
JP 2018-45613 A 2018.3.22

10

(57)【要約】
【課題】各収納庫に収納された紙幣の精査動作の回数を
低減させること。
【解決手段】装置本体１０に設けられた入金部２１に紙
幣が投入された場合に、所定の条件を具備する紙幣を該
当する収納庫２５に収納する一方、出金指令が与えられ
た場合には、該当する収納庫２５から送出された紙幣を
出金回収庫３０に搬送して出金回収庫３０に設けられた
出金口３２より排出する紙幣処理装置において、収納庫
２５のそれぞれに設けられた取出口２５ａを開閉する取
出扉２５ｂと、取出扉２５ｂにより取出口２５ａが開放
されたことを検知する検知センサ２５ｃと、検知センサ
２５ｃの少なくとも１つが取出口２５ａの開放を検知し
た場合にのみ、在高不確定の判定を行う制御部４０とを
備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体に設けられた入金部に紙幣が投入された場合に、所定の条件を具備する紙幣を
該当する収納庫に収納する一方、出金指令が与えられた場合には、該当する収納庫から送
出された紙幣を出金庫に搬送して該出金庫に設けられた出金口より排出する紙幣処理装置
において、
　前記収納庫のそれぞれに設けられた取出口を開閉する取出扉と、
　前記取出扉により前記取出口が開放されたことを検知する取出口検知手段と、
　前記取出口検知手段の少なくとも１つが取出口の開放を検知した場合にのみ、在高不確
定の判定を行う制御手段と
　を備えたことを特徴とする紙幣処理装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、在高不確定の判定を行った場合に、その旨を上位機器に送出すること
を特徴とする請求項１に記載の紙幣処理装置。
【請求項３】
　前記出金庫は、前記装置本体に着脱可能に設けられ、かつ回収指令が与えられた場合に
各収納庫に収納された紙幣を回収するものであることを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載の紙幣処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣処理装置に関し、より詳細には、例えば紙幣釣銭機として適用される紙
幣処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば紙幣釣銭機として適用される紙幣処理装置においては、装置本体に形成さ
れた入金部を通じて投入された紙幣を所定の搬送路に搬送させるようにし、搬送路を搬送
される紙幣の真偽を鑑別手段にて鑑別している。
【０００３】
　この紙幣処理装置では、上記鑑別手段により「真」と鑑別された紙幣を搬送路から分離
させて所定の収納庫に収納している。また紙幣処理装置では、出金指令が与えられた場合
には、所定の収納庫から送出された紙幣を、上記搬送路を通じて出金庫に搬送して装置本
体より排出するようにしている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－６５４１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した特許文献１には明示されていないが、紙幣処理装置においては、装置本体が筐
体に収容されているのが一般的である。また、各収納庫には取出口が形成されており、装
置本体が筐体から取り外された場合に、各収納庫に収納された紙幣が取出口を通じて取り
出し可能になっている。
【０００６】
　そのため、従来の紙幣処理装置では、装置本体が筐体から取り外されると、各収納庫か
らの紙幣の取り出しの有無に関わらず、在高不確定の判定を行うようにしていた。かかる
在高不確定の判定が行われると、装置本体が筐体に収容された後に精査動作が行われてい
た。
【０００７】
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　しかしながら、このように装置本体が筐体から取り外された場合に在高不確定の判定を
行ってしまうと、次のような問題があった。
【０００８】
　すなわち、紙幣処理装置が硬貨処理装置に並設されており、硬貨処理装置の装置本体が
筐体から取り外される場合に、紙幣処理装置の装置本体も筐体から取り外される構成にあ
ると、該硬貨処理装置のメンテナンス作業のために硬貨処理装置の装置本体が筐体から取
り外されると、紙幣処理装置の装置本体も筐体から取り外される。このようにして紙幣処
理装置の装置本体が筐体から取り外されると、紙幣処理装置では収納庫の紙幣の取り出し
が行われていなくても在高不確定の判定が行われることとなり、結果的に、無駄な精査動
作がその後に行われることになっていた。
【０００９】
　本発明は、上記実情に鑑みて、各収納庫に収納された紙幣の精査動作の回数を低減させ
ることができる紙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】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明に係る紙幣処理装置は、装置本体に設けられた入金
部に紙幣が投入された場合に、所定の条件を具備する紙幣を該当する収納庫に収納する一
方、出金指令が与えられた場合には、該当する収納庫から送出された紙幣を出金庫に搬送
して該出金庫に設けられた出金口より排出する紙幣処理装置において、前記収納庫のそれ
ぞれに設けられた取出口を開閉する取出扉と、前記取出扉により前記取出口が開放された
ことを検知する取出口検知手段と、前記取出口検知手段の少なくとも１つが取出口の開放
を検知した場合にのみ、在高不確定の判定を行う制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また本発明は、上記紙幣処理装置において、前記制御手段は、在高不確定の判定を行っ
た場合に、その旨を上位機器に送出することを特徴とする。
【００１２】
　また本発明は、上記紙幣処理装置において、前記出金庫は、前記装置本体に着脱可能に
設けられ、かつ回収指令が与えられた場合に各収納庫に収納された紙幣を回収するもので
あることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、制御手段が、収納庫のそれぞれに設けられた取出口のうち少なくとも
１つが開放されたことを取出口検知手段により検知された場合にのみ、在高不確定の判定
を行うので、装置本体が該装置本体を収容する筐体から取り外されただけでは在高不確定
の判定を行わない。そのため、従来のように装置本体が筐体から取り外される度に精査動
作を行う必要がなく、各収納庫に収納された紙幣の精査動作の回数を低減させることがで
きるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態である紙幣処理装置を模式的に示す説明図である。
【図２】図２は、図１に示した紙幣処理装置が入金動作を行う場合を説明する説明図であ
る。
【図３】図３は、図１に示した紙幣処理装置が出金動作を行う場合を説明する説明図であ
る。
【図４】図４は、図１に示した紙幣処理装置が精査動作を行う場合を説明する説明図であ
る。
【図５】図５は、図１に示した紙幣処理装置が回収動作を行う場合を説明する説明図であ
る。
【図６】図６は、図１に示した紙幣処理装置が回収動作を行う場合を説明する説明図であ
る。
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【図７】図７は、図１等に示した制御部が実施する在高判定制御の処理内容を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る紙幣処理装置の好適な実施の形態について詳
細に説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の実施の形態である紙幣処理装置を模式的に示す説明図である。ここで
例示する紙幣処理装置は、例えば紙幣釣銭機として適用されるものであり、装置本体１０
を備えている。
【００１７】
　この装置本体１０には、入金部２１、搬送路２２、鑑別部２３、判別部２４、収納庫２
５、精査庫２６及び出金回収庫３０がそれぞれ内部に設けられている。
【００１８】
　入金部２１は、装置本体１０に形成された入金口１１に連通する態様で設けられている
。ここで入金口１１は、図には明示しない入金扉により開閉される開口である。この入金
部２１は、入金口１１を通じて自身に投入された紙幣を搬送路２２に繰り出すものである
。
【００１９】
　搬送路２２は、装置本体１０の内部において前後方向に沿って延在している。この搬送
路２２は、図には明示しないが、複数の搬送プーリに張設された左右一対の搬送ベルト等
の搬送手段により構成されており、紙幣を前方から後方に向けて搬送するとともに、紙幣
を後方から前方に向けて搬送する路である。
【００２０】
　鑑別部２３は、搬送路２２の途中に設けられている。この鑑別部２３は、従来公知のも
のであり、入金部２１から搬送路２２に繰り出された紙幣の真偽及び金種を鑑別するもの
である。この鑑別部２３での鑑別結果は、制御部（制御手段）４０に鑑別信号として与え
られる。
【００２１】
　ここで制御部４０は、図示しないメモリに記憶されたプログラムやデータにしたがって
紙幣処理装置の動作を統括的に制御するものである。尚、制御部４０は、例えば、ＣＰＵ
（Ｃｅｎｔｒａｌ　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（Ｉｎｔｅｇｒａｔ
ｅｄ　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。また制御部４０は、図示の例では、装置本体１０
の外部に設けられているように示されているが、これは便宜上のためであり、実際には、
装置本体１０の内部に設けられている。
【００２２】
　かかる制御部４０は、ＰＯＳレジスタ装置等の上位機器５０と通信可能であるとともに
、離脱センサ６０との間で信号の送受信が可能である。ここで離脱センサ６０は、装置本
体１０が収容される図示せぬ筐体に設けられており、装置本体１０が筐体から取り外され
る場合にオン信号を制御部４０に送出するものである。
【００２３】
　判別部２４は、鑑別部２３よりも後方側の搬送路２２の途中に設けられている。この判
別部２４は、従来公知のものであり、通過する紙幣の金種及び枚数を判別するものである
。この判別部２４での判別結果は、制御部４０に判別信号として与えられる。
【００２４】
　収納庫２５は、判別部２４よりも後方側において複数設けられている。これら収納庫２
５は、鑑別部２３の鑑別結果に基づいて、自身に割り付けられた金種の紙幣を収納するも
のであり、また制御部４０から与えられる指令に基づいて収納した紙幣を搬送路２２に繰
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り出すものである。
【００２５】
　また、収納庫２５のそれぞれには、取出口２５ａが設けられている。かかる取出口２５
ａは、収納庫２５の側部において取出扉２５ｂにより開閉される開口であり、開放される
場合には、収納庫２５に収納された紙幣が取り出されることを許容するものである。
【００２６】
　更に、収納庫２５のそれぞれには、検知センサ２５ｃが設けられている。検知センサ２
５ｃは、対応する取出口２５ａが開放されたことを検知する取出口検知手段であり、取出
口２５ａの開放を検知した場合には、開信号を制御部４０に送出するものである。
【００２７】
　精査庫２６は、判別部２４よりも前方側に設けられている。この精査庫２６は、後述す
る精査動作を行う場合に、紙幣を収容するとともに、収容した紙幣を搬送路２２に繰り出
すものである。
【００２８】
　出金回収庫３０は、装置本体１０の前方側であって入金部２１の上方側に着脱可能に設
けられている。この出金回収庫３０は、出金扉３１により開閉される出金口３２を有して
いる。すなわち、出金回収庫３０は、出金扉３１が装置本体１０の外部に露出する態様で
設けてあり、出金扉３１が開くよう揺動することで出金口３２が開放されて出金回収庫３
０の内部が装置本体１０の外部に露出される。このような出金回収庫３０は、搬送路２２
を通じて搬送された紙幣を収容し、出金口３２を通じて収容した紙幣を外部に取り出させ
るものである。
【００２９】
　ところで、出金回収庫３０は装置本体１０に着脱可能に設けられていると述べたが、図
１に示すように装置本体１０に設けられている場合には、専用の入力操作、あるいは図示
せぬ取出用鍵を所定の取出用鍵孔（図示せず）に挿入して操作等されない限り、装置本体
１０から離脱できないように設けられている。つまり、出金回収庫３０は、装置本体１０
から容易に離脱するようには設けられていない。
【００３０】
　そして、出金扉３１は、出金回収庫３０が装置本体１０に設けられている場合には、制
御部４０からの指令により開閉する態様で揺動する。一方、出金回収庫３０が装置本体１
０から離脱される場合には、出金扉３１は、常時出金口３２を閉塞しており、図示せぬ解
除用鍵を所定の解除用鍵孔（図示せず）に挿入して操作等されることにより出金口３２を
閉塞する状態が解除されて開くよう揺動することが可能になる。
【００３１】
　以上のような構成を有する紙幣処理装置の動作について説明する。まず、入金動作につ
いて説明する。
【００３２】
　入金口１１を通じて入金部２１に紙幣が投入され、かつ利用者により図示せぬ入力手段
が入力操作されて入金指令が与えられた場合、紙幣処理装置は、図２に示すように、制御
部４０を通じて搬送プーリ等の搬送手段を駆動させることにより、入金部２１に投入され
た紙幣を搬送路２２に繰り出させて搬送させる。搬送路２２を通じて紙幣を搬送させた紙
幣処理装置は、その搬送途中で鑑別部２３を通じて搬送される紙幣の真贋及び金種を鑑別
させる。
【００３３】
　この鑑別部２３により「真」と鑑別されるとともに金種が鑑別された場合、紙幣処理装
置は、鑑別された紙幣を金種毎に割り付けられた所定の収納庫２５に搬送路２２を通じて
搬送して収納させる。
【００３４】
　次に、出金動作について説明する。利用者により入力手段が入力操作されて出金指令が
与えられた場合、紙幣処理装置は、図３に示すように、制御部４０を通じて搬送手段を駆
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動させることにより、所定の収納庫２５に収納された紙幣を搬送路２２に繰り出させて搬
送させる。搬送路２２を通じて紙幣を搬送させた紙幣処理装置は、その搬送途中で判別部
２４を通じて搬送される紙幣の金種及び枚数を判別させる。
【００３５】
　この判別部２４で金種等が判別された後、紙幣処理装置は、判別された紙幣を出金回収
庫３０に搬送路２２を通じて搬送させて収納させる。このようにして出金回収庫３０に所
定枚数の紙幣を収納されて出金準備が完了すると、紙幣処理装置は、制御部４０を通じて
出金扉３１を開くよう揺動させて出金口３２を開放させ、出金回収庫３０に収納された紙
幣を取出可能な状態にして排出させる。
【００３６】
　そして、精査動作について説明する。管理者等により管理者用の入力手段（図示せず）
が入力操作されて精査指令が与えられた場合、紙幣処理装置は、図４に示すように、制御
部４０を通じて搬送手段を駆動させることにより、所定の収納庫２５に収納された紙幣を
搬送路２２に繰り出させ、その搬送途中で判別部２４を通じて搬送される紙幣の金種及び
枚数を判別させ、判別させた紙幣を精査庫２６に収容させる。
【００３７】
　このようにして所定の金種の紙幣を精査庫２６に収容させた後、紙幣処理装置は、制御
部４０を通じて搬送手段を駆動させることにより、精査庫２６から搬送路２２に紙幣を繰
り出させて後方に向けて搬送させ、元の収納庫２５に収納させる。これにより、当該収納
庫２５に収納された紙幣の枚数を計測する精査を行うことができる。
【００３８】
　次に回収動作について説明する。管理者等により管理者用の入力手段が入力操作されて
回収指令が与えられた場合、紙幣処理装置は、図５に示すように、制御部４０を通じて搬
送手段を駆動させることにより、すべての収納庫２５に収納された紙幣を搬送路２２に繰
り出させて該搬送路２２を通じて前方に向けて搬送させて出金回収庫３０に収納させる。
この出金回収庫３０では、制御部４０から与えられる指令により出金扉３１が常時出金口
３２を閉塞した状態となっており、かかる閉塞した状態を解除するためには解除用鍵を解
除用鍵孔に挿入して操作しなければ解除できないようにされている。
【００３９】
　このようにしてすべての収納庫２５の紙幣を出金回収庫３０に収納させた後、紙幣処理
装置は、図６に示すように、取出用鍵を取出用鍵孔に挿入して操作されることにより、出
金回収庫３０が装置本体１０から取り外されることを許容する。このようにして取り外さ
れた出金回収庫３０は、管理者が管理する金庫に保管されることになる。
【００４０】
　ところで、上記紙幣処理装置においては、装置本体１０が筐体から取り外されたことが
離脱センサ６０により検知され、該離脱センサ６０からオン信号が与えられた制御部４０
では、次のような在高判定制御を行う。
【００４１】
　図７は、図１等に示した制御部４０が実施する在高判定制御の処理内容を示すフローチ
ャートである。
【００４２】
　この在高判定制御において制御部４０は、いずれかの検知センサ２５ｃから開信号を入
力した場合（ステップＳ１０１：Ｙｅｓ）、収納庫２５の紙幣が抜き取られた可能性があ
るとして在高が不確定の判定を行う（ステップＳ１０２）。このように在高不確定判定を
行った制御部４０は、ＰＯＳレジスタ装置等の上位機器５０に在高不確定の判定を行った
旨を送出し（ステップＳ１０３）、その後に手順をリターンして今回の処理を終了する。
【００４３】
　これによれば、在高が不確定であるので、装置本体１０が筐体に収容された後に精査動
作が行われることになる。
【００４４】
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　一方、いずれかの検知センサ２５ｃより開信号を入力していない場合（ステップＳ１０
１：Ｎｏ）、制御部４０は、収納庫２５の紙幣が抜き取られた可能性がないとして在高維
持の判定を行う（ステップＳ１０４）。このように在高維持判定を行った制御部４０は、
ＰＯＳレジスタ装置等の上位機器５０に在高維持の判定を行った旨を送出し（ステップＳ
１０５）、その後に手順をリターンして今回の処理を終了する。
【００４５】
　これによれば、在高が維持されているので、装置本体１０が筐体に収容された後に精査
動作が行われることを回避することができる。
【００４６】
　以上説明したように、本実施の形態である紙幣処理装置によれば、制御部４０は、検知
センサ２５ｃの少なくとも１つが取出口２５ａの開放を検知した場合にのみ在高不確定判
定を行うので、装置本体１０が筐体から取り外されただけでは在高不確定の判定を行わな
い。そのため、従来のように装置本体が筐体から取り外される度に精査動作を行う必要が
なく、各収納庫２５に収納された紙幣の精査動作の回数を低減させることができる。
【００４７】
　しかも、制御部４０が在高不確定判定を行った場合に、その旨を上位機器５０に送出す
るので、上位機器５０に認識させることができる。
【００４８】
　上記紙幣処理装置によれば、回収指令が与えられた場合に、出金回収庫３０が各収納庫
２５に収納された紙幣を回収するので、出金回収庫３０が従来の回収庫の機能も有してい
る。これにより、回収庫の設置スペースを削減することができ、装置全体の小型化を図る
ことができる。
【００４９】
　上記紙幣処理装置によれば、出金回収庫３０が装置本体１０に対して着脱可能に設けら
れているので、各収納庫２５に収納された紙幣を出金回収庫３０に収納させた後に、該出
金回収庫３０を装置本体１０から離脱させることで所定の金庫等に出金回収庫３０ごと保
管することができ、出金回収庫３０から紙幣を取り出す必要がなく、セキュリティの向上
を図ることができる。
【００５０】
　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。
【００５１】
　上述した実施の形態では、回収動作の場合に、出金扉３１が常時出金口３２を閉塞した
状態にしていたが、本発明においては、回収動作においても出金扉３１が制御部４０から
の指令により出金口３２を開閉できるようにしてもよい。
【００５２】
　上述した実施の形態では、取出口２５ａが収納庫２５の側部に設けられていたが、本発
明においては、取出口は、収納庫に収納された紙幣が取り出されることを許容するもので
あれば種々の形態を採用することができる。すなわち、搬送路がベースとカバーとにより
構成されており、カバーが例えば上方に向けて揺動することで搬送路が開放される場合に
は、収納庫のうち搬送路を臨む開口が取出口であってもよい。この場合には、カバーが取
出扉を形成することとなり、該カバーが揺動することで取出口が開放されることになる。
【符号の説明】
【００５３】
　　１０　装置本体
　　１１　入金口
　　２１　入金部
　　２２　搬送路
　　２３　鑑別部
　　２４　判別部
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　　２５　収納庫
　２５ａ　取出口
　２５ｂ　取出扉
　２５ｃ　検知センサ
　　２６　精査庫
　　３０　出金回収庫
　　３１　出金扉
　　３２　出金口
　　４０　制御部
　　５０　上位機器
　　６０　離脱センサ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(10) JP 2018-45613 A 2018.3.22

【図７】



(11) JP 2018-45613 A 2018.3.22

フロントページの続き

(72)発明者  東　昌幸
            神奈川県川崎市川崎区田辺新田１番１号　富士電機株式会社内
Ｆターム(参考) 3E040 AA01  CA05  CA07  CA16  DA05 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

