
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
筐体内に複数の引出部材をそれぞれ引き出し可能に積層させて収納した金銭収納装置であ
って、
前記複数の引出部材のうち、所定の引出部材を前記筐体に対し解錠可能に施錠する施錠部
材と、
この施錠部材が解錠されて前記所定の引出部材が引き出されているときに他の引出部材を
前記筐体に対しロック解除可能にロックするロック部材と
を備えたことを特徴とする金銭収納装置。
【請求項２】
前記所定の引出部材が引き出されている状態で前記他の引出部材を前記ロック部材でロッ
クする際、前記ロック部材による前記他の引出部材のロックが不完全な場合に、前記筐体
内への前記所定の引出部材の収納を阻止する規制部を備えていることを特徴とする請求項
１に記載の金銭収納装置。
【請求項３】
筐体内に複数の引出部材をそれぞれ引き出し可能に積層させて収納した金銭収納装置であ
って、
前記複数の引出部材のうち、所定の引出部材に設けられ且つ前記筐体に対し前記所定の引
出部材を施錠するのと同時に他の引出部材をもロックする施錠手段と、
前記複数の引出部材が収納されている状態で、少なくとも何れかの引出部材に紙葉類を挿
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入するための挿入手段を備えていることを特徴とする金銭収納装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、電子レジスタのドロア装置などの金銭収納装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、電子レジスタにおいては、金銭を収納する金銭収納装置として、ドロア装置を備
えている。このドロア装置は、レジスタ本体の下に配置される筐体を備え、この筐体内に
金銭を収納する引出部材が引き出し可能に収納され、この引出部材に設けられたシリンダ
錠によって引出部材を筐体に対し施錠するように構成されている。この場合、引出部材は
、硬貨や紙幣を種類ごとに収納するために、その内部が複数の収納部に仕切られている。
【０００３】
このようなドロア装置では、電子レジスタの設置スペースに制約があるため、筐体内に収
納される引出部材の大きさも必然的に制限されることになり、このため収納可能な金銭の
種類にも制約が生じ、金銭以外の帳票や商品券などの紙葉類を収納することができないと
いう問題がある。
このような問題を解消するために、従来のドロア装置では、筐体内に複数の引出部材を積
層させて収納することにより、金銭や紙葉類の種類を豊富に収納できるようしたものが開
発されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来のドロア装置では、複数の引出部材にそれぞれシリンダ錠
を設け、これらシリンダ錠によって各引出部材をそれぞれ筐体に対し施錠する構造を採用
すると、各引出部材を別々に施錠したり解錠したりしなければならず、その操作が面倒で
煩わしく、使い勝手が悪いという問題がある。
【０００５】
この発明の課題は、複数の引出部材の施錠および解錠操作性の向上を図ることである。
また、この発明の他の課題は、複数の引出部材の施錠および解錠操作性を向上させるほか
、紙葉類の収納作業性の向上をも図ることである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
この発明は、上記課題を解決するために、次のような構成要素を備えている。なお、各構
成要素には、後述する各実施形態の項で説明される各要素に付された図面の参照番号など
を括弧と共に付す。
請求項１に記載の発明は、図１～図５に示すように、筐体（１）内に複数の引出部材（第
１、第２引出部材４、５）をそれぞれ引き出し可能に積層させて収納した金銭収納装置で
あって、前記複数の引出部材のうち、所定の引出部材（第１引出部材４）を前記筐体に対
し解錠可能に施錠する施錠部材（シリンダ錠２３）と、この施錠部材が解錠されて前記所
定の引出部材が引き出されているときに他の引出部材（第２引出部材５）を前記筐体に対
しロック解除可能にロックするロック部材（２７、４０）とを備えたことを特徴とする金
銭収納装置である。
【０００７】
この発明によれば、施錠部材を解錠して所定の引出部材を引き出した状態で、ロック部材
による他の引出部材のロックを解除した場合には、所定の引出部材を施錠しても、他の引
出部材を引き出し操作することができ、また所定の引出部材を引き出した状態で、ロック
部材により他の引出部材をロックした場合には、所定の引出部材を引き出し操作すること
ができても、他の引出部材を引き出し操作できないようにすることができる。このため、
従来例のように複数の引出部材にそれぞれ施錠部材を設ける必要がなく、所定の引出部材
に施錠部材を設け、この施錠部材を解錠したときに、他の引出部材に設けられたロック部
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材を操作することができ、これにより複数の引出部材の施錠および解錠操作性の向上を図
ることができ、使い勝手の良いものを得ることができる。
【０００８】
請求項２に記載の記載の発明は、図４および図５に示すように、前記所定の引出部材（第
１引出部材４）が引き出されている状態で前記他の引出部材（第２引出部材５）を前記ロ
ック部材（４０）でロックする際、前記ロック部材による前記他の引出部材のロックが不
完全な場合に、前記筐体（１）内への前記所定の引出部材の収納を阻止する規制部（操作
規制レバー４５）を備えていることを特徴とする金銭収納装置である。
この発明によれば、ロック部材が他の引出部材を完全にロックした状態のときに、所定の
引出部材が規制部によって規制されることがなく、所定の引出部材を筐体内に確実に収納
することができ、また他の引出部材のロックが不完全な状態のときには、所定の引出部材
が規制部によって規制され、所定の引出部材を筐体内に収納することができないため、他
の引出部材のロック状態が不完全であることを知ることができ、これにより安全性の高い
ものを得ることができる。
【０００９】
また、請求項３に記載の発明は、図６～図９に示すように、筐体（１）内に複数の引出部
材（第１引出部材４、６０、第２引出部材５）をそれぞれ引き出し可能に積層させて収納
した金銭収納装置であって、前記複数の引出部材のうち、所定の引出部材（第１引出部材
４、６０）に設けられ且つ前記筐体に対し前記所定の引出部材を施錠するのと同時に他の
引出部材（第２引出部材５）をもロックする施錠手段（シリンダ錠２３およびロック部５
０、またはシリンダ錠５５）と、前記複数の引出部材が収納されている状態で、少なくと
も何れかの引出部材に紙葉類を挿入するための挿入手段（挿入口２０、２６、または第１
、第２挿入口６６ａ、６７ａおよび第１、第２ガイド口６６ｂ、６７ｂ）を備えているこ
とを特徴とする金銭収納装置である。
【００１０】
この発明によれば、施錠手段によって所定の引出部材を施錠すると、これと同時に他の引
出部材もロックされるので、従来例のように複数の引出部材を別々に施錠する必要がなく
、引出部材の施錠および解錠操作性の向上を図ることができるほか、複数の引出部材が閉
じられた状態でも、挿入手段により少なくとも複数の引出部材の何れかに紙葉類を挿入し
て収納することができ、これにより紙葉類の収納作業性の向上をも図ることができ、より
一層、使い勝手の良いものを得ることができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
［第１実施形態］
以下、図１～図３を参照して、この発明の金銭収納装置の第１実施形態について説明する
。
図１はこの発明の金銭収納装置の分解斜視図、図２はその金銭収納装置の拡大断面図、図
３は図１のＡ－Ａ矢視における要部の拡大断面図である。この金銭収納装置は、電子レジ
スタのドロア装置であり、レジスタ本体の下に配置される筐体１を備えている。この筐体
１は、本体ケース２と、この本体ケース２の上部および両側部を覆うカバーケース３とを
備えた構造になっている。本体ケース２は、合成樹脂からなり、前面部および上部が開放
されたほぼ箱状に形成され、その内部に第１引出部材４および第２引出部材５が上下に積
層されて収納されるように構成されている。
【００１２】
この場合、本体ケース２の前面部２ａは、本体ケース２内に収納された第１、第２引出部
材４、５が本体ケース２の前方に引き出せるように、長方形のほぼ枠状に形成されている
。また、本体ケース２の左右の両側部２ｃ、２ｄは、前面部２ａおよび後面部２ｂよりも
少し低く形成されている。この本体ケース２の両側部２ｃ、２ｄの内面には、下段の第１
引出部材５をスライド可能に支持する第１ガイド部材６が設けられている。この第１ガイ
ド部材６は、本体ケース２の両側部２ｃ、２ｄに沿って設けられたガイドレール７と、こ
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のガイドレール７の前端部に回転自在に設けられたガイドローラ８とからなっている。
この本体ケース２の底部上における後部側には、第１引出部材４を押し出すための押出装
置９が設けられている。この押出装置９は、本体ケース２内に第１引出部材４が押し込ま
れると、ばね部材１０が圧縮され、この圧縮されたばね部材１０をロックし、且つレジス
タ本体のキー操作によって開放指令が与えられると、ばね部材１０のロックを解除し、圧
縮されたばね部材１０のばね力によって第１引出部材４を押し出すように構成されている
。
【００１３】
また、本体ケース２の両側部２ｃ、２ｄ上には、第２引出部材４をスライド可能に支持す
る第２ガイド部材１１が設けられている。すなわち、この第２ガイド部材１１は、図１に
示すように、平板の両側を折り曲げた構造で、平板部１１ａの両側にコ字状のレール部１
２が互いに対向して設けられ、これらレール部１２が本体ケース２の両側部２ｃ、２ｄの
上端に配置された状態で、平板部１１ａの後端両側から突出して設けられた取付突起１３
が本体ケース２の両側部２ｃ、２ｄに設けられた取付ボス１４に取り付けられ、これによ
り両側のレール部１２が第２引出部材４の両側部をスライド可能に支持するように構成さ
れている。
さらに、本体ケース２に取り付けられるカバーケース３は、平板の両側を折り曲げた構造
で、平板部３ａが本体ケース２の上部つまり第２ガイド部材１１の上方に配置され、且つ
両側部３ｂが本体ケース２の両側部２ｃ、２ｄの外側に配置され、この状態で両側部３ｂ
の下端部に設けられた取付片３ｃが本体ケース２の下面にビス１５により取り付けられ、
これにより本体ケース２の上部および両側部２ｃ、２ｄを覆うように構成されている。
【００１４】
第１引出部材４は、金銭などを収納するものであり、図１に示すように、上部が開放され
た箱状に形成され、その内部が硬貨収納部１７と紙幣収納部１８とに仕切られている。硬
貨収納部１７は、硬貨を種類ごとに収納するもので、第１引出部材４内における手前側に
設けられ、その内部が複数（例えば図１では５つ）に仕切られている。また、紙幣収納部
１８は、紙幣を種類ごとに収納するもので、第１引出部材４内における後部側に設けられ
、その内部が複数（例えば図１では３つ）に仕切られており、そのそれぞれには紙幣を押
える紙押え部材１８ａが設けられている。この場合、硬貨収納部１７は、図２に示すよう
に、独立した収納ケースで構成され、第１引出部材４内における手前側に着脱可能に配置
されている。そして、この硬貨収納部１７の下側には、図２に示すように、帳票や商品券
などの紙葉類あるいは高額紙幣を収納する補助収納部１９が設けられている。また、この
第１引出部材４の前面には、第１引出部材４を本体ケース２内に収納した状態で、補助収
納部１９内に紙葉類や高額紙幣を挿入するためのスリット状の挿入口２０が設けられてい
る。
【００１５】
また、この第１引出部材４は、図１に示すように、その両側面にガイドレール２１とガイ
ドローラ２２とが設けられ、このガイドレール２１が第１ガイド部材５のガイドローラ８
上を移動し、ガイドローラ２２が第１ガイド部材５のガイドレール７上を転動することに
より、図２に示すように、本体ケース２に対して引き出し可能に収納されるように構成さ
れている。この第１引出部材４の前面部２ａには、シリンダ錠２３が設けられている。こ
のシリンダ錠２３は、図２に示すように、第１引出部材４を本体ケース２に対し解錠可能
に施錠するものであり、第１引出部材４の前面側に鍵穴２３ａが露呈して設けられ、裏面
側に係止片２４が設けられ、この係止片２４が第１引出部材４の底部に設けられた孔部４
ａを通してその下側に出没可能に突出するように構成されている。
【００１６】
すなわち、このシリンダ錠２３は、図２に示すように、第１引出部材４が本体ケース２内
に収納された状態で、鍵穴２３ａに鍵を差し込んで所定方向に回すと、これに連動して係
止片２４が回動し、この係止片２４の先端が第１引出部材４の孔部４ａを通して下側に突
出し、この突出した係止片２４の先端が本体ケース２の前面部２ａの下部に設けられた係
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止突起２５に係合し、これにより第１引出部材４を本体ケース２に対し施錠し、また鍵を
逆方向に回して係止片２４を回動させると、係止片２４の先端が本体ケース２の係止突起
２５から離脱して第１引出部材４内に収納され、これにより本体ケース２に対する第１引
出部材４の施錠を解錠するように構成されている。
【００１７】
一方、第２引出部材５は、帳票や商品券などの紙葉類を収納するもので、第１引出部材４
よりも薄く形成されており、その前面部における上端部にも、第２引出部材５を本体ケー
ス２内に収納した状態で、紙葉類を挿入するための挿入口２６が凹部状に切り欠かれて設
けられている。この第２引出部材５には、本体ケース２に対して第２引出部材５をロック
するロック部材２７が設けられている。
このロック部材２７は、図１および図３に示すように、第２引出部材５の手前側下面に設
けられたガイド溝２８内に、スライド板２９が図１において左右方向にスライド可能に配
置された構造になっている。すなわち、このロック部材２７は、スライド板２９を図１に
おいて左側にスライドさせたときに、スライド板２９の左端のロック部２９ａが第２ガイ
ド部材１１の左側のレール部１２に設けられた係止孔３０に挿入し、これにより第２引出
部材５を本体ケース２に対してロックし、またスライド板２９を図１において右側にスラ
イドさせたときに、スライド板２９のロック部２９ａがレール部１２の係止孔３０から離
脱し、これにより本体ケース２に対する第２引出部材５のロックを解除するように構成さ
れている。
【００１８】
この場合、スライド板２９の右側には、図１に示すように、弾性突起部３１が上方に突出
して設けられており、第２ガイド部材１１のガイド溝２８内における上面には、図３に示
すように、スライド板２９のロック部２９ａがレール部１２の係止孔３０に挿入したとき
に、弾性突起部３１が係脱可能に係合する位置規制凹部３２が設けられている。また、ス
ライド板２９の前面には、図１に示すように、マーク部３３が設けられており、第２引出
部材５の前面部には、スライド板２９のスライド動作に応じてマーク部３３が対応する第
１、第２表示孔３４、３５が設けられている。すなわち、第１表示孔３４は、スライド板
２９のロック部２９ａがレール部１２の係止孔３０に挿入したときに、スライド板２９の
マーク部３３が対応してロック状態を示すように構成されている。また、第２表示孔３５
は、スライド板２９のロック部２９ａがレール部１２の係止孔３０から離脱したときに、
スライド板２９のマーク部３３が対応してロック解除状態を示すように構成されている。
【００１９】
次に、このような金銭収納装置の作用について説明する。
まず、第１、第２引出部材４、５を本体ケース２内に収納し、この状態でシリンダ錠２３
を施錠する場合には、シリンダ錠２３の鍵穴２３ａに鍵を差し込んで所定方向に回すと、
これに連動して係止片２４が回動し、この係止片２４の先端が第１引出部材４の孔部４ａ
を通して下側に突出し、この突出した係止片２４が本体ケース２の係止突起２５に係合す
るので、第１引出部材４を本体ケース２に対して施錠することができる。また、この状態
でシリンダ錠２３を解錠する場合には、シリンダ錠２３の鍵穴２３ａに鍵を差し込んで逆
方向に回すと、係止片２４が回動してその先端が本体ケース２の係止突起２５から離脱し
て第１引出部材４内に収納されるので、本体ケース２に対する第１引出部材４の施錠を解
除することができ、これにより第１引出部材４が本体ケース２内から引き出し可能な状態
になる。この状態では、レジスタ本体のキー操作によって押出装置９に開放指令が与えら
れると、ばね部材１０のロックが解除され、圧縮されたばね部材１０のばね力によって第
１引出部材４が押し出される。
【００２０】
このようにして、第１引出部材４が引き出された場合には、第２引出部材５の手前側下面
に設けられたロック部材２７を操作することができ、これにより本体ケース２に対する第
２引出部材５のロックおよびロック解除を行うことができる。例えば、ロック部材２７の
スライド板２９を図１において左側にスライドさせると、このスライド板２９のロック部
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２９ａが第２ガイド部材１１の係止孔３０に挿入するので、第２引出部材５を本体ケース
２に対してロックすることができる。この状態では、スライド板２９の弾性突起部３１が
第２ガイド部材１１の位置規制凹部３２に係合するので、スライド板２９が勝手にスライ
ドしないようにスライド板２９を確実に位置規制することができる。また、このときには
、スライド板２９のマーク部３３が第１表示孔３４に対応してロック状態を示すので、本
体ケース２の外部からロック状態を確認することができる。
【００２１】
また、スライド板２９を図１において右側にスライドさせて、スライド板２９の弾性突起
部３１を第２ガイド部材１１の位置規制凹部３２から離脱させた上、スライド板２９のロ
ック部２９ａを第２ガイド部材１１の係止孔３０から離脱させると、本体ケース２に対す
る第２引出部材５のロックを解除することができる。この状態では、スライド板２９のマ
ーク部３３が第２表示孔３５に対応してロック解除状態を示すので、本体ケース２の外部
からロック解除状態を確認することができる。
【００２２】
このように、この金銭収納装置によれば、シリンダ錠２３を解錠して第１引出部材４を本
体ケース２内から引き出した状態で、ロック部材２７による第２引出部材５のロックを解
除した場合には、第１引出部材４を収納して施錠しても、第２引出部材５を自由に引き出
し操作することができ、また第１引出部材４を引き出した状態でロック部材２７によって
第２引出部材５をロックした場合には、第１引出部材４を引き出し操作することができて
も、第２引出部材５を引き出し操作できないようにすることができる。このため、第１、
第２引出部材４、５にそれぞれシリンダ錠２３を設ける必要がなく、第１引出部材４にシ
リンダ錠２３を設け、このシリンダ錠２３による第１引出部材４の施錠を解錠したときに
、第２引出部材５に設けられたロック部材２７を操作することができ、しかもロック部材
２７のロック操作がスライド板２９をスライドさせるだけの簡単な操作であるから、シリ
ンダ錠２３を操作する場合に比べて容易に操作することができ、これにより第１、第２引
出部材４、５の施錠および解錠の操作性の向上を図ることができ、使い勝手の良いものを
得ることができる。
【００２３】
また、この金銭収納装置によれば、ロック部材２７のスライド板２９に弾性突起部３１を
設け、第２ガイド部材１１のガイド溝２８に位置規制凹部３２を設けたので、スライド板
２９をスライドさせて第２引出部材５をロックしたときに、弾性突起部３１を位置規制凹
部３２に係合させることができ、これによりスライド板２９が勝手にスライドしてロック
が解除されないようにすることができる。また、この状態では、スライド板２９のマーク
部３３が第２引出部材５の第１表示孔３４に対応してロック状態を示するので、この第１
表示孔３４を通して第２引出部材５がロック状態であることを確認することができ、これ
によっても使い勝手が良い。
【００２４】
さらに、この金銭収納装置によれば、第２引出部材５を本体ケース２内に収納してロック
部材２７によりロックし、且つこの状態で第１引出部材４を本体ケース２内に収納してシ
リンダ錠２３で施錠することにより、第１、第２引出部材４、５の両方を収納した場合で
も、第１引出部材４の前面部に設けられた挿入口２０から帳票や商品券などの紙葉類また
は高額紙幣を挿入して第１引出部材４の補助収納部１９内に収納することができると共に
、第２引出部材５の前面部に設けられた挿入口２６から帳票や商品券などの紙葉類を挿入
して第２引出部材５内に収納することができる。このため、第１、第２引出部材４、５が
引き出されていても、また収納されていても、自由に紙葉類や高額紙幣を収納することが
でき、これによっても使い勝手が良い。
【００２５】
なお、上記第１実施形態では、ロック部材２７のスライド板２９の左端部に設けられたロ
ック部２９ａを第２ガイド部材１１の係止孔３０に挿入させてスライド板２９の片側のみ
で第２引出部材５をロックするように構成したが、これに限らず、スライド板を左右２つ
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のスライド片に分割し、その両方のスライド片で第２引出部材５をロックするように構成
しても良い。この場合には、左右に分割されたスライド片を連結機構で相反する方向に移
動させるように連結し、一方のスライド片を移動させることにより、他方のスライド片を
連結機構で相反する方向に移動させれば良い。このような連結機構としては、一対のラッ
ク間にピニオンを配置した歯車機構、あるいはリンク機構を用いれば良い。また、この場
合には、一方のスライド片に操作ツマミを設ければ、容易にスライド片をスライド操作す
ることができる。
【００２６】
［第２実施形態］
次に、図４および図５を参照して、この発明の金銭収納装置の第２実施形態について説明
する。なお、図１～図３に示された第１実施形態と同一部分には同一符号を付して説明す
る。
この金銭収納装置は、第２引出部材５を本体ケース２に対してロックするロック部材４０
が第１実施形態と異なる構造で、これ以外は第１実施形態とほぼ同じ構造になっている。
すなわち、このロック部材４０は、第２引出部材５の前面部の内側にビス４０ａにより取
り付けられた取付板４１と、この取付板４１と第２引出部材５の前面部との間に位置して
取付板４１に軸４１ａにより回転可能に取り付けられた回転板４２と、この回転板４２に
設けられて第２ガイド部材１１の下面に設けられた係止孔４３に係脱可能に係合するロッ
ク片４４と、回転板４２に設けられて回転操作に応じて第２引出部材５の開口部４９から
下方に出没する操作規制レバー４５とからなっている。
【００２７】
この操作規制レバー４５は、図４に示すように、ロック片４４が第２ガイド部材１１の係
止孔４３に係合した状態のときに、第２引出部材５の開口部４９から下方に突出すること
なく、回転板４２の左下側に傾斜した状態で位置し、またこの状態で回転板４２が図４に
おいて反時計回りに回転し、図５に２点鎖線で示すように、ロック片４４の一部が係止孔
４３から離脱したときに、第２引出部材５の開口部４９から下方に突出して第１引出部材
４の前面部および硬貨収納部１７に当接可能な状態になり、更に回転板４２が回転して、
図５に実線で示すように、ロック片４４が係止孔４３から完全に離脱したときに、第２引
出部材５の開口部４９から下方に突出することなく、回転板４２の右下側に傾斜した状態
で位置するように構成されている。
【００２８】
また、第２引出部材５の前面部には、確認窓部４６が回転板４２に対応して設けられてお
り、この回転板４２には、第２引出部材５のロック状態を示す第１マーク部４７と、ロッ
ク解除状態を示す第２マーク部４８とが確認窓部４６に対応するように設けられている。
すなわち、第１マーク部４７は、例えば赤色で表示され、ロック部材４０のロック片４４
が第２ガイド部材１１の係止孔４３に完全に係合した状態のときに、確認窓部４６に対応
するように設けられている。また、第２マーク部４８は、第１マーク部４７と異なる色、
例えば青色で表示され、ロック片４４が係止孔４３から完全に離脱したときに、確認窓部
４６に対応するように設けられている。
【００２９】
このような金銭収納装置では、第１実施形態と同様、シリンダ錠２３を解錠して第１引出
部材４を本体ケース２内から引き出すと、第２引出部材５の手前側下面に設けられたロッ
ク部材４０の操作規制レバー４５を操作することができ、これにより本体ケース２に対す
る第２引出部材５のロックおよびロック解除を行うことができる。すなわち、ロック部材
４０の操作規制レバー４５を操作して回転板４２を図４において時計回りに回転させると
、この回転板４２に設けられたロック片４４が第２ガイド部材１１の係止孔４３に係合す
るので、第２引出部材５を本体ケース２に対してロックすることができる。このときには
、回転板４２の第１マーク部４７が第２引出部材５の確認窓部４６に対応するので、この
確認窓部４６を通して本体ケース２の外部からロック状態を赤色で確認できる。また、こ
の状態では、図４に示すように、操作規制レバー４５が第２引出部材５の開口部４９から
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下方に突出することなく、回転板４２の左下側に位置しているので、第１引出部材４を引
き出し操作することができる。
【００３０】
また、ロック部材４０の操作規制レバー４５を操作して、図５に実線で示すように回転板
４２を反時計回りに回転させると、操作規制レバー４５が第２引出部材５の開口部４９か
ら下方に突出して移動した後、回転板４２のロック片４４が第２ガイド部材１１の係止孔
４３から完全に離脱するので、本体ケース２に対する第２引出部材５のロックを解除する
ことができる。このときには、回転板４２の第２マーク部４８が第２引出部材５の確認窓
部４６に対応するので、この確認窓部４６を通して本体ケース２の外部からロック解除状
態を青色確認することができる。この状態でも、図５に実線で示すように、操作規制レバ
ー４５が第２引出部材５の開口部４９から下方に突出することなく、回転板４２の右下側
に位置しているので、第１引出部材４を引き出し操作することができる。
【００３１】
さらに、ロック部材４０の操作規制レバー４５を操作して第２引出部材５を本体ケース２
に対してロックする際、図５に２点鎖線で示すように、ロック片４４の一部のみを係止孔
４３に係合させたときには、操作規制レバー４５が第２引出部材５の開口部４９から下方
に突出した状態となり、この操作規制レバー４５に第１引出部材４の前面部および硬貨収
納部１７が当接可能になるため、第１引出部材４を引き出し操作することができず、第１
引出部材４を本体ケース２内に収納することができない。これにより、ロック部材４０に
よる第２引出部材５のロックが不完全であることを確認することができる。なお、このと
きには、第１、第２マーク部４７、４３の何れも、第２引出部材５の確認窓部４６に対応
していないため、これによっても第２引出部材５のロックが不完全であることを知ること
ができる。
【００３２】
このように、この金銭収納装置によれば、第１実施形態と同様、第１引出部材４を引き出
した状態で、ロック部材４０による第２引出部材５のロックを解除した場合には、第１引
出部材４を施錠しても、第２引出部材５を引き出し操作することができ、またこの状態で
ロック部材４０により第２引出部材５をロックした場合には、第１引出部材４を引き出し
操作することができても、第２引出部材５を引き出し操作できないようにすることができ
、しかもロック部材４０の操作規制レバー４５を操作して回転板４２を回転させるだけで
あるから、第１実施形態と同様、ロック操作が簡単であり、このため第１、第２引出部材
４、５の施錠および解錠の操作性を向上させることができ、使い勝手の良いものを得るこ
とができる。特に、ロック部材４０による第２引出部材５のロックが不完全な状態のとき
には、ロック部材４０の操作規制レバー４５によって、第１引出部材４の引き出し操作が
阻止され、第１引出部材４を本体ケース２内に収納することができないため、第２引出部
材５のロック状態が不完全であることを知ることができ、これにより安全性の高いものを
得ることができる。
【００３３】
［第３実施形態］
次に、図６を参照して、この発明の金銭収納装置の第３実施形態について説明する。この
場合にも、図１～図３に示された第１実施形態と同一部分には同一符号を付して説明する
。
この金銭収納装置は、第１実施形態のロック部材２７に代えて第２引出部材５の後端部に
ロック部５０を設けた構造で、これ以外は第１実施形態とほぼ同じ構造になっている。
すなわち、ロック部５０は、図６に示すように、第２引出部材５の後端部から第１引出部
材４の後端部の後方に延出され、この延出した部分が常に第１引出部材４の後端部と押出
装置９のばね部材１０との間に位置するように構成されている。なお、この場合にも、図
１に示すように、第１引出部材４の前面部には、帳票や商品券などの紙葉類または高額紙
幣を第１引出部材４内の補助収納部１９に挿入するための挿入口２０が設けられており、
また第２引出部材５の前面部にも、帳票や商品券などの紙葉類を第２引出部材５内に挿入
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するための挿入口２６が設けられている。
【００３４】
このような金銭収納装置では、第２引出部材５に設けられたロック部５０が常に第１引出
部材４の後端部と押出装置９のばね部材１０との間に位置しているので、第１引出部材４
を本体ケース内に押し込むと、第１引出部材４の後端部が第２引出部材５のロック部５０
を押圧し、第２引出部材５をも同時に本体ケース２内に押し込むことができ、これにより
第１引出部材４の後端部がロック部５０を介して押出装置９のばね部材１０を圧縮させた
状態で、第１、第２引出部材４、５を本体ケース２内に収納することができる。この状態
で、第１引出部材４の前面部に設けられたシリンダ錠２３で第１引出部材４を本体ケース
２に対して施錠すると、第２引出部材５も同時に本体ケース２内にロックされる。また、
第１、第２引出部材４、５が本体ケース２内に収納された状態で、シリンダ錠２３を解錠
すると、第１引出部材４が引き出し可能な状態になるので、レジスタ本体のキー操作によ
って押出装置９に開放指令が与えられると、ばね部材１０のロックが解除され、圧縮され
たばね部材１０のばね力によって第１引出部材４がロック部５０を介して押し出されるた
め、第２引出部材５も同時に押し出される。
【００３５】
このように、この金銭収納装置によれば、第１、第２引出部材４、５を別々に施錠する必
要がなく、シリンダ錠２３によって第１引出部材４を施錠することにより、これと同時に
第２引出部材５をも同時にロックすることができるので、第１実施形態のものよりも、第
１、第２引出部材４、５の施錠および解錠操作性の向上を図ることができ、より一層、使
い勝手の良いものを得ることができる。また、この金銭収納装置においても、第１実施形
態と同様、第１、第２引出部材４、５にそれぞれ紙葉類や高額紙幣を挿入するための挿入
口２０、２６が設けられているので、第１、第２引出部材４、５が引き出されていても、
また収納されていても、自由に紙葉類や高額紙幣を収納することができる。
【００３６】
［第４実施形態］
次に、図７および図８を参照して、この発明の金銭収納装置の第４実施形態について説明
する。この場合にも、図１～図３に示された第１実施形態と同一部分には同一符号を付し
て説明する。
この金銭収納装置は、第１引出部材４の前面部に設けられたシリンダ錠５５で第１、第２
引出部材４、５を本体ケース２に対し解錠可能に施錠する構造で、これ以外は第１実施形
態とほぼ同じ構造になっている。
【００３７】
すなわち、このシリンダ錠５５は、図７および図８に示すように、第１引出部材４の前面
側に鍵穴５５ａが露呈して設けられ、第１引出部材４の裏面側に第１、第２係止片５６、
５７が設けられ、鍵穴５５ａに鍵を差し込んで所定方向に９０°回すと、第１、第２係止
片５６、５７がそれぞれ図８において時計回りに９０°回動して、第１係止片５６が本体
ケース２の前面部の下部に設けられた係止突起２５に係合すると共に、第２係止片５７が
第２引出部材５の前面部の下部に設けられた係止孔５８に挿入するように構成されている
。
【００３８】
この場合、第２係止片５７の先端部には、図８に示すように、マーク部５７ａが設けられ
ており、第２引出部材５の前面部には、第２係止片５７が第２引出部材５の係止孔５８に
挿入したときに、第２係止片５７のマーク部５７ａが対応する確認孔５９が設けられてい
る。なお、この場合にも、図１に示すように、第１引出部材４の前面部には、帳票や商品
券などの紙葉類または高額紙幣を第１引出部材４内の補助収納部１９に挿入するための挿
入口２０が設けられており、また第２引出部材５の前面部にも、帳票や商品券などの紙葉
類を第２引出部材５内に挿入するための挿入口２６が設けられている。
【００３９】
このような金銭収納装置では、第１、第２引出部材４、５を本体ケース２内に収納した状
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態で、シリンダ錠５５の鍵穴５５ａに鍵を差し込んで所定方向に９０°回すと、第１、第
２係止片５６、５７が図８において時計回りに９０°回動して、図７に示すように、第１
係止片５６が本体ケース２の係止突起２５に係合すると共に、第２係止片５７が第２引出
部材５の係止孔５８に挿入して係合するので、第１、第２引出部材４、５を本体ケース２
に対して同時に施錠することができる。また、鍵を逆方向に９０°回すと、第１、第２係
止片５６、５７が図８において反時計回りに９０°回動して、第１係止片５６が本体ケー
ス２の係止突起２５から離脱すると共に、第２係止片５７が第２引出部材５の係止孔５８
から離脱するので、本体ケース２に対する第１、第２引出部材４、５の施錠を同時に解錠
することができる。この状態では、第１、第２引出部材４、５をそれぞれ別々に引き出し
操作することができる。
【００４０】
このように、この金銭収納装置においても、第１、第２引出部材４、５を別々に施錠する
必要がなく、シリンダ錠５５によって第１、第２引出部材４、５を同時に施錠したり解錠
したりすることができるので、第３実施形態と同様、第１、第２引出部材４、５の施錠お
よび解錠操作性の向上を図ることができるほか、シリンダ錠５５が解錠されているときに
は、第１、第２引出部材４、５をそれぞれ別々に引き出し操作することができるので、引
き出し操作性の良いものを得ることができ、これにより使い勝手の良いものを得ることが
できる。また、この金銭収納装置においても、第１実施形態と同様、第１、第２引出部材
４、５にそれぞれ紙葉類や高額紙幣を挿入するための挿入口２０、２６が設けられている
ので、第１、第２引出部材４、５が引き出されていても、また収納されていても、自由に
紙葉類や高額紙幣を収納することができる。
【００４１】
なお、上記第１～第４実施形態では、第１引出部材４が硬貨収納部１７と紙幣収納部１８
とに仕切られ、硬貨収納部１７が独立した収納ケースで形成され、この硬貨収納部１７の
下側に補助収納部１９を設けた構造について述べたが、これに限らず、例えば図９に示す
ように構成しても良い。すなわち、図９に示された第１引出部材６０は、引出本体６１を
備え、この引出本体６１内に第１収納ケース６２を着脱可能に収納し、この第１収納ケー
ス６２内を硬貨収納部と紙幣収納部とに仕切り、手前側の硬貨収納部内に硬貨収納ケース
６３を着脱可能に収納する３層構造になっている。
【００４２】
この場合、硬貨収納ケース６３は、その内部が６つの硬貨収納領域に仕切られた構造にな
っている。また、第１収納ケース６２内の紙幣収納部は、その内部が５つの紙幣収納領域
に仕切られており、この第１収納ケース６２には、硬貨収納ケース６３の下側に帳票や商
品券などの紙葉類あるいは高額紙幣を収納する第１補助収納部６４が設けられている。さ
らに、引出本体６１には、第１収納ケース６２の下側に帳票や商品券などの紙葉類を収納
する第２補助収納部６５が設けられている。一方、引出本体６１の前面部には、帳票や商
品券などの紙葉類あるいは高額紙幣を挿入するための第１、第２挿入口６６ａ、６７ａが
設けられている。また、第１収納ケース６２の前面部には、第１収納ケース６２の第１補
助収納部６４内に紙葉類や高額紙幣をガイドするスリット状の第１ガイド口６６ｂが第１
挿入口６６ａに対応して設けられていると共に、引出本体６１の第２補助収納部６７内に
帳票や商品券などの紙葉類をガイドする傾斜面を有する第２ガイド口６７ｂが第２挿入口
６７ａに対応して設けられている。
【００４３】
このような第１引出部材６０によれば、第１～第４実施形態と同様、第１引出部材６０の
第１、第２補助収納部６４、６５内にそれぞれ帳票や商品券などの紙葉類を第１、第２挿
入口６６ａ、６７ａから第１、第２ガイド口６６ｂ、６７ｂを通して挿入することができ
るので、第１引出部材６０が引き出されていても、また収納されていても、自由に紙葉類
や高額紙幣を収納することができるほか、特に、第１～第４実施形態の第１引出部材４よ
りも、金銭の種類および帳票や商品券などの紙葉類の種類を豊富に収納することができ、
より一層、使い勝手の良いものを得ることができる。
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【００４４】
また、上記第１～第４実施形態およびその変形例では、帳票や商品券などの紙葉類を挿入
口２０、２６または第１、第２挿入口６６ａ、６７ａから単に挿入するように構成したが
、これに限らず、各挿入口２０、２６、６６ａ、６７ａにそれぞれ搬送装置を設け、これ
ら搬送装置によって帳票や商品券などの紙葉類あるいは高額紙幣を取り込むように構成し
ても良い。
さらに、上記第１～第４実施形態では、本体ケース２内に第１、第２引出部材４、５を積
層させて収納するように構成したが、これに限らず、３つ以上の引出部材を引き出し可能
に積層させて収納する構造のものにも適用することができる。
【００４５】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１に記載の発明によれば、筐体内に引き出し可能に積層して
収納された複数の引出部材のうち、所定の引出部材を筐体に対して施錠する施錠部材と、
この施錠部材が解錠されて所定の引出部材が引き出されているときに他の引出部材を筐体
に対してロックするロック部材とを備えたので、従来例のように複数の引出部材にそれぞ
れ施錠部材を設ける必要がなく、所定の引出部材に施錠部材を設け、この施錠部材を解錠
したときに、他の引出部材に設けられたロック部材を操作することができ、これにより複
数の引出部材の施錠および解錠操作性の向上を図ることができ、使い勝手の良いものを得
ることができる。
【００４６】
この場合、所定の引出部材が引き出されている状態で他の引出部材をロック部材でロック
する際、ロック部材による他の引出部材のロックが不完全な場合に、筐体内への所定の引
出部材の収納を阻止する規制部を備えていることにより、ロック部材が他の引出部材を完
全にロックした状態のときに、所定の引出部材が規制部によって規制されることなく、所
定の引出部材を筐体内に確実に収納することができ、また他の引出部材のロックが不完全
な状態のときには、所定の引出部材が規制部によって規制され、所定の引出部材を筐体内
に収納することができないため、他の引出部材のロック状態が不完全であることを知るこ
とができ、これにより安全性の高いものを得ることができる。
【００４７】
また、請求項３に記載の発明によれば、筐体内に引き出し可能に積層して収納された複数
の引出部材のうち、所定の引出部材に設けられ且つ筐体に対して所定の引出部材を施錠す
るのと同時に他の引出部材をもロックする施錠手段と、複数の引出部材が収納されている
状態で、少なくとも何れかの引出部材に紙葉類を挿入するための挿入手段を備えているこ
とにより、施錠手段によって所定の引出部材を施錠すると、これと同時に他の引出部材も
ロックされるので、従来例のように複数の引出部材を別々に施錠する必要がなく、引出部
材の施錠および解錠操作性の向上を図ることができるほか、複数の引出部材が閉じられた
状態でも、挿入手段により少なくとも複数の引出部材の何れかに紙葉類を挿入して収納す
ることができ、これにより紙葉類の収納作業性の向上をも図ることができ、より一層、使
い勝手の良いものを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の金銭収納装置の第１実施形態を示した分解斜視図。
【図２】図１の金銭収納装置の拡大断面図。
【図３】図１のＡ－Ａ矢視における要部の拡大断面図。
【図４】この発明の金銭収納装置の第２実施形態においてロック部材が第２引出部材をロ
ックした状態を示した要部の正面図。
【図５】図４のロック部材による第２引出部材のロック解除状態を示した要部の正面図。
【図６】この発明の金銭収納装置の第３実施形態を示した拡大断面図。
【図７】この発明の金銭収納装置の第４実施形態を示した要部の拡大断面図。
【図８】図７の正面図。
【図９】この発明の金銭収納装置における第１引出部材の変形例を示した分解斜視図。
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【符号の説明】
１　筐体
２　本体ケース
３　カバーケース
４、６０　第１引出部材
５　第２引出部材
１７　硬貨収納部
１８　紙幣収納部
１９　補助収納部
２０、２６　挿入口
２３、５５　シリンダ錠
２７、４０　ロック部材
２９　スライド板
４２　回転板
４４　ロック片
４５　操作規制レバー
５０　ロック部
５６　第１係止片
５７　第２係止片
６１　引出本体
６２　第１収納ケース
６３　硬貨収納ケース
６４　第１補助収納部
６５　第２補助収納部
６６ａ　第１挿入口
６７ａ　第２挿入口
６６ｂ　第１ガイド口
６７ｂ　第２ガイド口
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

(15) JP 4029612 B2 2008.1.9



フロントページの続き

(56)参考文献  実開平６－１５１７７（ＪＰ，Ｕ）
              特開昭５８－１９２１９６（ＪＰ，Ａ）
              特表２００３－５１４２９２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G07G   1/00

(16) JP 4029612 B2 2008.1.9


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

