイド
左側面１６５Ａとも呼び、右に位置する側面１６５Ｂを、固定ガイド右側面１６５Ｂとも
呼ぶ。
【０３９９】
　そして固定搬送ガイド１６５には、上述した第１の実施の形態による第１分断箇所搬送
部５５（図７及び図８）の第１後側搬送ガイド５７の一端部と同様に、プレッシャ軸６５
、６６、及びプレッシャローラ６７、６８が複数の圧縮コイルばね７０乃至７３と共に設
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けられている。
【０４００】
　これにより固定搬送ガイド１６５は、プレッシャローラ６７、６８の周側面の一部を、
固定ガイド対向面１６５Ｅから前側に突出させて、対向する駆動ローラ５９、６０の周側
面において第１前側搬送ガイド５６の第１前側ガイド対向面５６Ｄから後側に突出する部
分に押し付けている。
【０４０１】
　また開閉搬送ガイド１６６は、ガイド幅方向を左方向と平行にした状態で、例えば、一
端部に設けられたアーム部（図示せず）に穿設された孔部に、ガイド支持板１６１に回動
可能に支持された最も下側の駆動軸６１が挿入されている。
【０４０２】
　これによりガイド支持板１６１は、開閉搬送ガイド１６６を、駆動軸６１を中心にして
、一回転方向及び他回転方向に回動可能に支持している。
【０４０３】
　ここで、固定搬送ガイド１６５は、他端面１６５Ｄが例えば、開閉搬送ガイド１６６の
回動中心となる駆動軸６１を中心とした円弧状に形成されている。
【０４０４】
　また開閉搬送ガイド１６６は、一端面１６６Ｃが、固定搬送ガイド１６５の他端面１６
５Ｄの形状に合わせて、駆動軸６１を中心とした円弧状に形成されると共に、アーム部の
配置位置や長さ等が適宜選定されている。
【０４０５】
　よって開閉搬送ガイド１６６は、一回転方向へは、一端面１６６Ｃを固定搬送ガイド１
６５の他端面１６５Ｄに当接させてガイド長手方向を上方向と平行にして（すなわち、一
面１６６Ｄを固定ガイド対向面１６５Ｅと面一にして）、第１前側搬送ガイド５６に対し
て閉じられる位置（以下、これを閉位置とも呼ぶ）まで回転する。
【０４０６】
　これにより開閉搬送ガイド１６６は、このように一回転方向の閉位置まで回転した状態
では、固定搬送ガイド１６５と一体化され、当該固定搬送ガイド１６５と共に略偏平矩形
状の第１後側搬送ガイド１６０を形成する。
【０４０７】
　そして開閉搬送ガイド１６６は、このように閉位置まで回転すると、固定搬送ガイド１
６５と同様に、前へ向いた一面１６６Ｄを、第１前側搬送ガイド５６の第１前側ガイド対
向面５６Ｄの他端部側と数ミリ程度の間隔を空けて対向させる。
【０４０８】
　因みに、以下の説明では、開閉搬送ガイド１６６の一面１６６Ｄ（すなわち、開閉搬送
ガイド１６６が閉位置まで回転したときには第１前側搬送ガイド５６の第１前側ガイド対
向面５６Ｄの他端部と対向する一面１６６Ｄ）を、開閉ガイド対向面１６６Ｄとも呼び、
他面１６６Ｅを、開閉ガイド裏面１６６Ｅとも呼ぶ。
【０４０９】
　また、以下の説明では、開閉搬送ガイド１６６において左に位置する側面１６６Ａを、
開閉ガイド左側面１６６Ａとも呼び、右に位置する側面１６６Ｂを、開閉ガイド右側面１
６６Ｂとも呼ぶ。
【０４１０】
　また開閉搬送ガイド１６６は、閉位置から他回転方向へは、固定搬送ガイド１６５から
分離されてガイド長手方向を後方向と平行にし、又は後斜下方向と平行にして（すなわち
、開閉ガイド対向面１６６Ｄを真上又は後斜上へ向けて）、第１前側搬送ガイド５６に対
して開かれる所定位置（以下、これを開位置とも呼ぶ）まで回転する。
【０４１１】
　このようにして第１分断箇所搬送部１５５には、開閉搬送ガイド１６６が前側へ押し上
げるように一回転方向へ回転させ、また後側へ引き倒すように他回転方向へ回転させるよ
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うにして第１前側搬送ガイド５６に対して開閉可能に設けられている。
【０４１２】
　ところで、第１分断箇所搬送部１５５には、第１前側搬送ガイド５６に対し開閉搬送ガ
イド１６６を閉じた状態に（すなわち、閉位置に留めるように）ロックするための所定の
ロック機構（図示せず）が設けられている。
【０４１３】
　そして開閉搬送ガイド１６６は、固定搬送ガイド１６５と同様構成の図示しない複数の
プレッシャローラ（すなわち、それぞれプレッシャ軸に回動可能に保持され圧縮コイルば
ねで付勢されたプレッシャローラ）が、第１前側搬送ガイド５６に対し閉じた状態にロッ
クされた場合に当該第１前側搬送ガイド５６の複数の駆動ローラと順次対向するように設
けられている。
【０４１４】
　よって第１分断箇所搬送部１５５は、第１前側搬送ガイド５６に対し開閉搬送ガイド１
６６が閉じた状態にロックされた場合、上述した第１の実施の形態による第１分断箇所搬
送部５５（図７及び図８）と同様に第１前側搬送ガイド５６と、第１後側搬送ガイド１６
０の間に搬送路（すなわち、第１上部搬送路１５３の一部）を形成する。
【０４１５】
　また第１分断箇所搬送部１５５は、第１前側搬送ガイド５６に対し開閉搬送ガイド１６
６が閉じた状態にロックされ、さらにメインフレーム１６及び上部ユニット１５２の後端
にリアユニット１９が装着されていると、そのリアユニット１９の前端を開閉搬送ガイド
１６６の開閉ガイド裏面１６６Ｅに近接させる。
【０４１６】
　すなわち、第１分断箇所搬送部１５５は、このようにメインフレーム１６及び上部ユニ
ット１５２の後端にリアユニット１９が装着されている状態では、リアユニット１９の前
端を開閉搬送ガイド１６６に近接させて、第１前側搬送ガイド５６に対する当該開閉搬送
ガイド１６６のロックを解除し得ないようにしている。
【０４１７】
　言い換えれば、第１分断箇所搬送部１５５は、メインフレーム１６及び上部ユニット１
５２の後端からリアユニット１９を離隔させることで、第１前側搬送ガイド５６に対する
開閉搬送ガイド１６６のロックを解除させて開かせることができるようにしている。
【０４１８】
　ところで、ガイド支持板１６１には、例えば、最も下側の駆動軸６１の前斜上に１つの
目の連結軸６３を支持するための軸支持孔部が穿設され、当該軸支持孔部に左側から連結
軸６３の一端部が挿入されている。
【０４１９】
　これによりガイド支持板１６１は、連結軸６３を、左方向と平行にして当該連結軸６３
の他端部を左面から突出させた状態で一回転方向及び他回転方向へ回動可能に支持してい
る。
【０４２０】
　そして連結軸６３には、他端部に連結ギア６４が取り付けられて、当該連結ギア６４が
最も下側の駆動ギア６２や他の駆動ギア（又は他の連結ギア）に歯合されている。
【０４２１】
　またガイド支持板１６１には、開閉搬送ガイド１６６の一端部及び第１前側搬送ガイド
５６の間と対向する所定位置にノブ軸支持孔部が穿設され、当該ノブ軸支持孔部に左側か
らノブ軸７８の一端部が挿入されている。
【０４２２】
　これによりガイド支持板１６１は、ノブ軸７８を、左方向と平行にして当該ノブ軸７８
の他端部を左面から突出させた状態で一回転方向及び他回転方向へ回動可能に支持してい
る。
【０４２３】
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　そしてノブ軸７８には、他端部に操作ノブ７７が取り付けられている。これにより操作
ノブ７７は、ギア部７７ＡＸを最も下側の連結ギア６４と歯合させている。
【０４２４】
　また操作ノブ７７は、ハンドル部７７Ｂの周側面において最も後側の部分を、開閉搬送
ガイド１６６が第１前側搬送ガイド５６に対して閉じられた場合の開閉ガイド裏面１６６
Ｅの一端部よりも僅かに前側に位置させている。
【０４２５】
　またガイド支持板１６１の左面には、図示しない支柱を介して所定の大きさを有する板
状のカバー１６２が設けられている。
【０４２６】
　この場合、カバー１６２は、例えば、後縁を第１後側搬送ガイド１６０よりも後側に位
置させると共に、前縁を第１前側搬送ガイド５６よりも前側に位置させている。
【０４２７】
　またカバー１６２は、下縁を上部筐体２０の下端２０Ａと面一にして上縁を第１前側搬
送ガイド５６及び第１後側搬送ガイド１６０の他端（すなわち、開閉搬送ガイド１６６が
第１前側搬送ガイド５６に対して閉じられた場合の当該開閉搬送ガイド１６６の他端）付
近に位置させている。
【０４２８】
　さらにカバー１６２は、上述した第１の実施の形態による第１分断箇所搬送部５５（図
７及び図８）のカバー７９（図７及び図８）と同様に、操作ノブ７７の先端面と対向する
部分にハンドル収納部１６２Ａが設けられると共に、当該ハンドル収納部１６２Ａよりも
下側の部分及び上側の部分がそれぞれ平坦に形成されている。
【０４２９】
　さらにカバー１６２は、後縁においてハンドル収納部１６２Ａの頂上部分に略コ字状の
切欠部１６２ＡＸが、当該切欠部１６２ＡＸの底を、操作ノブ７７のハンドル部７７Ｂの
周側面において最も後側の部分とほぼ面一とするように形成されている。
【０４３０】
　これによりカバー１６２は、操作ノブ７７のハンドル部７７Ｂを左側からは作業者によ
って手がかけられないように覆っている。
【０４３１】
　これに加え開閉搬送ガイド１６６は、開閉ガイド左側面１６６Ａの一端部において開閉
ガイド裏面１６６Ｅ寄りに、所定の厚みの板でなる隠蔽露出部１６６Ｆが、その一面を当
該開閉ガイド裏面１６６Ｅと面一にして左側に突出させるように一体に設けられて（すな
わち、一体成形されて）いる。
【０４３２】
　この場合、開閉搬送ガイド１６６の隠蔽露出部１６６Ｆは、根元から左側の先端までの
長さと、当該開閉搬送ガイド１６６のガイド長手方向に沿った長さとが適宜選定されてい
る。
【０４３３】
　よって第１分断箇所搬送部１５５は、第１前側搬送ガイド５６に対し開閉搬送ガイド１
６６が閉じた状態にロックされていると、当該開閉搬送ガイド１６６の隠蔽露出部１６６
Ｆの先端を、カバー１６２の切欠部１６２ＡＸの底に近接（又は当接）させる。
【０４３４】
　また第１分断箇所搬送部１５５は、第１前側搬送ガイド５６に対し開閉搬送ガイド１６
６が閉じた状態にロックされていると、当該開閉搬送ガイド１６６の隠蔽露出部１６６Ｆ
の先端部において上側及び下側の縁を、カバー１６２のハンドル収納部１６２Ａの上側及
び下側の内面に近接（又は当接）させる。
【０４３５】
　すなわち、第１分断箇所搬送部１５５は、この際、開閉搬送ガイド１６６の隠蔽露出部
１６６Ｆをカバー１６２内の操作ノブ７７に後側から近接させて、当該隠蔽露出部１６６
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Ｆにより、カバー１６２の後側の開口において操作ノブ７７と対向する部分を後側から塞
ぐようにする。
【０４３６】
　これにより第１分断箇所搬送部１５５は、開閉搬送ガイド１６６の隠蔽露出部１６６Ｆ
によってカバー１６２内の操作ノブ７７を隠蔽して、当該操作ノブ７７のハンドル部７７
Ｂを回転操作し得ないようにしている。
【０４３７】
　すなわち、第１分断箇所搬送部１５５は、第１前側搬送ガイド５６に対し開閉搬送ガイ
ド１６６が閉じた状態にロックされている間は、操作ノブ７７を隠蔽して作業者が当該操
作ノブ７７を回転操作し得ないようにしている。
【０４３８】
　そして第１分断箇所搬送部１５５は、上述のように第１前側搬送ガイド５６に対し開閉
搬送ガイド１６６を閉位置から他回転方向へ、後側へ引き倒すように回転させて開かせる
ようにしている。
【０４３９】
　よって第１分断箇所搬送部１５５は、第１上部搬送路１５３及び第２上部搬送路５０Ｂ
からジャム紙幣を取り除く場合、作業者にメインフレーム１６及び上部ユニット１５２の
後端からリアユニット１９を後側へ離隔させる。
【０４４０】
　そのうえで第１分断箇所搬送部１５５は、作業者にメインフレーム１６及び上部ユニッ
ト１５２の後端とリアユニット１９との間に入り込ませて、開閉搬送ガイド１６６の開閉
ガイド裏面１６６Ｅ及び固定搬送ガイド１６５の固定ガイド裏面１６５Ｆと対峙させた姿
勢で、第１前側搬送ガイド５６に対する開閉搬送ガイド１６６のロックを解除させる。
【０４４１】
　これにより第１分断箇所搬送部１５５は、作業者にメインフレーム１６及び上部ユニッ
ト１５２の後端とリアユニット１９との間から固定搬送ガイド１６５の固定ガイド裏面１
６５Ｆと対峙させたまま、第１前側搬送ガイド５６に対し開閉搬送ガイド１６６を後側へ
引き倒すように回転させて開かせることができる。
【０４４２】
　言い換えると、第１分断箇所搬送部１５５は、第１上部搬送路１５３及び第２上部搬送
路５０Ｂからジャム紙幣を取り除く場合、作業者に対し必然的に当該第１分断箇所搬送部
１５５と後側から見るように対峙させて、固定搬送ガイド１６５の一端面１６５Ｃ部分を
視野に入れさせることができる。
【０４４３】
　そして第１分断箇所搬送部１５５は、このように第１前側搬送ガイド５６に対して開閉
搬送ガイド１６６が開かれると、当該開閉搬送ガイド１６６の隠蔽露出部１６６Ｆを、カ
バー１６２から離隔させる。
【０４４４】
　これにより第１分断箇所搬送部１５５は、操作ノブ７７を後側からのみ見えるように（
すなわち、操作ノブ７７のハンドル部７７Ｂにおいて周側面の後側の部分を後側からのみ
見えるよう）に露出させることができる。
【０４４５】
　よって第１分断箇所搬送部１５５は、作業者に対し、固定搬送ガイド１６５の一端面１
６５Ｃ部分を確実に視野に入れさせた状態で、操作ノブ７７を、ハンドル部７７Ｂの周側
面の後側に指先を押し付けさせるようにして一回転方向や他回転方向へ回転操作させるこ
とができる。
【０４４６】
　従って第１分断箇所搬送部１５５は、このようにして作業者が操作ノブ７７を回転操作
した場合に固定搬送ガイド１６５及び第１前側搬送ガイド５６の間からジャム紙幣や他の
紙幣１６８が排出されても、当該ジャム紙幣や他の紙幣１６８の排出を確実に認識させる
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ことができる。
【０４４７】
　言い換えると、第１分断箇所搬送部１５５は、このように作業者が第１上部搬送路１５
３及び第２上部搬送路５０Ｂからジャム紙幣を取り除くために操作ノブ７７を回転操作し
た場合、メインフレーム１６から下部ユニット１８が引き出されていても、当該作業者が
気づかないまま、第１分断箇所搬送部１５５からジャム紙幣や他の紙幣１６８が排出され
ることを防止することができる。
【０４４８】
　ところで、第１分断箇所搬送部１５５は、上述のように第１後側搬送ガイド１６０（す
なわち、固定搬送ガイド１６５及び開閉搬送ガイド１６６）が光透過部材により透明又は
半透明に形成されている。
【０４４９】
　従って第１分断箇所搬送部１５５は、作業者が第１上部搬送路１５３及び第２上部搬送
路５０Ｂからジャム紙幣を取り除くために操作ノブ７７を回転操作する場合、第１後側搬
送ガイド１６０を介して、当該第１後側搬送ガイド１６０及び第１前側搬送ガイド５６の
間にジャム紙幣や他の紙幣１６８が留まっているか否かを容易に確認させることができる
。
【０４５０】
　そして第１分断箇所搬送部１５５は、開閉搬送ガイド１６６及び第１前側搬送ガイド５
６の間にジャム紙幣や他の紙幣１６８が留まっていた場合は、作業者に第１前側搬送ガイ
ド５６に対し開閉搬送ガイド１６６を開かせて、そのジャム紙幣や他の紙幣１６８を容易
に取り除かせることができる。
【０４５１】
　また第１分断箇所搬送部１５５は、固定搬送ガイド１６５及び第１前側搬送ガイド５６
の間にジャム紙幣や他の紙幣１６８が留まっていた場合は、作業者に第１前側搬送ガイド
５６に対し開閉搬送ガイド１６６を開かせた後、操作ノブ７７を回転操作させて当該ジャ
ム紙幣や他の紙幣１６８を第１前側搬送ガイド５６に対し開閉搬送ガイド１６６が開かれ
た部分まで移動させて容易に取り除かせることができる。
【０４５２】
　さらに第１分断箇所搬送部１５５は、他の搬送部にジャム紙幣や他の紙幣１６８が留ま
っていた場合は、作業者に第１前側搬送ガイド５６に対し開閉搬送ガイド１６６を開かせ
た後、操作ノブ７７を回転操作させて当該ジャム紙幣や他の紙幣１６８を第１前側搬送ガ
イド５６に対し開閉搬送ガイド１６６が開かれた部分まで移動させて容易に取り除かせる
ことができる。
【０４５３】
（２－４）第２の実施の形態の動作及び効果
　以上の構成において、現金自動預払機１５０では、紙幣処理ユニット１５１において上
部ユニット搬送路の分断箇所に位置する第１分断箇所搬送部１５５に操作ノブ７７を設け
ると共に、当該操作ノブ７７を覆うカバー１６２を設ける。
【０４５４】
　また現金自動預払機１５０では、第１分断箇所搬送部１５５に第１前側搬送ガイド５６
に対し開閉搬送ガイド１６６を前側へ押し上げるように回転させ、また後側へ引き倒すよ
うに回転させるようにして開閉可能に設ける。
【０４５５】
　さらに現金自動預払機１５０では、第１分断箇所搬送部１５５の開閉搬送ガイド１６６
に、第１前側搬送ガイド５６に対して閉じられた場合は操作ノブ７７を隠蔽し、開かれた
場合は当該操作ノブ７７を露出させるための隠蔽露出部１６６Ｆを設ける。
【０４５６】
　従って現金自動預払機１５０は、第１分断箇所搬送部１５５において第１前側搬送ガイ
ド５６に対し開閉搬送ガイド１６６が閉じられている間は、作業者に操作ノブ７７を回転
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操作させないようにすることができる。
【０４５７】
　また現金自動預払機１５０は、第１上部搬送路１５３及び第２上部搬送路５０Ｂからジ
ャム紙幣を取り除く場合、作業者に第１分断箇所搬送部１５５において第１前側搬送ガイ
ド５６に対し開閉搬送ガイド１６６を後側へ引き倒すように回転させて開かせることで、
その開きに応じて開閉搬送ガイド１６６の隠蔽露出部１６６Ｆをカバー１６２から離隔さ
せて操作ノブ７７を後側からのみ見えるように露出させる。
【０４５８】
　従って現金自動預払機１５０は、第１上部搬送路１５３及び第２上部搬送路５０Ｂから
ジャム紙幣を取り除く場合、作業者に対し第１分断箇所搬送部１５５と後側から見るよう
に対峙させて、当該第１分断箇所搬送部１５５の端部を確実に視野に入れさせたうえで、
操作ノブ７７を後側から回転操作させて、第１分断箇所搬送部１５５からジャム紙幣や他
の紙幣１６８が排出されても、その排出を確実に認識させることができる。
【０４５９】
　以上の構成によれば、現金自動預払機１５０は、紙幣処理ユニット１５１の上部ユニッ
ト１５２において第１分断箇所搬送部１５５に操作ノブ７７を設けると共に、当該操作ノ
ブ７７を覆うカバー１６２を設け、さらに第１分断箇所搬送部１５５に第１前側搬送ガイ
ド５６に対し開閉搬送ガイド１６６を前側へ押し上げるように回転させ、また後側へ引き
倒すように回転させるようにして開閉可能に設けると共に、その開閉搬送ガイド１６６に
第１前側搬送ガイド５６に対して閉じられた場合は操作ノブ７７を隠蔽し、開かれた場合
は当該操作ノブ７７を後側から見えるように露出させるための隠蔽露出部１６６Ｆを設け
るようにした。
【０４６０】
　これにより現金自動預払機１５０は、第１上部搬送路１５３及び第２上部搬送路５０Ｂ
からジャム紙幣を取り除く場合、作業者に対し第１分断箇所搬送部１５５の端部を確実に
視野に入れさせたうえで操作ノブ７７を回転操作させて、第１分断箇所搬送部１５５から
ジャム紙幣や他の紙幣１６８が排出されても、その排出を確実に認識させることができる
。
【０４６１】
　よって現金自動預払機１５０は、上述した第１の実施の形態によって得られる効果と同
様の効果を得ることができると共に、これに加えて第１上部搬送路１５３及び第２上部搬
送路５０Ｂからジャム紙幣を取り除く場合、第１分断箇所搬送部１５５からジャム紙幣や
他の紙幣１６８が作業者に気づかれないまま排出されて紛失や故障の原因となる等の不具
合が生じることを、より確実に防止することができる。
【０４６２】
（３）第３の実施の形態
（３－１）現金自動預払機の外観構成
　次いで、第３の実施の形態による現金自動預払機の構成について説明する。ただし、第
３の実施の形態による現金自動預払機の外観構成については、第１の実施の形態による現
金自動預払機１と同様であるため、図１を参照することとし説明を省略する。
【０４６３】
（３－２）現金自動預払機の内部構成
　図２との対応部分に同一符号を付した図１５に示すように、現金自動預払機２００は、
紙幣処理ユニット２０１の上部ユニット２０２において第１上部搬送路２０３の分断箇所
に位置する第１分断箇所搬送部の構成と、下部ユニット２０４の下部筐体２０５の構成と
を除いて上述した第１の実施の形態による現金自動預払機１と同様に構成されている。
【０４６４】
（３－３）第１分断箇所搬送部の構成
　図７及び図８との対応部分に同一符号を付した図１６及び図１７に示すように、第１分
断箇所搬送部２１０は、上部筐体２０の左端部に設けられ例えば、不透明な部材によって
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形成されたガイド支持板２１１の構成と、カバー７９に換えて、第１の実施の形態による
第２分断箇所搬送部９０（図９及び図１０）の連結解除部１１０（図９及び図１０）とほ
ぼ同様構成の連結解除部２１２が設けられた構成とを除いて上述した第１の実施の形態に
よる第１分断箇所搬送部５５（図７及び図８）と同様に構成されている。
【０４６５】
　この場合、ガイド支持板２１１には、第１前側搬送ガイド５６に設けられた複数の駆動
軸６１、２１５（２本のみ図示して他は図示せず）に対応させて、これら駆動軸６１、２
１５をそれぞれ支持するための軸支持孔部が穿設されている。
【０４６６】
　そしてガイド支持板２１１は、複数の軸支持孔部にそれぞれ右側から、対応する駆動軸
６１、２１５の他端部が挿入されて、当該駆動軸６１、２１５の他端部を左面から突出（
すなわち、左側へ突出）させている。
【０４６７】
　これによりガイド支持板２１１は、複数の駆動軸６１、２１５をそれぞれ左方向と平行
にして一回転方向及び他回転方向に回動可能に支持している。
【０４６８】
　因みに、以下の説明では、第１前側搬送ガイド５６に設けられた（すなわち、ガイド支
持板２１１に回動可能に支持された）複数の駆動軸６１、２１５のうち、最も下側の駆動
軸６１を、第１駆動軸６１とも呼ぶ。
【０４６９】
　また、以下の説明では、第１前側搬送ガイド５６に設けられた（すなわち、ガイド支持
板２１１に回動可能に支持された）複数の駆動軸６１、２１５のうち、第１駆動軸６１に
上側で隣接する（すなわち、第１駆動軸６１の１つ上に位置する）駆動軸２１５を、第２
駆動軸２１５とも呼ぶ。
【０４７０】
　そして第１前側搬送ガイド５６に設けられた第１駆動軸６１には、ガイド支持板２１１
の左面から突出している他端部を駆動ギア（以下、これを第１駆動ギアとも呼ぶ）６２の
中心孔に挿入するようにして、当該第１駆動ギア６２が取り付けられている。
【０４７１】
　また第１前側搬送ガイド５６に設けられた第２駆動軸２１５には、ガイド支持板２１１
の左面から突出している他端部を操作ノブ７７の根元部７７Ａの穴に挿入するようにして
、当該操作ノブ７７が取り付けられている。
【０４７２】
　さらに第１前側搬送ガイド５６に設けられた他の複数の駆動軸（図示せず）にも、それ
ぞれ第１駆動軸６１の場合と同様にガイド支持板２１１の左面から突出している他端部を
他の駆動ギア（図示せず）の中心孔に挿入するようにして、当該他の駆動ギアが取り付け
られている。
【０４７３】
　さらにガイド支持板２１１は、第１駆動軸６１よりも上側で、順次上下で隣接する第２
駆動軸２１５及び他の駆動軸の間に、それぞれ奇数本（例えば、１本）の連結軸（図示せ
ず）を支持するための軸支持孔部が穿設されている。
【０４７４】
　そしてガイド支持板２１１は、複数の軸支持孔部にそれぞれ連結軸の一端部が左側から
挿入されて、当該連結軸の他端部を左面から突出させている。
【０４７５】
　これによりガイド支持板２１１は、これら複数の連結軸をそれぞれ左方向と平行にした
状態で、一回転方向及び他回転方向へ回動可能に支持している。
【０４７６】
　そして複数の連結軸には、それぞれガイド支持板２１１の左面から突出する他端部を連
結ギア（図示せず）の中心孔に挿入するようにして、当該連結ギアが取り付けられている
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。
【０４７７】
　これにより第１駆動軸６１よりも上側で、順次上下で隣接する第２駆動軸２１５及び他
の駆動軸間の奇数本（例えば、１本）毎の連結軸は、当該上下で隣接する第２駆動軸２１
５及び他の駆動軸に取り付けられ操作ノブ７７のギア部７７ＡＸ及び他の駆動ギア同士を
、連結ギアを介して同一の回転方向へ回転するように連結している。
【０４７８】
　またガイド支持板２１１には、例えば、第２駆動軸２１５の前斜下に連結軸（以下、こ
れを第１連結軸とも呼ぶ）２２０を支持するための軸支持孔部が穿設されている。
【０４７９】
　そしてガイド支持板２１１は、その軸支持孔部に第１連結軸２２０の一端部が左側から
挿入されて、当該第１連結軸２２０の他端部を左面から突出させている。
【０４８０】
　これによりガイド支持板２１１は、第１連結軸２２０を左方向と平行にした状態で、一
回転方向及び他回転方向へ回動可能に支持している。
【０４８１】
　さらにガイド支持板２１１には、例えば、第１連結軸２２０の後斜下にも連結軸（以下
、これを第２連結軸とも呼ぶ）２２１を支持するための軸支持孔部が穿設されている。
【０４８２】
　そしてガイド支持板２１１は、その軸支持孔部に第２連結軸２２１の一端部が左側から
挿入されて、当該第２連結軸２２１の他端部を左面から突出させている。
【０４８３】
　これによりガイド支持板２１１は、第２連結軸２２１も左方向と平行にした状態で、一
回転方向及び他回転方向へ回動可能に支持している。
【０４８４】
　そして第１連結軸２２０には、ガイド支持板２１１の左面から突出する他端部を連結ギ
ア（以下、これを第１連結ギアとも呼ぶ）２２２の中心孔に挿入するようにして当該第１
連結ギア２２２が取り付けられ、その第１連結ギア２２２を操作ノブ７７のギア部７７Ａ
Ｘと歯合させている。
【０４８５】
　また第２連結軸２２１には、ガイド支持板２１１の左面から突出する他端部を連結ギア
（以下、これを第２連結ギアとも呼ぶ）２２３の中心孔に挿入するようにして当該第２連
結ギア２２３が取り付けられ、その第２連結ギア２２３を第１連結ギア２２２に歯合させ
ている。
【０４８６】
　さらにガイド支持板２１１には、第１駆動軸６１の後側に連結解除部２１２が設けられ
ている。連結解除部２１２は、略長方形状のギア保持板２２５を有している。
【０４８７】
　ギア保持板２２５の一面には、例えば、一端寄りの所定位置に所定長さの円柱状の保持
板回動軸２２６が植設されている。
【０４８８】
　またガイド支持板２１１には、第１駆動軸６１の後側の所定位置に、保持板回動軸２２
６を支持するための軸支持孔部が穿設されている。
【０４８９】
　そしてギア保持板２２５は、一面をガイド支持板２１１の左面と所定の間隔を空けて平
行にした姿勢で、保持板回動軸２２６の先端が左側から当該ガイド支持板２１１の軸支持
孔部に挿入されている。
【０４９０】
　これによりガイド支持板２１１は、ギア保持板２２５を、左方向と平行な保持板回動軸
２２６を中心にして一回転方向及び他回転方向へ回動可能に支持している。
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【０４９１】
　またギア保持板２２５の一面には、例えば、他端寄りの所定位置に保持板回動軸２２６
よりも短い円柱状のローラ回動軸２２７が植設されている。
【０４９２】
　そしてローラ回動軸２２７には、その先端部をガイドローラ２２８の中心孔に挿入する
ようにして、当該ガイドローラ２２８が一回転方向及び他回転方向へ回動可能に取り付け
られている。
【０４９３】
　これによりギア保持板２２５は、ローラ回動軸２２７を介してガイドローラ２２８を、
当該ガイドローラ２２８の周側面の一部をギア保持板２２５の他端部の縁から下側へ突出
させて下部筐体２０５の左上枠の上面２０５Ａと対向させた状態で一回転方向及び他回転
方向へ回動可能に保持している。
【０４９４】
　さらにギア保持板２２５の一面には、中央部の所定位置に連結軸（以下、これを第３連
結軸とも呼ぶ）２２９を支持するための軸支持孔部が穿設されている。
【０４９５】
　そしてギア保持板２２５は、その軸支持孔部に一面側から第３連結軸２２９の一端部が
挿入されて、当該第３連結軸２２９の他端部を一面から突出（すなわち、一面から右側へ
突出）させている。
【０４９６】
　これによりギア保持板２２５は、第３連結軸２２９を左方向と平行にした状態で、一回
転方向及び他回転方向へ回動可能に支持している。
【０４９７】
　そして第３連結軸２２９には、ギア保持板２２５の一面から突出する他端部を連結ギア
（以下、これを第３連結ギアとも呼ぶ）２３０の中心孔に挿入するようにして、当該第３
連結ギア２３０が取り付けられている。
【０４９８】
　このようにしてギア保持板２２５は、第３連結軸２２９と共に第３連結ギア２３０を一
回転方向及び他回転方向へ回動可能に保持している。
【０４９９】
　さらにギア保持板２２５の他面には、一端寄りの所定位置に所定長さの略棒状のばね係
止部２３１が植設されている。
【０５００】
　またガイド支持板２１１の左面には、保持板回動軸２２６が挿入された軸支持孔部の後
斜下に所定長さの略棒状のばね係止部２３２が、先端部をギア保持板２２５の他面よりも
左側に位置させるようにして植設されている。
【０５０１】
　そして連結解除部２１２は、ギア保持板２２５の一端部を前側に位置させ、かつ他端部
を当該一端部よりも後斜下に位置させた状態で、圧縮コイルばね２３３の一端部がばね係
止部２３１に係止されると共に、当該圧縮コイルばね２３３の他端部がガイド支持板２１
１のばね係止部２３２に係止されている。
【０５０２】
　これにより連結解除部２１２は、圧縮コイルばね２３３によりギア保持板２２５を、保
持板回動軸２２６を中心にして一回転方向へ回転させるように付勢した状態で、ガイドロ
ーラ２２８の周側面の一部を下部筐体２０５の左上枠の上面２０５Ａに押し付けている。
【０５０３】
　そして下部筐体２０５は、左上枠の上面２０５Ａにおいて、メインフレーム１６に下部
ユニット２０４が収納された際に連結解除部２１２のガイドローラ２２８と対向する部分
に、前後に長い所定長さの略台形状のギア連結解除制御突起２０５ＡＸが設けられている
。
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【０５０４】
　よって連結解除部２１２は、メインフレーム１６に下部ユニット２０４が収納された状
態では、ギア連結解除制御突起２０５ＡＸの頂上部分によりガイドローラ２２８が押し上
げられてギア保持板２２５を一回転方向へ所定角度だけ回転させる。
【０５０５】
　これにより連結解除部２１２は、係る状態では、第３連結ギア２３０を第２連結ギア２
２３に歯合させると共に、第１駆動ギア６２にも歯合させている。
【０５０６】
　従って連結解除部２１２は、係る状態では、第１駆動ギア６２と操作ノブ７７のギア部
７７ＡＸとを第３連結ギア２３０と共に第１連結ギア２２２及び第２連結ギア２２３の合
計３つ（すなわち、奇数個）の連結ギアで連結している。
【０５０７】
　すなわち、連結解除部２１２は、係る状態では、上下で隣接する第１駆動ギア６２と操
作ノブ７７のギア部７７ＡＸとを奇数個の第３連結ギア２３０、第１連結ギア２２２及び
第２連結ギア２２３により同一の回転方向へ回転するように連結している。
【０５０８】
　そして第１分断箇所搬送部２１０は、操作ノブ７７のギア部７７ＡＸや他の駆動ギア、
また連結ギアの何れかが、例えば、第１上部搬送路２０３及び第２上部搬送路５０Ｂ上の
他の搬送部の駆動ギア及び連結ギアを順次介して、図示しないモータ（すなわち、第１上
部搬送路２０３及び第２上部搬送路５０Ｂに対して１つ設けられたモータ）の出力軸に取
り付けられたモータギアに連結されている。
【０５０９】
　これにより第１分断箇所搬送部２１０は、モータの駆動に応じて、第１駆動軸６１、第
２駆動軸２１５及び他の複数の駆動軸と共に複数の駆動ローラ５９、６０を、回転方向を
揃えて一回転方向及び他回転方向へ回転させると共に、これに連動させて複数のプレッシ
ャローラ６７、６８を、プレッシャ軸６５、６６を中心にして回転方向を揃えて当該複数
の駆動ローラ５９、６０とは逆回転させることができる。
【０５１０】
　このようにして第１分断箇所搬送部２１０は、第１前側搬送ガイド５６及び第１後側搬
送ガイド５７の間に、互いに逆回転する複数の駆動ローラ５９、６０及び複数のプレッシ
ャローラ６７、６８の間に紙幣２３５を挟み込みながら上方向や下方向へ送り出すように
して搬送する搬送路（すなわち、第１上部搬送路２０３の一部）を形成している。
【０５１１】
　ところで、図１８に示すように、下部ユニット２０４は、メインフレーム１６から引き
出された場合、それまで連結解除部２１２のガイドローラ２２８を上側に押し上げていた
下部筐体２０５のギア連結解除制御突起２０５ＡＸを当該ガイドローラ２２８よりも前側
に変位させる。
【０５１２】
　このため第１分断箇所搬送部２１０において連結解除部２１２は、メインフレーム１６
から下部ユニット２０４が引き出された場合、圧縮コイルばね２３３の付勢に従い、下部
筐体２０５の左上枠の上面２０５Ａに対するガイドローラ２２８の押付部分をギア連結解
除制御突起２０５ＡＸの頂上部分から麓部分へ換えるようにしてギア保持板２２５を他回
転方向へ回転させて、当該ギア保持板２２５の他端部を引き下げる。
【０５１３】
　よって連結解除部２１２は、このようにメインフレーム１６から下部ユニット２０４が
引き出された状態では、第３連結ギア２３０を第２連結ギア２２３から離隔させると共に
、第１駆動ギア６２からも離隔させる。
【０５１４】
　すなわち、連結解除部２１２は、係る状態では、第３連結ギア２３０を第２連結ギア２
２３及び第１駆動ギア６２から離隔させて、当該第１駆動ギア６２と操作ノブ７７のギア
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部７７ＡＸとの連結を解除する。
【０５１５】
　従って第１分断箇所搬送部２１０は、第１上部搬送路２０３及び第２上部搬送路５０Ｂ
からジャム紙幣を取り除くために作業者により操作ノブ７７が一回転方向に回転操作され
ても、その際、メインフレーム１６から下部ユニット２０４が引き出されていると、当該
操作ノブ７７のギア部７７ＡＸ及び複数の駆動ギアを共に同一の一回転方向へ回転させる
ものの、第１駆動ギア６２だけは何ら回転させない。
【０５１６】
　すなわち、第１分断箇所搬送部２１０は、係る状態では、作業者による操作ノブ７７の
一回転方向への回転操作に応じて、一端部の駆動ローラ５９、６０を除く他の複数の駆動
ローラを一回転方向へ回転させると共に、当該一端部のプレッシャローラ６７、６８を除
く他の複数のプレッシャローラを逆の他回転方向へ回転させる。
【０５１７】
　これにより第１分断箇所搬送部２１０は、係る状態では、一端部の駆動ローラ５９、６
０及びプレッシャローラ６７、６８の間よりも上側の複数の駆動ローラ及び複数のプレッ
シャローラの間に留まっていたジャム紙幣や他の紙幣２３５を上方向へ送るようにして例
えば、開閉型の搬送部まで移動させる。
【０５１８】
　また第１分断箇所搬送部２１０は、係る状態では、一端部の駆動ローラ５９、６０及び
プレッシャローラ６７、６８の間にジャム紙幣や他の紙幣２３５が留まっていた場合、当
該ジャム紙幣や他の紙幣２３５をそのまま駆動ローラ５９、６０及びプレッシャローラ６
７、６８の間に留めることができる。
【０５１９】
　そして第１分断箇所搬送部２１０は、上部ユニット２０２の後側から、透明又は半透明
な第１後側搬送ガイド５７を介して、第１前側搬送ガイド５６及び第１後側搬送ガイド５
７の間にジャム紙幣や他の紙幣２３５が留まっているか否かを容易に確認させることかで
きる。
【０５２０】
　また第１分断箇所搬送部２１０は、第１上部搬送路２０３及び第２上部搬送路５０Ｂか
らジャム紙幣を取り除くために作業者により操作ノブ７７が他回転方向に回転操作されて
も、その際、メインフレーム１６から下部ユニット２０４が引き出されていると、操作ノ
ブ７７のギア部７７ＡＸ及び他の複数の駆動ギアを共に同一の他回転方向へ回転させるも
のの、この場合も第１駆動ギア６２だけは何ら回転させない。
【０５２１】
　すなわち、第１分断箇所搬送部２１０は、係る状態では、作業者による操作ノブ７７の
他回転方向への回転操作に応じて、一端部の駆動ローラ５９、６０を除く他の複数の駆動
ローラを他回転方向へ回転させると共に、当該一端部のプレッシャローラ６７、６８を除
く他の複数のプレッシャローラを逆の一回転方向へ回転させる。
【０５２２】
　これにより第１分断箇所搬送部２１０は、係る状態では、一端部の駆動ローラ５９、６
０及びプレッシャローラ６７、６８の間よりも上側の複数の駆動ローラ及び複数のプレッ
シャローラの間に留まっていたジャム紙幣や他の紙幣２３５を下方向へ送るようにして移
動させる。
【０５２３】
　ただし、第１分断箇所搬送部２１０は、この際、一端部の駆動ローラ５９、６０と共に
プレッシャローラ６７、６８を回転させてはいないため、下方向へ移動させたジャム紙幣
や他の紙幣２３５を、当該一端部の駆動ローラ５９、６０及びプレッシャローラ６７、６
８の手前（すなわち、直上）にわざと詰まらせて、当該第１分断箇所搬送部２１０から排
出させないようにすることができる。
【０５２４】
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　また第１分断箇所搬送部２１０は、係る状態では、一端部の駆動ローラ５９、６０及び
プレッシャローラ６７、６８の間にジャム紙幣や他の紙幣２３５が留まっていた場合、当
該ジャム紙幣や他の紙幣２３５をそのまま駆動ローラ５９、６０及びプレッシャローラ６
７、６８の間に留めることができる。
【０５２５】
　従って第１分断箇所搬送部２１０は、メインフレーム１６から下部ユニット２０４が引
き出された状態で作業者により操作ノブ７７が他回転方向へ回転操作されても、作業者が
気づかないまま、当該第１分断箇所搬送部２１０からジャム紙幣や他の紙幣２３５が排出
されることを防止することができる。
【０５２６】
　そして第１分断箇所搬送部２１０は、この際にも、上部ユニット２０２の後側から、透
明又は半透明な第１後側搬送ガイド５７を介して、第１前側搬送ガイド５６及び第１後側
搬送ガイド５７の間にジャム紙幣や他の紙幣２３５が留まっているか否かを容易に確認さ
せることかできる。
【０５２７】
　因みに、第１分断箇所搬送部２１０は、上述のように一端部の駆動ローラ５９、６０及
びプレッシャローラ６７、６８の手前にジャム紙幣や他の紙幣２３５をわざと詰まらせた
場合、例えば、作業者に上部ユニット２０２の右側から第１前側搬送ガイド５６及び第１
後側搬送ガイド５７の間にピンセット等を差し込ませるようにして当該第１前側搬送ガイ
ド５６及び第１後側搬送ガイド５７の間からジャム紙幣や他の紙幣２３５を引っ張り出さ
せて取り除かせることができる。
【０５２８】
　また第１分断箇所搬送部２１０は、上述のように一端部の駆動ローラ５９、６０及びプ
レッシャローラ６７、６８の間にジャム紙幣や他の紙幣２３５を留めていた場合も、同様
に第１前側搬送ガイド５６及び第１後側搬送ガイド５７の間から当該ジャム紙幣や他の紙
幣２３５を引っ張り出させて取り除かせることができる。
【０５２９】
（３－４）第３の実施の形態の動作及び効果
　以上の構成において、現金自動預払機２００では、紙幣処理ユニット２０１において上
部ユニット搬送路の分断箇所に位置する第１分断箇所搬送部２１０に操作ノブ７７を設け
る。
【０５３０】
　また現金自動預払機１では、第１分断箇所搬送部２１０に、操作ノブ７７のギア部７７
ＡＸを、当該第１分断箇所搬送部２１０の端部（すなわち、最も分断位置寄り）に位置す
る第１駆動ギア６２と連結し、また連結を解除するための連結解除部２１２を設ける。
【０５３１】
　そして現金自動預払機２００は、紙幣処理ユニット２０１においてメインフレーム１６
に下部ユニット２０４が収納された状態では、第１分断箇所搬送部２１０において連結解
除部２１２により操作ノブ７７のギア部７７ＡＸを当該第１分断箇所搬送部２１０の端部
に位置する第１駆動ギア６２と連結する。
【０５３２】
　また現金自動預払機２００は、紙幣処理ユニット２０１においてメインフレーム１６か
ら下部ユニット２０４が引き出された状態では、第１分断箇所搬送部２１０において連結
解除部２１２により操作ノブ７７のギア部７７ＡＸと当該第１分断箇所搬送部２１０の端
部に位置する第１駆動ギア６２との連結を解除する。
【０５３３】
　従って現金自動預払機２００は、紙幣処理ユニット２０１の第１上部搬送路２０３及び
第２上部搬送路５０Ｂからジャム紙幣を取り除く場合にメインフレーム１６から下部ユニ
ット２０４が引き出されている状態では、作業者により操作ノブ７７が回転操作されても
、第１分断箇所搬送部２１０の端部に位置する第１駆動軸６１と共に駆動ローラ５９、６
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０及びプレッシャローラ６７、６８を何ら回転させないようにして、当該第１分断箇所搬
送部２１０からジャム紙幣や他の紙幣２３５が排出されることを防止することができる。
【０５３４】
　以上の構成によれば、現金自動預払機２００は、紙幣処理ユニット２０１の上部ユニッ
ト２０２において第１分断箇所搬送部２１０に操作ノブ７７を設けると共に、その操作ノ
ブ７７のギア部７７ＡＸを当該第１分断箇所搬送部２１０の端部に位置する第１駆動ギア
６２と連結し、また連結を解除するための連結解除部２１２を設けるようにし、メインフ
レーム１６から下部ユニット２０４が引き出された状態では、連結解除部２１２により操
作ノブ７７のギア部７７ＡＸと第１駆動ギア６２との連結を解除するようにした。
【０５３５】
　これにより現金自動預払機２００は、紙幣処理ユニット２０１の第１上部搬送路２０３
及び第２上部搬送路５０Ｂからジャム紙幣を取り除く場合にメインフレーム１６から下部
ユニット２０４が引き出されている状態では、作業者により操作ノブ７７が回転操作され
ても、第１分断箇所搬送部２１０からジャム紙幣や他の紙幣２３５が排出されることを防
止することができる。
【０５３６】
　よって現金自動預払機２００は、上述した第１の実施の形態によって得られる効果と同
様の効果を得ることができると共に、これに加えて第１上部搬送路２０３及び第２上部搬
送路５０Ｂからジャム紙幣を取り除く場合にメインフレーム１６から下部ユニット２０４
が引き出されている状態では、第１分断箇所搬送部２１０からジャム紙幣や他の紙幣２３
５が作業者に気づかれないまま排出されて紛失や故障の原因となる等の不具合が生じるこ
とを、より確実に防止することができる。
【０５３７】
（４）他の実施の形態
（４－１）他の実施の形態１
　なお上述した第１乃至第３の実施の形態においては、第１後側搬送ガイド５７及び第１
後側搬送ガイド１６０（すなわち、固定搬送ガイド１６５及び開閉搬送ガイド１６６）並
びに第２前側搬送ガイド９２を透明又は半透明な光透過部材によって形成するようにした
場合について述べた。
【０５３８】
　しかしながら本発明は、これに限らず、第１後側搬送ガイド５７及び第１後側搬送ガイ
ド１６０（すなわち、固定搬送ガイド１６５及び開閉搬送ガイド１６６）並びに第２前側
搬送ガイド９２の他面（すなわち、第１後側ガイド裏面５７Ｅ、固定ガイド裏面１６５Ｆ
、開閉ガイド裏面１６６Ｅ及び第２前側ガイド裏面９２Ｅ）に、円形や四角形、線状（す
なわち、スリット）等の種々の形状の複数の貫通孔を所定パターンで穿設するようにして
も良い。
【０５３９】
　すなわち、本発明は、第１分断箇所搬送部５５、１５５、２１０及び第２分断箇所搬送
部９０のような分断箇所搬送部において、作業者がジャム紙幣を取り除くために操作ノブ
７７を回転操作する際に対峙する搬送ガイドの他面に複数の貫通孔を所定パターンで穿設
するようにしても良い。
【０５４０】
　本発明は、係る構成によっても、作業者が操作ノブ７７を回転操作する際、所定パター
ンの複数の貫通孔を通して、一対の搬送ガイドの間にジャム紙幣や他の紙幣が存在するか
否かが視認可能となり、当該一対の搬送ガイドの間にジャム紙幣や他の紙幣が存在するか
否かを容易に確認させることができる。
【０５４１】
（４－２）他の実施の形態２
　また上述した第１乃至第３の実施の形態においては、ガイド支持板５８、９３、１６１
、２１１及びカバー７９、１６２を不透明な部材によって形成するようにした場合につい
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て述べた。
【０５４２】
　しかしながら本発明は、これに限らず、ガイド支持板５８、９３、１６１、２１１及び
カバー７９、１６２を透明又は半透明な光透過部材によって形成するようにしても良い。
【０５４３】
　すなわち、本発明は、第１分断箇所搬送部５５、１５５、２１０及び第２分断箇所搬送
部９０のような分断箇所搬送部において一対の搬送ガイドを支持するガイド支持板や、操
作ノブ７７を覆うカバーを透明又は不透明な光透過部材によって形成するようにしても良
い。
【０５４４】
　本発明は、係る構成によれば、作業者が操作ノブ７７を回転操作する際、分断箇所搬送
部の横からもガイド支持板やカバーを介して、一対の搬送ガイドの間にジャム紙幣や他の
紙幣が存在するか否かが視認可能となり、当該一対の搬送ガイドの間にジャム紙幣や他の
紙幣が存在するか否かを容易に確認させることができる。
【０５４５】
　また本発明は、ガイド支持板５８、９３、１６１、２１１及びカバー７９、１６２に、
円形や四角形、線状（すなわち、スリット）等の種々の形状の複数の貫通孔を所定パター
ンで穿設するようにしても良い。
【０５４６】
　すなわち、本発明は、第１分断箇所搬送部５５、１５５、２１０及び第２分断箇所搬送
部９０のような分断箇所搬送部において、一対の搬送ガイドを支持するガイド支持板や、
操作ノブ７７を覆うカバーに複数の貫通孔を所定パターンで穿設するようにしても良い。
【０５４７】
　本発明は、係る構成によっても、作業者が操作ノブ７７を回転操作する際、分断箇所搬
送部の横からも、ガイド支持板やカバーの所定パターンの複数の貫通孔を通して一対の搬
送ガイドの間にジャム紙幣や他の紙幣が存在するか否かが視認可能となり、当該一対の搬
送ガイドの間にジャム紙幣や他の紙幣が存在するか否かを容易に確認させることができる
。
【０５４８】
　さらに本発明は、例えば、上述の第１及び第２の実施の形態においては、ガイド支持板
５８、１６１を光透過部材によって形成し、また当該ガイド支持板５８、１６１に複数の
貫通孔を所定パターンで穿設した場合、カバー７９、１６２及び隠蔽露出部８０、１６６
Ｆを設けないようにしても良い。
【０５４９】
　本発明は、係る構成によれば、分断箇所搬送部の横からガイド支持板を介して、又はガ
イド支持板の複数の貫通孔を通して一対の搬送ガイドの間にジャム紙幣や他の紙幣が存在
するか否かを確認させながら、操作ノブ７７を当該分断箇所搬送部の横側から回転操作さ
せることができる。
【０５５０】
（４－３）他の実施の形態３
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、第１分断箇所搬送部５５、１５
５、２１０の左側で、ガイド支持板５８、１６１、２１１に回動可能に支持されたノブ軸
７８、又は第２駆動軸２１５に操作ノブ７７を取り付けるようにした場合について述べた
。
【０５５１】
　しかしながら本発明は、これに限らず、第１分断箇所搬送部５５、１５５、２１０にお
いて駆動軸６１や第２駆動軸２１５等の何れかの駆動軸の一端部を第１後側搬送ガイド５
７、１６０からのガイド支持板５８、１６１、２１１が設けられていない右側に突出させ
て、当該右側に突出させた駆動軸の一端部に操作ノブ７７を直接取り付けるようにしても
良い。
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【０５５２】
　すなわち、本発明は、第１分断箇所搬送部５５、１５５、２１０のような分断箇所搬送
部において搬送ガイドからガイド支持板の設けられていない側へ突出させた駆動軸の端部
に操作ノブ７７を直接取り付けるようにして、当該操作ノブ７７を駆動軸と連結するよう
にしても良い。
【０５５３】
　本発明は、係る構成によれば、作業者が操作ノブ７７を回転操作する際、分断箇所搬送
部の横から直接、一対の搬送ガイドの間にジャム紙幣や他の紙幣が存在するか否かが視認
可能となり、当該一対の搬送ガイドの間にジャム紙幣や他の紙幣が存在するか否かを容易
に確認させることができる。
【０５５４】
（４－４）他の実施の形態４
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、第１分断箇所搬送部５５、１５
５、２１０の左側に駆動ギア及び連結ギアと共に操作ノブ７７を、その先端面（すなわち
、ハンドル部７７Ｂの端面）を左に向けて設けるようにした場合について述べた。
【０５５５】
　しかしながら本発明は、これに限らず、第１分断箇所搬送部５５、１５５、２１０の右
側に駆動ギア及び連結ギアと共に操作ノブ７７を、その先端面（すなわち、ハンドル部７
７Ｂの端面）を右に向けて設けるようにしても良い。
【０５５６】
　また本発明は、第１分断箇所搬送部５５、１５５、２１０の左側又は右側に駆動ギア及
び連結ギアを設けると共に、操作ノブ７７を、ウォームギアを介して駆動ギア又は連結ギ
アに連結するようにして、当該操作ノブ７７の先端面（すなわち、ハンドル部７７Ｂの端
面）を前又は後、或いは上又は下に向けて設けるようにしても良い。
【０５５７】
　すなわち、本発明は、第１分断箇所搬送部５５、１５５、２１０のような分断箇所搬送
部において、作業者がジャム紙幣を取り除くために操作ノブ７７を回転操作する際に対峙
する搬送ガイドの一面又は他面に当該操作ノブ７７の先端面（すなわち、ハンドル部の端
面）を向けるようにしても良い。
【０５５８】
　本発明は、係る構成によっても、分断箇所搬送部の一対の搬送ガイドの間にジャム紙幣
や他の紙幣が存在するか否かを確認させながら、操作ノブを回転操作させることができ、
上述した第１乃至第３の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０５５９】
（４－５）他の実施の形態５
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、預払機筐体２から前側に紙幣処
理ユニット１５、１５１、２０１を引出可能に設けるようにした場合について述べた。
【０５６０】
　しかしながら本発明は、これに限らず、預払機筐体２から後側や右側に紙幣処理ユニッ
ト１５、１５１、２０１を引出可能に設けるようにしても良い。
【０５６１】
　また本発明は、預払機筐体２に対する紙幣処理ユニット１５、１５１、２０１と、硬貨
処理ユニットとの収納位置を左右逆にして、当該預払機筐体２から左側に紙幣処理ユニッ
ト１５、１５１、２０１を引出可能に設けるようにしても良い。
【０５６２】
　本発明は、係る構成によっても上述した第１乃至第３の実施の形態と同様の効果を得る
ことができる。
【０５６３】
（４－６）他の実施の形態６
　さらに上述した第２及び第３の実施の形態においては、紙幣処理ユニット１５１、２１
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０の上部ユニット１５２、２０２において第１上部搬送路１５３、２０３の分断箇所に第
１分断箇所搬送部１５５、２１０を設けるようにした場合について述べた。
【０５６４】
　しかしながら本発明は、これに限らず、紙幣処理ユニット１５１、２１０の上部ユニッ
ト１５２、２０２において第２上部搬送路５０Ｂの分断箇所や第４上部搬送路５０Ｄの分
断箇所、第５上部搬送路５０Ｅの分断箇所に第１分断箇所搬送部１５５、２１０を設ける
ようにしても良い。
【０５６５】
　また本発明は、紙幣処理ユニット１５１、２１０の下部ユニット１８、２０４において
第２下部搬送路５１Ｂの分断箇所や第１下部搬送路５１Ａの分断箇所のように、下部ユニ
ット搬送路の搬送区間（すなわち、１つのモータが設けられた搬送区間）に応じて、当該
下部ユニット搬送路の分断箇所に第１分断箇所搬送部１５５、２１０を設けるようにして
も良い。
【０５６６】
　さらに本発明は、紙幣処理ユニット１５１、２１０のリアユニット１９において第１リ
ア搬送路５２Ａの分断箇所や第２リア搬送路５２Ｂの分断箇所、第３リア搬送路５２Ｃの
分断箇所のように、リアユニット搬送路の搬送区間（すなわち、１つのモータが設けられ
た搬送区間）に応じて、当該リアユニット搬送路の分断箇所に第１分断箇所搬送部１５５
、２１０を設けるようにしても良い。
【０５６７】
（４－７）他の実施の形態７
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、第１分断箇所搬送部５５、１５
５、２１０及び第２分断箇所搬送部９０に駆動ローラ５９、６０及びプレッシャローラ６
７、６８を対向配置して互いに逆回転させながら、当該駆動ローラ５９、６０及びプレッ
シャローラ６７、６８の間に紙幣を通して搬送するようにした場合について述べた。
【０５６８】
　しかしながら本発明は、これに限らず、第１分断箇所搬送部５５、１５５、２１０及び
第２分断箇所搬送部９０に１又は複数組の無端状のベルトを対向配置して互いに逆回転さ
せながら、これら複数組のベルトの間に紙幣を通して搬送するようにしても良い。
【０５６９】
（４－８）他の実施の形態８
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、本発明による紙葉類搬送装置を
、図１乃至図１８について上述した紙幣を搬送する第１分断箇所搬送部５５、１５５、２
１０に適用するようにした場合について述べた。
【０５７０】
　しかしながら本発明は、これに限らず、切符、チケット、コピー用紙、葉書、有価証券
等の紙葉類を搬送するこの他種々の紙葉類搬送装置に広く適用することができる。
【０５７１】
（４－９）他の実施の形態９
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、本発明による紙葉類取扱搬送装
置を、図１乃至図１８について上述した現金自動預払機１、１５０、２００に適用するよ
うにした場合について述べた。
【０５７２】
　しかしながら本発明は、これに限らず、現金自動支払機（CD：Cash　Dispenser）や両
替機、電車の切符や観劇のチケット等を販売する券売機、精算機、自動販売機、パチンコ
台やスロット台のような遊戯機、コピー機、葉書搬送装置等のように、この他種々の構成
の紙葉類取扱装置に広く適用することができる。
【０５７３】
（４－１０）他の実施の形態１０
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、紙葉類を搬送するための駆動部
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を有し、他の搬送路と接続及び分断可能に形成された搬送路として、図１乃至図１８につ
いて上述した紙幣を搬送する第１上部搬送路５０Ａ、１５３、２０３、第２上部搬送路５
０Ｂ、第４上部搬送路５０Ｄ、第５上部搬送路５０Ｅ、第１下部搬送路５１Ａ、第２下部
搬送路５１Ｂ、第１リア搬送路５２Ａ、第２リア搬送路５２Ｂ、第３リア搬送路５２Ｃを
適用するようにした場合について述べた。
【０５７４】
　しかしながら本発明は、これに限らず、切符、チケット、コピー用紙、葉書、有価証券
等の紙葉類を搬送するこの他種々の搬送路を広く適用することができる。
【０５７５】
（４－１１）他の実施の形態１１
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、他の搬送路と接続及び分断可能
に形成された搬送路に設けられた紙葉類を搬送するための駆動部として、図１乃至図１８
について上述した駆動軸６１、２１５、駆動ギア６２、駆動ローラ５９、６０、連結ギア
６４等を適用するようにした場合について述べた。
【０５７６】
　しかしながら本発明は、これに限らず、駆動ローラが取り付けられた駆動軸や、駆動軸
、駆動ギア、ローラ、当該ローラにかけられた無端状のベルト及び連結ギアからなる駆動
部、無端状のベルトからかけられたローラが取り付けられている駆動軸等のように、この
他種々の構成の駆動部を広く適用することができる。
【０５７７】
（４－１２）他の実施の形態１２
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、搬送路の他の搬送路との分断箇
所の近傍に、駆動部と連結されて一回転方向及び他回転方向へ回転操作可能に設けられ、
当該回転操作に応じて駆動部を紙葉類の搬送用に手動で駆動するための操作ノブとして、
図１乃至図１８について上述した操作ノブ７７を適用するようにした場合について述べた
。
【０５７８】
　しかしながら本発明は、これに限らず、三角板状や四角板状等の種々の形状のハンドル
部を有する操作ノブ等のように、この他種々の構成及び形状の操作ノブを広く適用するこ
とができる。
【０５７９】
（４－１３）他の実施の形態１３
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、分断箇所に紙葉類の搬送のガイ
ド用に設けられ、紙葉類を可視可能に形成された搬送ガイドとして、図１乃至図１８につ
いて上述した光透過部材によって形成された略偏平矩形状の第１後側搬送ガイド５７、１
６０を適用するようにした場合について述べた。
【０５８０】
　しかしながら本発明は、これに限らず、複数の貫通孔が所定パターンで穿設された搬送
ガイド等のように、この他種々の構成の搬送ガイドを広く適用することができる。
【０５８１】
（４－１４）他の実施の形態１４
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、操作ノブに設けられた回転操作
用のハンドル部を、視認側を除いて覆うカバーとして、図１乃至図１８について上述した
不透明な部材によって形成されたカバー７９、１６２を適用するようにした場合について
述べた。
【０５８２】
　しかしながら本発明は、これに限らず、透明又は半透明な部材によって形成されたカバ
ーや、複数の貫通孔が所定パターンで穿設されたカバー等のように、この他種々の構成の
カバーを広く適用することができる。
【０５８３】
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（４－１５）他の実施の形態１５
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、操作ノブのハンドル部の視認側
を隠蔽及び露出可能に設けられた隠蔽露出部として、図１乃至図１８について上述したリ
ア筐体２２に設けられた隠蔽露出部８０や、開閉搬送ガイド１６６に一体に設けられた隠
蔽露出部１６６Ｆを適用するようにした場合について述べた。
【０５８４】
　しかしながら本発明は、これに限らず、分断箇所搬送部に搬送ガイドとは別に回動可能
に設けられ、又はスライド可能に設けられて操作ノブのハンドル部の視認側を隠蔽及び露
出する隠蔽露出部等のように、この他種々の構成の隠蔽露出部を広く適用することができ
る。
【０５８５】
（４－１６）他の実施の形態１６
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、搬送路が形成される第１筐体と
して、図１乃至図１８について上述した略直方体の枠状の上部筐体２０を適用するように
した場合について述べた。
【０５８６】
　しかしながら本発明は、これに限らず、略箱型の筐体等のように、この他種々の形状及
び構成の第１筐体を広く適用することができる。
【０５８７】
（４－１７）他の実施の形態１７
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、第１筐体の視認側の端部に装着
及び離隔可能に配置された第２筐体として、図１乃至図１８について上述した略直方体の
枠状のリア筐体２２を適用するようにした場合について述べた。
【０５８８】
　しかしながら本発明は、これに限らず、略箱型の筐体等のように、この他種々の形状及
び構成の第２筐体を広く適用することができる。
【０５８９】
（４－１８）他の実施の形態１８
　さらに上述した第１乃至第３の実施の形態においては、搬送路が分断箇所で分断された
場合、操作ノブと駆動部との連結を解除する連結解除部として、図１乃至図１８について
上述した、メインフレーム１６からの下部ユニット１８の引き出しに応じて操作ノブ７７
と駆動軸との連結を解除する連結解除部２１２を適用するようにした場合について述べた
。
【０５９０】
　しかしながら本発明は、これに限らず、メインフレーム１６及び上部ユニット１７、１
５２、２０２からのリアユニット１９の離隔のように、紙幣処理ユニット１５、１５１、
２０１の展開に応じて操作ノブと駆動部との連結を解除する連結解除部等のように、この
他種々の構成の連結解除部を広く適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０５９１】
　本発明は、切符、チケット、コピー用紙、葉書、有価証券等の紙葉類を搬送する紙葉類
搬送装置と、当該切符、チケット、コピー用紙、葉書、有価証券等の紙葉類を搬送するよ
うにして取り扱う紙葉類取扱装置とに利用することができる。
【符号の説明】
【０５９２】
　1、１５０、２００……現金自動預払機、１５、１５１、２０１……紙幣処理ユニット
、１６……メインフレーム、１７、１５２、２０２……上部ユニット、１８、２０４……
下部ユニット、１９……リアユニット、２０……上部筐体、２１、２０５……下部筐体、
２２……リア筐体、５０Ａ、１５３、２０３……第１上部搬送路、５０Ｂ……第２上部搬
送路、５０Ｄ……第４上部搬送路、５０Ｅ……第５上部搬送路、５１Ａ……第１下部搬送
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路、５１Ｂ……第２下部搬送路、５２Ａ……第１リア搬送路、５２Ｂ……第２リア搬送路
、５２Ｃ……第３リア搬送路、５５、１５５、２１０……第１分断箇所搬送部、５７、１
６０……第１後側搬送ガイド、５８、１６１……ガイド支持板、６１、２１５……駆動軸
、６２……駆動ギア、５９、６０……駆動ローラ、６４……連結ギア、７７……操作ノブ
、７７ＡＸ……ギア部、７７Ｂ……ハンドル部、７８……ノブ軸、７９、１６２……カバ
ー、１６５……固定搬送ガイド、１６６……開閉搬送ガイド、８０、１６６Ｆ……隠蔽露
出部、２１２……連結解除部。

【図１】 【図２】
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【図１６】 【図１７】
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