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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】省電力化を図ることが可能な紙葉類処理装置を
提供する。
【解決手段】装置は供給部と取り出し機構と鑑査装置と
集積装置と施封装置と少なくとも１つの電源とモード設
定部と固定機構とを有する。供給部は複数枚の紙葉類が
載置される。取り出し機構は供給部から紙葉類を取り出
す。鑑査装置は取り出された紙葉類を鑑査する。集積装
置はバックアップと鑑査された紙葉類を所定枚数ずつバ
ックアップ上に集積する集積機構と紙葉類の集積量に応
じてバックアップの位置を調整するバックアップ駆動部
とを有する。施封装置は集積された紙葉類束に帯を巻き
付けて施封する。電源は取出し機構、鑑査装置、集積装
置、施封装置の電力作動部に電力を供給する。モード設
定部は少なくとも１つの電力作動部への電力供給を一時
的に停止する待機モードを設定する。固定機構はモード
設定部により待機モードに設定している間バックアップ
を待機モード設定時の位置に固定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数枚の紙葉類が載置される供給部と、
　前記供給部から紙葉類を取り出す取り出し機構と、
　前記取り出された紙葉類を鑑査する鑑査装置と、
　バックアップと、前記鑑査された紙葉類を所定枚数ずつ前記バックアップ上に集積する
集積機構と、紙葉類の集積量に応じて前記バックアップの位置を調整するバックアップ駆
動部と、を有する集積装置と、
　集積された紙葉類束に帯を巻き付けて施封する施封装置と、
　前記取出し機構、鑑査装置、集積装置、施封装置の電力作動部に電力を供給する少なく
とも１つの電源と、
　少なくとも１つの電力作動部への電力供給を一時的に停止する待機モードを設定するモ
ード設定部と、
　前記モード設定部により前記待機モードに設定している間、前記バックアップを前記待
機モード設定時の位置に固定する固定機構と、
を備える紙葉類処理装置。
【請求項２】
　前記バックアップ駆動部は、前記バックアップを駆動するモータを備え、
　前記固定機構は、前記モータに電力を供給する電源系を備え、前記待機モードが設定さ
れている間、前記電源系から前記バックアップ駆動部の前記モータに電力を供給し前記バ
ックアップを前記モータにより停止位置を固定する請求項１に記載の紙葉類処理装置。
【請求項３】
　前記バックアップ駆動部は、モータと、前記モータの駆動力を前記バックアップに伝達
するギア列と、を備え、
　前記固定機構は、前記ギア列により構成され、前記ギア列は、前記バックアップおよび
前記バックアップに積載される紙葉類を停止位置に支持することができるギア比および重
量を有する請求項１に記載の紙葉類処理装置。
【請求項４】
　前記バックアップ駆動部は、前記バックアップに連結されているとともに移動自在に支
持された支持部材と、前記支持部材を駆動するモータと、を備え、
　前記固定機構は、前記支持部材に設けられた係合部と、前記係合部に係合する固定位置
と前記係合部から離間する解除位置との間を移動可能に設けられたプランジャと、前記プ
ランジャを前記解除位置に付勢するソレノイドと、前記プランジャを固定位置に付勢する
付勢部材と、を備え、前記待機モードが設定され前記ソレノイドへの電力供給が停止され
た場合、前記プランジャを前記固定位置に移動させ、このプランジャにより前記支持部材
を固定する請求項１に記載の紙葉類処理装置。
【請求項５】
　最後に紙葉類を集積してから経過する時間を測定する測定部を備え、
　前記モード設定部は、前記測定部が測定した時間が所定の時間を超えた場合に、前記待
機モードに設定する請求項１ないし４のいずれか１項に記載の紙葉類処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、紙葉類処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙葉類処理装置は、多数枚の紙葉類を一枚ずつ取り込む取出し装置、取出された紙葉類
を鑑査する鑑査部、鑑査された紙葉類を所定枚数ずつ積層し、施封する集積施封装置等を
備えている。集積施封装置は、紙葉類が集積されるバックアップを有し、バックアップは
、集積量に応じて駆動される。
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【０００３】
　近年、装置の省電力化を図るため、運転中あるいは停止中に、余計な電源をオフし電力
消費量を抑えることが望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第２６８６０６８号公報
【特許文献２】特開平４－１３７０９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記のような運転中あるいは停止中に余計な電源をオフする待機モードのよう
な運転モードを有する紙葉類処理装置は提供されていない。また、待機モードがあったと
しても、例えば、バックアップ駆動用のモータの電源をオフにすると、バックアップの位
置がずれてしまう。この場合、バックアップ上に集積された紙葉類を一旦取出し、再起動
後に、紙葉類を再投入する必要があり、待機モードから通常モードへの復帰作業に手間が
かかる。
【０００６】
　この発明の以上の点に鑑みなされたもので、その課題は、面倒な復帰作業を伴うことな
く、省電力化を図ることが可能な紙葉類処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態によれば、紙葉類処理装置は、供給部と、取り出し機構と、鑑査装置と、集積
装置と、施封装置と、少なくとも１つの電源と、モード設定部と、固定機構と、を有する
。供給部は、複数枚の紙葉類が載置される。取り出し機構は、前記供給部から紙葉類を取
り出す。鑑査装置、前記取り出された紙葉類を鑑査する。集積装置は、バックアップと、
前記鑑査された紙葉類を所定枚数ずつ前記バックアップ上に集積する集積機構と、紙葉類
の集積量に応じて前記バックアップの位置を調整するバックアップ駆動部と、を有する。
施封装置は、集積された紙葉類束に帯を巻き付けて施封する。少なくとも１つの電源は、
前記取出し機構、鑑査装置、集積装置、施封装置の電力作動部に電力を供給する。モード
設定部は、少なくとも１つの電力作動部への電力供給を一時的に停止する待機モードを設
定する。固定機構は、前記モード設定部により前記待機モードに設定している間、前記バ
ックアップを前記待機モード設定時の位置に固定する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１実施形態に係る紙葉類処理装置を示す断面図。
【図２】図２は、前記紙葉類処理装置の施封モジュールを示す断面図。
【図３】図３は、前記紙葉類処理装置の一時集積部を示す正面図。
【図４】図４は、前記紙葉類処理装置のシステム構成を概略的に示すブロック図。
【図５】図５は、前記施封モジュールの動作例を説明するためのフローチャート。
【図６】図６は、第２実施形態に係る紙葉類処理装置のシステム構成を概略的に示すブロ
ック図。
【図７】図７は、第３実施形態に係る紙葉類処理装置の一時集積部を示す正面図。
【図８】図８は、前記紙葉類処理装置のシステム構成を概略的に示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１実施形態）
　以下、図面を参照しながら実施形態について、詳細に説明する。　
　図１は、第１実施形態に係る紙葉類処理装置１の全体構成を概略的に示す断面図である
。　
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　図１に示すように、紙葉類として紙幣を処理する紙葉類処理装置１は、メインモジュー
ル１０、整列モジュール３０、集積施封装置である施封モジュール６０、および、拡張モ
ジュール１７４を備え、これらのモジュールは、一列に並んで配置され、互いに電気的か
つ機械的に連結されている。メインモジュール１０には、メインモジュール１０および装
置全体の動作を制御する主制御部１２が設けられている。
【００１０】
　主制御部１２には、装置に種々の情報を入力する操作部１７、および入力情報および装
置の動作状態、処理状態等を表示する表示装置としてのモニタ１５が接続されている。主
制御部１２は、図示しないホストコンピュータに接続され、ホストコンピュータとの間で
情報の送受信、情報整理が行われる。
【００１１】
　主制御部１２に接続された操作部１７から操作員の操作によって、入金業務、整理業務
などの取引方法の設定、装填庫への装填処理、装填庫内の紙幣の鑑査処理、処理した紙幣
Ｐを収納する集積庫の設定、集積施封処理の設定、紙幣の判別レベルである正損レベル設
定など処理装置の種々の動作設定が行われる。
【００１２】
　また、主制御部１２は、後述する鑑査装置１８などからの処理情報などに応じて、単位
時間の処理効率、複数日のそれぞれの処理効率、オペレータＩＤごとの処理効率、トータ
ル処理枚数、トータル稼動時間を含む管理情報などを算出し、主制御部１２のメモリなど
に格納するとともに、モニタ１５に表示する。
【００１３】
　図１に示すように、メインモジュール１０は、多数枚の紙幣Ｐが積層状態で載置される
供給部１１と、この供給部１１から紙幣Ｐを１枚ずつ取り出す取り出し機構１４と、取り
出し機構１４によって取り出された紙幣Ｐを搬送する搬送路１６とを有している。搬送路
１６には、複数組の図示しない無端状の搬送ベルトが搬送路を挟むように延設されている
。取出された紙幣Ｐは、搬送ベルトに挟持されて搬送される。
【００１４】
　供給部１１は、鉛直方向に対して任意の角度だけ傾斜して延びる支持面１１ａと、この
支持面１１ａの下端から、支持面１１ａにほぼ直交方向に延びる載置面１１ｂと、これら
支持面１１ａおよび載置面１１ｂの両側縁に沿って立設された一対のガイド壁１１ｃと、
を有している。支持面１１ａと載置面１１ｂとの境界部には、紙幣Ｐを装置内に取込むた
めの取出し口１１ｅが形成されている。
【００１５】
　供給部１１には、複数枚、例えば、２０００枚以上の紙幣Ｐを積層状態で載置すること
ができる。積層紙幣Ｐは、その最下部の紙幣が載置面１１ｂ上に載置され、かつ、例えば
、紙幣の長辺側の側縁が支持面１１ａ上に載置された状態で、支持面に沿って傾斜して供
給部１１に搭載される。積層紙幣Ｐは、取出し機構１４により、最下部の紙幣Ｐから順に
、一枚ずつ、取出し口１１ｅを通して装置内に取り込まれる。
【００１６】
　供給部１１は、積層紙幣Ｐを取出し側、つまり、載置面１１ｂに向かって移動させる一
時集積部プレート２１を備えている。一時集積部プレート２１は、支持面１１ａに収納可
能にかつ支持面に沿って移動可能に設けられている。
【００１７】
　供給部１１から紙幣Ｐを１枚ずつ取り出す取り出し機構１４は、載置面１１ｂ上の紙幣
Ｐに当接可能に設けられた複数のピックアップローラ（取出しローラ）２４と、取出し口
１１ｅ側のピックアップローラ２４に転接して設けられた分離ローラ２５と、ピックアッ
プローラ２４を所定の速度で回転する駆動モータ２６と、を備えている。
【００１８】
　ピックアップローラ２４が回転することにより、最下段の紙幣Ｐがピックアップローラ
２４によって取出され、取出し口１１ｅから搬送路１６へ送られる。この際、分離ローラ



(5) JP 2014-179033 A 2014.9.25

10

20

30

40

50

２５により、２枚目以降の紙幣Ｐが取出し紙幣から分離される。これにより、紙幣Ｐが１
枚ずつ、供給部１１から取出され、搬送路１６へ送られる。
【００１９】
　図１に示すように、搬送路１６によって搬送される紙幣Ｐの搬送ピッチを補正する搬送
ピッチ補正部１３と、搬送ピッチが補正された紙幣Ｐを１枚ずつ鑑査する鑑査装置１８と
、バーコードリーダ１９と、が搬送路１６に沿って配置されている。鑑査装置１８は、鉛
直方向に関して、供給部１１の取出し口１１ｅよりも上方に配設されている。鑑査装置１
８は、送られて来た紙幣Ｐの金種、形状、厚さ、表裏、真偽、正損、２枚取り等を検出す
る。ここで、正損検出とは、再流通可能な正券と、汚れ、破損等があり再流通不可能な損
券とを検出することを示している。バーコードリーダ１９は、例えば、バッチカードを用
いる場合に、鑑査装置１８を通過したバッチカードや、カジノチケットに付されているバ
ーコードを読取り、その読取り情報を主制御部１２へ送る。
【００２０】
　搬送路１６は、取出し機構１４および取出し口から一端下方に延びた後、鑑査装置１８
まで、鉛直方向に対して斜め傾斜して、下から上に延びている。なお、搬送路１６は、後
述する整列モジュール３０に繋がっている。搬送路１６の最下部に排出口が形成され、更
に、この排出口の下方に、回収箱２７が設けられている。搬送路１６に沿って落下する異
物は、排出口から排出され、回収箱２７に回収される。
【００２１】
　図１に示すように、メインモジュール１０において、搬送路１６に沿って、２つのリジ
ェクト部２０ａ、２０ｂが設けられ、また、それぞれ紙幣を集積する複数の集積庫２２ａ
、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄが並んで配置されている。鑑査装置１８を通過した紙幣Ｐは、
図示しないゲートにより、リジェクト券と、処理券とに振り分けられる。リジェクト券と
は、鑑査装置１８により、偽券と判別された券、又は折れ、破れ、スキュー、２枚取りな
どにより判別不能な券と判別された券をいう。リジェクト券は、リジェクト部２０ａある
いは２０ｂに振り分けられて集積される。リジェクト部２０ａあるいは２０ｂに集積され
たリジェクト券は、偽券を除き、供給部１１にセットし直して再取り込みするか、手入力
で計数データに算入する。鑑査装置１８による処理金額、枚数等の鑑査結果は、主制御部
１２へ送られ、保存されるとともに、モニタ１５に表示される。
【００２２】
　処理券とは、鑑査装置１８で判別された紙幣Ｐであって、真券で正券、又は真券で損券
をいう。処理券は、集積庫２２ａないし２２ｄに送られて集積される。例えば、処理券は
、金種ごとに対応する集積庫２２ａないし２２ｄのいずれかに振分けて集積され、また、
損券はまとめて１つの集積庫に集積される。
【００２３】
　バッチカードを用いる場合、バッチカードは、鑑査装置１８およびバーコードリーダ１
９を通過した後、リジェクト部２０ａあるいは２０ｂに送られ、集積される。　
　メインモジュール１０は、電力で作動する電力作動部として、モニタ１５、駆動モータ
２６、鑑査装置１８、リジェクト部２０ａ並びにｂ、及び、各部のゲート並びに搬送機構
などを動作させるモータなどを備える。　
　なお、メインモジュール１０は、取り出し機構１４、鑑査装置１８、搬送機構等を駆動
する図示しない駆動機構および電源、その他、種々のセンサを備えている。
【００２４】
　図１に示すように、整列モジュール３０は、メインモジュール１０から送られた紙幣Ｐ
を搬送する搬送路３１と、搬送路３１の上流側に設けられた整列機構３２と、搬送路３１
に沿って整列機構３２の下流側に設けられた反転装置３４と、搬送路３１に沿って、並ん
で配置された複数の集積庫３６ａ、３６ｂ、３６ｃ、３６ｄと、を備えている。
【００２５】
　整列機構３２から送り出された紙幣Ｐあるいは反転装置３４から向きを揃えて送り出さ
れた紙幣Ｐは、搬送路３１を通して施封モジュール６０へ送られ、あるいは、集積庫３６
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ａ～３６ｄのいずれかに送られて集積される。整列モジュール３０の集積庫３６ａないし
３６ｄは、紙幣を金種ごとに集積する集積庫として使用でき、あるいはメインモジュール
１０から取り出されたリジェクト券あるいは損券を集積するリジェクト庫あるいは損券庫
としても使用することができる。
【００２６】
　一方、紙幣の施封処理が設定されている場合、メインモジュール１０から取り出された
正券あるいは損券、あるいは、整列モジュール３０から取出された正券あるいは損券は、
整列モジュール３０の搬送路３１を通して施封モジュール６０に送られ、所定枚数ずつ集
積および施封される。
【００２７】
　図２は、集積施封装置としての施封モジュール６０の正面図である。図１および図２に
示すように、施封モジュール６０は、整列モジュール３０の搬送路３１に連通する搬送路
６２と、この搬送路６２を通して送られて来た紙幣を所定枚数ずつ集積する第１集積装置
６４ａおよび第２集積装置６４ｂと、これらの集積装置により所定枚数、例えば１００枚
、集積された紙幣束を帯により施封する施封装置６８と、第１集積装置６４ａにより集積
された紙幣Ｐおよび第２集積装置６４ｂにより集積された紙幣束を施封装置６８に搬送す
る搬送機構７０と、を備えている。更に、施封装置６８により施封された紙幣束を受取り
集積する排出部７３が施封装置６８の下方に設けられている。
【００２８】
　第１集積装置６４ａおよび第２集積装置６４ｂは、上下および左右にずれて配置されて
いる。第２集積装置６４ｂは、第１集積装置６４ａに対して、例えば、約１０～８０度の
角度θだけ、斜め下方向にずれて配置され、その一部は、鉛直方向において第１集積装置
６４ａとオーバーラップして配置されている。施封装置６８は、第２集積装置６４の下方
に配置されている。
【００２９】
　第１および第２集積装置６４ａ、６４ｂの各々は、一時集積部６５と、送られて来た紙
幣Ｐを１枚ずつ所定枚数だけ一時集積部６５に集積する集積機構としての羽根車集積装置
６６と、を備えている。羽根車集積装置６６の羽根車６６ａは、複数の羽根が回転軸の周
辺に組み込まれ、搬送されてきた紙幣Ｐを羽根と羽根の間で受け取れるように、紙幣Ｐの
搬送に同期して回転される。この羽根車６６ａを使用することによって、高速に搬送され
る紙幣Ｐの運動エネルギーを吸収しながら、かつ、紙幣Ｐを整位しながら一時集積部６５
に集積する。
【００３０】
　第１集積装置６４ａの一時集積部６５は、例えば、上下方向に移動可能なバックアップ
７５ａを有し、バックアップ上に紙幣Ｐが集積される。第２集積装置６４ｂの一時集積部
６５は、例えば、上下方向に移動可能なバックアップ７５ｂを有し、バックアップ上に紙
幣Ｐが集積される。
【００３１】
　また、第１集積装置６４ａおよび第２集積装置６４ｂには、それぞれ集積装置のエラー
、紙幣の再供給の可否状態などの装置の処理状態を表示するＬＥＤ等の表示器７１が設け
られている。これらの表示器７１は、たとえば、施封モジュール６０の外カバーを開くこ
とにより、外部から容易に視認できる位置に設けられている。表示器７１は、集積装置の
種々の処理状態、例えば、紙幣の再供給の要否、エラー発生の有無、紙幣の計数結果が確
定しているか否かを、オペレータが判断できるよう、点滅、点灯、消灯、あるいは、異な
る色で表示する。
【００３２】
　図３は、第１集積装置６４ａおよび第２集積装置６４ｂが備える一時集積部６５の正面
図である。第１集積装置６４ａの一時集積部６５および第２集積装置６４ｂの一時集積部
６５は、同様の構成である。第１集積装置６４ａを代表して詳細に説明する。
【００３３】
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　図３に示すように、一時集積部６５は、紙幣束が集積されるほぼ水平なバックアップ７
５ａと、バックアップ７５ａに連結されているとともに鉛直方向に延びる連結軸（支持部
材）７６と、連結軸７６を昇降自在に支持およびガイドする支持枠７９と、連結軸７６を
介してバックアップ７５ａを昇降させるバックアップ駆動部８１と、を備えている。バッ
クアップ駆動部８１は、連結軸７６に固定され、鉛直方向に延びるラック８５と、バック
アップモータ（サーボモータ）７８と、このバックアップモータの駆動軸に取付けられた
駆動ギア７８ａとラック８５との間に設けられたバックアップモータ７８からの駆動力を
連結軸７６に伝達するギア列７７と、を備えている。バックアップモータ７８およびギア
列７７は、ブラケット８７に支持されている。
【００３４】
　ギア列７７は、第１ギア７７ａ、第２ギア７７ｂおよび第３ギア７７ｃから構成される
。第１ギア７７ａおよび第２ギア７７ｂは、大径ギアと小径ギアとが互いの回転軸が一致
するように組み合わされた構造になっている。第３ギア７７ｃは、第１ギア７７ａおよび
第２ギア７７ｂの大径ギアとほぼ同一径のギアから構成される。
【００３５】
　第１ギア７７ａの大径ギアは、バックアップモータ７８の駆動軸に取付けられた駆動ギ
ア７８ａに歯合している。第２ギア７７ｂの大径ギアは、第１ギア７７ａの小径ギアに歯
合している。第３ギア７７ｃは、第２ギア７７ｂの小径ギアおよびラック８５に歯合して
いる。バックアップモータ７８が駆動すると、駆動ギア７８ａ、第１ギア７７ａ、第２ギ
ア７７ｂ、第３ギア７７ｃが順に回転する。第３ギア７７ｃが回転すると、第３ギア７７
ｃは、ラック８５、連結軸７６、およびバックアップ７５ａを、第３ギア７７ｃの回転方
向に応じて上方あるいは下方に移動する。
【００３６】
　一時集積部６５は、集積装置６４が紙幣を適切にバックアップ７５ａ上に積層できるよ
うに、紙幣の集積量に応じて、バックアップ７５ａの高さ位置を調節する。すなわち、一
時集積部６５は、バックアップ駆動部８１によってバックアップ７５ａを上下に移動させ
ることでバックアップ７５ａの高さ位置を調節する。たとえば、一時集積部６５は、紙幣
束が少ない又はない状態においてバックアップ７５を上方に調節する。また、紙幣束が多
い状態において、一時集積部６５は、バックアップ７５を下方に調節する。その結果、一
時集積部６５は、紙幣束の上面から集積装置６４までの間を一定の距離に保つことができ
る。
【００３７】
　また、第１集積装置６４ａおよび第２集積装置６４ｂは、後述する待機モードの間、バ
ックアップ７５ａ、７５ｂを待機モード設定時の位置に固定する固定機構をそれぞれ備え
ている。
【００３８】
　図２に示すように、第１集積装置６４ａおよび第２集積装置６４ｂと施封装置６８との
間で紙幣束を搬送する搬送機構７０は、鉛直方向に沿って立設された一対のガイドロッド
７４と、ガイドロッド７４に沿って昇降自在なベースキャリア８０と、ベースキャリア８
０上に水平方向に沿って往復移動可能に設けられたシートキャリア（搬送トレイ）８２と
、を備えている。ベースキャリア８０およびシートキャリア８２は搬送キャリアを構成し
ている。
【００３９】
　ベースキャリア８０は、ほぼ矩形の皿状に形成され、一端部が一対のガイドロッド７４
に支持され、これらガイドロッドに沿って昇降自在にガイドされている。ベースキャリア
８０は、ほぼ水平に延在している。また、ベースキャリア８０は、一対のブラケットによ
り駆動ベルトに連結されている。図示されないモータを正転あるいは逆転駆動することに
より、駆動ベルトが上下方向に走行し、これらの駆動ベルトによりベースキャリア８０が
昇降される。ベースキャリア８０は、第１集積装置６４ａのバックアップ７５ａの下方に
隣接対向して位置する第１位置と、第２集積装置６４ｂのバックアップ７５ｂの側方に対
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向する第２位置と、後述する施封装置６８の放出台８４の側方に対向する第３位置との間
を昇降される。各位置には、例えば、フォトインターラプタ等の位置センサが設けられ、
これらの位置センサによってベースキャリア８０を検知することにより、ベースキャリア
８０をこれらのいずれかの位置に移動および位置決めすることができる。
【００４０】
　一方、シートキャリア８２は、例えば、紙幣Ｐの寸法よりも大きな矩形板状に形成され
、積層紙幣を載置可能に構成されている。シートキャリア８２は、ベースキャリア８０上
に水平方向に沿って往復移動自在に設けられている。すなわち、シートキャリア８２は、
ベースキャリア８０上に重なって位置する待機位置と、ベースキャリアの前端からほぼ水
平に延出する前進位置との間をベースキャリア８０の移動方向と交差する方向、ここでは
、水平方向、に沿って往復移動自在にベースキャリア８０上に設けられている。ベースキ
ャリア８０上には、シートキャリア８２を水平方向に移動させるモータあるいはプランジ
ャ等の駆動源が設けられている。
【００４１】
　シートキャリア８２には、紙幣束をシートキャリア８２上に保持する複数の紙幣クラン
パ８８が設けられている。これらの紙幣クランパ８８は、シートキャリア８２に支持され
た回転軸８９に取り付けられている。紙幣クランパ８８は、シートキャリア８２上に設け
られた駆動モータが回転軸８９を回動することにより、シートキャリア８２の支持面から
離間する開放位置と、紙幣束を上からシートキャリア８２に押え付けて紙幣束を挟持およ
び保持するクランプ位置との間を回動される。
【００４２】
　第１および第２集積装置６４ａおよび６４ｂによる紙幣の集積、および上記搬送機構７
０による紙幣束の搬送は、以下の通り行う。例えば、同一券種の紙幣を第１集積装置６４
ａにより所定枚数、例えば、１００枚、バックアップ７５ａ上に集積する。この集積時、
ベースキャリア８０は、第１位置に待機され、ベースキャリア８０上のシートキャリア８
２は、バックアップ７５ａの下方に隣接対向している。また、集積の間、バックアップ駆
動部により、バックアップ７５ａを羽根車６６ａの近傍位置から下方へ徐々に移動させ、
集積量に応じてバックアップの位置を調整する。バックアップ７５ａ上に１００枚の紙幣
Ｐが集積されると、積層紙幣Ｐがバックアップ７５ａからシートキャリア８２上に移動さ
れる。続いて、紙幣クランパ８８により積層紙幣Ｐを押えて積層紙幣Ｐをシートキャリア
８２上に保持した後、ベースキャリア８０を第３位置へ下降させる。
【００４３】
　次いで、シートキャリア８２が待機位置から前進位置へ前進し、施封装置の放出台８４
上に積層紙幣Ｐを移動する。続いて、後述する施封装置６８の把持引き込み機構のハンド
により積層紙幣Ｐの長手方向一端部を把持するとともに、紙幣クランパ８８を開放して保
持を解除した後、シートキャリア８２を前進位置から待機位置へ移動させる。これにより
、積層紙幣Ｐの束が施封装置６８に受け渡される。
【００４４】
　一方、第１集積装置６４ａにより１００枚の紙幣が集積された後、１０１枚目以降の紙
幣は、第２集積装置６４ｂに送られ、この第２集積装置６４ｂによりバックアップ７５ｂ
上に所定枚数、例えば、１００枚、集積される。集積の際、ベースキャリア８０は、第２
位置に待機され、バックアップ７５ｂの側方に対向している。また、集積の間、バックア
ップ駆動部により、バックアップ７５ａを羽根車６６ａの近傍位置から下方へ徐々に移動
させ、集積量に応じてバックアップの位置を調整する。バックアップ７５ｂ上に１００枚
の紙幣Ｐが集積されると、シートキャリア８２が待機位置から前進位置へ前進し、バック
アップ７５ｂに入れ子状に進入し、積層紙幣Ｐの下に位置する。
【００４５】
　この状態で、紙幣クランパ８８により積層紙幣Ｐを押えて積層紙幣Ｐをシートキャリア
８２上に保持した後、シートキャリア８２を待機位置に戻し、シートキャリア８２および
積層紙幣Ｐをベースキャリア８０上に移動する。次いで、シートキャリア８２およびベー
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スキャリア８０を第３位置へ下降させる。
【００４６】
　続いて、第３位置において、シートキャリア８２が待機位置から前進位置へ前進し、施
封装置の放出台８４上に積層紙幣Ｐを移動する。次いで、後述する施封装置６８の把持引
き込み機構のハンドにより積層紙幣Ｐの長手方向一端部を把持するとともに、紙幣クラン
パ８８を開放して保持を解除した後、シートキャリア８２を前進位置から待機位置へ移動
させる。これにより、積層紙幣Ｐが施封装置６８に受け渡される。
【００４７】
　次に、施封装置６８について説明する。　
　図２に示すように、施封装置６８は、水平面に対して斜め下方に傾斜して設置されたほ
ぼ矩形状の放出台８４と、結束帯を送り出す帯フィーダと、を備えている。積層紙幣Ｐは
、放出台８４の上方に供給される。帯フィーダは、積層紙幣Ｐを施封するための結束帯を
捲回した帯リール８３と、帯リールから結束帯を引き出してループ状に送り出す帯送り機
構と、を備えている。また、施封装置６８は、結束帯を紙幣束に巻き付ける図示しない帯
巻き装置、巻き付けられた結束帯を加熱封止するヒータ６９、結束帯をカットする図示し
ないカッター等を備えている。
【００４８】
　施封モジュール６０は、電力作動部として、羽根車集積装置６６、バックアップモータ
７８、ヒータ６９、表示器７１、及び、ゲートなど施封モジュールの各部を動作させるモ
ータなどを備える。
【００４９】
　図１に示すように、施封モジュール６０の下流側に設けられた拡張モジュール１７４は
、施封モジュール６０から送られた紙幣Ｐを搬送する搬送路１４１と、それぞれ搬送路１
４１を通して送られた紙幣を一定量集積可能な大容量の集積庫１７５とを備えている。　
　拡張モジュール１７４は、電力作動部として、ゲート及び搬送路１４１などを動作させ
るモータなどを備える。
【００５０】
　全てのモジュールの最下流には、セーフティポケット１７６が設けられている。各モジ
ュールを搬送中に処理できなかった紙幣がある場合、この紙幣はセーフティポケット１７
６に排出され、装置から退避される。
【００５１】
　次に、紙葉類処理装置１のシステム構成について説明する。　
　図４は、紙葉類処理装置１のシステム構成を概略的に示すブロック図である。　
　主制御部１２は、メインモジュール１０内の制御ボードに設けられている。主制御部１
２は、メインモジュール１０の各部の動作を制御するとともに動作状態の効率等を算出す
るモジュールＣＰＵ１３ａ、種々のデータ、制御プログラム、管理情報等を格納する図示
されないメモリを備えている。種々のデータとして、後述のオペレータＩＤ、日時、シリ
アル番号、アサイン情報、銀行のロゴ、管理者サインイメージ、各国言語のフォント等の
結束帯に印字可能な印字情報、紙葉類の複数段の処理速度等がメモリに格納されている。
【００５２】
　図４に示すように、主制御部１２には、装置に種々の情報を入力する操作部１７、およ
び入力情報および装置の動作状態、処理状態等を表示する表示装置としてのモニタ１５が
接続されている。操作部１７は、マウス及びキーボードなどから構成される。また、モニ
タ１５及び操作部１７は、一体としてタッチパネルなどで構成されてもよい。
【００５３】
　操作部１７は、紙葉類処理装置１の動作状態を指定するためのスイッチを備える。操作
部１７は、紙葉類処理装置１をオン状態にするためのオンスイッチ、紙葉類処理装置１を
待機モードにするための待機スイッチ、紙葉類処理装置１を待機モードから解除するため
の解除スイッチ、及び、紙葉類処理装置１をオフ状態にするためのオフスイッチなどを備
える。各スイッチが押下されると、操作部１７は、当該スイッチが押下されたことを示す
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信号をモジュールＣＰＵ１３ａへ送信する。
【００５４】
　主制御部１２は、モジュールＣＰＵ１３ａ、タイマ１３ｂ、システムコントローラ、モ
ニタ１５及び操作部１７を制御するＡＰＬ　ＰＣボード、システムコントローラに電気的
に接続されるＲＥＣＯ、モータコントローラ、モータコントローラに電気的に接続される
カラーセンサコントローラ、ＰＣＢ及びゲートコントローラなどを有する。タイマ１３ｂ
、モータコントローラ、ＰＣＢ及びゲートコントローラは、モジュールＣＰＵ１３ａに電
気的に接続される。
【００５５】
　モジュールＣＰＵ１３ａは、制御用基板上に設置される。モジュールＣＰＵ１３ａは、
制御用基板から電力の供給などを受ける。また、モジュールＣＰＵ１３ａは、制御用基板
を通じて各部を制御してもよい。モジュールＣＰＵ１３ａは、モジュールＣＰＵ６１ａ及
びモジュールＣＰＵ１７７ａとも電気的に接続され、モジュールＣＰＵ１３ａ、モジュー
ルＣＰＵ６１ａ及びモジュールＣＰＵ１７７ａは、互いにデータを送受信することができ
る。
【００５６】
　タイマ１３ｂは、最後に紙幣Ｐを集積してから経過した時間を測定する。タイマ１３ｂ
は、計測される経過時間を示す情報をモジュールＣＰＵ１３ａへ送信する。タイマ１３ｂ
は、一定の時間間隔で経過時間を示す情報をモジュールＣＰＵ１３ａへ送信してもよいし
、モジュールＣＰＵ１３ａからの要求に応じて経過時間を示す情報をモジュールＣＰＵ１
３ａへ送信してもよい。
【００５７】
　システムコントローラは、モジュールＣＰＵ６１ａ及びモジュールＣＰＵ１７７ａとも
電気的に接続される。システムコントローラは、モジュールＣＰＵ１３ａ、モジュールＣ
ＰＵ６１ａ及びモジュールＣＰＵ１７７ａに操作部１７に入力された指示を送信したり、
各ＣＰＵからの指示に従ってデータをモニタ１５に表示する。　
　モータコントローラは、メインモジュール１０内の各モータを制御する。ゲートコント
ローラは、メインモジュール１０内の各ゲートを制御する。
【００５８】
　メインモジュール電源ボックス１２ａは、モジュールＣＰＵ１３ａの制御用基板に電力
を供給する。また、メインモジュール電源ボックス１２ａは、モジュールＣＰＵ１３ａの
制御に基づいて、電力をメインモジュール１０の各部へ供給する。メインモジュール１０
の各部は、メインモジュール電源ボックス１２ａが供給する電力で動作する。
【００５９】
　拡張モジュール制御部１７０は、拡張モジュール１７４内の制御ボードに設けられてい
る。拡張モジュール制御部１７０は、拡張モジュール１７４の各部の動作を制御する。　
　拡張モジュール制御部１７０は、モジュールＣＰＵ１７７ａ、センターリングユニット
、ＰＣＢ、ゲートコントローラ及びモータコントローラなどを有する。センターリングユ
ニット、ＰＣＢ、ゲートコントローラ及びモータコントローラは、モジュールＣＰＵ１７
７ａに電気的に接続される。
【００６０】
　モジュールＣＰＵ１７７ａは、制御用基板上に設置される。モジュールＣＰＵ１７７ａ
は、制御用基板から電力の供給などを受ける。また、モジュールＣＰＵ１７７ａは、制御
用基板を通じて各部を制御してもよい。
【００６１】
　モータコントローラは、拡張モジュール１７４内の各モータを制御する。ゲートコント
ローラは、拡張モジュール１７４内の各ゲートを制御する。
【００６２】
　拡張モジュール電源ボックス１７０ａは、モジュールＣＰＵ１７７ａの制御用基板に電
力を供給する。また、拡張モジュール電源ボックス１７０ａは、モジュールＣＰＵ１７７
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ａの制御に基づいて、拡張モジュール１７４の各部へ供給する。拡張モジュール１７４の
各部は、拡張モジュール電源ボックス１７０ａが供給する電力で動作する。
【００６３】
　施封モジュール制御部５９は、施封モジュール６０内の制御ボードに設けられている。
施封モジュール制御部５９は、施封モジュール６０の各部の動作を制御する。また、施封
モジュール制御部５９は、第１電源系統６３及び第２電源系統６７への電力供給を制御す
る。
【００６４】
　施封モジュール制御部５９は、モジュールＣＰＵ６１ａ、施封コントローラ、モータコ
ントローラ６１ｂ及びモータコントローラ６１ｃなどを有する。施封コントローラ、モー
タコントローラ６１ｂ及びモータコントローラ６１ｃは、モジュールＣＰＵ６１ａに電気
的に接続される。
【００６５】
　モジュールＣＰＵ６１ａは、制御用基板上に設置される。モジュールＣＰＵ６１ａは、
制御用基板から電力の供給などを受ける。また、モジュールＣＰＵ６１ａは、制御用基板
を通じて各部を制御してもよい。
【００６６】
　モジュールＣＰＵ６１ａは、第１電源系統６３及び第２電源系統６７への電力供給を制
御する。即ち、モジュールＣＰＵ６１ａは、施封モジュール電源ボックス５９ａを制御し
、施封モジュール電源ボックス５９ａに第１電源系統６３及び第２電源系統６７へ電力を
供給させる。施封モジュール６０が後述される待機モードである場合、モジュールＣＰＵ
６１ａは、第１電源系統６３への電力供給を停止する。第１電源系統６３及び第２電源系
統６７は、物理的に独立の電気系統であってもよいし、モジュールＣＰＵ６１ａがファー
ムウェアを実行することで独立の電気系統となるものでもよい。
【００６７】
　施封コントローラは、モジュールＣＰＵ６１ａからの命令に基づいてモータコントロー
ラ６１ｂ及びモータコントローラ６１ｃを制御する。　
　モータコントローラ６１ｂは、モータ６３ａを制御する。モータコントローラ６１ｃは
、バックアップモータ７８を制御する。
【００６８】
　施封モジュール電源ボックス５９ａは、モジュールＣＰＵ６１ａの制御用基板に電力を
供給する。また、施封モジュール電源ボックス５９ａは、モジュールＣＰＵ６１ａの制御
に基づいて、施封モジュール６０の各部へ供給する。施封モジュール６０の各部は、施封
モジュール電源ボックス５９ａが供給する電力で動作する。
【００６９】
　施封モジュール電源ボックス５９ａは、モジュールＣＰＵ６１ａの制御に基づいて、第
１電源系統６３及び第２電源系統６７へ電力を供給する。第１電源系統６３及び第２電源
系統６７が物理的に独立の電源系統である場合、施封モジュール電源ボックス５９ａは、
第１電源系統６３へ電力を供給する第１電力モジュール及び第２電源系統６７へ電力を供
給する第２電力モジュールを備える。施封モジュール電源ボックス５９ａは、モジュール
ＣＰＵ６１ａからの制御に基づいて、第１電力モジュール及び第２電力モジュールをオン
又はオフすることで、第１電源系統６３及び第２電源系統６７への電力供給を制御する。
また、第１電源系統６３及び第２電源系統６７がファームウェアによって独立の電源系統
になる場合、施封モジュール電源ボックス５９ａは、ファームウェアの制御に基づいて第
１電源系統６３及び第２電源系統６７へ電力を供給する。
【００７０】
　第１電源系統６３は、施封モジュール６０が待機モードである場合に電力供給を受けら
れない。即ち、モジュールＣＰＵ６１ａは、施封モジュール６０が待機モードである場合
、第１電源系統６３への電療供給を停止する。
【００７１】



(12) JP 2014-179033 A 2014.9.25

10

20

30

40

50

　第１電源系統６３は、施封モジュール６０が待機モードである場合に、電力の供給を停
止しても問題がない部分へ電力を供給する。第１電源系統６３は、たとえば、モータ６３
ａ、ヒータ６９及び表示器７１などへ電力を供給する系統である。
【００７２】
　モータ６３ａは、施封モジュール６０内のバックアップ７５以外を動作させる。たとえ
ば、モータ６３ａは、羽根車集積装置６６を駆動させるモータ、紙幣クランパ８８を駆動
させるモータ、及びシートキャリア８２を駆動させるモータなどの総称である。
【００７３】
　第２電源系統６７は、施封モジュール６０が待機モードである場合にも電力供給を受け
る。即ち、モジュールＣＰＵ６１ａは、施封モジュール６０が待機モードである場合にも
、第２電源系統６７への電療供給を停止しない。
【００７４】
　第２電源系統６７は、施封モジュール６０が待機モードである場合に、電力の供給を停
止すると問題がある部分へ電力を供給する。第２電源系統６７は、たとえば、バックアッ
プモータ７８、センサ６７ａ及び基板間通信部６７ｂなどへ電力を供給する系統である。
【００７５】
　センサ６７ａは、施封モジュール６０内の各部に設けられ紙幣Ｐの位置及びジャムなど
の発生などを検知する。センサ６７ａは、検知された情報をモジュールＣＰＵ６１ａへ送
信する。
【００７６】
　基板間通信部６７ｂは、他のモジュールＣＰＵ（即ち、モジュールＣＰＵ１３ａ及びモ
ジュールＣＰＵ１７７ａ）と通信するインターフェースである。モジュールＣＰＵ６１ａ
は、基板間通信部６７ｂを通じて、他のＣＰＵモジュールとデータを送受信する。基板間
通信部６７ｂは、たとえば、ＬＡＮ通信のためのインターフェースであってもよい。
【００７７】
　次に、紙葉類処理装置１の動作例について説明する。　
　紙葉類処理装置１は、オン状態、オフ状態及び待機モードとなることができる。　
　ここでは、紙葉類処理装置１がオン状態、オフ状態又は待機モードへ変化するときの動
作例について説明する。
【００７８】
　オン状態は、紙葉類処理装置１の電源がオンであって、紙葉類処理装置１が紙幣Ｐを集
積し施封する状態である。オフ状態は、紙葉類処理装置１の電源がオフであって、紙葉類
処理装置１のすべての動作を停止している状態である。
【００７９】
　待機モードは、紙葉類処理装置１の電源がオンであるが、紙葉類処理装置１の各部の動
作が停止している状態である。待機モードでは、直ちに動作可能になるように紙葉類処理
装置１の一部については電力が供給されるが、他の部分には電力が供給されない。
【００８０】
　動作状態が待機モードになると、モジュールＣＰＵ１３ａは、メインモジュール電源ボ
ックス１２ａにメインモジュール１０内の各部への電力供給を停止させる。これにより、
メインモジュール１０内のモータ、センサ及び表示部などが停止する。また、モジュール
ＣＰＵ１３ａは、メインモジュール電源ボックス１２ａに、モジュールＣＰＵ１３ａ及び
基板間通信のためのインターフェースである基板間通信部には電力を供給させる。これに
よって、モジュールＣＰＵ１３ａは、解除スイッチが押下されたかを判定することができ
、紙葉類処理装置１を待機モードからオン状態に移行させることができる。また、モジュ
ールＣＰＵ１３ａは、紙葉類処理装置１が待機モードになったことを示す信号をモジュー
ルＣＰＵ１７７ａ及びモジュールＣＰＵ６１ａへ送信する。
【００８１】
　モジュールＣＰＵ１７７ａは、拡張モジュール電源ボックス１７０ａに拡張モジュール
１７４内の各部への電力供給を停止させる。これにより、拡張モジュール１７４内のモー
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タ、センサ及び表示部などが停止する。また、モジュールＣＰＵ１７７ａは、拡張モジュ
ール電源ボックス１７０ａに、モジュールＣＰＵ１７７ａ及び基板間通信のためのインタ
ーフェースである基板間通信部には電力を供給させる。これによって、モジュールＣＰＵ
１７７ａは、モジュールＣＰＵ１３ａからオン状態に移行することを示す信号を受信する
ことができ、拡張モジュール電源ボックス１７０ａに拡張モジュール１７４の各部へ電力
を供給させることができる。
【００８２】
　モジュールＣＰＵ６１ａは、施封モジュール電源ボックス５９ａに第１電源系統６３へ
の電力供給を停止させる。これにより、第１電源系統６３から電力を供給されるモータ６
３ａ、ヒータ６９及び表示器７１が停止する。
【００８３】
　また、モジュールＣＰＵ６１ａは、モジュールＣＰＵ６１ａ及び第２電源系統６７への
電力供給を維持する。第２電源系統６７内のバックアップモータ７８への電力供給を維持
することで、バックアップモータ７８が待機モード中においても駆動し、固定される。そ
の結果、バックアップモータ７８の動作に連動して動作するバックアップ７５は、待機モ
ード中においても、重力によって下方へ移動することなく、紙葉類処理装置１が待機モー
ドに移行する直前の位置に保たれる。そのため、待機モードが解除されたのちに、施封モ
ジュール６０は、バックアップ７５に積載される紙幣Ｐに追加的に紙幣を積載することが
できる。
【００８４】
　また、モジュールＣＰＵ６１ａ及び基板間通信部６７ｂに電力を供給させることによっ
て、モジュールＣＰＵ６１ａは、モジュールＣＰＵ１３ａからオン状態に移行することを
示す信号を受信することができ、施封モジュール電源ボックス５９ａに施封モジュール６
０の各部へ電力を供給させることができる。
【００８５】
　紙葉類処理装置１は、オン状態において紙葉類処理装置１を待機モードに移行させる待
機スイッチを押下されると、待機モードに移行する。また、紙葉類処理装置１は、所定の
時間、紙幣Ｐを集積しないと待機モードに移行する。　
　待機モード中に、待機モードを解除するための解除スイッチが押下されると、紙葉類処
理装置１は、オン状態に移行し、紙幣Ｐを集積し施封する。
【００８６】
　図５は、紙葉類処理装置１の動作例を説明するためのフローチャートである。　
　ここでは、紙葉類処理装置１は、オフ状態であるものとする。　
　まず、紙葉類処理装置１のモジュールＣＰＵ１３ａは、紙葉類処理装置１をオン状態に
するためのオンスイッチが押下されたか判定する（ステップＳ１１）。即ち、モジュール
ＣＰＵ１３ａは、操作部１７からオンスイッチが押下されたことを示す信号を受信したか
判定する。
【００８７】
　オンスイッチが押下されていないと判定すると（ステップＳ１１、ＮＯ）、モジュール
ＣＰＵ１３ａは、ステップＳ１１へ戻る。
【００８８】
　オンスイッチが押下されたと判定すると（ステップＳ１１、ＹＥＳ）、モジュールＣＰ
Ｕ１３ａは、初期化処理を行う（ステップＳ１２）。初期化処理は、紙葉類処理装置１の
各部を紙幣Ｐの集積及び施封が可能である状態にする。たとえば、初期化処理では、モジ
ュールＣＰＵ１３ａは、モジュールＣＰＵ６１ａ及びモジュールＣＰＵ１７７ａへ初期化
処理を実行させるための命令を送信する。モジュールＣＰＵ１３ａ、モジュールＣＰＵ６
１ａ及びモジュールＣＰＵ１７７ａは、各モジュールのモータを駆動させ、可動部を適切
な位置へ配置する。たとえば、モジュールＣＰＵ６１ａは、モータ６３ａ及びバックアッ
プモータ７８を駆動させ、羽根車集積装置６６、紙幣クランパ８８、シートキャリア８２
及びバックアップ７５などを適切な処理位置に配置する。
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【００８９】
　初期化処理を行うと、モジュールＣＰＵ１３ａは、待機スイッチが押下されたか判定す
る（ステップＳ１３）。即ち、モジュールＣＰＵ１３ａは、操作部１７から待機スイッチ
が押下されたことを示す信号を受信したか判定する。
【００９０】
　待機スイッチが押下されていないと判定すると（ステップＳ１３、ＮＯ）、モジュール
ＣＰＵ１３ａは、最後に紙幣Ｐを集積してから所定の時間が経過したかを判定する（ステ
ップＳ１４）。即ち、モジュールＣＰＵ１３ａは、タイマ１３ｂが送信する経過時間を示
す情報に基づいて、経過時間が所定の時間を超過したか判定する。
【００９１】
　所定の時間が経過していないと判定すると（ステップＳ１４、ＮＯ）、モジュールＣＰ
Ｕ１３ａは、オフスイッチが押下されたか判定する（ステップＳ１５）。即ち、モジュー
ルＣＰＵ１３ａは、操作部１７からオフスイッチが押下されたことを示す信号を受信した
か判定する。　
　オフスイッチが押下されていないと判定すると（ステップＳ１５、ＮＯ）、モジュール
ＣＰＵ１３ａは、ステップＳ１３へ戻る。
【００９２】
　待機スイッチが押下されたと判定した場合（ステップＳ１３、ＹＥＳ）、又は、所定の
時間が経過したと判定した場合（ステップＳ１４、ＹＥＳ）、モジュールＣＰＵ１３ａは
、待機処理を行う（ステップＳ１６）。待機処理は、紙葉類処理装置１を待機モードに移
行することができる状態にする。待機処理は、途中で停止できない処理を終了まで継続さ
せる。たとえば、羽根車集積装置６６が紙幣Ｐを搬送している場合、待機処理は、羽根車
集積装置６６を紙幣Ｐの搬送終了位置まで回転させ、紙幣Ｐをバックアップ７５上に積載
させる。また、紙幣Ｐが搬送路１６、搬送路３１又は搬送路６２上にある場合、待機処理
は、紙幣Ｐを施封モジュール６０まで搬送し、羽根車集積装置６６を回転させ紙幣Ｐをバ
ックアップ７５上に積載させる。
【００９３】
　待機処理を行うと、モジュールＣＰＵ１３ａは、待機モードに移行する（ステップＳ１
７）。即ち、モジュールＣＰＵ１３ａは、メインモジュール電源ボックス１２ａからの電
力供給を停止する。また、モジュールＣＰＵ１３ａは、モジュールＣＰＵ６１ａ及びモジ
ュールＣＰＵ１７７ａへ紙葉類処理装置１が待機モードになったことを示す信号を送信す
る。　
　モジュールＣＰＵ１７７ａは、当該信号を受信すると、拡張モジュール電源ボックス１
７０ａからの電力供給を停止する。
【００９４】
　モジュールＣＰＵ６１ａは、当該信号を受信すると、第１電源系統６３への電力供給を
停止する。たとえば、第１電源系統６３及び第２電源系統６７が物理的に独立である場合
、モジュールＣＰＵ６１ａは、施封モジュール電源ボックス５９ａへ第１電源系統６３へ
の電力供給を停止する命令を送信する。施封モジュール電源ボックス５９ａは、当該命令
を受信し、第１電源系統６３への電力供給を停止する。また、第１電源系統６３及び第２
電源系統６７がファームウェアによって独立となっている場合、モジュールＣＰＵ６１ａ
は、ファームウェアを通じて第１電源系統６３への電力供給を停止する。
【００９５】
　待機モードに移行すると、モジュールＣＰＵ１３ａは、オフスイッチが押下されたか判
定する（ステップＳ１８）。オフスイッチが押下されていないと判定すると（ステップＳ
１８、ＮＯ）、モジュールＣＰＵ１３ａは、紙葉類処理装置１の待機モードを解除する解
除スイッチが押下されたか判定する（ステップＳ１９）。即ち、モジュールＣＰＵ１３ａ
は、操作部１７から解除スイッチが押下されたことを示す信号を受信したか判定する。
【００９６】
　解除スイッチが押下されていないと判定すると（ステップＳ１９、ＮＯ）、モジュール
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ＣＰＵ１３ａは、ステップＳ１８へ戻る。
【００９７】
　解除スイッチが押下されたと判定すると（ステップＳ１９、ＹＥＳ）、モジュールＣＰ
Ｕ１３ａは、バックアップ７５以外を初期化処理する（ステップＳ２０）。即ち、モジュ
ールＣＰＵ１３ａは、メインモジュール電源ボックス１２ａにメインモジュール１０の各
部に電力を供給させる。各部に電力を供給させると、モジュールＣＰＵ１３ａは、各可動
部を適切な初期位置に配置する。また、モジュールＣＰＵ１３ａは、待機モードからオン
状態に移行することを示す信号をモジュールＣＰＵ６１ａ及びモジュールＣＰＵ１７７ａ
へ送信する。　
　モジュールＣＰＵ１７７ａは、当該信号を受信し、拡張モジュール電源ボックス１７０
ａに拡張モジュール１７４の各部に電力を供給させる。各部に電力を供給させると、モジ
ュールＣＰＵ１３ａは、各可動部を適切な初期位置に配置する。
【００９８】
　モジュールＣＰＵ６１ａは、当該信号を受信し、施封モジュール電源ボックス５９ａに
第１電源系統６３へ電力を供給させる。第１電源系統６３へ電力を供給させると、モジュ
ールＣＰＵ６１ａは、バックアップ７５以外の可動部（たとえば、羽根車集積装置６６、
紙幣クランパ８８、シートキャリア８２など）を適切な初期位置に配置する。　
　バックアップ７５以外を初期化処理すると、モジュールＣＰＵ１３ａは、ステップＳ１
３へ戻る。
【００９９】
　オフスイッチが押下されたと判定した場合（ステップＳ１５、ＹＥＳ）、又は、オフス
イッチが押下されたと判定した場合（ステップＳ１８、ＹＥＳ）、モジュールＣＰＵ１３
ａは、終了処理を行う（ステップＳ２１）。終了処理は、紙葉類処理装置１をオフ状態に
移行することができる状態にする。たとえば、施封モジュール６０のバックアップ７５が
束状紙幣Ｐを積載している場合、終了処理は、積層紙幣Ｐをバックアップ７５から外部へ
放出させる。また、羽根車集積装置６６が紙幣Ｐを搬送している場合、終了処理は、羽根
車集積装置６６を紙幣Ｐの搬送終了位置まで回転させ、紙幣Ｐをバックアップ７５上に積
載させる。この場合、続いて、終了処理は、積層紙幣Ｐをバックアップ７５から外部へ放
出させる。　終了処理を行うと、モジュールＣＰＵ１３ａは、紙葉類処理装置１全体の電
源をオフにする（ステップＳ２２）。即ち、モジュールＣＰＵ１３ａは、モジュールＣＰ
Ｕ６１ａ及びモジュールＣＰＵ１７７ａに電源をオフにする命令を送信する。また、モジ
ュールＣＰＵ１３ａは、メインモジュール電源ボックス１２ａの電源をオフにする。
【０１００】
　モジュールＣＰＵ１７７ａは、当該信号を受信すると、拡張モジュール電源ボックス１
７０ａの電源をオフにする。モジュールＣＰＵ６１ａは、当該信号を受信すると、施封モ
ジュール電源ボックス５９ａの電源をオフにする。
【０１０１】
　なお、この時点で、モジュールＣＰＵ１３ａは、オンスイッチの押下を検知する操作部
１７のみに電力を供給するように施封モジュール電源ボックス５９ａを制御してもよい。
この場合、モジュールＣＰＵ１３ａは、オンスイッチの押下を検知した信号を受信するこ
とができるように、メインモジュール電源ボックス１２ａにモジュールＣＰＵ１３ａへ電
力を供給させてもよい。
【０１０２】
　紙葉類処理装置１全体の電源をオフにすると、モジュールＣＰＵ１３ａは、動作を終了
する。
【０１０３】
　以上のように構成された紙葉類処理装置は、待機モードになることができる。また、待
機モード中において、施封モジュールのバックアップは、待機モード設定時の位置に固定
され、移動することがない。これにより、バックアップは、紙葉類が積載されたままの状
態に保持される。その結果、待機モードから通常モードに復帰する際、バックアップ上に
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集積された紙幣を取出したり、あるいは再投入したりする必要がなく、更に、バックアッ
プを初期化動作させる必要がない。従って、紙葉類処理装置１は、継続して紙葉類の集積
を再開することができる。以上のことから、面倒な復帰作業を伴うことなく待機モードを
設定し、省電力化を図ることが可能な紙葉類処理装置が得られる。
【０１０４】
（第２実施形態）
　次に、第２実施形態について説明する。　
　第２実施形態に係る紙葉類処理装置は、バックアップモータ７８が第１電源系統６３か
ら電力の供給を受ける点、及び、第１ギア７７ａ、第２ギア７７ｂ及び第３ギア７７ｃが
各ギアのギア比及び重量によってバックアップ７５を固定することができる点で第１実施
形態と構成が異なる。第２実施形態において、紙葉類処理装置の他の構成は、前述した第
１実施形態に係る紙葉類処理装置と同一であり、同一の部分には同一の符号を付してその
詳細な説明を省略する。
【０１０５】
　図６は、紙葉類処理装置１のシステム構成を概略的に示すブロック図である。　
　図６に示す様に、バックアップモータ７８は、第１電源系統６３に含まれる。即ち、施
封モジュール６０が待機モードになると、施封モジュール制御部５９は、バックアップモ
ータ７８への電力の供給を停止する。
【０１０６】
　バックアップ駆動部の第１ギア７７ａ、第２ギア７７ｂ及び第３ギア７７ｃは、固定機
構を構成し、バックアップモータ７８への電力供給が停止しても、バックアップ７５及び
バックアップ７５に積載されている積層紙幣Ｐの重量を支えられる構成になっている。即
ち、バックアップモータ７８への電力供給が停止した場合であっても、第１ギア７７ａ、
第２ギア７７ｂ及び第３ギア７７ｃは、各ギアのギア比及び重量から生じる抵抗によって
、バックアップ７５を下方に移動しないように支えることができる。バックアップ７５は
、各ギアから生じる抵抗によって下方に移動せずに固定される。
【０１０７】
　第１ギア７７ａ、第２ギア７７ｂ及び第３ギア７７ｃは、各ギアのギア比及び重量は、
バックアップ７５及び積載される紙幣Ｐの重量に応じて決定される。たとえば、バックア
ップ７５の重量が７００ｇ、紙幣Ｐ１００枚の重量が１００ｇ、及び連結軸７６の重量が
３００ｇであることを想定する。この場合、第１ギア７７ａの重量は、１００ｇであって
、第１ギア７７ａの大径ギアは、４０枚のギアを、小径ギアは、１６枚のギアを持つ。ま
た、第２ギア７７ａの重量は、１００ｇであって、第１ギア７７ａの大径ギアは、４０枚
のギアを、小径ギアは、１６枚のギアを持つ。また、第３ギア７７ａの重量は、１００ｇ
であって、第１ギア７７ａは、４０枚のギアを持つ。また、バックアップモータ７８の回
転軸の先端に設置されるギアは、９枚のギアを持つ。
【０１０８】
　施封モジュール６０が待機モードに移行すると、モジュールＣＰＵ６１ａは、第１電源
系統６３への電力供給を停止する。したがって、モジュールＣＰＵ６１ａは、バックアッ
プモータ７８への電力供給を停止する。
【０１０９】
　バックアップモータ７８への電力供給が停止されると、バックアップ７５は、バックア
ップモータ７８の駆動力によっては支えられない。しかしながら、第１ギア７７ａ、第２
ギア７７ｂ及び第３ギア７７ｃがバックアップ７５及びバックアップ７５に積載されてい
る積層紙幣Ｐの重量を支えられる構成にしているので、バックアップ７５は、紙葉類処理
装置が待機モードに移行する直前の位置と同一の位置を保つことができる。したがって、
第１実施形態と同様に、施封モジュール６０は、待機モード解除後に、継続して紙幣Ｐを
バックアップ７５上に積層することができる。
【０１１０】
　以上のように構成される紙葉類処理装置は、待機モードにおいて、バックアップモータ
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への電力供給も停止することができる。その結果、待機モードにおいて、紙葉類処理装置
１は、第１実施形態にかかる紙葉類処理装置１より電力を節約することができる。
【０１１１】
（第３実施形態）
　次に、第３実施形態に係る紙葉類処理装置について説明する。　
　第３実施形態は、バックアップモータ７８が第１電源系統６３から電力の供給を受ける
点、一時集積部６５が固定機構として機能するソレノイド、プランジャ及び固定部材を備
える点、及び、連結軸７６に係合部が設けられている点で第１実施形態と構成が異なる。
第３実施形態において、紙葉類処理装置の他の構成は、前述した第１実施形態に係る紙葉
類処理装置と同一であり、同一の部分には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する
。
【０１１２】
　図７は、第３実施形態に係る紙葉類処理装置１の施封モジュール６０が備える一時集積
部６５の正面図である。　
　図７に示すように、一時集積部６５の固定機構は、連結軸７６に設けられた係合部、ソ
レノイド、およびプランジャを備えている。すなわち、連結軸７６の下端部に、係合部と
して機能する係合溝９３が設けられている。係合溝９３は、鉛直方向に凸部および凹部が
交互に並んだギア状の溝に形成されている。
【０１１３】
　ソレノイド９０およびプランジャ９１は、ギア列７７の下方にほぼ水平に設けられ、プ
ランジャ９１は、そのソレノイド９０内に、水平方向に沿って往復動自在に挿通されてい
る。また、ソレノイド９０内は、プランジャ９１をソレノイド９０から突出する方向に付
勢する圧縮コイルばね９４が設置されている。更に、プランジャ９１の先端に、固定部材
９２が取付けられている。固定部材９２は、係合溝９３に係合可能な凹凸形状あるいはギ
ア形状の係合端を有している。
【０１１４】
　ソレノイド９０およびプランジャ９１は、連結軸７６に対向して配置され、プランジャ
９１は、その先端に設けられた固定部材９２が連結軸７６の係合溝９３に係合する固定位
置と、係合溝９３から離間する解除位置との間を移動可能に支持されている。ソレノイド
９０に通電すると、ソレノイドから発生する磁界により、プランジャ９１が解除位置へ引
き込まれる。また、ソレノイド９０への通電を停止すると、プランジャ９１は圧縮コイル
ばね９４により付勢され、固定位置へ移動する。そして、プランジャ９１が固定位置に移
動すると、固定部材９２が連結軸７６の係合溝９３に係合し、連結軸７６を固定する。こ
れにより、連結軸７６およびバックアップ７５ａを停止位置に固定し、移動を防止する。
【０１１５】
　バックアップモータ７８がバックアップ７５を移動させる場合、施封モジュール６０の
モジュールＣＰＵ６１ａは、ソレノイド９０のコイルへ電流を流す制御を行い、プランジ
ャ９１をソレノイド９０内部へ引き込む。その結果、固定部材９２は、連結軸７６から離
れ、バックアップモータ７８は、バックアップ７５を移動させることができる。
【０１１６】
　図８は、紙葉類処理装置１のシステム構成を概略的に示すブロック図である。　
　図８に示すように、第１電源系統６３は、バックアップモータ７８及びソレノイド９０
を含む。　
　そのため、紙葉類処理装置１が待機モードに設定される場合は、バックアップモータ７
８及びソレノイド９０への電力供給は停止される。
【０１１７】
　モジュールＣＰＵ６１ａは、待機処理によって固定部材９２が連結軸７６に接する状態
を形成してから待機モードに移行する。　
　紙葉類処理装置１が待機モードに移行すると、モジュールＣＰＵ６１ａは、第１電源系
統６３への電力供給を停止する。したがって、モジュールＣＰＵ６１ａは、バックアップ
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モータ７８及びソレノイド９０への電力供給を停止する。
【０１１８】
　バックアップモータ７８への電力供給が停止されると、バックアップ７５は、バックア
ップモータ７８の駆動力によっては支えられない。しかしながら、プランジャ９１の先端
に設置される固定部材９２は、バネの応力によって連結軸７６へ押し付けられたままとな
る。その結果、バックアップ７５は、プランジャ９１の先端に設置される固定部材９２に
よって固定され続け、紙葉類処理装置が待機モードに移行する直前の位置と同一の位置を
保つことができる。よって、第１実施形態と同様に、施封モジュール６０は、待機モード
解除後に、継続して紙幣Ｐをバックアップ７５上に積層することができる。
【０１１９】
　以上のように構成される紙葉類処理装置は、第２実施形態と同様に、待機モードにおい
て、バックアップモータへの電力供給も停止することができる。その結果、待機モードに
おいて、紙葉類処理装置１は、第１実施形態にかかる紙葉類処理装置１より電力を節約す
ることができる。また、紙葉類処理装置は、ギア比及び重量に関わりなく、バックアップ
を固定することができる。
【０１２０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１２１】
１…紙葉類処理装置、１２…主制御部、１３ａ…モジュールＣＰＵ（モード設定部）、１
３ｂ…タイマ（測定部）、１７…操作部、５９…施封モジュール制御部、５９ａ…施封モ
ジュール電源ボックス、６０…施封モジュール、６１ａ…モジュールＣＰＵ、６３…第１
電源系統、６６…羽根車集積装置、６７…第２電源系統、７５…バックアップ、７７…ギ
ア列、７７ａ…第１ギア、７７ｂ…第２ギア、７７ｃ…第３ギア、７８…バックアップモ
ータ（バックアップ駆動部、固定機構、モータ）、９０…ソレノイド、９１…プランジャ
、９２…固定部材、９３…係合溝。
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