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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現金決済および電子マネー決済により商品の精算処理を行い、現金に関するデータを管
理するＰＯＳレジスタと、このＰＯＳレジスタと接続され、現金決済時に釣銭を払い出す
自動釣銭機と、締め処理時に前記自動釣銭機から回収された売上金を入金する入金機を含
む現金管理システムであって、
　前記自動釣銭機は、
　前記電子マネーでの決済を制御する電子マネー決済端末と、
　電子マネー媒体に対して前記電子マネーでの決済に関するデータを読み書きするととも
に、前記締め処理時にデータ管理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体に対して売上金の出金
明細データを書き込むリーダライタとを有し、
　前記入金機は、
　前記非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体のデータを読み書きするリーダライタを有し、
　前記締め処理時に、入金された回収分の現金と、前記非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体から
読み取られた前記出金明細データとを比較し、一致すれば前記締め処理を完了する
　ことを特徴とする現金管理システム。
【請求項２】
　現金決済および電子マネー決済により商品の精算処理を行い、現金に関するデータを管
理するＰＯＳレジスタと、このＰＯＳレジスタと接続され、現金決済時に釣銭を払い出す
自動釣銭機と、この自動釣銭機へ補充される釣銭準備金を出金する出金機を含む現金管理
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システムであって、
　前記自動釣銭機は、
　前記電子マネーでの決済を制御する電子マネー決済端末と、
　電子マネー媒体に対して前記電子マネーでの決済に関するデータを読み書きするととも
に、釣銭準備金補充処理時にデータ管理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体に対して釣銭準
備金不足データを書き込むリーダライタとを有し、
　前記出金機は、
　前記非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体のデータを読み書きするリーダライタを有し、
　前記釣銭準備金補充処理時に、前記非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体から読み取られた前記
釣銭準備金不足データに対応する現金を出金し、前記非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体に釣銭
準備金補充分出金データを書き込む
　ことを特徴とする現金管理システム。
【請求項３】
　前記自動釣銭機は、前記釣銭準備金補充処理時に、入金された釣銭準備金と、前記非接
触ＩＣタグ内蔵記憶媒体から読み取られた釣銭準備金補充分出金データとを比較し、一致
すれば前記釣銭準備金補充処理を完了する
　ことを特徴とする請求項２記載の現金管理システム。
【請求項４】
　現金決済および電子マネー決済により商品の精算処理を行い、現金に関するデータを管
理するＰＯＳレジスタと、このＰＯＳレジスタと接続され、現金決済時に釣銭を払い出す
自動釣銭機と、この自動釣銭機から回収された売上金を入金する入金機を含む現金管理シ
ステムに接続される自動釣銭機であって、
　前記電子マネーでの決済を制御する電子マネー決済端末と、
　電子マネー媒体に対して前記電子マネーでの決済に関するデータを読み書きするととも
に、データ管理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体に対して売上金の出金明細データを書き
込むリーダライタとを有する
　ことを特徴とする自動釣銭機。
【請求項５】
　現金決済および電子マネー決済により商品の精算処理を行い、現金に関するデータを管
理するＰＯＳレジスタと、このＰＯＳレジスタと接続され、現金決済時に釣銭を払い出す
自動釣銭機と、この自動釣銭機へ補充される釣銭準備金を出金する出金機を含む現金管理
システムに接続される自動釣銭機であって、
　前記電子マネーでの決済を制御する電子マネー決済端末と、
　電子マネー媒体に対して前記電子マネーでの決済に関するデータを読み書きするととも
に、データ管理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体に対して釣銭準備金不足データを書き込
むリーダライタとを有する
　ことを特徴とする自動釣銭機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＰＯＳレジスタの現金を管理する現金管理システムおよび自動釣銭機に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＰＯＳレジスタの現金を管理する現金管理システムでは、売場に設置されるＰＯ
Ｓレジスタと、事務所などに設置される両替機や入出金機とを、管理装置に接続してネッ
トワークを構築している。
【０００３】
　そして、例えば、ＰＯＳレジスタの釣銭不足のために両替が必要になったときには、Ｐ
ＯＳレジスタにおいて、係員のＩＤカードが読み込まれるとともにＰＯＳレジスタから取
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り出す現金の両替金出金金額が入力されることにより、ＩＤを含む両替依頼データを管理
装置へ送信し、また、管理装置から両替依頼データを受信した両替機において、両替依頼
データに基づく適正な現金の入金があることにより、両替金を出金し、両替金出金データ
を管理装置へ送信し、また、管理装置から両替金出金データを受信したレジスタにおいて
、両替金出金データに基づく適正な現金の入金があることにより、入金完了データを管理
装置に送信しており、管理装置によってＰＯＳレジスタの現金を統括して管理している（
例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００５－２７５８０６号公報（第４－５頁、図１－２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の現金管理システムでは、ネットワークを構築しているため、シス
テム全体を管理するための管理装置が必要となり、大掛かりなシステムとなる問題がある
。
【０００５】
　また、係員のＩＤカードを読み込むために専用の入力部を設置しなければならない問題
がある。
【０００６】
　また、両替時や１日の締め時などの場合、ＰＯＳレジスタ、両替機あるいは入出金機に
対して、現金の出金金額や入金金額を手入力しなければならず、手間がかかる問題がある
。
【０００７】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、ネットワークによる大掛かりなシステ
ムを構築しなくてもＰＯＳレジスタの現金を管理可能で、管理にあたり専用の機器を用い
たり現金に関するデータを手入力する必要がない現金管理システムおよび自動釣銭機を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１記載の現金管理システムは、現金決済および電子マネー決済により商品の精算
処理を行い、現金に関するデータを管理するＰＯＳレジスタと、このＰＯＳレジスタと接
続され、現金決済時に釣銭を払い出す自動釣銭機と、締め処理時に前記自動釣銭機から回
収された売上金を入金する入金機を含む現金管理システムであって、前記自動釣銭機は、
前記電子マネーでの決済を制御する電子マネー決済端末と、電子マネー媒体に対して前記
電子マネーでの決済に関するデータを読み書きするとともに、前記締め処理時にデータ管
理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体に対して売上金の出金明細データを書き込むリーダラ
イタとを有し、前記入金機は、前記非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体のデータを読み書きする
リーダライタを有し、前記締め処理時に、入金された回収分の現金と、前記非接触ＩＣタ
グ内蔵記憶媒体から読み取られた前記出金明細データとを比較し、一致すれば前記締め処
理を完了するものである。
【０００９】
　請求項２記載の現金管理システムは、現金決済および電子マネー決済により商品の精算
処理を行い、現金に関するデータを管理するＰＯＳレジスタと、このＰＯＳレジスタと接
続され、現金決済時に釣銭を払い出す自動釣銭機と、この自動釣銭機へ補充される釣銭準
備金を出金する出金機を含む現金管理システムであって、前記自動釣銭機は、前記電子マ
ネーでの決済を制御する電子マネー決済端末と、電子マネー媒体に対して前記電子マネー
での決済に関するデータを読み書きするとともに、釣銭準備金補充処理時にデータ管理用
の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体に対して釣銭準備金不足データを書き込むリーダライタと
を有し、前記出金機は、前記非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体のデータを読み書きするリーダ
ライタを有し、前記釣銭準備金補充処理時に、前記非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体から読み
取られた前記釣銭準備金不足データに対応する現金を出金し、前記非接触ＩＣタグ内蔵記
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憶媒体に釣銭準備金補充分出金データを書き込むものである。
【００１０】
　請求項３記載の現金管理システムは、請求項２記載の現金管理システムにおいて、前記
自動釣銭機は、前記釣銭準備金補充処理時に、入金された釣銭準備金と、前記非接触ＩＣ
タグ内蔵記憶媒体から読み取られた釣銭準備金補充分出金データとを比較し、一致すれば
前記釣銭準備金補充処理を完了するものである。
【００１１】
　請求項４記載の自動釣銭機は、現金決済および電子マネー決済により商品の精算処理を
行い、現金に関するデータを管理するＰＯＳレジスタと、このＰＯＳレジスタと接続され
、現金決済時に釣銭を払い出す自動釣銭機と、この自動釣銭機から回収された売上金を入
金する入金機を含む現金管理システムに接続される自動釣銭機であって、前記電子マネー
での決済を制御する電子マネー決済端末と、電子マネー媒体に対して前記電子マネーでの
決済に関するデータを読み書きするとともに、データ管理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒
体に対して売上金の出金明細データを書き込むリーダライタとを有するものである。
【００１２】
　請求項５記載の自動釣銭機は、現金決済および電子マネー決済により商品の精算処理を
行い、現金に関するデータを管理するＰＯＳレジスタと、このＰＯＳレジスタと接続され
、現金決済時に釣銭を払い出す自動釣銭機と、この自動釣銭機へ補充される釣銭準備金を
出金する出金機を含む現金管理システムに接続される自動釣銭機であって、前記電子マネ
ーでの決済を制御する電子マネー決済端末と、電子マネー媒体に対して前記電子マネーで
の決済に関するデータを読み書きするとともに、データ管理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶
媒体に対して釣銭準備金不足データを書き込むリーダライタとを有するものである。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１記載の現金管理システムによれば、現金に関するデータをデータ管理用の非接
触ＩＣタグ内蔵記憶媒体によって移動させることができ、ネットワークによる大掛かりな
システムを構築しなくても現金を管理することが可能となり、しかも、専用のリーダライ
タを用いることなく、電子マネー媒体に対して電子マネーでの決済に関するデータを読み
書きする既存のリーダライタを用いることができるとともに、現金に関するデータを手入
力することなく、必要なデータをデータ管理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体に対して読
み書きできる。
【００１４】
　請求項２記載の現金管理システムによれば、現金に関するデータをデータ管理用の非接
触ＩＣタグ内蔵記憶媒体によって移動させることができ、ネットワークによる大掛かりな
システムを構築しなくても現金を管理することが可能となり、しかも、専用のリーダライ
タを用いることなく、電子マネー媒体に対して電子マネーでの決済に関するデータを読み
書きする既存のリーダライタを用いることができるとともに、現金に関するデータを手入
力することなく、必要なデータをデータ管理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体に対して読
み書きできる。
【００１５】
　請求項３記載の現金管理システムによれば、請求項２記載の現金管理システムの効果に
加えて、自動釣銭機では、両替処理時に、入金された釣銭準備金と、非接触ＩＣタグ内蔵
記憶媒体から読み取られた両替分出金データとを比較し、一致すれば両替処理を完了する
ことができる。
【００１６】
　請求項４記載の自動釣銭機によれば、現金に関するデータをデータ管理用の非接触ＩＣ
タグ内蔵記憶媒体によって移動させることができ、ネットワークによる大掛かりなシステ
ムを構築しなくても現金を管理することが可能となり、しかも、専用のリーダライタを用
いることなく、電子マネー媒体に対して電子マネーでの決済に関するデータを読み書きす
る既存のリーダライタを用いることができるとともに、現金に関するデータを手入力する
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ことなく、必要なデータをデータ管理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体に対して読み書き
できる。
【００１７】
　請求項５記載の自動釣銭機によれば、現金に関するデータをデータ管理用の非接触ＩＣ
タグ内蔵記憶媒体によって移動させることができ、ネットワークによる大掛かりなシステ
ムを構築しなくても現金を管理することが可能となり、しかも、専用のリーダライタを用
いることなく、電子マネー媒体に対して電子マネーでの決済に関するデータを読み書きす
る既存のリーダライタを用いることができるとともに、現金に関するデータを手入力する
ことなく、必要なデータをデータ管理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体に対して読み書き
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００１９】
　図１および図２に第１の実施の形態を示す。
【００２０】
　図１に示すように、現金管理システム11は、スーパーマーケットなど小売店の売場に設
置されるＰＯＳレジスタ装置12、事務所などに設置される入出金装置13および両替装置14
を備えている。これらＰＯＳレジスタ装置12、入出金装置13および両替装置14は、ネット
ワークによって接続されていないが、互いのデータのやりとりによってＰＯＳレジスタ装
置12の現金の管理などが可能となっている。
【００２１】
　そして、ＰＯＳレジスタ装置12は、現金決済および電子マネー決済あるいはクレジット
カード決済により商品の精算処理を可能とし、現金に関するデータを管理するＰＯＳレジ
スタ21を備えている。
【００２２】
　このＰＯＳレジスタ21には、現金決済時に釣銭を払い出すための自動釣銭機22が接続さ
れている。この自動釣銭機22は、現金として紙幣および硬貨が取り扱え、顧客から受け取
った現金や両替用および補充用の現金などの入金と、釣銭や例えば１日の締めで回収する
現金などの出金が可能となっており、入金する現金を識別して金種別に分類収納するとと
もに金種別に現金を払い出し可能となっている。この自動釣銭機22に収納されている現金
の金種別の収納量データが自動釣銭機22およびＰＯＳレジスタ21で管理されている。
【００２３】
　自動釣銭機22には、電子マネー決済センター23と通信し、電子マネーでの決済を制御す
る電子マネー決済端末24が設けられている。この電子マネー決済端末24には、非接触ＩＣ
を内蔵した電子マネーカードや携帯電話などの電子マネー媒体に対して、電子マネーでの
決済に関するデータを読み書きする非接触式のリーダライタ25が接続されている。
【００２４】
　このリーダライタ25は、このリーダライタ25にかざされて読み取られた特定のデータ管
理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体（以下、データ管理用ＩＣカードと呼ぶ）に対して、
ＰＯＳレジスタ21で管理する現金に関するデータ（以下、現金データと呼ぶ）を読み書き
する機能を有している。この現金データとしては、釣銭準備金の補充時における釣銭準備
金の不足金種および不足金種の金額データ、両替時における両替金額データ、締め時にお
ける残置する釣銭準備金の明細データおよび売上金の出金明細データなどであり、電子マ
ネーでの決済に関するデータと関係のないデータである。
【００２５】
　また、入出金装置13は、現金の入金、出金が可能な入出金機31を備え、この入出金機31
にデータ管理用ＩＣカードに対してデータを読み書きするリーダライタ32が接続されてい
る。入出金機31は、リーダライタ32でデータ管理用ＩＣカードを読み取って現金の入出金
処理をする機能を有している。
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【００２６】
　また、両替装置14は、現金の入金、出金が可能な両替機41を備え、この両替機41にデー
タ管理用ＩＣカードに対してデータを読み書きするリーダライタ42が接続されている。両
替装置14は、リーダライタ42でデータ管理用ＩＣカードを読み取って現金の両替処理をす
る機能を有している。
【００２７】
　次に、現金管理システム11の運用について説明する。
【００２８】
　まず、通常のＰＯＳレジスタ21の運用について説明する。
【００２９】
　ＰＯＳレジスタ21では、現金決済、電子マネー決済、あるいはクレジットカード決済の
いずれかによって、商品の精算処理をする。
【００３０】
　現金決済の場合には、顧客から商品の代金として受け取った現金を係員が確認してＰＯ
Ｓレジスタ21に入力し、釣銭の必要な場合には自動釣銭機22から釣銭を自動的に払い出す
。あるいは、顧客から商品の代金として受け取った現金を自動釣銭機22に入金してこの自
動釣銭機22で識別し、釣銭の必要な場合には自動釣銭機22から釣銭を自動的に払い出す。
そして、自動釣銭機22内の現金の金種別の収納量データを更新して管理する。
【００３１】
　電子マネー決済の場合には、顧客が電子マネー媒体をリーダライタ25にかざし、この電
子マネー媒体をリーダライタ25で読み取って電子マネー決済端末24により決済する。
【００３２】
　クレジットカード決済の場合には、顧客から受け取ったクレジットカードを係員がＰＯ
Ｓレジスタ21のカードリーダに通して決済する。
【００３３】
　次に、自動釣銭機22内の釣銭準備金が不足した場合の釣銭準備金の補充について説明す
る。
【００３４】
　この釣銭準備金とは、釣銭用に自動釣銭機22内に残置しておく金種別の現金であり、金
種別の釣銭準備金量が予め設定されている。
【００３５】
　自動釣銭機22内の釣銭準備金が予め設定された釣銭準備金量より不足している状態では
、それを確認しているＰＯＳレジスタ21や自動釣銭機22で表示する。この表示を確認した
係員により釣銭準備金を補充することになる。
【００３６】
　係員がデータ管理用ＩＣカードをＰＯＳレジスタ21のリーダライタ25にかざす。
【００３７】
　このデータ管理用ＩＣカードをリーダライタ25で読み取り、データ管理用ＩＣカードで
あることを確認する。その確認がとれれば、例えば、図２(a)に示すように、予め設定さ
れている釣銭準備金に対して自動釣銭機22内にある現在の釣銭準備金の不足金種およびそ
の枚数、合計金額、係員コード（店員コード）などを含む釣銭準備金不足データを求め、
この釣銭準備金不足データをリーダライタ25によってデータ管理用ＩＣカードに自動的に
書き込む。なお、釣銭準備金の補充であることを確実に指令するために、ＰＯＳレジスタ
21に設けられた釣銭準備金確認ボタンを押下した後、データ管理用ＩＣカードをリーダラ
イタ25にかざすようにしてもよい。
【００３８】
　その書き込み完了後、係員はデータ管理用ＩＣカードを持って事務所の入出金機31の設
置場所に行き、入出金機31のリーダライタ32にデータ管理用ＩＣカードをかざす。
【００３９】
　このデータ管理用ＩＣカードをリーダライタ32が読み取り、データ管理用ＩＣカードで
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あること、および釣銭準備金不足データを確認する。それらの確認がとれて釣銭準備金不
足データを取得すれば、入出金機31から釣銭準備金不足データに対応した釣銭準備金補充
分の現金を自動的に出金し、釣銭準備金補充分出金データをリーダライタ32によってデー
タ管理用ＩＣカードに自動的に書き込む。
【００４０】
　その書き込み完了後、係員は入出金機31から出金された釣銭準備金補充分の現金および
データ管理用ＩＣカードを持って売場のＰＯＳレジスタ21の設置場所に戻り、ＰＯＳレジ
スタ21のリーダライタ25にデータ管理用ＩＣカードをかざし、釣銭準備金補充分の現金を
自動釣銭機22に入金する。
【００４１】
　データ管理用ＩＣカードをリーダライタ25で読み取り、データ管理用ＩＣカードである
こと、および釣銭準備金補充分出金データを確認する。それらの確認がとれれて釣銭準備
金補充分出金データを取得すれば、自動釣銭機22に入金された現金と釣銭準備金補充分出
金データとを確認し、一致すれば補充完了となり、一致しなければ報知するなどのエラー
処理をする。
【００４２】
　次に、自動釣銭機22内にある現金を両替する場合について説明する。
【００４３】
　この両替は、例えば、自動釣銭機22内のある金種の釣銭準備金が予め設定された釣銭準
備金量より不足している状態で、他の金種の釣銭準備金の両替によって不足を解消可能な
場合に可能としている。
【００４４】
　係員が、両替であることを指令するためにＰＯＳレジスタ21に設けられた両替確認ボタ
ンを押下し、両替のために出金する金種およびその枚数を入力し、データ管理用ＩＣカー
ドをリーダライタ25にかざす。
【００４５】
　このデータ管理用ＩＣカードをリーダライタ25で読み取り、データ管理用ＩＣカードで
あることを確認する。その確認がとれれば、入力された両替用の現金を自動釣銭機22から
自動的に出金し、例えば、図２(b)に示すように、両替金種およびその枚数、合計金額、
係員コード（店員コード）などを含む両替要求データをリーダライタ25によってデータ管
理用ＩＣカードに自動的に書き込む。
【００４６】
　その両替用の現金の出金および書き込み完了後、係員は自動釣銭機22から出金された両
替用の現金およびデータ管理用ＩＣカードを持って事務所の両替機41の設置場所に行き、
両替機41のリーダライタ42にデータ管理用ＩＣカードをかざし、両替用の現金を両替機41
に入金する。
【００４７】
　このデータ管理用ＩＣカードをリーダライタ42が読み取り、データ管理用ＩＣカードで
あること、および両替要求データを確認する。それらの確認がとれて両替要求データを取
得すれば、さらに、両替機41に入金された両替用の現金と両替要求データとを確認し、そ
の確認もとれれば、両替要求データの金種から予め設定された金種に両替する現金を自動
的に出金し、この出金した両替分出金データをリーダライタ42によってデータ管理用ＩＣ
カードに自動的に書き込む。
【００４８】
　その書き込み完了後、係員は両替機41から出金された両替分の現金およびデータ管理用
ＩＣカードを持って売場のＰＯＳレジスタ21の設置場所に戻り、ＰＯＳレジスタ21のリー
ダライタ25にデータ管理用ＩＣカードをかざし、両替分の現金を自動釣銭機22に入金する
。
【００４９】
　データ管理用ＩＣカードをリーダライタ25で読み取り、データ管理用ＩＣカードである
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こと、および両替分出金データを確認する。それらの確認がとれて両替分出金データを取
得すれば、さらに、自動釣銭機22に入金された現金と両替分出金データとを確認し、一致
すれば両替完了となり、一致しなければ報知するなどのエラー処理をする。
【００５０】
　次に、例えば１日の締め処理について説明する。
【００５１】
　この締めでは、自動釣銭機22内に予め設定された釣銭準備金を残置し、それ以外の売上
金を回収する。
【００５２】
　係員が、ＰＯＳレジスタ21で締めを指令し、データ管理用ＩＣカードをＰＯＳレジスタ
21のリーダライタ25にかざす。
【００５３】
　このデータ管理用ＩＣカードをリーダライタ25で読み取り、データ管理用ＩＣカードで
あることを確認する。その確認がとれれば、例えば、図２(c)に示すように、自動釣銭機2
2に残置する予め設定されている釣銭準備金の金種およびその枚数、合計金額、係員コー
ド（店員コード）などを含む釣銭準備金の残置明細データと、図２(d)に示すように、自
動釣銭機22に残置する釣銭準備金を除いた売上金の金種およびその枚数、合計金額、係員
コード（店員コード）などを含む売上金の出金明細データを求め、これら釣銭準備金の残
置明細データおよび売上金の出金明細データをリーダライタ25によってデータ管理用ＩＣ
カードに自動的に書き込む。
【００５４】
　その書き込み完了後、係員は自動釣銭機22から出金された回収分の現金およびデータ管
理用ＩＣカードを持って事務所の入出金機31の設置場所に行き、入出金機31のリーダライ
タ32にデータ管理用ＩＣカードをかざし、回収分の現金を入出金機31に入金する。
【００５５】
　このデータ管理用ＩＣカードをリーダライタ32が読み取り、データ管理用ＩＣカードで
あること、釣銭準備金の残置明細データおよび売上金の出金明細データを確認する。それ
らの確認がとれて各データを取得すれば、入出金機31に入金された回収分の現金と売上金
の出金明細データとを確認し、一致すれば締め処理の完了となり、一致しなければ報知す
るなどのエラー処理をする。
【００５６】
　このように、ＰＯＳレジスタ21の現金データをデータ管理用ＩＣカードによって移動さ
せることができ、ネットワークによる大掛かりなシステムを構築しなくてもＰＯＳレジス
タ21の現金を管理することが可能となり、しかも、専用のリーダライタを用いることなく
、電子マネー媒体に対して電子マネーでの決済に関するデータを読み書きする既存のリー
ダライタ25を用いることができるとともに、現金データを手入力することなく、必要なデ
ータをデータ管理用ＩＣカードに対して読み書きできる。
【００５７】
　また、リーダライタ25でデータ管理用ＩＣカードを読み取ることにより、そのデータ管
理用ＩＣカードに現金データを書き込むようにすれば、特別な操作をすることがなく、操
作性を向上できる。
【００５８】
　また、ＰＯＳレジスタ21の現金データをデータ管理用ＩＣカードによってＰＯＳレジス
タ21と入出金機31との間、および両替機41との間で移動でき、ネットワークによる大掛か
りなシステムを構築しなくてもＰＯＳレジスタ21の現金を管理することが可能となり、し
かも、入出金機31のリーダライタ32、および両替機41のリーダライタ42でデータ管理用Ｉ
Ｃカードを読み取れるため、現金データを手入力する手間がかからず、現金の入出金処理
、および両替処理ができる。
【００５９】
　また、入出金機31と両替機41との間で現金を移動させる場合にも、データ管理用ＩＣカ
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【００６０】
　また、電子マネー決済端末24を自動釣銭機22に設けることにより、自動釣銭機22で現金
、電子マネーの両方の決済データを管理できる。
【００６１】
　ただし、図３の第２の実施の形態に示すように、電子マネー決済端末24を自動釣銭機22
とは別体に設け、ＰＯＳレジスタ21に接続するようにしてもよい。
【００６２】
　本実施の形態では、データ管理用の非接触ＩＣタグ内蔵記憶媒体として、ＩＣカードを
例に挙げて説明したが、これに限定されるものではなく、携帯電話等の記憶領域を持つ非
接触ＩＣタグが内蔵されている媒体であればなんでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す現金管理システムの構成図である。
【図２】同上現金管理システムで取り扱う現金に関するデータの例を示し、(a)は釣銭準
備金補充時の例、(b)は両替時の例、(c)は締め処理時の釣銭準備金の残置明細データの例
、(d)は締め処理時の売上金の出金明細データの例である。
【図３】本発明の第２の実施の形態を示す現金管理システムの一部を省略した構成図であ
る。
【符号の説明】
【００６４】
　11　　現金管理システム
　21　　ＰＯＳレジスタ
　22　　自動釣銭機
　24　　電子マネー決済端末
　25　　リーダライタ
　31　　入金機および出金機としての入出金機
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