
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　

　
ことを特徴とする紙幣取扱装置。

【請求項２】
　

ことを特徴とする
請求項１に記載の紙幣取扱装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、現金入出金口が屋外に露出した紙幣取扱装置に関するものである。
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紙幣の入出金口を開閉するシャッタの面が屋外に面した紙幣取扱装置において、
前記扉が略水平でかつ手前側が低くなるように傾斜してなり、このシャッタの左右の縁

と略平行に備えられ、左右の縁から滴下する雨水を受け止め、手前側に雨水を流す左右の
サブ流水路と、前記シャッタの手前の縁と略平行に備えられ、この縁から滴下する雨水を
受けるとともに、前記左右のサブ排水路から流れる雨水を受け、かつ少なくとも左右いず
れかの一端は排水管に接続され、前記排水管と接続されている側が低くなるよう傾斜して
配置されている主流水路とを備え、

前記シャッタの両側面に雨水カバー配置し、この雨水カバーの下端は前記シャッタの側
面端部に設けた突起の上端より低く配置されている

前記複数の傾斜面を有する扉は、中央部が最も高く、左右端部が最も低くなるように傾
斜し、この傾斜面の最も下流の面である左右の側面に沿って雨水を受け止める流水路と、
この流水路に流れ込んだ雨水を装置外部に排出する排出手段とを備えた



【０００２】
【従来の技術】
現金自動取引装置（ Automated Teller Machine、以下、ＡＴＭと呼ぶ）の中には、防犯な
どを考慮した、いわゆる壁埋め込み型があり、ユーザーが各種の取引操作をしたり、カー
ドや通帳挿入を行う操作面（フロントフェース部）のみを壁の外側に露出させ、他の全て
の部分（筐体本体）は壁の内側に設置したものである。
通常、壁埋め込み型のＡＴＭの筐体は、ほぼ直方体で、操作面は筐体の垂直面にほぼ平行
に配置されている。
特開平１１－２３２５２７号公報においては、壁埋め込み型ＡＴＭが通常の６インチ厚の
壁面よりも厚い１３インチ厚の壁に設置される場合に、壁厚さ増加分の７インチの長さの
搬送ユニットを備えることによって操作面から紙幣の処理部まで搬送する構成について開
示されている。
【０００３】
特開平６－２８２７２４号公報には、シャッタが垂直面になっている形態の入出金口にお
いて、扉（以下、シャッタという）に当たった雨はシャッタ下部のレール部に集め、レー
ルに排水口を設けて外部に排水する構成が開示されている。
【０００４】
一方、特開２０００－１７２９４６号公報には、入出金を行う紙幣の収容部を紙幣が立位
に収納されるように配置した形態が開示されており、利用者が入金と出金の両方の操作を
行うことができる構成であり、装置が屋内に設置される形態で広く一般に用いられている
。
【０００５】
現金の入金処理部、又は出金処理部においては、入金される現金は利用者によって紙幣の
入金処理部である入出金口に投入されてから一枚ずつ繰り出されて処理される。
このような構成は特開２０００－９９７９５号公報に開示されており、利用者に紙幣を放
出するための収納部はほぼ立位に配置されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記、特開平１１－２３２５２７号公報に記載の壁埋め込み型ＡＴＭの場合には、フロン
トフェース部はほぼ垂直になっているため、利用者が現金の出金を行う際には、現金はフ
ロントフェース部に対してほぼ垂直、すなわち利用者からみてほぼ水平に紙幣が排出され
てくる。一方、現金が出金される場合は、ほぼ水平に排出された一枚ないし複数の紙幣を
指で把持して手前に引きぬくことによって取り出すこととなる。この方式は一般的に行わ
れている。
このような構成の場合には、出金のための開口部の大きさは、現金の最大出金枚数たとえ
ば５０枚相当の紙幣厚さに加えて出金される紙幣の端部が引っかからない程度の厚さがあ
ればよく、例えば１０ｍｍ程度の厚さのスリットであればよい。紙幣の先端が例えば３０
ｍｍ程度開口部から突出すれば、容易に指で掴んで引き出すことができる。
【０００７】
本発明の目的は、入出金口のシャッタが雨天環境においても安定して動作する外壁設置型
の紙幣取扱装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的は、
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紙幣の入出金口を開閉するシャッタの面が屋外に面した紙幣取扱装置にお
いて、前記扉が略水平でかつ手前側が低くなるように傾斜してなり、このシャッタの左右
の縁と略平行に備えられ、左右の縁から滴下する雨水を受け止め、手前側に雨水を流す左
右のサブ流水路と、前記シャッタの手前の縁と略平行に備えられ、この縁から滴下する雨
水を受けるとともに、前記左右のサブ排水路から流れる雨水を受け、かつ少なくとも左右
いずれかの一端は排水管に接続され、前記排水管と接続されている側が低くなるよう傾斜
して配置されている主流水路とを備え、前記シャッタの両側面に雨水カバー配置し、この



ことにより達成される。
【０００９】
　また、上記目的は、

ことにより達成される。
【００１５】
【発明の実施の形態】
ところで、水平に開口された開口部は、開口部の寸法を小さくしているため、外気の温度
による装置内部への影響が少なく、開口部はほぼ垂直面となっているために、開口部には
雨天の場合でも雨水が滞留せず、雨水が開口部から装置内部に侵入することも少ない。
【００１６】
このようなシャッタが垂直面になっている形態の入出金口では、特開平６－２８２７２４
号公報のように、シール材を使用せず、シャッタに当たった雨はシャッタ下部のレール部
に集め、レールに排水口を設けて外部に排水する構成が開示されている。
【００１７】
しかし、水平に開口した口に紙幣を入金する際には問題が生じやすい。
例えば、腰の弱い紙幣や折れぐせのついた紙幣を入金しようとすると紙幣の端部や折れぐ
せ部分が垂れ下がるために、開口部にひっかかりやすくなる。特に多数枚の紙幣を水平に
揃えて開口部に挿入し、一度に入金しようとすると、片手での投入は困難なので、両手を
用いて入金することになり、不便である。
【００１８】
一方、特開２０００－１７２９４６号公報に記載されているような、入出金を行う紙幣の
収容部を紙幣が立位に収納されるように配置したものは、従来から利用者が入金と出金の
両方の操作を行うことができる構成であり、装置が屋内に設置される形態で広く一般に用
いられている。
【００１９】
このような構成の現金自動取扱い装置においては、紙幣の収納部は立位に紙幣を収納する
ので入出金口のシャッタ (入出金扉 )はほぼ水平か、ないしは手前側が低くなるように傾斜
した形態となっている。例えばシャッタは奥側にスライドして開放される。紙幣の入金が
容易に行える寸法が必要なため、シャッタの寸法は紙幣の寸法よりもやや大きい、例えば
縦１００ｍｍ横２００ｍｍ程度となる。シャッタを開放するためには例えばシャッタを奥
側にスライドさせることで行われる。
【００２０】
しかし、このようにシャッタが水平ないし傾斜した形態の入出金口では、外壁設置型に適
用されて外気に接する環境に設置された場合には、例えば雨天の際には雨水がシャッタの
上に降雨するため、シャッタ上に大量の雨水が蓄積することを避けるために雨水を連続的
に排出することが必要である。その排水量は、想定される最大雨量を排出可能な容量が必
要となる。雨水が装置内部に侵入した場合には、装置の内部が濡れ、例えばローラが濡れ
て摩擦係数が乾燥時よりも変化して紙幣搬送性能の確保ができなかったり、鉄製部品の錆
びの原因になったりするので避けなければならない。
【００２１】
以上に述べたように、外壁設置型で、かつ入金と出金の可能な現金自動取引装置の入出金
扉 (シャッタ )においては、扉上に降雨した雨水を排水することが必要である。
【００２２】
次に、入出金口の内部 (下側 )にあって、入金時には紙幣を受け入れ、出金時には紙幣を放
出する、現金の入金処理部及び／又は出金処理部の構成と動作について説明する。入金処
理部及び／又は出金処理部は、入金された紙幣を受け入れることと出金する紙幣を集積す
ることができる収納部と、収納部に入金された紙幣を一枚ずつ分離して入金処理を行う分
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雨水カバーの下端は前記シャッタの側面端部に設けた突起の上端より低く配置されている

前記複数の傾斜面を有する扉は、中央部が最も高く、左右端部が最
も低くなるように傾斜し、この傾斜面の最も下流の面である左右の側面に沿って雨水を受
け止める流水路と、この流水路に流れ込んだ雨水を装置外部に排出する排出手段とを備え
た



離機構と、出金処理時に出金する紙幣を揃えて集積するスタック機構とから構成される。
【００２３】
この現金の入金処理部及び／又は出金処理部においては、入金される現金は利用者によっ
て紙幣の入金処理部である入出金口に投入されてから一枚ずつ繰り出されて処理される。
このような構成は特開２０００－９９７９５号公報に開示されており、利用者に紙幣を放
出するための収納部はほぼ立位に配置されている。このように、利用者から紙幣を入金さ
れる場合には立位に紙幣を受け入れることによって、仮に紙幣が揃っていない状況で紙幣
が投入された場合であっても重力を利用して紙幣の下端を揃えることができるので、分離
機構によってこれらの紙幣を一枚ずつ繰り出して分離するのに好適である。またさらに、
紙幣を立位に保持することにより、分離機構によって一枚ずつに分離する際に、投入され
た紙幣の枚数によらず分離機構にかかる力が一定なので、分離の際に二枚が重なる重送な
どを避けることができ、信頼性を高めることができる。
【００２４】
一方、利用者に紙幣を出金する場合には、スタック機構において立位に紙幣を集積すれば
、アジア諸国やヨーロッパ諸国の紙幣のように金種によってその寸法が大幅に異なる場合
であっても、紙幣の下端が揃えられるので紙幣を受け取る利用者からみても好適である。
【００２５】
大小の紙幣が混在する場合には、紙幣の収納部は最大の紙幣の寸法より大となるので、紙
幣を入金する場合に、最小の紙幣を収納部に投入すると、その位置は収納部の幅と高さの
範囲内でばらつく。ここで、収納部が立位であれば、重力によって紙幣の下端が揃えられ
るので、入金処理のために分離機構で紙幣を分離する際に紙幣の大小によらず下端を一枚
ずつ順番に分離することができる。
【００２６】
このように、壁埋め込み型のＡＴＭにおいて入金ないし出金処理部においては紙幣を立位
に保持して下端を揃えることが望ましい。ところが、このような構成の場合には入出金口
の扉であるシャッタが入出金口の上面に設けられることになる。
【００２７】
このような構成の現金自動取扱い装置においては、紙幣の収納部は立位に紙幣を収納する
ので入出金口のシャッタはほぼ水平か、ないしは一方が低くなるように傾斜された形態と
なっている。例えばシャッタは奥側にスライドして開放される。しかし、このようにシャ
ッタが水平ないし傾斜した形態では、例えば雨天の際には雨水がシャッタの上に降雨する
ため、雨水が装置内部に入り込まないように、シャッタ上に大量の雨水が蓄積することを
避けるよう雨水を連続的に排出することが必要である。
【００２８】
そこで、本発明の発明者らは、シャッター上に蓄積した雨水を雨樋を使って装置外に排出
することを考えたものである。
【００２９】
以下、本発明の現金自動取引装置の一実施例を図１と図３を用いて詳細に説明する。
図１は、本発明を適用した壁埋め込み型の現金自動取引装置の外観を示す斜視図である。
図３は、壁に埋め込まれた状態の現金自動取引装置の断面図である。
尚、図３の詳細については、更に後述する。
【００３０】
図１及び図３において、現金取引装置１０１の本体筐体３０には利用者操作面であるフロ
ントフェース部１０がほぼ立位にかつ本体筐体３０よりも突き出すように設けられている
。フロントフェース部１０は建物の壁面Ｗに開口された穴にはめ込まれて設置されている
。
ＡＴＭの利用者は正面に立ったままで入出金などの各種現金取扱い操作を行うことができ
る。この突き出し量は建物の壁面の厚さ、たとえば５インチ程度となっている。フロント
フェース部１０には、カードスロット１０２ａと連通し利用者のカードを処理し、取引明
細票を印字して放出するカード・明細票処理機構１０２と、通帳スロット１０３ａと連通
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し利用者の通帳を処理し、取引内容を印字して放出する通帳処理機構１０３とを備えてい
る。
【００３１】
利用者が紙幣の投入・取り出しを行う入出金口２０は、フロントフェース部１０に開口さ
れた略水平ないしフロントフェース１０の側が低くなるよう傾斜した面上に設けられてお
り、開閉式のシャッタを備えている。この面上にはさらに取引の内容を表示する表示手段
１０７および入力する顧客操作手段１０８とを備えている。
【００３２】
紙幣入出金手段１の下部の紙幣収納部は、装置筐体１０１ｂとは別の数十ｍｍの厚い鉄板
で構成する金庫筐体１１６で囲まれている。装置筐体１０１ｂも堅固な筐体構造であるが
、金庫筐体１１６はさらに堅固な構造で、セキュリティを高める。この現金自動取引装置
１０１は、カード、紙幣、明細票、通帳を媒体とし、利用者の預入れ、支払、振込等の処
理を行うことができる。
【００３３】
図２は、本装置の制御関係を示す制御ブロック図である。
図２において、現金自動取引装置１０１に納められたカード・明細票処理手段１０２、通
帳処理手段１０３、紙幣入出金手段１、顧客操作手段１０８、入出金口２０、表示手段１
０７は、バス１０９を介して本体制御手段１０６と接続されており、本体制御手段１０６
の制御の下に必要な動作を行う。本体制御手段１０６は、上記の他に、インタフェース手
段１０６ｂ、係員操作手段１０６ｃ、外部記憶手段１０６ｄともバス１０９で接続されて
おり、必要なデータのやりとりを行うが、本発明の特徴には直接関係がないので詳細な説
明は省略する。
なお、図２に示した１０１ｄは、上記各手段、構成部分に電力を供給する電源部である。
【００３４】
図３は、図１の本発明に関わる現金自動取引装置１０１の構成を示す断面図である。
図３において、紙幣入出金手段１は、利用者が紙幣の投入・取り出しを行う入出金口２０
と、紙幣の判別を行う紙幣判別部３０と、入金した紙幣を取引成立までの間一旦収納する
一時保管庫４０を備えている。６０は入金時取引が成立した紙幣を収納する１ヶの入金庫
である。７０は出金用の紙幣を収納する１ヶの出金庫である。８０は入出金兼用のリサイ
クル庫である。８１は、このリサイクル庫８０に補充する紙幣や、リサイクル庫から回収
した紙幣を収納する装填・回収庫である。５０は、紙幣判別部３０を通り、入出金口２０
、一時保管庫４０、入金庫６０、出金庫７０、リサイクル庫８０、装填・回収庫８１に対
し、紙幣を搬送する紙幣搬送路である。図示していないが、当然制御部も収納されている
。
【００３５】
図４は、紙幣取扱装置の制御関係を説明するブロック図である。
図４において、制御手段３５は、装置の本体制御手段１０６とバス１０９を介して接続さ
れ、本体制御手段１０６からの指令および紙幣入出金手段１の状態検出に応じて紙幣入出
金手段１の制御を行い、また、紙幣入出金手段１の状態を、必要に応じて本体制御手段１
０６に送る。紙幣入出金手段１の中では、各ユニット（入出金口２０、紙幣判別手段３０
、一時保管庫４０、紙幣搬送路５０、入金庫６０、出金庫７０、リサイクル庫８０、装填
・回収庫８１）の駆動モータや電磁ソレノイドやセンサと接続され、取引に応じて、セン
サで状態を監視しながら、アクチュエータを駆動制御する。
【００３６】
紙幣入出金手段１は、図４に示すように、入出金口２０、紙幣判別部３０、一時保管庫４
０と、紙幣搬送路５０から構成される上部搬送機構１ａと、入金庫６０、出金庫７０、リ
サイクル庫８０、装填・回収庫８１および、各収納庫の前面に配する、開閉可能な搬送路
９０から構成される下部紙幣機構１ｂから構成される。
下部紙幣機構１ｂは、約５０ｍｍ程度の厚い鉄板で構成される金庫筐体１１６の中に実装
されており、上部搬送機構１ａと下部紙幣機構１ｂとの搬送路は、連結搬送路５０１ｈで
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接続されている。
【００３７】
連結搬送路５０１ｈは、下部紙幣機構１ｂを囲う金庫筐体１１６の上面鉄板の上部搬送機
構１ａの搬送路５０１ｇと下部紙幣機構１ｂの搬送路９０１ａの連結する位置に設けられ
る。上面鉄板にあけられたスリットは、紙幣が通過するための長さと該スリットに搬送さ
れてきた紙幣を挟持して繰り出すよう取り付けられた搬送ローラの幅の大きさを有する。
下部紙幣機構１ｂを金庫筐体で囲わない構成をとる場合は下部紙幣機構１ｂ上に直接上部
搬送機構１ａが載置されるので、連結搬送路５０１ｈは必ずしも必要ではない。
搬送路の駆動源（モータ）は、上部搬送機構の搬送路と下部紙幣機構の搬送路で別々に設
けてもよいが、単一の駆動源を用い、駆動力を搬送路５０１ｇ－５０１ｈ－９０１ａ間に
設けられたギヤで伝達するようにしてもよい。
【００３８】
図５は、現金自動取引装置のを背面側から見たものであり、背面扉を開いた状態の斜視図
である。
図５において、装置の後扉１０１ｄおよび金庫筐体１１６の後面扉１１６ｂは開閉できる
ように構成されている。図示したように、両扉１０１ｄおよび１１６ｂを開くと、それぞ
れに把手のついた収納庫が現れる。係員はこの把手により各収納庫を引き出し、操作する
ことができる。
このような構成とすることによって、紙幣の補充・回収操作、異常発生時のジャム紙幣の
除去操作などがやり易くなり、操作性が向上する。
なお、各収納庫にレールを設けておけば収納庫の引き出しをさらにスムーズにすることが
できる。
【００３９】
図３に示した紙幣搬送路５０は、紙幣判別部３０を双方向に通過し、矢印５０１ａ～５０
１ｈおよび９０１ａ～９０１ｄに示す搬送路を経由して、入出金口２０、一時保管庫４０
、入金庫６０、出金庫７０、リサイクル庫８０、装填・回収庫８１を接続している。
各矢印のうち片方向矢印は、紙幣をその矢印方向にのみ搬送する一方向紙幣搬送路で、両
方向の矢印は、紙幣を取引動作毎に双方向のいずれかに切り替えて搬送する双方向搬送路
である。
【００４０】
紙幣搬送路５０のうち、下部紙幣機構１ｂにあって、入金庫６０、出金庫７０、リサイク
ル庫８０、装填・回収庫８１の前部にある５ヶ所の紙幣搬送路９０１ａ～ｄは、一体とな
って開閉できるようにされた開閉搬送路９０を構成している。
【００４１】
入出金口２０上に降雨した雨水は排水路３１５に集積され、さらに縦排水路３１７を通じ
て装置外部に排出される。
【００４２】
次に、紙幣処理手段１に備えられた入出金口２０の構成の一例を図６から図１１を用いて
説明する。
【００４３】
まず、入出金口２０の扉であるシャッタ２０１の概略構成について説明する。
【００４４】
図６において、シャッタ２０１表面の傾斜面２３２は単一であって、一方向にのみ傾斜し
ている。シャッタ２０１上に降った雨滴２３０はシャッタ面の傾斜に沿って矢印２３３方
向に流れる。３１５はシャッタ２０１の下辺に沿って設けられた排水路であり、シャッタ
２０１の下端から滴下した雨水２３５を受けるようになっている。排水路３１５は矢印２
３４方向に下降するように傾斜しており、最下端には排水管３１７が接続させており、排
水路３１５により受けた雨水を矢印３１８方向に排出する。
【００４５】
図７は、複数の傾斜面を備えたシャッタを示す図である。
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図７において、シャッタ２０１上に降った雨滴２３０はシャッタ面の傾斜に沿って矢印２
３３ａ方向および２３３ｂ方向に流れる。シャッタ２０１の左右両辺に沿って排水路３１
５ａおよび３１５ｂが配置されており、シャッタ２０１の左右端から滴下した雨水２３５
を受けるようになっている。
排水路３１５ａおよび３１５ｂは矢印２３４ａおよび２３４ｂ方向に下降するように傾斜
しており、最下端には排水管３１７ａおよび３１７ｂが接続させており、排水路３１５ａ
および３１５ｂにより受けた雨水を矢印３１８ａおよび３１８ｂとなって排出される。
いずれの構成によっても、シャッタ上面に降水した雨水を排水路によって集め、排水する
ことができる。
【００４６】
次に、図８から図１１を用いて、図６に示したシャッタ２０１表面に単一の傾斜面２３２
を備えた入出金口の構成の一例について説明する。
【００４７】
図８は、シャッタ (入出金扉 )が閉じた状態を示す図である。
図９は、シャッタが開いた状態を示す図である。図８に示すシャッタ２０１は、矢印２１
７ａ方向にスライドさせて開閉し、図９に示すように２０１ａの状態に移動して開き、利
用者が紙幣投入口２０２から出金時の紙幣を取り出したり入金時の紙幣を投入できるよう
にする。
【００４８】
図１０は、図８、図９の入出金口２０をＢ－Ｂ方向から見た断面図である。
図１１は、図８、図９の入出金口２０をＣ－Ｃ方向から見た断面図である。
図１０において、スライド部材３１０はスライドレール３１１ａおよび３１１ｂの間を矢
印２１７ａないし矢印２１７ｂ方向に移動自在に支持されており、シャッタ２０１はスラ
イド部材３１０に載置されている。スライド部材３１０が矢印２１７ａないし矢印２１７
ｂ方向に移動することによってシャッタ２０１が開放されて入出金口２０２が開いて利用
者が入金ないし出金が可能な状態となる。３２０はシャッタカバーであり、シャッタ２０
１が開いた際にはこのシャッタカバー３２０内部に収納され、図９に示した状態となる。
【００４９】
次に、シャッタを開閉する機構構成の一例についてやはり図８から図１１により説明する
。
【００５０】
図８～図１１において、シャッタ２０１はスライド部材３１０に支持されており、シャッ
タ表板３０２は図１０、図１１に示す支持材３２５によってスライド部材３１０に取り付
けられている。スライド部材３１０は図１１に示した例えば合成樹脂製のガイドレール２
３９に設けられた溝に摺動自在に嵌合されて図１０の矢印２１７ａ方向に移動可能に支持
されている。スライド部材３１０の他端は、図１１に示す合成樹脂製のガイド２３８によ
って支持されている。スライド部材３１０は両端を摩擦係数の低い合成樹脂によって支持
されているので、スムースに矢印２１７ａ方向に移動可能である。
【００５１】
スライド部材３１０の一端には図１０、図１１に示すラック２４０が設けられており、ギ
ヤ２４１が回転するとスライド部材３１０はラック２４０によって移動する。ギヤ２４１
と対面側にはスライド部材３１０にガイドローラ２４２が押し付けられており、ギヤ２４
１とラック２４０との噛み合いが外れないようになっている。ガイドローラ２４２は図１
１のガイドローラシャフト２４３およびガイドローラ支持プレート２４４によって支持さ
れている。ギヤ２４１は図１１のシャフト２４５を介して減速ギヤ２４６と連結されてお
り、減速ギヤ２４６は図１０のモータ２４７に接続されたピニオンギヤ２４８と噛み合っ
ている。
モータ２４７が回転すると、減速ギヤ２４６を介して減速され、ギヤ２４１が回転してラ
ック２４０が動作してシャッタ２０１が矢印２１７ａ方向に移動する。
【００５２】
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図８のシャッタ閉状態からシャッタを開くにはモータ２４７を反時計方向に回転させれば
良く、図９に示したシャッタ開状態からシャッタ２０１を閉じる際にはモータ２４７を時
計方向に回転させれば良い。
【００５３】
次に、雨天の際にシャッタ上に降雨した雨水を装置外部に排水する構成について図８～図
１１を用いて説明する。なお、図８および図９においては、後述する雨水カバーは省略し
て描いてある。
【００５４】
下部排水路３１５は、雨水を受け入れて流すことができる構造であり、図８ないし図９の
イ部よりロ部が低くなるように傾斜して配置されているので、雨水はイ部よりロ部の向き
に流れる。縦排水路３１７は、下部排水路３１５部まで流れてきた雨水を矢印３１８方向
に排水する管である。
縦排水路３１７は装置の外部にまで、雨水を排水する。側面排水路３１６ａと３１６ｂは
シャッタ表面板３０２の両側面に沿って配置されており、側面排水路の下端は下部排水路
３１５に接続されている。側面排水路３１６ａないし３１６ｂを流れてきた雨水は下部排
水路３１５に合流する。
尚、この側面排水路は底面が尖ったＶ字形の形状にしておけば、流水の水量が少ない場合
にも流速が速くなるので雨水に含まれる沈殿物が沈殿するのを防止できる効果がある。
図１０に示したシール材３２１はシャッタカバー３２０と雨水カバー３１２との間、下部
排水路３１５と雨水カバー３１３との間、側面排水路３１６ａ、３１６ｂと雨水カバー３
１４ａ、３１４ｂとの間に互いに圧接されるように配置された例えば柔軟なゴム製の部材
であって、雨水や外気が装置内部へ侵入するのを防止する。
【００５５】
図１０に示したシャッタ２０１の上流側に配置される雨水カバー３１２の先端３１２ｔの
下端は、シャッタ２０１の上流側の端部ないし端部近傍に配置された突起３０２ａの上端
より下流側にかつ低く配置されて入れ子状をしており、矢印３３０方向に流れる雨水ない
しシャッタ２０１の表面に降雨した雨水の進入を防止している。
【００５６】
図１１に示すように、シャッタ２０１の両側面に配置される雨水カバー３１４ａ、３１４
ｂの下端３１４ａｔ、３１４ｂｔはシャッタ２０１の側面の端部ないし端部近傍に配置さ
れた突起３０２ｂおよび３０２ｃの上端より内側にかつ低く配置されて入れ子状をしてお
り、矢印３３４ないし３３５方向に流れる雨水やシャッタ表面に降雨した雨水の進入を防
止している。
【００５７】
図１０に示したシャッタ表面板３０２の下流側においては、雨水カバー３１３とシャッタ
表面との間には空隙が設けられ、シャッタ上に降雨した雨水ないしシャッタ周囲に降雨し
てシャッタ上を矢印３３２方向に流れる雨水が通過可能な構成としている。
【００５８】
図１１に示したシャッタ表面板３０２の下端部には突起３４０（形状は、図８、図９を参
照）が設けられている。一例として突起３４０はシャッタの幅方向に左右略対称な形状を
なしており、中央部が最も上流側で、左右端部ほど下流側となって傾斜面を形成している
。この突起３４０の左右方向の幅は側面排水路３１６ａ、３１６ｂの内側側面の幅Ｅ（図
８に示す）よりも大で、かつ雨水カバー３１４ａないし３１４ｂの幅よりも小となるよう
に配置されている。
【００５９】
このように、シャッタ表面下端部に突起３４０を配置したことにより、微量な雨量の場合
にはシャッタ３０２の表面を流れる雨水は図８の矢印Ｆないし矢印Ｇに示すように突起３
４０とシャッタ３０２表面との境界に沿って流れ、左右の端部に向かって流れる。これら
の雨水は突起３４０の端部とシャッタ３０２端部に備えられた突起３０２ｂないし３０２
ｃとの間から下部排水路３１５の側面排水路３１６ａないし３１６ｂ近傍に流入する。
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また、図１０に示すシャッタ２０１表面に雨水が残留した状態でシャッタを矢印２１７ａ
方向に動かす開動作を行った場合にも、それらの雨水は突起３４０があるために図８に示
すようにシャッタ表面上を矢印ＦないしＧの方向に流れ、突起３４０の幅Ｅが側面排水路
３１６ａと３１６ｂの内側寸法Ｄより大なるために雨水は側面排水路３１６ａと３１６ｂ
内に流入するので、開いた入出金口２０２内部に雨水が流入しない効果がある。
【００６０】
シャッタ２０１が閉じた状態で、かつ雨水の流量が大なる場合には雨水は突起３４０を乗
り越えて下部流水路３１５に流入し、縦排水路３１７を通って装置外部に排出される。
【００６１】
以上のごとき構成であれば、シャッタ２０１の表面ないし周囲に降雨した雨水が装置内部
に流入することを防止するとともに、それらの雨水を装置外部に排出できる、という効果
がある。
【００６２】
次に、上記で説明したシャッタの構成を備えた入出金口を設けた現金自動取扱装置の動作
について説明する。
【００６３】
入金取引時、図８に示すように、利用者が紙幣を入金するときは、スライド部材３１０を
動作してシャッタ２０１を矢印２１７ａ方向に動かして開き、入出金口２０を図１３、図
１４に示すように開口して前板２０４と、押板２０３、後板２０５の間に紙幣２１０が矢
印２２２方向に投入される。
【００６４】
次に、図１３のように、この入金された紙幣を繰り出し動作時、シャッタ２０１を矢印２
１７ｂ方向に動かして閉じ、押板２０３でフィードローラ２０６の方向すなわち矢印４０
３方向に押し付け、押板２０３ａ、前板２０４ａの状態にして、フィードローラ２０６の
回転動作により送り出し、繰り出し方向には回転しないゲートローラ２０７で２枚送りを
防止する。こうして、入出金口２０の紙幣２１０は矢印２０８方向へ繰り出され、紙幣搬
送路５０に合流して装置内に取り込まれる。
【００６５】
また、装置内から出金される紙幣や、入金時紙幣判別できない等の理由でリジェクトされ
る紙幣は、図１４のように、装置内から矢印５０１ｊ方向に搬送されてきて、回転するス
タックローラ２１１とバックアップローラ２１３の間に送り込まれる。ブラシローラ２１
２は、バックアップローラ２１３と同一軸上にあって弾性部材２１２ａが図示のように放
射状に配置してあり、図示しない駆動源により、バックアップローラ２１３とは独立して
回転する。
スタックローラ２１１とバックアップローラ２１３の間に送り込まれた紙幣は、停止した
ブラシローラ２１２の弾性部材２１２ａに接触し、弾性部材２１２ａの弾性変形力により
、スタックガイド２１４との間で、摩擦抵抗力を受けながら通過する。スタックローラ２
１１とバックアップローラ２１３による挟持搬送力がなくなる破線２１５で示す紙幣位置
で、一旦停止し、その直後に、ブラシローラ２１２を回転し、押板２０３ａ、後板２０５
ａの間の空間に集積する。
【００６６】
図１５に示すように、紙幣２１０の集積枚数が増加するに応じて押板は２０３ｂの位置に
移動し、これにより、紙幣は、収納空間内で、上方向に飛び出すことなく、ブラシローラ
２１２により水平方向に掻き出すだけで、連続して搬送される紙幣同志が干渉することな
く、上下の不整列が少なく、整然と集積される。
【００６７】
図１６に示すように、集積された紙幣２１０は、後板２０５と押板２０３に挟まれたまま
の位置に移動され、シャッタが矢印２１７ｂ方向に移動して２０１ａの位置に開けられて
取り出し準備が完了する。そこで、利用者は紙幣を取り出すことができる。
【００６８】
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次に、再び図３を参照して紙幣処理手段１における紙幣２１０の処理の手順について説明
する。
紙幣判別部３０は、詳細は図示してないが、１対のローラ間を紙幣が搬送されたときのロ
ーラの変位を検出して、２枚重なりかどうか検出する２枚検知部と、イメージセンサ等で
紙幣の印刷等を検出して紙幣の金種、真偽を判別する鑑別部から構成され、各通過紙幣の
判別結果を制御部３５に報告する。
【００６９】
一時保管庫４０は、入金取引時、入出金口２０から入金され、紙幣判別部３０で金種が確
定した紙幣を順次収納し、取引が成立するまで一旦保留し、取引成立後、順次放出する機
能を有する。本実施例では、出金取引時、紙幣判別部３０で金種が確定しないリジェクト
紙幣を収納し、出金動作が終了するまで一旦保留し、動作終了後、出金リジェクト収納動
作時、リジェクト紙幣を放出する機能を有する。
尚、本実施例では、入金庫６０は１ヶ実装した。
【００７０】
この入金庫６０に収納される紙幣は、紙幣搬送路（矢印９０１ａ）から、図示しない切り
替えゲートによって矢印９０２ａの方向に搬送され、前記入金庫６０内に連続して搬送さ
れる紙幣同志は干渉することなく集積する。
【００７１】
出金庫７０は、本実施例では１ヶ実装しており、出金用の紙幣は、係員により整列してセ
ットされ、矢印９０２ｅの方向に一枚ずつ搬送され、紙幣搬送路の矢印９０１ｅの方向に
搬送される。
【００７２】
リサイクル庫８０は、本実施例では、１ケ実装しており、前述の紙幣を連続して収納する
入金庫６０と紙幣を連続して分離繰り出す出金庫７０の機能を併せ持って、収納と分離繰
り出しのできる収納庫である。
【００７３】
装填・回収庫８１は、リサイクル庫８０と同一の構成で、後述のように、入出金取引には
用いないが、リサイクル庫として運用してもよい。
【００７４】
次に、本実施例の紙幣入出金手段の動作を再び図３で説明する。
入金取引動作時は、利用者が入金した紙幣を計数する入金計数動作と、計数した金額を利
用者が承認して「確認」を入力した後、金種毎に個別の収納庫に収納する入金収納動作に
区別される。利用者が入金取引きを中止するために「取消」を選択した場合には、取消返
却動作を行う。
【００７５】
入金計数動作時、入出金口２０に投入された紙幣は、一枚ずつに分離され、矢印５０１ａ
，５０１ｂを通って、紙幣判別部３０によって、紙幣の金種、真偽を判定される。判別が
できた紙幣は、図示しない切替えゲートを切り替え、矢印５０１ｃから５０１ｄの方向へ
搬送され、一時保管庫４０に一旦収納される。紙幣判別部３０で、判別できなかった紙幣
や、傾きや紙幣同志の間隔の異常となった入金リジェクト紙幣は、一時保管庫４０には取
り込まれず、図示しない切り替えゲートを切り替えて、矢印５０１ｆを通過し、入出金口
２０に収納され、利用者に返却される。
【００７６】
入金収納動作時は、一時保管庫４０の回転ドラム４０１を収納時とは逆に回転し、巻き取
られていた紙幣は、収納時とは逆の順に逆の方向に矢印５０１ｄに送出され、５０１ｃ，
５０１ｂと搬送され、紙幣判別部３０を通過し、図示しない切り替えゲートを切り替え、
５０１ｇ，５０１ｈ ,９０１ａを経由し、入金庫６０、リサイクル庫８０、リジェクト庫
７０のいずれかの図示しない切替えゲートを切り替えて指定の収納庫に収納する。この時
、紙幣判別部３０で再度金種、真偽等を判定し、収納庫を指定してもよいが、入金計数時
に一時保管庫４０に収納する際の全紙幣の判別結果を記憶する手段を持って、その記憶内
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容に基づき、収納庫を指定してもよい。後者の方が、収納庫の指定に要する処理時間を短
縮でき、紙幣搬送路のうち矢印５０１ｇ，５０１ｈ，９０１ａの部分を短縮できる。
【００７７】
利用者が「取消」を選択して取消返却動作を行う際には、一時保管庫４０の回転ドラム４
０１を収納時とは逆に回転し、図示しない切替えゲートを切り替え、巻き取られていた紙
幣は、収納時とは逆の順に矢印５０１ｅ、５０１ｆに搬送され、入出金口２０に収納して
、利用者に返却する。
【００７８】
出金取引時は、出金庫７０、リサイクル庫８０の各金種毎の金庫から所定の枚数づつ繰り
出し、矢印９０１ｅ、ｄ、ｃ、ｂ、ａ、５０１ｈ，５０１ｇと経由して、紙幣判別部３０
で、金種を判別し、矢印５０１ｃ、５０１ｆを経由して入出金口２０に収納し、利用者に
支払われる。紙幣判別部３０で判別できない出金リジェクトが発生した場合には、その紙
幣は、図示しない切替えゲートを切り替え、一時保管庫４０に、入金計数時と同様に矢印
５０１ｃ、５０１ｄを経由して一旦収納する。不足分の紙幣は出金庫７０やリサイクル庫
８０から追加し繰り出される。
【００７９】
出金取引時にリジェクトが発生し、一時保管庫４０に収納した場合には、出金リジェクト
収納動作を行う。本実施例では、出金リジェクト紙幣は、一時保管庫４０から、すべて入
金庫６０に収納する。あるいは、紙幣判別部３０を通過する際に、再度金種、真偽を判別
し、判別可能な紙幣で、リサイクル庫８０に収納できる金種の紙幣はリサイクル庫８０に
収納するようにすれば、リジェクト紙幣の枚数を低減でき、資金効率の向上がはかれる。
【００８０】
上記の構成を備えた入出金口およびシャッタを備えることにより、シャッタの表面ないし
周囲に降雨した雨水が装置内部に流入することを防止するとともに、それらの雨水を装置
外部に排出できる、という効果がある。
【００８１】
【発明の効果】
本発明によれば、入出金口のシャッタが雨天環境においても安定して動作できるので、入
出金口が外気に接した外壁設置型の紙幣取扱装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の現金自動取引装置の一実施例の外観を示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施例に係る現金自動取引装置の制御関係を示すブロック図で
ある。
【図３】図３は、本発明の現金自動取引装置の一実施例の構成を示す断面図である。
【図４】図４は、本発明の現金自動取引装置の紙幣取扱手段の制御関係を示すブロック図
である。
【図５】図５は、本発明の現金自動取引装置の一実施例の背面扉を開いた際の外観を示す
斜視図である。
【図６】図６は、本発明の現金自動取引装置の入出金口扉の一実施例を示す斜視図である
。
【図７】図７は、本発明の現金自動取引装置の入出金口扉の他の実施例を示す斜視図であ
る。
【図８】図８は、本発明の現金自動取引装置の入出金口の構成を示す斜視図である。
【図９】図９は、本発明の現金自動取引装置の入出金口の他の構成を示す斜視図である。
【図１０】図１０は、本発明の現金自動取引装置の入出金口の構成を示す断面図である。
【図１１】図１１は、本発明の現金自動取引装置の入出金口の構成を示す別方向の断面図
である。
【図１２】図１２は、本発明の実施例に係る入出金口（待機時）の側面図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施例に係る入出金口の側面図（入金時）である。
【図１４】本発明の実施例に係る入出金口の側面図（繰り出し動作時）である。
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【図１５】本発明の実施例に係る入出金口の側面図（出金時）である。
【図１６】本発明の実施例に係る入出金口の側面図（出金、シャッタ開時）である。
【符号の説明】
１…紙幣入出金手段、１０…フロントフェース部、２０…入出金口、３０…紙幣判別部、
４０…一時保管庫、５０…紙幣搬送路、６０…入金庫、７０…出金庫、８０…リサイクル
庫、１０１…現金自動取引装置、１０２…カード・明細票処理機構、１０７…表示手段、
１０８…顧客操作手段、２０１…シャッタ、３０２…シャッタ表面板、３１０…スライド
部材、３１２～３１４…雨水カバー、３１５…下部排水路、３１６…側面排水路、３１７
…縦排水路、３２１…シール材、３４０…突起。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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