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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが現金を投入するための投入受取部と、
　前記投入受取部から投入された現金を収納するための還流庫と、
　前記投入された現金に含まれる売上金の枚数と、前記還流庫の収納可能残量との比較に
基づいて、前記売上金を前記還流庫に収納させる制御部と、
を備える、現金処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、金種ごとに、前記売上金の枚数と、前記還流庫の収納可能残量とを比較
することにより、前記売上金を前記還流庫に収納させる、請求項１に記載の現金処理装置
。
【請求項３】
　前記売上金に含まれる全ての金種の各々に関して、前記売上金の当該金種の枚数が前記
還流庫の当該金種の収納可能残量以下である場合には、前記制御部は、前記売上金を前記
還流庫に収納させる、請求項２に記載の現金処理装置。
【請求項４】
　前記投入された現金は、前記売上金および釣銭であり、
　前記投入された現金に含まれるいずれかの金種の枚数が前記還流庫の当該金種の収納可
能残量を超えており、かつ、前記売上金に含まれる全ての金種の各々に関して、前記売上
金の当該金種の枚数が前記還流庫の当該金種の収納可能残量以下である場合には、前記制
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御部は、さらに、前記釣銭を前記投入受取部へ搬送させる、請求項３に記載の現金処理装
置。
【請求項５】
　前記売上金に含まれるいずれかの金種の枚数が前記還流庫の当該金種の収納可能残量を
超えている場合には、前記制御部は、前記投入された現金を前記投入受取部へ搬送させる
、請求項２～４のいずれか一項に記載の現金処理装置。
【請求項６】
　前記現金処理装置は、前記投入された現金のうち前記還流庫の収納可能残量を超えた金
種別の枚数を紙片に印字する印字部をさらに備える、請求項５に記載の現金処理装置。
【請求項７】
　前記投入された現金に含まれるいずれかの金種の枚数が前記還流庫の当該金種の収納可
能残量を超えた場合に、前記制御部は、前記売上金の枚数と、前記還流庫の収納可能残量
との比較に基づいて、前記売上金を前記還流庫に収納させる、請求項２～６のいずれか一
項に記載の現金処理装置。
【請求項８】
　前記現金処理装置は、前記還流庫に収納されている現金を収納するための回収庫をさら
に備え、
　前記投入された現金に含まれるいずれかの金種の枚数が前記還流庫の当該金種の収納可
能残量および前記回収庫の当該金種の収納可能残量の合計を超えた場合に、前記制御部は
、前記売上金の枚数と、前記還流庫の収納可能残量との比較に基づいて、前記売上金を前
記還流庫に収納させる、請求項７に記載の現金処理装置。
【請求項９】
　前記現金処理装置は、ユーザによる入力を受け付ける入力部をさらに備え、
　前記制御部は、前記入力部に対して入力された売上金の金種別の枚数と、前記還流庫の
各金種の収納可能残量との比較に基づいて、前記売上金を前記還流庫に収納させる、請求
項２～８のいずれか一項に記載の現金処理装置。
【請求項１０】
　前記現金処理装置は、前記投入受取部から投入された現金を一時的に集積する一時保留
部をさらに備え、
　前記制御部は、前記一時保留部に集積されている現金に含まれる売上金の枚数と、前記
還流庫の収納可能残量との比較に基づいて、前記売上金を前記還流庫に収納させる、請求
項２～９のいずれか一項に記載の現金処理装置。
【請求項１１】
　前記現金処理装置は、前記還流庫の各金種の収納可能残量を表示する表示部をさらに備
え、
　前記制御部は、さらに、前記投入受取部から投入された現金の金種別の枚数が計数され
る度に、前記表示部に表示されている各金種の収納可能残量を前記計数結果に基づいて逐
次更新させる、請求項２～１０のいずれか一項に記載の現金処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現金処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば小売店やスーパーマーケットなどの商業施設および流通施設において、キ
ャッシュレジスターなどに保管される釣銭準備金を出金し、売上金を入金する現金処理装
置が設置されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の現金処理装置は、ユーザにより紙幣投入出金口にセットさ
れた紙幣をリサイクルカセットに収納し、また、硬貨投入口にセットされた硬貨を出金ホ
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ッパに収納する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２５６３６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、特許文献１に記載の技術では、現金処理装置に投入された現金の合計枚
数によって、投入された現金の収納可否が判定される。このため、特許文献１に記載の技
術では、例えば、投入された現金のうち売上金だけが収納可能である場合であっても、投
入された現金全てが収納可能ではない場合には、売上金も収納されない。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、投入された現金に含まれる売上金の収納可能性を向上させることが可能な、新規かつ
改良された現金処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、ユーザが現金を投入するため
の投入受取部と、前記投入受取部から投入された現金を収納するための還流庫と、前記投
入された現金に含まれる売上金の枚数と、前記還流庫の収納可能残量との比較に基づいて
、前記売上金を前記還流庫に収納させる制御部と、を備える、現金処理装置が提供される
。
【０００８】
　前記制御部は、金種ごとに、前記売上金の枚数と、前記還流庫の収納可能残量とを比較
することにより、前記売上金を前記還流庫に収納させてもよい。
【０００９】
　前記売上金に含まれる全ての金種の各々に関して、前記売上金の当該金種の枚数が前記
還流庫の当該金種の収納可能残量以下である場合には、前記制御部は、前記売上金を前記
還流庫に収納させてもよい。
【００１０】
　前記投入された現金は、前記売上金および釣銭であり、前記投入された現金に含まれる
いずれかの金種の枚数が前記還流庫の当該金種の収納可能残量を超えており、かつ、前記
売上金に含まれる全ての金種の各々に関して、前記売上金の当該金種の枚数が前記還流庫
の当該金種の収納可能残量以下である場合には、前記制御部は、さらに、前記釣銭を前記
投入受取部へ搬送させてもよい。
【００１１】
　前記売上金に含まれるいずれかの金種の枚数が前記還流庫の当該金種の収納可能残量を
超えている場合には、前記制御部は、前記投入された現金を前記投入受取部へ搬送させて
もよい。
【００１２】
　前記現金処理装置は、前記投入された現金のうち前記還流庫の収納可能残量を超えた金
種別の枚数を紙片に印字する印字部をさらに備えてもよい。
【００１３】
　前記投入された現金に含まれるいずれかの金種の枚数が前記還流庫の当該金種の収納可
能残量を超えた場合に、前記制御部は、前記売上金の枚数と、前記還流庫の収納可能残量
との比較に基づいて、前記売上金を前記還流庫に収納させてもよい。
【００１４】
　前記現金処理装置は、前記還流庫に収納されている現金を収納するための回収庫をさら
に備え、前記投入された現金に含まれるいずれかの金種の枚数が前記還流庫の当該金種の
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収納可能残量および前記回収庫の当該金種の収納可能残量の合計を超えた場合に、前記制
御部は、前記売上金の枚数と、前記還流庫の収納可能残量との比較に基づいて、前記売上
金を前記還流庫に収納させてもよい。
【００１５】
　前記現金処理装置は、ユーザによる入力を受け付ける入力部をさらに備え、前記制御部
は、前記入力部に対して入力された売上金の金種別の枚数と、前記還流庫の各金種の収納
可能残量との比較に基づいて、前記売上金を前記還流庫に収納させてもよい。
【００１６】
　前記現金処理装置は、前記投入受取部から投入された現金を一時的に集積する一時保留
部をさらに備え、前記制御部は、前記一時保留部に集積されている現金に含まれる売上金
の枚数と、前記還流庫の収納可能残量との比較に基づいて、前記売上金を前記還流庫に収
納させてもよい。
【００１７】
　前記現金処理装置は、前記還流庫の各金種の収納可能残量を表示する表示部をさらに備
え、前記制御部は、さらに、前記投入受取部から投入された現金の金種別の枚数が計数さ
れる度に、前記表示部に表示されている各金種の収納可能残量を前記計数結果に基づいて
逐次更新させてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように本発明によれば、投入された現金に含まれる売上金の収納可能性を
向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の各実施形態に共通する店舗２の構成例を示した説明図である。
【図２】店舗２での現金処理装置１０の使用の流れの一例を示したフローチャートである
。
【図３】各実施形態に共通する現金処理装置１０の構成例を示した説明図である。
【図４】各実施形態に共通するメニュー画面の表示例を示した説明図である。
【図５】第１の実施形態による売上金額入力画面の表示例を示した説明図である。
【図６】第１の実施形態による動作の一部を示したフローチャートである。
【図７】第１の実施形態による動作の一部を示したフローチャートである。
【図８】第２の実施形態による計数中画面の表示例を示した説明図である。
【図９】第２の実施形態による動作を示したフローチャートである。
【図１０】第３の実施形態による返却レシートの一例を示した説明図である。
【図１１】第３の実施形態による動作を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２１】
　また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を
、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的
に同一の機能構成を有する複数の構成を、必要に応じてキャッシュレジスター２０ａおよ
びキャッシュレジスター２０ｂのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有
する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例え
ば、キャッシュレジスター２０ａおよびキャッシュレジスター２０ｂを特に区別する必要
が無い場合には、単にキャッシュレジスター２０と称する。
【００２２】
　また、以下に示す項目順序に従って当該「発明を実施するための形態」を説明する。
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　１．現金処理装置の基本構成
　２．各実施形態の詳細な説明
　　２－１．第１の実施形態
　　２－２．第２の実施形態
　　２－３．第３の実施形態
　３．変形例
【００２３】
＜＜１．現金処理装置の基本構成＞＞
　＜１－１．基本構成＞
　まず、本発明の各実施形態に共通する現金処理装置１０の基本構成について説明する。
図１は、現金処理装置１０が設置される店舗２の構成例を示した説明図である。店舗２は
、例えば小売店やスーパーマーケットなどである。図１に示したように、店舗２には、キ
ャッシュレジスター２０、および、現金処理装置１０が設置されている。また、現金処理
装置１０は、例えば店舗２のバックヤードに設置される。
【００２４】
　［１－１－１．キャッシュレジスター２０］
　キャッシュレジスター２０は、店舗２に来店した顧客による商品購入の精算、および記
録を行うための機器である。このキャッシュレジスター２０は、毎回の精算時の売上金額
を自動集計することが可能である。なお、図１に示したように、店舗２には、キャッシュ
レジスター２０が複数台設置され得る。
【００２５】
　［１－１－２．現金処理装置１０］
　現金処理装置１０は、キャッシュレジスター２０の釣銭準備金を出金したり、また、店
舗２における売上金を入金するための装置である。この現金処理装置１０は、出金取引や
投入取引などの各種の取引機能を有する。
【００２６】
　ここで、出金取引は、オペレータによる入力に基づいて、現金処理装置１０に収納され
ている現金（紙幣または硬貨）を出金する取引である。例えば、現金処理装置１０に収納
されている現金のうちキャッシュレジスター２０の釣銭準備金を出金する目的で、オペレ
ータにより出金取引が実行される。
【００２７】
　また、投入取引は、現金処理装置１０に対してオペレータが現金を投入（入金）する取
引である。例えば、キャッシュレジスター２０に保管されている現金のうち売上金を現金
処理装置１０に入金する目的で、オペレータにより投入取引が実行される。
【００２８】
　（１－１－２－１．現金処理装置１０の使用の流れ）
　ここで、図２を参照して、店舗２での現金処理装置１０の使用の流れの一例について説
明する。図２は、毎営業日における店舗２での現金処理装置１０の使用の流れを示したフ
ローチャートである。図２に示したように、例えば、営業日の営業時間前に、オペレータ
は、現金処理装置１０に対して出金取引の入力を行うことにより、個々のキャッシュレジ
スター２０の釣銭準備金を出金する（Ｓ１１）。そして、オペレータは、出金された釣銭
準備金を各キャッシュレジスター２０に保管する（Ｓ１３）。
【００２９】
　その後、営業時間が終了した際には（Ｓ１５：Ｙｅｓ）、オペレータは、個々のキャッ
シュレジスター２０に保管されている現金を取り出す（Ｓ１７）。そして、オペレータは
、現金処理装置１０に対して投入取引の入力を行い、かつ、Ｓ１７で取り出された現金を
現金処理装置１０に投入する。そして、現金処理装置１０は、投入された現金を、後述す
る各紙幣の還流庫または硬貨還流庫１２４（以下、「各金種の還流庫」と称する場合があ
る）に収納する。さらに、現金処理装置１０は、投入された現金の入金額からＳ１１で出
金された出金額を減じた値を売上金額として計算する（Ｓ１９）。
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【００３０】
　なお、Ｓ１７の動作時期、つまりキャッシュレジスター２０に保管されている現金をオ
ペレータが取り出す時期は、営業時間の終了時に限定されず、例えば各キャッシュレジス
ター２０の担当者のシフトの交代時であってもよい。
【００３１】
　（１－１－２－２．構成）
　次に、図３を参照して、各実施形態に共通する現金処理装置１０の構成について説明す
る。図３に示したように、現金処理装置１０は、紙幣投入受取部１００、紙幣一時保留部
１０２、紙幣鑑別部１０４、万券還流庫１０６、五千券還流庫１０８、千券還流庫１１０
、紙幣回収庫１１２、リジェクト部１１４、硬貨投入口１１６、硬貨鑑別部１１８、硬貨
一時保留部１２０、硬貨返却箱１２２、硬貨還流庫１２４、硬貨回収庫１２６、硬貨出金
箱１２８、カードリーダ部１３０、操作表示部１３２、レシート発行部１３４、および、
制御部１５０を備える。
【００３２】
　紙幣投入受取部１００は、オペレータが紙幣を現金処理装置１０に投入するための投入
口である。また、紙幣投入受取部１００は、紙幣の出金口でもある。例えば、出金取引に
より出金される紙幣、投入取引の取消により返却される紙幣、および、後述する紙幣鑑別
部１０４により正常ではないとしてリジェクトされた紙幣などが紙幣投入受取部１００に
排出される。
【００３３】
　紙幣一時保留部１０２は、例えば入金計数時や売上金作成時などに、一時的に紙幣が集
積される部分である。例えば、紙幣一時保留部１０２には、紙幣投入受取部１００から投
入された紙幣が一時的に集積される。
【００３４】
　紙幣鑑別部１０４は、紙幣投入受取部１００から投入された紙幣が正常な紙幣であるか
否かを各種センサによって鑑別する。
【００３５】
　万券還流庫１０６、五千券還流庫１０８、および千券還流庫１１０（以下、各紙幣還流
庫と称する場合がある）は、本発明における還流庫の一例である。この各紙幣還流庫は、
万券、五千券、および千券の紙幣を収納する部分である。例えば、投入取引では、紙幣一
時保留部１０２に一時的に集積された紙幣が各紙幣還流庫に搬送され、収納される。また
、出金取引では、例えば出金額に相当する金種別の枚数の紙幣が各紙幣還流庫から取り出
され、そして、紙幣投入受取部１００へ搬送される。
【００３６】
　紙幣回収庫１１２は、各紙幣還流庫に収納されている紙幣のうち売上金分の紙幣をユー
ザが回収するための部分である。例えば、精算集計の入力がオペレータによりなされると
、各紙幣還流庫に収納されている紙幣のうち売上金分の紙幣が紙幣回収庫１１２へ搬送さ
れ、収納される。
【００３７】
　リジェクト部１１４は、例えば紙幣鑑別部１０４によって正常ではないと鑑別された紙
幣などのリジェクト紙幣を集積する部分である。例えば、紙幣一時保留部１０２から各紙
幣還流庫に紙幣を搬送する過程でリジェクトされた紙幣、各紙幣還流庫から釣銭出金を行
う過程でリジェクトされた紙幣、および、各紙幣還流庫から紙幣回収庫１１２に紙幣を搬
送する過程でリジェクトされた紙幣などをリジェクト部１１４は集積する。
【００３８】
　硬貨投入口１１６は、オペレータが硬貨を投入するための投入口である。
【００３９】
　硬貨鑑別部１１８は、硬貨投入口１１６から投入された硬貨が正常な硬貨であるか否か
を各種センサによって鑑別する。
【００４０】
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　硬貨一時保留部１２０には、入金計数時などに、一時的に硬貨が集積される部分である
。例えば、硬貨一時保留部１２０には、硬貨投入口１１６から投入された硬貨が一時的に
集積される。
【００４１】
　硬貨返却箱１２２は、硬貨の返却口である。例えば、投入取引の取消により返却される
硬貨、および、硬貨鑑別部１１８により正常ではないと鑑別された硬貨などが硬貨返却箱
１２２に排出される。
【００４２】
　硬貨還流庫１２４は、本発明における還流庫の一例である。この硬貨還流庫１２４は、
釣銭準備金の硬貨が収納される部分である。例えば、投入取引では、硬貨一時保留部１２
０に一時的に集積された硬貨が硬貨還流庫１２４に搬送され、収納される。また、出金取
引では、例えば出金額に相当する金種別の枚数の硬貨が硬貨還流庫１２４から取り出され
、そして、硬貨出金箱１２８へ搬送される。
【００４３】
　硬貨回収庫１２６は、硬貨還流庫１２４に収納されている硬貨のうち売上金分の硬貨を
ユーザが回収するための部分である。例えば、精算集計の入力がオペレータによりなされ
ると、硬貨還流庫１２４に収納されている硬貨のうち売上金分の硬貨が硬貨回収庫１２６
へ搬送され、収納される。
【００４４】
　硬貨出金箱１２８は、釣銭出金時の硬貨の出金口である。
【００４５】
　カードリーダ部１３０は、レジカードやＩＤカードなどの所定のカードに書き込まれた
情報を読み取る。例えば、所定のカードがオペレータによりかざされると、カードリーダ
部１３０は、該当のカードの使用者の識別情報や、該当のカードの使用者に許可されてい
る取引の種類を示す情報などを該当のカードから読み取る。
【００４６】
　操作表示部１３２は、本発明における入力部および表示部の一例である。操作表示部１
３２は、オペレータによる入力を受け付ける入力部としての機能、および各種画面を表示
する表示部としての機能を包含する。表示部としての機能は、例えば、ＣＲＴ（Ｃａｔｈ
ｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレイ装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬ
ＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置などにより実
現される。また、入力部としての機能は例えばタッチパネルにより実現される。なお、表
示部および入力部の機能は分離して構成されてもよい。
【００４７】
　レシート発行部１３４は、本発明における印字部の一例である。レシート発行部１３４
は、各種の情報を紙片に印字し、そして、印字した紙片を排出する。例えば、レシート発
行部１３４は、各種の取引時に取引内容を紙片に印字し、そして、印字した紙片を排出す
る。
【００４８】
　制御部１５０は、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｍｅｍｏｒｙ）などを用いて、現金処理装置１０の動作を全般的に制御する。
【００４９】
　例えば、制御部１５０は、カードリーダ部１３０により読取られた情報と事前に登録さ
れている情報との比較に基づいて、オペレータによる現金処理装置１０の利用可否を判定
する。また、制御部１５０は、各種の機能の利用をオペレータが選択するためのメニュー
画面を操作表示部１３２に表示させる。また、制御部１５０は、メニュー画面においてオ
ペレータにより選択された機能の実行を制御する。
【００５０】
　‐メニュー画面
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　ここで、図４を参照して、メニュー画面の構成例（メニュー画面３０）について説明す
る。図４に示したように、メニュー画面３０は、例えば出金取引選択ボタン３００ａ、お
よび投入取引選択ボタン３００ｂなどの複数の機能選択ボタン３００を含む。
【００５１】
　ここで、出金取引選択ボタン３００ａは、出金取引を実行するための選択ボタンである
。例えば出金取引選択ボタン３００ａが選択されると、制御部１５０は、まず、事前に登
録された「金種と枚数パターンの出金」、もしくは「任意の金種と枚数を指定する出金」
のサブメニューを操作表示部１３２に表示させる。そして、制御部１５０は、サブメニュ
ーにおけるオペレータの入力操作に基づいて、各金種の還流庫に収納されている現金（紙
幣および硬貨）を紙幣投入受取部１００または硬貨出金箱１２８から出金する。
【００５２】
　また、投入取引選択ボタン３００ｂは、投入取引を実行するための選択ボタンである。
例えば投入取引選択ボタン３００ｂが選択されると、まず、操作表示部１３２は、制御部
１５０の制御に従って、紙幣および硬貨の入金を誘導するための入金誘導画面を表示する
。そして、紙幣投入受取部１００または硬貨投入口１１６に対してオペレータにより現金
がセットされると、制御部１５０は、セットされた現金の計数を開始する。次に、制御部
１５０は、紙幣鑑別部１０４により正常であると鑑別された紙幣を紙幣一時保留部１０２
に、また、硬貨鑑別部１１８により正常であると鑑別された硬貨を硬貨一時保留部１２０
にそれぞれ集積させる。そして、操作表示部１３２は、制御部１５０の制御に従って、正
常であると鑑別された紙幣及び硬貨の金額を表示する。そして、オペレータが確認の入力
を行うと、制御部１５０は、紙幣一時保留部１０２に集積されている紙幣を各紙幣の還流
庫に、また、硬貨一時保留部１２０に集積されている硬貨を硬貨還流庫１２４にそれぞれ
収納させる。
【００５３】
　なお、現金処理装置１０の構成は、上述した構成に限定されない。例えば、現金処理装
置１０は、カードリーダ部１３０に加えて、あるいはカードリーダ部１３０に代えて、指
紋認識を行う指紋認識部、または暗証番号の入力を受け付ける暗証番号入力部を有しても
よい。
【００５４】
　＜１－２．課題の整理＞
　以上、各実施形態に共通する現金処理装置１０の基本構成について説明した。ところで
、投入取引では、ある金種の還流庫に収納されている紙幣もしくは硬貨の枚数と、新たに
投入された当該金種の枚数との合計が当該金種の還流庫の容量を超えてしまう場合が起こ
り得る（以下では、このような金種をフル金種と称する場合がある）。このような場合に
は、確定している売上金額（例えば、投入取引における入金額から、直前の出金取引の出
金額を減じた金額）の範囲内において、現金処理装置１０は、新たに投入された該当の金
種を回収庫に収納（以下、あふれ制御と称する）し、また、投入された他の金種を各金種
の還流庫へ収納する。
【００５５】
　但し、例えば回収庫が一杯になっている場合などには、現金処理装置１０は、あふれ制
御を行うことができない。公知の技術では、このような場合に、投入された現金を全て返
却する方法が採用されている。
【００５６】
　一般的に、例えば売上管理の目的で、キャッシュレジスター２０に保管されている現金
のうち例えば当日の売上金は当日中に現金処理装置１０に収納可能であることが望まれて
いる。しかしながら、公知の技術では、仮に売上金が収納可能であっても、投入された現
金全てが収納可能ではない場合には、現金処理装置に売上金を収納することができない。
【００５７】
　そこで、上記事情を一着眼点にして、第１の実施形態による現金処理装置１０を創作す
るに至った。第１の実施形態による現金処理装置１０は、投入された現金全てが収納可能
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ではない場合であっても、投入された売上金分が収納可能である場合には、売上金分のみ
を収納することが可能である。
【００５８】
＜＜２．各実施形態の詳細な説明＞＞
　＜２－１．第１の実施形態＞
　［２－１－１．構成］
　まず、第１の実施形態による構成について詳細に説明する。なお、以下では、上記の説
明と重複する内容については説明を省略する。
【００５９】
　（２－１－１－１．制御部１５０）
　第１の実施形態による制御部１５０は、紙幣投入受取部１００または硬貨投入口１１６
から投入された現金に含まれる売上金の枚数と、各金種の還流庫の収納可能残量とを金種
ごとに比較することにより、売上金を各金種の還流庫に収納させる。例えば、あふれ制御
が不可能である場合、すなわち、投入された現金に含まれるいずれかの金種の枚数が当該
金種の還流庫の収納可能残量および回収庫の当該金種の収納可能残量の合計を超えた場合
に、制御部１５０は、投入された現金に含まれる売上金の枚数と、各金種の還流庫の収納
可能残量とを金種ごとに比較することにより、売上金を各金種の還流庫に収納させる。
【００６０】
　一例として、あふれ制御が不可能な場合で、かつ、該当の売上金に含まれる全ての金種
の各々に関して、当該金種の枚数が還流庫の当該金種の収納可能残量以下である場合には
、制御部１５０は、該当の売上金を各金種の還流庫に収納させ、かつ、釣銭を紙幣投入受
取部１００または硬貨出金箱１２８へ搬送させる。なお、釣銭は、投入された現金から該
当の売上金の各金種の枚数を減じた現金である。この制御例によれば、仮に投入された現
金のうちいずれかの金種が収納不可能であったとしても、売上金が収納可能である場合に
は、売上金のみを収納させることができる。
【００６１】
　また、あふれ制御が不可能な場合で、かつ、該当の売上金に含まれるいずれかの金種の
枚数が還流庫の当該金種の収納可能残量を超えている場合には、制御部１５０は、投入さ
れた現金全てを紙幣投入受取部１００または硬貨投入口１１６へ搬送させる。つまり、売
上金が収納不可能である場合には、制御部１５０は、投入された現金を全て返却する。
【００６２】
　なお、売上金の各金種の枚数は、例えば、操作表示部１３２に表示される売上金額入力
画面においてオペレータにより入力され得る。ここで、図５を参照して、売上金額入力画
面の一例（売上金額入力画面４０）について説明する。図５に示したように、売上金額入
力画面４０は、例えば、売上金に含まれる各金種の枚数を入力するための金種別枚数入力
欄、および、数字入力キーを含む。なお、金種別枚数入力欄には、例えば、キャッシュレ
ジスター２０の自動集計機能を用いて算出された、売上金の金種別の枚数がオペレータに
より入力される。
【００６３】
　［２－１－２．動作］
　以上、第１の実施形態による構成について説明した。続いて、第１の実施形態による動
作について、図６および図７を参照して説明する。なお、以下では、例えば店舗２の営業
時間の終了後に、キャッシュレジスター２０に保管されている現金をオペレータが現金処
理装置１０に投入する場面における動作例について説明する。
【００６４】
　図６に示したように、まず、現金処理装置１０の操作表示部１３２に表示されているメ
ニュー画面において、オペレータは「投入」を選択する（Ｓ１０１）。
【００６５】
　そして、オペレータは、操作表示部１３２に新たに表示されたサブメニューにおいて「
売上金額の入力」を選択する。そして、操作表示部１３２は、制御部１５０の制御に従っ
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て、売上金額入力画面を表示する。その後、オペレータは、例えばキャッシュレジスター
２０の自動集計機能を用いて算出された、売上金の金種別の枚数を売上金額入力画面にお
いて入力する（Ｓ１０３）。
【００６６】
　その後、オペレータは、例えばキャッシュレジスター２０から事前に取り出した現金を
紙幣投入受取部１００または硬貨投入口１１６にセットする（Ｓ１０５）。
【００６７】
　その後、Ｓ１０５でセットされた現金のうち一枚が紙幣鑑別部１０４または硬貨鑑別部
１１８に搬送される。そして、紙幣鑑別部１０４または硬貨鑑別部１１８は、搬送された
現金が正常であるか否かを鑑別する。そして、正常であると鑑別された場合には、制御部
１５０は、当該金種の枚数をカウントアップ（計数）し、かつ、該当の現金を紙幣一時保
留部１０２または硬貨一時保留部１２０に搬送させ、集積させる。（Ｓ１０７）。
【００６８】
　続いて、制御部１５０は、Ｓ１０５で紙幣投入受取部１００または硬貨投入口１１６に
セットされた現金全てが紙幣一時保留部１０２または硬貨一時保留部１２０に搬送済みで
あるか否かを判定する（Ｓ１０９）。セットされた現金が全て紙幣一時保留部１０２また
は硬貨一時保留部１２０に搬送済みである場合には（Ｓ１０９：Ｙｅｓ）、制御部１５０
は、後述するＳ１２１の動作を行う。
【００６９】
　一方、セットされた現金のうち紙幣一時保留部１０２または硬貨一時保留部１２０に未
搬送の紙幣または硬貨が存在する場合には（Ｓ１０９：Ｎｏ）、制御部１５０は、次に、
紙幣一時保留部１０２または硬貨一時保留部１２０がフル（一杯）になっているか否かを
判定する（Ｓ１１１）。紙幣一時保留部１０２および硬貨一時保留部１２０がフルになっ
ていない場合には（Ｓ１１１：Ｎｏ）、制御部１５０は、再びＳ１０７の動作を行う。
【００７０】
　一方、紙幣一時保留部１０２または硬貨一時保留部１２０がフルになっている場合には
（Ｓ１１１：Ｙｅｓ）、制御部１５０は、後述するＳ１２１の動作を行う。なお、この際
、制御部１５０は、紙幣投入受取部１００および硬貨投入口１１６にセットされている残
りの現金の、紙幣一時保留部１０２または硬貨一時保留部１２０への搬送を一時的に停止
させる。
【００７１】
　ここで、図７を参照して、Ｓ１１１より後の動作について説明する。図７に示したよう
に、その後、制御部１５０は、いずれかの金種の還流庫がフル（満杯）になっているか否
かを判定する（Ｓ１２１）。全ての金種の還流庫がフルではない場合には（Ｓ１２１：Ｎ
ｏ）、制御部１５０は、後述するＳ１２５の動作を行う。
【００７２】
　一方、いずれかの金種の還流庫がフルになっている場合には（Ｓ１２１：Ｙｅｓ）、制
御部１５０は、次に、あふれ制御が可能であるか否かを判定する。つまり、制御部１５０
は、還流庫へ収納できない分のフル金種を回収庫に収納可能であるか否かを判定する（Ｓ
１２３）。
【００７３】
　あふれ制御が可能である場合には（Ｓ１２３：Ｙｅｓ）、操作表示部１３２は、制御部
１５０の制御に従って、オペレータが最終確認を行うための収納確認画面を表示する（Ｓ
１２５）。そして、収納確認画面において「収納」がオペレータにより選択された場合に
は（Ｓ１２７：Ｙｅｓ）、制御部１５０は、紙幣一時保留部１０２および硬貨一時保留部
１２０に集積されている紙幣および硬貨を各金種の還流庫または回収庫に収納させる（Ｓ
１２９）。
【００７４】
　続いて、制御部１５０は、Ｓ１０５で紙幣投入受取部１００および硬貨投入口１１６に
セットされた現金が全て紙幣一時保留部１０２または硬貨一時保留部１２０に搬送済みで
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あるか否かを判定する（Ｓ１３１）。セットされた現金が全て紙幣一時保留部１０２また
は硬貨一時保留部１２０に搬送済みである場合には（Ｓ１３１：Ｙｅｓ）、現金処理装置
１０は、本動作を終了する。
【００７５】
　一方、セットされた現金のうち紙幣一時保留部１０２または硬貨一時保留部１２０に未
搬送の現金が存在する場合には（Ｓ１３１：Ｎｏ）、制御部１５０は、紙幣一時保留部１
０２または硬貨一時保留部１２０への当該現金の搬送を再開させ、そして、再びＳ１０７
以降の動作を行う。
【００７６】
　また、Ｓ１２７で、収納確認画面において例えば「返却」が選択されるなど、「収納」
が選択されなかった場合には（Ｓ１２７：Ｎｏ）、制御部１５０は、紙幣一時保留部１０
２および硬貨一時保留部１２０に集積されている紙幣および硬貨を紙幣投入受取部１００
または硬貨返却箱１２２に搬送させる（Ｓ１３３）。つまり、制御部１５０は、紙幣一時
保留部１０２および硬貨一時保留部１２０に集積されている紙幣および硬貨を返却させる
。その後、制御部１５０は、上述したＳ１３１の動作を行う。
【００７７】
　また、Ｓ１２３において、あふれ制御が不可能である場合には（Ｓ１２３：Ｎｏ）、制
御部１５０は、次に、Ｓ１０３で入力された売上金の金種別の枚数が各金種の還流庫に収
納可能であるか否かを判定する。つまり、制御部１５０は、Ｓ１０３で入力された全ての
金種の各々に関して、当該金種の枚数が還流庫の当該金種の収納可能残量以下であるか否
かを判定する（Ｓ１３５）。
【００７８】
　入力された売上金のいずれかの金種の枚数が当該金種の還流庫に収納不可能である場合
には（Ｓ１３５：Ｎｏ）、制御部１５０は、上述したＳ１３３の動作を行う。
【００７９】
　一方、入力された売上金の金種別の枚数が各金種の還流庫に収納可能である場合には（
Ｓ１３５：Ｙｅｓ）、操作表示部１３２は、制御部１５０の制御に従って、収納確認画面
を表示する（Ｓ１３７）。そして、収納確認画面において例えば「返却」が選択されるな
ど、「収納」がオペレータにより選択されなかった場合には（Ｓ１３９：Ｎｏ）、制御部
１５０は、上述したＳ１３３の動作を行う。
【００８０】
　一方、収納確認画面において「収納」がオペレータにより選択された場合には（Ｓ１３
９：Ｙｅｓ）、制御部１５０は、紙幣一時保留部１０２および硬貨一時保留部１２０に集
積されている紙幣および硬貨のうち売上金（つまり、Ｓ１０３で入力された金種別の枚数
の紙幣および硬貨）を各金種の還流庫に収納させる。そして、制御部１５０は、釣銭（つ
まり、紙幣一時保留部１０２および硬貨一時保留部１２０に集積されている現金のうち売
上金以外の現金）を紙幣投入受取部１００または硬貨返却箱１２２に搬送させる（Ｓ１４
１）。その後、制御部１５０は、上述したＳ１３１の動作を行う。
【００８１】
　［２－１－３．効果］
　以上、例えば図６および図７などを参照して説明したように、第１の実施形態による現
金処理装置１０は、紙幣投入受取部１００または硬貨投入口１１６から投入された現金に
含まれる売上金の枚数と、各金種の還流庫の収納可能残量とを金種ごとに比較することに
より、売上金を各金種の還流庫に収納させる。このため、仮に投入された現金のうちいず
れかの金種が収納不可能であったとしても、当該現金に含まれる売上金が収納可能である
場合には売上金のみを収納することができる。
【００８２】
　従って、投入取引において投入された売上金が返却される可能性を減少させることがで
きる。その結果、例えば、売上金を収納させる目的で、一旦返却されたフル金種の現金を
別の金種に両替する作業の回数を減少させることができ、投入取引作業を効率化させるこ
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とができる。
【００８３】
　＜２－２．第２の実施形態＞
　以上、第１の実施形態について説明した。次に、第２の実施形態について説明する。ま
ず、第２の実施形態を創作するに至った背景について説明する。
【００８４】
　公知の技術では、投入取引において投入された現金のうちいずれかの金種があふれ制御
できない場合には、一時保留部に集積されている現金全てが返却される。ところで、仮に
投入取引時に各金種の収納可能な残り枚数をオペレータが逐次知ることができれば、オペ
レータは、現金処理装置に投入する金種別の枚数を調整することにより、投入された現金
が返却されることを防止することができる。
【００８５】
　後述するように、第２の実施形態による現金処理装置１０は、投入取引時において各金
種の還流庫の収納可能な残り枚数をリアルタイムで表示することが可能である。
【００８６】
　［２－２－１．構成］
　第２の実施形態による現金処理装置１０に含まれる構成要素は、第１の実施形態と同様
である。以下では、第１の実施形態と異なる機能を有する構成要素についてのみ説明を行
う。
【００８７】
　（２－２－１－１．制御部１５０）
　第２の実施形態による制御部１５０は、各金種の還流庫の収納可能残量を表示する計数
中画面を操作表示部１３２に表示させる。さらに、制御部１５０は、紙幣投入受取部１０
０または硬貨投入口１１６から投入された現金の金種別の枚数が計数される度に、計数中
画面に表示されている各金種の収納可能残量を新たな計数結果に基づいて操作表示部１３
２に更新させる。この制御例によれば、現在の各金種の収納可能残量をオペレータは逐次
確認することができる。
【００８８】
　ここで、図８を参照して、第２の実施形態による計数中画面の表示例（計数中画面５０
）について説明する。図８に示したように、計数中画面５０は、例えば、還流庫収納可能
残量表示欄５００、返却ボタン５０２、および収納ボタン５０４を含む。ここで、還流庫
収納可能残量表示欄５００には、各金種の還流庫における現在の収納可能な残り枚数がそ
れぞれ表示される。また、返却ボタン５０２は、紙幣一時保留部１０２および硬貨一時保
留部１２０に集積されている紙幣および硬貨全てを返却するための選択ボタンである。ま
た、収納ボタン５０４は、紙幣一時保留部１０２および硬貨一時保留部１２０に集積され
ている紙幣および硬貨全てを各金種の還流庫または回収庫に収納させるための選択ボタン
である。
【００８９】
　図８に示した例において、紙幣投入受取部１００または硬貨投入口１１６から投入され
た現金の金種別の枚数がカウントアップ（計数）される度に、制御部１５０は、還流庫収
納可能残量表示欄５００において、各金種の還流庫におけるカウントアップ後の収納可能
残量を逐次表示させる。
【００９０】
　［２－２－２．動作］
　以上、第２の実施形態による構成について説明した。続いて、第２の実施形態による動
作について、図９を参照して説明する。なお、図９に示したＳ２０１およびＳ２０３の動
作は、それぞれ第１の実施形態におけるＳ１０１、またはＳ１０５と同様である。
【００９１】
　Ｓ２０３の後、Ｓ２０３でセットされた現金のうち一枚が紙幣鑑別部１０４または硬貨
鑑別部１１８に搬送され、そして、紙幣鑑別部１０４または硬貨鑑別部１１８は、搬送さ
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れた現金が正常であるか否かを鑑別する。そして、正常であると鑑別された場合には、制
御部１５０は、当該金種の枚数をカウントアップ（計数）する。そして、制御部１５０は
、操作表示部１３２に表示されている計数中画面において、各金種の還流庫におけるカウ
ントアップ後の収納可能残量を表示させる。なお、制御部１５０は、各金種の枚数がカウ
ントアップされる度に、計数中画面の表示内容を操作表示部１３２に逐次更新させる。
【００９２】
　また、該当の現金が正常であると鑑別された場合には、制御部１５０は、さらに、該当
の現金を紙幣一時保留部１０２または硬貨一時保留部１２０に搬送させ、集積させる（Ｓ
２０５）。
【００９３】
　なお、図９に示したＳ２０７～Ｓ２２３の動作は、第１の実施形態によるＳ１０９～Ｓ
１３３と概略同様である。
【００９４】
　［２－２－３．効果］
　以上、図８および図９を参照して説明したように、第２の実施形態による現金処理装置
１０は、各金種の還流庫の収納可能残量を示す計数中画面を表示し、そして、投入された
現金の金種別の枚数を計数する度に、計数中画面に表示されている各金種の収納可能残量
を計数結果に基づいて逐次更新する。このため、現金処理装置１０における各金種の収納
可能残量をオペレータはリアルタイムで確認することができる。
【００９５】
　そして、オペレータは、紙幣投入受取部１００または硬貨投入口１１６にセットする金
種別の枚数を調整しながら現金を投入することにより、各金種の還流庫がフルになること
を防止できる。また、オペレータは、投入対象の現金のうち手元に残った一部の収納不可
能な現金のみを両替し、そして、再度投入取引を行うことにより、投入対象の現金全てを
現金処理装置１０に収納させることができる。従って、例えば投入された現金が全て返却
された後に、返却された現金を両替して再度投入取引を行う方法と比較して、投入対象の
現金全てをより短時間で現金処理装置１０に収納させることができる。
【００９６】
　＜２－３．第３の実施形態＞
　以上、第２の実施形態について説明した。次に、第３の実施形態について説明する。ま
ず、第３の実施形態を創作するに至った背景について説明する。
【００９７】
　上述したように、公知の技術では、投入取引において投入された現金のうちいずれかの
金種があふれ制御できない場合には、一時保留部に集積されている現金全てが返却される
。そして、返却された現金を現金処理装置に収納するためには、返却された現金のうちフ
ル金種を別の金種に両替して、再び投入取引を実施する必要がある。
【００９８】
　しかしながら、上記のフル金種を別の金種に両替する作業は、具体的には以下のような
作業を行う必要があるので、オペレータにとって負荷が大きい。例えば、オペレータは、
まず、照会取引で還流庫の有高を確認し、各金種の還流庫にあと何枚収納可能であるかを
調べる。次に、オペレータは、返却された現金のうち還流庫に収納できなかったフル金種
の金種別の枚数を、照会取引の確認結果に基づいて計算する。そして、オペレータは、計
算した枚数のフル金種を別の金種に両替する必要がある。
【００９９】
　後述するように、第３の実施形態による現金処理装置１０は、投入された現金が収納不
可能であった場合に、収納不可能な金種別の枚数が印字されたレシートを発行することが
可能である。
【０１００】
　［２－３－１．構成］
　第３の実施形態による現金処理装置１０に含まれる構成要素は、第１の実施形態と同様
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である。以下では、第１の実施形態と異なる機能を有する構成要素についてのみ説明を行
う。
【０１０１】
　（２－３－１－１．制御部１５０）
　第３の実施形態による制御部１５０は、例えばあふれ制御が不可能である場合など、投
入された現金が紙幣投入受取部１００または硬貨返却箱１２２から返却された際に、投入
された現金のうち還流庫の収納可能残量を超えた金種別の枚数が印字された返却レシート
をレシート発行部１３４に発行させる。この制御例によれば、オペレータは、発行された
返却レシートを確認することにより、投入された現金に含まれるフル金種の種類および枚
数を確認することができる。
【０１０２】
　ここで、図１０を参照して、レシート発行部１３４により発行される返却レシートの一
例（返却レシート６０）について説明する。図１０に示したように、返却レシート６０は
、例えば、計数枚数印字欄６００、および、収納不可能枚数印字欄６０２を含む。ここで
、計数枚数印字欄６００には、現金処理装置１０に投入された現金の、返却レシートの発
行時における金種別の計数結果が印字される。また、収納不可能枚数印字欄６０２には、
投入された現金のうち収納不可能な金種別の枚数、つまり、各金種の還流庫の収納可能残
量を超えた金種別の枚数が印字される。
【０１０３】
　［２－３－２．動作］
　以上、第３の実施形態による構成について説明した。続いて、第３の実施形態による動
作について、図１１を参照して説明する。なお、図１１に示したＳ３０１～Ｓ３２３の動
作は、第２の実施形態におけるＳ２０１～Ｓ２２３と同様である。
【０１０４】
　Ｓ３２３の後、制御部１５０は、Ｓ３０３で投入された現金のうち収納不可能な金種別
の枚数を、Ｓ３０５における（最終的な）計数結果に基づいて算出する。そして、レシー
ト発行部１３４は、制御部１５０の制御に従って、算出された収納不可能な金種別の枚数
を返却レシートに印字し、そして、返却レシートを排出する（Ｓ３２５）。
【０１０５】
　その後、制御部１５０は、（第２の実施形態におけるＳ２２１と同様の）Ｓ３２１の動
作を行う。
【０１０６】
　［２－３－３．効果］
　以上、図１０および図１１を参照して説明したように、第３の実施形態による現金処理
装置１０は、例えばあふれ制御が不可能である場合など、投入された現金を返却した際に
、投入された現金のうち収納不可能な金種別の枚数が印字された返却レシートを発行する
。このため、オペレータは、発行された返却レシートを確認することにより、収納不可能
な金種別の枚数を確認することができる。そして、返却された現金を現金処理装置１０へ
収納可能にするためには、返却された現金のうちいずれの金種を何枚両替すればよいかを
オペレータは確認することができる。その結果、返却された現金を現金処理装置１０へ収
納させるための作業を、オペレータはより短時間で行うことができる。
【０１０７】
＜＜３．変形例＞＞
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１０８】
　例えば、上述した各実施形態では現金処理装置１０が例えばスーパーマーケットなどの
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店舗２に設置される入出金機である例について説明したが、かかる例に限定されない。例
えば、現金処理装置１０は、商業施設などに設置され、入出金を管理するための現金入出
金装置などにも適用可能である。
【０１０９】
　また、上述した各実施形態の動作における各ステップは、必ずしも記載された順序に沿
って処理されなくてもよい。例えば、各ステップは、適宜順序が変更されて処理されても
よい。また、各ステップは、時系列的に処理される代わりに、一部並列的に又は個別的に
処理されてもよい。
【符号の説明】
【０１１０】
１０　現金処理装置
２０　キャッシュレジスター
１００　紙幣投入受取部
１０２　紙幣一時保留部
１０４　紙幣鑑別部
１０６　万券還流庫
１０８　五千券還流庫
１１０　千券還流庫
１１２　紙幣回収庫
１１４　リジェクト部
１１６　硬貨投入口
１１８　硬貨鑑別部
１２０　硬貨一時保留部
１２２　硬貨返却箱
１２４　硬貨還流庫
１２６　硬貨回収庫
１２８　硬貨出金箱
１３０　カードリーダ部
１３２　操作表示部
１３４　レシート発行部
１５０　制御部
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