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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入金された硬貨を搬送する搬送部と、前記搬送部により搬送される硬貨の真偽及び金種
を鑑別する鑑別部とを備えた硬貨検銭装置であって、
　前記搬送部は、
　前後一対となる態様で設けられた搬送プーリ間に左右一対となる態様で無端状に張設さ
れた搬送ベルトと、
　左右両端部が前記搬送ベルトの外面に取り付けられ、かつ該搬送ベルトの変位に応じて
前記入金された硬貨を横倒姿勢の状態で後方に搬送するとともに、前記鑑別部により偽貨
と鑑別された硬貨を横倒姿勢の状態で前方に搬送する搬送部材と
　備えてなり、
　前記搬送ベルトの外面に一部が対向した状態で該搬送ベルトを囲繞するよう設けられ、
かつ前記搬送部材が前記搬送ベルトから離脱することを規制するガイド部材を備えたこと
を特徴とする硬貨検銭装置。
【請求項２】
　前記搬送部材は、前記搬送ベルトの変位により搬送対象となる硬貨を押圧する面がＶ字
状を成すことを特徴とする請求項１に記載の硬貨検銭装置。
【請求項３】
　前記搬送部材は、前記搬送ベルトの外面に接する面と反対側の面が外方に突となる湾曲
状を成していることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の硬貨検銭装置。
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【請求項４】
　前記ガイド部材は、開放された場合には、自身を通じて前記搬送部材が前記搬送ベルト
から取り出されることを許容する一方、閉塞部材により閉塞された場合には、前記搬送部
材が前記搬送ベルトから取り外されることを規制する切欠を備えたことを特徴とする請求
項１～３のいずれか１つに記載の硬貨検銭装置。
【請求項５】
　入金された硬貨を搬送する搬送部と、前記搬送部により搬送される硬貨の真偽及び金種
を鑑別する鑑別部とを備えた硬貨検銭装置であって、
　前記搬送部は、
　前後一対となる態様で設けられた搬送プーリ間に左右一対となる態様で無端状に張設さ
れた搬送ベルトと、
　左右両端部が前記搬送ベルトの外面に取り付けられ、かつ該搬送ベルトの変位に応じて
前記入金された硬貨を横倒姿勢の状態で後方に搬送するとともに、前記鑑別部により偽貨
と鑑別された硬貨を横倒姿勢の状態で前方に搬送する搬送部材と
　を備えてなり、
　前記鑑別部の鑑別領域に対する硬貨及び搬送部材の通過を検知する通過検知手段と、
　前記搬送ベルトの停止指令が与えられた場合に、前記通過検知手段がいずれかの搬送部
材を検知してから該搬送ベルトの変位を停止させる制御手段と
　を備えたことを特徴とする硬貨検銭装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、硬貨検銭装置に関し、より詳細には、入金された硬貨を金種毎に収納する一
方、出金指示により収納する硬貨を払い出す硬貨処理機に適用される硬貨検銭装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、入金された硬貨を金種毎に収納する一方、出金指示により収納する硬貨を払い出
す硬貨処理機に適用される硬貨検銭装置として、第１搬送部と、鑑別部と、リジェクト部
と、第２搬送部とを備えたものが知られている。
【０００３】
　第１搬送部は、前後一対のローラに無端状に張設されたベルトを備えて構成されている
。この第１搬送部は、ローラの回転によりベルトが変位する結果、入金された硬貨をベル
トに載置させて前方から後方に向けて搬送するものである。
【０００４】
　鑑別部は、第１搬送部により前方から後方に向けて搬送される硬貨の真偽及び金種を鑑
別するものである。リジェクト部は、鑑別部により偽貨と鑑別された硬貨を第１搬送部か
ら落下させて該第１搬送部から取り除くものである。
【０００５】
　第２搬送部は、上記第１搬送部の下方域において、前後一対のローラに無端状に張設さ
れたベルトを備えて構成されている。この第２搬送部は、ローラの回転によりベルトが変
位する結果、リジェクト部により第１搬送部から取り除かれた硬貨（偽貨）を所定の保管
先に搬送するものである。
【０００６】
　このような硬貨検銭装置においては、入金された硬貨を第１搬送部で搬送し、その搬送
途中で鑑別部により鑑別が行われる。そして、リジェクト部が、鑑別部により偽貨と鑑別
された硬貨を第１搬送部から落下させる。これにより、第２搬送部が偽貨を保管先まで搬
送している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００７】
【特許文献１】特許第５７９１６７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、上述した特許文献１に提案されている硬貨検銭装置では、第２搬送部が第１
搬送部の下方域に設置されることで、前後方向の長さ寸法を低減させることができるもの
の、第１搬送部及び第２搬送部がそれぞれ異なる駆動源により駆動している。そのため、
第１搬送部を駆動させる機構と、第２搬送部を駆動させる機構とが必要になり、結果とし
て、部品点数が増加し、製造コストの増大化を招来していた。
【０００９】
　本発明は、上記実情に鑑みて、装置全体の小型化を図りつつ、製造コストの低減化を図
ることができる硬貨検銭装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明に係る硬貨検銭装置は、入金された硬貨を搬送する
搬送部と、前記搬送部により搬送される硬貨の真偽及び金種を鑑別する鑑別部とを備えた
硬貨検銭装置であって、前記搬送部は、前後一対となる態様で設けられた搬送プーリ間に
左右一対となる態様で無端状に張設された搬送ベルトと、左右両端部が前記搬送ベルトの
外面に取り付けられ、かつ該搬送ベルトの変位に応じて前記入金された硬貨を横倒姿勢の
状態で後方に搬送するとともに、前記鑑別部により偽貨と鑑別された硬貨を横倒姿勢の状
態で前方に搬送する搬送部材と備えてなり、前記搬送ベルトの外面に一部が対向した状態
で該搬送ベルトを囲繞するよう設けられ、かつ前記搬送部材が前記搬送ベルトから離脱す
ることを規制するガイド部材を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また本発明は、上記硬貨検銭装置において、前記搬送部材は、前記搬送ベルトの変位に
より搬送対象となる硬貨を押圧する面がＶ字状を成すことを特徴とする。
【００１２】
　また本発明は、上記硬貨検銭装置において、前記搬送部材は、前記搬送ベルトの外面に
接する面と反対側の面が外方に突となる湾曲状を成していることを特徴とする。
【００１３】
　また本発明は、上記硬貨検銭装置において、前記ガイド部材は、開放された場合には、
自身を通じて前記搬送部材が前記搬送ベルトから取り出されることを許容する一方、閉塞
部材により閉塞された場合には、前記搬送部材が前記搬送ベルトから取り外されることを
規制する切欠を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る硬貨検銭装置は、入金された硬貨を搬送する搬送部と、前記搬送部
により搬送される硬貨の真偽及び金種を鑑別する鑑別部とを備えた硬貨検銭装置であって
、前記搬送部は、前後一対となる態様で設けられた搬送プーリ間に左右一対となる態様で
無端状に張設された搬送ベルトと、左右両端部が前記搬送ベルトの外面に取り付けられ、
かつ該搬送ベルトの変位に応じて前記入金された硬貨を横倒姿勢の状態で後方に搬送する
とともに、前記鑑別部により偽貨と鑑別された硬貨を横倒姿勢の状態で前方に搬送する搬
送部材とを備えてなり、前記鑑別部の鑑別領域に対する硬貨及び搬送部材の通過を検知す
る通過検知手段と、前記搬送ベルトの停止指令が与えられた場合に、前記通過検知手段が
いずれかの搬送部材を検知してから該搬送ベルトの変位を停止させる制御手段とを備えた
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、搬送部を構成する搬送ベルトが、前後一対となる態様で設けられた搬
送プーリ間に左右一対となる態様で無端状に張設され、左右両端部が搬送ベルトの外面に
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取り付けられた搬送部材が、搬送ベルトの変位に応じて入金された硬貨を横倒姿勢の状態
で後方に搬送するとともに、鑑別部により偽貨と鑑別された硬貨を横倒姿勢の状態で前方
に搬送するので、搬送部の前後方向の長さの短縮化を図ることができる。しかも、従来の
ように入金された硬貨を搬送する搬送部と、鑑別部により偽貨と鑑別された搬送部とを別
個に設ける必要がないので、部品点数を削減することができる。従って、装置全体の小型
化を図りつつ、製造コストの低減化を図ることができるという効果を奏する。
【００１６】
　特に、搬送ベルトの外面に一部が対向した状態で該搬送ベルトを囲繞するよう設けられ
たガイド部材が、搬送部材が搬送ベルトから離脱することを規制するので、搬送部材によ
り硬貨を良好に搬送することができるという効果を奏する。
【００１７】
　また、制御手段が、搬送ベルトの停止指令が与えられた場合に、通過検知手段がいずれ
かの搬送部材を検知してから該搬送ベルトの変位を停止させるので、搬送部材が通過検知
手段の検知領域に存在することを防止することができる。これにより、次に入金された硬
貨を搬送する場合に通過検知手段が検知領域にある搬送部材を硬貨と誤検知してしまうこ
とを回避することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の実施の形態である硬貨検銭装置が適用された硬貨処理機の内部
構造を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１に示した硬貨検銭装置、すなわち本実施の形態である硬貨検銭装置
を示す斜視図である。
【図３】図３は、図２に示した硬貨検銭装置の一部の構成要素を省略して示す斜視図であ
る。
【図４】図４は、図２及び図３に示した硬貨検銭装置の特徴的な制御系を模式的に示すブ
ロック図である。
【図５】図５は、図２及び図３に示した硬貨検銭装置の要部を示す平面図である。
【図６】図６は、図２及び図３に示した硬貨検銭装置の要部を示す底面図である。
【図７】図７は、図２及び図３に示した硬貨検銭装置の要部を示す斜視図である。
【図８】図８は、搬送ベルトと搬送部材との取付部位を拡大して示す斜視図である。
【図９】図９は、搬送ベルトにより後方に向けて変位される搬送部材を拡大して示す平面
図である。
【図１０】図１０は、図２及び図３に示した硬貨検銭装置の要部を示す斜視図である。
【図１１】図１１は、図１０に示した硬貨検銭装置の要部を拡大して示す斜視図である。
【図１２】図１２は、図２及び図３に示した硬貨検銭装置の要部を示す分解斜視図である
。
【図１３】図１３は、図２に示した案内部材とその周辺構造とを拡大して示す説明図であ
る。
【図１４】図１４は、図２及び図３に示した鑑別部の斜視図である。
【図１５】図１５は、図２及び図３に示した鑑別部の縦断面図である。
【図１６】図１６は、図１４及び図１５に示した上部本体部を閉じる方向に揺動させた場
合の鑑別部の要部を示す説明図である。
【図１７】図１７は、図１４及び図１５に示した上部本体部を閉じる方向に揺動させた場
合の鑑別部の要部を示す説明図である。
【図１８】図１８は、図１４及び図１５に示した上部本体部を閉じる方向に揺動させた場
合の鑑別部の要部を示す説明図である。
【図１９】図１９は、図２及び図３に示した鑑別部の斜視図である。
【図２０】図２０は、図１４及び図１５に示した鑑別部を構成する上部本体部の底面図で
ある。
【図２１】図２１は、図４に示した制御部が実施する搬送部駆動停止制御の処理内容を示



(5) JP 6756282 B2 2020.9.16

10

20

30

40

50

すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る硬貨検銭装置の好適な実施の形態について詳
細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の実施の形態である硬貨検銭装置が適用された硬貨処理機の内部構造を
示す斜視図である。ここで例示される硬貨処理機１は、例えば釣銭機として適用されるも
のであり、入金された硬貨を金種毎に収納する一方、出金指示により収納する硬貨を払い
出すものである。このような硬貨処理機１は、硬貨検銭装置１ａ及び硬貨搬送装置１ｂを
備えて構成してある。
【００２１】
　硬貨検銭装置１ａは、入金部２を通じて入金された硬貨の真偽及び金種を鑑別するもの
である。入金部２は、図１に示すように、硬貨投入口２ａを有しており、硬貨が入金され
る部分である。かかる硬貨検銭装置１ａの構成については後述する。
【００２２】
　硬貨搬送装置１ｂは、硬貨検銭装置１ａで真偽及び金種が鑑別された硬貨（正貨）を搬
送し、その搬送途中で該硬貨の金種を判別するとともに、該硬貨を金種毎に振り分けて硬
貨収納部３に送出するものである。ここで、硬貨収納部３は、硬貨搬送装置１ｂで振り分
けられた硬貨を金種毎に収納するものであり、出金指示が与えられた場合には、該当する
硬貨を出金部４に送出して、該出金部４を通じて外部に払い出させるものである。
【００２３】
　図２は、図１に示した硬貨検銭装置、すなわち本実施の形態である硬貨検銭装置を示す
斜視図であり、図３は、図２に示した硬貨検銭装置の一部の構成要素を省略して示す斜視
図であり、図４は、図２及び図３に示した硬貨検銭装置の特徴的な制御系を模式的に示す
ブロック図である。
【００２４】
　硬貨検銭装置１ａは、図２～図４に示すように、分離部１０と、搬送部２０と、案内部
材３０と、鑑別部４０と、制御部（制御手段）６０とを備えて構成してある。
【００２５】
　分離部１０は、入金部２を通じて入金されるとともに、入金搬送部１１を通じて搬送さ
れた硬貨を搬送部２０に１枚ずつ分離させた状態で送出するものである。尚、本明細書に
おいては、分離部１０は特徴的な構成要素ではないため、かかる分離部１０の説明を割愛
する。
【００２６】
　図５及び図６は、それぞれ図２及び図３に示した硬貨検銭装置１ａの要部を示すもので
あり、図５は平面図であり、図６は底面図である。これら図５及び図６に示すように、搬
送部２０は、搬送プーリ２１と、搬送ベルト２２（図７参照）と、搬送部材２３と、ガイ
ド部材２４と、送出フラッパ２５と、偽貨開口２６とを備えて構成してある。
【００２７】
　搬送プーリ２１は、図７にも示すように前後一対となる態様で設置してある。前方側の
搬送プーリ２１ａは、搬送モータ２１ｃの出力軸に連係ギアユニット２１ｄを介して連係
してある。この搬送モータ２１ｃは、制御部６０から駆動指令が与えられることにより駆
動し、該制御部６０から駆動停止指令が与えられることにより駆動停止するものである。
【００２８】
　上記前方側の搬送プーリ２１ａは、搬送モータ２１ｃの駆動により、自身の中心軸を軸
心としてその軸心回りに回転する駆動プーリである。かかる前方側の搬送プーリ２１ａは
、搬送モータ２１ｃの駆動力が付与されることにより、左方から見て反時計回りの方向に
回転する。
【００２９】
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　搬送ベルト２２は、左右一対となる左側の搬送ベルト２２Ｌと右側の搬送ベルト２２Ｒ
とを有して構成してある。これら搬送ベルト２２（２２Ｌ，２２Ｒ）は、それぞれ搬送プ
ーリ２１間に無端状に張設してある。このような搬送ベルト２２は、搬送モータ２１ｃの
駆動によって前方側の搬送プーリ２１ａが回転することにより、その延在方向に沿って変
位する。より詳細に説明すると、搬送ベルト２２は、前方側の搬送プーリ２１ａが回転す
ることにより、上方部分が後方に向かいつつ下方部分が前方に向かう態様で変位する。
【００３０】
　かかる搬送ベルト２２を介して前方側の搬送プーリ２１ａに連係される後方側の搬送プ
ーリ２１ｂは、該後方側の搬送プーリ２１ｂの回転により、自身の中心軸を軸心として左
方から見て反時計回りに回転する。つまり、後方側の搬送プーリ２１ｂは、前方側の搬送
プーリ２１ａの回転に応じて回転する従動プーリである。
【００３１】
　搬送部材２３は、複数設けられており、それぞれが左右一対の搬送ベルト２２を跨る態
様で、該搬送ベルト２２の延在方向に沿って等間隔となる態様で設けてある。このような
搬送部材２３は、図８にも示すように、右端部に設けられた右端凹凸部２３ａが右側の搬
送ベルト２２Ｒの外面に設けられた右側凹凸部２２ａに嵌合するとともに、左端部に設け
られた左端凹凸部２３ｂが左側の搬送ベルト２２Ｌの外面に設けられた左側凹凸部２２ｂ
に嵌合することにより、左右一対の搬送ベルト２２を跨る態様で固定されている。これに
より、搬送部材２３は、搬送ベルト２２の変位に応じて該搬送ベルト２２の延在方向に沿
って変位するものである。
【００３２】
　この搬送部材２３は、後述する通過センサ（光センサ）５１に検知されるよう遮光材料
により形成してある。尚、透光性材料により形成されている場合には着色されていること
が望ましい。
【００３３】
　かかる搬送部材２３は、搬送ベルト２２の変位方向の下流側を臨む面２３ｃ、すなわち
、搬送ベルト２２の上方部分では後方を臨む面であり搬送ベルト２２の下方部分では前方
を臨む面がＶ字状を成している。つまり、搬送部材２３は、図９にも示すように、搬送ベ
ルト２２の変位方向の下流側を臨む面２３ｃにおいて、左方に向かうに連れて該変位方向
の上流側に傾斜する面と、右方に向かうに連れて該変位方向の上流側に傾斜する面とが中
央部分で連続することでＶ字状を成している。
【００３４】
　また搬送部材２３の左右両端部においては、湾曲面２３ｄが構成してある。より詳細に
説明すると、搬送部材２３の左端部においては、左端凹凸部２３ｂが形成された面と反対
側の面、すなわち左側の搬送ベルト２２Ｌの外面に接する面と反対側の面が外方に突とな
る湾曲状を成すことにより湾曲面２３ｄが構成してある。また搬送部材２３の右端部にお
いては、右端凹凸部２３ａが形成された面と反対側の面、すなわち右側の搬送ベルト２２
Ｒの外面に接する面と反対側の面が外方に突となる湾曲状を成すことにより湾曲面２３ｄ
が構成してある。
【００３５】
　ガイド部材２４は、搬送装置本体を構成するものであり、図１０に示すように、左右一
対となる左側ガイド部材２４Ｌと右側ガイド部材２４Ｒとを有して構成してある。左側ガ
イド部材２４Ｌは、左側前方ガイド部２４Ｌ１と左側後方ガイド部２４Ｌ２とが係合して
構成してある。このような左側ガイド部材２４Ｌは、左側ガイド基部２４１ａと、左側ガ
イド規制部２４２ａとを有している。
【００３６】
　左側ガイド基部２４１ａは、左側の搬送ベルト２２Ｌの左側に配置されており、該左側
の搬送ベルト２２Ｌの左方を覆うものである。尚、左側ガイド基部２４１ａには、適宜開
口が形成されている。左側ガイド規制部２４２ａは、左側の搬送ベルト２２Ｌの外面に対
向する態様で左側ガイド基部２４１ａに一体的に設けてある。つまり、左側ガイド部材２
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４Ｌは、左側の搬送ベルト２２Ｌの外面に一部が対向した状態で該左側の搬送ベルト２２
Ｌを囲繞するよう設けてある。
【００３７】
　かかる左側ガイド部材２４Ｌは、左側ガイド基部２４１ａにより搬送部材２３が左側の
搬送ベルト２２Ｌに対して左方に移動して該搬送ベルト２２から離脱することを規制する
とともに、左側ガイド規制部２４２ａにより搬送部材２３が左側の搬送ベルト２２Ｌに対
して上方、下方、前方及び後方のいずれかに移動して該搬送ベルト２２から離脱すること
を規制するものである。
【００３８】
　右側ガイド部材２４Ｒは、右側前方ガイド部２４Ｒ１と右側後方ガイド部２４Ｒ２とが
係合して構成してある。このような右側ガイド部材２４Ｒは、右側ガイド基部２４１ｂと
、右側ガイド規制部２４２ｂとを有している。
【００３９】
　右側ガイド基部２４１ｂは、右側の搬送ベルト２２Ｒの右側に配置されており、該右側
の搬送ベルト２２Ｒの右方を覆うものである。尚、右側ガイド基部２４１ｂには、適宜開
口が形成されている。右側ガイド規制部２４２ｂは、右側の搬送ベルト２２Ｒの外面に対
向する態様で右側ガイド基部２４１ｂに一体的に設けてある。つまり、右側ガイド部材２
４Ｒは、右側の搬送ベルト２２Ｒの外面に一部が対向した状態で該右側の搬送ベルト２２
Ｒを囲繞するよう設けてある。
【００４０】
　かかる右側ガイド部材２４Ｒは、右側ガイド基部２４１ｂにより搬送部材２３が右側の
搬送ベルト２２Ｒに対して右方に移動して該搬送ベルト２２から離脱することを規制する
とともに、右側ガイド規制部２４２ｂにより搬送部材２３が右側の搬送ベルト２２Ｒに対
して上方、下方、前方及び後方のいずれかに移動して該搬送ベルト２２から離脱すること
を規制するものである。
【００４１】
　ところで、ガイド部材２４（左側ガイド部材２４Ｌ及び右側ガイド部材２４Ｒ）のガイ
ド規制部（左側ガイド規制部２４２ａ及び右側ガイド規制部２４２ｂ）は、搬送ベルト２
２の外面に対向する態様で設けてあるので、搬送プーリ２１の外周部分に位置する搬送ベ
ルト２２に対向する部分は湾曲状を成している。そして、搬送部材２３の左右両端部には
湾曲面２３ｄが構成してあるので、図１１に拡大して示すように、搬送部材２３が搬送プ
ーリ２１の外周部分を搬送ベルト２２の変位に伴って移動する際に、凹凸部（左側凹凸部
２２ｂ及び右側凹凸部２２ａ）が搬送ベルト２２の凹凸部（左側凹凸部２２ｂ及び右側凹
凸部２２ａ）に嵌合した状態を保持しつつ湾曲面２３ｄがガイド規制部２４２ａ，２４２
ｂにおける搬送ベルト２２の外面と対向する面と摺接する。つまり、搬送部材２３を搬送
ベルト２２に良好に係合させながら該搬送ベルト２２の変位に伴って移動させることがで
きる。
【００４２】
　上記ガイド部材２４には、図１２に示すように、左側切欠２４３ａ及び右側切欠２４３
ｂが形成してある。左側切欠２４３ａは、左側後方ガイド部２４Ｌ２に形成してある。右
側切欠２４３ｂは、左側切欠２４３ａと左右一対となるもので、右側後方ガイド部２４Ｒ
２に形成してある。これら左側切欠２４３ａ及び右側切欠２４３ｂは、搬送ベルト２２の
一部を露出するものであり、その前後方向の長さが搬送部材２３の前後方向の長さよりも
大きい。つまり、切欠（左側切欠２４３ａ及び右側切欠２４３ｂ）は、搬送部材２３が通
過することのできる大きさを有しており、常態においては閉塞部材２４４に閉塞されるも
のである。
【００４３】
　かかる切欠（左側切欠２４３ａ及び右側切欠２４３ｂ）は、閉塞部材２４４により閉塞
された場合には、搬送部材２３が搬送ベルト２２から取り外されることを規制するもので
あり、その一方閉塞部材２４４が取り外されて開放された場合には、自身を通じて搬送部
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材２３が搬送ベルト２２から取り出されることを許容するものである。
【００４４】
　送出フラッパ２５は、図３及び図５に示すように、左右一対の搬送ベルト２２間に設け
られた搬送基部２７に設けてある。より詳細には、送出フラッパ２５は、搬送基部２７に
形成された送出口２５ａの左側縁部に揺動可能に設けてある。ここで送出口２５ａは、送
出通路２８に連通する開口であり、自身を通過する硬貨を、送出通路２８を通じて硬貨搬
送装置１ｂに送出可能なものである。
【００４５】
　このような送出フラッパ２５は、常態においては、送出口２５ａを硬貨が通過すること
を規制する態様で閉成するものである。そして、送出フラッパ駆動機構２５ｂが駆動する
ことにより、送出フラッパ２５は、開く方向に揺動して送出口２５ａを開成するものであ
る。ここで、送出フラッパ駆動機構２５ｂは、制御部６０から駆動指令が与えられること
により駆動して送出フラッパ２５を開く方向に揺動させ、該制御部６０から駆動停止指令
が与えられることにより駆動停止して、送出フラッパ２５が送出口２５ａを閉成すること
を許容するものである。
【００４６】
　偽貨開口２６は、図３、図５及び図６に示すように、搬送基部２７における送出口２５
ａの後方側に形成された矩形状の開口である。かかる偽貨開口２６は、硬貨の通過を許容
する十分な大きさを有している。この偽貨開口２６を通過した硬貨は、ガイド部材２４と
ともに搬送装置本体を構成する底部２０ａ１に載置される。
【００４７】
　案内部材３０は、図２に示すように、ガイド部材２４及び底部２０ａ１とともに搬送装
置本体を構成する天部２０ａ２における送出口２５ａの上方部分に設けてある。この案内
部材３０は、図１３に示すように、案内軸部３１と案内作用部３２とを有している。
【００４８】
　案内軸部３１は、左右方向に沿って延在する円柱状部材である。案内作用部３２は、案
内軸部３１の径方向外部に向けて、より詳細には、後方に向けて延在する部位である。
【００４９】
　このような案内部材３０は、案内作用部３２が天部２０ａ２に形成された案内開口２０
ａ３を通過する態様で、案内軸部３１が該天部２０ａ２に設けられた案内支持片２０ａ４
に架設されることにより、案内軸部３１の中心軸回りに揺動可能に設けてある。
【００５０】
　より詳細に説明すると、案内部材３０は、案内作用部３２の下端部分が搬送部２０によ
り後方に向けて搬送される硬貨の通過領域Ａに進退移動する態様で揺動可能に設けてあり
、常態においては、案内作用部３２の下端部分が通過領域Ａに進出移動した姿勢となって
いる。かかる案内部材３０は、送出フラッパ２５により送出口２５ａが閉成されている場
合には、通過領域Ａを通過する硬貨に押圧されて該通過領域Ａから退行移動する態様で揺
動することにより該硬貨が後方へ通過することを許容する一方、送出フラッパ２５により
送出口２５ａが開成されている場合には、該通過領域Ａを通過する硬貨に当接して該硬貨
を送出口２５ａに案内するものである。
【００５１】
　鑑別部４０は、図２、図３及び図５に示したように、分離部１０よりも後方側であって
送出口２５ａよりも前方側となる個所に設置してある。この鑑別部４０は、図１４及び図
１５に示すように、下部本体部４０ａと上部本体部４０ｂとを有している。
【００５２】
　下部本体部４０ａは、搬送プーリ２１間に無端状に張設された搬送ベルト２２の上方部
分よりも下方に設けてある。この下部本体部４０ａは、複数の磁気センサ４１を収納する
筐体である。ここで複数の磁気センサ４１は、搬送ベルト２２間の中央部分（左側の搬送
ベルト２２Ｌと右側搬送ベルト２２との中央部分：図１４の一点鎖線で例示する部分）に
対向する態様で前後方向に沿って配置されている。
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【００５３】
　このような下部本体部４０ａには、係止溝４２、軸支溝４３及び軸支片４４が形成して
ある。係止溝４２は、下部本体部４０ａの左端部において前後に２つ設けてある。これら
係止溝４２を形成する前方上端部４２１は、後方に向けて延在しており、後方上端部４２
２との間に開放部分を形成している。また前方上端部４２１の上面には案内面４２１ａが
形成してある。案内面４２１ａは、後方に向かうに連れて漸次下方に向けて湾曲する面で
ある。
【００５４】
　軸支溝４３は、下部本体部４０ａの右側前端部に形成してある。軸支片４４は、下部本
体部４０ａの右側後端部に設けてある。この軸支片４４には、軸支孔４４ａが形成してあ
る。尚、下部本体部４０ａの右側端部には、軸支溝４３と軸支片４４との間に配線用貫通
孔４５が形成してある。この配線用貫通孔４５は、上部本体部４０ｂの配線を通過させる
ための孔である。
【００５５】
　上部本体部４０ｂは、下部本体部４０ａと同様に、複数の磁気センサ４１を収納する筐
体である。このような上部本体部４０ｂは、右端部に後方に向けて突出する後方軸状部４
６が軸支孔４４ａを挿通し、かつ右端部に前方に向けて突出する前方軸状部４７が軸支溝
４３に進入することで、後方軸状部４６及び前方軸状部４７の中心軸を軸心としてその軸
心回りに揺動可能に下部本体部４０ａに支持されている。
【００５６】
　この上部本体部４０ｂと下部本体部４０ａとの間には本体スプリング４８が介在してい
る。この本体スプリング４８は、後方軸状部４６を巻回する態様で設置してあり、上部本
体部４０ｂを開く方向、すなわち上方向に揺動する態様で付勢するとともに、該上部本体
部４０ｂを後方軸状部４６の中心軸に沿って前方に向けて付勢する付勢手段である。
【００５７】
　かかる上部本体部４０ｂを本体スプリング４８の付勢力に抗して閉じる方向（下方向）
に揺動させると、左端部に設けられた係止突起４９が、図１６に示すように係止溝４２の
前方上端部４２１に当接する。上述したように前方上端部４２１には案内面４２１ａが形
成してあるので、上部本体部４０ｂの揺動により係止突起４９が案内面４２１ａを摺接し
、その後に図１７に示すように係止溝４２に進入する。上述したように上部本体部４０ｂ
は、上部スプリングにより下部本体部４０ａに対して前方に向けて付勢されているので、
上部スプリングの付勢力により、図１８に示すように、係止突起４９が係止溝４２の前端
縁部４２ａに当接するとともに、前方上端部４２１の下端縁部（係止溝４２の上端縁部）
４２ｂに当接し、図１９に示すように上部本体部４０ｂが下部本体部４０ａに係止する。
【００５８】
　このように上部本体部４０ｂが下部本体部４０ａに係止した状態では、上部本体部４０
ｂは、搬送プーリ２１間に無端状に張設された搬送ベルト２２の上方部分よりも上方に位
置しており、内部に収納された磁気センサ４１は、それぞれ下部本体部４０ａに収納され
た磁気センサ４１と上下一対の状態となる。つまり、上部本体部４０ｂは、係止突起４９
が係止溝４２の前端縁部４２ａ及び前方上端部４２１の下端縁部４２ｂに当接して下部本
体部４０ａと係止される場合には、複数の磁気センサ４１が搬送ベルト２２間の中央部分
（左側の搬送ベルト２２Ｌと右側搬送ベルト２２との中央部分）に対向する態様で前後方
向に沿って配置されるとともに、同じ検知機能を有する磁気センサ４１と上下一対に配置
されて検知部５０（図４及び図５参照）を構成する。
【００５９】
　検知部５０は、搬送ベルト２２間の中央部分に対向する態様で前後方向に沿って設けら
れた下部本体部４０ａの複数の磁気センサ４１及び上部本体部４０ｂの複数の磁気センサ
４１により構成され、これら磁気センサ４１により通過する硬貨の特性を検知するもので
ある。そして、検知部５０の前後方向の中央部には、硬貨の厚みを検知する磁気センサ４
１ａが配置されている。
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【００６０】
　このような鑑別部４０は、搬送部２０により後方に向けて搬送される硬貨が所定の鑑別
領域を通過する際に、検知部５０を通じて硬貨の特性を検知して該硬貨の真偽及び金種を
鑑別する。そして、鑑別部４０は、その鑑別結果を鑑別信号として制御部６０に与えるも
のである。
【００６１】
　上記鑑別部４０には、上記構成の他に、通過センサ５１及び複数のボールプレッシャ（
押圧部材）５２が設けてある。通過センサ５１は、いわゆる光センサであり、硬貨及び搬
送部材２３が所定の鑑別領域を通過することを検知する通過検知手段である。この通過セ
ンサ５１は、硬貨及び搬送部材２３の通過を検知した場合には、通過信号を制御部６０に
送出するものである。かかる通過センサ５１は、発光部５１ａが上部本体部４０ｂに設け
られ、受光部５１ｂが下部本体部４０ａに設けられており、搬送ベルト２２間の中央部分
よりもずれた位置に配置してある。
【００６２】
　ボールプレッシャ５２は、上部本体部４０ｂに設けてある。かかるボールプレッシャ５
２は、硬貨よりも硬質な例えばセラミックにより形成されたボール（球状体）５２ａをボ
ールスプリング５２ｂにより常時下方に向けて付勢するものであり、鑑別領域を通過する
硬貨を下方に向けて押圧するものである。
【００６３】
　このようなボールプレッシャ５２は、図２０に示すように、搬送ベルト２２間の中央部
分（一点鎖線で示す部分）を基準にして左右一対となる態様で前後方向に沿って設置して
ある。より詳細には、ボールプレッシャ５２は、前方側より硬貨の厚みを検知する磁気セ
ンサ４１ａに向けて左右幅が漸次小さくなる態様で設置してあるとともに、該磁気センサ
４１より後方側に向けて左右幅が漸次大きくなる態様で設置してある。
【００６４】
　制御部６０は、メモリ６１に記憶されたプログラムやデータにしたがって硬貨検銭装置
１ａの動作を統括的に制御するものである。かかる制御部６０は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅ
ｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等の処理装置にプログラムを実行させる
こと、すなわち、ソフトウェアにより実現してもよいし、ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｃｉｒｃｕｉｔ）等のハードウェアにより実現してもよいし、ソフトウェア及びハードウ
ェアを併用して実現してもよい。
【００６５】
　以上のような構成を有する硬貨検銭装置１ａにおいては、入金部２を通じて複数の硬貨
が入金されて、硬貨処理機１の動作を統括的に制御する硬貨処理主制御部１００から制御
部６０に動作指令が与えられることにより、制御部６０が搬送モータ２１ｃに対して駆動
指令を与える。
【００６６】
　これにより搬送モータ２１ｃが駆動し、搬送部２０では、搬送プーリ２１が左方から見
て反時計回りに回転することにより、搬送ベルト２２が延在方向に沿って変位する。一方
、入金部２を通じて入金された硬貨は、分離部１０にて１枚ずつ分離させた状態で搬送部
２０に供給される。
【００６７】
　搬送部２０に供給された硬貨は、搬送基部２７の上面に横倒姿勢の状態で載置される。
上述したように搬送ベルト２２がその延在方向に変位しているので、該搬送ベルト２２に
固定された搬送部材２３が、搬送基部２７の上面に載置された硬貨を後方に向けて押圧し
て該硬貨を後方に向けて搬送する。
【００６８】
　ここで搬送部材２３は、搬送ベルト２２の変位方向の下流側を臨む面２３ｃがＶ字状を
成しているので、図９に示すように、該下流側を臨む面２３ｃが搬送ベルト２２の変位よ
り硬貨を押圧する面となり、硬貨を左右方向の中央部分に寄せた状態で後方に向けて搬送
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することができる。
【００６９】
　このようにして搬送部材２３により押圧された状態で硬貨を後方に向けて搬送し、搬送
される硬貨が鑑別部４０による鑑別領域に至ると、該鑑別部４０が通過センサ５１を通じ
て硬貨の通過を検知するとともに、検知部５０を通じて該硬貨の真偽及び金種を鑑別する
。この鑑別部４０は、鑑別結果を鑑別信号として制御部６０に送出する。
【００７０】
　制御部６０は、鑑別部４０からの鑑別信号を入力し、その鑑別結果が正貨である場合、
送出フラッパ駆動機構２５ｂに対して駆動指令を与える。これにより、送出フラッパ駆動
機構２５ｂが駆動し、送出フラッパ２５は、開く方向に揺動して送出口２５ａを開成する
。このように送出フラッパ２５が送出口２５ａを開成すると、鑑別領域を通過して搬送部
材２３により押圧された状態で後方に搬送される硬貨は、案内部材３０に当接して姿勢を
変化させながら、送出口２５ａを通過し、硬貨搬送装置１ｂに送出される。正貨と鑑別さ
れた硬貨が送出口２５ａを通過した後、制御部６０は、送出フラッパ駆動機構２５ｂに駆
動停止指令を与える。これにより、送出口２５ａは送出フラッパ２５に閉成される。
【００７１】
　一方、制御部６０は、鑑別部４０からの鑑別信号を入力し、その鑑別結果が偽貨である
場合、送出フラッパ駆動機構２５ｂに対して駆動指令を与えずに、送出フラッパ２５によ
る送出口２５ａの閉成を維持させる。
【００７２】
　これにより、鑑別領域を通過して搬送部材２３により押圧された状態で後方に搬送され
る硬貨は、送出フラッパ２５の上面を通過し、偽貨開口２６を通過して下方に落下する。
このようにして下方に落下した硬貨は、搬送装置本体の底部２０ａ１に横倒姿勢で載置さ
れる。
【００７３】
　ところで、搬送プーリ２１の回転により、搬送ベルト２２の下方部分は前方に向かって
変位している。そのため、搬送部２０の下方では、図６に示すように、搬送ベルト２２に
固定された搬送部材２３が前方に向けて移動しているので、上記底部２０ａ１に載置され
た硬貨を搬送部材２３が前方に向けて押圧した状態で搬送することができる。このとき、
搬送部材２３は、搬送ベルト２２の変位方向の下流側を臨む面２３ｃがＶ字状を成してい
るので、硬貨を左右方向の中央部分に寄せた状態で後方に向けて搬送することができる。
【００７４】
　このようにして、搬送部２０は、前方に向けて搬送した硬貨（偽貨）を図示せぬ払出ユ
ニットに送出する。払出ユニットは、自身に払い出された硬貨を出金部４に送出して、該
出金部４に設けられた硬貨払出口４ａ（図１参照）より外部に払い出させるものである。
【００７５】
　ところで、入金部２を通じて入金された硬貨の搬送が終了することで、硬貨処理主制御
部１００から停止指令が与えられた場合、制御部６０は、搬送部駆動停止制御を実施する
。
【００７６】
　図２１は、図４に示した制御部が実施する搬送部駆動停止制御の処理内容を示すフロー
チャートである。
【００７７】
　この搬送部駆動停止制御において制御部６０は、通過センサ５１からの通過信号の入力
待ちとなる（ステップＳ１０１）。そして、通過センサ５１がいずれかの搬送部材２３の
通過を検知することにより、該通過センサ５１から通過信号を入力した場合（ステップＳ
１０１：Ｙｅｓ）、制御部６０は、予め決められた所定時間の経過待ちとなる（ステップ
Ｓ１０２）。ここで所定時間は、通過センサ５１の検知領域から搬送部材２３が離脱する
とともに、次の搬送部材２３が検知領域に到達しない時間である。
【００７８】
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　所定時間が経過した場合（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）、制御部６０は、搬送モータ２
１ｃに駆動停止指令を送出し（ステップＳ１０３）、その後に手順をリターンさせて今回
の搬送部駆動停止制御を終了する。これにより搬送部２０の駆動が停止される。
【００７９】
　以上説明したように、硬貨検銭装置１ａは、入金部２を通じて入金された硬貨の真偽及
び金種を鑑別し、正貨と鑑別された硬貨については、硬貨搬送装置１ｂに送出する一方、
偽貨と鑑別された硬貨については、出金部４を通じて外部に払い出させている。
【００８０】
　そして、このような硬貨検銭装置１ａによれば、搬送部２０を構成する搬送ベルト２２
が、前後一対となる態様で設けられた搬送プーリ２１間に左右一対となる態様で無端状に
張設され、左右両端部が搬送ベルト２２の外面に取り付けられた搬送部材２３が、搬送ベ
ルト２２の変位に応じて入金された硬貨を横倒姿勢の状態で後方に搬送するとともに、鑑
別部４０により偽貨と鑑別された硬貨を横倒姿勢の状態で前方に搬送するので、搬送部２
０の前後方向の長さの短縮化を図ることができる。しかも、従来のように入金された硬貨
を搬送する搬送部と、鑑別部により偽貨と鑑別された搬送部とを別個に設ける必要がない
ので、部品点数を削減することができる。従って、装置全体の小型化を図りつつ、製造コ
ストの低減化を図ることができる。
【００８１】
　特に、搬送ベルト２２の外面に一部が対向した状態で該搬送ベルト２２を囲繞するよう
設けられたガイド部材２４が、搬送部材２３が搬送ベルト２２から離脱することを規制す
るので、搬送部材２３により硬貨を良好に搬送することができる。
【００８２】
　またガイド部材２４に形成された切欠（左側切欠２４３ａ及び右側切欠２４３ｂ）が、
開放された場合には、自身を通じて搬送部材２３が搬送ベルト２２から取り出されること
を許容する一方、閉塞部材２４４により閉塞された場合には、搬送部材２３が搬送ベルト
２２から取り外されることを規制するので、開放される場合には、自身を通じて搬送部材
２３の交換作業を行うことができる。つまり、いずれかの搬送部材２３が破損等した場合
に、装置を分解等しなくても、閉塞部材２４４を外して切欠を開放させることで搬送部材
２３の交換作業を容易に行うことができる。
【００８３】
　上記硬貨検銭装置１ａによれば、搬送部２０を構成する搬送部材２３は、搬送ベルト２
２の変位により硬貨を押圧する面がＶ字状を成しているので、硬貨を左右方向の中央部分
に寄せた状態で搬送することができ、これにより、硬貨の搬送位置を制限した状態で硬貨
の搬送を安定的に行うことができるとともに、鑑別部４０による鑑別精度の向上を図るこ
とができる。
【００８４】
　上記硬貨検銭装置１ａによれば、制御部６０が、硬貨処理主制御部１００から停止指令
が与えられた場合に、通過センサ５１がいずれかの搬送部材２３の通過を検知してから所
定時間の経過後に該搬送ベルト２２の変位を停止させるので、搬送部材２３が通過センサ
５１の検知領域に存在することを防止することができる。これにより、次に入金された硬
貨を搬送する場合に通過センサ５１が検知領域にある搬送部材２３を硬貨と誤検知してし
まうことを回避することができる。
【００８５】
　上記硬貨検銭装置１ａによれば、搬送部材２３により後方に搬送される硬貨を上方から
押圧する鑑別部４０のボールプレッシャ５２が、搬送ベルト２２間の中央部分を基準にし
て左右一対となる態様で前後方向に沿って設置され、かつ前方側より硬貨の厚みを検知す
る磁気センサ４１に向けて左右幅が漸次小さくなる態様で設置されているので、搬送部材
２３により搬送される硬貨を搬送ベルト２２間の中央部に確実に寄せることができ、検知
部５０による検知精度の向上により鑑別部４０による鑑別精度の向上を図ることができる
。
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【００８６】
　しかも、ボールプレッシャ５２は、厚みを検知する磁気センサ４１より後方側に向けて
左右幅が漸次大きくなる態様で設置されているので、該磁気センサ４１を通過した硬貨に
対する押圧力を徐々に解除して該硬貨を搬送部材２３の形状に依存して搬送させることが
でき、搬送ベルト２２の中央部分よりも右側に偏っている送出口２５ａに硬貨を確実に案
内させることができる。
【００８７】
　更に、ボールプレッシャ５２は、左右幅が異なる態様で設置されているので、硬貨を搬
送する搬送部材２３の特定の個所のみを押圧することがない。これにより、搬送部材２３
が破損等してしまうことを抑制することができる。
【００８８】
　上記硬貨検銭装置１ａによれば、下部本体部４０ａの係止溝４２を構成する前方上端部
４２１には案内面４２１ａが形成され、かつ上部本体部４０ｂが、本体スプリング４８に
より開く方向に付勢されるとともに、後方軸状部４６の中心軸に沿って前方に向けて付勢
されているので、上部本体部４０ｂを閉じる方向に揺動させるだけで係止突起４９が案内
面４２１ａを摺接して係止溝４２に進入し、係止溝４２に進入した係止突起４９が係止溝
４２の前端縁部４２ａに当接するとともに前方上端部４２１の下端縁部４２ｂに当接して
、磁気センサ４１をそれぞれ上下一致させた状態で下部本体部４０ａに係止させることが
できる。つまり、上部本体部４０ｂを閉じる方向に揺動させれば容易に磁気センサ４１の
位置決めを行うことができる。
【００８９】
　以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、種々の変更を行うことができる。
【００９０】
　上述した実施の形態では、ボールプレッシャ５２が厚みを検知する磁気センサ４１より
後方側に向けて左右幅が漸次大きくなる態様で設置されていたが、本発明においては、押
圧部材は、前方側より検知部の前後方向の中央部に向けて左右幅が漸次小さくなる態様で
設置されていれば、その後の配列はどのような形態であっても構わない。
【符号の説明】
【００９１】
　　　１ａ　硬貨検銭装置
　　　　２　入金部
　　　１０　分離部
　　　２０　搬送部
　　　２１　搬送プーリ
　　　２２　搬送ベルト
　　　２３　搬送部材
　　２３ｄ　湾曲面
　　　２４　ガイド部材
　２４３ａ　左側切欠
　２４３ｂ　右側切欠
　　２４４　閉塞部材
　　　２５　送出フラッパ
　　　２６　偽貨開口
　　　３０　案内部材
　　　４０　鑑別部
　　４０ａ　下部本体部
　　４０ｂ　上部本体部
　　　４１　磁気センサ
　　　５０　検知部
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　　　５１　通過センサ
　　　５２　ボールプレッシャ
　　　６０　制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 6756282 B2 2020.9.16

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(18) JP 6756282 B2 2020.9.16

【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】
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