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(57)【要約】
【課題】取引時に顧客と紙幣との対応を確実にとれるよ
うに記憶し、しかも記憶する取扱データ量の小容量化を
図ることができる紙幣処理装置、紙幣処理システム、紙
幣情報管理サーバ、紙幣情報管理プログラムおよび紙幣
処理方法を提供することを課題とする。
【解決手段】取引処理される紙幣を識別対象として該識
別対象の識別情報を取得する紙幣読取部１６０と、前記
紙幣読取部１６０による識別時の識別状況に基づいて前
記識別対象に関して記憶する情報種別を定める紙幣判定
部１６３と、該紙幣判定部１６３に決定された情報種別
の前記識別対象に関する情報を識別対象記憶情報として
上位記憶部２０６に記憶する上位制御部２００とを備え
た現金自動取引装置１００を構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙幣を取引処理する紙幣処理装置であって、
前記取引処理される紙幣を識別対象として該識別対象の識別情報を取得する識別情報取得
手段と、
前記識別情報取得手段による識別時の識別状況に基づいて前記識別対象に関して記憶する
情報種別を定める記憶情報種別決定手段と、
該記憶情報種別決定手段に決定された情報種別の前記識別対象に関する情報を識別対象記
憶情報として記憶手段に記憶する記憶制御手段とを備えた
紙幣処理装置。
【請求項２】
　紙幣を識別するときの紙幣の画像情報を取得する画像情報取得手段を備え、
前記画像情報取得手段は、
紙幣に印刷されている記番号部分の画像情報を記番号画像情報として取得する記番号画像
情報取得処理と、
前記紙幣の少なくとも片面全体の画像を全体画像情報として取得する全体画像情報取得処
理とを実行する構成であり、
前記情報種別は、
記番号画像情報と全体画像情報との種別が含まれている
請求項１に記載の紙幣処理装置。
【請求項３】
　前記記憶制御手段は、
前記識別状況が識別情報正常読取であった場合に、前記記番号画像情報を前記記憶手段に
記憶し、
前記識別状況が識別情報読取不可であった場合に、前記全体画像情報を前記記憶手段に記
憶する
請求項２に記載の紙幣処理装置。
【請求項４】
　前記識別情報読取不可であった場合は、
金種、枚数、真偽の少なくとも１つが不明な場合である
請求項３項に記載の紙幣処理装置。
【請求項５】
　前記記憶制御手段は、
前記識別対象記憶情報として、取引に関する取引情報と、該取引を行った顧客を特定する
顧客情報との少なくとも一方を前記記憶手段に記憶させる
請求項１～４のいずれか１項に記載の紙幣処理装置。
【請求項６】
　前記識別対象記憶情報は、
顧客が紙幣を受け渡したときの顧客の操作情報と、
紙幣を識別したときの紙幣の画像情報と、
紙幣を搬送したときの紙幣の搬送情報と、
のうち少なくとも１つ以上で構成される
請求項１～５のいずれか１項に記載の紙幣処理装置。
【請求項７】
　前記記憶手段で記憶した前記識別対象記憶情報に関連する少なくとも１つの限られた特
定情報から該特定情報に関連する前記識別対象記憶情報を検索する検索手段と、
前記検索手段で検索した識別対象記憶情報を表示させる表示手段とを備えた
請求項１～６のいずれか１項に記載の紙幣処理装置。
【請求項８】
　前記特定情報は、
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前記紙幣に印刷されている記番号と、該紙幣を保管した保管庫の番号との少なくとも一方
を含む
請求項７に記載の紙幣処理装置。
【請求項９】
　取引する顧客の取引動作を示す画像を撮影する撮影手段を備え、
該取引動作を示す画像を前記識別対象記憶情報と関連付けて記憶し、
前記検索手段で検索した識別対象記憶情報と関連付けて、前記撮影手段で撮影した顧客の
取引動作を示す画像を前記表示手段に表示する
請求項７に記載の紙幣処理装置。
【請求項１０】
　紙幣を処理する紙幣処理装置と、該紙幣処理装置と通信回線を介して通信するサーバと
を備えた紙幣処理システムであって、
前記紙幣処理装置は、
前記取引処理される紙幣を識別対象として該識別対象の識別情報を取得する識別情報取得
手段と、
前記識別情報取得手段による識別時の識別状況に基づいて前記識別対象に関して記憶する
情報種別を定める記憶情報種別決定手段と、
該記憶情報種別決定手段に決定された情報種別の前記識別対象に関する情報を識別対象記
憶情報として記憶手段に記憶する記憶制御手段とを備えた
紙幣処理システム。
【請求項１１】
　紙幣処理装置から記憶情報を取得する記憶情報取得手段と、
取得した記憶情報を出力する出力手段と、
該記憶情報に基づいて金種または枚数の少なくとも一方の入力を受け付ける入力手段とを
備えた
紙幣情報管理サーバ。
【請求項１２】
　紙幣を取引処理する紙幣処理装置を、
前記取引処理される紙幣を識別対象として該識別対象の識別情報を取得する識別情報取得
手段と、
前記識別情報取得手段による識別時の識別状況に基づいて前記識別対象に関して記憶する
情報種別を定める記憶情報種別決定手段と、
該記憶情報種別決定手段に決定された情報種別の前記識別対象に関する情報を識別対象記
憶情報として記憶手段に記憶する記憶制御手段として機能させるための
紙幣情報管理プログラム。
【請求項１３】
　取引処理される紙幣を識別対象として該識別対象の識別情報を取得する識別情報取得ス
テップと、
前記識別情報取得ステップによる識別時の識別状況に基づいて前記識別対象に関して記憶
する情報種別を定める記憶情報種別決定ステップと、
該記憶情報種別決定ステップに決定された情報種別の前記識別対象に関する情報を識別対
象記憶情報として記憶手段に記憶する記憶制御ステップとを備えた
紙幣処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、現金自動預払機（ＡＴＭ）や両替機に備えられるような紙幣処理装置に関
し、さらに詳しくは取引された紙幣と顧客とを対応付けて管理する紙幣処理装置、紙幣処
理システム、紙幣情報管理サーバ、紙幣情報管理プログラムおよび紙幣処理方法に関する
。
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【背景技術】
【０００２】
　一般に、ＡＴＭや両替機などに内部構成される紙幣処理装置は、入金取引により紙幣が
入金されると、その入金された紙幣の固有情報を紙幣読取部が読み取り、読み取った紙幣
の入金情報に応じて紙幣を装置内部に収納処理あるいは返却処理している。
【０００３】
　この紙幣の入金取引に関して、紙幣の記番号などの紙幣情報と顧客のＩＤ情報とを対応
させて記憶することにより、取り扱われた紙幣と顧客との関係を照合できるようにしてい
る。これにより、自動取引した際に、顧客による金銭トラブルや苦情が発生した場合は、
直ちに照合確認できるようにした装置が提案されている（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　しかし、紙幣の記番号と顧客のＩＤ情報を対応させて取り扱われた紙幣と顧客とを照合
する照合方式では、紙幣から記番号部分を読み取る時に問題がある。例えば、紙幣の破れ
、折れ、曲がり等で紙幣の形状や表裏の状態が認識できない場合がある。この場合は、記
番号を印刷している部分の位置を特定できないので、記番号の文字認識や記番号印刷部の
画像を記憶できない。また、認識できない紙幣を扱った際は、その後に金銭トラブルや苦
情が発生した場合に対処できなくなる。
【０００５】
　さらに、紙幣の固有情報を鑑別する紙幣鑑別手段で紙幣を鑑別した際に、金種や金額を
確定できない場合は、その紙幣を回収箱に回収する前に紙幣の画像を記憶しておく。これ
により、紙幣の金種情報だけでなく損券度合いの情報も記憶することができ、その後の金
融機関の係員による精査を容易にするという紙幣取扱い制御方法が提案されている（例え
ば特許文献２参照）。
【０００６】
　ところが、紙幣画像情報を記憶する場合は、この大きなデータサイズの画像を記憶、通
信、検索することになり、メモリや通信に対して運用上、大きな負担になる。さらに、大
量の画像情報を記憶するためコスト高となる問題が発生する。
【０００７】
　さらに、出金紙幣と、顧客から持ち込まれた紙幣の画像情報や特徴量データを記憶して
おき、これらの紙幣の照合が必要となった時に類似度を求めることにより、顧客との対応
が明確になって問題の解決を図るという紙葉類管理システムが提案されている（例えば特
許文献３参照）。
【０００８】
　しかしながら、この場合も紙幣画像情報のような大きなデータを扱う記憶方式では、そ
の大きなデータサイズを記憶し、さらに通信、検索することは、メモリや通信に対して運
用上、大きな負担になる。また、データサイズが大きいと検索する時間が膨大になり、シ
ステムの負担も大きい。このため、トラブル発生時に仮に紙幣と顧客との対応をとって対
処できるとしても、紙幣を取引した際に顧客を待たせる時間が長くなり、顧客へのサービ
ス性が低下することになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－３２８４９３号公報
【特許文献２】特公平６－１０１０５５号公報
【特許文献３】ＰＣＴ／ＪＰ２００８／０６４３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来技術ではこれらの紙幣および顧客の情報管理に際して、利便性の改善を望む技術内
容の課題を有していた。そこでこの発明は前記した課題を踏まえ、係員の利便性を確保し
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ながら顧客と紙幣との対応を確実に取り、しかも取引時に記憶する取扱データ量を小さく
することができる紙幣処理装置、紙幣処理システム、紙幣情報管理サーバ、紙幣情報管理
プログラムおよび紙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】
【００１１】
　この発明は、紙幣を取引処理する紙幣処理装置であって、前記取引処理される紙幣を識
別対象として該識別対象の識別情報を取得する識別情報取得手段と、前記識別情報取得手
段による識別時の識別状況に基づいて前記識別対象に関して記憶する情報種別を定める記
憶情報種別決定手段と、該記憶情報種別決定手段に決定された情報種別の前記識別対象に
関する情報を識別対象記憶情報として記憶手段に記憶する記憶制御手段とを備えたことを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明は、顧客と紙幣との対応を確実にとって照合確認でき、しかも紙幣を取引した
際の紙幣と顧客の情報を管理する取扱データ量を小さくして記憶できる紙幣処理装置、紙
幣処理システム、紙幣情報管理サーバ、紙幣情報管理プログラムおよび紙幣処理方法を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】紙幣取引システムの概略を示す説明図。
【図２】紙幣取引システムを構成する現金自動取引装置の主要なデータ処理部の構成をブ
ロックで示す内部構成図。
【図３】現金自動取引装置の紙幣の搬送経路を示す内部構成図。
【図４】入金取引時のデータ処理手順を示すフローチャート。
【図５】紙幣の搬送と紙幣の画像記憶との手順を示すフローチャート。
【図６】出金取引時のデータ処理手順を示すフローチャート。
【図７】入金口から識別部までの紙幣の搬送状態を模式的に示す説明図。
【図８】紙幣画像情報の記憶選択状態を示すフローチャート。
【図９】紙幣画像記憶の紙幣搬送条件との対応を示す図表。
【図１０】紙幣画像記憶の紙幣認識結果との対応を示す図表。
【図１１】各種データの格納内容を示す説明図。
【図１２】紙幣画像情報と紙幣搬送部との関係を示す説明図。
【図１３】紙幣画像情報の分離格納状態を示す説明図。
【図１４】識別記憶部と紙幣搬送条件との関係を示すフローチャート。
【図１５】取引ログ検索の内容を表わす検索画面の表示図。
【図１６】取引検索結果の内容を表わす検索画面の表示図。
【図１７】取引ログの入金計数の内容を表わす検索画面の表示図。
【図１８】取り忘れ一覧の内容を表わす検索画面の表示図。
【図１９】紙幣の追跡内容を表わす検索画面の表示図。
【図２０】検索結果の内容を表わす検索画面の表示図。
【図２１】紙幣の全面画像情報と記番号部分の画像情報の一例を示す表示図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　この発明の一実施例を以下図面に基づいて説明する。
【実施例】
【００１５】
　図１は紙幣取引システム１０の構成例を概略的に示している。この紙幣取引システム１
０は、銀行の本支店に設置された現金自動取引装置１００での紙幣の入出金取引に対応し
て構成している。
【００１６】
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　例えば、センター１のホストコンピュータＨＣと、各支店行の現金自動取引装置１００
とをインターネットＮＷ（通信回線）によりデータを送受信可能に接続して紙幣処理シス
テムとしての紙幣取引システム１０を構成している。さらに、センター１内において、ホ
ストコンピュータＨＣは現金自動取引装置１００と専用線によりデータを送受信可能に接
続している。そして、センター１内におけるホストコンピュータＨＣは、センター１を含
むそれぞれの支店行の現金自動取引装置１００を統括管理する紙幣情報管理サーバとして
機能する。
【００１７】
　この紙幣情報管理サーバとして備えられるホストコンピュータＨＣは、現金自動取引装
置１００からの紙幣トレースデータ等の記憶情報を取得する記憶情報取得手段としてのイ
ンターネットＮＷと、取得した記憶情報を出力する出力手段としてのパーソナルコンピュ
ータで構成されるデータ解析機ＰＣの表示器と、記憶情報に基づいて金種または枚数の少
なくとも一方の入力を受け付ける入力手段としてのデータ解析機ＰＣのキーボードおよび
マウス等を備えている。
【００１８】
　次に、現金自動取引装置１００に内部構成されている紙幣処理装置の主要な構成を図２
の制御ブロック図を参照して説明する。　
　この現金自動取引装置１００は、カメラ１１５と、表示操作部１２０と、通帳受付部１
４０と、カード受付部１３０と、紙幣受付払出機構部１１０とを、装置前面に対応させて
備えている。これらは、紙幣の入出金取引を要請する顧客の操作や顧客への表示、さらに
は紙幣・通帳の受け渡しに関与する機器である。
【００１９】
　カメラ１１５は、取引する顧客の取引動作を示す画像を撮影する撮影手段であり、例え
ばＣＣＤカメラが装置前面側に備えられる。
【００２０】
　紙幣受付払出機構部１１０は、装置前面に設置されて開閉されるシャッタ１１１（図３
参照）を介して、図２に点線で示すように、入金紙幣を受け入れ、返却紙幣を払い出し、
出金紙幣を払い出すという紙幣の受け渡し動作を実行する。
【００２１】
　表示操作部１２０は、液晶ディスプレイの表示面にタッチ入力させるタッチパネル兼用
の機能を備えており、液晶ディスプレイへの種々の文字情報・画像情報の表示を行うと共
に、顧客が入出金取引に伴って行う入力操作を受け付ける。
【００２２】
　カード受付部１３０は、カード搬送機器とカード読取機器を備え、顧客が入出金取引に
際して挿入した磁気ストライプカードやＩＣ内蔵カードを受け付け、入出金取引処理後に
はカード返却を行う。このカード受付部１３０には、明細票に入出金明細事項を記入して
明細票を発行する明細書発行機器が併設されている。
【００２３】
　通帳受付部１４０は、通帳搬送機器と通帳読取機器と通帳印字機器を備え、カードに代
わって、もしくはカードと共に顧客（入出金取引者）が挿入した通帳を受け付ける。入出
金取引処理後には入出金処理明細を通帳に記入した上で通帳を返却する。
【００２４】
　紙幣受付払出機構部１１０におけるシャッタ１１１の開閉や、表示操作部１２０での表
示、カード受付部１３０でのカード受付・返却、通帳受付部１４０での通帳受付・印字・
返却は、後述の制御部２００からの制御信号に基づいて実行される。
【００２５】
　カード受付部１３０はカードから入出金取引者を読み取り、通帳受付部１４０は通帳の
磁気ストライプ等から入出金取引者を読み取る。読み取られた入出金取引者は、表示操作
部１２０で顧客が実際に行った入出金取引操作に対応する信号と共に、制御部２００に出
力され、通信部２０２を通して、ホストコンピュータＨＣに出力される。
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【００２６】
　この入出金取引者は、顧客に固有のデータとして、口座開設時等において本人確認の上
に作成された情報であり、挿入されたカードや通帳から読み取られるほか、表示操作部１
２０での入金操作（例えば、暗証番号の入力、指紋や静脈紋といった生体識別データ）と
対応付けられている。
【００２７】
　時計２１０は、前述のネットワークＮＷを通して、例えば１時間に１回の割合で定期的
に、ホストコンピュータＨＣに内蔵されている時計と時刻が同じになるように時刻の補正
を実施する。入出金取引時には、時計２１０の時刻が入出金取引情報として記憶される。
【００２８】
　制御部２００は、コンピュータを用いて構成され、ＣＰＵやＲＡＭ・ＲＯＭおよびプロ
グラム等と共同して、通信部２０２と上位記憶部２０６と入出金取引者特定部２０８と時
計２１０を構成する。
【００２９】
　さらに、制御部２００には、紙幣を取引処理する現金自動取引装置１００を、前記取引
処理される紙幣を識別対象として該識別対象の識別情報を取得する識別情報取得手段とし
ての紙幣読取部１６０と、前記紙幣読取部１６０による識別時の識別状況に基づいて前記
識別対象に関して記憶する情報種別を定める記憶情報種別決定手段としての紙幣判定部１
６３と、該紙幣判定部１６３に決定された情報種別の前記識別対象に関する情報を識別対
象記憶情報として上位記憶部２０６に記憶する記憶制御手段として機能させるための紙幣
情報管理プログラムを備えている。
【００３０】
　通信部２０２は、インターネットＮＷと接続され、顧客の取引情報や、後述の上位記憶
部２０６に保存されている紙幣トレースデータ等のホストコンピュータＨＣへの送信や、
そのホストコンピュータＨＣからの紙幣トレース検索データの受信に関与する。
【００３１】
　現金自動取引装置１００は、前記した顧客に関与する機器に加え、装置の統括制御を担
う制御部２００のほかに、紙幣搬送部１５０、紙幣読取部１６０、保管部１７０を備えて
いる。制御部２００は、これらの機器との間でデータの送受信を行いながら紙幣の入金は
もとより、紙幣の入金に伴うカードや通帳の受け付けと払い出し、紙幣の真偽判定等の制
御を行う。
【００３２】
　次に、紙幣搬送部１５０と紙幣読取部１６０と保管部１７０（図３参照）における紙幣
の搬送とその保管について説明する。　
　紙幣の搬送は、図３に示すように入金される紙幣の受け付けと出金される紙幣の払い出
しを行う紙幣受付払出機構部１１０と、紙幣の保管を行う保管部１７０との間において行
われる。そして、紙幣受付払出機構部１１０では、シャッタ１１１の下方の紙幣投入ホッ
パ１１２と、紙幣払出スタッカ１１４とを備えている。
【００３３】
　紙幣投入ホッパ１１２は、入金時に顧客が投入した入金紙幣を受け取り、紙幣払出スタ
ッカ１１４へは顧客への返却紙幣が搬送される。出金時には出金紙幣が紙幣払出スタッカ
１１４に払い出される。
【００３４】
　一時保管庫１１６は、紙幣読取部１６０で紙幣を識別した結果、真紙幣と識別された紙
幣を一時的に保管する。保管部１７０は、回収庫１７２と各保管庫１７３とに分けて区画
されている。
【００３５】
　保管庫１７３は、現金自動取引装置１００が取り扱うことのできる紙幣を金種毎に用意
し、入金紙幣を金種毎に収納して保管する。この実施例では、３種類の金種の紙幣を取り
扱うことを想定しているので、３つの保管庫１７３が用意されている。
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【００３６】
　取り忘れ回収庫１７６は、入金取引の返却紙幣や出金取引の出金紙幣を顧客が取り忘れ
た際に、その紙幣を回収して保管する。　
　回収庫１７２は、汚れや破れなどの理由で再び出金しない紙幣を入金や出金取引時に、
回収して保管する。また、上述の取り忘れ回収庫１７６が満杯で取り忘れ回収紙幣を収納
することができない場合に、その取り忘れ回収紙幣を該回収庫１７２に回収して保管する
。
【００３７】
　回収庫１７２と、保管庫１７３と、取り忘れ回収庫１７６との紙幣出入口には、紙幣の
通過を検知する紙幣通過センサ１５５と、紙幣の搬送方向を切り換える切替ゲート１５６
がそれぞれ設置されている。紙幣通過センサ１５５の検知信号と紙幣読取部１６０が読み
取った金種判定信号は、入出金処理部１５１（図２参照）に出力され、この入出金処理部
１５１では、これらの信号に基づいてそれぞれの切替ゲート１５６を駆動する。これによ
り、入金紙幣は、回収庫１７２、保管庫１７３、あるいは取り忘れ回収庫１７６へと搬送
されて保管される。
【００３８】
　紙幣搬送部１５０は、前記した紙幣受付払出機構部１１０と保管部１７０との間に、以
下に説明する入金経路１５２や払出経路１５３や取り忘れ回収経路１５４に沿って紙幣の
搬送を行う。
【００３９】
　入金経路１５２は、紙幣受付払出機構部１１０の紙幣投入ホッパ１１２から、紙幣読取
部１６０を経由して一時保管庫１１６に至るまでの一時保管経路としての前半入金経路と
、一時保管庫１１６から紙幣読取部１６０を経由して保管部１７０の回収庫１７２や保管
庫１７３に至るまでの格納経路としての後半入金経路とで構成される。
【００４０】
　払出経路１５３は、保管部１７０の回収庫１７２や保管庫１７３から紙幣読取部１６０
を経て紙幣受付払出機構部１１０の紙幣払出スタッカ１１４に至るまでの経路で構成され
る。
【００４１】
　取り忘れ回収経路１５４は、紙幣受付払出機構部１１０の紙幣投入ホッパ１１２から、
紙幣読取部１６０を経由して取り忘れ回収庫１７６に至るまでの経路で構成される。
【００４２】
　紙幣搬送部１５０は、制御部２００の指令、詳しくは入出金処理部１５１の制御指令を
受けて図示しない搬送モータを駆動し、この搬送モータの出力に連動して回転する搬送ベ
ルト等により紙幣の搬送を行う。
【００４３】
　この紙幣搬送部１５０は、入金者が紙幣受付払出機構部１１０の紙幣投入ホッパ１１２
に紙幣を投入すると、紙幣投入ホッパ１１２から入金紙幣を１枚ずつ分離して内部に取り
込み、取り込んだ入金紙幣を１枚ずつ、入金経路１５２の前記の前半入金経路に送り出す
。このようにして送り出された入金紙幣は、紙幣読取部１６０の手前の紙幣通過センサ１
５５にて紙幣の通過が検知された後に、紙幣読取部１６０に達する。
【００４４】
　紙幣読取部１６０では、この入金紙幣をスキャナ部１６１にて読み取りスキャンし、そ
のスキャン結果を紙幣判定部１６３にて、紙幣の金種やその真偽、あるいは破れ等の紙幣
の使用状況等を判定する。
【００４５】
　前記スキャナ部１６１は、紙幣を識別するときの紙幣の画像情報を取得する画像情報取
得手段として備えられ、紙幣に印刷されている記番号部分の画像情報を記番号画像情報１
６１ｂ（図２１（Ｂ）参照）として取得する記番号画像情報取得処理と、紙幣の少なくと
も片面全体の画像を全体画像情報１６１ａ（図２１（Ａ）参照）として取得する全体画像
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情報取得処理とを実行する機能を有している。
【００４６】
　識別制御部１６２は、前述の判定結果を紙幣一枚毎に内部通信手段Ｂ７０６を経由して
入出金処理部１５１に出力し、入金紙幣は紙幣搬送部１５０により引き続き搬送される。
【００４７】
　前記紙幣判定部１６３の真偽判定で紙幣が真紙幣と判定された入金紙幣は、一時保管庫
１１６に搬送される。ここで取引成立するまで一時保管され、取引成立後に保管部１７０
へ搬送される。一時保管庫１１６に紙幣を搬送する際は、紙幣払出スタッカ１１４の手前
の払出経路１５３との分岐位置の切替ゲート１５６が駆動制御される。
【００４８】
　その一方、金種判定が不可であって、偽紙幣と判定された紙幣、寸法が異常と判定され
た紙幣などは、切替ゲート１５６を切替えて払出経路１５３より紙幣払出スタッカ１１４
まで返却する。これにより、紙幣は入金者に返却される。
【００４９】
　一時保管庫１１６に搬送された入金紙幣は、入金経路１５２の前記した後半入金経路に
沿って保管部１７０まで搬送される。つまり、一時保管庫１１６に搬送された入金紙幣は
、その手前の紙幣通過センサ１５５にて紙幣の通過が検知された後に、切替ゲート１５６
にて紙幣読取部１６０まで戻され、改めてこの紙幣読取部１６０でスキャンされる。
【００５０】
　このスキャンにより、保管部１７０へと搬送されつつある紙幣の金種や紙幣の使用状況
が判る。このことから、一時保管庫１１６に搬送された入金紙幣は、スキャン結果に応じ
た前記した後半入金経路に沿って保管部１７０の回収庫１７２や保管庫１７３まで搬送さ
れる。
【００５１】
　この場合、紙幣に汚れや破れがあるために再度出金できない不適な紙幣と読み取られる
と、回収すべき紙幣と判定され、当該紙幣は回収庫１７２に搬送されて保管される。一方
、適正な紙幣は保管庫１７３に保管される。該保管庫１７３には、金種毎に対応されて紙
幣が搬送される。
【００５２】
　紙幣出金時には、紙幣保管庫１７３のいずれかから指定された金種の紙幣が１枚ずつ分
離して繰り出され、紙幣読取部１６０へ搬送される。紙幣読取部１６０では紙幣の状態を
確認し、適正な出金紙幣と判断された紙幣は紙幣払出スタッカ１１４へ搬送される。それ
以外の紙幣は一時保管庫１１６へ搬送される。その後、一時保管庫１１６に搬送された紙
幣は再び紙幣読取部１６０へ搬送されて読み取られる。この読取結果によって紙幣は保管
庫１７３へ回収されるか、あるいは回収庫１７２に回収される。
【００５３】
　紙幣払出スタッカ１１４において、紙幣を一定時間経過しても顧客が受け取らなかった
場合には、押し板を駆動させ、払い出された紙幣を紙幣払出スタッカ１１４の空間から紙
幣投入ホッパ１１２の空間に移動させ、入金経路１５２を経て紙幣通過センサ１５５で検
知しながら紙幣を紙幣読取部１６０に搬送して紙幣の読み取りを行った後に、取り忘れ回
収庫１７６に搬送して収納する。
【００５４】
　次に、制御部２００、紙幣搬送部１５０および紙幣読取部１６０において、紙幣の記番
号や紙幣の画像情報を記憶する手順を説明する。　
　図４は入金取引時の処理手順を示すフローチャートである。　
この入金処理では、まず、入金者による入金取引があるまで待機する（ステップＳ１００
）。この入金取引の有無は、図１および図２に示すようにカード受付部１３０への入金者
によるカードの挿入、通帳受付部１４０への入金者による通帳の挿入、表示操作部１２０
に表示された入金受付の操作を入金者による操作で判定される。
【００５５】
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　入金者による入金取引があると、制御部２００は、入金者による入金操作を判読し（ス
テップＳ１０２）、前述のカードあるいは通帳の読取結果に基づいて入金者を特定する（
ステップＳ１０４）。
【００５６】
　通常、紙幣の入金に際しては、入金取引を要請する入金者自身の銀行口座、あるいは入
金者自身が所望する振込先の口座に対して行われることから、入金者には、所定の入力操
作が求められる。例えば、入金者には暗証番号が個別に割り振られているので、紙幣の入
金取引を要請する入金者には、この暗証番号の入力操作が求められる。
【００５７】
　制御部２００は、こうした入金者による表示操作部１２０での暗証番号の入力操作を判
読して、暗証番号の一致をもって入金者を特定する。この特定に際しては、ホストコンピ
ュータＨＣのデータ記憶部ＨＣＭに記憶した入金者特定データ、すなわちカードや通帳に
付加された入金者毎の入金者個別データと、入金者毎に予め定めた暗証番号データとを対
応付けた入金者特定データが参照される。
【００５８】
　この場合、入力判読した暗証番号とカードや通帳の入金者個別データとが一致しない場
合には、表示操作部１２０の表示画面に、暗証番号の誤入力等の旨を表示する。
【００５９】
　入金者の特定に続いては、制御部２００が紙幣の入金を受け付けるべく紙幣搬送部１５
０に紙幣の取り込みを指示する。入出金処理部１５１は、紙幣受付払出機構部１１０にお
けるシャッタ１１１の解放制御等を行い、顧客に入金紙幣を挿入させて入金紙幣を受け取
る（ステップＳ１０６）。
【００６０】
　つまり、シャッタ１１１を閉鎖した上で受け取った入金紙幣を１枚ずつ既述したように
入金経路１５２に受け入れて紙幣読取部１６０に搬送し、紙幣の画像を読み取る（ステッ
プＳ１０８）。
【００６１】
　ここで、ステップＳ１０８の紙幣搬送および紙幣画像の読取動作を図５のフローチャー
トに示す。　
　紙幣読取部１６０は、搬送されてくる入金紙幣を搬送しつつ（ステップＳ２００）、１
枚ずつ、内蔵するスキャナ部１６１にてスキャンし（ステップＳ２０２）、そのスキャン
結果を紙幣判定部１６３に出力する。
【００６２】
　紙幣判定部１６３は、紙幣の金種や真偽判定を行い、金種が判別不明の場合や真紙幣と
判定できない場合、あるいは搬送された紙幣の汚れ、破れ、折れ曲がりの状態や紙幣が２
枚以上重なって搬送されている場合など一時保管庫１１６に収納するのに不適と判定した
場合には当該紙幣について、入金者に返却する指示を入出金処理部１５１に出力する（ス
テップＳ２０４）。
【００６３】
　前述のスキャン結果は、さらに記番号抽出部１６５に出力され、紙幣に印刷されている
記番号部分の画像情報が抽出され、記番号認識部１６６および識別記憶部１６７に保存す
る。記番号認識部１６６は、この記番号画像を用いて記番号の文字認識を実行し、文字認
識結果を識別記憶部１６７に保存する（ステップＳ２０６）。ここでいう記番号部分の画
像情報とは、記番号を含む周辺の一部領域の画像情報をいう。
【００６４】
　前述の紙幣認識結果より当該紙幣が紙幣画像記憶条件に合致する場合には、当該紙幣全
体の画像情報等を識別記憶部１６７に保存する（ステップＳ２０８、Ｓ２１０）。紙幣画
像記憶条件については、図９、図１０とともに後述する。また、識別記憶部１６７に保存
するデータは、図１１とともに後述する。このような処理は紙幣投入ホッパ１１２に入金
されている紙幣を全て搬送するまで繰り返される（ステップＳ２１２）。
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【００６５】
　前述の紙幣が紙幣読取部１６０で読取不可と判定されると、紙幣払出スタッカ１１４へ
返却される。この紙幣払出スタッカ１１４に返却された紙幣を入金者が取り除き、再び入
金計数を実施するなどをして入金操作が行われる。
【００６６】
入金計数終了処理は、入金計数の金額が確定する場合と、入金者が返却された紙幣を取り
忘れて入金計数も確定せず取り忘れ回収する場合と、入金者が入金計数をキャンセルする
場合とで動作が異なる。入金者が入金計数の金額を確定した場合には、入金取引が成立し
、制御部２００は入金取引の明細票を印字し、通帳やカードを入金者に返却するルレスー
ブルる。、ながらるを図りながら（ステップＳ１１０）。
【００６７】
　その後、入出金処理部１５１から紙幣の搬送元・搬送先などの紙幣の付加情報を含む紙
幣搬送結果情報を内部通信回線Ａ７０２を経由して上位記憶部２０６に転送し記憶する（
図２参照）。その後、識別記憶部１６７に保存されている各紙幣搬送情報に関連付けられ
た紙幣画像情報は圧縮・暗号部１６８で圧縮と暗号化とを行い内部通信回線Ｃ７０８を経
由して上位記憶部２０６に転送し記憶する（ステップＳ１１２）。
【００６８】
　一時保管庫１１６に一時保管された紙幣は、これより下方の保管部１７０へと搬送され
る。このときに前述の図５で表わしたステップＳ２００～Ｓ２１２の処理と同様に、紙幣
読取部１６０にて紙幣画像情報の読み取りと保存を行う（ステップＳ１１４）。
【００６９】
　その後、読み取られた紙幣の画像情報を圧縮・暗号部１６８で圧縮と暗号化とを行い、
上位記憶部２０６に転送する（ステップＳ１１６）。なお、入金者が返却紙幣を一定時間
経過しても取り出さず、入金確定も実施しない場合には、取り忘れ回収処理を実施するこ
とになる。
【００７０】
　取り忘れ回収が行われた場合には、通帳やカードの回収が行われ（ステップＳ１１０）
、識別記憶部１６７に保存した画像情報を圧縮・暗号部１６８で圧縮と暗号化とを行い、
上位記憶部２０６に転送する（ステップＳ１１２）。紙幣払出スタッカ１１４は押し板を
駆動させ、払い出された紙幣を紙幣払出スタッカ１１４の空間から紙幣投入ホッパ１１２
の空間に移動させ、入金経路１５２を経て紙幣通過センサ１５５で検知しながら紙幣を紙
幣読取部１６０に搬送され紙幣画像情報の読み取りを行った後に、取り忘れ回収庫１７６
に搬送して収納する。一時保管庫１１６の紙幣は紙幣読取部１６０に搬送され紙幣画像情
報の読み取りを行い、紙幣は取り忘れ回収庫１７６に収納される（ステップＳ１１４）。
その後、読み取られた紙幣画像情報を圧縮・暗号部１６８で圧縮と暗号化とを行い、上位
記憶部２０６に転送する（ステップＳ１１６）。
【００７１】
また、入金キャンセルが行われた場合には、まず一時保管庫１１６に一時保管された紙幣
を紙幣受付払出機構部１１０より返却するとともに紙幣読取部１６０に搬送され紙幣画像
情報の読み取りを行い、前記と同様に画像情報を圧縮と暗号化とを行い上位記憶部２０６
に転送する（ステップＳ１１０～Ｓ１１６）。
【００７２】
　次に、出金取引時の処理手順を示す図６のフローチャートを参照して説明する。　
前述の入金処理と同様に、カードあるいは通帳が挿入されるまで待機している（ステップ
Ｓ３００）。出金者によりカードあるいは通帳が挿入されると、その読取結果に基づいて
出金者が特定される（ステップＳ３０２）。さらに、出金者により出金金額などの入力操
作（ステップＳ３０４）が行われ、入力された出金情報に応じて紙幣が保管庫１７３から
繰り出され、図５で示した入金時の動作（ステップＳ２００～Ｓ２１２）と同様に、紙幣
読取部１６０で紙幣の読み取りが行われる（ステップＳ３０６）。全ての紙幣について読
み取りが行われると、出金取引の明細票を印字し、通帳やカードを出金者に返却するなど
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の終了処理を実施する（ステップＳ３０８）。
【００７３】
　その後、識別記憶部１６７に保存した画像情報を圧縮・暗号部１６８で圧縮と暗号化を
行い、上位記憶部２０６に転送する（ステップＳ３１０）。
【００７４】
　出金された紙幣を出金者が一定時間経過しても受け取らない場合には、取り忘れ回収処
理を実施することになる。まず、通帳やカードを回収する終了処理を実施する（ステップ
Ｓ３０８）。受け取られなかった出金紙幣は紙幣読取部１６０に搬送され、紙幣画像情報
の読み取りを行った後（ステップＳ３１２）、取り忘れ回収庫１７６に収納される。その
後、読み取られた紙幣の画像を圧縮・暗号部１６８で圧縮と暗号化を行い、上位記憶部２
０６に転送する（ステップＳ３１４）。
【００７５】
　次に、紙幣の画像を記憶する処理動作について説明する。　
　図７は紙幣入金計数時の入金経路１５２について、紙幣投入ホッパ１１２から、紙幣読
取部１６０までの紙幣搬送状態を模式的に表した説明図である。この紙幣読取部１６０の
スキャナ部では紙幣の表裏をスキャンすることが運用上望ましいが、実施例では紙幣片面
の図で説明している。
【００７６】
　紙幣は紙幣投入ホッパ１１２から紙幣読取部１６０に向かって搬送される。紙幣読取部
１６０のスキャナ部１６１では、紙幣が通過している時も通過していない時も紙幣の画像
を撮影する。その撮影された画像情報は紙幣画像抽出部１６４に出力され、紙幣がスキャ
ナ部１６１を通過した後に、紙幣画像抽出部１６４により紙幣の先端から後端までが紙幣
画像情報として抽出される。
【００７７】
　図７の左側には紙幣５１１を読み取った画像情報を示し、図７の右側には記憶される紙
幣データ５２１を示す。例えば、紙幣が大きく傾いて搬送されたスキュー紙幣５１２の場
合には、紙幣搬送方向の先端から後端までの長さは、前述の紙幣データ５２１よりも長い
紙幣データ５２２として読み取られることになる。
【００７８】
　さらに、紙幣が２枚以上重なって搬送された重なり搬送紙幣５１３の場合には、先頭の
紙幣の先端から最後の紙幣の後端までが１つのデータ５２３として取り扱われる。
【００７９】
　現金自動取引装置１００に備えられている紙幣処理装置では、紙幣が破れなどで小さく
分断されている損券紙幣５１４を取り扱う場合もある。この損券紙幣５１４は破れ紙幣の
片辺が搬送路途中で搬送できずに停滞している場合や、もともと破れ紙幣が入金された場
合などに発生する。そして、これらの画像は装置内部で現金の精査不一致などの現金管理
で参照され、紙幣画像の記憶データ５２４として読み取られることになる。
【００８０】
　ところで、一方で取り扱いには至らない小さな紙くず５１５が搬送される場合もある。
これについては図８のフローチャートに示すように検出媒体としての紙幣の大きさに一定
の基準（例えば検出した紙幣の面積が２００ｍ2以上）を設け（ステップＳ４０１）、基
準以上の大きな面積の紙幣であれば、紙幣画像情報として記憶し（ステップＳ４０２）、
基準より小さい面積の紙幣であれば、紙幣以外と判断して紙幣画像を記憶しないようにす
る（ステップＳ４０３）。この基準は紙幣搬送路が媒体搬送として許容する大きさより小
さくてもよく、紙幣画像情報により紙幣搬送路の不具合を検出する場合に活用することが
できる。これらの画像情報は、前述の紙幣の搬送条件や紙幣の判定結果により条件が合致
した場合に識別記憶部１６７に出力される。
【００８１】
　ことに、データ管理に際して、制御部２００では紙幣に関する記憶データを必要最小限
に構成するために、取引処理される紙幣を識別対象とし、その識別対象の紙幣の識別情報
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を、識別情報取得手段としての紙幣読取部１６０で取得する。この紙幣読取部１６０で取
得した紙幣識別時の識別状況に基づいて記憶情報種別決定手段としての紙幣判定部１６３
が紙幣に関して記憶する情報種別を定める。さらに、この紙幣判定部１６３が定めた情報
種別の紙幣に関する情報を識別対象記憶情報として上位記憶部２０６に記憶させるように
記憶制御手段としての制御部２００が制御するデータ管理機能を備えている。
【００８２】
　このデータ管理機能に基づいて紙幣画像情報を記憶する際、紙幣画像記憶条件に従う。
例えば、出金取引動作の場合に、紙幣搬送及び識別情報が正常読取であった場合は、紙幣
に不明な点がない正常紙幣ではあるが、顧客が受け取った紙幣に対してクレームを付ける
場合がある。この出金紙幣と顧客との関連を後に照合確認できるようにするため、制御部
２００は小さな記憶容量で済む紙幣の記番号部分の画像情報を記番号画像情報１６１ｂと
して上位記憶部２０６に記憶するようにしてデータ管理しておく。なお、記番号部分の画
像情報とは、記番号を含む周辺の一部領域の画像情報をいう。
【００８３】
　これに対し、紙幣に異常が発生して識別情報読取不可の場合は明確に異常を捉える必要
があるため制御部２００は紙幣の全体画像を上位記憶部２０６に記憶してデータ管理して
おく。例えば、紙幣読取部１６０の紙幣認識結果で、紙幣の記番号部分が欠損である場合
や、明らかに偽札と判断される場合や、意図的な落書きやホログラムの欠損を検出した場
合など紙幣の異常が検出された場合に、制御部２００は金銭トラブル等の顧客クレーム対
応のために紙幣全体画像を上位記憶部２０６に記憶しておくことが非常に有効である。ま
た、紙幣読取部１６０で紙幣を読み取ったときに識別情報読取不可であった場合は、その
紙幣の金種、枚数、真偽の少なくとも１つが不明な場合であることを意味している。
【００８４】
　このように、紙幣画像記憶条件は、正常時に記番号部分のみを、異常時に全面を記憶す
るように設定されている。これにより、取引後の顧客クレーム対応のために紙幣と顧客と
を関連付けておく際、正常紙幣と判定した場合は記番号部分を記憶させるという必要最小
限の小さなデータ量で対処するようにし、異常紙幣と判定した場合は紙幣全面の画像情報
を記憶させる構成としている。このため、全ての紙幣に対して全面データを要しなくなり
、正常紙幣のときは小データで記憶するため記憶容量が少なくて済み、その分データ記憶
量の削減が図れ、データ処理の運用上において負担が減り、高速化および低コスト化を実
現可能にしている。
【００８５】
　さらに、スキャナ部１６１での画像取得に際して紙幣判定部１６３が定める情報種別と
して、記番号画像情報１６１ｂと全体画像情報１６１ａとの種別が含まれている。これに
より、紙幣判定部１６３により決定された画像を取得する際に、一部か全体かの画像の種
別が選択されて必要なデータのみを記憶させる能率のよいデータ管理構成を図っている。
【００８６】
　これらの紙幣画像記憶条件の一例を図９と図１０に示している。　
図９は紙幣搬送モードにおける紙幣の搬送状況と記憶フラグとの関係を図表で表わしてい
る。この図表によれば、紙幣を正常に搬送した場合は記憶しておく必要がないので紙幣全
面の画像情報は記憶しない。これに対し、正常搬送以外の搬送と認められた場合は搬送単
位毎に対応関係をとって全面の画像情報を記憶するように定義付けている。ここで、搬送
単位とは、搬送している紙幣の一塊をさし、正常時には紙幣１枚、重なり搬送時は重なっ
た複数の紙幣を１単位とする。
【００８７】
　詳述すると、搬送モードが入金計数の場合、搬送先が返却口（つまり返却紙幣）であれ
ば、紙幣全面画像の記憶をし、搬送先が一時保管庫（つまり正常取引）であれば紙幣全面
画像の記憶をしない。
【００８８】
　搬送モードが入金収納の場合、搬送先が回収庫であれば、認識結果（図１０参照）に応
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じて紙幣全面画像の記憶をするか否かを定め、搬送先が保管庫（つまり正常取引）であれ
ば紙幣全面画像の記憶をしない。
【００８９】
　搬送モードが入金返却取り忘れ回収の場合、搬送先は取り忘れ回収庫であり、紙幣全面
画像の記憶をする。
【００９０】
　搬送モードが入金放出の場合、搬送先が回収庫であれば、認識結果（図１０参照）に応
じて紙幣全面画像を記憶するか否か定め、搬送先が返却口であれば、認識結果（図１０参
照）に応じて紙幣全面画像を記憶するか否か定める。
【００９１】
　搬送モードが出金返却取り忘れ回収の場合、搬送先は取り忘れ回収庫であり、紙幣全面
画像の記憶をする。
【００９２】
　これにより、正常な搬送状態のときは紙幣の画像情報の記憶を省略し、正常搬送以外の
ときだけ紙幣の画像情報を記憶する。この際、正常に搬送する割合が多く、異常搬送の発
生頻度は極めて少ないため、紙幣の画像情報を取得する回数が少ないことから記憶容量が
少なくて済み、取引運用に際して能率のよいデータ管理が図れる。
【００９３】
　図１０は紙幣の画像を読み取った認識結果と記憶フラグとの関係を図表で表わしている
。この図表によれば、紙幣読取時に不明な点がないと認識した場合、あるいは取引者の利
用情報が一致して適性と認められた取引者条件が一致した場合は、懐疑余地がないため紙
幣全面の画像情報は記憶しない。これに対し、紙幣に不明な部分がある場合は識別情報毎
に対応関係をとって全面の画像情報を記憶するように定義付けている。
【００９４】
　詳述すると、認識結果が、金種不明、枚数不明、偽札検出、記番号条件一致、落書き・
ホログラム異常などの損券条件一致、記番号部分欠損、または読み取った媒体面積の大き
さが所定面積以上で画像を取得し、所定面積以下の画像を無視するように紙幣全面の画像
の記憶を行い、認識結果が、認識結果は正常または取引者条件一致の場合は、紙幣全面の
画像の記憶を行わない。
【００９５】
　これにより、正常な紙幣の場合は記番号部分の小さな画像情報を取得するに留め、異常
紙幣を検出した場合にのみ紙幣全面の画像情報を取得する。この際、正常紙幣の流通割合
が多く、異常紙幣の発生頻度は極めて少ないため、紙幣全面の画像情報を取得する回数が
少ないことから記憶容量が少なくて済み、取引運用に際して能率のよいデータ管理が図れ
る。
【００９６】
　これらの識別情報毎の定義は、係員パネルで表示・変更できる構成にしておくことが望
ましい。このようにすると、銀行運用への柔軟な対応が可能となる。
【００９７】
　さらに、取引時のデータ管理に際して、制御部２００は識別対象記憶情報として、取引
に関する取引情報と、該取引を行った顧客を特定する顧客情報との少なくとも一方を上位
記憶部２０６に記憶させる制御機能を有している。これにより、紙幣と顧客との照合対応
が必ずとれるようになり、紙幣や顧客を追跡可能に特定して管理することができる。
【００９８】
　制御部２００が記憶する識別対象記憶情報としての紙幣の記憶情報は、顧客が紙幣を受
け渡したときの顧客の操作情報と、紙幣を識別したときの紙幣の画像情報と、紙幣を搬送
したときの紙幣の搬送情報とのうち少なくとも１つ以上で構成される。
【００９９】
　まず、顧客が紙幣を受け渡したときの顧客の操作情報として、紙幣投入ホッパ１１２に
対し、不正な紙幣取扱い操作をＣＣＤカメラ等で顧客の取引動作を示す画像、例えば顧客
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の顔画像、あるいは顧客の手元画像を取得して、上位記憶部２０６に記憶するように構成
する。これにより、顧客の顔画像などから紙幣を取り扱う顧客を的確に特定して記憶管理
することができる。
【０１００】
　また、紙幣を識別したときの紙幣の画像情報の場合は、既述したように紙幣自体の画像
情報の特徴を正確に捉えて上位記憶部２０６に記憶させて管理することができる。これに
より、記番号部分の紙幣損傷はもちろん、様々な損券や偽紙幣の特徴を正確に記憶管理で
き、紙幣の追跡を可能にしている。
【０１０１】
　さらに、紙幣を搬送したときの紙幣の搬送情報の場合は、既述したように紙幣搬送状態
の画像情報の特徴を正確に捉えて上位記憶部２０６に記憶させて管理することができる。
これにより、紙幣の連れ出し、重なり状態、あるいは回収庫などの収納先が明確になり、
紙幣の存在を正確に記憶でき、紙幣の追跡性能を高めることができる。
【０１０２】
　次に、紙幣に付帯するデータを識別記憶部１６７に保存する際の紙幣付帯データの格納
内容を、図１１を参照して説明する。　
　紙幣付帯データ部は、紙幣が紙幣読取部１６０を通過する毎に更新される紙幣のＩＤと
、識別した紙幣の金種、識別した紙幣の姿勢方向、紙幣の真偽判定結果、紙幣に印刷され
た記番号を文字認識により読み取った紙幣番号、紙幣を搬送した時の後述する搬送元ＩＤ
と後述する搬送先ＩＤ、紙幣データ部には取引されたＡＴＭ等の現金自動取引装置１００
のＩＤ、取引された年月日および時刻、入金や出金などの取引種類、顧客の口座番号や顧
客名あるいは取引番号などの取引顧客情報、紙幣画像を格納するデータの種類を示すデー
タ選択情報によって構成される。これらは、紙幣の記憶情報を検索するための特定情報と
して利用される。
【０１０３】
　画像情報部は、記憶する紙幣のデータサイズ、記番号部分の画像情報、および前述の保
存条件によっては紙幣全体画像情報が追加される。
【０１０４】
　上述の搬送元ＩＤは、保管庫１７３であれば、該保管庫１７３のメモリに記憶されてい
る保管庫固有のＩＤ番号、あるいは紙幣投入ホッパ１１２や一次スタッカ１１６のいずれ
かである。
【０１０５】
　また、搬送先ＩＤは、紙幣払出スタッカ１１４、あるいは一時保管庫１１６、入出金ホ
ッパ、収納した保管庫１７３、回収庫１７２、取り忘れ回収庫１７６のいずれかである。
【０１０６】
　さらに、図１１の下側には識別記憶部１６７に記憶される記憶データのフォーマットの
一例を表わしている。この記憶データのフォーマットには全ての紙幣に対応して１枚ずつ
紙幣付帯データ部の記憶部と、画像情報部の記憶部とがそれぞれ備えられており、これら
に紙幣毎の識別結果データが記憶される。
【０１０７】
　これらの記憶データは、図１１記載の紙幣の付帯データ部および画像情報部の各データ
を関連付けて記憶しておき、後に紙幣追跡用および顧客追跡用に照合確認できるようにし
ている。
【０１０８】
　次に、図１２にてスキャナ部１６１で紙幣を読み取った紙幣画像情報と紙幣搬送部１５
０との関係について述べる。　
　紙幣搬送部１５０では、その搬送方向に連続的に搬送される紙幣の搬送間隔は、切替ゲ
ート１５６の切替に必要な時間の間搬送されている紙幣が移動する長さ、すなわちゲート
切替時の紙幣移動距離ＬＥＮＧよりも長く設定される。
【０１０９】
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　図１２の左側上部に示すスキュー量が小さい搬送状態の紙幣５１６の場合には、搬送さ
れている紙幣と紙幣との搬送方向間隔が、ゲート切替時の紙幣移動距離ＬＥＮＧよりも短
い紙幣間隔ＬＥＮ１となっている。この場合には、切替ゲート１５６が動作する時間を確
保できないため、紙幣搬送部１５０は切替ゲート１５６を固定して、これら２枚の紙幣を
1つの塊として扱う。このときに抽出された抽出データを紙幣画像情報５２６として読み
取る。
【０１１０】
　引き続き搬送される紙幣との搬送方向間隔ＬＥＮ２が前記ＬＥＮＧよりも大きい場合に
は、紙幣データは分離される。スキュー量が大きい搬送状態の紙幣５１７の場合にも２枚
の紙幣は１つの塊として扱われる。そのときの紙幣画像については、重なりはないので紙
幣画像情報５２７Ａ、５２７Ｂ毎に分けてもよい。この紙幣画像を２つに分離する際には
切替ゲート１５６との関連はないので、識別紙幣間隔はＬＥＮ３のように搬送方向に垂直
に測定する必要もなく、紙幣が重なっていなければよい。
【０１１１】
　このように紙幣画像の分離を行う場合には、スキュー量が大きい搬送状態の紙幣５１７
のような搬送条件の紙幣データは、図１３の紙幣２に示すように、１つの紙幣付帯データ
の中に２つの紙幣画像情報５２７Ａ，５２７Ｂが格納されることになる。このとき、紙幣
読取部１６０がそれぞれの紙幣に対して金種判別が可能であれば、紙幣付帯データ部にそ
れぞれの紙幣について金種を格納させる方式としてもよい。
【０１１２】
　次に、識別記憶部１６７と紙幣搬送条件との関係について図１４のフローチャートを参
照して説明する。　
　識別記憶部１６７は高速応答性が重視されるためコストも高く、上位記憶部２０６とは
別に紙幣読取部１６０に実装される。
【０１１３】
　また、識別記憶部１６７は紙幣画像情報を一時的に記憶しておく手段であり、記憶され
た紙幣データは紙幣搬送完了後に圧縮・暗号部１６８で圧縮と暗号化とを行い、上位記憶
部２０６に出力される。
【０１１４】
　通常の取引では、異常紙幣の発生はほとんどなく、紙幣の読み取りは正常に終了する。
このため、紙幣全面の紙幣画像情報を必要とする確率は低い。この結果、識別記憶部１６
７の容量は紙幣投入ホッパ１１２が許容する枚数、例えば２００枚よりも小さな２０枚分
の画像情報が保存できれば十分である。
【０１１５】
　しかし、悪条件では２００枚の全てに対して紙幣画像を取得する場合もありうる。この
悪条件のために識別記憶部１６７の容量を２００枚分とするのは製品コストの効率が悪い
。そのため、紙幣搬送の結果、識別記憶部１６７に紙幣データが記憶され、識別記憶部１
６７の残り容量が少なくなると（ステップＳ５０１）、紙幣搬送部１５０は、紙幣投入ホ
ッパ１１２の紙幣の繰り出しを一時的に中断する（ステップＳ５０２）。中断後も、何枚
かは紙幣読取部１６０を通過するので、その所定枚数分の記憶容量は確保しておく必要が
ある。
【０１１６】
　この実施例では前記所定枚数分の一基準例として３枚分とした。紙幣が全て通過して紙
幣データを読み取った後に、紙幣読取部１６０は、識別記憶部１６７の紙幣データを圧縮
・暗号部１６８で圧縮と暗号化とを行い、上位記憶部２０６に送信し、識別記憶部１６７
をクリアする（ステップＳ５０３）。その後、紙幣投入ホッパ１１２の繰り出しを再開し
て紙幣搬送動作を続ける（ステップＳ５０４）。
【０１１７】
　このような画像情報取得方式により、より最小の紙幣記憶部１６７で対処できるように
なり、コスト効果の高い製品を実現することができる。特に、装置内紙幣精査など大量に
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紙幣搬送を行う場合に有効である。
【０１１８】
　これらのデータは紙幣取引の度に紙幣読取部１６０と紙幣処理部１５０にて取得され、
制御部２００の上位記憶部２０６に出力され、蓄積される。　
　この制御部２００では上位記憶部２０６で記憶した紙幣の記憶情報に関連する少なくと
も１つの限られた特定情報から該特定情報に関連する紙幣の記憶情報を検索する検索機能
と、該検索機能で検索した紙幣の記憶情報を表示手段としての表示操作部１２０に表示さ
せる表示機能を備えている。
【０１１９】
　これにより、１つの限られた特定情報、例えば紙幣に印刷されている記番号と、該紙幣
を保管した保管庫の番号との少なくとも一方を含むものから紙幣および顧客を検索して特
定することができる。保管庫としては、回収庫１７２、保管庫１７３、取り忘れ回収庫１
７６である。
【０１２０】
　さらに、制御部２００は取引する顧客の取引動作を示す画像、例えば顔画像および手元
画像等を撮影したカメラ１１５の画像を紙幣の記憶情報と関連付けて記憶し、これと、検
索機能により検索した紙幣の記憶情報とを関連付けて、カメラ１１５で撮影した顧客の取
引動作を示す画像を表示操作部１２０に表示する表示機能を備えている。
【０１２１】
　これにより、取引者の取引動作を示す画像、例えば顔画像および手元画像等が表示され
るため、顧客が紙幣取引者本人なのか否かの確認を行い、同時に不審な動作がないことも
確認することができる。さらに、紙幣全体画像を記憶してあれば、顧客に対して、より納
得性の高い情報を提供できる。
【０１２２】
　次に、現金自動取引装置１００の取引中、あるいは取引直後において、顧客からのクレ
ーム要請に対応する場合を図１５～図２０により説明する。　
　図１５は、取引ログを検索する取引ログ検索画面１２１を示し、図１６は、取引検索結
果を表示する取引検索結果表示画面１２２を示し、図１７は、個別の取引ログを詳細表示
する取引ログ詳細表示画面１２３を示す。
【０１２３】
　図１５に示すように、取引ログ検索画面１２１には、取引番号入力部１２１ａと、日時
入力部１２１ｂと、検索ボタン１２１ｃと、戻るボタン１２１ｄが設けられており、取引
番号や日時で検索が行えるように構成されている。
【０１２４】
　図１６に示すように、取引検索結果表示画面１２２は、一覧表示部１２２ａと、カーソ
ル下移動ボタン１２２ｂと、カーソル上移動ボタン１２２ｃと、決定ボタン１２２ｄと、
戻るボタン１２２ｅとが設けられている。一覧表示部１２２ａには、日時、処理、カメラ
、および紙幣を表示する。
【０１２５】
　これにより、検索結果を一覧表示部１２２ａに一覧表示し、カーソル下移動ボタン１２
２ｂとカーソル上移動ボタン１２２ｃとで下や上にカーソルを移動し、決定ボタン１２２
ｄで詳細に見る情報を決定できる。
【０１２６】
　図１７に示すように、取引ログ詳細表示画面１２３は、顧客画像表示部１２３ａ、手元
画像表示部１２３ｃ、外部カメラ１画像表示部１２３ｂ、外部カメラ２画像表示部１２３
ｄ、紙幣ログボタン１２３ｅ、および戻るボタン１２３ｆが設けられている。
【０１２７】
　顧客画像表示部１２３ａは、現金自動取引装置１００を操作する顧客の画像を動画像で
表示し、手元画像表示部１２３ｃは、現金自動取引装置１００を操作する顧客の手元画像
を動画像で表示する。外部カメラ１画像表示部１２３ｂおよび外部カメラ２画像表示部１
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２３ｄは、それぞれ外部カメラ１，２で撮影した画像を動画像で表示する。これらの動画
像は、再生ボタンと停止ボタンとで再生停止が行える。紙幣ログボタン１２３ｅは、当該
取引で出金等した紙幣の記番号を表示する記番号表示画面へ移行するボタンである。搬送
モード表示部１２３ｇは、外部カメラ画像撮影時の搬送モードが表示される。例えば入金
計数や出金放出や取り忘れ回収などである。
【０１２８】
　図１８は、取り忘れ紙幣を一覧表示する取り忘れ一覧画面１２４を示す。取り忘れ一覧
画面１２４は、一覧表示部１２４ａと、カーソル下移動ボタン１２４ｂと、カーソル上移
動ボタン１２４ｃと、印刷ボタン１２３ｄと、保存ボタン１２４ｅと、選択ボタン１２４
ｆと、戻るボタン１２２ｇとが設けられている。一覧表示部１２４ａには、日時、取り忘
れ紙幣、さらに金種や枚数が確定できた場合には“○”、確定できなかった場合には“×
”を表示する。
【０１２９】
　これにより、検索結果を一覧表示部１２４ａに一覧表示し、カーソル下移動ボタン１２
４ｂとカーソル上移動ボタン１２４ｃとで下や上にカーソルを移動し、選択している情報
の詳細情報を印刷ボタン１２４ｄで印刷する、選択している情報の詳細情報を保存ボタン
１２４ｅで保存する、選択している情報を選択ボタン１２４ｆで記番号や紙幣画像を詳細
に見る後述の図２０で説明する検索結果一覧画面１２６に移行するといったことを実行で
きる。
【０１３０】
　図１９は、検索により紙幣追跡を行うための紙幣追跡画面１２５を示す。　
　紙幣追跡画面１２５は、期間入力部１２５ａ、金種入力部１２５ｂ、記番号入力部１２
５ｃ、発見入力部１２５ｄ、ＡＴＭ入力部１２５ｅ、取引番号入力部１２５ｆ、紙幣読み
込みボタン１２５ｇ、戻るボタン１２５ｈ、および検索ボタン１２５ｊが設けられている
。
【０１３１】
　期間入力部１２５ａは、期間の入力を受け付け、金種入力部１２５ｂは、金種の入力を
受付、記番号入力部１２５ｃは、記番号の入力を受け付ける。発見入力部１２５ｄは、発
見した回収庫ＩＤや保管庫ＩＤの入力を受け付け、ＡＴＭ入力部１２５ｅは、検索対象の
現金自動取引装置１００の特定情報（号機番号など）の入力を受け付け、取引番号入力部
１２５ｆは、取引番号の入力を受け付ける。
【０１３２】
　紙幣読み込みボタン１２５ｇは紙幣読み込みを実行し、検索ボタン１２５ｊは検索を実
行する。
【０１３３】
　図２０は、検索結果を一覧表示する検索結果一覧画面１２６を示す。検索結果一覧画面
１２６は、一覧表示部１２６ａと、記番号表示部１２６ｂと、紙幣画像表示部１２６ｃと
、全体ボタン１２６ｄと、表裏ボタン１２６ｅと、拡大ボタン１２６ｆと、カーソル下移
動ボタン１２６ｇと、カーソル上移動ボタン１２６ｈと、ページ下移動ボタン１２６ｉと
、ページ上移動ボタン１２６ｊと、戻るボタン１２６ｋとが設けられている。
【０１３４】
　一覧表示部１２６ａは、番号、日時、搬送元、搬送先を表示する。記番号表示部１２６
ｂは、記番号部分の画像を表示し、紙幣画像表示部１２６ｃは、紙幣全体の画像を表示す
る。全体ボタン１２６ｄは、紙幣画像表示部１２６ｃを全体表示し、表裏ボタン１２６ｅ
は、紙幣画像表示部１２６ｃに表示する画像を表裏反転し、拡大ボタン１２６ｆは、紙幣
画像表示部１２６ｃに表示する画像を拡大する。カーソル下移動ボタン１２６ｇとカーソ
ル上移動ボタン１２６ｈは、一覧表示部１２６ａのカーソルを下や上へ移動し、ページ下
移動ボタン１２６ｉとページ上移動ボタン１２６ｊは、一覧表示部１２６ａの表示をペー
ジ単位で下や上に移動する。カメラボタン１２６ｍは、顧客画像表示部１２３に移行する
ボタンである。
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【０１３５】
　この図１５～図２０に示した各画面は、表示操作部１２０や、データ解析機ＰＣの表示
器に表示され、次のように利用される。　
　例えば、紙幣取引者より、現金自動取引装置１００から出金された紙幣が偽物であると
のクレームを受けた場合に、現金自動取引装置１００に記憶された紙幣情報を用いて、当
該紙幣が本当に現金自動取引装置１００から出金されたのか、あるいは顧客が嘘のクレー
ムで外部から持ち込んでいるのかを確認する。
【０１３６】
　なお、以前の運用であれば、持ち込まれた偽札が現金自動取引装置１００で受け付ける
かどうかの確認をする。現金自動取引装置１００は出金時にも紙幣読取部１６０で出金紙
幣の鑑定を行い、紙幣が真券であることを確認してから出金するので、仮に保管庫１７３
に偽札が装填されていた場合には、当該偽札は回収庫１７２に回収されて出金されること
はない。したがって、顧客クレーム時に持ち込み紙幣が現金自動取引装置１００で排除さ
れる場合には、現金自動取引装置１００から出金されたものではないことが判る。しかし
ながら、顧客には納得してもらえない状況があり、紙幣が同一であることを示すことが必
要になる。
【０１３７】
　この実施例によると、顧客が取引した結果、現金自動取引装置１００から発行された明
細書に印刷されている時刻、あるいは取引Ｎｏを表示操作部１２０に表示されている図１
５の入力画面にしたがって入力すると、その取引前後の各情報から取引検索結果に該当す
る取引情報を図１６に太い実線で囲って示す如く、表示操作部１２０に特定して表示する
ことができる。この検索結果には、取引者の顔カメラ画像と取引者の手元カメラ画像と紙
幣情報のデータ有無が表示される。
【０１３８】
　該当する取引条件を選択し、決定ボタンを押下すると、図１７に示す如く、カメラ画像
表示画面に切り替わり、当該取引のカメラ映像を再生することができる。係員はここで、
顧客が紙幣取引者本人なのか否かの確認を行い、同時に不審な動作がないことも確認する
ことができる。
【０１３９】
　さらに、紙幣ログボタンを押下すると、当該紙幣取引で顧客に出金した紙幣の記番号を
表示し、持ち込まれた紙幣との照合が行われ、顧客にも同一の紙幣であることを示すこと
ができる。さらに、紙幣全体画像を記憶してあれば、顧客に対して、より納得性の高い情
報を提供できる。
【０１４０】
　次に、取り忘れ紙幣の取扱い処理動作について説明する。紙幣入金計数で返却された紙
幣や、一定時間経過しても出金紙幣を受け取らなかった場合に、取り忘れ回収処理が行わ
れる。これらの紙幣は、口座入出金の処理は行われず、取引者が所有者であるため、後日
取引者に返却される。
【０１４１】
　また、取り忘れ回収では当該紙幣は紙幣読取部の真偽判定結果の如何に関わらず、紙幣
は取り忘れ回収庫に収納される。当該紙幣は原則現物を取引者に返却する必要があり、紙
幣情報の詳細な記録として紙幣全体画像を取得しておくことが望ましい。図１９の検索画
面で、取り忘れ回収庫のＩＤを入力すると、図１８の如く、取り忘れ回収取引の一覧が表
示される。さらに特定の取引を選ぶと図２０の検索画面が表示され、それぞれの紙幣取引
情報を表示される。各取引時の紙幣の記番号を確認し、カセット内の紙幣を取引者別に分
離する。
【０１４２】
　さらに、なんらかの原因により記番号が読めない場合も含めて、紙幣全体画像を用いて
金種や枚数を確認する。これらにより、取り忘れ回収庫１７６の紙幣を確実に取引者の元
へ返却することができる。なお、金種や金額が確定されていれば現物返却ではなく返金金
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額が合っていれば良いとする運用も可能である。その場合には図１８の確定情報が有効で
ある。
【０１４３】
　なお、中国では取り忘れが多く、取り忘れ回収庫１７６が満杯となった場合には、装置
を停止することなく、その後、取り忘れ紙幣の回収を回収庫１７２で実施し、装置の稼動
を継続する場合がある。したがって、この運用は回収庫１７２から取り忘れ回収紙幣を探
し出す場合にも適用される。
【０１４４】
　次に、これらの画像取得データを検索し、その検索結果に基づいて紙幣を追跡する方法
の一例を示す。　
　例えば、回収庫１７２がセンター１の紙幣整理部に運び込まれ、その回収庫１７２から
偽札ＮＣが発見された場合（図１）には、その偽札発見時点から紙幣を追跡する際、紙幣
追跡画面（図１９）により、当該紙幣の入金者を特定する。入金者の特定を行う係員は、
センター１のホストコンピュータＨＣに接続されたデータ解析機ＰＣを用いて、検索対象
の期間と金種、発見された偽札の記番号、発見された回収庫１７２のＩＤを入力する。偽
札ＮＣの記番号部分が破損していたり汚れで読む事ができない場合にはスキャナなどから
読み込ませて紙幣画像の類似度から検索する事もできる。
【０１４５】
　検索を開始すると、当該回収庫１７２のＩＤが実装されていた現金自動取引装置１００
から、紙幣取引情報がホストコンピュータＨＣに送付される。紙幣取引情報は、回収庫１
７２への回収時や、一日の業務終了後にホストコンピュータＨＣに送付する運用でもよい
。紙幣取引情報が予めホストコンピュータＨＣに送付されていれば、検索前の紙幣取引情
報の伝送を検索前に完了させておくことができる。検索が実行されると、紙幣情報から一
致度の高い順に紙幣取引情報が表示される。　
　例えば、紙幣に印刷されている記番号が全数一致していれば一番目に表示され、次に１
桁異なる記番号に関連付けられた紙幣取引情報が順次表示される。これにより記番号文字
認識時に記番号を誤認識した場合でも検索結果に該当の情報を表示することができる。
【０１４６】
　この回収庫１７２には入金取引以外で収納された紙幣が収納されている場合もある。例
えば、出金準備で保管庫から繰り出されたが、紙幣識別が不完全で回収庫に収納されてし
まう場合である。これら紙幣の出所元を明確にするため、当該紙幣が搬送された時の搬送
元・搬送先情報も合わせて表示される。
【０１４７】
　さらに、入金者から投入されたものであれば、搬送元に紙幣投入ホッパ１１２を示す情
報が表示される。該当紙幣の搬送元が保管庫１７３であれば、係員が装填した紙幣に偽札
が混ざっていたと判断できる。
【０１４８】
　発見された紙幣の記番号を検索した結果、表示された取引情報の記番号が一致していれ
ば、発見された紙幣の取引情報であると確認できる。
【０１４９】
　検索結果の１つを選択して紙幣画像が記憶されている場合には、その紙幣データの紙幣
画像を表示させることができる。係員は紙幣画像より記番号以外の情報、例えば紙幣の皺
や汚れ具合を照合することができる。表示操作部の「全体」キーを押下すると紙幣全面が
映し出され、「拡大」キーを押下すると特定部分が拡大される。また「表裏」キーを押下
すると紙幣画像の表面と裏面の表示を切り替えることができる。また、カメラで撮影した
顧客の取引動作を示す画像を表示して取引時の顧客の様子を確認することができる。
【０１５０】
　このような検索と検索結果の表示を確認することにより、係員は偽札が現金自動取引装
置のどの取引で取り込まれたのかを知ることができる。さらに、日時情報からホストコン
ピュータの情報と照合して犯人を特定することができる。
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【０１５１】
　以上に説明したように、紙幣が正常に受け付けられている場合では紙幣の全面画像情報
は不要であるので取得せず、紙幣の汚れ、破れなどの異常紙幣を検出した場合や取り忘れ
紙幣を回収したときなどの搬送変更が生じた場合などに紙幣の全面画像情報を取得する。
したがって、正常紙幣や正常搬送のときだけ紙幣の全体画像情報１６１ａを記憶すること
になる。特に、紙幣の入出金取引時に異常紙幣の発生や搬送変更が生じる頻度は少なく、
正常紙幣および正常搬送がほとんどである。
【０１５２】
　これにより、紙幣の全体画像情報１６１ａを取得する回数が少ないことから記憶容量が
少なくて済み、取引運用に際して業務コストを抑え、且つ効率のよい運用を図ることがで
きる。また、記憶データ量の低減に伴い、顧客と紙幣の照合確認時での高速応答性を促進
できるため顧客を待たせる時間が短縮し、顧客へのサービス性が向上する。また、記憶デ
ータ量の低減に伴って低コスト化も同時に図ることができる。
【０１５３】
　さらに、取引時のデータ管理に際して、制御部２００は識別対象記憶情報として、取引
に関する取引情報と、該取引を行った顧客を特定して記憶させる制御機能を有しているた
め、紙幣と顧客との対応が必ずとれるようになり、紙幣と顧客とを追跡可能に管理するこ
とができる。
【０１５４】
　また、紙幣を取引した際に、顧客が不審に思い係員に苦情を要請する顧客クレームが生
じても、取り扱った紙幣の画像情報および顧客の取引動作を示す画像、例えば顔画像およ
び手元画像等を表示させて明瞭に確認させることができるため、顧客の勘違いなどによる
金銭トラブルのような苦情や悪意の問い合わせ時には、明瞭な画像情報が証拠データとな
るため、的確に表示確認させて顧客に納得させることができ、直ちに金銭トラブルを解消
することができる。ことに、不正行為の場合は取得した画像情報が本人を特定する貴重な
証拠データとなるため効果的である。
【０１５５】
　また、全ての紙幣について、特定可能な画像を残すことができる。すなわち、紙幣全体
の画像を残すか、記番号部分の画像を残すことで、利用者に対して処理した紙幣を画像で
特定して説明することが可能となる。さらに、搬送された何らかの媒体が所定の大きさよ
りも小さい場合には、異物等の不適な媒体と判定し、上述した識別対象の紙幣としては取
り扱わないため、検索対象にゴミなどの不要なデータが混入することも無い。
【０１５６】
　以上、この発明の実施例について説明したが、この発明は前記した実施の形態に限られ
るものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様にて実施することが可能
である。
【０１５７】
　例えば、上述の実施例では顧客の取引動作を示す画像、例えば顔画像および手元画像等
を取得して取引者の記憶情報を取得する例を示したが、これに限らず、顧客の指紋、声紋
、虹彩等の情報を取得して記憶するように構成することもできる。
【産業上の利用可能性】
【０１５８】
　紙幣を取り扱うＡＴＭ、両替機、券売機などの自動取引する装置の全般に適用すること
ができる。
【符号の説明】
【０１５９】
　　１０…紙幣取引システム
　　１００…現金自動取引装置
　　１１５…カメラ
　　１２０…表示操作部
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　　１６０…紙幣読取部
　　１６１…スキャナ部
　　１６３…紙幣判定部
　　１６６…記番号認識部
　　２００…制御部
　　２０６…上位記憶部
　　２０８…入出金取引者特定部
　　ＨＣ…ホストコンピュータ
　　ＨＣＭ…データ記憶部

【図２】 【図３】
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】
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【図１】

【手続補正書】
【提出日】平成23年6月29日(2011.6.29)
【手続補正１】



(29) JP 2012-18534 A 2012.1.26

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　入金計数終了処理は、入金計数の金額が確定する場合と、入金者が返却された紙幣を取
り忘れて入金計数も確定せず取り忘れ回収する場合と、入金者が入金計数をキャンセルす
る場合とで動作が異なる。入金者が入金計数の金額を確定した場合には、入金取引が成立
し、制御部２００は入金取引の明細票を印字し、通帳やカードを入金者に返却する（ステ
ップＳ１１０）。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　これらのデータは紙幣取引の度に紙幣読取部１６０と紙幣搬送部１５０にて取得され、
制御部２００の上位記憶部２０６に出力され、蓄積される。　
　この制御部２００では上位記憶部２０６で記憶した紙幣の記憶情報に関連する少なくと
も１つの限られた特定情報から該特定情報に関連する紙幣の記憶情報を検索する検索機能
と、該検索機能で検索した紙幣の記憶情報を表示手段としての表示操作部１２０に表示さ
せる表示機能を備えている。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５１】
　以上に説明したように、紙幣が正常に受け付けられている場合では紙幣の全面画像情報
は不要であるので取得せず、紙幣の汚れ、破れなどの異常紙幣を検出した場合や取り忘れ
紙幣を回収したときなどの搬送変更が生じた場合などに紙幣の全面画像情報を取得する。
したがって、異常紙幣や異常搬送のときだけ紙幣の全体画像情報１６１ａを記憶すること
になる。特に、紙幣の入出金取引時に異常紙幣の発生や搬送変更が生じる頻度は少なく、
正常紙幣および正常搬送がほとんどである。
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