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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙葉類を集積する複数の集積部を備え、前記集積部毎に設定した、前記紙葉類を分類す
る分類条件に基づき、前記紙葉類を分類し、この分類した紙葉類を前記分類条件に対応し
た前記集積部に順次集積する紙葉類処理装置と、この紙葉類処理装置を管理する紙葉類管
理装置とを有する紙葉類管理システムであって、
　前記複数の集積部の内、登録対象の集積部を指定する登録対象指定部と、
　この登録対象指定部にて指定した前記登録対象の集積部に集積する紙葉類の紙葉類詳細
情報を取得する紙葉類詳細情報取得部と、
　この紙葉類詳細情報取得部にて取得した紙葉類詳細情報を記憶部に登録する登録制御部
と、
を有することを特徴とする紙葉類管理システム。
【請求項２】
　前記集積部毎に、前記紙葉類を分類するための前記分類条件を設定する分類条件設定部
を有することを特徴とする請求項１記載の紙葉類管理システム。
【請求項３】
　前記登録制御部は、
　前記記憶部に登録中の前記紙葉類詳細情報を前記登録対象の集積部に対応する前記分類
条件単位で管理することを特徴とする請求項２記載の紙葉類管理システム。
【請求項４】
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　前記紙葉類の該紙葉類を一意に特定する識別情報を認識する識別情報認識部を有し、
　前記登録制御部は、
　前記識別情報認識部にて認識した前記紙葉類の識別情報を前記紙葉類詳細情報に含めて
前記記憶部に登録することを特徴とする請求項１～３の何れか一に記載の紙葉類管理シス
テム。
【請求項５】
　前記紙葉類の紙葉類画像を取得する画像取得部を有し、
　前記登録制御部は、
　前記画像取得部にて取得した前記紙葉類の紙葉類画像を前記紙葉類詳細情報に含めて前
記記憶部に登録することを特徴とする請求項１～３の何れか一に記載の紙葉類管理システ
ム。
【請求項６】
　前記紙葉類の種類を識別する種類識別部を有し、
　前記登録制御部は、
　前記紙葉類に関する前記種類識別部の識別結果を前記紙葉類詳細情報に含めて前記記憶
部に登録することを特徴とする請求項１～３の何れか一に記載の紙葉類管理システム。
【請求項７】
　前記紙葉類の損券又は正券を識別する正損識別部を有し、
　前記登録制御部は、
　前記紙葉類に関する前記正損識別部の識別結果を前記紙葉類詳細情報に含めて前記記憶
部に登録することを特徴とする請求項１～３の何れか一に記載の紙葉類管理システム。
【請求項８】
　紙葉類を集積する複数の集積部を備え、前記集積部毎に設定した、前記紙葉類を分類す
る分類条件に基づき、前記紙葉類を分類し、この分類した紙葉類を前記分類条件に対応し
た前記集積部に順次集積する紙葉類処理装置と、この紙葉類処理装置を管理する紙葉類管
理装置とを有する紙葉類管理システムであって、
　前記複数の集積部の内、登録対象の集積部を指定する登録対象指定部と、
　前記集積部に集積する紙葉類の紙葉類詳細情報を取得する紙葉類詳細情報取得部と、
　この紙葉類詳細情報取得部にて取得した紙葉類詳細情報の内、前記登録対象指定部にて
指定した前記登録対象の集積部に集積する紙葉類の紙葉類詳細情報を記憶部に登録する登
録制御部と、
を有することを特徴とする紙葉類管理システム。
【請求項９】
　紙葉類を集積する複数の集積部を備え、前記集積部毎に設定した、前記紙葉類を分類す
る分類条件に基づき、前記紙葉類を分類し、この分類した紙葉類を前記分類条件に対応し
た前記集積部に順次集積する紙葉類処理装置を管理する紙葉類管理装置であって、
　前記複数の集積部の内、登録対象の集積部を指定する登録対象指定部と、
　この登録対象指定部にて指定した前記登録対象の集積部に集積する紙葉類の紙葉類詳細
情報を取得する紙葉類詳細情報取得部と、
　この紙葉類詳細情報取得部にて取得した紙葉類詳細情報を記憶部に登録する登録制御部
と、
を有することを特徴とする紙葉類管理装置。
【請求項１０】
　紙葉類を集積する複数の集積部を備え、前記集積部毎に設定した、前記紙葉類を分類す
る分類条件に基づき、前記紙葉類を分類し、この分類した紙葉類を前記分類条件に対応し
た前記集積部に順次集積する紙葉類処理装置を管理する紙葉類管理方法であって、
　前記複数の集積部の内、登録対象の集積部を指定する登録対象指定ステップと、
　この登録対象指定ステップにて指定した前記登録対象の集積部に集積する紙葉類の紙葉
類詳細情報を取得する紙葉類詳細情報取得ステップと、
　この紙葉類詳細情報取得ステップにて取得した紙葉類詳細情報を記憶部に登録する登録
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制御ステップと、を含むことを特徴とする紙葉類管理方法。
【請求項１１】
　紙葉類を集積する複数の集積部を備え、前記集積部毎に設定した、前記紙葉類を分類す
る分類条件に基づき、前記紙葉類を分類し、この分類した紙葉類を前記分類条件に対応し
た前記集積部に順次集積する紙葉類処理装置を管理する紙葉類管理プログラムであって、
　前記複数の集積部の内、登録対象の集積部を指定する登録対象指定手順と、
　この登録対象指定手順にて指定した前記登録対象の集積部に集積する紙葉類の紙葉類詳
細情報を取得する紙葉類詳細情報取得手順と、
　この紙葉類詳細情報取得手順にて取得した紙葉類詳細情報を記憶部に登録する登録制御
手順と、
をコンピュータに実行させるための紙葉類管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、複数の集積部を備え、各集積部に紙葉類を分類集積する紙葉類処理
装置と、この紙葉類処理装置で分類集積した紙葉類の紙葉類詳細情報をデータベース化す
る紙葉類管理装置とを有する紙葉類管理システム、紙葉類管理装置、紙葉類管理方法及び
紙葉類管理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、紙幣、小切手、手形や商品券等の紙葉類を種別等の分類条件に応じて分
類しながら、その紙葉類の枚数をカウントする装置として紙葉類処理装置が知られている
(例えば、特許文献１参照)。
【０００３】
　紙葉類処理装置では、予め設定した固定の分類条件毎に紙葉類を集積する複数の集積部
、すなわちスタッカを備え、その分類条件に応じて紙葉類を各スタッカに分類集積すると
共に、各スタッカに集積する紙葉類の枚数をカウントするものである。
【０００４】
　つまり、紙葉類処理装置では、例えば、紙葉類を日本紙幣とした場合、一万円の紙幣を
第１スタッカ、五千円の紙幣を第２スタッカ、二千円の紙幣を第３スタッカ、千円の紙幣
を第４スタッカに設定した場合、複数の金種が混在する日本紙幣が投入されたとしても、
第１スタッカに一万円、第２スタッカに五千円、第３スタッカに二千円、第４スタッカに
千円が分類集積されることになる。
【０００５】
　また、近年では、紙葉類処理装置と、この紙葉類処理装置と接続し、紙葉類処理装置を
管理するパソコン等の紙葉類管理装置とを有する紙葉類管理システムが知られている(例
えば、特許文献２、特許文献３及び特許文献４参照)。
【０００６】
　紙葉類管理装置では、紙葉類処理装置に投入された各紙幣の紙幣詳細情報、例えば、紙
幣の金種を識別する金種結果、紙幣の正券や損券を識別する正損結果や取引データ等を対
応付けてデータベース化するものである。尚、取引データとは、例えば、紙葉類処理装置
に投入された紙幣の取引開始日時や紙幣の入金者や紙幣の出金者等を識別するユーザＩＤ
等を含むものである。
【０００７】
　このような紙葉類管理システムでは、紙葉類処理装置に投入された各紙幣の紙幣詳細情
報を紙葉類管理装置側でデータベース化し、紙葉類管理装置では、そのデータベースに登
録中の紙幣詳細情報を検索条件に応じて検索するようにしたので、ユーザは、データベー
スに登録中の紙幣詳細情報を簡単に検索することができる。
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－４６８７０号公報
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【特許文献２】特開２００４－３１０５９４号公報
【特許文献３】米国特許第７，２０１，３２０号公報
【特許文献４】米国特許第７，０４０，４７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記従来の紙葉類管理システムでは、紙葉類処理装置に投入された紙葉
類の紙葉類詳細情報を順次取得し、これら順次取得した全ての紙葉類詳細情報を無条件に
データベースに登録するようにしたが、不要な紙葉類詳細情報までもデータベースに登録
してしまうことになるため、そのデータベースの記憶容量として膨大な容量を確保する必
要がある。
【００１０】
　また、上記従来の紙葉類管理システムでは、そのデータベースに登録中の紙葉類詳細情
報のデータ量が膨大になるため、これら膨大なデータから所望の紙葉類詳細情報を検索す
る際には、その検索負担が大きい。
【００１１】
　また、近年、海外では、かなり多くの偽造紙葉類が市場に流通し、その偽造紙葉類が紙
葉類処理装置に投入されるケースが多々あるため、その紙葉類の紙葉類画像も含めて紙葉
類詳細情報としてデータベース化する必要性が高まっている。
【００１２】
　しかしながら、紙葉類画像も紙葉類詳細情報に含めた場合、より膨大な記憶容量のデー
タベースを確保することは勿論のこと、そのデータベースから所望の紙葉類詳細情報を検
索するには、より一層、検索負担が大きくなることが問題視されている。
【００１３】
　そこで、本発明は上記点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、不要
な紙葉類詳細情報の記憶部への登録を回避することで、記憶部の記憶容量及び、その紙葉
類詳細情報の登録量を最小限に抑制しながら、記憶部に対する紙葉類詳細情報の検索に要
する負担を大幅に軽減することができる紙葉類管理システム、紙葉類管理装置、紙葉類管
理方法及び紙葉類管理プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために本願請求項１記載の紙葉類管理システムは、紙葉類を集積す
る複数の集積部を備え、前記集積部毎に設定した、前記紙葉類を分類する分類条件に基づ
き、前記紙葉類を分類し、この分類した紙葉類を前記分類条件に対応した前記集積部に順
次集積する紙葉類処理装置と、この紙葉類処理装置を管理する紙葉類管理装置とを有する
紙葉類管理システムであって、前記複数の集積部の内、登録対象の集積部を指定する登録
対象指定部と、この登録対象指定部にて指定した前記登録対象の集積部に集積する紙葉類
の紙葉類詳細情報を取得する紙葉類詳細情報取得部と、この紙葉類詳細情報取得部にて取
得した紙葉類詳細情報を記憶部に登録する登録制御部と、を有するようにした。
【００１５】
　また、本願請求項２記載の紙葉類管理システムは、本願請求項１記載の構成において、
前記集積部毎に、前記紙葉類を分類するための前記分類条件を設定する分類条件設定部を
有するようにした。
【００１６】
　また、本願請求項３記載の紙葉類管理システムは、本願請求項２記載の構成において、
前記登録制御部は、前記記憶部に登録中の前記紙葉類詳細情報を前記登録対象の集積部に
対応する前記分類条件単位で管理するようにした。
【００１７】
　また、本願請求項４記載の紙葉類管理システムは、本願請求項１～３の何れか一に記載
の構成において、前記紙葉類の該紙葉類を一意に特定する識別情報を認識する識別情報認
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識部を有し、前記登録制御部は、前記識別情報認識部にて認識した前記紙葉類の識別情報
を前記紙葉類詳細情報に含めて前記記憶部に登録するようにした。
【００１８】
　また、本願請求項５記載の紙葉類管理システムは、本願請求項１～３の何れか一に記載
の構成において、前記紙葉類の紙葉類画像を取得する画像取得部を有し、前記登録制御部
は、前記画像取得部にて取得した前記紙葉類の紙葉類画像を前記紙葉類詳細情報に含めて
前記記憶部に登録するようにした。
【００１９】
　また、本願請求項６記載の紙葉類管理システムは、本願請求項１～３の何れか一に記載
の構成において、前記紙葉類の種類を識別する種類識別部を有し、前記登録制御部は、前
記紙葉類に関する前記種類識別部の識別結果を前記紙葉類詳細情報に含めて前記記憶部に
登録するようにした。
【００２０】
　また、本願請求項７記載の紙葉類管理システムは、本願請求項１～３の何れか一に記載
の構成において、前記紙葉類の損券又は正券を識別する正損識別部を有し、前記登録制御
部は、前記紙葉類に関する前記正損識別部の識別結果を前記紙葉類詳細情報に含めて前記
記憶部に登録するようにした。
【００２１】
　また、上記目的を達成するために本願請求項８記載の紙葉類管理システムは、紙葉類を
集積する複数の集積部を備え、前記集積部毎に設定した、前記紙葉類を分類する分類条件
に基づき、前記紙葉類を分類し、この分類した紙葉類を前記分類条件に対応した前記集積
部に順次集積する紙葉類処理装置と、この紙葉類処理装置を管理する紙葉類管理装置とを
有する紙葉類管理システムであって、前記複数の集積部の内、登録対象の集積部を指定す
る登録対象指定部と、前記集積部に集積する紙葉類の紙葉類詳細情報を取得する紙葉類詳
細情報取得部と、この紙葉類詳細情報取得部にて取得した紙葉類詳細情報の内、前記登録
対象指定部にて指定した前記登録対象の集積部に集積する紙葉類の紙葉類詳細情報を記憶
部に登録する登録制御部と、を有するようにした。
【００２２】
　また、上記目的を達成するために本願請求項９記載の紙葉類管理装置は、紙葉類を集積
する複数の集積部を備え、前記集積部毎に設定した、前記紙葉類を分類する分類条件に基
づき、前記紙葉類を分類し、この分類した紙葉類を前記分類条件に対応した前記集積部に
順次集積する紙葉類処理装置を管理する紙葉類管理装置であって、前記複数の集積部の内
、登録対象の集積部を指定する登録対象指定部と、この登録対象指定部にて指定した前記
登録対象の集積部に集積する紙葉類の紙葉類詳細情報を取得する紙葉類詳細情報取得部と
、この紙葉類詳細情報取得部にて取得した紙葉類詳細情報を記憶部に登録する登録制御部
と、を有するようにした。
【００２３】
　また、上記目的を達成するために本願請求項１０記載の紙葉類管理方法は、紙葉類を集
積する複数の集積部を備え、前記集積部毎に設定した、前記紙葉類を分類する分類条件に
基づき、前記紙葉類を分類し、この分類した紙葉類を前記分類条件に対応した前記集積部
に順次集積する紙葉類処理装置を管理する紙葉類管理方法であって、前記複数の集積部の
内、登録対象の集積部を指定する登録対象指定ステップと、この登録対象指定ステップに
て指定した前記登録対象の集積部に集積する紙葉類の紙葉類詳細情報を取得する紙葉類詳
細情報取得ステップと、この紙葉類詳細情報取得ステップにて取得した紙葉類詳細情報を
記憶部に登録する登録制御ステップと、を含むようにした。
【００２４】
　また、上記目的を達成するために本願請求項１１記載の紙葉類管理プログラムは、紙葉
類を集積する複数の集積部を備え、前記集積部毎に設定した、前記紙葉類を分類する分類
条件に基づき、前記紙葉類を分類し、この分類した紙葉類を前記分類条件に対応した前記
集積部に順次集積する紙葉類処理装置を管理する紙葉類管理プログラムであって、前記複
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数の集積部の内、登録対象の集積部を指定する登録対象指定手順と、この登録対象指定手
順にて指定した前記登録対象の集積部に集積する紙葉類の紙葉類詳細情報を取得する紙葉
類詳細情報取得手順と、この紙葉類詳細情報取得手順にて取得した紙葉類詳細情報を記憶
部に登録する登録制御手順と、を含むプログラムをコンピュータ装置に実行させるように
した。
【発明の効果】
【００２５】
　上記のように構成された本願請求項１記載の紙葉類管理システムによれば、複数の集積
部の内、登録対象の集積部を指定し、この指定した登録対象の集積部に集積する紙葉類の
紙葉類詳細情報を記憶部に登録するようにしたので、不要な紙葉類詳細情報の記憶部への
登録を回避することで、記憶部の記憶容量及び、その紙葉類詳細情報の登録量を最小限に
抑制しながら、記憶部に対する紙葉類詳細情報の検索負担を大幅に軽減することができる
。
【００２６】
　また、本願請求項２記載の紙葉類管理システムによれば、本願請求項１記載の効果に加
えて、集積部毎に、紙葉類を分類するための分類条件を設定する分類条件設定部を有する
ようにしたので、ユーザは、集積部毎に分類条件を自由に設定することができる。
【００２７】
　また、本願請求項３記載の紙葉類管理システムによれば、本願請求項２記載の効果に加
えて、記憶部に登録中の紙葉類詳細情報を、登録対象の集積部に対応する分類条件単位で
管理するようにしたので、ユーザは、記憶部に登録中の紙葉類詳細情報を分類条件単位で
検索することができる。
【００２８】
　また、本願請求項４記載の紙葉類管理システムによれば、本願請求項１～３の何れか一
に記載の効果に加えて、識別情報認識部にて認識した紙葉類の識別情報を前記紙葉類詳細
情報に含めて前記記憶部に登録するようにしたので、紙葉類の識別情報を含む紙葉類詳細
情報を管理し、例えば、偽造紙幣に対処することができる。
【００２９】
　また、本願請求項５記載の紙葉類管理システムによれば、本願請求項１～３の何れか一
に記載の効果に加えて、画像取得部にて取得した紙葉類の紙葉類画像を前記紙葉類詳細情
報に含めて前記記憶部に登録するようにしたので、紙葉類の紙葉類画像を含む紙葉類詳細
情報を管理し、例えば、偽造紙幣に対処することができる。
【００３０】
　また、本願請求項６記載の紙葉類管理システムによれば、本願請求項１～３の何れか一
に記載の効果に加えて、紙葉類に関する前記種類識別部の識別結果を前記紙葉類詳細情報
に含めて前記記憶部に登録するようにしたので、前記種類識別部の識別結果を含む紙葉類
詳細情報を管理することができる。
【００３１】
　また、本願請求項７記載の紙葉類管理システムによれば、本願請求項１～３の何れか一
に記載の効果に加えて、紙葉類に関する前記正損識別部の識別結果を前記紙葉類詳細情報
に含めて前記記憶部に登録するようにしたので、前記正損識別部の識別結果を含む紙葉類
詳細情報を管理することができる。
【００３２】
　また、本願請求項８記載の紙葉類管理システムによれば、複数の集積部の内、登録対象
の集積部を指定し、集積部に集積する紙葉類の紙葉類詳細情報の内、登録対象の集積部に
集積する紙葉類の紙葉類詳細情報を記憶部に登録するようにしたので、不要な紙葉類詳細
情報の記憶部への登録を回避することで、記憶部の記憶容量及び、紙葉類詳細情報の登録
量を最小限に抑制しながら、記憶部に対する紙葉類詳細情報の検索負担を大幅に軽減する
ことができる。
【００３３】
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　また、本願請求項９記載の紙葉類管理装置では、紙葉類処理装置内の複数の集積部の内
、登録対象の集積部を指定し、この指定した登録対象の集積部に集積する紙葉類の紙葉類
詳細情報を記憶部に登録するようにしたので、不要な紙葉類詳細情報の記憶部への登録を
回避することで、記憶部の記憶容量及び紙葉類詳細情報の登録量を最小限に抑制しながら
、記憶部に対する紙葉類詳細情報の検索負担を大幅に軽減することができる。
【００３４】
　また、本願請求項１０記載の紙葉類管理方法では、紙葉類処理装置内部の複数の集積部
の内、登録対象の集積部を指定し、この指定した登録対象の集積部に集積する紙葉類の紙
葉類詳細情報を記憶部に登録するようにしたので、不要な紙葉類詳細情報の記憶部への登
録を回避することで、記憶部の記憶容量及び紙葉類詳細情報の登録量を最小限に抑制しな
がら、記憶部に対する紙葉類詳細情報の検索負担を大幅に軽減することができる。
【００３５】
　また、本願請求項１１記載の紙葉類管理プログラムでは、紙葉類処理装置内部の複数の
集積部の内、登録対象の集積部を指定し、この指定した登録対象の集積部に集積する紙葉
類の紙葉類詳細情報を記憶部に登録するようにしたので、不要な紙葉類詳細情報の記憶部
への登録を回避することで、記憶部の記憶容量及び紙葉類詳細情報の登録量を最小限に抑
制しながら、記憶部に対する紙葉類詳細情報の検索負担を大幅に軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、本実施の形態を示す紙幣管理システム全体の概略構成を示すシステム説
明図である。
【図２】図２は、紙幣管理システム内部の概略構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、紙幣管理装置内部の設定モード管理テーブルのテーブル内容を端的に示
す説明図である。
【図４】図４は、紙幣詳細情報のデータ構成を端的に示す説明図である。
【図５】図５は、取引情報のデータ構成を端的に示す説明図である。
【図６】図６は、紙幣管理装置側の表示部に表示中の設定画面を端的に示す説明図である
。
【図７】図７は、条件設定処理に関わる紙幣管理装置内部の処理動作を示すフローチャー
トである。
【図８】図８は、紙幣分類集積処理に関わる紙幣処理装置内部の処理動作を示すフローチ
ャートである。
【図９】図９は、紙幣詳細情報登録処理に関わる紙幣管理装置内部の処理動作を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【００３７】
　１　紙幣管理システム
　２　紙幣処理装置
　３　紙幣管理装置
　１１　スタッカ
　２０　撮像部
　２１　紙幣情報抽出部
　２１Ａ　金種識別部
　２１Ｂ　正損識別部
　３２Ａ　分類条件入力部
　３２Ｂ　ＤＢ登録指定部
　３２Ｃ　設定モード指定部
　３３　データベース
　３７Ａ　記番号認識部
　３７Ｄ　ＤＢ制御部
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、図面に基づき本発明の紙葉類管理システム、紙葉類管理装置、紙葉類管理方法及
び紙葉類管理プログラムに関わる実施の形態を示す紙幣管理システムについて詳細に説明
する。
【００３９】
　まず、最初に本実施の形態の概要を説明するとすれば、その概要は、紙幣処理装置内部
の複数のスタッカの内、登録対象のスタッカをユーザ側で指定し、この指定した登録対象
のスタッカに集積する紙幣の紙幣詳細情報のみをデータベースに登録するようにした。
【００４０】
　その結果、不要な紙幣詳細情報のデータベースへの登録を回避することで、そのデータ
ベースの記憶容量及び紙幣詳細情報の登録量を最小限に抑制し、更には、そのデータベー
スに登録中の紙幣詳細情報に対する検索負担を大幅に軽減することができる。
【００４１】
　図１は、本実施の形態を示す紙幣管理システム全体の概略構成を示す説明図、図２は、
紙幣管理システム内部の概略構成を示すブロック図である。
【００４２】
　図１に示す紙幣管理システム１は、紙幣を集積する複数のスタッカ１１を備え、スタッ
カ１１毎に設定した分類条件に基づき、紙幣を分類し、この分類した紙幣を分類条件に対
応した複数のスタッカ１１に順次集積する紙幣処理装置２と、この紙幣処理装置２を管理
するパソコン等の紙幣管理装置３とを有している。
【００４３】
　紙幣処理装置２は、紙幣を投入する紙幣投入部１２と、紙幣投入部１２から投入した紙
幣を一枚単位で搬送する搬送部１３(図２参照)と、搬送部１３で搬送した紙幣を順次集積
する複数のスタッカ１１と、前述したスタッカ１１の分類条件に該当しない紙幣をリジェ
クトするリジェクト部１４と、スタッカ１１毎に、状態を表示するスタッカ表示部１５と
、様々な情報を入力又は表示する操作表示部１６とを有している。尚、スタッカ表示部１
５は、スタッカ計数枚数やバッチ状態等の状態情報を表示するものである。
【００４４】
　スタッカ１１は、紙幣の分類条件毎に、第１スタッカ１１Ａ、第２スタッカ１１Ｂ、第
３スタッカ１１Ｃ及び第４スタッカ１１Ｄを有している。尚、分類条件は、紙幣管理装置
３側の指定操作に応じて適宜変更可能である。
【００４５】
　紙幣処理装置２は、搬送部１３で搬送した紙幣が第１スタッカ１１Ａの分類条件に該当
する場合、その紙幣を第１スタッカ１１Ａに集積、搬送部１３で搬送した紙幣が第２スタ
ッカ１１Ｂの分類条件に該当する場合、その紙幣を第２スタッカ１１Ｂに集積、搬送部１
３で搬送した紙幣が第３スタッカ１１Ｃの分類条件に該当する場合、その紙幣を第３スタ
ッカ１１Ｃに集積、搬送部１３で搬送した紙幣が第４スタッカ１１Ｄの分類条件に該当す
る場合、その紙幣を第４スタッカ１１Ｄに集積するものである。
【００４６】
　また、紙幣処理装置２は、搬送部１３で搬送した紙幣が第１スタッカ１１Ａ、第２スタ
ッカ１１Ｂ、第３スタッカ１１Ｃ及び第４スタッカ１１Ｄの分類条件に該当しない場合、
その紙幣をリジェクト部１４に搬送するものである。尚、分類条件に該当しない紙幣とし
ては、例えば、識別不能紙幣や搬送不良紙幣等を含むものである。
【００４７】
　紙幣管理装置３は、紙幣処理装置２と接続し、その紙幣処理装置２を管理し、様々な情
報を表示する表示部３１と、様々な情報を入力する管理側操作部３２と、紙幣の紙幣詳細
情報を登録管理するデータベース３３とを有している。
【００４８】
　また、図２に示す紙幣処理装置２は、スタッカ１１及び搬送部１３等のメカ機構１７と
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、操作表示部１６と、様々な情報を記憶する処理側メモリ部１８と、紙幣管理装置３との
通信インタフェースを司る処理側インタフェース１９とを有している。
【００４９】
　更に、紙幣処理装置２は、搬送部１３で搬送した紙幣の表面及び裏面の紙幣画像を撮像
する撮像部２０と、撮像部２０にて撮像した紙幣画像から紙幣情報を抽出する紙幣情報抽
出部２１と、メカ機構１７を駆動制御する駆動制御部２２と、紙幣処理装置２全体を制御
する処理側制御部２３とを有している。
【００５０】
　撮像部２０は、搬送部１３で搬送した紙幣に対して可視光、赤外光や緑光等の複数種類
の光を照射する光照射部２０Ｂと、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ）カメラ２０Ａとを有している。
【００５１】
　撮像部２０は、搬送部１３で搬送した紙幣に対して複数種類の光を光照射部２０Ｂで順
次照射し、その紙幣に反射した反射光をＣＣＤカメラ２０Ａで受光することで、その紙幣
の表面及び裏面の画像を撮像するものである。
【００５２】
　更に、撮像部２０は、紙幣に対して光照射部２０Ｂで光を照射し、その紙幣の表面及び
裏面を透過した透過光をＣＣＤカメラ２０Ａで受光することで、紙幣の透過画像を撮像す
るものである。
【００５３】
　また、撮像部２０は、紙幣の表面及び裏面の磁気分布を検出する磁気センサ２０Ｃを有
し、磁気センサ２０Ｃで検出した各紙幣の磁気分布を取得するものである。
【００５４】
　つまり、撮像部２０では、搬送部１３で搬送した紙幣の表面及び裏面の画像、紙幣の透
過画像及び紙幣の磁気分布を紙幣画像として取得するものである。
【００５５】
　紙幣情報抽出部２１は、搬送部１３で搬送した紙幣の金種を識別する金種識別部２１Ａ
と、搬送部１３で搬送した紙幣の正券や損券等を識別する正損識別部２１Ｂとを有してい
る。
【００５６】
　金種識別部２１Ａは、撮像部２０から取得した紙幣の紙幣画像に基づき、例えば、日本
紙幣の場合、一万円、五千円、二千円や千円等の金種及び新旧券(紙幣改刷での前と後の
紙幣)を識別するものである。尚、海外紙幣の場合、金種の他に、その金種の一部として
版数(新旧券の世代)も識別するものである。
【００５７】
　また、正損識別部２１Ｂは、撮像部２０から取得した紙幣の紙幣画像に基づき、例えば
、金融機関のＡＴＭに装填可能な紙幣に相当する正券（以下、単にＡＴＭＦＩＴ券と称す
る）、窓口で使用可能な紙幣に相当する正券（以下、単にテラーＦＩＴ券と称する）、流
通に適さない紙幣に相当する損券（ＵＮＦＩＴ券と称する）等の正損結果を識別するもの
である。尚、ＡＴＭＦＩＴ券は、テラーＦＩＴ券に比較して、例えば、紙幣の“こし”が
強く、“汚れ”も少なく、ＡＴＭの内部機構を円滑に通過することができる紙幣に相当す
るものである。
【００５８】
　処理側制御部２３は、紙幣の紙幣情報を生成する紙幣情報生成部２３Ａと、スタッカ１
１毎の分類条件を設定する分類条件設定部２３Ｂと、スタッカ１１毎の紙幣の情報(紙幣
詳細情報)を紙幣管理装置３内のデータベース３３に登録する要否を設定するデータベー
ス登録設定部(以下、単にＤＢ登録設定部と称する)２３Ｃとを有している。
【００５９】
　紙幣情報生成部２３Ａは、撮像部２０からの紙幣画像、金種識別部２１Ａの金種結果、
正損識別部２１Ｂの正損結果及び、その紙幣に関する取引を識別する取引ＩＤを紙幣情報
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として生成するものである。
【００６０】
　分類条件設定部２３Ｂは、例えば、金種結果や正損結果等の分類条件を各スタッカ１１
に設定するものである。尚、処理側制御部２３は、例えば、第１スタッカ１１Ａに一万円
の分類条件、第２スタッカ１１Ｂに五千円の分類条件を設定した場合、搬送部１３で搬送
した紙幣が一万円の場合、その紙幣を第１スタッカ１１Ａに集積、搬送部１３で搬送した
紙幣が五千円の場合、その紙幣を第２スタッカ１１Ｂに集積するものである。
【００６１】
　処理側制御部２３は、例えば、ＤＢ登録設定部２３Ｃにて第１スタッカ１１Ａ及び第３
スタッカ１１ＣにＤＢ登録要、第２スタッカ１１Ｂ及び第４スタッカ１１ＤにＤＢ登録不
要を設定した場合、第１スタッカ１１Ａ及び第３スタッカ１１Ｃに集積する紙幣の紙幣詳
細情報を紙幣管理装置３側のデータベース３３に登録すべく、紙幣情報を処理側インタフ
ェース１９経由で送信すると共に、第２スタッカ１１Ｂ及び第４スタッカ１１Ｄに集積す
る紙幣に関する紙幣情報を紙幣管理装置３側のデータベース３３への登録を回避すべく、
紙幣情報の送信を実行しないものである。
【００６２】
　尚、分類条件設定部２３Ｂにて設定するスタッカ１１毎の分類条件及びＤＢ登録設定部
２３Ｃにて設定するスタッカ１１毎のＤＢ登録要否は、紙幣管理装置３側の指定操作に応
じて設定するものである。
【００６３】
　また、紙幣管理装置３は、表示部３１、管理側操作部３２及びデータベース３３の他に
、紙幣処理装置２との通信インタフェースを司る管理側インタフェース３４と、様々な情
報を記憶する管理側メモリ部３５と、後述する設定モードを管理する設定モード管理テー
ブル３６と、紙幣管理装置３全体を制御する管理側制御部３７とを有している。
【００６４】
　図３は、紙幣管理装置３内部の設定モード管理テーブル３６のテーブル内容を端的に示
す説明図である。
【００６５】
　図３に示す設定モード管理テーブルは、例えば、窓口入金時に使用するテラー入金モー
ド、窓口出金時に使用するテラー出金モード、ＡＴＭ装填時に使用するＡＴＭ装填モード
や、例えば日本銀行等の上位銀行に損券を納める際に使用する精算モード等の設定モード
を管理している。
【００６６】
　例えば、テラー入金モードを指定した場合、第１スタッカ１１Ａの分類条件を一万円、
第２スタッカ１１Ｂの分類条件を五千円、第３スタッカ１１Ｃの分類条件を二千円、第４
スタッカ１１Ｄの分類条件を千円に設定し、第１スタッカ１１Ａ～第４スタッカ１１Ｄの
ＤＢ登録要否をＤＢ登録要（図面上“○”）に設定するものである。
【００６７】
　また、ＡＴＭ装填モード“１”を指定した場合、第１スタッカ１１Ａの分類条件をＡＴ
ＭＦＩＴ券、第２スタッカ１１Ｂの分類条件をテラーＦＩＴ券、第３スタッカ１１Ｃの分
類条件をＵＮＦＩＴ券、第４スタッカ１１Ｄの分類条件をその他に設定し、第１スタッカ
１１Ａ～第３スタッカ１１ＣのＤＢ登録要否をＤＢ登録要（図面上“○”）、第４スタッ
カ１１ＤのＤＢ登録要否をＤＢ登録不要（図面上“×”）に設定するものである。
【００６８】
　また、精算モード“２”を指定した場合、第１スタッカ１１Ａの分類条件を一万円のＵ
ＮＦＩＴ券、第２スタッカ１１Ｂの分類条件を五千円のＵＮＦＩＴ券、第３スタッカ１１
Ｃの分類条件を二千円のＵＮＦＩＴ券、第４スタッカ１１Ｄの分類条件を千円のＵＮＦＩ
Ｔ券に設定し、第１スタッカ１１Ａ及び第４スタッカ１１ＤのＤＢ登録要否をＤＢ登録要
（図面上“○”）、第２スタッカ１１Ｂ及び第３スタッカ１１ＣのＤＢ登録要否をＤＢ登
録不要（図面上“×”）に設定するものである。
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【００６９】
　管理側操作部３２は、紙幣処理装置２内部のスタッカ１１毎の分類条件を入力する分類
条件入力部３２Ａと、スタッカ１１毎のＤＢ登録要否を設定するデータベース登録指定部
（以下、単にＤＢ登録指定部と称する）３２Ｂと、設定モード管理テーブル３６に管理中
の設定モードを指定する設定モード指定部３２Ｃと、記番号の認識要否を指定する記番号
認識指定部３２Ｄと、検索条件を入力する検索条件入力部３２Ｅとを有している。
【００７０】
　分類条件入力部３２Ａは、表示部３１の表示画面上で紙幣処理装置２内部のスタッカ１
１毎の分類条件を入力するものである。
【００７１】
　ＤＢ登録指定部３２Ｂは、表示部３１の表示画面上でスタッカ１１毎のＤＢ登録要否を
指定するものである。尚、ＤＢ登録要を指定した場合、そのスタッカ１１に集積する紙幣
の紙幣詳細情報のデータベース３３への登録を要求すると共に、ＤＢ登録不要を指定した
場合、そのスタッカ１１に集積する紙幣の紙幣詳細情報のデータベース３３への登録を回
避するものである。
【００７２】
　設定モード指定部３２Ｃは、表示部３１の表示画面上で設定モード管理テーブル３６に
管理中の複数の設定モードから所望の設定モードを指定するものである。
【００７３】
　記番号認識指定部３２Ｄは、表示部３１の表示画面上でスタッカ１１に集積する紙幣の
記番号の認識要否を指定するものである。尚、記番号認識要を指定した場合、紙幣の記番
号認識を実行すると共に、記番号認識不要を指定した場合、紙幣の記番号認識を実行しな
いものである。
【００７４】
　管理側制御部３７は、分類条件入力部３２Ａ及びＤＢ登録指定部３２Ｂを使用して第１
スタッカ１１Ａ～第４スタッカ１１Ｄの分類条件及びＤＢ登録要否をセットにして新たな
設定モードを設定モード管理テーブル３６に登録することも可能である。
【００７５】
　検索条件入力部３２Ｅは、表示部３１の表示画面上でデータベース３３から検索対象の
紙幣詳細情報を検索するための検索条件を入力するものである。
【００７６】
　管理側制御部３７は、紙幣処理装置２から受信した紙幣情報内の紙幣画像に基づき、紙
幣の記番号を認識する記番号認識部３７Ａと、紙幣処理装置２から受信した紙幣情報及び
記番号認識部３７Ａにて認識した記番号を紙幣詳細情報として生成する紙幣詳細情報生成
部３７Ｂと、その紙幣の取引に関わる取引情報を生成する取引情報生成部３７Ｃと、デー
タベース３３を登録制御するデータベース制御部(以下、単にＤＢ制御部と称する)３７Ｄ
と、検索条件入力部３２Ｅで入力した検索条件に対応する紙幣詳細情報をデータベース３
３から検索する検索制御部３７Ｅとを有している。
【００７７】
　記番号認識部３７Ａは、紙幣画像から記番号の所定領域を抽出し、抽出した所定領域か
ら記番号を文字認識し、この文字認識結果を記番号として識別するものである。
【００７８】
　紙幣詳細情報生成部３７Ｂは、紙幣処理装置２からの紙幣情報及び記番号認識部３７Ａ
にて認識した記番号を紙幣詳細情報として生成するものである。
【００７９】
　図４は、紙幣詳細情報のデータ構成を端的に示す説明図である。
【００８０】
　図４に示す紙幣詳細情報６０は、その紙幣を識別する管理番号６０Ａと、その紙幣の記
番号６０Ｂと、その紙幣の金種結果６０Ｃと、その紙幣の版数６０Ｄと、その紙幣の正損
結果６０Ｅと、その紙幣を分類したスタッカ１１の分類条件（又は設定モード）６０Ｆと
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、その紙幣の取引ＩＤ６０Ｇと、その紙幣の紙幣画像６０Ｈとを有している。
【００８１】
　取引情報生成部３７Ｃは、紙幣詳細情報生成部３７Ｂにて生成した紙幣詳細情報内の取
引ＩＤ６０Ｇの内容として取引情報を生成するものである。
【００８２】
　図５は、取引情報のデータ構成を端的に示す説明図である。
【００８３】
　図５に示す取引情報７０は、その紙幣の取引ＩＤ７０Ａと、その紙幣の取引開始日時７
０Ｂと、その紙幣の取引終了日時７０Ｃと、その紙幣の取引者を識別するユーザＩＤ７０
Ｄと、その紙幣の取引相手を識別する顧客ＩＤ７０Ｅと、その紙幣を取引した窓口やＡＴ
Ｍを識別する窓口／ＡＴＭ番号７０Ｆと、その紙幣を取引した店舗を識別する店舗コード
７０Ｇとを有している。
【００８４】
　また、データベース３３は、紙幣詳細情報を登録する紙幣詳細情報一覧データベース３
３Ａと、取引情報を登録する取引一覧データベース３３Ｂとを有している。
【００８５】
　ＤＢ制御部３７Ｄは、ＤＢ登録指定部３２ＢにてＤＢ登録要と指定したスタッカ１１に
集積する紙幣の紙幣詳細情報及び取引情報のみをデータベース３３に登録するものである
。
【００８６】
　また、検索制御部３７Ｅは、検索条件入力部３２Ｅにて入力した検索条件に対応するデ
ータベース３３に登録中の紙幣詳細情報及び取引情報を検索し、その検索結果を表示部３
１に画面表示するものである。
【００８７】
　尚、管理側制御部３７は、その検索結果を印字出力することも可能である。
【００８８】
　図６は、紙幣管理装置３側の表示部３１に表示中の設定画面を端的に示す説明図である
。
【００８９】
　図６に示す設定画面には、ＤＢ登録指定部３２Ｂ及び設定モード指定部３２Ｃの他に、
例えば、日本円や中国元等の取引通貨を指定する通貨指定部３２Ｆと、ＡＴＭ／窓口を指
定するＡＴＭ／窓口指定部３２Ｇと、顧客ＩＤを指定する顧客ＩＤ指定部３２Ｈと、取引
内容を印刷出力する取引印刷指定部３２Ｉと、取引紙幣の記番号を印刷出力する記番号印
刷指定部３２Ｊとを有している。
【００９０】
　尚、ＤＢ登録指定部３２Ｂは、例えばチェックボックスに相当し、これらスタッカ毎の
チェックボックスのチェック有無でＤＢ登録要否を指定するものである。また、スタッカ
１１の分類条件で分類できなかった場合、例えば、紙幣のスキャン動作を実行することに
なるが、この際、スキャン動作で得た紙幣詳細情報のデータベース３３への登録要否を設
定するチェックボックスも、ＤＢ登録指定部３２Ｂに相当するものである。
【００９１】
　尚、本請求項記載の紙葉類管理システムは紙幣管理システム１、紙葉類は紙幣、集積部
はスタッカ１１、紙葉類処理装置は紙幣処理装置２、紙葉類管理装置は紙幣管理装置３、
登録対象指定部はＤＢ登録指定部３２Ｂ、紙葉類詳細情報は紙幣詳細情報、紙葉類詳細情
報取得部は紙幣情報抽出部２１、記番号認識部３７Ａ及び紙幣詳細情報生成部３７Ｂ、記
憶部はデータベース３３、登録制御部はＤＢ制御部３７Ｄ、分類条件設定部は分類条件入
力部３２Ａ及び設定モード指定部３２Ｃ、識別情報は記番号、識別情報認識部は記番号認
識部３７Ａ、画像取得部は撮像部２０、紙葉類の種類は金種、種類識別部は金種識別部２
１Ａ、正損識別部は正損識別部２１Ｂに相当するものである。
【００９２】
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　次に、本実施の形態を示す紙幣管理システム１の動作について説明する。図７は、条件
設定処理に関わる紙幣管理装置３内部の処理動作を示すフローチャートである。
【００９３】
　図７に示す条件設定処理は、紙幣処理装置２内部のスタッカ１１の分類条件及びＤＢ登
録要否等の条件を紙幣管理装置３側で設定する処理である。
【００９４】
　図７において管理側制御部３７は、管理側操作部３２を通じて表示部３１の表示画面上
でログインＩＤ及びパスワードを入力すると(ステップＳ１１)、そのログインＩＤ及びパ
スワードがユーザ認証用ログインＩＤ及びパスワードに合致しているか否かを判定する(
ステップＳ１２)。尚、ユーザ認証用ログインＩＤ及びパスワードは、予め設定しておく
ものとする。
【００９５】
　管理側制御部３７は、ログインＩＤ及びパスワードが合致した場合(ステップＳ１２肯
定)、ユーザ認証し、表示部３１に設定画面(図６参照)を画面表示する(ステップＳ１３)
。
【００９６】
　管理側制御部３７は、設定モード指定部３２Ｃによる設定モードの指定操作を検出した
か否かを判定する(ステップＳ１４)。尚、ユーザは、設定モード指定部３２Ｃを使用して
、設定モード管理テーブル３６に管理中の複数の設定モードの内、所望の設定モードを指
定するものである。
【００９７】
　管理側制御部３７は、設定モード指定部３２Ｃによる設定モードの指定操作を検出しな
かった場合(ステップＳ１４否定)、分類条件入力部３２Ａによるスタッカ１１単位の分類
条件の入力操作を検出したか否かを判定する(ステップＳ１５)。尚、ユーザは、分類条件
入力部３２Ａを使用してスタッカ１１毎の分類条件を入力するものである。
【００９８】
　管理側制御部３７は、分類条件入力部３２Ａによるスタッカ１１単位の分類条件の入力
操作を検出しなかった場合(ステップＳ１５否定)、ＤＢ登録指定部３２Ｂによるスタッカ
１１単位のＤＢ登録要否の指定操作を検出したか否かを判定する(ステップＳ１６)。尚、
ユーザは、ＤＢ登録指定部３２Ｂを使用してスタッカ１１毎のＤＢ登録要否を指定するも
のである。
【００９９】
　管理側制御部３７は、ＤＢ登録指定部３２Ｂによるスタッカ１１単位のＤＢ登録要否の
指定操作を検出しなかった場合(ステップＳ１６否定)、記番号認識指定部３２Ｄによる記
番号認識要否の指定操作を検出したか否かを判定する(ステップＳ１７)。尚、ユーザは、
記番号認識指定部３２Ｄを使用して記番号認識の要否を指定するものである。
【０１００】
　管理側制御部３７は、記番号認識指定部３２Ｄによる記番号認識要否の指定操作を検出
しなかった場合(ステップＳ１７否定)、紙幣処理装置２の計数開始の開始ボタンのボタン
操作を検出したか否かを判定する(ステップＳ１８)。
【０１０１】
　管理側制御部３７は、開始ボタンのボタン操作を検出しなかった場合(ステップＳ１８
否定)、設定モード指定部３２Ｃによる設定モードの指定操作を検出したか否かを判定す
べく、ステップＳ１４に移行する。
【０１０２】
　また、管理側制御部３７は、ステップＳ１４にて設定モード指定部３２Ｃによる設定モ
ードの指定操作を検出した場合(ステップＳ１４肯定)、設定モードに応じてスタッカ１１
毎の分類条件及びＤＢ登録要否を紙幣処理装置２内部の分類条件設定部２３Ｂ及びＤＢ登
録設定部２３Ｃに設定指示し(ステップＳ１９)、ステップＳ１４に移行する。
【０１０３】
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　尚、管理側制御部３７は、設定モード指定部３２Ｃにて指定した設定モードに応じてス
タッカ１１毎の分類条件及びＤＢ登録要否を設定モード管理テーブル３６から読み出し、
読み出したスタッカ１１毎の分類条件及びＤＢ登録要否を紙幣処理装置２内部の分類条件
設定部２３Ｂ及びＤＢ登録設定部２３Ｃに設定するものである。
【０１０４】
　管理側制御部３７は、ステップＳ１５にて分類条件入力部３２Ａによるスタッカ１１毎
の分類条件の入力操作を検出した場合(ステップＳ１５肯定)、スタッカ１１毎の分類条件
を紙幣処理装置２内部の分類条件設定部２３Ｂに設定指示し(ステップＳ２０)、ステップ
Ｓ１４に移行する。
【０１０５】
　また、管理側制御部３７は、ステップＳ１６にてＤＢ登録指定部３２Ｂによるスタッカ
１１毎のＤＢ登録要否の指定操作を検出した場合(ステップＳ１６肯定)、スタッカ１１毎
のＤＢ登録要否を紙幣処理装置２内部のＤＢ登録設定部２３Ｃに設定指示し(ステップＳ
２１)、ステップＳ１４に移行する。
【０１０６】
　また、管理側制御部３７は、ステップＳ１７にて記番号認識指定部３２Ｄによる記番号
認識要否の指定操作を検出した場合(ステップＳ１７肯定)、記番号認識要否を記番号認識
部３７Ａに設定し（ステップＳ２２）、ステップＳ１４に移行する。
【０１０７】
　また、管理側制御部３７は、ステップＳ１８にて開始ボタンのボタン操作を検出した場
合(ステップＳ１８肯定)、紙幣処理装置２に対して紙幣分類集積処理(図８参照)の開始を
送信した後(ステップＳ２３)、図７の処理動作を終了する。
【０１０８】
　また、管理側制御部３７は、ステップＳ１２にてログインＩＤ及びパスワードが合致し
なかった場合(ステップＳ１２否定)、ユーザ認証がないものと判断し、表示部３１にエラ
ーを表示し(ステップＳ２４)、再度、ログインＩＤ及びパスワードを入力すべく、ステッ
プＳ１１に移行する。
【０１０９】
　図７に示す条件設定処理では、紙幣管理装置３側の設定モード指定部３２Ｃによる設定
モードの指定操作に応じて、紙幣処理装置２内部のスタッカ１１毎の分類条件及びＤＢ登
録要否を設定するようにしたので、ユーザは、簡単な指定操作で、スタッカ１１毎の分類
条件及びＤＢ登録要否を設定することができる。
【０１１０】
　また、条件設定処理では、紙幣管理装置３側の分類条件入力部３２Ａによる分類条件の
入力操作に応じて、紙幣処理装置２内部のスタッカ１１毎の分類条件を設定するようにし
たので、ユーザは、自由にスタッカ１１毎の分類条件を設定することができる。
【０１１１】
　また、条件設定処理では、紙幣管理装置３側のＤＢ登録指定部３２ＢによるＤＢ登録要
否の指定操作に応じて、紙幣処理装置２内部のスタッカ１１毎のＤＢ登録要否を設定する
ようにしたので、ユーザは、自由にスタッカ１１毎のＤＢ登録要否を設定することができ
る。
【０１１２】
　また、条件設定処理では、紙幣管理装置３側の記番号認識指定部３２Ｄによる記番号認
識要否の指定操作に応じて、記番号認識の要否を設定するようにしたので、ユーザは、自
由に記番号の認識要否を設定することができる。
【０１１３】
　図８は、紙幣分類集積処理に関わる紙幣処理装置２内部の処理動作を示すフローチャー
トである。
【０１１４】
　図８に示す紙幣分類集積処理では、スタッカ１１毎に設定した分類条件に応じて、搬送
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部１３にて搬送した紙幣を分類集積する処理である。
【０１１５】
　図８において処理側制御部２３は、紙幣投入部１２に紙幣があるか否かを判定する(ス
テップＳ３１)。尚、搬送部１３は、紙幣投入部１２に紙幣がある場合、紙幣投入部１２
の紙幣を一枚ずつ搬送するものである。
【０１１６】
　撮像部２０は、紙幣投入部１２に紙幣がある場合(ステップＳ３１肯定)、紙幣の紙幣画
像を取得する(ステップＳ３２)。尚、撮像部２０は、紙幣の表面及び裏面の画像、紙幣の
透過画像及び紙幣の磁気分布を紙幣画像として取得するものである。
【０１１７】
　紙幣情報抽出部２１内部の金種識別部２１Ａは、紙幣の紙幣画像を取得すると、紙幣の
金種を識別して金種結果を取得する(ステップＳ３３)。
【０１１８】
　また、紙幣情報抽出部２１内部の正損識別部２１Ｂは、紙幣の金種を識別すると、紙幣
の正損を識別して正損結果を取得する（ステップＳ３４）。
【０１１９】
　処理側制御部２３内部の紙幣情報生成部２３Ａは、紙幣の紙幣画像、紙幣の金種結果及
び紙幣の正損結果、紙幣の取引ＩＤを紙幣情報として生成する(ステップＳ３５)。
【０１２０】
　処理側制御部２３は、その紙幣情報に基づき、その紙幣が第１スタッカ１１Ａに設定中
の分類条件に該当するか否かを判定する(ステップＳ３６)。尚、分類条件設定部２３Ｂは
、紙幣管理装置３側の設定操作に応じてスタッカ１１毎の分類条件を設定しているものと
する。
【０１２１】
　処理側制御部２３は、その紙幣が第１スタッカ１１Ａに設定中の分類条件に該当する場
合(ステップＳ３６肯定)、その第１スタッカ１１Ａで紙幣枚数を＋１カウントし(ステッ
プＳ３７)、駆動制御部２２を通じて、その紙幣を第１スタッカ１１Ａに集積する(ステッ
プＳ３８)。
【０１２２】
　処理側制御部２３は、第１スタッカ１１ＡがＤＢ登録要に設定中であるか否かを判定す
る(ステップＳ３９)。尚、ＤＢ登録設定部２３Ｃは、紙幣管理装置３側の設定操作に応じ
てスタッカ１１毎のＤＢ登録要否を設定しているものとする。
【０１２３】
　処理側制御部２３は、第１スタッカ１１ＡがＤＢ登録要に設定中の場合(ステップＳ３
９肯定)、この紙幣の紙幣情報を処理側インタフェース１９経由で紙幣管理装置３に送信
し(ステップＳ４０)、次の紙幣を検出すべく、ステップＳ３１に移行する。
【０１２４】
　また、処理側制御部２３は、ステップＳ３９にて第１スタッカ１１ＡがＤＢ登録要に設
定中でない場合(ステップＳ３９否定)、ＤＢ登録不要と判断し、次の紙幣を検出すべく、
ステップＳ３１に移行する。尚、処理側制御部２３では、ＤＢ登録不要と判断した場合、
第１スタッカ１１Ａに集積する紙幣の紙幣情報を紙幣管理装置３に送信しないものとする
。
【０１２５】
　また、処理側制御部２３は、その紙幣が第１スタッカ１１Ａに設定中の分類条件に該当
しない場合(ステップＳ３６否定)、その紙幣が第２スタッカ１１Ｂに設定中の分類条件に
該当するか否かを判定する(ステップＳ４１)。
【０１２６】
　処理側制御部２３は、その紙幣が第２スタッカ１１Ｂに設定中の分類条件に該当する場
合(ステップＳ４１肯定)、その第２スタッカ１１Ｂで紙幣枚数を＋１カウントし(ステッ
プＳ４２)、駆動制御部２２を通じて、その紙幣を第２スタッカ１１Ｂに集積する(ステッ
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プＳ４３)。
【０１２７】
　処理側制御部２３は、第２スタッカ１１ＢがＤＢ登録要に設定中であるか否かを判定す
る(ステップＳ４４)。
【０１２８】
　処理側制御部２３は、第２スタッカ１１ＢがＤＢ登録要に設定中の場合(ステップＳ４
４肯定)、その紙幣の紙幣情報を処理側インタフェース１９経由で紙幣管理装置３に送信
し(ステップＳ４５)、次の紙幣を検出すべく、ステップＳ３１に移行する。
【０１２９】
　また、処理側制御部２３は、ステップＳ４４にて第２スタッカ１１ＢがＤＢ登録要に設
定中でない場合(ステップＳ４４否定)、ＤＢ登録不要と判断し、次の紙幣を検出すべく、
ステップＳ３１に移行する。尚、処理側制御部２３では、ＤＢ登録不要と判断した場合、
第２スタッカ１１Ｂに集積する紙幣の紙幣情報を紙幣管理装置３に送信しないものとする
。
【０１３０】
　また、処理側制御部２３は、その紙幣が第２スタッカ１１Ｂに設定中の分類条件に該当
しない場合(ステップＳ４１否定)、その紙幣が第３スタッカ１１Ｃに設定中の分類条件に
該当するか否かを判定する(ステップＳ４６)。
【０１３１】
　処理側制御部２３は、その紙幣が第３スタッカ１１Ｃに設定中の分類条件に該当する場
合(ステップＳ４６肯定)、その第３スタッカ１１Ｃで紙幣枚数を＋１カウントし(ステッ
プＳ４７)、駆動制御部２２を通じて、その紙幣を第３スタッカ１１Ｃに集積する(ステッ
プＳ４８)。
【０１３２】
　処理側制御部２３は、第３スタッカ１１ＣがＤＢ登録要に設定済みであるか否かを判定
する(ステップＳ４９)。
【０１３３】
　処理側制御部２３は、第３スタッカ１１ＣがＤＢ登録要に設定中の場合(ステップＳ４
９肯定)、その紙幣の紙幣情報を処理側インタフェース１９経由で紙幣管理装置３に送信
し(ステップＳ５０)、次の紙幣を検出すべく、ステップＳ３１に移行する。
【０１３４】
　また、処理側制御部２３は、ステップＳ４９にて第３スタッカ１１ＣがＤＢ登録要に設
定中でない場合(ステップＳ４９否定)、ＤＢ登録不要と判断し、次の紙幣を検出すべく、
ステップＳ３１に移行する。尚、処理側制御部２３では、ＤＢ登録不要と判断した場合、
第３スタッカ１１Ｃに集積する紙幣の紙幣情報を紙幣管理装置３に送信しないものとする
。
【０１３５】
　また、処理側制御部２３は、その紙幣が第３スタッカ１１Ｃに設定中の分類条件に該当
しない場合(ステップＳ４６否定)、その紙幣が第４スタッカ１１Ｄに設定中の分類条件に
該当するか否かを判定する(ステップＳ５１)。
【０１３６】
　処理側制御部２３は、その紙幣が第４スタッカ１１Ｄに設定中の分類条件に該当する場
合(ステップＳ５１肯定)、その第４スタッカ１１Ｄで紙幣枚数を＋１カウントし(ステッ
プＳ５２)、駆動制御部２２を通じて、その紙幣を第４スタッカ１１Ｄに集積する(ステッ
プＳ５３)。
【０１３７】
　処理側制御部２３は、第４スタッカ１１ＤがＤＢ登録要に設定中であるか否かを判定す
る(ステップＳ５４)。
【０１３８】
　処理側制御部２３は、第４スタッカ１１ＤがＤＢ登録要に設定中の場合(ステップＳ５
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４肯定)、その紙幣の紙幣情報を処理側インタフェース１９経由で紙幣管理装置３に送信
し(ステップＳ５５)、次の紙幣を検出すべく、ステップＳ３１に移行する。
【０１３９】
　また、処理側制御部２３は、ステップＳ５４にて第４スタッカ１１ＤがＤＢ登録要に設
定中でない場合(ステップＳ５４否定)、ＤＢ登録不要と判断し、次の紙幣を検出すべく、
ステップＳ３１に移行する。尚、処理側制御部２３では、ＤＢ登録不要と判断した場合、
第４スタッカ１１Ｄに集積する紙幣の紙幣情報を紙幣管理装置３に送信しないものとする
。
【０１４０】
　また、処理側制御部２３は、その紙幣が第４スタッカ１１Ｄに設定中の分類条件に該当
しない場合(ステップＳ５１否定)、その紙幣に該当するスタッカ１１の分類条件はなしと
判断し、駆動制御部２２を通じて、その紙幣をリジェクト部１４にリジェクトし(ステッ
プＳ５６)、次の紙幣を検出すべく、ステップＳ３１に移行する。
【０１４１】
　また、処理側制御部２３は、紙幣投入部１２に紙幣がなくなった場合(ステップＳ３１
否定)、図８に示す処理動作を終了する。
【０１４２】
　図８に示す紙幣分類集積処理では、スタッカ１１毎に設定中の分類条件及びＤＢ登録要
否に基づき、搬送部１３で搬送した紙幣が分類条件に該当する場合、その紙幣を同分類条
件に該当するスタッカ１１に分類して集積すると共に、そのスタッカ１１をＤＢ登録要に
設定した場合、ＤＢ登録要に設定したスタッカ１１に集積する紙幣の情報（紙幣詳細情報
）を紙幣管理装置３側のデータベース３３に登録させるべく、紙幣情報を紙幣管理装置３
に送信するようにしたので、スタッカ１１毎の分類条件に基づき紙幣を分類集積し、更に
、紙幣管理装置３側で紙幣詳細情報をデータベース３３に登録することができる。
【０１４３】
　また、紙幣分類集積処理では、スタッカ１１をＤＢ登録不要に設定した場合、そのスタ
ッカ１１に集積する紙幣の情報(紙幣詳細情報)を紙幣管理装置３側のデータベース３３へ
の登録不要とし、紙幣管理装置３への紙幣情報の送信を行わないようにしたので、スタッ
カ１１毎の分類条件に基づき紙幣を分類集積しながら、紙幣管理装置３への無駄な紙幣情
報の送信を防止し、紙幣管理装置３側のデータベース３３への不要な紙幣詳細情報の登録
を回避することができる。
【０１４４】
　図９は、紙幣詳細情報登録処理に関わる紙幣管理装置３内部の処理動作を示すフローチ
ャートである。
【０１４５】
　図９に示す紙幣詳細情報登録処理では、紙幣処理装置２からの紙幣情報の紙幣画像から
記番号を認識すると共に、記番号及び紙幣情報を紙幣詳細情報としてデータベース３３に
登録する処理である。
【０１４６】
　図９において管理側制御部３７は、管理側インタフェース３４を通じて紙幣処理装置２
から紙幣情報を受信したか否かを判定する(ステップＳ６１)。
【０１４７】
　管理側制御部３７は、紙幣情報を受信した場合(ステップＳ６１肯定)、記番号認識要が
設定中であるか否かを判定する(ステップＳ６２)。尚、記番号認識の要否は、記番号認識
指定部３２Ｄの指定操作によるものである。
【０１４８】
　管理側制御部３７内部の記番号認識部３７Ａは、記番号認識要が設定中の場合(ステッ
プＳ６２肯定)、その紙幣情報内の紙幣画像の所定の記番号領域を抽出したか否かを判定
する(ステップＳ６３)。
【０１４９】
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　記番号認識部３７Ａは、紙幣画像の所定の記番号領域を抽出した場合(ステップＳ６３
肯定)、その記番号領域を文字認識する(ステップＳ６４)。
【０１５０】
　記番号認識部３７Ａは、記番号領域を文字認識すると、その記番号を認識したか否かを
判定する(ステップＳ６５)。
【０１５１】
　管理側制御部３７内部の紙幣詳細情報生成部３７Ｂは、記番号認識部３７Ａにて記番号
を認識した場合(ステップＳ６５肯定)、その識別した紙幣の記番号及び紙幣情報を併せて
紙幣詳細情報を生成する(ステップＳ６６)。
【０１５２】
　管理側制御部３７は、紙幣詳細情報を生成すると、その紙幣の紙幣詳細情報の記番号が
偽造紙幣リストの記番号に合致するか否かを判定する（ステップＳ６７）。尚、偽造紙幣
リストの記番号は、例えば、警察機関等から得られる記番号リストに相当するものである
。
【０１５３】
　管理側制御部３７内部のＤＢ制御部３７Ｄは、その紙幣の記番号が偽造紙幣リストの記
番号に合致しなかった場合（ステップＳ６７否定）、その紙幣詳細情報をデータベース３
３内部の紙幣詳細情報一覧データベース３３Ａに登録し(ステップＳ６８)、図９に示す処
理動作を終了する。
【０１５４】
　また、管理側制御部３７は、その紙幣の記番号が偽造紙幣リストの記番号に合致した場
合（ステップＳ６７肯定）、表示部３１に警告表示させ（ステップＳ６９）、図９に示す
処理動作を終了する。尚、ユーザは、表示部３１の警告表示に基づき、その紙幣が偽造紙
幣であることを認識することができる。
【０１５５】
　また、紙幣詳細情報生成部３７Ｂは、ステップＳ６２にて記番号認識要が設定中でない
場合(ステップＳ６２否定)、すなわち、記番号認識不要が設定中の場合、受信した紙幣情
報で紙幣詳細情報を生成し(ステップＳ７０)、生成した紙幣詳細情報をデータベース３３
に登録すべく、ステップＳ６８に移行する。
【０１５６】
　また、記番号認識部３７Ａは、ステップＳ６３にて紙幣画像の所定の記番号領域を抽出
しなかった場合(ステップＳ６３否定)、又はステップＳ６５にて記番号を認識できなかっ
た場合(ステップＳ６５否定)、記番号の入力操作を検出したか否かを判定する(ステップ
Ｓ７１)。尚、記番号の入力操作とは、記番号の手入力による操作である。
【０１５７】
　記番号認識部３７Ａは、記番号の入力操作を検出した場合(ステップＳ７１肯定)、その
記番号及び紙幣情報を紙幣詳細情報として生成すべく、ステップＳ６６に移行する。
【０１５８】
　また、記番号認識部３７Ａは、記番号の入力操作を検出しなかった場合(ステップＳ７
１否定)、その記番号の入力操作を検出するまでステップＳ７１に移行する。
【０１５９】
　図９に示す紙幣詳細情報登録処理では、記番号認識要の設定中に、紙幣処理装置２から
の紙幣情報を受信すると、この紙幣情報の紙幣画像から記番号を認識し、その記番号及び
紙幣情報を紙幣詳細情報としてデータベース３３に登録する、つまり、紙幣処理装置２側
のＤＢ登録要を設定したスタッカ１１に集積する紙幣の紙幣詳細情報をデータベース３３
に登録するようにしたので、不要な紙幣詳細情報の登録を回避することで、データベース
３３の記憶容量及び、記番号を含む紙幣詳細情報の登録量を最小限に抑制することができ
る。
【０１６０】
　また、紙幣詳細情報登録処理では、記番号認識不要の設定中に、紙幣処理装置２からの
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紙幣情報を受信すると、この紙幣情報を紙幣詳細情報としてデータベース３３に登録する
、つまり、紙幣処理装置２側のＤＢ登録要と設定したスタッカ１１に集積する紙幣の紙幣
詳細情報をデータベース３３に登録するようにしたので、不要な紙幣詳細情報の登録を回
避することで、データベース３３の記憶容量及び記番号を含まない紙幣詳細情報の登録量
を最小限に抑制することができる。
【０１６１】
　また、紙幣詳細情報登録処理では、紙幣処理装置２からの紙幣情報を受信しなかった場
合、その紙幣情報に関わる紙幣詳細情報を生成することもなく、その紙幣詳細情報をデー
タベース３３に登録する必要もないため、不要な紙幣詳細情報の登録を回避することで、
データベース３３の記憶容量及び紙幣詳細情報の登録量を最小限に抑制することができる
。
【０１６２】
　また、紙幣管理装置３側の管理側制御部３７内部の検索制御部３７Ｅは、検索条件入力
部３２Ｅを通じて紙幣詳細情報の項目内の検索条件を入力し、その検索条件に対応する紙
幣詳細情報をデータベース３３から検索し、その検索結果を表示部３１に画面表示する。
【０１６３】
　尚、検索制御部３７Ｅは、分類条件と同一の検索条件、例えば、一万円のＵＮＦＩＴ券
を入力した場合、一万円のＵＮＦＩＴ券に関わる紙幣詳細情報をデータベース３３から検
索し、その検索結果を表示部３１に画面表示することができる。
【０１６４】
　また、検索制御部３７Ｅでは、不要な紙幣詳細情報をデータベース３３に登録すること
がないため、データベース３３に登録中の紙幣詳細情報の登録量を最小限に抑制すること
で、検索に要する時間を大幅に短縮化し、その結果、紙幣詳細情報の検索に要する負担を
大幅に軽減することができる。
【０１６５】
　本実施の形態によれば、複数のスタッカ１１の内、ＤＢ登録要のスタッカ１１を指定し
、この指定したＤＢ登録要のスタッカ１１に集積する紙幣の紙幣詳細情報をデータベース
３３に登録する。その結果、不要な紙幣詳細情報のデータベース３３への登録を回避する
ことで、データベース３３の記憶容量及び、その紙幣詳細情報の登録量を最小限に抑制し
ながら、データベース３３に対する紙幣詳細情報の検索負担を大幅に軽減することができ
る。
【０１６６】
　また、本実施の形態によれば、スタッカ１１毎に、紙幣を分類するための分類条件を設
定する分類条件入力部３２Ａを有するようにしたので、ユーザは、スタッカ１１毎に分類
条件を自由に設定することができる。
【０１６７】
　また、本実施の形態によれば、データベース３３に登録中の紙幣の紙幣詳細情報を、登
録対象のスタッカ１１に対応する分類条件単位で管理するようにしたので、ユーザは、デ
ータベース３３に登録中の紙幣詳細情報を分類条件単位で検索することができる。
【０１６８】
　また、本実施の形態によれば、記番号認識部３７Ａにて認識した紙幣の記番号を紙幣詳
細情報に含めてデータベース３３に登録するようにしたので、紙幣の記番号を含む紙幣詳
細情報を管理し、例えば、偽造紙幣に対処することができる。
【０１６９】
　また、本実施の形態によれば、撮像部２０にて取得した紙幣の紙幣画像を紙幣詳細情報
に含めてデータベース３３に登録するようにしたので、紙幣の紙幣画像を含む紙幣詳細情
報を管理し、例えば、偽造紙幣に対処することができる。
【０１７０】
　また、本実施の形態によれば、紙幣に関する金種識別部２１Ａで識別した紙幣の金種を
紙幣詳細情報に含めてデータベース３３に登録するようにしたので、紙幣の金種を含む紙
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幣細情報を管理することができる。
【０１７１】
　また、本実施の形態によれば、紙幣に関する正損識別部２１Ｂの識別結果を紙幣詳細情
報に含めてデータベース３３に登録するようにしたので、正損識別部２１Ｂの識別結果を
含む紙幣詳細情報を管理することができる。
【０１７２】
　また、本実施の形態によれば、例えば、何れかの顧客が金融機関に来店して、「この紙
幣が当該金融機関のＡＴＭから出金された偽造紙幣である」旨を指摘された場合でも、そ
の紙幣の記番号を検索条件として、データベース３３に登録中の紙幣詳細情報を検索し、
その検索結果を表示部３１に画面表示する。その結果、記番号が登録済みの場合には顧客
の指摘を認め、記番号が登録されていない場合には顧客に対して「この紙幣は、当該金融
機関のＡＴＭから出金されたものではない」と主張することができる。
【０１７３】
　また、本実施の形態によれば、例えば、金融機関で紙幣損券を上位銀行に出金する際に
損券の紙幣詳細情報をデータベース３３に登録しておくことで、上位銀行から出金した紙
幣が偽造紙幣である旨を指摘された場合でも、その紙幣の記番号を検索条件として、デー
タベース３３に登録中の紙幣詳細情報を検索し、その検索結果を表示部３１に画面表示す
る。その結果、記番号が登録済みの場合には上位銀行の指摘を認め、記番号が登録されて
いない場合には上位銀行に対して「その紙幣は、当該金融機関から出金されたものではな
い」と主張することができる。
【０１７４】
　尚、上記実施の形態においては、紙幣処理装置２側でＤＢ登録要設定中のスタッカ１１
に集積する紙幣の紙幣情報を紙幣管理装置３に送信し、ＤＢ登録不要設定中のスタッカ１
１に集積する紙幣の紙幣情報を紙幣管理装置３に送信しないようにしたが、ＤＢ登録不要
設定中のスタッカ１１に集積する紙幣の紙幣情報であっても、その紙幣情報を紙幣管理装
置３に送信するようにしても良い。この場合、紙幣管理装置３では、ＤＢ登録不要設定中
の紙幣情報を紙幣処理装置２から受信したとしても、その紙幣情報に関わる紙幣詳細情報
のデータベース３３への登録を禁止するものである。
【０１７５】
　また、上記実施の形態においては、ＤＢ登録要設定中のスタッカ１１に集積する紙幣の
紙幣情報を紙幣処理装置２から取得し、その紙幣情報内の紙幣画像に基づき、紙幣の記番
号を認識するようにしたが、ＤＢ登録不要設定中のスタッカ１１に集積する紙幣の紙幣情
報については紙幣処理装置２から取得できないため、その紙幣の記番号を認識することが
できないようにしたが、例えば、紙幣管理装置３側でＤＢ登録不要設定中のスタッカ１１
に集積する紙幣の紙幣情報であっても、紙幣処理装置２から取得できるようにし、その取
得した紙幣の記番号を認識させるようにしても良いことは言うまでもない。
【０１７６】
　また、上記実施の形態においては、紙幣管理装置３側に記番号認識部３７Ａを設けるよ
うにしたが、例えば、紙幣処理装置２側に記番号認識部３７Ａを設けるようにしても良く
、この場合、紙幣管理装置３側の負担を大幅に軽減することができる。
【０１７７】
　また、上記実施の形態においては、紙幣管理装置３側の操作でスタッカ１１毎に分類条
件やＤＢ登録要否を設定するようにしたが、紙幣処理装置２側の操作でスタッカ１１毎の
分類条件やＤＢ登録要否を設定するようにしても良い。
【０１７８】
　また、上記実施の形態においては、紙幣詳細情報全部をデータベース３３に登録するよ
うにしたが、紙幣詳細情報の内、紙幣の記番号のみを登録するようにしても良い。
【０１７９】
　以上、本実施の形態について説明したが、本実施の形態によって本発明の技術的思想の
範囲が限定されるものではなく、請求の範囲に記載した技術的思想の範囲を逸脱しない限
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り、各種様々な実施の形態が実施可能であることは言うまでもない。また、本実施形態に
記載した効果は、これに限定されるものではない。
【０１８０】
　また、本実施形態で説明した各種処理の内、自動的に行われるものとして説明した処理
の全部又は一部を手動で行うことも可能であることは勿論のこと、その逆に、手動で行わ
れるものとして説明した処理の全部又は一部を自動で行うことも可能であることは言うま
でもない。また、本実施形態で説明した処理手順、制御手順、具体的名称、各種データや
パラメータを含む情報についても、特記した場合を除き、適宜変更可能であることは言う
までもない。
【０１８１】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的に記載したものであって、必ずしも物
理的に図示のように構成されるものではなく、その各装置の具体的な態様は図示のものに
限縮されるものでは到底ないことは言うまでもない。
【０１８２】
　さらに、各装置で行われる各種処理機能は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）（
又はＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）、ＭＣＵ（Micro　Controller　Unit）等のマイ
クロ・コンピュータ）上、又は同ＣＰＵ（又はＭＰＵ、ＭＣＵ等のマイクロ・コンピュー
タ）で解析実行するプログラム上、又はワイヤードロジックによるハードウェア上で、そ
の全部又は任意の一部を実行するようにしても良いことは言うまでもない。

【図１】 【図２】
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