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(57)【要約】
【課題】営業時間外等において操作者に対してエラー解
除操作（復旧操作）を前もって体験させることにより、
実際に貨幣処理機において異常で発生したときに、操作
者の技能レベルにかかわらず当該貨幣処理機を迅速に復
旧させることができる貨幣処理機、貨幣処理システムお
よび貨幣処理方法を提供する。
【解決手段】貨幣の処理を行う貨幣処理機１００は、少
なくともエラー解除体験モードを行うことを選択できる
選択手段１５０と、選択手段１５０によりエラー解除体
験モードを行うことが選択されたときに、異常状態が発
生した旨の情報を出力する出力手段１５２と、を備えて
いる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣の処理を行う貨幣処理機であって、
　少なくともエラー解除体験モードを行うことを選択できる選択手段と、
　前記選択手段によりエラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、異常状態が
発生した旨の情報を出力する出力手段と、
　を備えた、貨幣処理機。
【請求項２】
　前記出力手段は、前記選択手段によりエラー解除体験モードを行うことが選択されたと
きに、異常状態が発生した旨の情報に加えて、異常状態の解除方法に係る情報も追加的に
出力するようになっている、請求項１記載の貨幣処理機。
【請求項３】
　前記出力手段により出力された異常状態の解除方法に係る情報に沿って貨幣処理機が操
作されたときに、異常状態が解除されたと判断する判断手段を更に備えた、請求項２記載
の貨幣処理機。
【請求項４】
　前記貨幣処理機は表示部を更に備えており、
　前記出力手段により出力された情報は前記表示部に表示されるようになっている、請求
項１乃至３のいずれか一項に記載の貨幣処理機。
【請求項５】
　前記表示部は、前記選択手段によりエラー解除体験モードを行うことが選択された場合
と、前記選択手段によりエラー解除体験モード以外のモードを行うことが選択された場合
とで表示内容を異なる態様で表示する、請求項４記載の貨幣処理機。
【請求項６】
　前記貨幣処理機は通信部を更に備えており、
　前記出力手段により出力された情報は前記通信部により前記貨幣処理機とは別に設けら
れた外部装置に送信されるようになっている、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の貨
幣処理機。
【請求項７】
　複数の種類のエラー解除体験モードが予め準備されており、
　前記選択手段によりエラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、どの種類の
エラー解除体験モードを行うかについても選択されるようになっている、請求項１乃至６
のいずれか一項に記載の貨幣処理機。
【請求項８】
　複数の種類のエラー解除体験モードは、収納庫フル解除体験モード、収納庫エンプティ
解除体験モード、センサ汚れ解除体験モード、在高異常可能性解除体験モード、および搬
送エラー解除体験モードを含む群の一部または全部である、請求項７記載の貨幣処理機。
【請求項９】
　貨幣の処理を行う貨幣処理機と、
　前記貨幣処理機とは別に設けられ、当該貨幣処理機に通信接続された外部装置と、
　を備えた貨幣処理システムであって、
　少なくともエラー解除体験モードを行うことを選択できる選択手段と、
　前記選択手段によりエラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、異常状態が
発生した旨の情報を出力する出力手段と、
　を備えた、貨幣処理システム。
【請求項１０】
　前記外部装置は表示部を有しており、
　前記出力手段により出力された情報は前記外部装置の前記表示部に表示されるようにな
っている、請求項９記載の貨幣処理システム。
【請求項１１】
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　貨幣処理機により貨幣の処理を行う貨幣処理方法であって、
　エラー解除体験モードを行うことを選択する工程と、
　エラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、異常状態が発生した旨の情報を
出力する工程と、
　を備えた、貨幣処理方法。
【請求項１２】
　貨幣の処理を行う貨幣処理機であって、
　貨幣を搬送する搬送部と、
　前記搬送部の制御を行う制御部であって、所定の指示を受け付けると、前記搬送部によ
る貨幣の搬送を途中で停止させるよう当該搬送部を制御する制御部と、
　を備えた、貨幣処理機。
【請求項１３】
　貨幣の処理を行う貨幣処理機であって、
　貨幣を搬送する搬送部と、
　前記搬送部の制御を行う制御部であって、少なくともエラー解除体験モードを行うこと
を選択できる選択手段が設けられており、前記選択手段によりエラー解除体験モードを行
うことが選択されたときに、前記搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させるよう当該搬
送部を制御する制御部と、
　を備えた、貨幣処理機。
【請求項１４】
　異常状態が発生した旨の情報を出力する出力手段を更に備え、
　前記出力手段は、前記搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させた後、異常状態が発生
した旨の情報を出力するようになっている、請求項１２または１３記載の貨幣処理機。
【請求項１５】
　前記出力手段は、前記搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させた後、異常状態が発生
した旨の情報に加えて、異常状態の解除方法に係る情報も追加的に出力するようになって
いる、請求項１４記載の貨幣処理機。
【請求項１６】
　前記出力手段により出力された異常状態の解除方法に係る情報に沿って貨幣処理機が操
作されたときに、異常状態が解除されたと判断する判断手段が前記制御部に設けられてい
る、請求項１５記載の貨幣処理機。
【請求項１７】
　貨幣の処理を行う貨幣処理機と、
　前記貨幣処理機とは別に設けられ、当該貨幣処理機に通信接続された外部装置と、
　を備えた貨幣処理システムであって、
　前記貨幣処理機は、貨幣を搬送する搬送部を有しており、
　前記搬送部の制御を行う制御部であって、所定の指示を受け付けると、前記搬送部によ
る貨幣の搬送を途中で停止させるよう当該搬送部を制御する制御部が設けられた、貨幣処
理システム。
【請求項１８】
　貨幣の処理を行う貨幣処理機と、
　前記貨幣処理機とは別に設けられ、当該貨幣処理機に通信接続された外部装置と、
　を備えた貨幣処理システムであって、
　前記貨幣処理機は、貨幣を搬送する搬送部を有しており、
　前記搬送部の制御を行う制御部であって、少なくともエラー解除体験モードを行うこと
を選択できる選択手段が設けられており、前記選択手段によりエラー解除体験モードを行
うことが選択されたときに、前記搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させるよう当該搬
送部を制御する制御部が設けられた、貨幣処理システム。
【請求項１９】
　貨幣処理機により貨幣の処理を行う貨幣処理方法であって、
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　前記貨幣処理機の搬送部により貨幣を搬送する工程と、
　前記貨幣処理機の制御部が所定の指示を受け付けると、前記搬送部による貨幣の搬送を
途中で停止させる工程と、
　を備えた、貨幣処理方法。
【請求項２０】
　貨幣処理機により貨幣の処理を行う貨幣処理方法であって、
　前記貨幣処理機の搬送部により貨幣を搬送する工程と、
　エラー解除体験モードを行うことを選択する工程と、
　エラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、前記搬送部による貨幣の搬送を
途中で停止させる工程と、
　を備えた、貨幣処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣や硬貨等の貨幣の処理を行う貨幣処理機、この貨幣処理機を備えた貨幣
処理システムおよび貨幣処理機により貨幣の処理を行う貨幣処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、紙幣や硬貨等の貨幣の処理を行う貨幣処理機として様々な種類のものが知ら
れている。具体的には、紙幣釣銭機および硬貨釣銭機が組み合わせられて一体となった貨
幣釣銭機が店舗等に設置されており、顧客から受け取った紙幣や硬貨を店員が貨幣釣銭機
に入金するとともに、釣銭としての紙幣や硬貨が貨幣釣銭機から出金されるようになって
いる。
【０００３】
　このような貨幣釣銭機においては、紙幣や硬貨の入金処理や出金処理を行う間に紙幣や
硬貨が機体内で詰まってしまいジャム等の異常が発生する場合がある。特許文献１には、
機体内でジャム等の異常が発生した場合に、不慣れな店員でも復旧操作ができるように、
操作箇所の画像や復旧操作の手順を、復旧操作の進捗に応じて段階的にモニタ等の表示部
に表示させることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１１３４５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の貨幣釣銭機では、操作箇所の画像や復旧操作の手順を、復旧操作
の進捗に応じて段階的にモニタ等の表示部に表示させたとしても、操作者の技能レベルが
低いときにはいきなり貨幣処理機内でジャム等の異常が発生したときに慌ててしまい落ち
着いて対処することができない場合がある。この場合には、現場の操作者は自分でジャム
等の異常に対処する代わりにメンテナンス員を現場に呼ぶ傾向があり、貨幣処理機を迅速
に復旧させることができず、また、メンテナンス員を現場に呼ぶための費用がかかってし
まうという問題がある。
【０００６】
　また、紙幣や硬貨が機体内で詰まってしまいジャム等の異常が発生する場合以外にも、
例えば貨幣釣銭機の収納庫がフルやエンプティになったり、センサが汚れてしまったりし
たときに、操作者がエラー解除操作（復旧操作）を前もって体験していなければ、操作者
の技能レベルが低い場合には不慣れなことにより慌ててしまい貨幣処理機を迅速に復旧さ
せることができないという問題があった。
【０００７】
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　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、営業時間外等において操作者
に対してエラー解除操作（復旧操作）を前もって体験させることにより、実際に貨幣処理
機において異常で発生したときに、操作者の技能レベルにかかわらず当該貨幣処理機を迅
速に復旧させることができる貨幣処理機、貨幣処理システムおよび貨幣処理方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、貨幣の処理を行う貨幣処理機であって、少なくともエラー解除体験モードを
行うことを選択できる選択手段と、前記選択手段によりエラー解除体験モードを行うこと
が選択されたときに、異常状態が発生した旨の情報を出力する出力手段と、を備えた、貨
幣処理機である。
【０００９】
　このような貨幣処理機によれば、選択手段により、少なくともエラー解除体験モードを
行うことを選択できるようになっており、選択手段によりエラー解除体験モードを行うこ
とが選択されたときに、異常状態が発生した旨の情報が出力手段により出力されるように
なっている。このように、選択手段によりエラー解除体験モードを行うことを選択するこ
とによって、営業時間外等において操作者に対してエラー解除操作（復旧操作）を前もっ
て体験させることができるようになる。このことにより、実際に貨幣処理機において異常
で発生したときに、操作者の技能レベルにかかわらず当該貨幣処理機を迅速に復旧させる
ことができる。
【００１０】
　本発明の貨幣処理機においては、前記出力手段は、前記選択手段によりエラー解除体験
モードを行うことが選択されたときに、異常状態が発生した旨の情報に加えて、異常状態
の解除方法に係る情報も追加的に出力するようになっていてもよい。
【００１１】
　この際に、前記出力手段により出力された異常状態の解除方法に係る情報に沿って貨幣
処理機が操作されたときに、異常状態が解除されたと判断する判断手段を更に備えていて
もよい。
【００１２】
　本発明の貨幣処理機においては、前記貨幣処理機は表示部を更に備えており、前記出力
手段により出力された情報は前記表示部に表示されるようになっていてもよい。
【００１３】
　この際に、前記表示部は、前記選択手段によりエラー解除体験モードを行うことが選択
された場合と、前記選択手段によりエラー解除体験モード以外のモードを行うことが選択
された場合とで表示内容を異なる態様で表示するようになっていてもよい。
【００１４】
　本発明の貨幣処理機においては、前記貨幣処理機は通信部を更に備えており、前記出力
手段により出力された情報は前記通信部により前記貨幣処理機とは別に設けられた外部装
置に送信されるようになっていてもよい。
【００１５】
　本発明の貨幣処理機においては、複数の種類のエラー解除体験モードが予め準備されて
おり、前記選択手段によりエラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、どの種
類のエラー解除体験モードを行うかについても選択されるようになっていてもよい。
【００１６】
　この際に、複数の種類のエラー解除体験モードは、収納庫フル解除体験モード、収納庫
エンプティ解除体験モード、センサ汚れ解除体験モード、在高異常可能性解除体験モード
、および搬送エラー解除体験モードを含む群の一部または全部であってもよい。
【００１７】
　本発明は、貨幣の処理を行う貨幣処理機と、前記貨幣処理機とは別に設けられ、当該貨
幣処理機に通信接続された外部装置と、を備えた貨幣処理システムであって、少なくとも
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エラー解除体験モードを行うことを選択できる選択手段と、前記選択手段によりエラー解
除体験モードを行うことが選択されたときに、異常状態が発生した旨の情報を出力する出
力手段と、を備えた、貨幣処理システムである。
【００１８】
　このような貨幣処理システムによれば、選択手段により、少なくともエラー解除体験モ
ードを行うことを選択できるようになっており、選択手段によりエラー解除体験モードを
行うことが選択されたときに、異常状態が発生した旨の情報が出力手段により出力される
ようになっている。このように、選択手段によりエラー解除体験モードを行うことを選択
することによって、営業時間外等において操作者に対してエラー解除操作（復旧操作）を
前もって体験させることができるようになる。このことにより、実際に貨幣処理機におい
て異常で発生したときに、操作者の技能レベルにかかわらず当該貨幣処理機を迅速に復旧
させることができる。
【００１９】
　本発明の貨幣処理システムにおいては、前記外部装置は表示部を有しており、前記出力
手段により出力された情報は前記外部装置の前記表示部に表示されるようになっていても
よい。
【００２０】
　本発明は、貨幣処理機により貨幣の処理を行う貨幣処理方法であって、エラー解除体験
モードを行うことを選択する工程と、エラー解除体験モードを行うことが選択されたとき
に、異常状態が発生した旨の情報を出力する工程と、を備えた、貨幣処理方法である。
【００２１】
　このような貨幣処理方法によれば、エラー解除体験モードを行うことが選択されたとき
に、異常状態が発生した旨の情報を出力するようになっている。このように、エラー解除
体験モードを行うことを選択することによって、営業時間外等において操作者に対してエ
ラー解除操作（復旧操作）を前もって体験させることができるようになる。このことによ
り、実際に貨幣処理機において異常で発生したときに、操作者の技能レベルにかかわらず
当該貨幣処理機を迅速に復旧させることができる。
【００２２】
　本発明は、貨幣の処理を行う貨幣処理機であって、貨幣を搬送する搬送部と、前記搬送
部の制御を行う制御部であって、所定の指示を受け付けると、前記搬送部による貨幣の搬
送を途中で停止させるよう当該搬送部を制御する制御部と、を備えた、貨幣処理機である
。
【００２３】
　このような貨幣処理機によれば、制御部は、所定の指示を受け付けると、搬送部による
貨幣の搬送を途中で停止させるよう搬送部を制御するようになっている。このように、制
御部に所定の指示を与えることにより、貨幣処理機の機体内における貨幣の搬送が途中で
停止されるため、ジャムを人為的に発生させることができるようになる。このことにより
、営業時間外等において操作者に対してエラー解除操作（復旧操作）を前もって体験させ
ることができるようになる。このため、実際にジャム等の異常が貨幣処理機で発生した場
合において、どのような技能レベルの操作者でも、エラー解除操作（復旧操作）を前もっ
て体験していることにより、貨幣処理機を迅速に復旧させることができるようになる。
【００２４】
　本発明は、貨幣の処理を行う貨幣処理機であって、貨幣を搬送する搬送部と、前記搬送
部の制御を行う制御部であって、少なくともエラー解除体験モードを行うことを選択でき
る選択手段が設けられており、前記選択手段によりエラー解除体験モードを行うことが選
択されたときに、前記搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させるよう当該搬送部を制御
する制御部と、を備えた、貨幣処理機である。
【００２５】
　このような貨幣処理機によれば、選択手段により、少なくともエラー解除体験モードを
行うことを選択できるようになっており、選択手段によりエラー解除体験モードを行うこ
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とが選択されたときに、搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させるようになっている。
このように、選択手段によりエラー解除体験モードを行うことを選択することにより、貨
幣処理機の機体内における貨幣の搬送が途中で停止されるため、ジャムを人為的に発生さ
せることができるようになる。このことにより、営業時間外等において操作者に対してエ
ラー解除操作（復旧操作）を前もって体験させることができるようになる。このため、実
際にジャム等の異常が貨幣処理機で発生した場合において、どのような技能レベルの操作
者でも、エラー解除体験モードでエラー解除操作（復旧操作）を前もって体験しているこ
とにより、貨幣処理機を迅速に復旧させることができるようになる。
【００２６】
　本発明の貨幣処理機においては、異常状態が発生した旨の情報を出力する出力手段を更
に備え、前記出力手段は、前記搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させた後、異常状態
が発生した旨の情報を出力するようになっていてもよい。
【００２７】
　この際に、前記出力手段は、前記搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させた後、異常
状態が発生した旨の情報に加えて、異常状態の解除方法に係る情報も追加的に出力するよ
うになっていてもよい。
【００２８】
　また、前記出力手段により出力された異常状態の解除方法に係る情報に沿って貨幣処理
機が操作されたときに、異常状態が解除されたと判断する判断手段が前記制御部に設けら
れていてもよい。
【００２９】
　本発明は、貨幣の処理を行う貨幣処理機と、前記貨幣処理機とは別に設けられ、当該貨
幣処理機に通信接続された外部装置と、を備えた貨幣処理システムであって、前記貨幣処
理機は、貨幣を搬送する搬送部を有しており、前記搬送部の制御を行う制御部であって、
所定の指示を受け付けると、前記搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させるよう当該搬
送部を制御する制御部が設けられた、貨幣処理システムである。
【００３０】
　このような貨幣処理システムによれば、制御部は、所定の指示を受け付けると、搬送部
による貨幣の搬送を途中で停止させるよう搬送部を制御するようになっている。このよう
に、制御部に所定の指示を与えることにより、貨幣処理機の機体内における貨幣の搬送が
途中で停止されるため、ジャムを人為的に発生させることができるようになる。このこと
により、営業時間外等において操作者に対してエラー解除操作（復旧操作）を前もって体
験させることができるようになる。このため、実際にジャム等の異常が貨幣処理機で発生
した場合において、どのような技能レベルの操作者でも、エラー解除操作（復旧操作）を
前もって体験していることにより、貨幣処理機を迅速に復旧させることができるようにな
る。
【００３１】
　本発明は、貨幣の処理を行う貨幣処理機と、前記貨幣処理機とは別に設けられ、当該貨
幣処理機に通信接続された外部装置と、を備えた貨幣処理システムであって、前記貨幣処
理機は、貨幣を搬送する搬送部を有しており、前記搬送部の制御を行う制御部であって、
少なくともエラー解除体験モードを行うことを選択できる選択手段が設けられており、前
記選択手段によりエラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、前記搬送部によ
る貨幣の搬送を途中で停止させるよう当該搬送部を制御する制御部が設けられた、貨幣処
理システムである。
【００３２】
　このような貨幣処理システムによれば、選択手段により、少なくともエラー解除体験モ
ードを行うことを選択できるようになっており、選択手段によりエラー解除体験モードを
行うことが選択されたときに、搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させるようになって
いる。このように、選択手段によりエラー解除体験モードを行うことを選択することによ
り、貨幣処理機の機体内における貨幣の搬送が途中で停止されるため、ジャムを人為的に
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発生させることができるようになる。このことにより、営業時間外等において操作者に対
してエラー解除操作（復旧操作）を前もって体験させることができるようになる。このた
め、実際にジャム等の異常が貨幣処理機で発生した場合において、どのような技能レベル
の操作者でも、エラー解除体験モードでエラー解除操作（復旧操作）を前もって体験して
いることにより、貨幣処理機を迅速に復旧させることができるようになる。
【００３３】
　本発明は、貨幣処理機により貨幣の処理を行う貨幣処理方法であって、前記貨幣処理機
の搬送部により貨幣を搬送する工程と、前記貨幣処理機の制御部が所定の指示を受け付け
ると、前記搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させる工程と、を備えた、貨幣処理方法
である。
【００３４】
　このような貨幣処理方法によれば、貨幣処理機の制御部は、所定の指示を受け付けると
、搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させるようになっている。このように、制御部に
所定の指示を与えることにより、貨幣処理機の機体内における貨幣の搬送が途中で停止さ
れるため、ジャムを人為的に発生させることができるようになる。このことにより、営業
時間外等において操作者に対してエラー解除操作（復旧操作）を前もって体験させること
ができるようになる。このため、実際にジャム等の異常が貨幣処理機で発生した場合にお
いて、どのような技能レベルの操作者でも、エラー解除操作（復旧操作）を前もって体験
していることにより、貨幣処理機を迅速に復旧させることができるようになる。
【００３５】
　本発明は、貨幣処理機により貨幣の処理を行う貨幣処理方法であって、前記貨幣処理機
の搬送部により貨幣を搬送する工程と、エラー解除体験モードを行うことを選択する工程
と、エラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、前記搬送部による貨幣の搬送
を途中で停止させる工程と、を備えた、貨幣処理方法である。
【００３６】
　このような貨幣処理方法によれば、エラー解除体験モードを行うことが選択されたとき
に、前記搬送部による貨幣の搬送を途中で停止させるようになっている。このように、エ
ラー解除体験モードを行うことを選択することにより、貨幣処理機の機体内における貨幣
の搬送が途中で停止されるため、ジャムを人為的に発生させることができるようになる。
このことにより、営業時間外等において操作者に対してエラー解除操作（復旧操作）を前
もって体験させることができるようになる。このため、実際にジャム等の異常が貨幣処理
機で発生した場合において、どのような技能レベルの操作者でも、エラー解除体験モード
でエラー解除操作（復旧操作）を前もって体験していることにより、貨幣処理機を迅速に
復旧させることができるようになる。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明の貨幣処理機、貨幣処理システムおよび貨幣処理方法によれば、営業時間外等に
おいて操作者に対してエラー解除操作（復旧操作）を前もって体験させることにより、実
際に貨幣処理機において異常で発生したときに、操作者の技能レベルにかかわらず当該貨
幣処理機を迅速に復旧させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一の実施の形態における貨幣処理システムの構成の概略を示す概略構成
図である。
【図２】図１に示す貨幣処理システムにおける硬貨釣銭機、紙幣釣銭機および制御端末機
の外観を示す斜視図である。
【図３】図１等に示す貨幣処理システムの制御ブロック図である。
【図４】図１等に示す貨幣処理システムにおいてエラー解除体験モードを行うことが選択
されたときの動作を示すフローチャートである。
【図５】図１等に示す貨幣処理システムにおいてエラー解除体験モードを行うことが選択
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されたときの操作表示部における表示内容を示す図である。
【図６】図１等に示す貨幣処理システムにおいて収納庫フル解除体験モードを行うことが
選択されたときの動作を示すフローチャートである。
【図７Ａ】図１等に示す貨幣処理システムにおいて収納庫フル解除体験モードを行うこと
が選択されたときの操作表示部における表示内容を示す図である。
【図７Ｂ】図１等に示す貨幣処理システムにおいて収納庫フル解除体験モードを行うこと
が選択されたときの操作表示部における表示内容を示す図である。
【図８】図１等に示す貨幣処理システムにおいて収納庫エンプティ解除体験モードを行う
ことが選択されたときの動作を示すフローチャートである。
【図９Ａ】図１等に示す貨幣処理システムにおいて収納庫エンプティ解除体験モードを行
うことが選択されたときの操作表示部における表示内容を示す図である。
【図９Ｂ】図１等に示す貨幣処理システムにおいて収納庫エンプティ解除体験モードを行
うことが選択されたときの操作表示部における表示内容を示す図である。
【図１０】図１等に示す貨幣処理システムにおいてセンサ汚れ解除体験モードを行うこと
が選択されたときの動作を示すフローチャートである。
【図１１Ａ】図１等に示す貨幣処理システムにおいてセンサ汚れ解除体験モードを行うこ
とが選択されたときの操作表示部における表示内容を示す図である。
【図１１Ｂ】図１等に示す貨幣処理システムにおいてセンサ汚れ解除体験モードを行うこ
とが選択されたときの操作表示部における表示内容を示す図である。
【図１２】図１等に示す貨幣処理システムにおいて在高異常ドット解除体験モードを行う
ことが選択されたときの動作を示すフローチャートである。
【図１３Ａ】図１等に示す貨幣処理システムにおいて在高異常ドット解除体験モードを行
うことが選択されたときの操作表示部における表示内容を示す図である。
【図１３Ｂ】図１等に示す貨幣処理システムにおいて在高異常ドット解除体験モードを行
うことが選択されたときの操作表示部における表示内容を示す図である。
【図１４】図１等に示す貨幣処理システムにおいて搬送エラー解除体験モードを行うこと
が選択されたときの動作を示すフローチャートである。
【図１５】図１等に示す貨幣処理システムにおいて搬送エラー解除体験モードを行うこと
が選択されたときの操作表示部における表示内容を示す図である。
【図１６】変形例における硬貨釣銭機や紙幣釣銭機の動作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】
【００３９】
　以下、図面を参照して本発明の一の実施の形態について説明する。図１乃至図１５は、
本実施の形態に係る貨幣処理システムの構成を示す図である。このうち、図１は、本実施
の形態における貨幣処理システムの構成の概略を示す概略構成図であり、図２は、図１に
示す貨幣処理システムにおける硬貨釣銭機、紙幣釣銭機および制御端末機の外観を示す斜
視図である。また、図３は、図１等に示す貨幣処理システムの制御ブロック図である。ま
た、図４は、図１等に示す貨幣処理システムにおいてエラー解除体験モードを行うことが
選択されたときの動作を示すフローチャートであり、図５は、図１等に示す貨幣処理シス
テムにおいてエラー解除体験モードを行うことが選択されたときの操作表示部における表
示内容を示す図である。また、図６乃至図１５は、各種のエラー解除体験モードを行うこ
とが選択されたときの動作を示すフローチャートや操作表示部における表示内容を示す図
である。
【００４０】
　まず、貨幣処理システムの全体構成について図１および図２を用いて説明する。図１お
よび図２に示すように、貨幣処理システム１は、硬貨釣銭機１００と、紙幣釣銭機２００
と、制御端末機３００とを備えている。硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００は、そ
れぞれ硬貨や紙幣の入出金処理を行うようになっている。より具体的には、硬貨釣銭機１
００および紙幣釣銭機２００には顧客から預かった硬貨や紙幣がそれぞれ入金されるとと
もに、硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００から釣銭としての硬貨や紙幣がそれぞれ
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出金されるようになっている。また、図２に示すように、硬貨釣銭機１００および紙幣釣
銭機２００は左右方向に並べて配置される。
【００４１】
　一方、制御端末機３００は例えばＰＯＳレジスタ（販売時点管理機能を有する金銭登録
機）からなり、この制御端末機３００はホストサーバ４００に通信接続されている。そし
て、制御端末機３００からホストサーバ４００に売上情報等が送信されるようになってい
る。
【００４２】
　図１に示すように、硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００は、それぞれ制御部１３
０、２３０を有しており、これらの制御部１３０、２３０は互いに通信接続されている。
また、制御端末機３００も制御部３３０を有しており、紙幣釣銭機２００の制御部２３０
は制御端末機３００の制御部３３０に通信接続されている。そして、制御端末機３００は
、硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００の上面に載置される。
【００４３】
　以下、硬貨釣銭機１００、紙幣釣銭機２００および制御端末機３００について図１およ
び図２を用いて詳述する。
【００４４】
　まず、硬貨釣銭機１００の構成について具体的に説明する。図１および図２に示すよう
に、硬貨釣銭機１００は、前部上面にタッチパネル等の操作表示部１１２を有する筐体１
１０を備えている。筐体１１０の前部には硬貨受入部１１４および硬貨払出部１１６が設
けられている。
【００４５】
　硬貨受入部１１４は、受け入れた硬貨を１層１列状態で１枚ずつ機内に取り込むように
なっている。硬貨受入部１１４には、当該硬貨受入部１１４により機内に取り込まれた硬
貨を搬送する入金搬送部１０３が接続されている。
【００４６】
　この入金搬送部１０３の途中には、硬貨の識別を行う硬貨識別部１０１と、分岐部１０
４とがそれぞれ設けられている。分岐部１０４は、硬貨識別部１０１による硬貨の識別結
果に基づいて、リジェクト硬貨等の、硬貨払出部１１６から払い出されるべき硬貨を出金
搬送部１０８へ案内（搬送）するようになっている。
【００４７】
　一方、正常硬貨等の機内に収納されるべき硬貨は入金搬送部１０３により硬貨収納部１
０６へ搬送されるようになっている。硬貨収納部１０６は硬貨を金種別に収納するように
なっている。具体的には、例えば入金搬送部１０３の上流側から高額順に硬貨が収納され
る。
【００４８】
　出金搬送部１０８は、硬貨収納部１０６から繰り出された硬貨を硬貨払出部１１６へ搬
送するようになっている。また、出金搬送部１０８は、分岐部１０４から案内されたリジ
ェクト硬貨等を硬貨払出部１１６へ搬送するようになっている。
【００４９】
　次に、紙幣釣銭機２００の構成について具体的に説明する。図１および図２に示すよう
に、紙幣釣銭機２００は、筐体２１０と、この筐体２１０内の略中央部に設けられた環状
の周回搬送部２０３ａとを備えている。また、紙幣受入部２１４、３つの紙幣収納部２０
６、紙幣払出部２１６、出金リジェクト部２０４、および紙幣回収カセット２０７が、周
回搬送部２０３ａを外周から取り囲むように配置されている。
【００５０】
　また、紙幣釣銭機２００の筐体２１０の内部には、紙幣受入部２１４、各紙幣収納部２
０６、紙幣払出部２１６、出金リジェクト部２０４、および紙幣回収カセット２０７と、
周回搬送部２０３ａとの間をそれぞれ接続する複数の接続搬送部２０３ｂが形成されてい
る。また、周回搬送部２０３ａには紙幣識別部２０１が設けられており、この紙幣識別部
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２０１は、当該紙幣識別部２０１を通過する紙幣の識別を行うようになっている。
【００５１】
　また、周回搬送部２０３ａと各接続搬送部２０３ｂとの間で紙幣の搬送経路を切り換え
る経路切換部（図示せず）が、周回搬送部２０３ａに沿って配置されている。
【００５２】
　図１および図２に示すように、筐体２１０の前面には、紙幣受入部２１４の紙幣受入口
２１４ａと、紙幣払出部２１６の紙幣取出口２１６ａとがそれぞれ設けられている。また
、紙幣回収カセット２０７は筐体２１０に対して着脱自在に取り付けられている。
【００５３】
　紙幣受入部２１４は、紙幣受入口２１４ａに挿入された入金紙幣を１枚ずつ取り込んで
、周回搬送部２０３ａ側へ繰り出すようになっている。各紙幣収納部２０６は、紙幣識別
部２０１の識別結果に基づいて紙幣を金種別に収納する。紙幣払出部２１６は、各紙幣収
納部２０６から周回搬送部２０３ａに繰り出された紙幣を紙幣取出口２１６ａより機外へ
放出するようになっている。
【００５４】
　出金リジェクト部２０４は、紙幣収納部２０６から繰り出された紙幣のうち、斜行等に
より紙幣識別部２０１で識別することができない紙幣を出金リジェクト紙幣として収納す
る。また、紙幣受入部２１４から機内に取り込まれた紙幣のうち、汚損等により紙幣識別
部２０１で識別することができない紙幣は入金リジェクト紙幣として紙幣払出部２１６に
返却されるようになっている。
【００５５】
　次に、制御端末機３００の構成について具体的に説明する。制御端末機３００は、前述
のように、例えばＰＯＳレジスタ（販売時点管理機能を有する金銭登録機）からなり、こ
の制御端末機３００は、商品の購入情報を登録するとともに、硬貨釣銭機１００や紙幣釣
銭機２００に対して硬貨や紙幣の入出金処理を行わせるようになっている。
【００５６】
　制御端末機３００の制御部３３０は、図１に示すように、紙幣釣銭機２００の制御部２
３０に通信接続されているとともに、ホストサーバ４００にも通信接続されている。そし
て、この制御部３３０は、硬貨釣銭機１００の制御部１３０や紙幣釣銭機２００の制御部
２３０に指令を送ることにより硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に対して硬貨や紙幣
の入出金処理を行わせるようになっている。また、制御部３３０は、硬貨釣銭機１００の
制御部１３０や紙幣釣銭機２００の制御部２３０から、これらの硬貨釣銭機１００や紙幣
釣銭機２００における硬貨や紙幣の処理状況に係る情報を受け取るようになっている。
【００５７】
　操作部３０４は、操作者が操作することができるようになっており、制御部３３０に対
して様々な指令を与えることができるようになっている。また、表示部３０２は、硬貨釣
銭機１００や紙幣釣銭機２００における硬貨や紙幣の処理状況や、硬貨釣銭機１００や紙
幣釣銭機２００の内部に収納された硬貨や紙幣の在高を表示するようになっている。また
、制御端末機３００には追加の表示部３０２ａが設けられており、様々な情報を表示部３
０２に表示させる代わりに、あるいは表示部３０２における表示に加えて、追加の表示部
３０２ａにおいて表示が行われるようになっていてもよい。
【００５８】
　図３に、上述のような構成からなる貨幣処理システム１の制御ブロック図を示す。図３
に示すように、硬貨釣銭機１００の制御部１３０には、インターフェース１３２、硬貨受
入部１１４、入金搬送部１０３、硬貨識別部１０１、分岐部１０４、硬貨収納部１０６、
出金搬送部１０８、硬貨払出部１１６、操作表示部１１２、記憶部１３４等がそれぞれ接
続されており、硬貨識別部１０１から制御部１３０に硬貨の識別結果が送られるとともに
、制御部１３０から硬貨受入部１１４、入金搬送部１０３、分岐部１０４、硬貨収納部１
０６、出金搬送部１０８、硬貨払出部１１６等の各々に対して様々な指令が送られるよう
になっている。また、硬貨釣銭機１００の制御部１３０は、インターフェース１３２によ
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り、紙幣釣銭機２００の制御部２３０に対して信号の送受信を行うようになっている。ま
た、操作者により操作表示部１１２に入力された指令が当該操作表示部１１２から制御部
１３０に送られるとともに、制御部１３０は操作表示部１１２に指令を送ることにより当
該操作表示部１１２に様々な情報を表示させるようになっている。より詳細には、操作表
示部１１２には、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００における硬貨や紙幣の処理状況や
、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の内部に収納された硬貨や紙幣の在高を表示する
ようになっている。記憶部１３４には、設定内容等の各種情報が記憶される。
【００５９】
　また、図３に示すように、硬貨釣銭機１００には硬貨詰まり検出手段１２０が設けられ
ており、この硬貨詰まり検出手段１２０は制御部１３０に接続されている。硬貨詰まり検
出手段１２０は、硬貨釣銭機１００の入金搬送部１０３や出金搬送部１０８等において硬
貨の詰まり（ジャム）が発生したときにこのことを検出するようになっている。硬貨詰ま
り検出手段１２０により硬貨の詰まりが検出されると、この情報は制御部１３０に送られ
るようになっている。
【００６０】
　また、図３に示すように、硬貨釣銭機１００の制御部１３０には、選択手段１５０、出
力手段１５２、判断手段１５４がそれぞれ接続されている。選択手段１５０は、少なくと
もエラー解除体験モードを行うことを選択できるようになっている。また、出力手段１５
２は、選択手段１５０によりエラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、異常
状態が発生した旨の情報を出力するようになっている。また、出力手段１５２は、選択手
段１５０によりエラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、異常状態が発生し
た旨の情報に加えて、異常状態の解除方法に係る情報も追加的に出力するようになってい
てもよい。出力手段１５２により出力された情報は、硬貨釣銭機１００の操作表示部１１
２に表示されたり、インターフェース１３２を介して紙幣釣銭機２００の制御部２３０や
制御端末機３００の制御部３３０、あるいはホストサーバ４００に送信されたりするよう
になっている。出力手段１５２により出力された情報が制御端末機３００の制御部３３０
に送信されたときには、この情報を制御端末機３００の表示部３０２に表示することがで
きるようになる。これにより、制御端末機３００に備えられた大きな表示部を活用して、
エラー解除操作を行うことができる。また、出力手段１５２により出力された情報が制御
端末機３００の制御部３３０に送信されたときに、制御端末機３００にプリンタが接続さ
れている場合には、出力手段１５２により出力された情報をプリンタにより印字すること
ができるようになっていてもよい。判断手段１５４は、出力手段１５２により出力された
異常状態の解除方法に係る情報に沿って硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００が操作され
たときに、異常状態が解除されたと判断するようになっている。
【００６１】
　また、紙幣釣銭機２００の制御部２３０には、インターフェース２３２、紙幣受入部２
１４、周回搬送部２０３ａ、接続搬送部２０３ｂ、紙幣識別部２０１、紙幣収納部２０６
、出金リジェクト部２０４、紙幣払出部２１６、記憶部２３４等がそれぞれ接続されてお
り、紙幣識別部２０１から制御部２３０に紙幣の識別結果が送られるとともに、制御部２
３０から紙幣受入部２１４、周回搬送部２０３ａ、接続搬送部２０３ｂ、紙幣収納部２０
６、出金リジェクト部２０４、紙幣払出部２１６等の各々に対して様々な指令が送られる
ようになっている。また、紙幣釣銭機２００の制御部２３０は、インターフェース２３２
により、硬貨釣銭機１００の制御部１３０や制御端末機３００の制御部３３０に対して信
号の送受信を行うようになっている。
【００６２】
　また、図３に示すように、紙幣釣銭機２００には紙幣詰まり検出手段２２０が設けられ
ており、この紙幣詰まり検出手段２２０は制御部２３０に接続されている。紙幣詰まり検
出手段２２０は、紙幣釣銭機２００の周回搬送部２０３ａや接続搬送部２０３ｂ等におい
て紙幣の詰まり（ジャム）が発生したときにこのことを検出するようになっている。紙幣
詰まり検出手段２２０により紙幣の詰まりが検出されると、この情報は制御部２３０に送
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られるようになっている。
【００６３】
　また、制御端末機３００の制御部３３０には、表示部３０２、操作部３０４、記憶部３
３４、インターフェース３３２等がそれぞれ接続されており、操作者により操作部３０４
に入力された指令が当該操作部３０４から制御部３３０に送られるとともに、制御部３３
０は表示部３０２に指令を送ることにより当該表示部３０２に様々な情報を表示させるよ
うになっている。なお、制御部３３０は、表示部３０２に様々な情報を表示させる代わり
に、あるいは表示部３０２における表示に加えて、追加の表示部３０２ａにおいて表示を
行わせるようになっていてもよい。また、制御端末機３００の制御部３３０は、インター
フェース３３２により、紙幣釣銭機２００の制御部２３０やホストサーバ４００に対して
信号の送受信を行うようになっている。
【００６４】
　次に、このような構成からなる貨幣処理システム１の動作について説明する。なお、以
下に示す貨幣処理システム１の動作は、硬貨釣銭機１００の制御部１３０や紙幣釣銭機２
００の制御部２３０が、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の各構成要素をそれぞれ制
御することにより行われる。本実施の形態による貨幣処理システム１では、硬貨釣銭機１
００の制御部１３０や紙幣釣銭機２００の制御部２３０は、通常モードおよびエラー解除
体験モードのうちいずれか一方のモードを選択的に実行するようになっている。なお、硬
貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の電源をＯＦＦからＯＮをしたときには、制御部１３
０や制御部２３０は通常モードで立ち上がるようになる。
【００６５】
　貨幣処理システム１の動作についてより詳細に説明すると、通常時には、硬貨釣銭機１
００の制御部１３０や紙幣釣銭機２００の制御部２３０は通常モードを実行するようにな
っている。この場合には、硬貨釣銭機１００の硬貨受入部１１４に硬貨が受け入れられる
と、硬貨受入部１１４は、受け入れた硬貨を１層１列状態で１枚ずつ機内に取り込み、取
り込まれた硬貨は入金搬送部１０３により搬送される。そして、入金搬送部１０３により
搬送される硬貨は硬貨識別部１０１により硬貨の識別が行われる。硬貨識別部１０１によ
る硬貨の識別結果に基づいて、リジェクト硬貨等の、硬貨払出部１１６から払い出される
べき硬貨であると識別された硬貨は、分岐部１０４により出金搬送部１０８へ案内（搬送
）され、出金搬送部１０８により硬貨払出部１１６に搬送される。一方、硬貨識別部１０
１による硬貨の識別結果に基づいて、正常硬貨等の機内に収納されるべき硬貨であると識
別された硬貨は、入金搬送部１０３により硬貨収納部１０６へ搬送され、当該硬貨収納部
１０６に金種別に収納される。
【００６６】
　また、硬貨釣銭機１００の制御部１３０が通常モードを実行しているときに、当該硬貨
釣銭機１００から釣銭としての硬貨を出金する場合には、操作者は操作表示部１１２によ
り出金されるべき硬貨の金種別の枚数や合計金額等を入力する。あるいは、制御端末機３
００の制御部３３０から出金指令が硬貨釣銭機１００の制御部１３０に送られることによ
り、硬貨釣銭機１００から釣銭としての硬貨が出金されるようになる。硬貨釣銭機１００
の制御部１３０に対して出金指令が与えられると、硬貨収納部１０６に収納されている硬
貨が当該硬貨収納部１０６から繰り出され、繰り出された硬貨は出金搬送部１０８により
硬貨払出部１１６へ搬送される。このようにして、操作者は、硬貨払出部１１６から硬貨
を取り出すことができるようになる。
【００６７】
　また、紙幣釣銭機２００の制御部２３０が通常モードを実行しているときに、紙幣受入
部２１４の紙幣受入口２１４ａに紙幣が挿入されると、紙幣受入部２１４は、紙幣受入口
２１４ａに挿入された入金紙幣を１枚ずつ取り込んで、周回搬送部２０３ａ側へ繰り出す
。そして、周回搬送部２０３ａ側へ繰り出された紙幣は当該周回搬送部２０３ａにより搬
送され、この際に紙幣識別部２０１により紙幣の識別が行われる。紙幣識別部２０１によ
り正常な紙幣であると識別された紙幣は、各紙幣収納部２０６に金種別に収納される。一
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方、紙幣受入部２１４から取り込まれた紙幣のうち、汚損等により紙幣識別部２０１で識
別することができない紙幣は入金リジェクト紙幣として紙幣払出部２１６に返却される。
【００６８】
　また、紙幣釣銭機２００の制御部２３０が通常モードを実行しているときに、当該紙幣
釣銭機２００から釣銭としての紙幣を出金する場合には、操作者は操作表示部１１２によ
り出金されるべき紙幣の金種別の枚数や合計金額等を入力する。あるいは、制御端末機３
００の制御部３３０から出金指令が紙幣釣銭機２００の制御部２３０に送られることによ
り、紙幣釣銭機２００から釣銭としての紙幣が出金されるようになる。紙幣釣銭機２００
の制御部２３０に対して出金指令が与えられると、紙幣収納部２０６に収納されている紙
幣が当該紙幣収納部２０６から繰り出され、繰り出された紙幣は紙幣識別部２０１により
識別された後、周回搬送部２０３ａにより紙幣払出部２１６に送られる。そして、紙幣払
出部２１６は、紙幣収納部２０６から送られた紙幣を紙幣取出口２１６ａより筐体２１０
外へ放出する。このようにして、操作者は、紙幣釣銭機２００から出金された紙幣を得る
ことができるようになる。なお、紙幣収納部２０６から繰り出された紙幣のうち、斜行等
により紙幣識別部２０１で識別することができない紙幣は、出金リジェクト紙幣として出
金リジェクト部２０４に収納される。
【００６９】
　硬貨釣銭機１００の制御部１３０や紙幣釣銭機２００の制御部２３０が通常モードを実
行しているときに、硬貨詰まり検出手段１２０により入金搬送部１０３や出金搬送部１０
８等における硬貨の詰まりが検出されたり、紙幣詰まり検出手段２２０により周回搬送部
２０３ａや接続搬送部２０３ｂにおける紙幣の詰まりが検出されたりすることにより、硬
貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００でジャム等のエラーが発生した場合には、操作表示部
１１２にはエラーが発生した旨を示す情報やエラー解除方法に関する情報が表示されるよ
うになる。より詳細には、操作表示部１１２には、エラーを解除するために操作が必要な
箇所の画像や復旧操作の手順が示されるようになる。そして、操作者は、操作表示部１１
２に表示されたエラー解除方法を見ながら、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の内部
でジャムを生じさせている硬貨や紙幣を取り除くことにより、エラー解除操作（復旧操作
）を行うこととなる。
【００７０】
　次に、硬貨釣銭機１００の制御部１３０や紙幣釣銭機２００の制御部２３０において、
処理モードを通常モードからエラー解除体験モードに切り換える方法について、図４に示
すフローチャートおよび図５に示す硬貨釣銭機１００の操作表示部１１２の表示画面を用
いて以下に説明する。
【００７１】
　図５（ａ）に、通常モードにおける硬貨釣銭機１００の操作表示部１１２の待機中の画
面を示す。図５（ａ）に示すような待機中の画面が操作表示部１１２に表示されていると
きに、操作者が「設定」キーを押下すると、操作表示部１１２の表示画面が図５（ｂ）に
示すような設定画面に切り替わる。そして、図５（ｂ）に示すような設定画面が操作表示
部１１２に表示されているときに、操作者が「エラー解除体験」にカーソルを合わせ、「
決定」キーを押下すると、図４のフローチャートのＳＴＥＰ１に示すように、選択手段１
５０によりエラー解除体験モードを行うことが選択され、操作表示部１１２の表示画面が
図５（ｃ）に示すようなエラー解除体験の体験項目を選択する画面に切り替わる（ＳＴＥ
Ｐ２）。図５（ｃ）に示すように、エラー解除体験モードとしては、複数の種類のものが
用意されており、選択手段１５０によりエラー解除体験モードを行うことが選択されたと
きに、どの種類のエラー解除体験モードを行うかについても選択されるようになる。具体
的には、エラー解除体験モードとして、搬送エラー解除体験モード、収納庫フル解除体験
モード、収納庫エンプティ解除体験モード、センサ汚れ解除体験モードおよび在高異常ド
ット解除体験モード（在高異常可能性解除体験モード）という５つのエラー解除体験モー
ドが用意されている。なお、エラー解除体験モードとして、上述した５つのエラー解除体
験モード全てを用意する必要はなく、代わりに、これらの５つのエラー解除体験モードの
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うち一部のエラー解除体験モードのみが用意されていてもよい。
【００７２】
　そして、図４のフローチャートに示すように、操作者が収納庫フル解除体験モードを行
うことを選択したときには（ＳＴＥＰ３の「ＹＥＳ」）、後述するような収納庫フル解除
体験モードが実行される。ここで、収納庫フル解除体験モードとは、硬貨釣銭機１００の
硬貨収納部１０６や紙幣釣銭機２００の紙幣収納部２０６がフル状態またはニアフル状態
となったときのエラー解除操作を操作者に前もって体験させる方法に関するものである。
【００７３】
　また、操作者が収納庫エンプティ解除体験モードを行うことを選択したときには（ＳＴ
ＥＰ４の「ＹＥＳ」）、後述するような収納庫エンプティ解除体験モードが実行される。
ここで、収納庫エンプティ解除体験モードとは、硬貨釣銭機１００の硬貨収納部１０６や
紙幣釣銭機２００の紙幣収納部２０６がエンプティ状態またはニアエンプティ状態となっ
たときのエラー解除操作を操作者に前もって体験させる方法に関するものである。
【００７４】
　また、操作者がセンサ汚れ解除体験モードを行うことを選択したときには（ＳＴＥＰ５
の「ＹＥＳ」）、後述するようなセンサ汚れ解除体験モードが実行される。ここで、セン
サ汚れ解除体験モードとは、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に設けられた各種セン
サが汚れてしまったときのエラー解除操作を操作者に前もって体験させる方法に関するも
のである。
【００７５】
　また、操作者が在高異常ドット解除体験モード（在高異常可能性解除体験モード）を行
うことを選択したときには（ＳＴＥＰ６の「ＹＥＳ」）、後述するような在高異常ドット
解除体験モードが実行される。ここで、在高異常ドット解除体験モードとは、硬貨釣銭機
１００の各硬貨収納部１０６に収納された硬貨の在高や紙幣釣銭機２００の各紙幣収納部
２０６に収納された紙幣の在高に異常がある可能性がある場合にこのような異常の可能性
を解消する操作を操作者に前もって体験させる方法に関するものである。ここで、「硬貨
釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に収納された硬貨や紙幣の在高に異常がある可能性」は
、硬貨釣銭機１００において２枚以上の硬貨が同時に繰り出されたり、紙幣釣銭機２００
において２枚以上の紙幣が同時に繰り出されたりした場合に生じてしまうことがある。こ
のように、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００における実際の硬貨や紙幣の処理内容と
、制御部１３０、２３０により管理されている硬貨や紙幣の処理内容とが異なる場合に、
在高異常ドットの異常状態が発生してしまう。
【００７６】
　また、操作者が搬送エラー解除体験モードを行うことを選択したときには（ＳＴＥＰ７
の「ＹＥＳ」）、後述するような搬送エラー解除体験モードが実行される。ここで、搬送
エラー解除体験モードとは、硬貨釣銭機１００の入金搬送部１０３や紙幣釣銭機２００の
周回搬送部２０３ａ等において硬貨や紙幣が詰まってしまいジャムが発生してしまったと
きのエラー解除操作を操作者に前もって体験させる方法に関するものである。
【００７７】
　なお、図５（ｃ）に示すようなエラー解除体験項目の選択画面が操作表示部１１２に表
示されているときに、操作者が「戻る」キーを押下すると（ＳＴＥＰ８の「ＹＥＳ」）、
操作表示部１１２の表示画面は図４（ｂ）に示すような設定画面に戻り、エラー解除体験
モードが解除されて通常モードに戻ることが可能である（ＳＴＥＰ９）。また、図５（ｂ
）に示すような設定画面が操作表示部１１２に表示されているときに、操作者が「戻る」
キーを押下すると、操作表示部１１２の表示画面は図４（ａ）に示すような待機中の画面
に戻るようになる。
【００７８】
　次に、硬貨釣銭機１００の制御部１３０や紙幣釣銭機２００の制御部２３０が収納庫フ
ル解除体験モードを実行しているときの動作について、図６に示すフローチャートならび
に図７Ａおよび図７Ｂに示す硬貨釣銭機１００の操作表示部１１２の表示画面を用いて以
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下に説明する。
【００７９】
　図５（ｃ）に示すようなエラー解除体験モードの体験項目選択画面が操作表示部１１２
に表示されているときに、収納庫フル解除体験モードを行うことが選択手段１５０により
選択された場合には（ＳＴＥＰ３の「ＹＥＳ」）、まず、図７Ａ（ａ）に示すように硬貨
の補充を促す旨のメッセージが操作表示部１１２に表示される（ＳＴＥＰ１１）。そして
、硬貨釣銭機１００に硬貨が補充されると（ＳＴＥＰ１２の「ＹＥＳ」）、図７Ａ（ｂ）
に示すように補充された硬貨の枚数が操作表示部１１２に表示される（ＳＴＥＰ１３）。
この際に、操作者によって硬貨釣銭機１００に１枚でも硬貨が補充されると、制御部１３
０において硬貨フルが検知されるようになる。このため、操作者はそれ以上硬貨釣銭機１
００に硬貨を補充する必要がなくなる。
【００８０】
　そして、図７Ａ（ｃ）に示すように、収納庫フルに係るエラーが操作表示部１１２に表
示される（ＳＴＥＰ１４）。具体的には、「硬貨満杯あり」というメッセージおよびどの
金種の硬貨がフル状態であるかという情報が操作表示部１１２に表示される。また、図７
Ａ（ｃ）に示すように、「回収キーを押下してくださいというメッセージが操作表示部１
１２に表示される。この際に、操作表示部１１２において「回収」キーは強調表示される
。
【００８１】
　そして、操作者が「回収」キーを押下すると（ＳＴＥＰ１５の「ＹＥＳ」）、図７Ａ（
ｄ）に示すように、エラーを解除するための手順が操作表示部１１２に表示される（ＳＴ
ＥＰ１６）。具体的には、収納庫フルの異常状態の解除方法として、「途中回収」キーを
押下して硬貨収納部１０６内の硬貨を硬貨釣銭機１００から出金させて回収する方法が用
いられるが、操作表示部１１２にも、「途中回収キーを押下してくださいというメッセー
ジが表示される。この際に、操作表示部１１２において「途中回収」キーは強調表示され
る。
【００８２】
　そして、操作者が「途中回収」キーを押下すると（ＳＴＥＰ１７の「ＹＥＳ」）、硬貨
釣銭機１００において出金動作が行われる（ＳＴＥＰ１８）。この際に、図７Ｂ（ｅ）に
示すように、「回収中です」というメッセージが操作表示部１１２に表示される。そして
、硬貨釣銭機１００における硬貨の回収動作が終了すると、操作表示部１１２には、図７
Ｂ（ｆ）に示すように、「回収硬貨を抜き取ってください」というメッセージが表示され
る。その後、操作者が回収硬貨の抜き取りを行うと（ＳＴＥＰ１９）、判断手段１５４は
、異常状態が解除されたと判断し（ＳＴＥＰ２０）、操作表示部１１２には、図７Ｂ（ｇ
）に示すように、「解除完了」というメッセージが表示される。このようにして、収納庫
フル解除体験モードが完了する。
【００８３】
　次に、硬貨釣銭機１００の制御部１３０や紙幣釣銭機２００の制御部２３０が収納庫エ
ンプティ解除体験モードを実行しているときの動作について、図８に示すフローチャート
ならびに図９Ａおよび図９Ｂに示す硬貨釣銭機１００の操作表示部１１２の表示画面を用
いて以下に説明する。
【００８４】
　図５（ｃ）に示すようなエラー解除体験モードの体験項目選択画面が操作表示部１１２
に表示されているときに、収納庫エンプティ解除体験モードを行うことが選択手段１５０
により選択された場合には（ＳＴＥＰ４の「ＹＥＳ」）、まず、図９Ａ（ａ）に示すよう
にエラーが発生した旨が操作表示部１１２に表示される（ＳＴＥＰ２１）。具体的には、
５００円硬貨が不足しているという情報が操作表示部１１２に表示されるとともに、「不
足貨幣を入れてください」というメッセージが操作表示部１１２に表示される。そして、
操作者によって硬貨釣銭機１００に５００円硬貨が補充されると（ＳＴＥＰ２２の「ＹＥ
Ｓ」）、操作表示部１１２には、図９Ａ（ｂ）に示すように「補充動作中」というメッセ
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ージおよび補充された５００円硬貨の枚数が表示される（ＳＴＥＰ２３）。なお、収納庫
エンプティ解除体験モードが行われているときに、硬貨釣銭機１００に５００円硬貨が１
枚でも補充されると、硬貨釣銭機１００においてエンプティ状態またはニアエンプティ状
態が解除される。そして、硬貨釣銭機１００においてエンプティ状態またはニアエンプテ
ィ状態が解除されると（ＳＴＥＰ２４の「ＹＥＳ」）、判断手段１５４は、異常状態が解
除されたと判断し（ＳＴＥＰ２５）、操作表示部１１２には、図９Ａ（ｃ）に示すように
、「解除完了」というメッセージが表示される。
【００８５】
　その後、収納庫エンプティに係るエラーを解除するために硬貨釣銭機１００に投入され
た硬貨が、この硬貨釣銭機１００から出金される（ＳＴＥＰ２６）。この際に、操作表示
部１１２には、図９Ｂ（ｄ）に示すように、「解除貨幣の出金動作中」というメッセージ
が表示される。そして、硬貨釣銭機１００から硬貨が出金されると、操作表示部１１２に
は、図９Ｂ（ｅ）に示すように、「解除貨幣を抜き取ってください」というメッセージが
表示される。その後、硬貨釣銭機１００から出金された硬貨を操作者が抜き取ると（ＳＴ
ＥＰ２７）、収納庫エンプティ解除体験モードが完了する。
【００８６】
　次に、硬貨釣銭機１００の制御部１３０や紙幣釣銭機２００の制御部２３０がセンサ汚
れ解除体験モードを実行しているときの動作について、図１０に示すフローチャートなら
びに図１１Ａおよび図１１Ｂに示す硬貨釣銭機１００の操作表示部１１２の表示画面を用
いて以下に説明する。
【００８７】
　図５（ｃ）に示すようなエラー解除体験モードの体験項目選択画面が操作表示部１１２
に表示されているときに、センサ汚れ解除体験モードを行うことが選択手段１５０により
選択された場合には（ＳＴＥＰ５の「ＹＥＳ」）、まず、図１１Ａ（ａ）に示すようにエ
ラーが発生した旨が操作表示部１１２に表示される（ＳＴＥＰ３１）。具体的には、「硬
貨部センサ汚れを検知」「硬貨部センサを掃除してください」というメッセージが操作表
示部１１２に表示されるとともに、掃除すべき箇所の画像が操作表示部１１２に表示され
る。また、操作表示部１１２における「清掃」キーが強調表示される。
【００８８】
　そして、操作者が「清掃」キーを押下すると（ＳＴＥＰ３２の「ＹＥＳ」）、操作表示
部１１２にはエラーを解除するための手順が表示される（ＳＴＥＰ３３）。具体的には、
まず、図１１Ａ（ｂ）に示すように、「鍵を保守にして硬貨部を引き出します」というメ
ッセージが操作表示部１１２に表示される。そして、操作者が硬貨釣銭機１００の硬貨部
（各硬貨収納部１０６が設けられたユニット）を筐体１１０から引き出し、ユニット開が
検知されると、図１１Ａ（ｃ）に示すように、操作表示部１１２には筐体１１０から引き
出された硬貨釣銭機１００の硬貨部が表示されるとともに「掃除道具を取り出してくださ
い」というメッセージが表示される。その後、操作表示部１１２には、図１１Ｂ（ｄ）に
示すように、掃除すべき箇所の画像が操作表示部１１２に点滅状態で表示されるとともに
「点滅部を掃除してください」「硬貨部を元に戻してください」というメッセージが操作
表示部１１２に表示される。
【００８９】
　そして、操作者によってセンサの掃除が行われ、その後、硬貨釣銭機１００の硬貨部を
筐体１１０内に戻すことによりユニット閉が検知されると（ＳＴＥＰ３４の「ＹＥＳ」）
、判断手段１５４は、異常状態が解除されたと判断する（ＳＴＥＰ３５）。このようにし
て、センサ汚れ解除体験モードが完了する。
【００９０】
　次に、硬貨釣銭機１００の制御部１３０や紙幣釣銭機２００の制御部２３０が在高異常
ドット解除体験モードを実行しているときの動作について、図１２に示すフローチャート
ならびに図１３Ａおよび図１３Ｂに示す硬貨釣銭機１００の操作表示部１１２の表示画面
を用いて以下に説明する。
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【００９１】
　図５（ｃ）に示すようなエラー解除体験モードの体験項目選択画面が操作表示部１１２
に表示されているときに、在高異常ドット解除体験モードを行うことが選択手段１５０に
より選択された場合には（ＳＴＥＰ６の「ＹＥＳ」）、まず、図１３Ａ（ａ）に示すよう
にエラーが発生した旨が操作表示部１１２に表示される（ＳＴＥＰ４１）。具体的には、
「在高キーを押下してください」というメッセージが操作表示部１１２に表示される。こ
の際に、操作表示部１１２において「在高」キーは強調表示される。そして、操作者が「
在高」キーを押下すると（ＳＴＥＰ４２の「ＹＥＳ」）、操作表示部１１２には、エラー
を解除するための手順が表示される（ＳＴＥＰ４３）。ここで、エラーを解除するための
手順は、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の計数モードによって異なるようになる。
【００９２】
　硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の計数モードとしては、例えば、預かり金計数機
モード、釣銭機モードおよび現金管理機モードの３つのモードがある。預かり金計数機モ
ードとは、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に、預かり金の計数機能および釣銭の出
金機能が設けられたモードのことをいう。このような預かり金計数機モードが行われてい
るときには、レジでの運用手順は、まず、ＰＯＳレジスタからなる制御端末機３００で商
品の金額を計算し、次に店員が客から預かった預かり金を硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機
２００に投入し、その後これらの硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００から釣銭が出金さ
れるようになる。
【００９３】
　また、釣銭機モードとは、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に、釣銭の出金機能の
みが設けられたモードのことをいう。このような釣銭機モードが行われているときには、
レジでの運用手順は、まず、ＰＯＳレジスタからなる制御端末機３００で商品の金額を計
算し、次に店員が客から預かった預かり金の金額を制御端末機３００で手入力し、その後
硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００から釣銭が出金されるようになる。その後、任意の
タイミングで硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に硬貨や紙幣が補充される。
【００９４】
　また、現金管理機モードとは、預かり金計数機モードと同様に、硬貨釣銭機１００や紙
幣釣銭機２００に、預かり金の計数機能および釣銭の出金機能が設けられたモードのこと
をいう。このような現金管理機モードが行われているときには、レジでの運用手順は、預
かり金計数機モードと同様に、まず、ＰＯＳレジスタからなる制御端末機３００で商品の
金額を計算し、次に店員が客から預かった預かり金を硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２０
０に投入し、その後これらの硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００から釣銭が出金される
ようになる。
【００９５】
　なお、出金時の在高更新のタイミングは、預かり金計数機モードや釣銭機モードが行わ
れているときには、硬貨釣銭機１００の硬貨収納部１０６や紙幣釣銭機２００の紙幣収納
部２０６から硬貨や紙幣を１枚繰り出したタイミングで在高を更新する。一方、現金管理
機モードが行われているときには、出金指示枚数が全て硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２
００の機体外に出たタイミングで在高を更新する。このため、硬貨釣銭機１００や紙幣釣
銭機２００において出金処理中にエラーが発生した場合、これらの硬貨釣銭機１００や紙
幣釣銭機２００における出金搬送部１０８や周回搬送部２０３ａ上の硬貨や紙幣の取り扱
いについて、預かり金計数機モードや釣銭機モードでは、硬貨収納部１０６や紙幣収納部
２０６に戻すか、それとも釣銭機の機体外に取り除くかについて判断に迷うこととなる。
一方、現金管理機モードでは、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００において出金処理中
にエラーが発生した場合に、これらの硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００内の硬貨や紙
幣は全て硬貨収納部１０６や紙幣収納部２０６に戻しても問題ない。
【００９６】
　操作表示部１１２に、エラーを解除するための手順が表示される際に（ＳＴＥＰ４３）
、計数モードが預かり金計数機モードまたは釣銭機モードである場合には（ＳＴＥＰ４４
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）、操作表示部１１２には、図１３Ａ（ｂ）に示すように、「個別回収キーを押下してく
ださい」というメッセージが表示されるとともに、操作表示部１１２における「個別回収
」キーが強調表示される。そして、操作者が「個別回収」キーを押下すると（ＳＴＥＰ４
５の「ＹＥＳ」）、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００において出金動作が行われる（
ＳＴＥＰ４６）。この際に、操作表示部１１２には、図１３Ａ（ｃ）に示すように「回収
中です」というメッセージが表示される。そして、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００
において出金動作が完了すると、操作表示部１１２には、図１３Ａ（ｄ）に示すように「
回収貨幣を抜き取ってください」というメッセージが表示される。その後、操作者が回収
硬貨の抜き取りを行うと（ＳＴＥＰ４７）、判断手段１５４は、異常状態が解除されたと
判断し（ＳＴＥＰ４８）、操作表示部１１２には、図１３Ｂ（ｅ）に示すように、「解除
完了」というメッセージが表示される。
【００９７】
　その後、操作表示部１１２には、図１３Ｂ（ｆ）に示すように、「解除貨幣を再投入し
てください」というメッセージが表示される。そして、操作者が、硬貨釣銭機１００や紙
幣釣銭機２００から回収された硬貨や紙幣を、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に再
投入すると（ＳＴＥＰ４９）、操作表示部１１２には、図１３Ｂ（ｇ）に示すように、「
解除貨幣の補充動作中」というメッセージが表示される。そして、硬貨釣銭機１００や紙
幣釣銭機２００から回収された枚数の硬貨や紙幣が硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００
に補充されると（ＳＴＥＰ５０の「ＹＥＳ」）、在高異常ドット解除体験モードが完了す
る。
【００９８】
　なお、操作表示部１１２に、エラーを解除するための手順が表示される際に（ＳＴＥＰ
４３）、計数モードが現金管理機モードである場合には（ＳＴＥＰ４４）、操作表示部１
１２には、図１３Ａ（ｂ）に示すような「個別回収キーを押下してください」というメッ
セージが表示される代わりに、「戻入れキーを押下してください」というメッセージが表
示される。また、この際に、操作表示部１１２における「戻入れ」キーが強調表示される
。なお、図１３Ａ、図１３Ｂでは、「戻入れ」キーは表示されていないが、実際には、図
１３Ａ（ｂ）における「個別回収」キーの代わりに「戻入れ」キーが表示されるようにな
る。そして、操作者が「戻入れ」キーを押下し（ＳＴＥＰ５１の「ＹＥＳ」）、硬貨釣銭
機１００や紙幣釣銭機２００に硬貨や紙幣を投入すると、これらの硬貨釣銭機１００や紙
幣釣銭機２００において硬貨や紙幣の戻入れ動作が行われる（ＳＴＥＰ５２）。この際に
、操作表示部１１２には、「戻入れ中です」というメッセージが表示される。ここで、硬
貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００には、在高異常ドットが生じている金種について、操
作者が考えている不足枚数分の硬貨や紙幣が戻入れされるようになる。
【００９９】
　そして、在高異常ドットが生じている金種の硬貨や紙幣が硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭
機２００に戻入れされると（ＳＴＥＰ５３の「ＹＥＳ」）、判断手段１５４は、異常状態
が解除されたと判断し（ＳＴＥＰ５４）、操作表示部１１２には、図１３Ｂ（ｅ）に示す
ように、「解除完了」というメッセージが表示される。
【０１００】
　その後、在高異常ドットに係るエラーを解除するために硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機
２００に戻入れされた硬貨や紙幣が、これらの硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００から
出金される（ＳＴＥＰ５５）。この際に、操作表示部１１２には、「解除貨幣の出金動作
中」というメッセージが表示される。そして、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００から
硬貨や紙幣が出金されると、操作表示部１１２には、「解除貨幣を抜き取ってください」
というメッセージが表示される。その後、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００から出金
された硬貨や紙幣を操作者が抜き取ると（ＳＴＥＰ５６）、在高異常ドット解除体験モー
ドが完了する。
【０１０１】
　次に、硬貨釣銭機１００の制御部１３０や紙幣釣銭機２００の制御部２３０が搬送エラ
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ー解除体験モードを実行しているときの動作について、図１４に示すフローチャートなら
びに図１５に示す硬貨釣銭機１００の操作表示部１１２の表示画面を用いて以下に説明す
る。
【０１０２】
　図５（ｃ）に示すようなエラー解除体験モードの体験項目選択画面が操作表示部１１２
に表示されているときに、搬送エラー解除体験モードを行うことが選択手段１５０により
選択された場合には（ＳＴＥＰ７の「ＹＥＳ」）、操作者が硬貨や紙幣を硬貨釣銭機１０
０や紙幣釣銭機２００の機体内に投入する旨の表示が操作表示部１１２に表示される。そ
して、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の機体内に硬貨や紙幣が投入されると（ＳＴ
ＥＰ６１の「ＹＥＳ」）、これらの硬貨や紙幣が機体内に取り込まれた後、硬貨収納部１
０６や紙幣収納部２０６に搬送される前に、硬貨や紙幣の搬送が途中で停止される（ＳＴ
ＥＰ６２）。より詳細には、搬送エラー解除体験モードが実行されているときに、硬貨釣
銭機１００の硬貨受入部１１４に硬貨が受け入れられると、当該硬貨が入金搬送部１０３
により搬送されて硬貨識別部１０１により識別された後、分岐部１０４の手前の箇所で入
金搬送部１０３による硬貨の搬送が停止されるようになる。更に具体的に説明すると、図
１に示すように、入金搬送部１０３における分岐部１０４の手前の箇所には検出センサ１
０５が設けられており、この検出センサ１０５により硬貨が検出されたときに入金搬送部
１０３による当該硬貨の搬送が停止されるようになる。一方、搬送エラー解除体験モード
が実行されているときに、紙幣受入部２１４の紙幣受入口２１４ａに紙幣が挿入されると
、当該紙幣が周回搬送部２０３ａにより搬送されて紙幣識別部２０１により識別された時
点で、周回搬送部２０３ａによる紙幣の搬送が停止されるようになる。このように、入金
搬送部１０３や周回搬送部２０３ａによる硬貨や紙幣の搬送を途中で停止させることによ
り、ジャムに類似する状態を人為的に発生させることができるようになる。なお、搬送エ
ラー解除体験モードが実行されているときには、硬貨識別部１０１や紙幣識別部２０１に
より識別された硬貨や紙幣は、計数結果には含まれないようになる。
【０１０３】
　そして、制御部１３０や制御部２３０は、搬送エラー解除体験モードが実行されている
ときに、硬貨釣銭機１００の入金搬送部１０３や紙幣釣銭機２００の周回搬送部２０３ａ
による硬貨や紙幣の搬送を途中で停止させた後、発生させられたエラーに対応したエラー
解除方法に関する情報を出力する。そして、出力されたエラー解除方法に関する情報は、
硬貨釣銭機１００の操作表示部１１２に表示される（ＳＴＥＰ６３）。具体的には、紙幣
釣銭機２００の周回搬送部２０３ａによる紙幣の搬送が途中で停止した後に、操作表示部
１１２には、図１５に示すような、エラー解除方法に関する情報が表示される。より詳細
には、操作表示部１１２には、エラーを解除するために操作が必要な箇所の画像や復旧操
作の手順が示されるようになる。
【０１０４】
　そして、操作者は、操作表示部１１２に表示されたエラー解除方法に従って各部位を操
作すると、搬送が途中で停止された硬貨や紙幣を硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の
機体内から取り出すことができ、エラーが解除される（ＳＴＥＰ６４の「ＹＥＳ」）。エ
ラーが解除されて、装置を元の状態に戻した後、操作者が操作表示部１１２により所定の
戻し操作を行うことによって（具体的には、操作表示部１１２に表示された「戻る」キー
を操作者が押下することによって）（ＳＴＥＰ６５の「ＹＥＳ」）、制御部１３０や制御
部２３０において実行される処理モードが搬送エラー解除体験モードから通常モードに戻
るようになる（ＳＴＥＰ６６）。戻し操作が行わなければ（ＳＴＥＰ６５の「ＮＯ」）、
再び硬貨または紙幣を投入することで、エラーを発生させて、エラー解除操作を再び体験
することができる。なお、他の例として、エラーが解除されると、操作者が操作表示部１
１２により所定の戻し操作を行わなくても、エラー解除体験は１回限りとし、制御部１３
０や制御部２３０において実行される処理モードがエラー解除体験モードから自動的に通
常モードに戻るようになっていてもよい。このようにして、搬送エラー解除体験モードが
完了する。
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【０１０５】
　本実施の形態では、上述したような各種のエラー解除体験モードが行われているときに
、操作表示部１１２に表示されるエラー解除方法は、通常モードが実行されているときに
操作表示部１１２に表示されるエラー解除方法とは異なる態様となっている。具体的には
、エラー解除体験モードが実行されているときには、操作表示部１１２には、〔収納庫フ
ル解除体験モード中〕〔収納庫エンプティ解除体験モード中〕といったメッセージが画面
の左上欄に表示されるようになる。あるいは、エラー解除体験モードが実行されていると
きに操作表示部１１２に表示されるエラー解除方法が、通常モードが実行されているとき
に操作表示部１１２に表示されるエラー解除方法とは異なる色で表示されるようになって
いてもよい。
【０１０６】
　以上のように本実施の形態による硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００、あるいはこれ
らの硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００を備えた貨幣処理システム１によれば、選
択手段１５０により、少なくともエラー解除体験モードを行うことを選択できるようにな
っており、選択手段１５０によりエラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、
異常状態が発生した旨の情報が出力手段１５２により出力されるようになっている。この
ように、選択手段１５０によりエラー解除体験モードを行うことを選択することによって
、営業時間外等において操作者に対してエラー解除操作（復旧操作）を前もって体験させ
ることができるようになる。このことにより、実際に硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２０
０において異常で発生したときに、操作者の技能レベルにかかわらずこれらの硬貨釣銭機
１００や紙幣釣銭機２００を迅速に復旧させることができる。
【０１０７】
　また、本実施の形態による硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００、あるいはこれらの硬
貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００を備えた貨幣処理システム１によれば、選択手段
１５０により搬送エラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、制御部１３０や
制御部２３０は、入金搬送部１０３や周回搬送部２０３ａによる硬貨や紙幣の搬送を途中
で停止させるようになっている。このように、搬送エラー解除体験モードが行われている
ときには、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の機体内における紙幣や硬貨の搬送が途
中で停止されるため、ジャムを人為的に発生させることができるようになる。
【０１０８】
　また、本実施の形態の硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００においては、出力手段１５
２は、選択手段１５０によりエラー解除体験モードを行うことが選択されたときに、異常
状態が発生した旨の情報に加えて、異常状態の解除方法に係る情報も追加的に出力するよ
うになっている。このことにより、営業時間外等において操作者に対してエラー解除操作
を前もって体験させる際に、操作者は、出力された異常状態の解除方法を参照してエラー
解除操作を行うことができるようになる。
【０１０９】
　また、本実施の形態の硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００においては、出力手段１５
２により出力された異常状態の解除方法に係る情報に沿って硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭
機２００が操作されたときに、判断手段１５４は、異常状態が解除されたと判断するよう
になっている。このことにより、営業時間外等において操作者に対してエラー解除操作を
前もって体験させる際に、エラーが解除されたか否かを判断手段１５４によって確実に判
断することができるようになる。
【０１１０】
　また、本実施の形態の硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００においては、出力手段１５
２により出力された情報は操作表示部１１２に表示されるようになっている。この際に、
操作表示部１１２は、選択手段１５０によりエラー解除体験モードを行うことが選択され
た場合と、選択手段１５０によりエラー解除体験モード以外のモード、具体的には例えば
通常モードを行うことが選択された場合とで表示内容を異なる態様で表示するようになっ
ている。例えば、エラー解除体験モードが実行されているときには、操作表示部１１２に
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は、〔収納庫フル解除体験モード中〕〔収納庫エンプティ解除体験モード中〕といったメ
ッセージが画面の左上欄に表示されるようになる。また、エラー解除体験モードが実行さ
れているときに操作表示部１１２に表示されるエラー解除方法が、エラー解除体験モード
以外のモードが実行されているときに操作表示部１１２に表示されるエラー解除方法とは
異なる色で表示されるようになっていてもよい。
【０１１１】
　また、本実施の形態の硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００においては、出力手段１５
２により出力された情報は、インターフェース１３２、２３２を介して外部装置（例えば
制御端末機３００やホストサーバ４００）に送信されるようになっている。このことによ
り、操作者は、例えば制御端末機３００の表示部３０２に表示されたエラー解除方法を見
ながら、エラー解除操作（復旧操作）を行うことができるようになる。
【０１１２】
　また、本実施の形態の硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００においては、複数の種類の
エラー解除体験モードが予め準備されており、選択手段１５０によりエラー解除体験モー
ドを行うことが選択されたときに、どの種類のエラー解除体験モードを行うかについても
選択されるようになっている。
【０１１３】
　また、本実施の形態の硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００においては、制御部１３０
や制御部２３０は、搬送エラー解除体験モードが実行されているときに、硬貨受入部１１
４や紙幣受入部２１４により硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の機体内に投入された
紙幣や硬貨について入金搬送部１０３や周回搬送部２０３ａによる搬送を途中で停止させ
るよう入金搬送部１０３や周回搬送部２０３ａを制御するようになっている。このことに
より、搬送エラー解除体験モードが実行されているときに、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭
機２００の機体内に入金された紙幣や硬貨が硬貨収納部１０６や紙幣収納部２０６に収納
されてしまうことを防止することができるため、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の
内部に収納された硬貨や紙幣の在高が変化してしまうことを防止することができる。
【０１１４】
　なお、本実施の形態による硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００は、上記の態様に限定
されるものではなく、様々の変更を加えることができる。
【０１１５】
　例えば、少なくともエラー解除体験モードを行うことを選択できる選択手段１５０、選
択手段１５０によりエラー解除体験モードを行うことが選択されたときに異常状態が発生
した旨の情報を出力する出力手段１５２、および異常状態が解除されたと判断する判断手
段１５４は、硬貨釣銭機１００に設けられることに限定されることはない。これらの手段
の一部または全部が、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００ではなく、硬貨釣銭機１００
や紙幣釣銭機２００に通信接続された外部装置に設けられていてもよい。例えば、選択手
段１５０、出力手段１５２および判断手段１５４のうち一部または全部の手段が制御端末
機３００に設けられていてもよい。この場合、出力手段１５２により出力された情報は制
御端末機３００の表示部３０２に表示されるようになっていてもよい。
【０１１６】
　また、選択手段１５０により搬送エラー解除体験モードを行うことが選択された後、操
作者が硬貨や紙幣を硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の機体内に投入しなくても、硬
貨収納部１０６や紙幣収納部２０６から硬貨や紙幣が自動的に出金搬送部１０８や周回搬
送部２０３ａに繰り出されるようになっていてもよい。この場合には、硬貨収納部１０６
や紙幣収納部２０６から繰り出された硬貨や紙幣が、硬貨払出部１１６や紙幣払出部２１
６に搬送される前に、出金搬送部１０８や周回搬送部２０３ａによる硬貨や紙幣の搬送が
途中で停止されるようになる。より詳細には、搬送エラー解除体験モードが実行されてい
るときに、硬貨釣銭機１００の硬貨収納部１０６から硬貨が自動的に繰り出されると、当
該硬貨は出金搬送部１０８により硬貨払出部１１６に向かって搬送されるようになるが、
当該硬貨払出部１１６の手前の箇所で出金搬送部１０８による硬貨の搬送が停止されるよ
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うになる。一方、搬送エラー解除体験モードが実行されているときに、紙幣釣銭機２００
の紙幣収納部２０６から紙幣が自動的に繰り出されると、当該紙幣が周回搬送部２０３ａ
により搬送されて紙幣識別部２０１により識別された時点で、周回搬送部２０３ａによる
紙幣の搬送が停止されるようになる。このように、出金搬送部１０８や周回搬送部２０３
ａによる硬貨や紙幣の搬送を途中で停止させることにより、硬貨収納部１０６や紙幣収納
部２０６から繰り出された硬貨や紙幣についてジャムに類似した状態を人為的に発生させ
ることができるようになる。
【０１１７】
　そして、硬貨釣銭機１００の出金搬送部１０８や紙幣釣銭機２００の周回搬送部２０３
ａによる硬貨や紙幣の搬送を途中で停止させた後、硬貨釣銭機１００の制御部１３０や紙
幣釣銭機２００の制御部２３０はエラー解除方法に関する情報を出力する。そして、出力
されたエラー解除方法に関する情報は、硬貨釣銭機１００の操作表示部１１２に表示され
る。
【０１１８】
　その後、操作者は、操作表示部１１２に表示されたエラー解除方法に沿って、搬送が途
中で停止された硬貨や紙幣を硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の機体内から取り出す
と、エラーが解除されるようになる。エラーが解除されると、操作者が操作表示部１１２
により所定の戻し操作を行うことによって、制御部１３０や制御部２３０において実行さ
れる処理モードが搬送エラー解除体験モードから通常モードに戻るようになる。その後、
操作表示部１１２には、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の機体内から取り出された
硬貨や紙幣を再投入する旨の表示がなされる。
【０１１９】
　操作者は、操作表示部１１２に表示された表示内容に基づいて、硬貨釣銭機１００や紙
幣釣銭機２００の機体内から取り出した硬貨や紙幣を再投入する。このことにより、硬貨
釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の機体内に再投入された硬貨や紙幣は、硬貨収納部１０
６や紙幣収納部２０６に再び収納されるようになる。このため、硬貨釣銭機１００や紙幣
釣銭機２００の内部に収納された硬貨や紙幣の在高が、搬送エラー解除体験モードを行う
前後で変化することを防止することができる。
【０１２０】
　このように、変形例に係る硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００によれば、制御部１３
０や制御部２３０は、搬送エラー解除体験モードが実行されているときに、硬貨払出部１
１６や紙幣払出部２１６により硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の機体外へ出金され
るべき紙幣や硬貨について、出金搬送部１０８や周回搬送部２０３ａによる搬送を途中で
停止させるよう、出金搬送部１０８や周回搬送部２０３ａを制御するようになっている。
この場合でも、選択手段１５０により搬送エラー解除体験モードを行うことを選択するこ
とにより、営業時間外等において操作者に対してエラー解除操作（復旧操作）を前もって
体験させることができるようになる。この変形例によれば、エラー解除操作の体験のため
に紙幣や硬貨を用意する必要がなく、また、硬貨や紙幣の出金搬送路で生じるエラーを体
験することができるようになるという利点がある。
【０１２１】
　なお、上述のような変形例に係る硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００においては、搬
送エラー解除体験モードが実行されているときに、出金搬送部１０８や周回搬送部２０３
ａによる搬送が途中で停止された硬貨や紙幣に関する情報と、硬貨釣銭機１００や紙幣釣
銭機２００の機体内に再投入された硬貨や紙幣に関する情報との照合を行い、一致すれば
通常モードに戻ることができるが、一致しなければ警告を発するようになっている。この
ことにより、搬送エラー解除体験モードが実行されているときに硬貨釣銭機１００や紙幣
釣銭機２００の機体内から取り出された硬貨や紙幣が適切に硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭
機２００の機体内に再投入されたか否かを確認することができるようになる。
【０１２２】
　また、本実施の形態による硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００は、選択手段１５０が
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エラー解除体験モードを選択できるものに限定されることはない。硬貨釣銭機１００や紙
幣釣銭機２００の更なる変形例として、制御部１３０や制御部２３０が、所定の指示を受
け付けると、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の機体内での硬貨や紙幣の搬送を途中
で停止させるようになるような態様としてもよい。このような硬貨釣銭機１００や紙幣釣
銭機２００の更なる変形例について、図１６に示すフローチャートを用いて説明する。
【０１２３】
　更なる変形例に係る硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００によれば、制御部１３０や制
御部２３０においてエラー解除体験モードは設定されていない。代わりに、硬貨釣銭機１
００や紙幣釣銭機２００の機体内で硬貨や紙幣が搬送されているときに（ＳＴＥＰ７１）
、制御部１３０や制御部２３０が所定の指示を受け付けると（ＳＴＥＰ７２の「ＹＥＳ」
）、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の機体内での硬貨や紙幣の搬送が途中で停止さ
れるようになる（ＳＴＥＰ７３）。より具体的には、操作者が操作表示部１１２により所
定の指示を入力することにより、あるいは制御端末機３００やホストサーバ４００から硬
貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の制御部１３０や制御部２３０に所定の指示が送信さ
れることにより、制御部１３０や制御部２３０に対して所定の指示が与えられるようにな
る。
【０１２４】
　そして、制御部１３０や制御部２３０は、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の機体
内での硬貨や紙幣の搬送を途中で停止させた後、エラー解除方法に関する情報を出力する
。そして、出力されたエラー解除方法に関する情報は、硬貨釣銭機１００の操作表示部１
１２に表示される（ＳＴＥＰ７４）。その後、操作者は、操作表示部１１２に表示された
エラー解除方法に従って各部位を操作することにより、搬送が途中で停止された硬貨や紙
幣を硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の機体内から取り出し、装置を元の状態に戻す
と、エラーが解除される（ＳＴＥＰ７５の「ＹＥＳ」）。
【０１２５】
　以上のように、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の更なる変形例では、制御部１３
０や制御部２３０は、所定の指示を受け付けると、入金搬送部１０３や出金搬送部１０８
、周回搬送部２０３ａ等による硬貨や紙幣の搬送を途中で停止させるようこれらの入金搬
送部１０３や出金搬送部１０８、周回搬送部２０３ａ等を制御するようになっている。こ
のように、制御部１３０や制御部２３０に所定の指示を与えることにより、筐体内で硬貨
や紙幣が途中で停止するため、ジャムに類似した状態を人為的に発生させることができる
ようになり、営業時間外等において操作者に対してエラー解除操作（復旧操作）を前もっ
て体験させることができるようになる。このため、実際にジャム等の異常が硬貨釣銭機１
００や紙幣釣銭機２００で発生した場合において、どのような技能レベルの操作者でも、
エラー解除操作（復旧操作）を前もって体験していることにより、硬貨釣銭機１００や紙
幣釣銭機２００を迅速に復旧させることができるようになる。
【０１２６】
　また、本発明において用いられる貨幣処理機は、硬貨釣銭機や紙幣釣銭機に限定される
ことはない。本発明において用いられる貨幣処理機として、硬貨や紙幣からなる貨幣を処
理することができるものであれば、硬貨釣銭機や紙幣釣銭機以外のものを適用してもよい
。
【０１２７】
　また、搬送エラー解除体験モードが行われているときに、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭
機２００において擬似的なジャムが発生した状態で、操作者によって操作表示部１１２に
よりクリア指示の入力が行われると、入金搬送部１０３や出金搬送部１０８、周回搬送部
２０３ａ等の搬送手段が駆動されて、停止されていた硬貨や紙幣が硬貨払出部１１６や紙
幣払出部２１６に搬送されるようになっていてもよい。この場合には、エラー解除操作を
上手く行えない等により、搬送エラー解除体験モードを取り止める必要があるときに、硬
貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に投入された硬貨や紙幣を機体外に戻すことができる
ようになる。
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【０１２８】
　また、搬送エラー解除体験モードが行われているときに、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭
機２００において擬似的なジャムを発生させる際に、操作者が操作表示部１１２により硬
貨や紙幣を停止する位置を指定することができるようになっていてもよい。操作者が操作
表示部１１２により硬貨や紙幣を停止する位置を指定した後に硬貨釣銭機１００や紙幣釣
銭機２００の機体内に硬貨や紙幣を投入すると、指定された位置で硬貨や紙幣が停止され
、操作者は当該位置でのエラー解除操作を体験することができるようになる。例えば、硬
貨釣銭機１００において、硬貨受入部１１４、硬貨識別部１０１、入金搬送部１０３にお
ける分岐部１０４より上流側の箇所、分岐部１０４、入金搬送部１０３における分岐部１
０４より下流側の箇所、および硬貨払出部１１６の中から硬貨を停止する箇所を選択する
ことができるようになっていてもよい。
【０１２９】
　また、搬送エラー解除体験モードが行われているときに、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭
機２００において擬似的なジャムを発生させる際に、アトランダムな位置で硬貨や紙幣を
停止させてエラーを発生させるモードが設けられていてもよい。このようなモードを実行
することにより、操作者のエラー解除操作の能力をテストしたり、操作者の技量の向上を
図ったりすることができるようになる。
【符号の説明】
【０１３０】
１　貨幣処理システム
１００　硬貨釣銭機
１０１　硬貨識別部
１０３　入金搬送部
１０４　分岐部
１０５　検出センサ
１０６　硬貨収納部
１０８　出金搬送部
１１０　筐体
１１２　操作表示部
１１４　硬貨受入部
１１６　硬貨払出部
１２０　硬貨詰まり検出手段
１３０　制御部
１３２　インターフェース
１３４　記憶部
１５０　選択手段
１５２　出力手段
１５４　判断手段
２００　紙幣釣銭機
２０１　紙幣識別部
２０３ａ　周回搬送部
２０３ｂ　接続搬送部
２０４　出金リジェクト部
２０６　紙幣収納部
２０７　紙幣回収カセット
２１０　筐体
２１４　紙幣受入部
２１４ａ　紙幣受入口
２１６　紙幣払出部
２１６ａ　紙幣取出口
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２２０　紙幣詰まり検出手段
２３０　制御部
２３２　インターフェース
２３４　記憶部
３００　制御端末機
３０２　表示部
３０２ａ　追加の表示部
３０４　操作部
３３０　制御部
３３２　インターフェース
３３４　記憶部
４００　ホストサーバ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(28) JP 2016-186827 A 2016.10.27

【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図８】 【図９Ａ】
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【図９Ｂ】 【図１０】

【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】
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【図１２】 【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】 【図１４】

【図１５】
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【図１６】

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月26日(2016.8.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣の処理を行う貨幣処理機であって、
　貨幣を収納する収納部と、
　少なくとも体験モードを行うことを選択できる選択手段と、を備え、
　前記選択手段により前記体験モードを行うことが選択された場合に、当該体験モードで
利用する貨幣を前記収納部から繰り出すことを特徴とする貨幣処理機。
【請求項２】
　前記選択手段は通常モードを選択でき、
　前記選択手段により体験モードを行うことが選択されたときに、異常状態が発生した旨
の情報を表示する表示手段を備え、
　前記表示手段は、前記体験モードの場合に、前記通常モードとは異なる態様で表示する
ことを特徴とする請求項１に記載の貨幣処理機。
【請求項３】
　前記表示手段は、前記体験モードの種類を示す情報を表示することを特徴とする請求項
２に記載の貨幣処理機。
【請求項４】
　前記体験モード時に前記収納部から繰り出された貨幣に関する情報と機内に再投入され
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た貨幣に関する情報とを照合し、
　照合した２つの前記情報が一致しない場合は、前記体験モードから前記通常モードに戻
ることができない
　ことを特徴とする請求項２または３に記載の貨幣処理機。
【請求項５】
　照合した２つの前記情報が一致しない場合に警告を発する警告手段を、備えることを特
徴とする請求項４記載の貨幣処理機。
【請求項６】
　貨幣の処理を行う貨幣処理機と、
　前記貨幣処理機とは別に設けられ、当該貨幣処理機に通信接続された外部装置と、を備
えた貨幣処理システムであって、
　前記貨幣処理機は、貨幣を収納する収納部を備え、
　前記外部装置は、少なくとも体験モードを行うことを選択できる選択手段を備え、
　前記選択手段により体験モードを行うことが選択されたときに、当該体験モードで利用
する貨幣を前記収納部から繰り出すことを特徴とする貨幣処理システム。
【請求項７】
　前記外部装置は、異常状態が発生した旨の情報を表示する表示手段を備え、
　前記選択手段は通常モードを選択でき、
　前記表示手段は、前記体験モードの場合に、前記通常モードとは異なる態様で表示する
ことを特徴とする請求項６記載の貨幣処理システム。
【請求項８】
　前記表示手段は、前記体験モードの種類を示す情報を表示することを特徴とする請求項
７に記載の貨幣処理システム。
【請求項９】
　前記外部装置は、前記体験モード時に前記収納部から繰り出された貨幣に関する情報と
機内に再投入された貨幣に関する情報とを照合し、
　照合した２つの前記情報が一致しない場合は、前記体験モードから前記通常モードに戻
ることができない
　ことを特徴とする請求項７または８に記載の貨幣処理システム。
【請求項１０】
　照合した２つの前記情報が一致しない場合に警告を発する警告手段を、備えることを特
徴とする請求項９記載の貨幣処理システム。
【請求項１１】
　照合した２つの前記情報が一致する場合は、前記体験モードから前記通常モードに戻る
ことを特徴とする請求項４又は５に記載の貨幣処理機。
【請求項１２】
　照合した２つの前記情報が一致する場合は、前記体験モードから前記通常モードに戻る
ことを特徴とする請求項９又は１０に記載の貨幣処理システム。
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