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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬貨投入口と、
　前記硬貨投入口への硬貨の投入を検出する硬貨検出部と、
　前記硬貨投入口への投入後の硬貨を釣銭硬貨として金種別に収納する釣銭収納部と、
　前記釣銭収納部における前記硬貨の保留状態を検出する釣銭検出部と、
　自動販売機の制御を司る第１制御部から各販売の終了を示す販売待機信号が供給される
と、前記硬貨検出部及び前記釣銭検出部に電源を供給する待機モードと、前記硬貨検出部
のみに電源を供給する省電力モードとを、自己の判断で選択的に設定する第２制御部と、
　前記販売待機信号が供給されると計時を開始し、前記販売待機信号とは異なる信号が供
給されると計時を停止するタイマと、を備え、
　前記第２制御部は、前記販売待機信号が供給されると、前記待機モードを設定し、前記
タイマの計時時間が可変である所定時間を経過すると、前記省電力モードを設定する
　ことを特徴とする硬貨処理装置。
【請求項２】
　前記第２制御部は、前記硬貨検出部から前記硬貨投入口への硬貨の投入を示す信号が供
給されると、前記待機モードを設定することを特徴とする請求項１に記載の硬貨処理装置
。
【請求項３】
　前記第２制御部は、前記自動販売機の扉が開放された後、前記釣銭硬貨の強制的な払出
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しを許可する信号が供給されると、前記待機モードを設定することを特徴とする請求項１
に記載の硬貨処理装置。
【請求項４】
　前記第２制御部は、前記自動販売機の扉が開放された後、前記釣銭硬貨を強制的に払出
す操作が行われたことを示す信号が供給されると、前記待機モードを設定することを特徴
とする請求項１に記載の硬貨処理装置。
【請求項５】
　前記第２制御部は、紙幣処理装置に供給された紙幣に対して釣銭の払出しを要求する信
号が供給されると、前記待機モードを設定することを特徴とする請求項１に記載の硬貨処
理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、硬貨処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、先の商品の販売時に、その代金として投入された硬貨を釣銭硬貨として収納し
、後の商品の販売時に、投入された硬貨の金額に対し釣銭の返却が必要なときに、収納さ
れた釣銭硬貨の一部を払出す硬貨処理装置を備えた自動販売機が知られている。
【０００３】
　この硬貨処理装置には、硬貨の投入を検出する所定のセンサを備え、例えば、センサが
硬貨の投入を検出すると硬貨の特徴（材質、外径、板厚等）を判別するための所定の判別
手段に電源を所定時間供給し、その後は判別手段への電源の供給を停止することによって
、省電力を図るものがある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－１６３５３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示される硬貨処理装置では、硬貨の投入を検出してから所定時間経過後
に待機モードから省電力モードに入る。尚、省電力モードは前述した判別手段に電源を供
給しないモードであり、待機モードはこの判別手段に電源を供給するモードである。
【０００５】
　このため、例えば自動販売機の設置場所や販売時間帯等によっては、実際に必要な待機
モードの時間に対し固定された所定時間が不必要に長すぎて、その分だけ無駄な電力を消
費するという問題がある。
【０００６】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、待機モ
ードと省電力モードとを自己の省電力を向上させるべく柔軟に設定可能な硬貨処理装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するための発明は、硬貨投入口と、前記硬貨投入口への硬貨の投入を検
出する硬貨検出部と、前記硬貨投入口への投入後の硬貨を釣銭硬貨として金種別に収納す
る釣銭収納部と、前記釣銭収納部における前記硬貨の保留状態を検出する釣銭検出部と、
自動販売機の制御を司る第１制御部から各販売の終了を示す販売待機信号が供給されると
、前記硬貨検出部及び前記釣銭検出部に電源を供給する待機モードと、前記硬貨検出部の
みに電源を供給する省電力モードとを、自己の判断で選択的に設定する第２制御部と、を
備えた硬貨処理装置である。　
　この硬貨処理装置によれば、自動販売機の販売動作の終了を契機として、待機モードと
省電力モードとが硬貨処理装置の判断で選択的に設定される。つまり、自動販売機の販売
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動作に応じて、待機モードと省電力モードとが、硬貨処理装置の省電力が向上するべく柔
軟に設定される。
【０００８】
　また、かかる硬貨処理装置において、前記第２制御部は、前記販売待機信号が供給され
ると、前記待機モードを先ず設定する。　
　この硬貨処理装置によれば、例えば先の硬貨投入に対応する自動販売機の販売動作が終
了した直後に次の硬貨投入の可能性がある場合に備えて、硬貨検出部及び釣銭検出部の双
方に電源を供給しておくことによって、後者の硬貨投入に対しても例えば釣銭硬貨の払出
し等を迅速に実行できる。
【０００９】
　また、かかる硬貨処理装置は、前記販売待機信号が供給されると計時を開始し、前記販
売待機信号とは異なる信号が供給されると計時を停止するタイマを備え、前記第２制御部
は、前記タイマの計時時間が所定時間を経過すると、前記省電力モードを設定する。　
　この硬貨処理装置によれば、例えば、販売待機信号の供給後にこれと異なる信号が供給
されないまま所定時間が経過すれば、省電力モードが設定される。一方、この販売待機信
号とは異なる信号が例えば待機モードを継続させる契機を与える信号である場合、たとえ
所定時間が経過する前であっても、このような信号が供給されると、待機モードが継続さ
れる。つまり、待機モードと省電力モードとが、販売待機信号とは異なる信号の供給及び
所定時間に応じて柔軟に設定される。
【００１０】
　また、かかる硬貨処理装置において、前記所定時間は、可変である。　
　この硬貨処理装置によれば、例えば自動販売機の設置場所や販売時間帯等に応じて所定
時間を設定することにより、待機モードと省電力モードとが、硬貨処理装置の省電力が向
上するべくより一層柔軟に設定される。例えば、自動販売機の販売頻度がより高い設置場
所や販売時間帯等では、待機モードを継続するための所定時間をより長くし、自動販売機
の販売頻度がより低い設置場所や販売時間帯等では、待機モードを継続するための所定時
間をより短くすれば、硬貨投入に対する釣銭硬貨の払出し動作等を迅速に実行しつつ省電
力を向上させることができる。
【００１１】
　また、かかる硬貨処理装置において、前記第２制御部は、前記硬貨検出部から前記硬貨
投入口への硬貨の投入を示す信号が供給されると、前記待機モードを設定する。　
　この硬貨処理装置によれば、硬貨の投入を示す信号が供給されないまま所定時間が経過
すれば、省電力モードが設定される。一方、たとえ所定時間が経過する前であっても、こ
のような硬貨の投入を示す信号が供給されると、待機モードが継続される。つまり、待機
モードと省電力モードとが、硬貨処理装置の省電力が向上するべく柔軟に設定される。
【００１２】
　また、かかる硬貨処理装置において、前記第２制御部は、前記自動販売機の扉が開放さ
れた後、前記釣銭硬貨の強制的な払出しを許可する信号が供給されると、前記待機モード
を設定する。　
　この硬貨処理装置によれば、例えばルートマンが自動販売機の扉を開放すると、硬貨処
理装置は釣銭硬貨の強制的な払出しを許可する信号の供給を契機として省電力モードから
待機モードに設定されるため、ルートマンによる例えば釣銭硬貨の強制的な払出し操作に
対して同払出しを迅速に実行できる。また、自動販売機の扉の開放に伴って待機モードに
設定されることによって、硬貨処理装置は、ルートマンが釣銭硬貨を補給（手動補給）す
る操作に備えて、釣銭検出部に電源を供給することもできる。
【００１３】
　また、かかる硬貨処理装置において、前記第２制御部は、前記自動販売機の扉が開放さ
れた後、前記釣銭硬貨を強制的に払出す操作が行われたことを示す信号が供給されると、
前記待機モードを設定する。　
　この硬貨処理装置によれば、例えばルートマンによる釣銭硬貨の強制的な払出し操作に
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対して同払出しを迅速に実行できる。
【００１４】
　また、かかる硬貨処理装置において、前記第２制御部は、紙幣処理装置に供給された紙
幣に対して釣銭の払出しを要求する信号が供給されると、前記待機モードを設定する。　
　この硬貨処理装置によれば、例えば紙幣処理装置による紙幣の検出結果等を受けて硬貨
処理装置に供給される釣銭の払出しを要求する信号を契機として、同硬貨処理装置は省電
力モードから待機モードに設定されるため、釣銭硬貨の払出しを迅速に実行できる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、硬貨処理装置は待機モードと省電力モードとを、自己の省電力を向上
させるべく柔軟に設定できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
===硬貨処理装置の構成===
　図１乃至図３を参照しつつ、本実施の形態の硬貨処理装置１０の構成例について説明す
る。尚、図１は、本実施の形態の硬貨処理装置１０の外観構成例を示す正面図である。図
２は、図１の硬貨処理装置１０からその正面パネル１１ａを取り外した正面図である。こ
こで、図１及び図２では、紙面の上下が鉛直方向の上下に対応し、紙面の表側・裏側が硬
貨処理装置１０の正面側・背面側にそれぞれ対応するものとする。図３は、本実施の形態
の硬貨処理装置１０の制御を司る構成の一例を示すブロック図である。
【００１７】
　図１に例示されるように、硬貨処理装置１０は、筐体１１の正面側の開口に取り付けら
れた正面パネル１１ａの上部において、モニター用の複数のランプ１７ａ、１７ｂ、１７
ｃを有する表示部１７や、収納された硬貨Ｃを強制的に払出すためのインベントリスイッ
チ１０３等を備えている。この正面パネル１１ａは、筐体１１の内部に収納された硬貨Ｃ
を外部から視認できるように例えば一部分が透明な樹脂板から構成されている。また、硬
貨処理装置１０は、筐体１１の背面側において、例えば、投入された硬貨Ｃの検出やラン
プ１７ａ、１７ｂ、１７ｃの点灯等を制御するための紙面の上側の基板１８（以後「上側
基板１８」と称する）と、釣銭硬貨としての硬貨Ｃの保留状態の検出等を制御するための
紙面の下側の基板１９（以後「下側基板１９」と称する）とを備えている。更に、硬貨処
理装置１０は、本実施の形態の自動販売機１の主制御部（第１制御部）２や電源３等と電
気的に接続するための通信用及び電源用のケーブル５を備えている。
【００１８】
　図２に例示されるように、硬貨処理装置１０は、筐体１１の上面側に硬貨投入口１２を
備え、同投入口１２の下部における上方から下方にかけて、硬貨Ｃの投入を検出するとと
もにその種類や正偽等を判別する硬貨検出部１３、判別の結果に基づいて受け入れた硬貨
Ｃを金種別に振り分けるゲート１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ、振り分けた硬貨Ｃを釣
銭硬貨として金種別に収納する複数のカセットチューブ（釣銭収納部）１５等を備えてい
る。尚、各カセットチューブ１５において、その上部には、釣銭硬貨としての硬貨Ｃの満
杯の有無を検出する満杯センサ１６ａが設けられているとともに、その下部には、釣銭硬
貨としての硬貨Ｃの有無を検出する釣銭センサ１６ｂと、釣銭硬貨を払出すための所定の
払出し手段（不図示）とが設けられている。同図の点線の矢印で示されるように、硬貨投
入口１２から投入された硬貨Ｃは、硬貨検出部１３で検出されるとともに所定の判別が行
なわれた後、この判別結果に応じてゲート１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄによって金種
別に振り分けられて、対応するカセットチューブ１５に収納されるようになっている。
【００１９】
　図３に例示されるように、硬貨処理装置１０は、制御部（第２制御部）１００と、ＲＯ
Ｍ１０１と、ＲＡＭ１０２と、前述した硬貨検出部１３と、釣銭検出部１０６と、前述し
た表示部１７とを備えている。また、硬貨処理装置１０は、前述したインベントリスイッ
チ１０３と、タイマ１０４とを更に備えている。ここで、制御部１００は、所定のＣＰＵ
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（不図示）を有し、硬貨処理装置１０を統括制御する。ＲＯＭ１０１は、制御部１００が
後述する処理を実行するためのプログラム等を記憶し、ＲＡＭ１０２は、この処理に必要
なデータ等を記憶する。釣銭検出部１０６は、前述した満杯センサ１６ａ及び釣銭センサ
１６ｂを有し、硬貨Ｃの収納及び払出しに際しカセットチューブ１５における釣銭硬貨と
しての硬貨Ｃの保留状態を検出する。タイマ１０４は、後述する所定時間を計時する。
【００２０】
　また、同図に例示されるように、制御部１００、ＲＯＭ１０１、ＲＡＭ１０２、硬貨検
出部１３、インベントリスイッチ１０３、タイマ１０４、及び表示部１７は、上側基板１
８（図１）に搭載又は接続されており、電力も同基板１８を通じてそれぞれに供給される
。一方、釣銭検出部１０６は、下側基板１９（図１）に搭載又は接続されており、電力も
同基板１９を通じて供給される。
【００２１】
　更に、同図に例示されるように、硬貨処理装置１０は自動販売機１の内部に装着されて
おり、その制御部１００は、同自動販売機１を統括制御する主制御部２及び同自動販売機
１側の電源３に対し、前述した通信用及び電源用のケーブル５を通じて接続されている。
このような構成に基づいて、硬貨処理装置１０の制御部１００は、同制御部１００が選択
した対象のみに電源３からの電力を供給するようになっている。また、硬貨処理装置１０
の制御部１００は、自動販売機１の主制御部２から後述する所定の信号を受信し、この信
号等に基づいて電力供給先の選択等の処理を実行するようになっている。
【００２２】
　尚、同図に例示されるように、自動販売機１は、紙幣処理装置４を更に備えており、こ
の紙幣処理装置４は、例えば紙幣の挿入を検出するとともにその種類や正偽等を判別する
所定の紙幣検出部（不図示）を有し、紙幣の収納及び払出しを行なう。
【００２３】
===硬貨処理装置の動作===
　図４乃至図６を参照しつつ、前述した構成を備えた硬貨処理装置１０の動作例について
説明する。尚、図４は、本実施の形態の自動販売機１の各状態（待機状態、販売状態）に
応じて硬貨処理装置１０が動作する際の制御部１００の処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。図５は、図４に示す待機モード処理の手順の一例を示すフローチャートであ
る。図６は、図４に示す省電力モード処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【００２４】
　図４に例示されるように、硬貨処理装置１０の制御部１００は、自動販売機１の主制御
部２から、インベントリ許可信号又はインベントリ禁止信号の何れを受信しているかを判
別する（Ｓ１００）。
【００２５】
　尚、インベントリ許可信号とは、例えばルートマンによるインベントリスイッチ１０３
の操作があれば硬貨処理装置１０による釣銭硬貨の払出し動作（回収動作）を許可する信
号であり、インベントリ禁止信号とは、同インベントリスイッチ１０３の操作があっても
硬貨処理装置１０による釣銭硬貨の払出し動作を禁止する信号である。本実施の形態の自
動販売機１は、販売する商品を収納する筐体（不図示）の開口を開閉する扉（不図示）に
対し同扉の開閉状態を検出するための扉スイッチ（不図示）が設けられており、インベン
トリ許可信号は、扉の開状態に伴う扉スイッチの出力と連動して主制御部２から供給され
るようになっており、インベントリ禁止信号は、扉の閉状態に伴う扉スイッチの出力と連
動して主制御部２から供給されるようになっている。
【００２６】
　インベントリ許可信号を受信していると判別した場合（Ｓ１００：ＹＥＳ）、制御部１
００は、先ず、待機モード処理を実行する（Ｓ１０１）。即ち、制御部１００は、表示部
１７に対する電力供給を開始してランプ１７ａ、１７ｂ、１７ｃを点灯させ（Ｓ２００）
、下側基板１９に対する電力供給を開始し（Ｓ２０１）、釣銭センサ１６ａや満杯センサ
１６ｂ等の検出結果である釣銭センサ情報を釣銭検出部１０６から制御部１００に入力す
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ることを許可する（Ｓ２０２）（図５参照）。次に、制御部１００は、タイマ１０４をリ
セットし（Ｓ１０２）、後述するステップＳ１０５の処理を実行する。
【００２７】
　インベントリ禁止信号を受信していると判別した場合（Ｓ１００：ＮＯ）、制御部１０
０は、タイマ１０４の計時した時間が所定時間（例えば５分間）に達したか否かを判別す
る（Ｓ１０３）。
【００２８】
　タイマ１０４の計時した時間が所定時間に達していないと判別した場合（Ｓ１０３：Ｎ
Ｏ）、制御部１００は、後述するステップＳ１０５の処理を実行する。
【００２９】
　タイマ１０４の計時した時間が所定時間に達したと判別した場合（Ｓ１０３：ＹＥＳ）
、制御部１００は、先ず、省電力モード処理を実行する（Ｓ１０４）。即ち、制御部１０
０は、表示部１７に対する電力供給を停止してランプ１７ａ、１７ｂ、１７ｃを消灯させ
（Ｓ３００）、釣銭センサ情報を釣銭検出部１０６から制御部１００に入力することを禁
止し（Ｓ３０１）、最新の釣銭センサ情報をＲＡＭ１０２に記憶させることによって釣銭
保留状態のバックアップを行い（Ｓ３０２）、下側基板１９に対する電力供給を停止する
（Ｓ３０３）（図６参照）。次に、制御部１００は、後述するステップＳ１０５の処理を
実行する。
【００３０】
　以上により、自動販売機１が例えば待機状態にあるときにルートマンが扉を開けた場合
、硬貨処理装置１０は省電力モードから待機モードに設定される。この扉が開いている間
、硬貨処理装置１０は待機モードに維持されており、その後ルートマンが扉を閉じた場合
、待機モード処理の設定が開始されてから所定時間後に、硬貨処理装置１０は同待機モー
ドから省電力モードに設定される。つまり、硬貨処理装置１０は、ルートマンが自動販売
機１の扉を開けている間は待機モードであり、扉を閉めてから一定時間経過後からは省電
力モードであるため、省電力が向上する。また、硬貨処理装置１０は、ルートマンが自動
販売機１の扉を開けると自動的に待機モードに設定されるため、同ルートマンによるイン
ベントリスイッチ１０３の操作に対し釣銭硬貨を迅速に払出すための準備ができている上
に、同ルートマンによる釣銭硬貨の補給（手動補給）のための準備もできていることにな
る。尚、払出し及び補給の何れの場合も、釣銭検出部１０６には電源が供給されている必
要がある。更に、硬貨処理装置１０のランプ１７ａ、１７ｂ、１７ｃは、自動販売機１の
扉が閉じている間は省電力のために消灯している一方、扉が開くのと略同時に点灯するた
め、硬貨処理装置１０が例えば故障等によって停止しているものとルートマンに誤解され
る事態を回避できる。
【００３１】
　ステップＳ１０５において、制御部１００は、硬貨検出部１３を通じて、例えば利用者
によって投入された硬貨Ｃを正貨として受け入れたか否かを判別する。
【００３２】
　正貨を受け入れたと判別した場合（Ｓ１０５：ＹＥＳ）、制御部１００は、先ず、前述
した待機モード処理を実行し（Ｓ１０６）、釣銭検出部１０６の釣銭センサ１６ａや満杯
センサ１６ｂ等の検出結果に基づいて受け入れ硬貨Ｃの導入先を決定するとともに、この
受入動作を実行するべくゲート１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄを制御する（Ｓ１０７）
。これによって、自動販売機１が販売状態となる直前の待機状態において、硬貨処理装置
１０は、待機モードに設定される。尚、受け入れられた硬貨Ｃは、例えば、釣銭硬貨とし
て金種別にカセットチューブ１５に収納される。次に、制御部１００は、ＲＡＭ１０２に
記憶される自動販売機１の状態を示すフラグを「販売状態」に設定し（Ｓ１０８）、後述
するステップＳ１１３の処理を実行する。このフラグは、後述するステップＳ１１３にお
いて、硬貨処理装置１０がモード設定に係る自己の判断のために参照する自動販売機１の
状態（「販売状態」又は「待機状態」）を示すものであり、必ずしも自動販売機１の実際
の状態を検出した結果を示すものである必要はない。
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【００３３】
　正貨を受け入れていないと判別した場合（Ｓ１０５：ＮＯ）、制御部１００は、釣銭硬
貨の払出しを要求する釣銭返却信号を主制御部２から受信したか否かを判別する（Ｓ１０
９）。
【００３４】
　釣銭返却信号を受信したと判別した場合（Ｓ１０９：ＹＥＳ）、制御部１００は、前述
した待機モード処理を実行し（Ｓ１１０）、釣銭検出部１０６の釣銭センサ１６ａや満杯
センサ１６ｂ等の検出結果に基づいて釣銭返却動作を実行するべくゲート１４ａ、１４ｂ
、１４ｃ、１４ｄを制御する（Ｓ１１１）。次に、制御部１００は、ＲＡＭ１０２に記憶
される前述したフラグを「販売状態」に設定し（Ｓ１１２）、後述するステップＳ１１３
の処理を実行する。尚、主制御部２は、例えば、紙幣処理装置４から挿入された紙幣の判
別結果を示す信号を受信するとともに、商品選択釦（不図示）から選択された商品を示す
信号を受信すると、挿入された紙幣の金額から選択された商品の代金を差し引いた金額分
の釣銭硬貨を払出すべく硬貨処理装置１０に所定の釣銭返却信号を供給するようになって
いる。或いは、主制御部２は、例えば、紙幣処理装置４から挿入された紙幣の判別結果を
示す信号を受信すると、挿入された紙幣の金額から一定の商品の代金を差し引いた金額分
の釣銭硬貨を払出すべく硬貨処理装置１０に所定の釣銭返却信号を供給するようになって
いる。
【００３５】
　釣銭返却信号を受信していないと判別した場合（Ｓ１０９：ＮＯ）、制御部１００は、
後述するステップＳ１１３の処理を実行する。
【００３６】
　ステップＳ１１３において、制御部１００は、ＲＡＭ１０２に記憶されるフラグを参照
して、同フラグが「販売状態」又は「待機状態」の何れに設定されているかを判別する。
【００３７】
　フラグが「待機状態」に設定されている（即ち、「販売状態」に設定されていない）と
判別した場合（Ｓ１１３：ＮＯ）、制御部１００は、ステップＳ１００の処理を再度実行
する。
【００３８】
　フラグが「販売状態」に設定されていると判別した場合（Ｓ１１３：ＹＥＳ）、制御部
１００は、自動販売機１の販売が終了したことを示す販売待機信号を主制御部２から受信
したか否かを判別する（Ｓ１１４）。
【００３９】
　販売待機信号を受信していないと判別した場合（Ｓ１１４：ＮＯ）、制御部１００は、
ステップＳ１０５の処理を再度実行する。
【００４０】
　販売待機信号を受信したと判別した場合（Ｓ１１４：ＹＥＳ）、制御部１００は、ＲＡ
Ｍ１０２に記憶されるフラグをリセットし（即ち、「販売状態」に設定されていたフラグ
を「待機状態」に変更し）（Ｓ１１５）、タイマ１０４をリセットし（Ｓ１１６）、ステ
ップＳ１００の処理を再度実行する。
【００４１】
　尚、自動販売機１が待機状態にある場合、硬貨処理装置１０の制御部１００は、省電力
モードを維持しつつ、ステップＳ１００：ＮＯ、ステップＳ１０３：ＮＯ、Ｓ１０５：Ｎ
Ｏ、Ｓ１０９：ＮＯ、及びＳ１１３：ＮＯの処理を繰り返し実行する。一方、自動販売機
１が販売状態にある場合、硬貨処理装置１０の制御部１００は、待機モードを維持しつつ
、ステップＳ１０５：ＮＯ、ステップＳ１０９：ＮＯ、Ｓ１１３：ＹＥＳ、及びＳ１１４
：ＮＯの処理を繰り返し実行する。
【００４２】
　以上により、自動販売機１が例えば待機状態にあるとき、硬貨処理装置１０に硬貨（但
し正貨）が投入されたり又は紙幣処理装置４に紙幣（但し正札）が挿入されたりすると、
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硬貨処理装置１０は、釣銭返却のために、省電力モードから待機モードに設定される。そ
の後販売状態となった自動販売機１が販売を終了した後に再度硬貨投入又は紙幣挿入がな
いまま所定時間（例えば５分間）が経過すると、硬貨処理装置１０は自動的に待機モード
から省電力モードに設定される。一方、自動販売機１の販売終了後の所定時間内に再度硬
貨投入又は紙幣挿入があれば、硬貨処理装置１０の待機モードが継続される。
【００４３】
　つまり、硬貨処理装置１０は、自動販売機１の主制御部２から供給される販売待機信号
を通じて、販売動作に応じた且つ自己の判断に基づいたタイミングで、待機モードから省
電力モードに入ることができる。また、硬貨処理装置１０は、販売待機信号が供給されて
から所定時間内に硬貨投入又は紙幣挿入がある場合に備えて待機モードを継続することに
より、これらに対する例えば釣銭硬貨の払出し等を迅速に実行できる。更に、前述した所
定時間を例えば自動販売機１の設置場所や販売時間帯等に応じて設定することにより、硬
貨処理装置１０は、待機モードと省電力モードとをより一層柔軟に設定できる。一例とし
て、自動販売機１の販売頻度がより高い設置場所や販売時間帯等では、待機モードを継続
するための所定時間をより長くし、自動販売機１の販売頻度がより低い設置場所や販売時
間帯等では、待機モードを継続するための所定時間をより短くすればよい。尚、販売時間
帯の情報は、例えば、硬貨処理装置１０が個別に備えるタイマ（不図示）から得てもよい
し、或いは、自動販売機１が備えるタイマ（不図示）の計時結果を示す信号を制御部１０
０が主制御部２から定期的に受信しこの信号から得てもよい。これにより、例えば、昼間
の時間端では所定時間を５分間に自動的に設定し、夜間の時間帯では所定時間を１分間に
自動的に設定する等が可能となる。
【００４４】
　従って、硬貨処理装置１０は、例えば自己への硬貨投入又は紙幣処理装置４への紙幣挿
入に対する釣銭硬貨の払出し動作等を迅速に実行しつつ省電力を向上させることができる
。
【００４５】
　尚、本実施の形態の硬貨処理装置１０は、少なくとも、硬貨投入口１２と、硬貨検出部
１３と、カセットチューブ１５と、釣銭検出部１０６と、自動販売機１の主制御部２から
各販売の終了を示す販売待機信号が供給されると、硬貨検出部１３及び釣銭検出部１０６
に電源を供給する待機モードと、硬貨検出部１３のみに電源を供給する省電力モードとを
、自己の判断で選択的に設定する制御部１００とを備えていればよい。
【００４６】
　この硬貨処理装置１０によれば、自動販売機１の販売動作の終了を契機として、待機モ
ードと省電力モードとが硬貨処理装置１０の判断で選択的に設定される。つまり、自動販
売機１の販売動作に応じて、待機モードと省電力モードとが、硬貨処理装置１０の省電力
が向上するべく柔軟に設定される。
【００４７】
　また、前述した実施の形態では、制御部１００は、インベントリ許可信号及びインベン
トリ禁止信号に応じて、待機モードと省電力モードとを選択的に設定するものであったが
、これに限定されるものではなく、例えば、これらの信号の代わりにインベントリスイッ
チ１０３の操作に応じて各モードを選択的に設定するものであってもよい。具体例として
、ルートマンが硬貨処理装置１０のインベントリスイッチ１０３をＯＮ操作すると、硬貨
処理装置１０が省電力モードから待機モードに設定され、その後ルートマンがインベント
リスイッチ１０３をＯＦＦ操作すると、硬貨処理装置１０が待機モードから省電力モード
に設定されてもよい。これにより、硬貨処理装置１０は、ルートマンがインベントリスイ
ッチ１０３をＯＮ操作したときからＯＦＦ操作したときまでの間のみが待機モードであり
それ以外では省電力モードであるため、省電力が向上する。
【００４８】
　更に、前述した実施の形態では、制御部１００は、ランプ１７ａ、１７ｂ、１７ｃを、
省電力モードでは全て消灯し、待機モードでは全て点灯していたが、これに限定されるも
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のではない。制御部１００は、例えば、省電力モードにおいて１つのランプ１７ａのみを
点滅させる以外は他の全てのランプ１７ｂ、１７ｃを消灯させてもよい。これにより、点
滅しているランプ１７ａの消灯時間分及びランプ１７ｂ、１７ｃの消灯時間だけ省電力を
向上できるとともに、ランプ１７ａの点滅によって硬貨処理装置１０が例えば故障等によ
って停止しているものとルートマンに誤解される事態を回避できる。
【００４９】
===その他の実施の形態===
　前述した発明の実施の形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を
限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく変更、改
良され得るとともに、本発明にはその等価物も含まれる。
【００５０】
　前述した実施の形態では、硬貨処理装置１０の基板を上側基板１８及び下側基板１９の
２つとしたが、これに限定されるものではない。例えば、基板は１つであっても、これに
搭載された表示部１７、硬貨検出部１３、釣銭検出部１０６等に対し電源を個別に供給で
きるようになっていればよい。
【００５１】
　また、前述した実施の形態では、主として、硬貨検出部１３及び釣銭検出部１０６の双
方に電源を供給するか又は硬貨検出部１３のみに電源を供給するものであったが、これに
限定されるものではない。例えば前述したゲート１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄや所定
の払出し手段等に対しても、釣銭検出部１０６の場合と同様の電力供給の仕方を適用して
もよい。これによって、省電力がより一層向上する。
【００５２】
　また、前述した実施の形態では、釣銭検出部１０６は、釣銭センサ１６ａ及び満杯セン
サ１６ｂの検出結果に基づいて釣銭硬貨の保留状態を検出するものであったが、これに限
定されるものではない。釣銭検出部１０６は、要するに、カセットチューブ１５における
釣銭硬貨の保留状態を検出するための所定の手段であれば、如何なるものであってもよい
。
【００５３】
　また、前述した実施の形態では、自動販売機１の主制御部２から供給されるインベント
リ許可信号やインベントリ禁止信号等は、硬貨処理装置１０が待機モードと省電力モード
とを選択的に設定する動作を直接命令する信号ではなかったが、これに限定されるもので
はない。例えば、主制御部２から硬貨処理装置１０に対し待機モードと省電力モードとを
選択的に設定する動作を直接命令する専用信号を供給するものであってもよい。
【００５４】
　また、前述した実施の形態では、紙幣処理装置４からの紙幣の判別結果等を示す信号に
基づいて主制御部２が硬貨処理装置１０に対し釣銭返却信号を供給するものであったが、
これに限定されるものではない。例えば、この釣銭返却信号は、紙幣処理装置４から硬貨
処理装置１０に対し直接供給されるものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本実施の形態の硬貨処理装置の外観構成例を示す正面図である。
【図２】図１の硬貨処理装置からその正面パネルを取り外した正面図である。
【図３】本実施の形態の硬貨処理装置の制御を司る構成の一例を示すブロック図である。
【図４】本実施の形態の自動販売機の各状態（待機状態、販売状態）に応じて硬貨処理装
置が動作する際の制御部の処理手順の一つの例を示すフローチャートである。
【図５】図４に示す待機モード処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図６】図４に示す省電力モード処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５６】
１　自動販売機　　　　　　２　主制御部　　　　　　３　電源
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４　紙幣処理装置　　　　　５　ケーブル　　　　　　１０　硬貨処理装置
１１　筐体　　　　　　　　１１ａ　正面パネル　　　１２　硬貨投入口
１３　硬貨検出部　　　　　１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ　ゲート
１５　カセットチューブ　　１６ａ　満杯センサ　　　１６ｂ　釣銭センサ
１７　表示部　　　　　　　１７ａ、１７ｂ、１７ｃ　ランプ
１８　上側基板　　　　　　１９　下側基板　　　　　１００　制御部
１０１　ＲＯＭ　　　　　　１０２　ＲＡＭ　　　　　１０３　インベントリスイッチ
１０４　タイマ　　　　　　１０６　釣銭検出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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