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明 細 苫

貨幣処ヨ理装置
ま支術分野

０００1 本発明は、貨幣の入出金処理を行ぅ貨幣処理装置に関する。

背月沌支 術

０００2 従来より、店舗のバックヤードには、売上金等の入金処理ならびに釣銭等の出金処

理を行ぅ貨幣処理装置が設置されている。

０００3 この種の貨幣処理装置としては、たとえば、特許文献 には、貨幣の入金処理およ

び出金処理を行ぅ貨幣入出金処理ュニットで入金した貨幣を収集特定者しか取り出

せないよぅに受収貨幣収納ュニットに受収収納するとともに、仕切ュニットにより貨幣

入出金処理ュニットと受収貨幣収納ュニットとを隔離状態に仕切る貨幣入出金処理

システムが開示されている。

０００4 この貨幣入出金処理システムによれば、出金処理に利用される貨幣入出金処理ュ
ニット内の貨幣と受収貨幣収納ュニットに受収収納された貨幣との管理を分離するこ

とができる。

０００5 これを具体的に説明すると、貨幣入出金処理システムでは、店舗側の操作者から

入金操作を受け付けた場合には、貨幣を計数して入金貨幣を貨幣入出金処理ュニ

ットに収納し、また、出金操作を受け付けた場合には、貨幣入出金処理ュニットから

貨幣を計数して出金貨幣を繰り出す。

０００6 また、この貨幣入出金処理システムは、店舗のマネージャなど権限を有する者から

引き渡し操作を受け付けた場合には、貨幣入出金処理ュニットから受収貨幣収納ュ
ニットに貨幣を現金移動する。これによって、収集特定者側の作業者は、回収操作を

行って受収貨幣収納ュニット内の貨幣を回収することができる。

０００7 そして、貨幣入出金処理システムにおいては、収集特定者側の作業者が店舗の管

理下にある貨幣入出金ュニットに対する処理を行ぅことができないよぅに構成される一

方で、店舗側の操作者が収集特定者の管理下にある受収貨幣収納ュニットの現金

を取り出す回収処理を行ぅことができないよぅに構成されている。



０００8 また、貨幣入出金処理ュニットと受収貨幣収納ュニットは、仕切ュニットにょり物理

的に隔離されており、一方のュニットを開放することにょり他方のュニットに収納され

る貨幣に触れることはできないょぅに構成されている。

０００9 このょぅに、特許文献 では、操作する者の所属や権限にょり、貨幣入出金処理ュ
ニットや受収貨幣収納ュニットに対して実行できる処理が典なるとともに権限の無い

ュニットに収納された貨幣に触れることはできない。

００1０ また、特許文献2 には、顧客にょり操作される紙幣処理部と、受け入れが確定した

紙幣の収納部とを隔壁にょり隔絶し、この隔壁に紙幣処理部と収納部との間で紙幣

を流通させる通路用窓孔を設けることにょり、構造を複雑化せずに紙幣の引渡しを可

能にする紙幣処理装置が開示されている。

００1 1 特許文献 1 : 特開2 ００2 2833 号公報

特許文献2 : 特開2 ００ 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００1 2 しかしながら、上記の特許文献 では、典なる2 つの部位で紙幣を収納するのが限

界であるため、3 者以上の当事者が関係する場合に対応することができないとぅ問題

がある。

００1 3 例えば、特許文献 では、店舗おょび収集特定者が貨幣入出金処理システム内の

貨幣を取り扱ぅことを想定しているものの、店舗、銀行おょび収集特定者の3 者が貨

幣を取り扱ぅことを想定した場合には、当事者の3 者のぅち2 者の貨幣が貨幣入出金

処理ュニットまたは受収貨幣収納ュニットにおける同一の部位で管理されることにな

り、このょぅにして、同一部位で2 者の貨幣が管理されると、一方の当事者が他方の当

事者の貨幣に接触することができてしまぅ。

００1 4 また、上記の特許文献2 においても、3 者以上の当事者が存在する場合には、収納

部に2 者が取り扱ぅ紙幣が混在して収納されることになるので、収納部を取り扱ぅ権限

を有する者であれば全ての紙幣に接触することができてしまぅといぅ問題がある。

００1 5 そこで、本発明は、上述した従来技術にょる課題 ( 問題点 ) を解消するためになされ

たものであり、3 者以上の当事者が貨幣の取り扱いに関与することができる貨幣処理



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

００16 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る貨幣処理装置は、

貨幣の入出金処理を行ぅ貨幣処理装置であって、前記貨幣処理装置は少なくとも第

の部位、第2の部位および第3の部位を有し、前記第 の部位は、少なくとも前記貨

幣の受入と投出を行ぅ入出金部を備え、前記第2の部位は、少なくとも前記貨幣の収

納とともに収納した貨幣の繰出しを行ぅ収納繰出部と、この部位の開放を制限する施

錠機構とを備え、前記第3の部位は、少なくとも前記貨幣の収納を行ぅ収納部と、この

部位の開放を制限する施錠機構とを備え、前記第2の部位の施錠機構の開錠条件と

前記第3の部位の施錠機構の開錠条件とを、典なる条件に設定可能であることを特

徴とする。

００17 また、本発明に係る貨幣処理装置は、上記の発明において、前記第2の部位およ

び前記第3の部位の少なくとも一方が金庫内に設けられ、この金庫の隔壁に設けら

れた貨幣通路用開口を通して前記貨幣が搬送され、この金庫の扉がこの金庫内に

設けられた部位に対応する前記施錠機構により施錠されることを特徴とする。

００18 また、本発明に係る貨幣処理装置は、上記の発明において、前記第 の部位は、こ

の部位の開放を制限する施錠機構をさらに備え、この施錠機構の開錠権限は、前記

第2の部位の施錠機構の開錠条件および前記第3の部位の施錠機構の開錠条件の

少なくとも一方と典なる条件に設定可能であることを特徴とする。

００19 また、本発明に係る貨幣処理装置は、上記の発明において、前記第2の部位の収

納部が収納する貨幣の、金額または金種別の枚数である、第2部位在高を記憶する

第2在高記憶部と、前記第3の部位の収納部が収納する貨幣の、金額または金種別

の枚数である、第3部位在高を記憶する第3在高記憶部と、前記第2の部位と他の前

記部位との間で貨幣の授受が行われたとき、この授受された貨幣の金額または金種

別の枚数を某に、前記第2部位在高を更新する第2在高更新部と、前記第3の部位と

他の前記部位との間で貨幣の授受が行われたとき、この授受された貨幣の金額また

は金種別の枚数を墓に、前記第3部位在高を更新する第3在高更新部とを有するこ

とを特徴とする。



００2０ また、本発明に係る貨幣処理装置は、上記の発明において、前記部位別に、前記

各在高を外部装置へ送信可能に構成したことを特徴とする。

００2 1 また、本発明に係る貨幣処理装置は、上記の発明において、操作権限を確認する

操作権限確認部と、前記第 の部位が受け入れた貨幣を所有権の移伝を伴って前

記第2の部位へ搬送して収納する入金処理を実行できる入金権限、および、前記第

2の部位が収納している貨幣を前記第3の部位へ搬送して収納する引渡処理を実行

できる引渡権限と、前記操作権限との対応を設定する操作権限設定部と、前記操作

権限確認部によって確認された前記操作権限と、前記操作権限設定部に設定され

た対応付けにもとづいて、前記入金処理および前記引渡処理の実行可否を制御す

る制御部とを有することを特徴とする。

００22 また、本発明に係る貨幣処理装置は、上記の発明において、前記第2の部位に収

納している貨幣を、所有権の移伝を伴って前記第 の部位へ搬送して投出する出金

処理時に、出金には不適切と識別された出金リジェクト貨幣を一時保留する一時保

留部と、前記一時保留部に一時保留された出金リジェクト貨幣を、該出金リジェクト貨

幣を収納していた第2の部位へ搬送する制御を行ぅ制御部とを有することを特徴とす

る。

００23 また、本発明に係る貨幣処理装置は、上記の発明において、前記第2の部位に収

納している貨幣を、所有権の移伝を伴って前記第 の部位へ搬送して投出する出金

処理時に、出金には不適切と識別された出金リジェクト貨幣を一時保留する一時保

留部を前記第2の部位に備えることを特徴とする。

発明の効果

００24 本発明によれば、貨幣処理装置が少なくとも第 の部位、第2の部位および第3の

部位を有し、第 の部位が少なくとも貨幣の受入と投出を行ぅ入出金部を備え、第2の

部位が少なくとも貨幣の収納とともに収納した貨幣の繰出しを行ぅ収納繰出部と、こ

の部位の開放を制限する施錠機構とを備え、第3の部位が少なくとも貨幣の収納を

行ぅ収納部と、この部位の開放を制限する施錠機構とを備え、第2の部位の施錠機構

の開錠条件と第3の部位の施錠機構の開錠条件とを典なる条件に設定可能であるよ

ぅに構成したので、この少なくとも3つの部位に関与できる権限を区別でき、3者以上



の当事者が貨幣の取り扱いに関与することができる。

００25 また、本発明によれば、第2の部位および第3の部位の少なくとも一方が金庫内に

設けられ、この金庫の隔壁に設けられた貨幣通路用開口を通して貨幣が搬送され、

この金庫の扉がこの金庫内に設けられた部位に対応する施錠機構により施錠される

よぅに構成したので、外部から貨幣を遮断しつつ、部位間の貨幣の授受を行ぅことが

でき、当事者以外の第三者に対する防犯性を飛躍的に高めることができる。

００26 また、本発明によれば、第 の部位がこの部位の開放を制限する施錠機構をさらに

備え、この施錠機構の開錠権限を第2の部位の施錠機構の開錠条件および第3の部

位の施錠機構の開錠条件の少なくとも一方とは典なる条件に設定可能であるよぅに

構成したので、第2の部位または第3の部位の取扱いに関与する者であっても開錠

条件を満たさない限りは第 の部位の施錠機構を開錠させず、第 の部位の取扱い

に関与する人を制限することができる。

００27 また、本発明によれば、第2の部位の収納部が収納する貨幣の、金額または金種

別の枚数である、第2部位在高を記憶し、第3の部位の収納部が収納する貨幣の、

金額または金種別の枚数である、第3部位在高を記憶し、第2の部位と他の部位との

間で貨幣の授受が行われたとき、この授受された貨幣の金額または金種別の枚数を

某に第2部位在高を更新し、第3の部位と他の部位との間で貨幣の授受が行われた

とき、この授受された貨幣の金額または金種別の枚数を某に第3部位在高を更新す

るよぅに構成したので、各部位の間で現金の移動があった場合でも各収納部の在高

を正確に管理することができる。

００28 また、本発明によれば、前記部位別に、前記各在高を外部装置へ送信可能に構成

したので、外部装置から在高を確認できるとともに、権限の無い部位の在高へのアク

セスを制限することができる。

００29 また、本発明によれば、第 の部位が受け入れた貨幣を所有権の移伝を伴って第2

の部位へ搬送して収納する入金処理を実行できる入金権限、および、第2の部位が

収納している貨幣を第3の部位へ搬送して収納する引渡処理を実行できる引渡権限

と、操作権限との対応を設定し、確認した操作権限と、設定した対応付けにもとづい

て、入金処理および引渡処理の実行可否を制御するよぅに構成したので、操作者に



付与された操作権限に入金権限または引渡権限がある場合にだけ入金処理または

引渡処理を実行させることができる。

００3０ また、本発明によれば、第2の部位に収納している貨幣を所有権の移伝を伴って第

の部位へ搬送して投出する出金処理時に、出金には不適切と識別された出金リジ

ェクト貨幣を一時保留し、一時保留部に一時保留された出金リジェクト貨幣を、該出

金リジェクト貨幣を収納していた第2の部位へ搬送する制御を行ぅよぅに構成したので

、本来の出金リジェクト紙幣の所有者に出金リジェクト紙幣を可及的速やかに戻すこ

とができ、貨幣が所在する部位の取扱権限と紙幣の所有権との整合性を担保できる

とともに各部位の在高が確定された状態に復帰できる。

００3 1 また、本発明によれば、第2の部位に収納している貨幣を、所有権の移伝を伴って

第 の部位へ搬送して投出する出金処理時に、出金には不適切と識別された出金リ

ジェクト貨幣を一時保留する一時保留部を第2の部位に備えるよぅに構成したので、

出金リジェクト貨幣が発生した場合でも貨幣が所在する部位の取扱権限と紙幣の所

有権との整合性を担保できる。

図面の簡単な説明

００32 図 図 は、本実施例に係る紙幣処理装置の全体構成を示す構成図である。

図2 図2は、本実施例に係る取扱権限の区分けの多様性を説明するための説明図

である。

図3 図3は、集積部の構成の一例を説明するための説明図である。

図4 図4は、入金時における紙幣の流れを説明するための説明図である。

図5 図5は、出金時における紙幣の流れを説明するための説明図である。

図6 図6は、引渡時における紙幣の流れを説明するための説明図である。

図7 図7は、精査復路時における紙幣の流れを説明するための説明図である。

図8 図8は、連続取引出金時における紙幣の流れを説明するための説明図である。

図9 図9は、本実施例に係る紙幣処理装置の機能構成を示すブロック図である。

図1０図 ０は、本実施例に係る操作ターミナルの外観を示す平面図である。

図11 図 は、本実施例に係る入金処理の手順を示すフローチャートである。

図12 図 2は、本実施例に係る第 の出金処理の手順を示すフローチャートである。



図13 図 3は、操作ターミナルに表示される画面の一例を示す図である。

図14 図 4は、本実施例に係る第2の出金処理の手順を示すフローチャートである。

図15 図 5は、操作ターミナルに表示される画面の一例を示す図である。

図16 図 6は、本実施例に係る入金兼出金処理の手順を示すフローチャートである

図17 図 7は、本実施例に係る第 の釣銭作成処理の手順を示すフローチャートで

ある。

図18 図 8は、本実施例に係る第2の釣銭作成処理の手順を示すフローチャートで

ある。

図19 図 9は、本実施例に係る引渡処理の手順を示すフローチャートである。

図2０図2０は、本実施例に係る紙幣処理装置を構成する入出金部、収納繰出部及

び収納部のレイアウトの応用例を示す図である。

図2 1 図2 は、図2０に示したレイアウトの応用例の紙幣授受を示す図である。

図22 図22は、外部装置に付与するアクセス権限の一例を示す図である。

図23 図23は、外部装置に付与するアクセス権限の一例を示す図である。

符号の説明

紙幣処理装置

０ 入出金部

入金 口

2 識別部

3 出金 口

4 入金門口

5 j一時保留部

6 搬送部

2０ 収納繰出部

2 2 2 C 2 2 2 スタッカ

2 G 精査カセット

3０ 収納部



集積部

3 搬迭適過検知部

3 b 補助札押え口一ラ

。集積亜

3 d 札押え

。集積紙幣端面検知部

1０ 操作ターミナル

指示受付部

2 表示部

3 カート読取部

4 印字部

5 報知部

０ 記惜部

０ 制御都

０a 入企制御都

０b 出企制御都

０c 引渡制御都

０d 収納繰出部在高更新都

０e 収納部在高更新都

2００ ホストコンピュータ

発明を実施するための最良の形態

以下に添付図面を参昭して、本発明に係る貨幣処理装置の好適な実施例を梓細

に脱明する。なお、以下ては、脱明の便宜上、紙幣処理装置と同様の構成を有する

硬貨処理装置の脱明を省略するか、本発明の適用範囲を紙幣処理装置に限定する

ものてはなく、紙幣処理装置およひ硬貨処理装置の両方または片方たけか存在する

場合にも本発明を同様に適用することかてきる。

ます、本実施例に係る紙幣処理装置の全体構成にっいて脱明する。図 は、本実

施例に係る紙幣処理装置の全体構成を示す構成図てある。



００36 図 に示すよぅに、紙幣処理装置 では、当該紙幣処理装置 を紙幣の入出金処理

を行ぅ入出金部 ０、紙幣を収納 繰出する収納繰出部2０および紙幣を収納する収

納部3０に区分けし、典なる3者の当事者が当該当事者に許容される部位だけを取扱

可能なよぅに入出金部 ０、収納繰出部2０および収納部3０を構成した。

００37 これによって、本実施例では、3者以上の当事者が紙幣の取り扱いに関与すること

を可能とした。

００38 例えば、図2の ( )～(4) に示すよぅに、店舗の操作者 (オペレータ) 、店舗のバック

ヤード責任者 (店舗マネージャ) 、銀行員、銀行員の代理人 (メンテナンス貝) 、収集

特定者 (例えば、警備会社の警備員 ) などの多様な当事者及びその代理人に多種多

様な組合せで入出金部 ０、収納繰出部2０及び収納部3０の取扱権限を区分けさせ

ることができる。

００39 ここで、本実施例では、図2に示した取扱権限の区分けの中でも図2の (3) に示した

取扱権限を入出金部 ０、収納繰出部2０及び収納部3０それぞれに持たせる場合に

ついての実施例を例示することとする。

００4０ すなわち、本実施例では、銀行等の金融機関が紙幣処理装置 を店舗にリースし、

店舗の営業中には、入出金部 ０と収納繰出部2０の間で現金授受を行ぅとともに収

納繰出部2０内の余分な現金を収納部3０に現金移動し、警備会社に収納部3０内の

現金を回収させる逆用を想定している。

００4 1 かかる逆用により、店舗の銀行 口座の現金として引落や預入を自在にするとともに

店舗での過剰な現金残置を予防し、現金運搬に警備会社を介在させることで、店舗

および銀行の資金流動を効率化しつつ、資金運搬時の防犯性を高めるためである。

００42 そして、入出金部 ０を取り扱ぅ際には、後述する操作ターミナル ０でのカードもし

くはパスヮ一ドを用いた認証処理を経た上で入出金可能とし、収納繰出部2０を取り

扱ぅ際には、操作ターミナル ０でのカードもしくはパスヮ一ドを用いた認証処理また

は図示しない金庫ダイヤルや金庫レバーを介した所定の操作を経た上で内部の露

出を可能とし、また、収納繰出部2０を取り扱ぅ際にも、収納繰出部2０の場合と同様に

して内部の露出を可能なよぅに構成した。

００43 このため、本実施例では、店舗、銀行および警備会社の3者がそれぞれに許容さ



れた区分の部位以外の紙幣に接触することを防止することができ、当事者が 3者であ

っても当事者間の不可侵性を担保することができる。

００44 また、本実施例では、収納繰出部2０及び収納部3０それぞれを別の金庫内に設置

し、図 で示した入出金部 ０と収納繰出部2０が隣接する部分、および、収納繰出部

2０と収納部3０が隣接する部分の金庫の隔壁に つまたは複数の紙幣通路用開口を

設けておき、この紙幣通路用開口を通して紙幣を搬送し、収納繰出部2０の金庫の扉

および収納部3０の金庫の扉を電子錠や機械錠などの施錠機構により施錠するよぅ

に構成したので、当事者以外の第三者 (例えば、不正な店舗オペレータや犯罪者等

の第三者) に対する防犯性を飛躍的に高めることができる。

００4 5 なお、本実施例では、収納繰出部2０及び収納部3０それぞれを別の金庫内に設置

することとしたが、必ずしも収納繰出部2０及び収納部3０を別々の金庫に設置する必、

要はなく、収納繰出部2０及び収納部3０を つの金庫内に設置しておき、収納繰出

部2０と収納部3０の隣接部分を隔壁で遮断して扉をそれぞれに設置するよぅに構成

してもかまわない。

００46 続いて、本実施例に係る紙幣処理装置の各部の構成について説明する。図 に示

すよぅに、入出金部 ０は、入金 口 と、識別部 2と、出金 口 3と、入金リジェクトロ (

以下、入金門口) 4と、リジェクトー時保留部 (以下、団一時保留部 ) 5と、搬送部

6とを有する。

００4 7 入金 口 は、装置の天面を凹状に窪ませて略長方形の開口を形成したボックスで

あり、ボックスの底面に設けられた口一ラ等の繰込み手段により入金紙幣を 枚ずつ

内部に繰り込む。なお、この入金 口 、そして後述する出金 口 3及び入金門口 4

を常に露出状態に置いておくのは安全性に欠けるため、実際には使用時にだけ開

放状態となるシャッタが設けられている。

００48 識別部 2は、紙幣を識別するビルバリュニット(b va d un )であり、例えば、紙幣

の真偽判定、正損判定、金種判定や新 日等の券種判定など各種の鑑別を行ぅ。なお

、真偽判定では、貨幣が本物か偽物かを判定する。また、正損判定では、本物の貨

幣のぅち状態の良いものを正券、汚れや損傷があるものを損券と判定する。

００49 出金 口 3は、装置の天面を凹状に窪ませて略長方形の開口を形成したボックスで



あり、出金処理時に識別部 2によって適正紙幣と識男 された出金紙幣を装置外部

から取出可能に投出する。なお、出金 口 3及び入金門口 4では、紙幣の抜き取り

を検知するべく、図示しない抜き取り検知用のセンザが設けられている。

００5０ 入金門口 4は、装置の前面を凹状に窪ませて略長方形の開口を形成したボックス

であり、入金処理時に不適正貨幣と識男 された入金門紙幣を装置外部から取出可

能に投出する投出口である。なお、ここで吉ぅ入金門紙幣とは、入金される紙幣を識

別した段階で、識別不能紙幣、偽紙幣、複数枚の紙幣が連なって搬送された連鎖状

態での入金紙幣、損傷のひどい紙幣などと識男 された紙幣を指す。また、出金取引

時には、出金 口 3と同様に、出金紙幣を装置外部から取出可能に投出することがで

きる。これにより、出金 口 3と入金門口 4を用いて、多様な出金取引が可能となる。

００5 1 団一時保留部 5は、出金処理時に不適正紙幣と識男 された出金門紙幣を一時保

留する収納繰出部であり、団一時保留部 5内部に出金門紙幣を繰り込む機構およ

び団一時保留部 5外部に出金門紙幣を繰り出す機構を有している。なお、出金門
紙幣とは、出金される紙幣を識別した段階で、識別不能紙幣、偽紙幣、複数枚の紙

幣が連なって搬送された連鎖状態での出金紙幣、損傷のひどい紙幣などと識男 され

た紙幣を指す。

００5 2 搬送部 6は、紙幣を表裏両側から挟持して一枚ずつ搬送する一対のべルトからな

るべルトコンベアを有し、入金 口 、識別部 2、出金 口 3、入金門口 4、団一時保

留部 5、後述するスタッカ2 ～2 、精査カセット2 G及び集積部3 の間で紙幣

の搬送を行ぅ。

００5 3 また、収納繰出部2０は、図 に示すよぅに、スタッカ2 ～2 と、精査カセット2

Gとを有する。

００54 スタッカ2 ～2 は、紙幣を内部に繰り込んで集積して収納するとともに集積紙

幣を 枚ずつ搬送部 6に繰り出す収納繰出部であり、紙幣の集積呈がェンプティで

ある場合にステージがステージ開始位置に所在し、紙幣の集積呈が増えるにつれて

ステージの位置が下方向に移動し、最終的にはステージ下限位置まで可動すること

ができる。一方、練り出し時にほ、紙幣を練り出すにつれてステージが上昇し、全て

の紙幣を繰り出すと、ステージがステージ上限位置まで移動する。



００5 5 なお、本実施例では、スタッカ2 には 紙幣を、スタッカ2 には 5紙幣を、

スタッカ2 には ０紙幣を、スタッカ2 には 2０紙幣を、スタッカ には 5０紙

幣を、また、スタッカ2 には ００紙幣を割り当てることとする。ここでは、 つのスタ

ッカにつき つの金種を割り当てることとしたが、 つのスタッカに2種類の金種を混在

収納してもよいし、複数のスタッカに同一金種を収納するようにしてもかまわない。

００56 精査カセット2 Gは、スタッカ2 ～2 と同様に、紙幣を内部に繰り込んで集積

して収納するとともに集積紙幣を 枚ずつ搬送部 6に繰り出す収納繰出部であり、

収納繰出部2０に着脱可能な現金カセットとして構成される。

００5 7 この精査カセット2 Gは、紙幣ジヤム (紙幣詰り) などが原因でスタッカ2 ～2 (

以下、複数のスタッカを総称する場合にはスタッカ2 と記載する) の収納枚数が不確

定になった場合にそのスタッカ2 の収納枚数を精査するためのものであり、精査特

に精査対象のスタッカ2 の紙幣を受け入れて収納した後、この収納した紙幣を繰り

出す動作を行う。

００58 また、精査カセット2 Gに補充用紙幣を装てんし、スタッカ2 ～2 に紙幣を補

充することもできる。また、スタッカ2 ～2 と同様に、収納繰出部として使用する

こともできる。また、スタッカ2 が満杯 (フル状態 ) になった場合、オーバーフローした

紙幣を受け入れるオーバーフロースタッカとしても使用できる。

００59 また、収納部3０は、紙幣を上下に立てた姿勢のまま紙幣面 (表面または裏面)を合

わせて整列させた状態で紙幣を水平方向に集積する集積部3 を有し、集積部3 は

、図3に示すように、搬送通過検知部3 aと、補助札押え口一ラ3 bと、集積亜3 cと

、札押え3 dと、集積紙幣端面検知部3 eとを内在する。

００6０ この集積部3 では、搬送部 6によって搬送される搬送紙幣を搬送通過検知部3

aによって検知し、搬送紙幣が検知された場合に、補助札押え口一ラ3 bを反時計回

りに回転させることよって紙幣のばたつきを抑えながら、集積亜3 cを時計回りに回

伝させることにより紙幣を巻き込みながら札押え3 dに押し付ける。そして、集積部3

は、集積紙幣が集積紙幣端面検知部3 eにより検知されると、札押え3 dを奥手方

向に可動させる。

００6 1 なお、収納部3０に収納される紙幣は、営業終了後に売上金等が入金された状熊



で回収されることから膨大な呈となるケースが多い。このため、本実施例では、店舗の

営業終了後に警備会社の警備員が立位体勢で整列した紙幣を手回収して小分け話

めできるよぅに引出し式の集積部3 を例示したが、現金ヵセットとしてもかまわない。

その場合は、集積部3 と比較して、警備員に直接現金を触らせなくともよい等のメリ

ットが得られる。集積部3 を縦長に構成し、麻袋、樹脂袋等の袋に紙幣を落下させ

てもかまわない。

００62 また、本実施例でほ、紙幣の収納だけを行 収納部3０を第3の部位として例示した

が、第2の部位である収納繰出部2０と同様に、紙幣の繰り出しもさらに行ぅ収納繰出

部として第3の部位を構成することもできる。この場合には、第3の部位である収納繰

出部から第2の部位である収納繰出部2０に、団一時保留部 4や精査ヵセット2 G

等を介して、紙幣の補充を行ぅよぅに構成することもできる。

００63 ここで、本実施例では、入出金部 ０と収納繰出部2０の境界で紙幣ジヤムが発生し

た場合でもいずれの取扱権限の区分に紙幣が属するかを明確ィヒする機構を有して

いる。

００64 例えば、搬送部 6によってスタッヵ2 に ０紙幣を搬送する際に入出金部 ０と

収納繰出部2０の境界で紙幣ジヤムが発生した場合を想定する。このとき、図 に拡

大して図示したよぅに、入出金部 ０側の搬送口一うのグリップカP と収納繰出部2０

側の搬送口一うのグリップカP2の間に差を設け、P ノP2と設定する。

００65 このよぅに両者のグリップカを設定しておけば、紙幣ジヤムが入出金部 ０と収納繰

出部2０の境界で発生したとしても、紙幣全体がセンザ 8cを通過して収納繰出部2０

内への移動が確定したと判断される前に入出金部 ０側に引き戻すことができる。

００66 このため、店舗側だけに完結して紙幣ジヤムの解除操作を行ぅことができ、銀行の

代理人 (メンテ員 ) に連絡して訪問を待つ時間と労力を省くことができる。さらに、収納

繰出部2０と収納部3０の間にも同様の機構を備えており、引き戻した紙幣を任意のス

タッヵ等に収納することができる。

００67 次に、図4～図8を用いて、本実施例に係る紙幣処理装置の紙幣の流れについて

説明する。

００68 まず、入金時における紙幣の流れについて説明する。図4は、入金時における紙幣



の流れを説明するための説明図である。図4に示すよぅに、入金時には、入金 口

で練り込んで受け入れた紙幣を搬送部 6により識別部 2を通過させて紙幣を識別

させる。このとき、識別結果に応じて搬送先が決定される。例えば、識別結果が

紙幣であった場合にはスタッカ2 に搬送され、識別結果が 5紙幣であった場合

にはスタッカ2 に搬送されるといぅよぅに、 ０紙幣、 2０紙幣、 5０紙幣、 ０

０紙幣の場合も同様にして搬送される。

００69 続いて、入金返却における紙幣の流れについて説明する。入金返却とは、入金操

作に応答して紙幣がスタッカ2 に一コ収納されて入金金額とその金種内訳の確認、

表示が操作ターミナル ０でなされた時に、入金金額または金種内訳を不服として

なされた入金の拒否操作に応答して行われる紙幣の返却を指す。

００7０ 入金返却時には、 紙幣～ ００紙幣までのいずれの金種の紙幣を返却 (出金

)する場合でも、スタッカ2 から搬送部 6に紙幣が練り出され、該繰出された紙幣が

搬送部 6によって識別部 2に搬送される。

００7 1 このとき、出金適正紙幣として識男 された場合には、搬送部 6により紙幣が出金 口

3に搬送される一方で、出金不適正紙幣 (出金門紙幣) として識男 された場合には、

搬送部 6により紙幣が団一時保留部 5に搬送される。

００72 そして、団一時保留部 5に一時保留された出金門紙幣は、即座に収納元のスタッ

カ2 に搬送されるか、或いは現在返却中の金種の返却が終了してから収納元のスタ

、ソカ2 に搬送される。また、取引が連続する場合、一連の取引終了後、この搬送処

理を行ってもよい。具体的には一定時間以上取引がない場合に行ぅ。

００73 このよぅに、出金門紙幣を収納元のスタッカ2 に搬送する戻口般送を行ぅのは、団
一時保留部 5が収納繰出部2０ではなく、本来的に出金門紙幣の所有権を持たな

い店舗が取扱権限を有する入出金部 ０に所在するからである。

００74 すなわち、出金門紙幣の本来の所有者は銀行であるにもかかわらず、本来の所有

者である銀行に取扱権限のない口一時保留部 5で長期間保持される状況が続くこ

とは好ましくない。また、収納繰出部2０に本来存在すべき紙幣が店舗に取扱権限が

ある入出金部 ０に存在するため、収納繰出部2０の在高が不確定な状態になる。

００75 したがって、本実施例では、本来の所有者である銀行が取扱権限を有する収納繰



出部2０に出金門紙幣を可及的速やかに戻し、紙幣が所在する部位の取扱権限と紙

幣の所有権との整合性を担保するとともに収納繰出部2０の在高を確定状態に戻す

こととした。

００76 このことから、団一時保留部 5が収納繰出部2０に所在する場合には、スタッカ2

から繰り出されて団一時保留部 5に一時保留された紙幣の枚数が確定しているなら

ば、上記の戻し搬送を必ずしも行ぅ必要はなく、出金門紙幣を団一時保留部 5に貯

留しておくこともできる。

００77 また、本実施例では、同一の紙幣が所定の回数 (例えば、3回)繰り返して出金門
紙幣と識別された場合には、収納部3０の集積部3 に収納することとしている。

００78 ここで、同一の紙幣が繰り返し出金門紙幣となる原因として、スタッカ2 の繰出機構

の不具合が挙げられるが、かかる不具合により複数枚の紙幣が重なって出金門紙幣

として集積部3 に搬送される場合には、集積部3 に収納される出金門紙幣の枚数

が不透明になってしまぅ。

００79 そこで、本実施例では、スタッカ2 に紙幣が収納される前段階で識別部 2によっ
て識別される紙幣の記番号を後述する記憶部 2０に登録しておき、さらに、入金返

却時に繰り出される段階においても紙幣の記番号を記憶部 2０に登録し、収納時の

記番号と繰出時の記番号を比較して、集積部3 に収納される出金門紙幣の枚数を

特定することとした。

００8０ 例えば、スタッカ2 への収納段階で紙幣の記番号が 「００34 」、「０2０9」、「 3０9」、

「００2０」とレぢ順番で登録されていたとした時には、スタッカ2 の繰出機構に不具合

がなければ、繰出時には「００2０」、「 3０9」、「０2０9」、「００34 」といぅよぅに収納時と

は逆の順番に記番号が登録されることになる。そして、仮に繰出機構に不具合が発

生して繰出時の記番号が 「００2０」、「不明」、「００34 」と登録されていた場合には、収

納時の記番号と比較して記番号「 3０9」及び「０2０9」を持つ紙幣が欠落しているの

で、これら2つの記番号を持つ紙幣が重なって「不明」と識別されていたと特定するこ

とができ、「 3０9」及び「０2０9」の記番号を持つ紙幣2枚が集積部3 に収納された

ものと見倣すことができる。

００8 1 次に、出金時における紙幣の流れについて説明する。図5は、出金時における紙



幣の流れを説明するための説明図である。図5に示すよぅに、出金時には、 紙幣

～ ００紙幣までのいずれの金種の紙幣を出金する場合でも、スタッカ2 から搬送

部 6に紙幣が繰り出され、該繰出された紙幣が搬送部 6によって識別部 2に搬送

される。

００82 このとき、出金適正紙幣として 哉男 された場合には、搬送部 6により紙幣が出金 口

3に搬送される一方で、出金不適正紙幣 (出金門紙幣) として 哉男 された場合には、

搬送部 6により紙幣が団一時保留部 5に搬送される。なお、団一時保留部 5に一

時保留された出金門紙幣については、上記の入金返却で説明した戻し搬送または

集積部3 への搬送が行われることになる。

００83 次に、入金 口補充時における紙幣の流れについて説明する。入金 口補充とは、入

金 口 から紙幣を投入してスタッカ2 ～2 に出金用紙幣を補充することを指す

００84 入金補充時には、入金口 で繰り込んで受け入れた補充用の紙幣を搬送部 6に

より識別部 2を通過させて紙幣を 哉男 させる。このとき、識別結果に応じて搬送先が

決定される。

００85 例えば、識別結果が 紙幣であった場合にはスタッカ2 に搬送され、識別結果

が 5紙幣であった場合にはスタッカ2 に搬送されるといぅよぅに、 ０紙幣、 2

０紙幣、 5０紙幣、 ００紙幣の場合も同様にして搬送される。一方、識別結果が

入金門紙幣であった場合には、いずれのスタッカ2 にも収納させずに搬送部 6によ

り入金門口 4から排出させる。なお、補充用の紙幣が入金適正紙幣であると識別さ

れた場合でも、その識別金種に対応するスタッカ2 がニアフル状態またはフル状態

である場合には、搬送部 6により出金 口 3から返却させる。

００86 次に、カセット補充時における紙幣の流れについて説明する。カセット補充とは、紙

幣を収納した状態で精査カセット2 Gを収納繰出部2０に装着してスタッカ2 ～2

に出金用の紙幣を補充することを指す。

００87 カセット補充時には、精査カセット2 Gから搬送部 6に紙幣が繰り出され、該繰出

された紙幣が搬送部 6によって識別部 2に搬送される。このとき、識別結果に応じ

て搬送先が決定される。



００88 例えば、識別結果が 紙幣であった場合にはスタッカ2 に搬送され、識別結果

が 5紙幣であった場合にはスタッカ2 に搬送されるとレぢよぅに、 ０紙幣、 2

０紙幣、 5０紙幣、 ００紙幣の場合も同様にして搬送される。一方、識別結果が

入金門紙幣であった場合には、いずれのスタッカ2 にも収納させずに搬送部 6によ

り入金ロ口 4から排出させる。なお、補充用の紙幣が入金適正紙幣であると識別さ

れた場合でも、その識別金種に対応するスタッカ2 がニアフル状態またはフル状態

である場合には、搬送部 6により出金 口 3から返却させる。または、団一時保留部

5へ搬送して保留した後、精査カセット2 Gへ搬送して収納しても良い。

００89 次に、引渡時における紙幣の流れについて説明する。図6は、引渡時における紙

幣の流れを説明するための説明図である。引渡とは、スタッカ2 に収納された紙幣を

集積部3 に引き渡すことを指す。

００9０ 図6に示すよぅに、引渡時には、 紙幣、 5紙幣、 ０紙幣及び 2０紙幣など

の低額紙幣を収納するスタッカ2 ～2 と、 5０紙幣及び ００紙幣などの高

額紙幣を収納するスタッカ2 及び2 との間で、集積部3 に搬送するまでに精査

カセット2 Gを経由させるか否かが典なる。

００9 1 なお、この違いは、紙幣処理装置 のスタッカ2 のレイアウトによるものであり、低額

紙幣または高額紙幣であるかによって引渡経路を典にするものではない。すなわち、

図 に示す紙幣処理装置 では、高額紙幣ほど出金用紙幣として用いる機会が少な

く、スタッカ2 に常備すべき枚数も少なくなることから、紙幣が高額になるにつれてス

タッカの容呈を小さくしたレイアウトを採用している。

００92 そして、スタッカ2 及び2 から引渡しを行ぅ場合に精査カセット2 Gを経由させ

るのは、スタッカ2 及び2 から識別部 2まで紙幣を搬送する経路と、識別部 2

による識別後に紙幣を収納部3０まで搬送する経路とが重複するといぅレイアウト上の

理由によるものであり、たとえば入出金部 ０と隣接するよぅにスタッカ2 及び2 を

設けることにより、レイアウト上の制約をなくして経路重複がないよぅに構成することも

できる。

００93 スタッカ2 ～2 の紙幣を引き渡す場合には、図6 (a) に示すよぅに、スタッカ2

～2 のいずれかのスタッカ2 から搬送部 6に紙幣が繰り出され、該繰出された



紙幣が搬送部 6によって識別部 2に搬送される。

００94 このとき、出金適正紙幣として識男 された場合には、搬送部 6により紙幣が集積部

3 に搬送される一方で、出金不適正紙幣 (出金門紙幣) として識男 された場合には、

搬送部 6により紙幣が団一時保留部 5に搬送される。なお、団一時保留部 5に一

時保留された出金門紙幣については、上記の入金返却で説明した戻し搬送または

集積部3 への搬送が行われることになる。

００95 また、スタッカ2 及び2 の紙幣を引き渡す場合にほ、図6 (b) に示すように、ス

タッカ2 または2 から搬送部 6に紙幣が繰り出され、該繰出された紙幣が搬送

部 6によって精査カセット2 Gに搬送される。その後に、精査カセット2 Gから搬送

部 6に紙幣が繰り出され、該繰出された紙幣が搬送部 6によって識別部 2に搬送

される。

００96 このとき、出金適正紙幣として識男 された場合には、搬送部 6により紙幣が集積部

3 に搬送される一方で、出金不適正紙幣 (出金門紙幣) として識男 された場合には、

搬送部 6により紙幣が団一時保留部 5に搬送される。なお、団一時保留部 5に一

時保留された出金門紙幣については、上記の入金返却で説明した戻し搬送または

集積部3 への搬送が行われることになる。この場合には、団一時保留部 5に保留

するために搬送される紙幣の経路と、精査カセット2 Gから識別部 6に搬送する紙

幣の経路とが重複することとなるので、出金門紙幣発生時には、精査カセット2 Gか

らの紙幣の繰出しを一時停止して戻し搬送または集積部3 への搬送を行ぅ。

００97 次に、精査往路時における紙幣の流れについて説明する。精査とは、紙幣ジヤム (

紙幣詰り) などが原因でスタッカ2 の収納枚数 (後述する収納繰出部在高) が不確定

になった場合に各スタッカ2 の収納枚数を精査することを指し、金種 (スタッカ)ごと

に精査を行ぅ。なお、精査には、スタッカ2 内の紙幣が精査カセット2 Gまで搬送さ

れる往路と、精査カセット2 G内に搬送された紙幣がスタッカ2 内に搬送される復路

とが存在し、ここではその往路について説明する。

００98 例えば、低額紙幣のスタッカから昇順に精査が行われるとした時には、スタッカ2

から搬送部 6に紙幣が練り出され、該繰出された紙幣が搬送部 6によって識別部

2に搬送される。このとき、 紙幣であるとの識別結果が得られた場合には、搬送部



6により紙幣が精査カセット2 Gに搬送する一方で、出金不適正紙幣 (出金門紙幣

) として識別された場合には、搬送部 6により紙幣が団一時保留部 5に搬送される

。なお、団一時保留部 5に一時保留された出金門紙幣については、上記の入金返

却で説明した戻口般送または集積部3 への搬送が行われることになる。

００99 このよぅにして、スタッカ2 に収納紙幣がなくなるまでスタッカ2 、搬送部 6

識別部 2の順番で紙幣を搬送してその紙幣の識別を行ぅ。

０1００ 続いて、精査復路時における紙幣の流れについて説明する。図7ほ、精査復路時

における紙幣の流れを説明するための説明図である。例えば、スタッカ2 から精査

カセット2 G内に搬送された紙幣がスタッカ2 内に再び搬送される復路を例に挙

げると、精査カセット2 Gから搬送部 6に紙幣が繰り出され、該繰出された紙幣が搬

送部 6によって識別部 2に搬送される。

０1０1 このとき、往路で 紙幣であると識別されたよぅに、復路でも 紙幣であると再び

識別された場合には、当該 紙幣が搬送部 6によってスタッカ2 に搬送される

一方で、出金不適正紙幣 (出金門紙幣) として識別された場合には、搬送部 6により

紙幣が団一時保留部 5に搬送される。なお、団一時保留部 5に一時保留された出

金門紙幣については、上記の入金返却で説明した戻し搬送または集積部3 への搬

送が行われることになる。

０1０2 このよぅにして、精査カセット2 G内に往路で収納された 紙幣がなくなるまで同

様の動作を繰り返し行い、精査カセット2 G内に 紙幣がなくなった時点でスタッカ

2 の精査が完了したことになる。そして、スタッカ2 に収納された紙幣の精査が

往路および復路について完了した場合には、スタッカ2 について往路および復路

の精査を開始し、最終的には、スタッカ2 の精査が終了するまで繰り返し行ぅ。

０1０3 このよぅに、スタッカ2 から精査カセット2 Gに搬送する往路において識別部 2で

スタッカ2 の金種と合致するか否かを識別させ、精査カセット2 Gからスタッカ2 に

搬送する復路において識別部 2でスタッカ2 の金種と合致するか否かを再度識別

させることにより、紙幣ジヤム (紙幣詰り) などが原因でスタッカ2 の収納枚数が不確

定になった場合でも正確な収納枚数を再特定することができる。

０1０4 なお、本実施例では、往路および復路の両方で識別を行ぅこととしたが、往路およ



び復路で行われる識別処理のぅち一方の識別処理を省くことも可能である。また、本

実施例では、全スタッカ2 の精査を行ぅ例を説明したが、紙幣ジャムの発生時等で

在高が不確定となったスタッカ2 だけを対象に精査を行ぅこともできる。また、指定し

たスタッカ2 のみを精査することもできる。

０1０5 次に、整理計数時における紙幣の流れについて説明する。整理計数とは、店舗オ

ペレータが持つ手許金等の金額または金種別の枚数を整理するために計数すること

を指し、たとえば複数の金種が混在した紙幣の中から指定金種の紙幣を指定枚数抽

出する整理を行ぅ。

０1０6 例えば、複数の金種が混在する紙幣 ００枚の中から ０紙幣を3０枚抽出する整

理を行ぅとした時には、入金 口 に載置された金種混在の紙幣を順次繰り込み、入

金 口 から受け入れた紙幣を搬送部 6により識別部 2を通過させて紙幣を識別さ

せる。

０1０7 このとき、識別部 2により ０紙幣以外の紙幣であると識男 された場合、たとえば

他の金種の紙幣であったり、リジェクト紙幣などの整理対象外の紙幣である場合など

には、搬送部 6により整理対象外の紙幣が入金門口 4に搬送される。

０1０8 一方、識別部 2により ０紙幣と識男 された場合、すなわち整理対象の紙幣であ

る場合には、搬送部 6により ０紙幣が出金 口 3に搬送される。ここで、識別部 2

で整理対象の ０紙幣を識別した枚数が整理枚数3０枚に到達した場合には、出

金 口 3から投出された3０枚の ０紙幣が取り除かれたことを検知した後に、 ０

紙幣を出金 口 3に再び搬送する。つまり、入金 口 に載置された紙幣がなくなるま

で、 ０紙幣を3０枚ずつ出金 口 3に搬送する処理を繰り返し行ぅ。

０1０9 このよぅにして、入金 口 から金種が混在した紙幣を受け入れ、出金 口 3から整

理対象である ０紙幣を整理枚数3０枚投出する一方で、整理対象外の紙幣を入

金門口 4から投出する。

０11０ ここでは、整理対象の紙幣を出金 口 3に搬送し、整理対象外の紙幣を入金門口

4に搬送することとしたが、整理対象外の紙幣を出金 口 3に搬送し、整理対象の紙

幣を入金門口 4に搬送することとしてもかまわない。

０111 また、出金 口 3に容呈以上の紙幣が投出された場合には、出金 口 3に排出した



紙幣の抜き取りを検知するまで入金 口 における投入紙幣の繰込みを一時中断し

てもよレ七、出金 口 3の代わりに入金門口 3から紙幣を投出させることとしてもよい。

０112 さらに整理計数時、出金 口 3、入金門口 4を整理対象紙幣の投出として使い、整

理対象以外の紙幣を町一時保留部 5、精査カセット2 Gに搬送してもよい。またこ

の時、出金 口 3、入金門口 4には単一金種の紙幣を搬送してもよレ七、複数金種

の紙幣を搬送してもよい。

０113 ここでは各金種の紙幣を整理する例を記載したが、整理方法は紙幣の金種に限ら

ず、券種、正損、表裏、高額紙幣 低額紙幣、新紙幣 旧紙幣、自国紙幣 他国

紙幣、特定紙幣 それ以外の紙幣、正常な紙幣 それ以外の紙幣 (偽紙幣、疑わし

い紙幣を含む) など、それぞれの種類ごとに整理計数することができる。

０114 次に、入金兼出金時における紙幣の流れにっいて説明する。入金兼出金とは、後

述する「第 の釣銭作成処理」に相当し(図 7参照 ) 、たとえば、売上金の入金等を

受け付けた際に、釣銭準備金として出金すべき金種別の枚数のぅち売上金として入

金された紙幣で賄える分はスタッカ2 に収納させずにそのまま出金させることを指す

０115 入金 口 で繰り込んで受け入れた紙幣を搬送部 6により識別部 2を通過させて

紙幣を識男 させる。そして、識別金種の出金枚数が釣銭準備金を構成する出金内訳

の該当金種の設定枚数未満である場合には、当該紙幣を出金 口 3にそのまま出金

させる一方で、識別金種の出金枚数が設定枚数まで投出されている場合には、識別

金種に対応するスタッカ2 に搬送する。

０116 なお、出金 口 3に容呈以上の紙幣が投出された場合には、出金 口 3に排出した

紙幣の抜き取りを検知するまで入金 口 における売上金の繰込みを一時中断しても

よレ七、出金 口 3の代わりに入金門口 4から釣銭準備金を投出させることとしてもよ

０117 次に、 f 出金時における紙幣の流れにっいて説明する。この 研出金と

は、店内の で使用するために状態の良い紙幣 ( f 券)を出金することを

指す。すなわち、 は、紙幣ジャム等の各種トラブルが起こることなく、無人で稼

働することが期待されていることから、正券である紙幣の中でも状態の良い紙幣を用



いたいれ、ぅ二一ズが高い。

０118 f 出金時にほ、スタッカ2 から搬送部 6に紙幣が練り出され、該繰出された

紙幣が搬送部 6によって識別部 2に搬送される。

０119 このとき、正券と識男 された紙幣であり、かつ汚損やしわ等の品質項 目によって設

定された品質レベルが規定した状態よりも良いと識男 された紙幣だけが出金 口 に

搬送される一方で、正券であっても品質レベルが規定した状態よりも良くなければ精

査カセット2 Gに搬送される。このぅち、精査カセット2 Gに収納された紙幣は、

f 券出金後に識別部 6に順次繰出搬送され、識別部 6による識別金種に対応

するスタッカ2 に搬送される。

０12０ 次に、連続取引出金時における紙幣の流れについて説明する。図8は、連続取引

出金時における紙幣の流れを説明するための説明図である。連続取引出金とは、後

述する「第2の出金処理」に相当し(図 8参照 ) 、複数の出金取引の出金を連続して

行ぅ場合に、出金取引ごとに搬送先とする出金 口 3または入金門口 4を切り替えて

紙幣を出金することを指す。

０12 1 図8に示すよぅに、連続取引出金時には、 紙幣～ ００紙幣までのいずれの金

種の紙幣を出金する場合でも、スタッカ2 から搬送部 6に紙幣が繰り出され、該繰

出された紙幣が搬送部 6によって識別部 2に搬送される。

０122 このとき、出金適正紙幣として識男 された場合には、搬送部 6により出金 口 また

は入金門口 4のぅち当該出金取引にて搬送先として指定されている投出口に紙幣

が搬送される一方で、出金不適正紙幣 (出金門紙幣) として識男 された場合には、搬

送部 6 により紙幣が団一時保留部 5に搬送される。なお、団一時保留部 5に一時

保留された出金門紙幣についてほ、上記の入金返却で説明した戻し搬送またほ集

積部3 への搬送が行われることになる。

０123 次に、本実施例に係る紙幣処理装置の機能構成について説明する。図9は、本実

施例に係る紙幣処理装置の機能構成を示すブロック図である。図9に示すよぅに、紙

幣処理装置 は、操作ターミナル ０と、記憶部 2０と、制御部 3０とを有する。

０124 操作ターミナル ０は、店舗オペレータや店舗マネージャなどの店舗関係者に操

作されることを某本とするが、収納繰出部2０または収納部3０の金庫を解錠する場合



など特定の用途に限っては、銀行関係者や警備関係者に操作させることもできる。

０125 この操作ターミナル ０は、図 ０に示すよぅに、指示受付部 と、表示部 2と、

ヵ一ド読取部 3と、印字部 4と、報知部 5とを有する。

０126 指示受付部 は、指示入力を受け付ける操作キ一群であり、例えば、入金取引

または出金取引の内容を入力または選択する操作、入金確定の承認または拒否を

選択する操作、出金金額を入力または選択する操作、 取引または連続取引で搬送

先切替機飴の使用を選択する操作や売上金から釣銭準備金を作成する機能の使用

を選択する操作などを受け付けたりする。

０127 表示部 2は、所定の情報を表示する表示デバイスであり、例えば、入金処理時

には入金金額及びその金種内訳を確認表示したり、出金処理時には出金 口 3及び

又は入金門口 4で投出される紙幣に関する情報及び出金取引に関する情報を

表示したりする。なお、図 ０では、指示受付部 及び表示部 2を個別に構成す

ることとしたが、これら両者を一体として表示入力部として構成することもできる。

０128 ヵ一ド読取部 3は、ヵ一ドに記録された情報を読み取るヵ一ドリーダであり、店舗

関係者が入出金処理を行ぅための前処理として、店舗関係者に予め付与されたヵ一

ドから やパスワードなどの認証情報を読み取ったり、また、メンテ員または警備員

が収納繰出部2０または収納部3０の金庫を解錠するための前処理として、メンテ員ま

たは警備員に予め付与されたヵ一ドから認証情報を読み取ったりする。なお、店舗

関係者、銀行関係者または警備関係者の本人確認を行ぅための認証は、必ずしもヵ
一ド認証を行ぅ必要はなく、指示受付部 を介してパスワード認証を行わせることと

してもよい。また、顔や指紋などの生体情報を用いた認証でもよい。

０129 印字部 4は、ブリンタなどの印刷装置であり、例えば、釣銭準備金を作成した際

には、釣銭準備金の金額または金種別の枚数などを釣銭作成レシートとして印字出

力する。なお、入金、出金、引渡や回収の時にも、取り扱った金額や金種別の枚数、

取引日時、操作者 などの各種項 目に関する情報をレシートとして印字することが

できる。

０13０ 報知部 5は、音声または光を出カするスピーヵまたはランプであり、例えば、紙

幣ジャムが発生した場合に、音声メッセージや警告音を音声出力したり、ランプを点、



滅させたりする。

０13 1 記憶部 2０は、制御部 1・3０による各種処理に必要なデータおよびプログラムを記

憶する不揮発性メモり等の記憶デバイスであり、各スタッヵ2 内における収納時の記

番号や釣銭作成レシートの印字フオーマットのなどの他、例えば、入出金情報 2０a

と、釣銭情報 2０bと、各種設定情報 2０cと、収納繰出部在高情報 2０ と、収納部

在高情報 2０。とを併せて記憶する。

０132 入出金情報 2０aは、入金処理および出金処理のログ情報であり、例えば、入金処

理の場合には、キャッシュレジスタの 、操作者の 、入金取引時刻、取引種別、入

金金額及びその金種内訳などの情報が入金処理後に登録され、また、出金処理 (釣

銭作成処理を含む) の場合においても、キャッシュレジスタの 、操作者の 、出金

取引時刻、取引種別、出金金額及び出金内訳などの情報が出金処理後に登録され

る。

０133 釣銭情報 2０bは、釣銭準備金として出金すべき金額および金種別の枚数を表す

出金内訳などの情報であり、例えば、紙幣処理装置 に通信接続される上位装置や

指示受付部 での操作入力により、店舗に存在するレジスタごとの釣銭準備金の

出金内訳 (例えば、 紙幣 :4０枚、 5紙幣 :4０枚、 ０紙幣 :4０枚、 2０紙幣 :

2０枚、 5０紙幣 : ０枚などの内訳 ) が登録される。

０134 各種設定情報 2０cは、紙幣処理装置 における各種の設定情報であり、例えば、

紙幣処理装置 に通信接続される上位装置や指示受付部 での操作入力により、

スタッヵ2 から集積部3 に紙幣を搬送する引渡制御を行ぅ条件 (例えば、収納枚数

の上限値や最適値の設定 ) などが設定登録される。また、出金紙幣の搬送先として

出金 口 3または入金門口 4のぅちいずれを優先するか否かの設定なども登録され

る。

０135 収納繰出部在高情報 2０dは、収納繰出部2０のスタッヵ2 に収納される金額およ

び金種別の枚数である在高を表す情報である。なお、本例では、金種ごとにスタッヵ
2 を割り当てているので、各スタッヵ2 の紙幣の収納枚数が金種別の枚数と同義と

なる。

０136 また、収納部在高情報 2０。は、収納部3０の集積部3 に収納される金額および金



種別の枚数である在高を表す情報である。

０137 また、記憶部 2０は、入出金部 ０、収納繰出部2０及び収納部3０の取扱権限に関

する情報を記憶する。具体的には、店舗オペレータ、店舗マネージャ、メンテ員およ

び収集特定者に予め付与された やパスワード等の認証情報と、認証情報に付与

された操作権限及び開錠権限とを対応付けた取扱権限を記憶している。

０138 操作権限は、操作者から受け付けた操作に対応する処理を実行する権限であり、

たとえば紙幣を受け入れる入金処理を行ぅことができる入金権限、紙幣を投出する出

金処理を行ぅことができる出金権限や収納繰出部2０から収納部3０に紙幣を引き渡

す引渡処理を行ぅことができる引渡権限の他、収納繰出部2０の在高を閲覧できる収

納繰出部在高閲覧権限や収納部3０の在高を閲覧できる収納部在高閲覧権限等が

含まれる。

０139 例えば、店舗オペレータ及び店舗マネージャは、店舗に所属する人物であるため、

入金権限や出金権限等が付与され、銀行のメンテ員は、銀行に所属する人物であり

、収納部の現金は銀行の所有物であるので、引渡権限をはじめ、収納繰出部および

収納部の両方の在高閲覧権限等が付与される。また、収集特定者は、警備会社に

所属する人物であるため、後述する開錠権限さえあればよく、必ずしも操作権限は必、

要ないが回収金額の確認のため、収納部在高閲覧権限だけは付与することとしても

よい。なお、各種の操作権限は、操作ターミナル ０または上位装置から任意に設

定することができ、たとえば店舗オペレータと店舗マネージャ等の同一の当事者に所

属するものについては、より上位の権限者に多くの操作権限を付与することもできる。

０14０ そして、本実施例に係る紙幣処理装置 では、入金処理、出金処理、引渡処理、在

高閲覧処理を行ぅのに先立って、操作者の認証情報を操作ターミナル ０を介して

人力させ、記憶部 2０に認証情報に対応付けて記憶された操作権限を確認する。

０14 1 このとき、紙幣処理装置 では、入力を受け付けた認証情報に対応する操作権限

に操作者が要求する処理に対応する権限 (入金権限、出金権限、引渡権限または閲

覧権限) が付与されているか否かを判定し、操作者が要求する処理に対応する権限

が付与されていれば処理の実行段階に移行する。具体的には、操作者の権限に対

応する処理が表示部 2に表示され、処理が選択可能となる。



０142 一方、入力された認証情報が記憶部 2０に登録されていない場合、或いは記憶部

2０に認証情報が登録されていても操作者が要求する処理に対応する権限が付与

されていない場合には処理を実行しない。なお、前者の場合には、3者の当事者の

いずれにも該当しない可能性が高いので、第三者による不正操作として警報を発す

るよぅにしてもよい。

０143 このよぅに、入出金部 ０、収納繰出部2０および または収納部3０を操作する操作

者に付与された認証情報に対して操作権限を付与しておき、操作者が入力した認証

情報に対応する操作権限に操作者が要求する処理の操作権限が含まれているか否

かを判定するので、操作者に操作権限が付与されている場合にだけ操作者が要求

する処理を実行させることが可能である。

０144 なお、本実施例では、入金権限と引渡権限とを排他的に付与する例を示したが、入

金権限及び引渡権限の両方の操作権限を同一人物に付与するよぅに設定してもか

まわず、入金権限だけを有する者、引渡権限だけを有する者、入金権限及び引渡権

限の両方を有する者を任意に設定することができる。

０145 また、開錠権限は、紙幣処理装置 の内部の開錠に関する権限であり、たとえば入

出金部 ０の開錠権限、収納繰出部2０の開錠権限、収納部3０の開錠権限等が含ま

れる。

０146 例えば、店舗オペレータ及び店舗マネージャは、入出金部 ０の開錠権限が付与さ

れ、銀行のメンテ員は、収納繰出部2０および収納部3０の両方の開錠権限が付与さ

れ、また、収集特定者は、収納部3０の開錠権限が付与される。

０147 そして、本実施例に係る紙幣処理装置 では、入出金部 ０、収納繰出部2０または

収納部3０の開錠を行ぅのに先立って、操作者の認証情報を操作ターミナル ０を介

して人力させ、記憶部 2０に認証情報に対応付けて記憶された開錠権限を確認す

る。

０148 このとき、紙幣処理装置 では、入力を受け付けた認証情報に対応する開錠権限

に操作者が要求する部位 (人出金部 ０、収納繰出部2０または収納部3０) に対応す

る開錠権限が付与されているか否かを判定し、操作者が要求する部位に対応する開

錠権限が付与されていれば当該部位の施錠 (例えば、電子錠など) を開錠する。これ



によって、本実施例では、操作者が開錠を要求する部位に開錠権限が付与されてい

る場合にだけその部位の開錠を実行することが可能である。

０149 なお、本実施例では、錠を電子的に開錠する場合について説明したが、たとえば

予め各部位に対応する鍵を付与しておき、鍵の操作による開錠等の機械的に行ぅよ

ぅにしてもよレ七、これら両方を併せて行ぅよぅにしてもかまわない。

０15０ また、本実施例では、入出金部 ０の開錠権限と収納繰出部2０及び収納部3０の開

錠権限とを排他的に付与する例を示したが、入出金部 ０、収納繰出部2０及び収納

部3０の開錠権限を同一人物に付与するよぅに設定してもかまわず、入出金部 ０の

開錠権限だけを有する者、収納繰出部2０の開錠権限だけを有する者、3つの部位

の開錠権限のぅち2つの開錠権限を有する者、3つの部位全ての開錠権限を有する

者を任意に設定することができる。

０15 1 制御部 3０は、紙幣処理装置 を全体制御する制御部であり、入金制御部 3０a と

、出金制御部 3０bと、引渡制御部 3０cと、収納繰出部在高更新部 3０ と、収納

部在高更新部 3０。とを有する。実際には、これらの機能部に対応するプログラムを

図示しない O や不揮発性メモりに記憶しておき、これらのプログラムを P に口

一ドして実行し、入金制御部 3０a、出金制御部 3０b、引渡制御部 3０c、収納繰

出部在高更新部 3０d及び収納部在高更新部 3０。にそれぞれ対応するプロセスを

実行させることになる。

０152 入金制御部 3０aは、入金処理に関する制御を行ぅ処理部である。詳細は図 を

用いて後述するが、概要としては、入金処理を行ぅ前処理として必要な操作、たとえ

ば認証情報の入力及び紙幣の投入操作を入金操作として受け付けた場合に、搬送

部 6を制御して、装置内部に受け入れた受入紙幣を識別部 2に搬送させる。このと

き、識別部 2によって受入紙幣が入金適正紙幣であると識男 された場合には、搬送

部 6 に受入紙幣を識別金種に対応するスタッヵ2 へ搬送させるとともに紙幣の収納

枚数を金種別に計数し、受入紙幣が入金不適正紙幣であると識男 された場合には、

搬送部 6 に受入紙幣を入金門口 4に搬送させる。この一連の動作を入金 口 の

投入紙幣がなくなるまで繰り返し行い、投入紙幣がなくなった時点での金種別の収

納枚数を入金金額及びその金種内訳として操作ターミナル ０に確認表示する。



０153 出金制御部 3０bは、出金処理に関する制御を行ぅ処理部である。詳細は図 2～
図 8を用いて後述するが、概要としては、出金紙幣を入金ロ口 4に搬送するよぅに

搬送部 6を制御する搬送制御を行ぅことにより、出金 口 3が紙幣ジャム等で出金不

能となった場合でも、入金ロ口 4をバイパスとして機能させることとした。これによっ
て、出金処理の効率が低減することを防止することができる。

０154 さらに、出金制御部 3０bでは、複数の出金取引の出金処理を行ぅ場合に、出金取

弓にとに搬送先とする出金 ロ 3または入金岡ロ 4を切り替えて、スタッカ2 によっ
て繰り出された紙幣を搬送するよぅに搬送部 6を制御することとした。

０155 例えば、店舗にレ、ジ O・ からレ、ジ ・7までのキャッシュレ、ジスタが存在する場

合には、店舗の営業終了後に翌営業 日のレジスタ7つ分の釣銭準備金を作成する

作業が締上げ時に行われる。

０156 かかる状況でレ、ジ O・ からレ、ジ ・7までのレジスタの釣銭準備金を出金 口 3

に搬送した場合には、レ、ジ O・ の釣銭準備金の搬送が終了してもその釣銭準備

金が出金 口 3から抜き取られるまでレ、ジ O・2の釣銭準備金の搬送を開始すること

ができず、レ、ジ O・ の釣銭準備金の抜取操作を待機する待機時間がロス時間とな

ってしまぅ。さらに、釣銭準備金の抜取操作が次の釣銭準備金の出金に影響する回

数は6回となり、待機時間が丘くなるのは不可避である。

０157 一方、本実施例では、出金 口 3に対するレ、ジ O・ の釣銭準備金の搬送が終了
すると即座に、レ、ジ O・2の釣銭準備金を入金ロ口 4に搬送するよぅに搬送部 6

を制御するので、レ、ジ O・2の釣銭準備金の出金が終了するまでにレ、ジ O・ の釣

銭準備金の抜取操作を行えば待機時間をゼロにすることができる。さらに、たとえ待

機時間がゼロにならずとも釣銭準備金の抜取操作を行ぅ回数が約半分となるので、

抜取操作の待機時間の絶対値を低減させることができる。

０158 このよぅに、本実施例でほ、出金紙幣の抜取操作を待機する待機時間を少なくとも

半分に、最大ではゼロに低減することができ、出金処理を飛躍的に効率化することが

できる。

０159 引渡制御部 3０cは、所定の条件を満たした場合に、スタッカ2 に収納された紙幣

を集積部3 に引き渡すよぅに搬送部 6を制御する処理部である。例えば、銀行が管



理するホストコンピュータ2００で引渡の指示入力が行われた場合、メンテ員などの銀

行の代理人が指示受付部 で指示入力を行った場合、或いはスタッヵ2 の収納

枚数が上限値に達した場合に、指定金額分の紙幣をスタッヵ2 から集積部3 に搬

送させたり、また、指定金種の指定枚数分の紙幣をスタッヵ2 から集積部3 に搬送

させたりする。

０16０ そして、引渡制御部 3０cは、各種設定情報 2０cとしてスタッヵ2 の集積呈や時

刻の設定値を記憶部 2０に登録しておけば、引渡制御を完全自動で行ぅこともでき

る。例えば、スタッヵ2 の集積呈に関して条件を設定する場合には、各スタッヵ2 に

対して収納枚数の上限値と最適値またはスタッヵ2 全体の金額に対して上限金額と

最適金額を設定してもよレ七、或いは、収納枚数に依らず実際の集積紙幣の嵩 (本

実施例の場合にはステージの下向度合い) の上限値と最適値を設定してもよい。

０16 1 前者によれば、銀行側が設定する金額以上の紙幣が収納繰出部2０で滞留し続け

ることを防止することができ、また、後者によれば、収納紙幣にしわがあったり、また、

収納紙幣が湿気を含んでいたりすることが原因で、これらの典常がない状態での同

一枚数の紙幣と比較してかさばってしまぅ場合でも、かかる典常状態を検知して引き

渡すことができる。

０162 収納繰出部在高更新部 3０は、記憶部 2０に記憶された収納繰出部在高情報

2０dを更新する処理部である。具体的には、入金制御部 3０aによって入金処理が

行われた場合には、収納繰出部2０に収納される金額及び金種別の枚数それぞれに

入金金額及びその金種内訳を加算更新し、出金制御部 3０bによって出金処理が

行われた場合には、収納繰出部2０に収納される金額及び金種別の枚数それぞれか
ら出金金額及び出金内訳を減算更新し、また、引渡制御部 3０。によって引渡処理

が行われた場合には、収納繰出部2０に収納される金額及び金種別の枚数それぞれ

から引渡金額及びその金種内訳を減算更新する。

０163 収納部在高更新部 3０eは、記憶部 2０に記憶された収納部在高情報 2０eを更

新する処理部である。具体的には、引渡制御部 3０c によって引渡処理が行われた

場合には、収納部3０の在高に引渡金額及びその金種内訳を加算更新する。

０164 続いて、本実施例に係る入金処理について説明する。図 は、本実施例に係る入



金処理の手順を示すフローチャートである。

０165 同図に示すよぅに、入金処理を行ぅ前処理として必要な操作、たとえば認証情報の

入力及び紙幣の投入操作を入金操作として受け付けると(ステップS ０ ) 、入金制

御部 3０aは、搬送部 6を制御して、装置内部に受け入れた受入紙幣を識別部 2

に搬送させる (ステップS ０2)

０166 このとき、識別部 2によって受入紙幣が入金適正紙幣であると識別された場合 (ス

テップS ０3肯定 ) には、入金制御部 3０aは、搬送部 6に受入紙幣を識別金種に

対応するスタッヵ2 へ搬送させるとともに紙幣の収納枚数を金種別に計数する (ステ

ップS ０4及びステップS ０5)

０167 一方、識別部 2によって受入紙幣が入金不適正紙幣であると識別された場合 (ス

テップS ０3否定 ) には、入金制御部 3０aは、搬送部 6に受入紙幣を入金門口 4

に搬送させる (ステップS ０6 )

０168 そして、入金制御部 3０aは、上記のステップS ０2～S ０6までの処理を入金 口

の投入紙幣がなくなるまで (ステップS ０7否定 )繰り返し行い、投入紙幣がなくなっ
た場合 (ステップS ０7肯定 ) に、その時点での金種別の収納枚数を入金金額及びそ

の金種内訳として操作ターミナル ０に確認表示する (ステップS ０8 )

０169 このとき、操作ターミナル ０を介して入金の確定人力 (承認入力) を受け付けた場

合 (ステップS ０9肯定 ) には、収納繰出部在高更新部 3０は、記憶部 2０に収納

繰出部在高情報 2０dとして記憶された収納繰出部2０に収納される金額及び金種

別の枚数それぞれに入金金額及びその金種内訳を加算更新し(ステップS ０) 、銀

行のホストコンピュータ2００に対して店舗の銀行 口座の残高に入金金額を加算する

オンライン入金処理を行ぅよぅに依頼し(ステップ ) 、処理を終了する。

０17０ 一方、操作ターミナル ０を介して入金の拒否入力を受け付けた場合 (ステップ

０9否定 ) には、入金制御部 3０aは、入金金額の金種内訳に某づき、各スタッヵ2

から紙幣を出金 口 3に搬送するよぅに搬送部 6を制御する「入金返却」を行い(ステ

ップS 2) 、処理を終了する。

０17 1 このよぅに、銀行が所有する収納繰出部2０の在高に入金金額およびその金種内訳

を加算更新するとともに、店舗の銀行 口座の残高に入金金額を加算するオンライン



入金処理をホストコンピュータ2００に依頼することとしたので、収納繰出部2０の在高

を正確に管理するとともに、銀行における預貯金管理も正確に行ぅことができる。

０172 次に、本実施例に係る第 の出金処理 ( 取引) について説明する。図 2は、本実

施例に係る第 の出金処理の手順を示すフローチヤートである。

０173 図 2に示すよぅに、出金処理を行ぅ前処理として必要な操作、たとえば認証情報の

付けると(ステップS 2０ ) 、出金制御部 3０bは、入力を受け付けた出金内訳、もしく

は出金金額から所定の条件 (例えば、出金枚数が最小枚数となる金種の組合せ) を

もとに決定される出金内訳から出金に使用するスタッヵ2 を特定する (ステップS 2０2

) 。なお、出金取引の種別が釣銭準備金の作成である場合には、記憶部 2０に釣銭

情報 ０bとして記憶された釣銭準備金の出金内訳をロードすればよい。

０174 そして、出金制御部 3０bは、出金 口 3または入金門口 4のいずれか一方の投

出口に該投出口で投出させる金種種別 (スタッヵ) を割り当てる (ステップ5 2０3)。例

えば、記憶部 2０に各種設定情報 2０cとして記憶された搬送先の優先設定がなさ

れている投出口に金種種別を優先的に割り当てる。

０175 続いて、出金制御部 3０bは、割り当てたスタッヵ2 から紙幣を順次繰出し(ステッ

プS 2０4 ) 、搬送部 6によって繰出紙幣を識別部 2に搬送させる (ステップS 2０5)

０176 このとき、識別部 2によって出金適正紙幣と識別された場合 (ステッ S 2０6肯定 )

に、出金制御部 3０bは、ステッ7 S 2０3で金種種別が既に割り当てられている方の

投出口に紙幣を搬送するよぅに搬送部 6を制御し(ステップ5 2０7) 、識別金種に某

づき金種別の出金枚数を計数する (ステップS 2０8 )

０177 一方、識別部 2によって出金不適正紙幣と識別された場合 (ステッ S2０6否定 )

に、出金制御部 3０bは、搬送部 6によって出金門紙幣を団一時保留部 5に搬送

させる (ステップS 2０9)。なお、団一時保留部 5の出金門紙幣は、入金返却の紙幣

の流れで説明した戻し搬送または集積部3 への搬送が行われることになる。

０178 そして、出金制御部 3０bは、投出口に割り当てた金種種別の出金枚数が出金内

訳の該当金種の枚数になるまで (ステップS 2 ０否定 ) 、上記のステップS 2０4～ステ

ップS 2０9までの処理を繰り返し行い、投出口に割り当てた金種種別の出金枚数が



出金内訳の該当金種の枚数になった場合 (ステップS 2 ０肯定 ) に、出金内訳を構成

する全金種について出金したか否かを判定する (ステップS 2 )

０179 ここで、出金内訳を構成する全金種について末だ出金していない場合 (ステップ5 2

否定 ) に、出金制御部 3０bは、上記のステップS 2０3で金種種別を割り当てた投

出口とは別の投出口から典なる金種の紙幣を投出させるべく、ステッ S 2０4～ステ

ップS 2 ０までの処理を繰り返し行ぅ。

０18０ そして、出金内訳を構成する全金種について出金した場合 (ステップS 2 肯定 )

に、収納繰出部在高更新部 3０は、記憶部 2０に収納繰出部在高情報 2０dとし

それぞれ減算更新し(ステップS 2 2) 、銀行のホストコンピュータ2００に対して店舗

の銀行 口座の残高から出金金額を減算更新するオンライン出金処理を行ぅよぅに依

頼し(ステップS 2 3) 、処理を終了する。

０18 1 このよぅに、本実施例では、 つの出金取引の出金処理を行ぅ場合に、金種種別に
とに搬送先とする出金 口 3または入金ロ口 4を切り替えて、スタッカ2 によって繰り

出された紙幣を搬送するよぅに搬送部 6を制御することとした。

０182 これによって、たとえば紙幣金種ごとに搬送先とする出金 口 3または入金ロ口 4

を切り替えた場合には、出金 口 3及び入金ロ口 4それぞれに金種を区別して投出

することができ、出金紙幣として同一金種の紙幣が選り分けられた紙幣を得られる結

果、出金処理の選別に係る利便性を高めることができる。

０183 また、ここでは、 つの出金取引の出金処理を行ぅ場合に、金種種別ごとに搬送先

とする出金 口 3または入金ロ口 4を切り替えることを説明したが、金種種別だけで

なく、回種別、金種、正損、高額 低額、新旧などの券種、その他には表裏などによ

り搬送先を切り替えることもできる。また、繰り出された紙幣をすべて出金 口 3または

入金ロ口 4に搬送してもよい。さらに、一方が満杯になったとき、他方に搬送するよ

ぅにしてもよい。このよぅな搬送先の指定や切替えは、出金時のみならず入金返却等

の返却時にも同様に適用することができる。

０184 さらに、本実施例では、搬送部 6への制御により、出金 口 3および入金ロ口 4に

投出される紙幣に関する情報またはその出金取引に関する情報を操作ターミナル



０に表示させることとしてもよい。

０185 例えば、図 3に示す例では、釣銭準備金の作成に際して金種ごとに搬送先を出金

口 3または入金ロ口 4に切り替えて出金する場合の画面例を示している。この中で

出金 口 3及び入金ロ口 4の両方から出金している現状に対し、両方の投出口から

投出される紙幣が同一の出金取引であることを表示することにより、店舗オペレータ

が混乱することを防止できる。さらに、釣銭準備金の総額のぅち現状で出金が完了し

ることで、出金取引の進捗を正確に把握することができる。

０186 次に、本実施例に係る第2の出金処理 (連続取引) について説明する。図 4は、本

実施例に係る第2の出金処理の手順を示すフローチャートである。

０187 同図に示すよぅに、まず、出金制御部 3０bは、出金処理を行ぅ前処理として必要な

操作、たとえば認証情報の入力及び連続出金取引の内容 (出金金額または出金内

訳 ) の入力を出金操作として受け付ける (ステップ5 3０ ) 。例えば、連続出金取引の

種別が釣銭準備金の作成である場合には、記憶部 2０に釣銭情報 2０bとして記憶

された釣銭準備金の出金内訳をロードすればよい。

０188 そして、出金制御部 3０bは、出金 口 3または入金門口 4のいずれか一方の投

出口に該投出口で投出させる出金取引 (レ、ジ O の釣銭準備金の作成) を割り

当てる (ステップS 3０2)。例えば、記憶部 2０に各種設定情報 2０cとして記憶され

た搬送先の優先設定がなされている投出口に金種種別を優先的に割り当てる。

０189 続いて、出金制御部 3０bは、割り当てた出金取引の出金内訳の金種ごとにスタッ

ヵ2 から紙幣を順次繰出し(ステップS 3０3) 、搬送部 6によって繰出紙幣を識別部

2に搬送させる (ステップS 3０4 )

０19０ このとき、識別部 2によって出金適正紙幣と識別された場合 (ステップ5 3０5肯定 )

に、出金制御部 3０bは、ステッ S 3０2で出金取引が既に割り当てられている方の

投出口に紙幣を搬送するよぅに搬送部 6を制御し(ステップ5 3０6 ) 、識別金種に某

づき金種別の出金枚数を計数する (ステップ5 3０7)

０19 1 一方、識別部 2によって出金不適正紙幣と識別された場合 (ステップ5 3０5否定 )



に、出金制御部 3０bは、搬送部 6によって出金門紙幣を団一時保留部 5に搬送

させる (ステップ5 3０8 )。なお、団一時保留部 5の出金門紙幣は、上記の入金返却

で説明した戻口般送または集積部3 への搬送が行われることになる。

０192 そして、出金制御部 3０bは、当該出金取引の金種種別の出金枚数が出金内訳と

等しくなるまで (ステップ5 3０9否定 ) 、上記のステッ 5 3０3～ステップ5 3０8までの

処理を繰り返し行ぅ。

０193 その後、出金取引の金種種別の出金枚数が出金内訳と等しくなった場合 (ステップ

S 3０9肯定 ) に、収納繰出部在高更新部 3０は、記憶部 2０に収納繰出部在高情

報 2０dとして記憶された収納繰出部の在高から出金金額及び出金内訳 (金種別の

枚数 ) をそれぞれ減算更新し(ステップ5 3 ０) 、銀行のホストコンピュータ2００に対し

依頼する (ステップS 3 )

０194 ここで、全ての出金取引 (全てのレジスタの釣銭準備金の作成) についてまだ出金

していない場合 (ステップS 3 2否定 ) に、出金制御部 3０bは、直近に出金取引 (レ
、ジ O の釣銭準備金の作成) を割り当てた投出口とは別の投出口に搬送先を切

り替えて末出金である残りの出金取引金種種別 (レ、ジ O 2の釣銭準備金の作成

) を割り当てる (ステッ 53 3)

０195 このとき、当該別の投出口に紙幣が集積していない場合 (ステップ5 3 4肯定 ) に、

出金制御部 3０bは、出金取引の出金内訳の金種ごとにスタッカ2 から紙幣を順次

繰出し(ステップS 3０3) 、上記のステップS 3０4～ステップS 3 までの処理を繰り返

し行う。

０196 そして、全ての出金取引 (全てのレジスタの釣銭準備金の作成) について出金が終

了した場合 (ステップS 3 2肯定 ) に、出金制御部 3０bは、処理を終了する。

０197 さらに、本実施例では、搬送部 6への制御により、出金 口 3および入金ロ口 4に

投出される紙幣に関する情報またはその出金取引に関する情報を操作ターミナル

０に表示させることもできる。

０198 例えば、図 5に示す例でほ、複数のレジスタの釣銭準備金の作成に際してレジス

タごとに搬送先を出金 口1・3または入金ロ口 4に切り替えて出金する場合の画面例



を示している。この中で出金 口 3及び入金門口 4の両方から出金している現状に

対し、両方の投出口から投出される紙幣それぞれがいずれのレ、ジスタの釣銭準備金

を作成しているのかを表示することにより、店舗オペレータが混乱することを防止でき

る。さらに、出金が終了したレ、ジスタの履歴を表示することにより、全レジスタのぅち現

状で釣銭準備金の出金が完了しているレジの個数 (出金済みレジ数 ) または全レ、ジス

タのぅち釣銭準備金が出金されていない残りのレジの個数 (末出金レ、ジ数 ) などを表

示することができ、出金取引の進捗を正確に把握することができる。

０199 また、上記の出金制御部 3０bでは、キヤッシュレ、ジスタ oごとに釣銭準備金を出

金する場合について説明したが、キヤッシュレ、ジスタの操作者 (以下、キヤッシヤ

と記載)ごとに釣銭情報を記憶部 2０に登録しておけば、キヤッシヤごとに釣銭準備

金を出金することもできる。

０2００ さらに、ここでは、釣銭準備金を自動的に出金する場合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、操作ターミナル ０の指示受付部 または紙

幣処理装置 にネットワーク等で接続されたザーバ (上位装置) の入力部から、キヤッ

シュレ、ジスタ oまたはキヤッシヤ oを受け付けた場合に、釣銭準備金の出金処理を

起動することもできる。

０2０1 すなわち、出金制御部 3０bでは、操作ターミナル ０の指示受付部 または上

位装置の入力部からキヤッシュレジスタ oまたはキヤッシヤ oを受け付けた場合に、

キヤッシュレジスタ oまたはキヤッシヤ oごとに釣銭準備金を出金することもできる。

０2０2 このとき、出金制御部 3０bは、操作ターミナル ０の指示受付部 等を介して

人力されるキヤッシュレ、ジスタ oまたはキヤッシヤ oと、紙幣処理装置 の記憶部 2

0または上位装置に登録されている開設情報に含まれるキヤッシュレジスタ oまたは

キヤッシヤ oとを照合し、開設情報と一致するキヤッシュレジスタ oまたはキヤッシヤ

oが登録されている場合に、当該キヤッシュレ、ジスタ oまたはキヤッシヤ oに対応

する釣銭準備金を出金するよぅにしてもかまわない。

０2０3 この開設情報とは、営業 日または営業 日種別にとにその営業 日に稼働させるキヤッ

シュレジスタ oまたほキヤッシヤ oを対応付けられたデータであり、たとえば五十日

や上日祝 日等の繁忙期とその他の閑散期との間で、 営業 日で稼働させるキヤッシュ



レ、ジスタまたはキャッシャの数呈、稼働させるキャッシュレ、ジスタの場所、勤務させるキ

ャッシャが区別して登録される。

０2０4 また、本実施例では、出金紙幣の搬送先である出金 口 3または入金ロ口 4を金

種やキャッシュレジスタ oごとに切り替えて出金する場合について説明したが、出金

口 3または入金ロ口 4のぅち一方の投出口だけで出金紙幣を投出することを基本

とし、所定の条件を満たした場合にだけ、他方の投出口に出金先を自動的または指

定受付後に切り替えて出金させることもできる。なお、以下では、出金紙幣の基本出

金先として出金 口 3が設定されているものとして説明を行ぅ。

０2０5 例えば、かかる所定の条件として、某本出金先である出金 口 3で出金紙幣が満杯

状態、すなわちフル状態またはニアフル状態になったといぅ条件を満たす場合には、

出金 口 3が出金紙幣の基本出金先として設定されていたとしても、操作ターミナル

０の指示受付部 を介して入金ロ口 4を臨時出金先に指定する操作を受け付

けたならば、出金紙幣を入金ロ口 4に搬送して出金させる。なお、この場合には、出

金 口 3の紙幣が満杯状態であるか否かを検知するフオトセンザ等の満杯検知手段

を出金 口 3に設ける必要がある。

０2０6 これによって、某本出金先として設定された一方の投出口 (出金 口 3)からだけで

は 度に出金しきれない枚数の紙幣を他方の臨時出金先の投出口 (入金ロ口 4) に

迂回して 度に出金させることができ、出金効率を向上させることが可能になる。

０2０7 また、かかる所定の条件として、某本出金先である出金 口 3に出金紙幣を搬送不

能な搬送典常を検知したとレぢ条件、かつ入金ロ口 4に紙幣が存在しないといぅ条

件を満たした場合には、操作ターミナル ０の指示受付部 を介して入金ロ口 4

を臨時出金先に指定する操作を受け付けたならば、出金紙幣を入金ロ口 4に搬送

して出金させる。なお、この場合には、入金ロ口 4に紙幣が存在するか否かの紙幣

有無を検知する有無検知手段を入金ロ口 4に設ける必要がる。

０2０8 これによって、某本出金先として設定された一方の投出口 (出金 口 3) に出金紙幣

を搬送できない搬送典常が搬送部 6で検知された場合でも、他方の投出口 (入金

口 4)を臨時出金先として出金紙幣を搬送させることができ、出金効率を向上させる

ことが可能になる。



０2０9 なお、ここでは、出金 ロ 3を某本出金先とし、入金門口 4を臨時出金先とする場

合にっいて説明したが、出金 口 3を臨時出金先とし、入金門口 4を某本出金先と

する場合にっいても、同様の構成を採用して同様の効果を得ることができるのは吉ぅ

までもない。

０2 1０ なお、本実施例では、釣り銭準備金の出金を行ぅ場合を例示しているが、本発明は

これに限定されるものではなく、 など他の機械へ装填する紙幣の出金、両替時

の出金などの他の出金取引にっいても本発明を同様に適用することができる。

０2 11 次に、本実施例に係る入金兼出金処理にっいて説明する。図 6は、本実施例に

係る入金兼出金処理の手順を示すフローチャートである。

０2 12 図 6に示すよぅに、入金兼出金処理を行ぅ前処理として必要な操作、たとえば認証

情報の入力、レジスタ番号の入力及び売上金の紙幣の投入操作を入金兼出金操作

として受け付けると(ステップS 4０ ) 、入金制御部 3０aは、記憶部 2０に釣銭情報

2０bとして記憶された釣銭準備金の出金内訳を読み出す(ステップS 4０2)

０2 13 入金制御部 3０aは、出金 口 3及び入金門口 4の両方の投出口に該投出口で

投出させる金種種別を割り当て (ステップ54０3) 、釣銭準備金として出金すべき金種

別の枚数のぅち売上金として入金された紙幣で再利用できる分はスタッヵ2 に収納

させずにそのまま出金させる「第 の釣銭作成処理」を行ぅ(ステップ54０4)

０2 14 ここで、本実施例に係る第 の釣銭作成処理にっいて説明する。図 7は、本実施

例に係る第 の釣銭作成処理の手順を示すフローチャートである。

０2 15 図 7に示すよぅに、入金制御部 3０aは、搬送部 6を制御して、装置内部に受け

入れた受入紙幣を識別部 2に搬送させる (ステップS 5０ )

０2 16 ここで、識別金種の出金枚数が出金内訳の該当金種の設定枚数未満である場合 (

ステップS 5０2肯定) には、入金制御部 3０aは、識別金種に割り当てられている投出

口に紙幣を搬送するよぅに搬送部 6を制御し(ステップ5 5０3) 、当該識別金種の出

金枚数および収納枚数をヵウントアップする (ステップ5 5０4 )。なお、ここで、収納枚

数をヵウントアップするのは、スタッヵ2 に売上金が収納されたものと擬制するためで

ある。

０2 17 一方、識別金種の出金枚数が出金内訳の該当金種の設定枚数まで投出されてい



る場合 (ステップS 5０2否定) には、入金制御部 3０aは、搬送部 6に受入紙幣を識

別金種に対応するスタッヵ2 へ搬送させるとともに紙幣の収納枚数を金種別に計数

する (ステップS 5０5及びステップS 5０6)

０218 そして、入金制御部 3０aは、上記のステップS 5０～ステップS 5０6までの処理を

入金 口 の投入紙幣がなくなるまで (ステップ55０7否定)繰り返し行い、投入紙幣

がなくなった場合 (ステップ55０7肯定) に、図 6のステップ54０5に移行する。

０219 図 6の説明に戻り、入金制御部 3０aは、「第 の釣銭作成処理」の終了後に、売

上金額 (すなわち、ステップ55０4及びステップ55０6での金種別の収納枚数の計数

値)及びその中で釣銭準備金として出金した金額 (すなわち、ステップ55０4の金種

別の出金枚数の計数値)を操作ターミナル ０に確認表示する (ステップS4０5)

０22０ そして、操作ターミナル ０を介して入金の確定人力 (承認入力)を受け付けた場

合 (ステッ S4０6肯定) 刃ま、収納繰出部在高更新部 3０dは、記憶部 2０に収納

繰出部在高情報 2０dとして記憶された収納繰出部2０の在高に釣銭準備金として

再利用されずに入金された入金金額及びその金種内訳それぞれを加算更新し(ステ

ップ54０7) 、銀行のホストコンピュータ2００に対して店舗の銀行 口座の残高に入金

金額を加算するオンライン入金処理を行ぅよぅに依頼する (ステップ54０8)

０22 1 続いて、出金制御部 3０bは、ステッ S4０4で行われた第 の釣銭作成処理で出

金枚数が釣銭準備金の設定枚数に満たなかった不足分をスタッヵ2 から出金するこ

とにより充填する「第2の釣銭作成処理」を行ぅ(ステップ54０9)

０222 ここで、本実施例に係る第2の釣銭作成処理について説明する。図 8は、本実施

例に係る第2の釣銭作成処理の手順を示すフローチャートである。

０223 図 8に示すよぅに、出金制御部 3０bは、各金種の出金枚数が釣銭準備金の設定

枚数に不足する金種が存在するか否かを判定する (ステップS 6０ )

０224 このとき、各金種の出金枚数が釣銭準備金の設定枚数に不足する金種が存在する

場合 (ステップS 6０ 肯定) に、出金制御部 3０bは、当該不足する金種の紙幣を収

納するスタッヵ2 から紙幣を順次繰出し(ステップS 6０2) 、搬送部 6によって繰出紙

幣を識別部 2に搬送させる (ステップS6０3)

０225 このとき、識別部 2によって出金適正紙幣と識男 された場合 (ステッ S 6０4肯定)



に、出金制御都 3０bは、識別金種に割り当てられている投出口に紙幣を搬迭するよ

ぅに搬迭部 6を制御し(ステソプ5 6０5) 、識別金種に某つき金種別の出金枚数を計

数する (ステソプ56０6)

０226 一方、識別部 2によって出金不適正紙幣と識別された場合 (ステソプ56０4否定)

に、出金制御都 3０bは、搬迭部 6によって出金凡紙幣を凡一時保留部 5に搬迭

させる (ステソプ56０7)。なお、凡一時保留部 5の出金凡紙幣は、上記の入金返却

て説明した戻口般迭または集積部3 への搬迭か行われることになる。

０227 そして、出金制御都 3０bは、上記のステソ S 6０2～ステソ S 6０7まての処理を

各金種の出金枚数か釣銭準備金の設定枚数になるまて (ステソプS 6０ 肯定)繰り返

し行い、各金種の出金枚数か釣銭準備金の設定枚数になった場合 (ステソ S 6０

否定) に処理を終了する。

０228 図 6の説明に戻り、「第2の釣銭作成処理」の終了後に、収納繰出部在高更新都

3０dは、記惜部 2０に収納繰出部在高情報 2０dとして記惜された収納繰出部2０の

在高から釣銭準備金額及ひ出金内凧 (金種別の枚数 )をそれそれ減算更新し(ステ

ソプS 4 ０) 、銀行のホストコンピュータ2００に対して店舗の銀行 口座の残高から出金

金額を減算するオンライン出金処理を行ぅよぅに依頼し(ステソプS 4 ) 、売上金額と

その金種内凧およひ釣銭準備金額とその出金内凧を釣銭作成レシートとして印字部

4に印字させ (ステソプS 4 2) 、処理を終了する。

０229 また、操作ターミナル ０を介して入金の拒否入力を受け付けた場合 (ステソプS 4

０6否定) には、入金制御都 3０aは、入金金額の金種内凧に某つき、各スタソヵ2

から紙幣を出金 口 3に搬迭するよぅに搬迭部 6を制御する「入金返却」を行い(ステ

ソプS 4 3) 、処理を終了する。

０23０ なお、図 6に示す例ては、オンライン出金処理の依頼か完了した時に釣銭作成レ

シートを印字することとしたか、たとえは釣銭として出金された紙幣の抜取りを検知し

た時点またはそれ以降のタイミンクて釣銭作成レシートを印字することて、釣銭準備

金にレシートを紐付けて印字することかてき、印字したレシートか抜き取った釣銭準

備金のものてあることを直観的に把握することか可能になる。

０23 1 次に、本実施例に係る引渡処理について説明する。図 9は、本実施例に係る引渡



処理の手順を示すフローチヤートである。

０232 図 9に示すよぅに、引渡制御部 3０cは、収納枚数が記憶部 2０に各種設定情報

2０cとして記憶された上限値に達したスタッカ2 が存在するか否かを判定する (ス

０233 このとき、上限値に達したスタッカ2 が存在する場合 (ステップ5 7０ 肯定) には、引

渡制御部 3０cは、当該スタッカ2 内に最適値の収納枚数だけを残して最適値から

の超過分の紙幣を収納部3０の集積部3 に搬送する (ステップS 7０2)

０234 そして、収納繰出部在高更新部 3０dは、記憶部 2０に収納繰出部在高情報 2０

dとして記憶された収納繰出部の在高から引渡金額及び出金内訳 (金種別の枚数 )

をそれぞれ減算更新する (ステップ5 7０3)

０235 一方、収納部在高更新部 3０eは、記憶部 2０に収納部在高情報 2０eとして記

憶された収納部3０の在高に引渡金額及びその金種内訳それぞれを加算更新し(ス

テップ5 7０4) 、金融機関内での勘定科 目「店舗用資金」の残高から引渡金額を減算

するとともに引渡金額を勘定科 目「通常資金」の残高に加算する勘定を行い(ステッ

プ5 7０5) 、処理を終了する。

０236 このよぅに、入出金部 ０、収納繰出部2０及び収納部3０の間で現金の移動があっ
た場合でも収納繰出部2０及び収納部3０の在高を正確に管理することができる。

０237 上述してきたよぅに、本実施例では、当該紙幣処理装置 を紙幣の入出金処理を行

ぅ入出金部 ０、紙幣を収納 繰出する収納繰出部2０および紙幣を収納する収納部

3０に区分けし、典なる3者の当事者が当該当事者に許容される部位だけを取扱可能

なよぅに入出金部 ０、収納繰出部2０および収納部3０を構成したので、3者以上の

当事者が紙幣の取り扱いに関与することが可能になる。

０238 また、本実施例では、出金紙幣を入金門口 4に搬送するよぅに搬送部 6を制御す

る搬送制御を行ぅよぅに構成したので、出金 口 3が紙幣ジャム等で出金不能となった

場合でも、入金門口 4をバイパスとして機能させることができ、出金処理の効率が低

減することを防止することができる。

０239 ところで、上記の実施例では、図2に示した取扱権限の区分けの中でも図2の (3) を

中心に説明したが、図2の (4)でも好適に適用することができる。ここでは、図2の (3)



と図2の (4)の違いについて述べる。

０24０ すなわち、図2の (4)の場合には、入出金部 ０及び収納繰出部2０の両方が店舗

側の取扱権限となるので、収納繰出部2０から収納部3０に現金移動がなされて初め

てオンライン入金が行われる点が典なる。

０24 1 また、図2の (3) の場合には、銀行側が引渡条件を設定する場合について説明した

が、図2の (4)の場合には、店舗側が収納繰出部2０を有するので、収納繰出部2０か
ら収納部3０へ引き渡す際の条件も店舗側によって主体的に決定される点も典なる。

０242 例えば、店舗の営業終了後に店舗に残し置いておく残置高を設定しておき、この

残置高を超過する紙幣を収納部3０に引き渡す。この場合には、残置額は在高の推

移をもとに算出したり、予め一定額を決めておくことが望ましい。また、引渡金額をあ

らかじめ設定しておき、この引渡金額を収納部3０に引き渡す。この場合には、引渡

金額として一定額を設定しておいたり、売上金額をもとに算出したり、収納繰出部2０

の在高から算出したりすることができる。また、引渡金額を任意に設定したり入力でき

る。

０243 また、上記の実施例では、 f 券を出金 口 3または入金ロ口 4から出金する

こととしたが、必ずしも f 券を出金 口 3または入金ロ口 4から出金する必要

はなく、たとえば f 券を精査力セット2 Gに集積しておき、 f 券として規

定される品質レベルに満たない紙幣を団一時保留部 5に保留しておき、 f 出

金後に各力セット2 に搬送するよぅにしてもかまわない。

０244 また、上記の実施例では、入出金部 ０を上部、収納繰出部2０を中間部、収納部3

0を下部に設ける場合 (図2０の (a) 参照 ) 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、例えば、図2０の (b)～( ) に示すレイアウトを採用する場合にも

本発明を同様に適用することができる。

０245 そして、上記の実施例では、図2 の (a) に示すよぅに、収納繰出部2０からしか収納

部3０に現金を引き渡すことはできないが、図27の (b)～㈲及び ( )～( )のレイア

ウトを採用した場合には、図2 の (b)及び (d) に示すよぅに、入出金部 ０から収納部

3０に現金を直接引き渡すことができる。

０246 また、上記の実施例では、収納繰出部2０及び収納部3０に紙幣を収納させることと



したが、入出金部 ０に収納部を設けて紙幣を収納させるよぅにしてもよい。

０247 さらに、上記の実施例では、収納繰出部2０の在高および収納部3０の在高を操作

ターミナル ０に表示することにより店舗、銀行や警備会社等の当事者に閲覧させる

場合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、外部装置からの

アクセスにより紙幣処理装置 を遠隔操作するよぅにしてもよい。

０248 この外部装置から紙幣処理装置へのアクセス権限について具体的に説明する。図

22は、外部装置に付与するアクセス権限の一例を示す図である。図22に示すよぅに

、紙幣処理装置 に接続される外部装置の一例としては、店舗の関係者である店舗

オペレータや店舗マネージャなどが扱ぅ端末であって店舗内に配設される店舗内端

末、店舗の関係者が扱ぅ端末であって店舗本部に配設される店舗本部端末、銀行の

代理人として紙幣処理装置 のメンテナンスを行ぅメンテ員、銀行の行員などの銀行

関係者が扱ぅ銀行端末、警備会社の関係者が扱ぅ警備会社端末などが存在する。

０249 このよぅに、外部装置にほ、典なる当事者に所属する端末が複数存在するが、入出

金部 ０、収納繰出部2０または収納部3０のいずれの部位に関する処理を外部から

のアクセスにより遠隔操作を可能とするアクセス権限 (例えば、収納繰出部2０または

収納部3０の在高を外部装置から閲覧する権限) の設定は任意に設定することができ

る。

０25０ 図22に示す例では、入出金部 ０に関する操作権限及び開錠権限については、店

舗本部端末及び店舗内端末にアクセス権限が付与されており、収納繰出部2０に関

する操作権限及び開錠権限については、銀行端末にアクセス権限が付与されており

、また、収納部3０に関する操作権限及び開錠権限については、警備会社端末にア

クセス権限が付与されている。

０25 1 また、上記の図2の (3) に示した当事者が紙幣処理装置 に関与する場合だけでな

く、その他の当事者が紙幣処理装置 に関与する場合、たとえば図2の (4) に示した

当事者が紙幣処理装置 に関与する場合にもアクセス権限を設定することができる。

０252 図23は、外部装置に付与するアクセス権限の一例を示す図である。同図に示すよ

ぅに、外部装置の一例としては、店舗本部端末、店舗内端末、警備会社端末、銀行

端末などが存在する。各端末は、 Cや携帯端末、専用端末等であって、有線または



無線のネットワークにより接続される。なお、ここに銀行端末を含めたのは、収納部3０

に収納される紙幣の所有権が銀行にあるからである。

０253 図23に示す例では、入出金部 ０及び収納繰出部2０に関する操作権限と開錠権

限については、店舗本部端末及び店舗内端末にアクセス権限が付与されており、ま

た、収納部3０に関する操作権限及び開錠権限については、警備会社端末及び銀

行端末にアクセス権限が付与されている。

０254 そして、紙幣処理装置 では、外部装置に付与したアクセス権限を紙幣処理装置

の記憶部 2０に記憶しておき、外部装置からのアクセスがアクセス権限を有する装置

からのものであるか否かを判定し、その結果、外部装置がアクセス権限を有する装置

であった場合には、外部装置がアクセスを要求する処理がアクセス権限に含まれる

か否かを判定する。

０255 このとき、外部装置からのアクセスがアクセス権限を有する装置からのアクセスであ

り、かつ外部装置が要求する処理がアクセス権限に含まれる場合には、紙幣処理装

置 は、要求に応答した処理を実行する。

０256 一方、外部装置からのアクセスがアクセス権限を有する装置からのアクセスではな

い場合、外部装置がアクセス権限を有する装置である場合でも外部装置がアクセス

を要求する処理がアクセス権限に含まれない場合には、要求された処理を実行しな

０257 これによって、当事者に所属する外部装置にアクセス権限がある処理だけ外部アク

セスにより遠隔操作することができる。

０258 例えば、図22の例で言えば、銀行端末から収納繰出部2０の在高の閲覧を要求す

るアクセスがあった場合にだけ、収納繰出部2０の在高を銀行端末に送信したり、また

、銀行端末または警備会社端末から収納部3０の在高の閲覧を要求するアクセスが

あった場合にだけ、収納部3０の在高を銀行端末または警備会社端末に送信したり

することができる。

０259 また、図23の例で言えば、店舗本部端末または店舗内端末から収納繰出部2０の

在高の閲覧を要求するアクセスがあった場合にだけ、収納繰出部2０の在高を店舗

本部端末または店舗内端末に送信したり、また、警備会社端末または銀行端末から



収納部3０の在高の閲覧を要求するアクセスがあった場合にだけ、収納部3０の在高

を警備会社端末または銀行端末に送信したりすることができる。

０26０ また、上記の実施例では、オンライン入金処理およびオンライン出金処理を各入出

金処理を行ぅ時に行ぅこととしたが、一定期間内に行われた入出金を予め定めたタイ

ミングで 度にまとめて行ぅよぅにしてもよい。

０26 1 例えば、記憶部 2０によって入出金情報 2０aとして記憶された 日分の入出金取

引の入出金金額や金種別枚数に墓づき、入金計および出金計として集計し、入金

計をオンライン入金処理するとともに出金計をオンライン出金処理したり、また、入金

計及び出金計の差引集計額または差引集計額の金種別枚数をオンライン入金処理

またはオンライン出金処理するよぅにしてもよい。

０262 また、本発明では、操作ターミナル ０や外部装置から要求を受け付けたことを契

を受け付けるまで記憶部 2０に入出金情報 2０aとして蓄積記憶された入出金取引

をまとめてオンライン入金処理及びオンライン出金処理を行ぅこともできる。

０263 また、上記の実施例では、紙幣の表裏にこだわりなく入出金を行ぅこととしたが、本

発明では、入金時の紙幣の経路または出金時の紙幣の経路に団一時保留部 5や

精査カセット2 Gを含めることにより表裏反転させ、入金紙幣の表裏を揃えてスタッカ

2 に収納したり、出金紙幣の表裏を揃えて出金 口 3または入金ロ口 4から出金さ

せることもできる。

０264 例えば、スタッカ2 に表面を上にした状態で紙幣を収納する設定が行われていた

場合には、入金 口 で紙幣の表面が下にした状態で紙幣が内部に繰り込まれると

識別部 6で紙幣の表面が下であるといぅ状態が識別されて一且は識別金種のスタッ

カ2 に収納される。そして、スタッカ2 に収納した紙幣を繰り出し、団一時保留部 5

に搬送して保留した後に再度識別部 6を経由して該当スタッカ2 に収納することで

、スタッカ2 に収納される紙幣すべてを表面を上にした状態で収納することができる

０265 また、出金 口 3に表面を上にした状態で紙幣を出金する設定が行われていた場



合には、スタッカ2 内で表面が下にした状態の紙幣を団一時保留部 5に搬送して

保留した後に出金 口 3から出金することで、出金 口 3から出金される紙幣すべてを

表面を上にした状態で出金することができる。

０266 なお、上記の実施例では、店舗、銀行および警備会社の3者に取扱権限が存在す

る場合について説明したが、本発明は当事者が3者の場合に限定されるものではな

く、少なくとも入出金部 ０、収納繰出部2０または収納部3０のいずれかの機能を有

する第4の部位を設けることにより当事者が4者以上の場合にも同様に適用すること

ができる。

０267 例えば、図 に示した収納部3０とは別に同様の機能を有する収納部4０をさらに設

けておき、米国銀行が収納部3０を所有し、カナダ銀行が収納部3０を所有するとした

時には、収納繰出部2０から繰り出される米ドル紙幣を収納部3０に引き渡すとともに

カナダドル紙幣を収納部4０に引き渡すよぅに紙幣処理装置 を構成することもできる

０268 また、上記の実施例では、図9に示す操作ターミナル ０、記憶部 2０及び制御部

3０の機能部を第 の部位、第2の部位または第3の部位のいずれかの部位に集約

して設けることとしてもよいし、分散して設けることとしてもよい。また、これらの機能部

を各々の部位に設けることもできる。



請求の範囲

貨幣の入出金処理を行ぅ貨幣処理装置であって、

前記貨幣処理装置は少なくとも第 の部位、第2の部位および第3の部位を有し、

前記第 の部位は、少なくとも前記貨幣の受入と投出を行ぅ入出金部を備え、

前記第2の部位は、少なくとも前記貨幣の収納とともに収納した貨幣の繰出しを行ぅ

収納繰出部と、この部位の開放を制限する施錠機構とを備え、

前記第3の部位は、少なくとも前記貨幣の収納を行ぅ収納部と、この部位の開放を

制限する施錠機構とを備え、

前記第2の部位の施錠機構の開錠条件と前記第3の部位の施錠機構の開錠条件

とを、典なる条件に設定可能である貨幣処理装置。

2 前記第2の部位および前記第3の部位の少なくとも一方が金庫内に設けられ、この

金庫の隔壁に設けられた貨幣通路用開口を通して前記貨幣が搬送され、この金庫

の扉がこの金庫内に設けられた部位に対応する前記施錠機構により施錠される請求

項 に記載の貨幣処理装置。

3 前記第 の部位は、この部位の開放を制限する施錠機構をさらに備え、

この施錠機構の開錠権限は、前記第2の部位の施錠機構の開錠条件および前記

第3の部位の施錠機構の開錠条件の少なくとも一方と典なる条件に設定可能である

請求項 に記載の貨幣処理装置。

4 前記第2の部位の収納部が収納する貨幣の、金額または金種別の枚数である、第

2部位在高を記憶する第2在高記憶部と、

前記第3の部位の収納部が収納する貨幣の、金額または金種別の枚数である、第

3部位在高を記憶する第3在高記憶部と、

前記第2の部位と他の前記部位との間で貨幣の授受が行われたとき、この授受され

た貨幣の金額または金種別の枚数を某に、前記第2部位在高を更新する第2在高更

新部と

前記第3の部位と他の前記部位との間で貨幣の授受が行われたとき、この授受され

た貨幣の金額または金種別の枚数を墓に、前記第3部位在高を更新する第3部位在

高更新部とを有する請求項 に記載の貨幣処理装置。



5 前記部位別に、前記各在高を外部装置へ送信可能な請求項4に記載の貨幣処理

6 操作権限を確認する操作権限確認部と、

前記第 の部位が受け入れた貨幣を所有権の移伝を伴って前記第2の部位へ搬

送して収納する入金処理を実行できる入金権限、および、

前記第2の部位が収納している貨幣を前記第3の部位へ搬送して収納する引渡処

理を実行できる引渡権限と、

前記操作権限との対応を設定する操作権限設定部と

前記操作権限確認部によって確認された前記操作権限と、前記操作権限設定部

に設定された対応付けにもとづいて、前記入金処理および前記引渡処理の実行可

否を制御する制御部とを有する請求項 に記載の貨幣処理装置。

7 前記第2の部位に収納している貨幣を、所有権の移伝を伴って前記第 の部位へ

搬送して投出する出金処理時に、出金には不適切と識男 された出金リジェクト貨幣を

一時保留する一時保留部と

前記一時保留部に一時保留された出金リジェクト貨幣を、該出金リジェクト貨幣を収

納していた第2の部位へ搬送する制御を行ぅ制御部とを有する請求項 に記載の貨

幣処理装置。

8 前記第2の部位に収納している貨幣を、所有権の移伝を伴って前記第 の部位へ

搬送して投出する出金処理時に、出金には不適切と識男 された出金リジェクト貨幣を

一時保留する一時保留部を前記第2の部位に備える請求項 に記載の貨幣処理装
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ホ 引用文献の力テ の日の役に公表 された文献
A 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの ΓX 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
L 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す) 上の文献 の、当業者に て自明てある組合 に

O 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
p j 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 r & j 同— テ ト ア ! 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
0 4 . 0 6 . 2 0 0 9 1 6 . 0 6 . 2 0 0 9

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 3 R 9 2 4 4

日本国特許庁 ( I S A ノ J P ) 水安 真
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三T 4番 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 3 8 6

様式 P C T ノ I S Aノ 2 1 0 (第 2 ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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