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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体が面方向に沿って搬送される搬送路の１側面を形成し、内部空間を有する非導電性
の搬送ガイドと、
　上記搬送ガイドを保持する導電性のフレームと、
　上記搬送ガイドの内部空間に設けられ、上記搬送路を挟んで対向する駆動ローラとの間
に上記媒体を挟持して回転することにより上記媒体を搬送する押圧ローラと、
　上記押圧ローラを上記駆動ローラに向けて付勢する押圧力を加える押圧ローラ付勢部と
、
　長手方向の両端部近傍において当該長手方向及び上記押圧力の方向に略直交する第１方
向の位置が上記搬送ガイドにより位置決めされ、長手方向の中央部近傍において上記押圧
ローラ付勢部を支持し、上記押圧力に応じて上記搬送路から離隔する方向へ発生する反力
を受けることにより上記フレームの支点シャフト当接部に当接する導電性の支点シャフト
と
　を有する媒体搬送装置。
【請求項２】
　上記搬送ガイド、上記押圧ローラ、上記押圧ローラ付勢部及び上記支点シャフトは予め
一体化し上記フレームに取り付けられる搬送ユニットでなり、
　上記支点シャフトは、上記長手方向の両端部近傍が上記搬送ガイドに形成されたガイド
孔部に挿通し、上記第１方向の端部と、上記反力の方向の端部とが上記ガイド孔部に接触
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することにより上記搬送ガイドに固定される
　請求項１に記載の媒体搬送装置。
【請求項３】
　上記押圧ローラ付勢部は、上記搬送ユニットが上記フレームに取り付けられる際、上記
搬送ユニット単体の状態よりも上記押圧力及び上記反力が強められる
　請求項２に記載の媒体搬送装置。
【請求項４】
　上記押圧ローラ付勢部はスプリングでなり、上記搬送ユニットが上記フレームに取り付
けられる際、上記搬送ユニット単体の状態よりも圧縮される
　請求項３に記載の媒体搬送装置。
【請求項５】
　上記支点シャフト当接部は、上記フレームに取り付けられた上記搬送ユニットの上記ガ
イド孔部における上記反力の方向の端面よりも上記押圧力の方向側に位置している
　請求項４に記載の媒体搬送装置。
【請求項６】
　上記支点シャフトの長手方向の両端部は、上記フレームに形成されたフレーム孔部に挿
通し、上記反力により当該フレーム孔部における上記反力の方向の端面に押し付けられる
　請求項５に記載の媒体搬送装置。
【請求項７】
　上記支点シャフトにおける上記反力の方向側には、上記フレームから上記支点シャフト
に向かって突出する導電性の位置規制部が設けられ、
　上記支点シャフトは、上記反力により上記位置規制部における上記押圧力の方向の端面
に押し付けられる
　請求項５に記載の媒体搬送装置。
【請求項８】
　紙葉状の媒体に関する操作を受け付ける操作部と、
　上記操作部の操作に応じ上記媒体を面方向に沿って搬送する搬送路と、
　上記搬送路の１側面を形成し、内部空間を有する非導電性の搬送ガイドと、
　上記搬送ガイドを保持する導電性のフレームと、
　上記搬送ガイドの内部空間に設けられ、上記搬送路を挟んで対向する駆動ローラとの間
に上記媒体を挟持して回転することにより上記媒体を搬送する押圧ローラと、
　上記押圧ローラを上記駆動ローラに向けて付勢する押圧力を加える押圧ローラ付勢部と
、
　長手方向の両端部近傍において当該長手方向及び上記押圧力の方向に略直交する方向の
位置が上記搬送ガイドにより位置決めされ、長手方向の中央部近傍において上記押圧ロー
ラ付勢部を支持し、上記押圧力に応じて上記搬送路から離隔する方向へ発生する反力を受
けることにより上記フレームの支点シャフト当接部に当接する導電性の支点シャフトと
　を有する媒体処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、媒体搬送装置及び媒体処理装置に関し、例えば現金等の媒体を投入して所望
の取引を行う紙幣処理装置等に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、金融機関等で使用される紙幣処理装置等においては、顧客との取引内容に応じて
、例えば顧客に紙幣や硬貨等の現金を入金させ、また顧客へ現金を出金するようになされ
ている。
【０００３】
　紙幣処理装置としては、例えば顧客との間で紙幣の授受を行う紙幣入出金口と、投入さ
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れた紙幣の金種及び真偽を鑑別する鑑別部と、投入された紙幣を一時的に保留する一時保
留部と、金種毎に紙幣を格納する金種カセットとを有するものがある。
【０００４】
　この紙幣処理装置においては、筐体内部に設けられた搬送路で紙幣入出金口、鑑別部、
一時保留部、金種カセット等の各部を繋ぐことにより紙幣を搬送するようになされている
（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　このような紙幣処理装置においては、搬送路の一部として、図１８乃至図２１に示す機
構により紙幣を搬送するローラ搬送部２２０が用いられるものがある。
【０００６】
　図１８はフレーム右側板１９Ｒの右側から見たローラ搬送部２２０を、図１９はフレー
ム右側板１９Ｒ、上側ガイド右側板４４Ｒ及び下側ガイド右側板４６Ｒを透過して右側か
ら見たローラ搬送部２２０を示しており、図１９においてはフレーム右側板１９Ｒ及び上
側ガイド右側板４４Ｒを仮想的に２点鎖線で示している。
【０００７】
　図２０は上側ガイド前側板４４Ｆ及び下側ガイド前側板４６Ｆの前側から見たローラ搬
送部２２０を、図２１は上側ガイド前側板４４Ｆ及び下側ガイド前側板４６Ｆを透過して
前側から見たローラ搬送部２２０を示している。
【０００８】
　このローラ搬送部２２０は、複数の機構部品が組み合わされた上側搬送ユニット２６２
がサブアセンブリ化されており、予め組み上げられた当該上側搬送ユニット２６２がフレ
ーム１９に嵌め込まれることにより、ローラ搬送部２２０が組み立てられる。
【０００９】
　ローラ搬送部２２０の左右端部には、金属でなる板状のフレーム右側板１９Ｒとフレー
ム左側板１９Ｌとが鉛直方向に沿って延びている。以下ではフレーム右側板１９Ｒとフレ
ーム左側板１９Ｌとをまとめてフレーム１９とも呼ぶ。
【００１０】
　フレーム１９には、上側搬送ユニット２６２を上方から覆う外側板金１６が取り付けら
れている。外側板金１６は金属板により構成され、水平方向に広がる平面視長方形状の四
隅において下方に屈曲し、フレーム１９に固定されることにより、当該フレーム１９と電
気的に導通している。
【００１１】
　外側板金１６の下方には、金属板により構成された内側板金１７が設けられ、当該内側
板金１７は、水平方向に広がる内側板金天板１７Ｕの左右端部が下方向にほぼ垂直に屈曲
し、内側板金右側板１７Ｒと内側板金左側板１７Ｌとを構成している。
【００１２】
　この内側板金１７は、内側板金天板１７Ｕが外側板金１６に固定されることにより、当
該外側板金１６と電気的に導通すると共に、上側搬送ガイド４４を保持している。
【００１３】
　このローラ搬送部２２０には、左右端部がフレーム１９に保持された板状の上側搬送ガ
イド４４及び下側搬送ガイド４６によりそれぞれ上側及び下側をガイドされ紙幣が搬送さ
れる紙幣搬送路４８が形成されている。
【００１４】
　この上側搬送ガイド４４は、樹脂成形され透明に形成されていることにより、外部から
紙幣搬送路４８内部を視認しやすくなされている。
【００１５】
　ローラ搬送部２２０は、回転自在に設けられた駆動ローラ２６と、紙幣の面が延びる方
向である面方向に対し垂直方向に当該紙幣を当該駆動ローラ２６に押し付ける金属製でな
る押圧ローラ３０とを有している。
【００１６】
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　押圧ローラ３０は、金属製の押圧シャフト３２を中心に回転し、当該押圧シャフト３２
は内側板金右側板１７Ｒ及び内側板金左側板１７Ｌに穿設された押圧シャフト孔部７６に
摺動可能に挿嵌することにより、内側板金１７と電気的に導通している。
【００１７】
　押圧シャフト３２は金属製の押圧スプリング３８により下方向に向かって付勢されてお
り、この押圧スプリング３８は支点シャフト２３６に支持されている。
【００１８】
　支点シャフト２３６は円筒形状であり金属により形成されて左右方向に延び、内側板金
右側板１７Ｒ及び内側板金左側板１７Ｌに穿設された支点シャフト孔部７４に嵌め込まれ
固定されることにより、内側板金１７と電気的に導通している。
【００１９】
　支点シャフト２３６は、押圧スプリング３８が押圧シャフト３２に加える押圧力に応じ
て上方向に向かって発生する反力により、支点シャフト孔部７４の上端面に押し付けられ
ている。
【００２０】
　このようなローラ搬送部２２０は、上側搬送ガイド４４と、当該上側搬送ガイド４４内
部の機構部品である押圧ローラ３０、押圧シャフト３２、押圧スプリング３８及び支点シ
ャフト２３６と、内側板金１７と、外側板金１６とが一体化した状態で上側搬送ユニット
２６２としてサブアセンブリ化しており、外側板金１６がフレーム１９に固定されること
でローラ搬送部２２０が組み立てられる。
【００２１】
　ところで、金属製であるため帯電する押圧ローラ３０、押圧シャフト３２、押圧スプリ
ング３８及び支点シャフト２３６は、静電気による誤動作やノイズ対策のため、電気を通
す導体によりフレーム１９に繋げる必要がある。
【００２２】
　しかしながら上側搬送ガイド４４は透明な樹脂成形であり電気的な導通がないため、ロ
ーラ搬送部２２０は、上側搬送ガイド４４内部の機構部品を、当該上側搬送ガイド４４を
介してフレーム１９に導通させることができない。
【００２３】
　このためローラ搬送路２２０は、内側板金１７で支点シャフト２３６を保持し、当該内
側板金１７を当該外側板金１６に固定し、さらに当該外側板金１６をフレーム１９に固定
することにより、上側搬送ユニット２６２をサブアセンブリ化しつつ、上側搬送ガイド４
４内部の機構部品をフレーム１９まで電気的に導通させていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２４】
【特許文献１】特開２０１０－１８６４４８公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　このようにローラ搬送部２２０においては、サブアセンブリ化された上側搬送ユニット
２６２における上側搬送ガイド４４内部に配置された金属製の機構部品を静電気対策のた
めにフレーム１９まで導通させる部品が多く、構成が複雑になってしまっていた。
【００２６】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、簡易な構成において導電性を保ちつつ組
立を容易にし得る媒体搬送装置及び媒体処理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】
【００２７】
　かかる課題を解決するため本発明の媒体搬送装置においては、媒体が面方向に沿って搬
送される搬送路の１側面を形成し、内部空間を有する非導電性の搬送ガイドと、搬送ガイ



(5) JP 6011308 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

ドを保持する導電性のフレームと、搬送ガイドの内部空間に設けられ、搬送路を挟んで対
向する駆動ローラとの間に媒体を挟持して回転することにより媒体を搬送する押圧ローラ
と、押圧ローラを駆動ローラに向けて付勢する押圧力を加える押圧ローラ付勢部と、長手
方向の両端部近傍において当該長手方向及び押圧力の方向に略直交する方向の位置が搬送
ガイドにより位置決めされ、長手方向の中央部近傍において押圧ローラ付勢部を支持し、
押圧力に応じて搬送路から離隔する方向へ発生する反力を受けることによりフレームの支
点シャフト当接部に当接する導電性の支点シャフトとを設けるようにした。
【００２８】
　この媒体搬送装置は、少なくとも搬送ガイド、押圧ローラ、押圧ローラ付勢部及び支点
シャフトが一体化した搬送ユニットをサブアセンブリ化しつつ、当該搬送ユニット内部の
部品を外部のフレームに導通させることができる。
【００２９】
　また本発明の媒体処理装置においては、紙葉状の媒体に関する操作を受け付ける操作部
と、操作部の操作に応じ媒体を面方向に沿って搬送する搬送路と、搬送路の１側面を形成
し、内部空間を有する非導電性の搬送ガイドと、搬送ガイドを保持する導電性のフレーム
と、搬送ガイドの内部空間に設けられ、搬送路を挟んで対向する駆動ローラとの間に媒体
を挟持して回転することにより媒体を搬送する押圧ローラと、押圧ローラを駆動ローラに
向けて付勢する押圧力を加える押圧ローラ付勢部と、長手方向の両端部近傍において当該
長手方向及び押圧力の方向に略直交する方向の位置が搬送ガイドにより位置決めされ、長
手方向の中央部近傍において押圧ローラ付勢部を支持し、押圧力に応じて搬送路から離隔
する方向へ発生する反力を受けることによりフレームの支点シャフト当接部に当接する導
電性の支点シャフトとを設けるようにした。
【００３０】
　この媒体処理装置は、少なくとも搬送ガイド、押圧ローラ、押圧ローラ付勢部及び支点
シャフトが一体化した搬送ユニットをサブアセンブリ化しつつ、当該搬送ユニット内部の
部品を外部のフレームに導通させることができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、少なくとも搬送ガイド、押圧ローラ、押圧ローラ付勢部及び支点シャ
フトが一体化した搬送ユニットをサブアセンブリ化しつつ、当該搬送ユニット内部の部品
を外部のフレームに導通させることができる。かくして本発明は、簡易な構成において導
電性を保ちつつ組立を容易にし得る媒体搬送装置及び媒体処理装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】紙幣処理装置の外観構成を示す斜視図である。
【図２】紙幣処理装置の内部構成を示す右側面図である。
【図３】第１の実施の形態によるローラ搬送部の構成（１）を示す右側面図である。
【図４】第１の実施の形態によるローラ搬送部の構成（２）を示す右側面図である。
【図５】第１の実施の形態によるローラ搬送部の構成（３）を示す正面図である。
【図６】第１の実施の形態によるローラ搬送部の構成（４）を示す正面図である。
【図７】第１の実施の形態によるガイド孔部の構成を示す右側面図である。
【図８】第１の実施の形態による支点シャフト、ガイド孔部及びフレーム孔部の構成を示
す右側面図である。
【図９】第１の実施の形態による上側搬送ユニットの構成（１）を示す右側面図である。
【図１０】第１の実施の形態による上側搬送ユニットの構成（２）を示す右側面図である
。
【図１１】第１の実施の形態による上側搬送ユニットの構成（３）を示す右側面図である
。
【図１２】第１の実施の形態による上側搬送ユニットの構成（４）を示す右側面図である
。
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【図１３】第２の実施の形態によるローラ搬送部の構成（１）を示す右側面図である。
【図１４】第２の実施の形態によるローラ搬送部の構成（２）を示す右側面図である。
【図１５】第２の実施の形態によるローラ搬送部の構成（３）を示す右側面図である。
【図１６】第２の実施の形態によるローラ搬送部の構成（４）を示す右側面図である。
【図１７】第２の実施の形態による支点シャフト、ガイド孔部及び位置規制部の構成を示
す右側面図である。
【図１８】従来のローラ搬送部の構成（１）を示す右側面図である。
【図１９】従来のローラ搬送部の構成（２）を示す右側面図である。
【図２０】従来のローラ搬送部の構成（３）を示す右側面図である。
【図２１】従来のローラ搬送部の構成（４）を示す右側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、発明を実施するための形態（以下実施の形態とする）について、図面を用いて詳
細に説明する。
【００３４】
［１．第１の実施の形態］
［１－１．紙幣処理装置の外観構成］
　図１に示すように、紙幣処理装置１は金融機関の行員（例えば受付窓口員）が操作する
行員操作型端末であり、行員の操作に基づいて紙幣の入出金処理を行うようになされてい
る。
【００３５】
　この紙幣処理装置１は、箱型の筐体２の上端部に、入金部３の投入口３Ａ、出金部４の
排出口４Ａ、表示部５及び操作部６が設けられている。
【００３６】
　入金部３は、行員により投入口３Ａから入金紙幣が投入されると、これを１枚ずつ分離
して紙幣処理装置１内に取り込んでいくようになされている。
【００３７】
　出金部４は、出金紙幣を集積して、これを排出口４Ａから行員に取り出させるようにな
されている。またこの出金部４には、排出口４Ａを開閉するシャッタ（図示せず）が設け
られ、紙幣の排出時に開くようになっている。
【００３８】
　表示部５は液晶ディスプレイにより構成され、メニュー画面、各種処理の結果画面等を
表示する。操作部６は押しボタンにより構成され、紙幣処理装置１に対する操作を受け付
ける。
【００３９】
　さらにこの紙幣処理装置１は、図示していないが、ネットワークを介して金融機関の端
末やホストコンピュータと通信でき、端末やホストコンピュータとの間で各種情報を送受
したり、端末側から操作したりできるようにもなされている。
【００４０】
［１－２．紙幣処理装置の内部構成］
　図２に示すように、紙幣処理装置１の筐体２内には、上述した入金部３、出金部４に加
えて、鑑別部１０、一時保留部１１、紙幣カセット１２Ａ～１２Ｄ、リジェクト庫付き紙
幣カセット１３及び搬送路１４が設けられている。
【００４１】
　筐体２内の上部には、入金部３が後側、出金部４が前側となるように前後方向に並んで
設けられている。また、出金部４の前方斜め下には一時保留部１１が設けられ、この一時
保留部１１より後方で入金部３の後方斜め下には、鑑別部１０が設けられている。
【００４２】
　さらに筐体２内の下部には、紙幣カセット１２Ａ～１２Ｄとリジェクト庫付き紙幣カセ
ット１３とが前後方向に並べて設けられている。
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【００４３】
　この紙幣処理装置１では、リジェクト庫付き紙幣カセット１３が最も前側で、その後ろ
に紙幣カセット１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄの順で、紙幣カセット１２Ａ～１２Ｄが
並べて設けられている。
【００４４】
　さらに筐体２内には、これら入金部３、出金部４、鑑別部１０、一時保留部１１、紙幣
カセット１２Ａ～１２Ｄ及びリジェクト庫付き紙幣カセット１３の各部を繋ぐ搬送路１４
が設けられている。搬送路１４は、紙幣を短手方向に沿って搬送する。
【００４５】
　搬送路１４は、複数のベルト搬送部及び後述するローラ搬送部２０により構成される。
ベルト搬送部は、互いに対向配置された一対のローラ間に掛け回され当該ローラ間を周回
するテープが２組設けられ、この２組のテープにより紙幣を両面側から挟持して搬送する
。
【００４６】
　ローラ搬送部２０は、主に隣り合うベルト搬送部の間か、又は当該ローラ搬送部が互い
に隣り合って設けられ、後述する押圧ローラ及び駆動ローラにより紙幣を挟持して搬送す
る。
【００４７】
　入金部３は、上面が開口する箱型の収納部３Ｂを有している。この収納部３Ｂの開口の
一部が上述した投入口３Ａとなる。この入金部３は、入金取引時に、投入口３Ａから収納
部３Ｂ内に投入された入金紙幣を１枚ずつ分離して紙幣処理装置１内に取り込んでいく。
【００４８】
　出金部４は、上面が開口する箱型の集積部４Ｂを有している。この集積部４Ｂの開口が
上述した排出口４Ａとなる。この出金部４は、出金取引時に、紙幣カセット１２Ａ～１２
Ｄ等から搬送されてくる出金紙幣を集積部４Ｂに集積する。
【００４９】
　また出金部４には、排出口４Ａを開閉するシャッタ（図示せず）が設けられている。こ
のシャッタは、出金紙幣が集積部４Ｂに集積された後に開くようになっており、このシャ
ッタが開くことで、行員が集積部４Ｂに集積されている出金紙幣を排出口４Ａから取り出
すことができるようになされている。
【００５０】
　これら入金部３及び出金部４は、下端部より上端部が前方に位置するよう前方に傾いた
状態で固定されている。なおこれら入金部３及び出金部４については、このような固定式
に限らず、例えば、前後方向の傾きを調整可能な可動式であってもよい。
【００５１】
　鑑別部１０は、搬送路１４を介して１枚ずつ搬送されてくる紙幣の金種、真偽、正損、
走行状態等を鑑別する。この鑑別部１０は、取り扱うことのできる正常紙幣か取り扱うこ
とのできないリジェクト紙幣かをその鑑別結果に基づいて紙幣毎に判定する。
【００５２】
　一時保留部１１は、入金部３から取り込まれ鑑別部１０により正常紙幣と判定された紙
幣を一時的に集積する。一時保留部１１に集積された紙幣は、取引成立後に一時保留部１
１から繰り出されて鑑別部１０に搬送され、鑑別部１０により金種が特定された後、紙幣
カセット１２Ａ～１２Ｄに搬送され収納される。
【００５３】
　紙幣カセット１２Ａ～１２Ｄは、それぞれ、紙幣を金種毎に収納可能な縦長の紙幣収納
庫１５Ａ～１５Ｄを有し、搬送路１４を介して搬送されてくる紙幣をこの紙幣収納庫１５
Ａ～１５Ｄ内に上下方向に重ねて集積する。
【００５４】
　また紙幣カセット１２Ａ～１２Ｄは、紙幣を収納するだけでなく、紙幣収納庫１５Ａ～
１５Ｄ内に集積されている紙幣を１枚ずつ搬送路１４に繰り出すことができるようにもな
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されている。さらに紙幣カセット１２Ａ～１２Ｄは、それぞれ個別に紙幣処理装置１から
着脱可能な着脱式となっている。
【００５５】
　リジェクト庫付き紙幣カセット１３は、上側に紙幣収納庫１３Ａ、下側にリジェクト庫
１３Ｂを有している。このリジェクト庫付き紙幣カセット１３も、紙幣処理装置１から着
脱可能な着脱式となっている。
【００５６】
　このリジェクト庫付き紙幣カセット１３では、例えば、紙幣回収時に紙幣カセット１２
Ａ～１２Ｄから繰り出された紙幣を紙幣収納庫１３Ａに収納する。その後、行員がこのリ
ジェクト庫付き紙幣カセット１３を紙幣処理装置１から取り外すことで紙幣を回収するよ
うになっている。
【００５７】
　また紙幣補充時には、紙幣収納庫１３Ａに補充紙幣を収納したリジェクト庫付き紙幣カ
セット１３を、行員が紙幣処理装置１にセットする。その後、紙幣収納庫１３Ａに収納さ
れている補充紙幣は、リジェクト庫付き紙幣カセット１３から繰り出されて、鑑別部１０
を経由して紙幣カセット１２Ａ～１２Ｄに搬送され補充される。紙幣処理装置１では、こ
のようにして紙幣の補充を行うようになっている。
【００５８】
　このように、リジェクト庫付き紙幣カセット１３の紙幣収納庫１３Ａは、複数の用途に
利用できるようになっている。
【００５９】
　またリジェクト庫付き紙幣カセット１３のリジェクト庫１３Ｂは、鑑別部１０によって
リジェクト紙幣と判定された紙幣を集積するようになっている。
【００６０】
　またこの紙幣処理装置１の筐体２内には、全体を制御する制御部（図示せず）が所定箇
所に設けられている。
【００６１】
　かかる構成において紙幣処理装置１は、鑑別部１０による紙幣の鑑別結果等をもとに制
御部が各部を制御して、紙幣の入金処理及び出金処理を行う。
【００６２】
　すなわち紙幣処理装置１は、入金取引時、行員により操作部６を介して入金取引が選択
され、さらに投入口３Ａから入金部３に紙幣が投入されると、投入された紙幣を１枚ずつ
鑑別部１０に搬送する。
【００６３】
　ここで紙幣処理装置１は、鑑別部１０により正常紙幣と判定された紙幣については一時
保留部１１に搬送して一時的に収納する。一方で紙幣処理装置１は、入金に適さない入金
リジェクト紙幣と判定された紙幣については出金部４へ戻して、シャッタを開くことで行
員に返却する。
【００６４】
　その後行員により入金金額が確定されると、紙幣処理装置１は一時保留部１１に収納し
ている紙幣を鑑別部１０に搬送して金種を鑑別し、その金種に応じて、各紙幣カセット１
２Ａ～１２Ｄへ搬送して保管する。
【００６５】
　一方出金取引時、紙幣処理装置１は、行員により操作部６を介し出金取引が選択され出
金金額等が入力されると、要求金額に応じて必要な金種毎の紙幣枚数を認識し、この金種
毎の紙幣枚数に応じて各紙幣カセット１２Ａ～１２Ｄから紙幣を１枚ずつ繰り出して、鑑
別部１０に搬送する。
【００６６】
　ここで紙幣処理装置１は、鑑別部１０により正常紙幣と判定された紙幣については出金
部４に搬送する一方で、出金に適さない出金リジェクト紙幣と判定された紙幣については
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一時保留部１１に搬送して一時的に収納する。
【００６７】
　そして要求金額分の紙幣が出金部４へ集積されると、紙幣処理装置１は、シャッタを開
ける。これにより出金部４内に集積されている紙幣の受け取りが可能な状態となり、行員
がこの紙幣を受け取る。
【００６８】
　その後紙幣処理装置１は、一時保留部１１に収納している出金リジェクト紙幣をリジェ
クト庫付き紙幣カセット１３のリジェクト庫１３Ｂへと搬送して保管する。
【００６９】
　このように紙幣処理装置１は、紙幣の入金処理及び出金処理を行うようになされている
。
【００７０】
［１－３．ローラ搬送部の構成］
　図１８乃至図２１との対応部分に同一符号を付した図３乃至図６に、第１の実施の形態
によるローラ搬送部２０を示す。
【００７１】
　図３はフレーム右側板１９Ｒの右側から見たローラ搬送部２０を、図４はフレーム右側
板１９Ｒ、上側ガイド右側板４４Ｒ及び下側ガイド右側板４６Ｒを透過して右側から見た
ローラ搬送部２０を示しており、図４においてはフレーム右側板１９Ｒ及び上側ガイド右
側板４４Ｒを仮想的に２点鎖線で示している。
【００７２】
　図５は上側ガイド前側板４４Ｆ及び下側ガイド前側板４６Ｆの前側から見たローラ搬送
部２０を、図６は上側ガイド前側板４４Ｆ及び下側ガイド前側板４６Ｆを透過して前側か
ら見たローラ搬送部２０を示している。
【００７３】
　このローラ搬送部２０は、複数の機構部品が組み合わされた上側搬送ユニット６２がサ
ブアセンブリ化されている。紙幣処理装置１を製造する際は、予め組み上げられた上側搬
送ユニット６２がフレーム１９に嵌め込まれることにより、ローラ搬送部２０が組み立て
られる。
【００７４】
　図４に示すようにローラ搬送部２０は、前側搬送部２２と後側搬送部２４とにより構成
されている。前側搬送部２２と後側搬送部２４とは互いにほぼ同様に形成されているため
、以下では主に前側搬送部２２について説明する。
【００７５】
　ローラ搬送部２０は、金属製の支点シャフト３６を中心として、駆動ローラ２６Ｆ、押
圧ローラ３０Ｆ及び押圧ローラレール３４Ｆ等からなる前側搬送部２２と、駆動ローラ２
６Ｂ、押圧ローラ３０Ｂ及び押圧ローラレール３４Ｂ等からなる後側搬送部２４が前後対
称（紙面上での左右対称）に配置されている。以下では、駆動ローラ２６Ｆ及び２６Ｂを
まとめて駆動ローラ２６と、押圧ローラ３０Ｆ及び３０Ｂをまとめて押圧ローラ３０と、
押圧ローラレール３４Ｆ及び３４Ｂをまとめて押圧ローラレール３４とも呼ぶ。
【００７６】
　このローラ搬送部２０は、上側搬送ガイド４４及び下側搬送ガイド４６によりそれぞれ
上側及び下側をガイドされ紙幣が搬送される紙幣搬送路４８が形成されている。
【００７７】
　紙幣搬送路４８の上側には、板状でなり樹脂成形された透明な上側搬送ガイド４４が設
けられている。
【００７８】
　上側搬送ガイド４４は、押圧ローラ３０の下端部付近において前後左右に水平方向に沿
って延設された上側ガイド底板４４Ｄの左右端部が上方向に屈曲しそれぞれ上側ガイド左
側板４４Ｌ及び上側ガイド右側板４４Ｒが形成されている。また上側ガイド底板４４Ｄの
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前後端部は上方向に屈曲しそれぞれ上側ガイド前側板４４Ｆ及び上側ガイド後側板４４Ｂ
が形成されている。
【００７９】
　これにより上側搬送ガイド４４は、上側ガイド底板４４Ｄの上側において機構部品を配
置する内部空間を有している。
【００８０】
　上側ガイド底板４４Ｄにおいて押圧ローラ３０と対向する位置には、開口（図示せず）
が穿設されることにより、当該押圧ローラ３０の下端部を上側ガイド底板４４Ｄの下側に
突出させる。
【００８１】
　一方紙幣搬送路４８の下側には、板状でなり板金により形成され不透明な下側搬送ガイ
ド４６が設けられている。下側搬送ガイド４６は、駆動ローラ２６の上端部付近において
上側ガイド底板４４Ｄと平行に延設された下側ガイド天板４６Ｕの前後左右端部が下方向
に屈曲し、それぞれ下側ガイド前側板４６Ｆ、下側ガイド後側板４６Ｂ、下側ガイド右側
板４６Ｒ及び下側ガイド左側板４６Ｌが形成されている。
【００８２】
　下側ガイド天板４６Ｕにおいて駆動ローラ２６と対向する位置には、開口（図示せず）
が穿設されることにより、当該駆動ローラ２６の上端部を下側ガイド天板４６Ｕの上側に
突出させる。
【００８３】
　ローラ搬送部２０においては、このような上側搬送ガイド４４と下側搬送ガイド４６と
の隙間の空間で、搬送路１４（図２）の一部分であるベルト搬送部又はローラ搬送部から
搬送された紙幣が前方から後方へ、又は後方から前方へ搬送される紙幣搬送路４８を形成
している。
【００８４】
　上側搬送ガイド４４及び下側搬送ガイド４６の左右方向の外側には、金属でなる板状の
フレーム右側板１９Ｒとフレーム左側板１９Ｌとが鉛直方向に沿って延び筐体２（図２）
に固定されている。以下ではフレーム右側板１９Ｒとフレーム左側板１９Ｌとをまとめて
フレーム１９とも呼ぶ。
【００８５】
　上側搬送ガイド４４及び下側搬送ガイド４６は、その左右端部がフレーム１９に保持さ
れている。
【００８６】
　このようにローラ搬送部２０は、上側搬送ガイド４４、下側搬送ガイド４６及びフレー
ム１９によって紙幣搬送路４８における紙幣の搬送範囲を規制している。
【００８７】
　前側搬送部２２の下部分には、フレーム１９に左右方向に沿って取り付けられた円筒形
状でなる金属製の駆動ローラシャフト２８Ｆを軸として、金属製の駆動ローラ２６Ｆ（２
６ＦＬ及び２６ＦＲ）が、図４中時計回り及び反時計回りに回転自在に、紙幣の長辺方向
の長さよりも短い間隔を空けて左右に並び２つ設けられている。
【００８８】
　それぞれの駆動ローラ２６Ｆの上部には、当該駆動ローラ２６Ｆと対向して金属製の押
圧ローラ３０Ｆ（３０ＦＬ及び３０ＦＲ）が設けられている。押圧ローラ３０Ｆは、左右
方向に延びる円筒形状でなる金属製の押圧シャフト３２Ｆを軸として図４中時計回り及び
反時計回りに回転自在に、左右に並び２つ設けられている。このため押圧ローラ３０Ｆと
押圧シャフト３２Ｆとは電気的に導通している。
【００８９】
　押圧ローラ３０ＦＲの右側及び押圧ローラ３０ＦＬの左側には、上方が開口するよう樹
脂成形された透明な押圧ローラレール３４Ｆ（３４ＦＲ及び３４ＦＬ）が上側搬送ガイド
４４と一体に設けられている。
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【００９０】
　押圧ローラレール３４Ｆの前後方向の開口幅は、押圧シャフト３２Ｆの前後幅よりもや
や大きく形成されている。これにより押圧ローラレール３４Ｆは、押圧シャフト３２Ｆを
上下方向に摺動させる。
【００９１】
　このような前側搬送部２２と同様に、後側搬送部２４が支点シャフト３６の後側に構成
されている。
【００９２】
　支点シャフト３６は円筒形状であり金属により形成されて左右方向に延び、右端部であ
る支点シャフト右端部３６Ｒと、左端部である支点シャフト左端部３６Ｌとが、左右方向
の中央部分である支点シャフト中央部３６Ｃよりも細く形成されている。
【００９３】
　上側ガイド左側板４４Ｌ及び上側ガイド右側板４４Ｒには、支点シャフト３６と対向す
る位置に、図７に示す略瓢箪形のガイド孔部５０が穿設されている。
【００９４】
　ガイド孔部５０は、下部分に円形の差込孔部５２が形成され、当該差込孔部５２の上側
に、差込孔部５２よりも前後方向の幅がやや小さい嵌込孔部５４が形成されている。この
嵌込孔部５４には、上端部に支点シャフト３６の外周面とほぼ同じように湾曲する嵌込上
端面５４Ｕが、後端部に嵌込後端面５４Ｂが、前端部に嵌込前端面５４Ｆがそれぞれ形成
されている。
【００９５】
　この嵌込孔部５４の前後方向の幅は、支点シャフト３６の支点シャフト左端部３６Ｌ及
び支点シャフト右端部３６Ｒの外形よりも僅かに大きく形成されていることにより、当該
支点シャフト３６を内部に挿通し得るように構成されている。
【００９６】
　またフレーム１９には、支点シャフト３６と対向する位置に、図８に示すＬ字型のフレ
ーム孔部５６が穿設されている。
【００９７】
　このフレーム孔部５６は、フレーム１９の上端から下方に向かって切り欠く縦長孔部５
８と、縦長孔部５８の下端から後方向に向かってフレーム１９を切り欠く横長孔部６０と
から構成されている。
【００９８】
　横長孔部６０の上端である横長上端面６０Ｕは、ガイド孔部５０における嵌込孔部５４
の嵌込上端面５４Ｕよりもやや下方に位置している。
【００９９】
　支点シャフト３６は、支点シャフト左端部３６Ｌ及び支点シャフト右端部３６Ｒがガイ
ド孔部５０を挿通し、フレーム孔部５６に差し込まれて固定されている。これにより支点
シャフト３６は、フレーム１９と電気的に導通している。
【０１００】
　また支点シャフト３６は、支点シャフト中央部３６Ｃの右側面が、上側ガイド右側板４
４Ｒの左側面に当接しており、支点シャフト中央部３６Ｃの左側面が、上側ガイド左側板
４４Ｌの右側面に当接している。
【０１０１】
　これにより支点シャフト３６は、上側搬送ガイド４４に対する左右方向の位置ずれが規
制されている。
【０１０２】
　図４及び図６に示すように支点シャフト３６には、金属製のトーションバースプリング
でなる押圧スプリング３８における１本の金属棒の前後方向の中央部分である巻装部４０
が巻装されている。巻装部４０からは、トーションバースプリングの一部分である前腕部
４１が前方向へ、後腕部４２が後ろ方向へそれぞれ延びている。
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【０１０３】
　押圧スプリング３８は、前腕部４１の前端部及び後腕部４２の後端部が自然状態よりも
上方向に位置する状態で、押圧シャフト３２Ｆの上端と、押圧シャフト３２Ｂの上端とに
それぞれ当接し電気的に導通している。
【０１０４】
　このため押圧スプリング３８においては、自然状態に戻ろうとする反発力により、前腕
部４１は押圧シャフト３２Ｆに対し下方向の付勢力である押圧力を加えると共に、後腕部
４２は押圧シャフト３２Ｂに対し下方向の付勢力である押圧力を加える。
【０１０５】
　これにより押圧スプリング３８は、押圧シャフト３２Ｆ及び３２Ｂにそれぞれ支持され
た押圧ローラ３０Ｆ及び３０Ｂに対し下方向の押圧力を加え、当該押圧ローラ３０Ｆ及び
３０Ｂの外周面を駆動ローラ２６Ｆ及び２６Ｂの外周面に押し付ける。
【０１０６】
　この状態において押圧シャフト３２は、押圧ローラレール３４において当該押圧シャフ
ト３２の下方向への移動を規制するレール下端面３４Ｄに接触しておらず、当該レール下
端面３４Ｄよりもやや上方に位置している。
【０１０７】
　ローラ搬送部２０においては、下向きの押圧力に応じた上向きの反力が、押圧スプリン
グ３８を介し支点シャフト３６に加わる。
【０１０８】
　このため支点シャフト３６は、フレーム孔部５６の横長上端面６０Ｕに押し付けられる
ことによりフレーム１９に直接接触し、電気的に導通する。
【０１０９】
　押圧ローラ３０（３０Ｆ及び３０Ｂ）は、駆動ローラ２６（２６Ｆ及び２６Ｂ）に押し
付けられているため、当該駆動ローラ２６の回転に合わせて共に回転する。
【０１１０】
　このようにローラ搬送部２０においては、押圧スプリング３８により、押圧ローラ３０
Ｆ及び３０Ｂを付勢し、搬送される紙幣の前部分と後ろ部分とを、それぞれ前方に配され
た押圧ローラ３０Ｆ及び駆動ローラ２６Ｆと、後方に配された押圧ローラ３０Ｂ及び駆動
ローラ２６Ｂとにより挟持するようになされている。
【０１１１】
　すなわちローラ搬送部２０は、例えば図４中後側から搬送されてきた紙幣を上側搬送ガ
イド４４及び下側搬送ガイド４６により折れ曲がり等を防ぎながら、回転する押圧ローラ
３０及び駆動ローラ２６により挟持して図中前側へ搬送する。
【０１１２】
　ローラ搬送部２０においては、上側搬送ガイド４４が透明な部材により構成されている
ため、作業者は、上側からローラ搬送部２０を目視するだけで、紙幣搬送路４８を搬送さ
れる紙幣の様子を容易に確認し、紙幣が詰まった場合当該紙幣を迅速に発見することがで
きる。
【０１１３】
［１－４．ローラ搬送部の組立］
　図９乃至図１２に、第１の実施の形態による上側搬送ユニット６２を示す。図９は上側
ガイド右側板４４Ｒの右側から見た上側搬送ユニット６２を、図１０は上側ガイド右側板
４４Ｒを透過して右側から見た上側搬送ユニット６２を示しており、図１０において上側
ガイド右側板４４Ｒを仮想的に２点鎖線で示している。
【０１１４】
　図１１は上側ガイド前側板４４Ｆの前側から見た上側搬送ユニット６２を、図１２は上
側ガイド前側板４４Ｆを透過して前側から見た上側搬送ユニット６２を示している。
【０１１５】
　ローラ搬送部２０は、上側搬送ユニット６２がサブアセンブリ化されており、紙幣処理
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装置１が製造される際は、予め組み上げられた当該上側搬送ユニット６２がフレーム１９
に嵌め込まれることにより、ローラ搬送部２０が組み立てられる。
【０１１６】
　このような上側搬送ユニット６２を組み立てる際、作業者はまず、押圧ローラ３０に挿
通した押圧シャフト３２の左右端部を上側搬送ガイド４４の押圧ローラレール３４に嵌め
込むことにより、押圧ローラ３０及び押圧シャフト３２を上側搬送ガイド４４に取り付け
る。
【０１１７】
　続いて作業者は、上側ガイド右側板４４Ｒ又は上側ガイド左側板４４Ｌのいずれかの外
側から、支点シャフト３６をガイド孔部５０の差込孔部５２に差し込み、押圧スプリング
３８の巻装部４０に支点シャフト３６を挿通させる。
【０１１８】
　さらに作業者は、押圧スプリング３８の前腕部４１及び後腕部４２をそれぞれ押圧シャ
フト３２Ｆ及び３２Ｂの上側に当接させつつ、支点シャフト左端部３６Ｌ及び支点シャフ
ト右端部３６Ｒをガイド孔部５０に嵌め込むことにより、支点シャフト３６及び押圧スプ
リング３８を上側搬送ガイド４４に取り付ける。
【０１１９】
　このとき支点シャフト３６は、押圧スプリング３８からの反力により上端部がガイド孔
部５０における嵌込孔部５４の嵌込上端面５４Ｕに当接するよう押し付けられると共に、
前端部が嵌込前端面５４Ｆに、後端部が嵌込後端面５４Ｂにそれぞれ当接することにより
、移動が規制される。以上の工程により上側搬送ユニット６２が１つのサブアセンブリと
して組み立てられる。
【０１２０】
　この状態において支点シャフト３６は、上側搬送ガイド４４に対する上下方向の位置が
、ローラ搬送部２０として組み上がった状態よりも上側に位置している。また押圧ローラ
３０は、押圧スプリング３８からの押圧力により、押圧ローラレール３４のレール下端面
３４Ｄに押し付けられている。
【０１２１】
　このため押圧スプリング３８からの反力がローラ搬送部２０として組み上がった状態よ
りもやや弱くなるものの、支点シャフト３６は押圧スプリング３８からの反力により付勢
され、上側搬送ガイド４４から外れないようになっている。これにより上側搬送ユニット
６２をサブアセンブリ化することができる。
【０１２２】
　続いて作業者は、ローラ搬送部２０を組み立てる。作業者はまず、駆動ローラ２６に挿
通した駆動ローラシャフト２８の左右端部を、フレーム１９に穿設された図示しない孔部
に差し込む。
【０１２３】
　続いて作業者は、フレーム１９に穿設された図示しない孔部に下側搬送ガイド４６を上
から嵌め込むことにより、フレーム１９に下側搬送ガイド４６を固定する。
【０１２４】
　続いて作業者は、サブアセンブリ化された上側搬送ユニット６２をフレーム１９に取り
付ける。具体的には作業者は、上側ガイド右側板４４Ｒ及び上側ガイド左側板４４Ｌから
外部に突出している支点シャフト３６を、フレーム孔部５６の縦長孔部５８から図８中の
矢印に沿って下方向に差し込んだ後に、横長孔部６０に沿って後方向に移動させる。
【０１２５】
　このときフレーム１９においてフレーム孔部５６と共に設けられた所定の孔部に、上側
搬送ガイド４４の所定の突起が嵌め込まれることにより、上側搬送ユニット６２がフレー
ム１９に位置決めされる。以上の工程によりローラ搬送部２０が組み立てられる。
【０１２６】
　ローラ搬送部２０においては、フレーム孔部５６の横長上端面６０Ｕが、ガイド孔部５
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０の嵌込上端面５４Ｕよりもやや下側に位置している。
【０１２７】
　このため支点シャフト３６は、押圧スプリング３８からの反力により上端部が横長孔部
６０の横長上端面６０Ｕに当接するよう押し付けられる。
【０１２８】
　また支点シャフト３６は、フレーム１９に組み込まれていない上側搬送ユニット６２単
体の状態よりも押圧スプリング３８が圧縮され、さらに大きな反力が加わる。これにより
支点シャフト３６は、上側搬送ガイド４４単体の状態よりも強く上方向に付勢され、フレ
ーム１９に接触する。
【０１２９】
　また支点シャフト３６は、左端部がガイド孔部５０における嵌込孔部５４の嵌込前端面
５４Ｆに、後端部が嵌込後端面５４Ｂにそれぞれ当接することにより移動が規制される。
【０１３０】
　このようにローラ搬送部２０は、押圧スプリング３８から支点シャフト３６に反力を加
え、当該支点シャフト３６をフレーム孔部５６に差し込むことにより、直接フレーム１９
に接触させ、電気的に導通させることができる。
【０１３１】
　これによりローラ搬送部２０は、金属製でなる押圧シャフト３２に押圧スプリング３８
を接触させ、当該押圧スプリング３８に支点シャフト３６を接触させ、さらに当該支点シ
ャフト３６をフレーム１９に接触させることにより、金属製でなるこれら押圧シャフト３
２、押圧スプリング３８及び支点シャフト３６を、フレーム１９に電気的に導通させるこ
とができる。
【０１３２】
［１－５．動作及び効果］
　以上の構成においてローラ搬送部２０は、ガイド孔部５０の嵌込孔部５４に支点シャフ
ト３６を嵌め込むことにより、上側搬送ガイド４４に対する支点シャフト３６の前後方向
の位置決めを行うと共に、押圧スプリング３８の反力を利用して支点シャフト３６をガイ
ド孔部５０の嵌込上端面５４Ｕに押し付けることにより、上側搬送ガイド４４に対する支
点シャフト３６の上方向の位置決めを行うようにした。
【０１３３】
　これにより、上側搬送ガイド４４内部の機構部品が当該上側搬送ガイド４４に固定され
、上側搬送ユニット６２を１つのサブアセンブリとして構成できるため、ローラ搬送部２
０を組み立てる際、既に組み上がっている上側搬送ユニット６２をフレーム１９に組み付
けるだけでローラ搬送部２０を組み立てることができ、組み立てを容易にすることができ
る。
【０１３４】
　ここで、上側搬送ユニット６２を組み立てる際、仮に支点シャフト３６が上側搬送ガイ
ド４４に対し所定位置で所定方向に押し付けられつつ接触していないと、上側搬送ガイド
４４内部の構成部材を当該上側搬送ガイド４４に固定できないため、上側搬送ユニット６
２をサブアセンブリ化することができない。
【０１３５】
　これに対し上側搬送ユニット６２においては、押圧スプリング３８の反力を利用して、
当該反力の方向に沿って支点シャフト３６を上側搬送ガイド４４に押し付けることにより
、上側搬送ガイド４４に対し支点シャフト３６の上下方向の位置を位置決めして固定する
と共に、嵌込孔部５４に支点シャフト３６を嵌め込むことにより当該支点シャフト３６の
前後方向の位置を位置決めするようにしたため、上側搬送ユニット６２をサブアセンブリ
化することができる。
【０１３６】
　またローラ搬送部２０は、上側搬送ユニット６２をフレーム１９に取り付け、押圧スプ
リング３８の反力を利用して支点シャフト３６をフレーム孔部５６の横長上端面６０Ｕに
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押し付けることにより、フレーム１９に対し支点シャフト３６を直接接触させ、導通させ
るようにした。
【０１３７】
　これによりローラ搬送部２０は、上側搬送ユニット６２をサブアセンブリ化しローラ搬
送部２０の組立効率を向上させると共に、支点シャフト３６をフレーム１９に接触させる
ことにより、金属部品である押圧ローラ３０、押圧シャフト３２、押圧スプリング３８を
フレーム１９に導通させ、上側搬送ガイド４４内部の機構部品における静電気の発生を簡
易な構成で防止することができる。
【０１３８】
　またローラ搬送部２０は、従来のローラ搬送部２２０と比較して外側板金１６、内側板
金１７を省略できるため、静電気対策で繋げる必要がある導通部品を削減でき、ローラ搬
送部２０の軽量化、コストダウンを行うことができる。
【０１３９】
　またローラ搬送部２０においては、上側搬送ガイド４４を樹脂成形で透明に形成するこ
とにより外部から内部を視認できるようにした。しかしながらその場合、上側搬送ガイド
４４は絶縁体であるため、上側搬送ガイド４４内部の機構部品を、当該上側搬送ガイド４
４を介してフレーム１９に導通させることができない。
【０１４０】
　このため、上側搬送ガイド４４内部の機構部品をフレーム１９に導通させる構成が複雑
になってしまう可能性があった。
【０１４１】
　これに対しローラ搬送部２０においては、押圧スプリング３８の反力を利用して支点シ
ャフト３６をフレーム１９に接触させることにより、簡易な構成で上側搬送ガイド４４内
部の機構部品をフレーム１９に導通させることができる。
【０１４２】
　また仮に、樹脂成形の際導電材料を混ぜることにより上側搬送ガイドに導電性を持たせ
た場合、上側搬送ガイド内部の部品を当該上側搬送ガイドを介してフレームに導通させる
ことは可能になる。
【０１４３】
　しかしながらその場合、上側搬送ガイドが透明でなくなり紙幣搬送路４８の視認性が低
下してしまう。これに対しローラ搬送部２０は、紙幣搬送路４８の視認性を保ちつつ、上
側搬送ガイド４４内部の機構部品をフレーム１９に導通させることができる。
【０１４４】
　以上の構成によれば、紙幣処理装置１における媒体搬送装置としてのローラ搬送部２０
は、紙幣が面方向に沿って搬送される紙幣搬送路４８の１側面を形成し、内部空間を有す
る非導電性の上側搬送ガイド４４と、上側搬送ガイド４４を保持する導電性のフレーム１
９と、上側搬送ガイド４４の内部空間に設けられ、紙幣搬送路４８を挟んで対向する駆動
ローラ２６との間に紙幣を挟持して回転することにより紙幣を搬送する押圧ローラ３０と
、押圧ローラ３０を駆動ローラ２６に向けて付勢する押圧力を加える押圧スプリング３８
と、長手方向の両端部近傍である支点シャフト左端部３６Ｌ及び支点シャフト右端部３６
Ｒにおいて当該長手方向及び押圧力方向に略直交する方向の位置が上側搬送ガイド４４に
より位置決めされ、長手方向の中央部近傍である支点シャフト中央部３６Ｃにおいて押圧
スプリング３８を支持し、押圧力に応じて紙幣搬送路４８から離隔する方向へ発生する反
力を受けることによりフレーム１９の支点シャフト当接部としての横長上端面６０Ｕに当
接する導電性の支点シャフト３６とを設けるようにした。
【０１４５】
　これによりローラ搬送部２０は、上側搬送ユニット６２をサブアセンブリ化しつつ、当
該上側搬送ユニット６２内部の部品を外部のフレーム１９に導通させることができる。
【０１４６】
［２．第２の実施の形態］
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［２－１．ローラ搬送部の構成］
　第２の実施の形態による紙幣処理装置１は、図３乃至図６との対応部分に同一符号を付
した図１３乃至図１６に示すように、第１の実施の形態による紙幣処理装置１と比べて、
ローラ搬送部１２０がローラ搬送部２０と異なっているものの、それ以外は同様に構成さ
れている。
【０１４７】
　また第２の実施の形態によるローラ搬送部１２０は、フレーム１１９が第１の実施の形
態によるフレーム１９と異なっている。
【０１４８】
　フレーム１１９は、上側搬送ガイド１４４及び下側搬送ガイド４６の左右方向の外側に
おいて鉛直方向に沿って延びるフレーム左側板１１９Ｌ及びフレーム右側板１１９Ｒに加
えて、当該フレーム左側板１１９Ｌ及びフレーム右側板１１９Ｒの上端部を水平方向に沿
って繋げ、上側搬送ガイド１４４を上側から覆うフレーム天板１１９Ｕが設けられている
。
【０１４９】
　またフレーム天板１１９Ｕの下面において支点シャフト１３６と対向する箇所には、下
方向に突出する直方体形状の位置規制部７０が形成され、当該支点シャフト１３６におけ
る支点シャフト中央部１３６Ｃの左右方向の端部近傍に当接している。
【０１５０】
　また支点シャフト１３６は、支点シャフト３６（図６）よりも左右方向の長さが短く形
成されていることにより、当該支点シャフト１３６における支点シャフト左端部１３６Ｌ
及び支点シャフト右端部１３６Ｒは上側搬送ガイド１４４に穿設されたガイド孔部５０に
嵌め込まれているものの、フレーム１１９には接触していない。またフレーム１９と異な
り、フレーム１１９にはフレーム孔部５６は穿設されていない。
【０１５１】
［２－２．ローラ搬送部の組立］
　このローラ搬送部１２０は、上側搬送ユニット６２同様に上側搬送ユニット１６２がサ
ブアセンブリ化されており、紙幣処理装置１が製造される際は、予め組み上げられた当該
上側搬送ユニット１６２がフレーム１１９に嵌め込まれることにより、ローラ搬送部１２
０が組み立てられる。
【０１５２】
　このような上側搬送ユニット１６２を組み立てる際、作業者は、上述した上側搬送ユニ
ット６２と同様の工程を行い、上側搬送ユニット１６２を１つのサブアセンブリとして組
み上げる。
【０１５３】
　上側搬送ユニット１６２単体の状態において支点シャフト１３６は、上側搬送ガイド４
４に対する上下方向の位置が、ローラ搬送部１２０として組み上がった状態よりも上側に
位置している。また押圧ローラ３０は、押圧スプリング３８からの押圧力により、押圧ロ
ーラレール３４のレール下端面３４Ｄに押し付けられている。
【０１５４】
　このため押圧スプリング３８からの反力がローラ搬送部１２０として組み上がった状態
よりもやや弱くなるものの、支点シャフト１３６は押圧スプリング３８からの反力により
付勢され、上側搬送ガイド１４４から外れないようになっている。これにより上側搬送ユ
ニット１６２をサブアセンブリ化することができる。
【０１５５】
　続いて作業者は、ローラ搬送部１２０を組み立てる。作業者はまず上述したローラ搬送
部２０と同様の工程を行い、駆動ローラ２６、駆動ローラシャフト２８及び下側搬送ガイ
ド４６をフレーム１１９に組み付ける。
【０１５６】
　続いて作業者は、サブアセンブリ化された上側搬送ユニット１６２をフレーム１１９に
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取り付ける。具体的には作業者は、支点シャフト１３６を位置規制部７０の下端面である
位置規制下端面７０Ｄの下方に位置させ、フレーム１９に設けられた所定の孔部に、上側
搬送ガイド１４４の所定の突起を嵌め込む。これにより上側搬送ユニット１６２がフレー
ム１１９に位置決めされる。以上の工程によりローラ搬送部２０が組み立てられる。
【０１５７】
　図１７に示すように、ローラ搬送部１２０においては、位置規制下端面７０Ｄが、ガイ
ド孔部５０の嵌込上端面５４Ｕよりもやや下側に位置している。
【０１５８】
　このため支点シャフト１３６は、押圧スプリング３８からの反力により上端部が位置規
制部７０の位置規制下端面７０Ｄに当接するよう押し付けられる。
【０１５９】
　また支点シャフト１３６は、フレーム１１９に組み込まれていない上側搬送ユニット１
６２単体の状態よりも押圧スプリング３８が圧縮され、さらに大きな反力が加わる。これ
により支点シャフト１３６は、上側搬送ガイド１４４単体の状態よりも強く上方向に付勢
され、フレーム１１９に接触する。
【０１６０】
　また支点シャフト１３６は、左端部がガイド孔部５０における嵌込孔部５４の嵌込前端
面５４Ｆに、後端部が嵌込後端面５４Ｂにそれぞれ当接することにより移動が規制される
。
【０１６１】
　このようにローラ搬送部１２０は、押圧スプリング３８から支点シャフト１３６に反力
を加え、当該支点シャフト１３６を位置規制下端面７０Ｄの下方に当接させることにより
、直接フレーム１１９に接触させ、電気的に導通させることができる。
【０１６２】
　これによりローラ搬送部１２０は、金属製でなる押圧シャフト３２に押圧スプリング３
８を接触させ、当該押圧スプリング３８に支点シャフト１３６を接触させ、さらに当該支
点シャフト１３６をフレーム１１９に接触させることにより、金属製でなるこれら押圧シ
ャフト３２、押圧スプリング３８及び支点シャフト１３６を、フレーム１１９に電気的に
導通させることができる。
【０１６３】
　このように、ローラ搬送部２０（図４）においてはフレーム孔部５６に支点シャフト３
６を差し込むことにより当該支点シャフト３６をフレーム１９に接触させたが、ローラ搬
送部１２０においては、フレーム１１９の位置規制部７０に支点シャフト１３６を下から
上に向かって押圧するようにした。
【０１６４】
　これによりローラ搬送部１２０は、上側搬送ユニット１６２をサブアセンブリ化しロー
ラ搬送部１２０の組立効率を向上させると共に、支点シャフト１３６をフレーム１１９に
接触させることにより、金属部品である押圧ローラ３０、押圧シャフト３２、押圧スプリ
ング３８をフレーム１１９に導通させ、上側搬送ガイド１４４内部の機構部品における静
電気の発生を簡易な構成で防止することができる。
【０１６５】
　以上の構成によれば、紙幣処理装置１における媒体搬送装置としてのローラ搬送部１２
０は、紙幣が面方向に沿って搬送される紙幣搬送路４８の１側面を形成し、内部空間を有
する非導電性の上側搬送ガイド１４４と、上側搬送ガイド１４４を保持する導電性のフレ
ーム１１９と、上側搬送ガイド１４４の内部空間に設けられ、紙幣搬送路４８を挟んで対
向する駆動ローラ２６との間に紙幣を挟持して回転することにより紙幣を搬送する押圧ロ
ーラ３０と、押圧ローラ３０を駆動ローラ２６に向けて付勢する押圧力を加える押圧スプ
リング３８と、長手方向の両端部近傍である支点シャフト左端部１３６Ｌ及び支点シャフ
ト右端部１３６Ｒにおいて当該長手方向及び押圧力方向に略直交する方向の位置が上側搬
送ガイド１４４により位置決めされ、長手方向の中央部近傍である支点シャフト中央部１
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３６Ｃにおいて押圧スプリング３８を支持し、押圧力に応じて紙幣搬送路４８から離隔す
る方向へ発生する反力を受けることによりフレーム１１９の支点シャフト当接部としての
位置規制下端面７０Ｄに当接する導電性の支点シャフト１３６とを設けるようにした。
【０１６６】
　これによりローラ搬送部１２０は、上側搬送ユニット１６２をサブアセンブリ化しつつ
、当該上側搬送ユニット１６２内部の部品を外部のフレーム１１９に導通させることがで
きる。
【０１６７】
［３．他の実施の形態］
　なお上述した実施の形態においては、上側搬送ガイド４４を透明に形成する場合につい
て述べた。本発明はこれに限らず、例えば半透明に形成しても良く、要は外部から内部を
透過して視認可能に形成されていれば良い。
【０１６８】
　また上述した上述の形態においては、上側搬送ガイド４４を透明に形成し、下側搬送ガ
イド４６は不透明で強度が高い板金により形成する場合について述べた。本発明はこれに
限らず、下側搬送ガイド４６を透明に形成しても良い。
【０１６９】
　さらに上述した実施の形態においては、前側搬送部２２と、後側搬送部２４との前後２
組の搬送部によりローラ搬送部２０を構成する場合について述べた。
【０１７０】
　本発明はこれに限らず、前側搬送部２２又は後側搬送部２４のいずれか一方の搬送部の
みによりローラ搬送部２０を構成しても良い。
【０１７１】
　さらに上述した実施の形態においては、トーションバースプリングである押圧スプリン
グ３８により押圧ローラ３０を付勢する場合について述べた。本発明はこれに限らず、例
えば板ばね等、種々の機構を用いて押圧ローラ３０を付勢しても良い。
【０１７２】
　さらに上述した実施の形態においては、ガイド孔部５０を略瓢箪形とする場合について
述べた。本発明はこれに限らず、支点シャフト３６を挿通させると共に嵌込上端面５４Ｕ
に当接させることができる種々の形状であって良い。
【０１７３】
　さらに上述した実施の形態においては、下方向に発生する押圧力に応じて押圧スプリン
グ３８に発生する上方向の反力の方向に沿って、支点シャフト３６をフレーム１９に接触
させる場合について述べた。
【０１７４】
　本発明はこれに限らず、下方向から前後又は左右方向に傾いた方向に沿う押圧力を押圧
スプリング３８から押圧シャフト３２に加え、当該押圧力に応じて発生し、上方向から前
後又は左右方向に傾いた反力に沿って、支点シャフト３６をフレーム１９に接触させても
良い。
【０１７５】
　また、上方向の反力の方向に沿う反力の方向を所定の部材により変換し、上方向から前
後又は左右方向に傾いて支点シャフト３６をフレーム１９に接触させてもよい。
【０１７６】
　要は、押圧ローラ３０を押圧する押圧力に応じて押圧スプリング３８に発生する反力に
より支点シャフト３６を付勢して、上側搬送ガイド４４を保持するフレーム１９に接触さ
せることにより、押圧ローラ３０、押圧シャフト３２、押圧スプリング３８及び支点シャ
フト３６をフレーム１９に導通させれば良い。
【０１７７】
　さらに上述した実施の形態においては、押圧ローラ３０を金属により構成する場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、ゴム等により構成しても良い。
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【０１７８】
　さらに上述した実施の形態においては、押圧ローラ３０、押圧シャフト３２、押圧スプ
リング３８及び支点シャフト３６を、金属により構成する場合について述べた。本発明は
これに限らず、例えば表面を導電製の材料によりメッキした絶縁体により構成しても良い
。要は、互いに表面が接触することにより、電気的に導通すれば良い。
【０１７９】
　さらに上述した実施の形態においては、現金を処理する紙幣処理装置１のローラ搬送部
２０において紙幣を搬送する際に本発明を適用する場合について述べた。
【０１８０】
　本発明はこれに限らず、例えば現金等の媒体を投入して所望の取引を行う現金自動預払
機において媒体を搬送する際に適用して良い。
【０１８１】
　さらに上述した実施の形態においては、媒体として紙幣について述べたが、本発明はこ
れに限らず、例えば商品券や金券、入場券等のような薄い紙状の媒体であれば良い。
【０１８２】
　さらに上述した実施の形態においては、搬送ガイドとしての上側搬送ガイド４４と、フ
レームとしてのフレーム１９と、押圧ローラと押圧ローラ３０と、押圧ローラ付勢部とし
ての押圧スプリング３８と、支点シャフトとしての支点シャフト３６とによって媒体搬送
装置としてのローラ搬送部２０を構成する場合について述べた。
【０１８３】
　本発明はこれに限らず、その他種々の構成でなる搬送ガイドと、フレームと、押圧ロー
ラと、押圧ローラ付勢部と、支点シャフトとによって媒体搬送装置を構成しても良い。
【０１８４】
　さらに上述した実施の形態においては、操作部としての操作部６と、搬送路としての紙
幣搬送路４８と、搬送ガイドとしての上側搬送ガイド４４と、フレームとしてのフレーム
１９と、押圧ローラと押圧ローラ３０と、押圧ローラ付勢部としての押圧スプリング３８
と、支点シャフトとしての支点シャフト３６とによって媒体処理装置としての紙幣処理装
置を構成する場合について述べた。
【０１８５】
　本発明はこれに限らず、その他種々の構成でなる操作部と、搬送路と、搬送ガイドと、
フレームと、押圧ローラと、押圧ローラ付勢部と、支点シャフトとによって媒体処理装置
を構成しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１８６】
　本発明は、紙幣等の紙状の媒体を搬送する種々の装置でも利用できる。
【符号の説明】
【０１８７】
　１……紙幣処理装置、２……筐体、３……入金部、４……出金部、５……表示部、６…
…操作部、１０……鑑別部、１１……一時保留部、１２……紙幣カセット、１３……リジ
ェクト庫付き紙幣カセット、１４……搬送路、１５……紙幣収納庫、１６……外側板金、
１７……内側板金、１７Ｕ……内側板金天板、１７Ｒ……内側板金右側板、１７Ｌ……内
側板金左側板、１９、１１９……フレーム、１９Ｒ、１１９Ｒ……フレーム右側板、１９
Ｌ、１１９Ｌ……フレーム左側板、１１９Ｕ……フレーム天板、２０、１２０、２２０…
…ローラ搬送部、２２……前側搬送部、２４……後側搬送部、２６……駆動ローラ、２８
……駆動ローラシャフト、３０……押圧ローラ、３２……押圧シャフト、３４……押圧ロ
ーラレール、３４Ｄ……レール下端面、３６、１３６……支点シャフト、３６Ｃ、１３６
Ｃ……支点シャフト中央部、３６Ｌ、１３６Ｌ……支点シャフト左端部、３６Ｒ、１３６
Ｒ……支点シャフト右端部、３８……押圧スプリング、４０……巻装部、４１……前腕部
、４２……後腕部、４４、１４４、２４４……上側搬送ガイド、４４Ｄ、１４４Ｄ……上
側ガイド底板、４４Ｒ、１４４Ｒ……上側ガイド右側板、４４Ｌ、１４４Ｌ……上側ガイ
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ド左側板、４４Ｆ、１４４Ｆ……上側ガイド前側板、４４Ｂ、１４４Ｂ……上側ガイド後
側板、４６……下側搬送ガイド、４６Ｕ……下側ガイド天板、４６Ｆ……下側ガイド前側
板、４６Ｂ……下側ガイド後側板、４６Ｒ……下側ガイド右側板、４６Ｌ……下側ガイド
左側板、４８……紙幣搬送路、５０……ガイド孔部、５２……差込孔部、５４……嵌込孔
部、５４Ｕ……嵌込上端面、５４Ｆ……嵌込前端面、５４Ｂ……嵌込後端面、５６……フ
レーム孔部、５８……縦長孔部、６０……横長孔部、６０Ｕ……横長上端面、６２、１６
２、２６２……上側搬送ユニット、７０……位置規制部、７０Ｄ……位置規制下端面、７
４……支点シャフト孔部、７６……押圧シャフト孔部。
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