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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現金収納部における金種ごとの現金の収納量を管理する管理部と、
　１または２以上の金種ごとの出金量を示す複数の出金パターンを記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された複数の出金パターンの各々と前記管理部により管理される前記
金種ごとの現金の収納量とを比較し、比較の結果に基づき、前記複数の出金パターンの各
々について、各出金パターンに従う出金が可能であるか否かを示す情報表示を生成する制
御部と、
を備え、
　１の出金パターンに従う出金が可能である場合、前記情報表示は、前記出金パターンに
従う出金を行うことが可能な回数をさらに示す、現金処理装置。
【請求項２】
　現金収納部における金種ごとの現金の収納量を管理する管理部と、
　１または２以上の金種ごとの出金量を示す複数の出金パターンを記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された複数の出金パターンの各々と前記管理部により管理される前記
金種ごとの現金の収納量とを比較し、比較の結果に基づき、前記複数の出金パターンの各
々について、各出金パターンに従う出金が可能であるか否かを示す情報表示を生成する制
御部と、
を備え、
　前記情報表示は、前記複数の出金パターンの各々について、前記各出金パターンに従う
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出金が可能であるか否かに応じて異なる態様で表現されるアイコン表示を含み、
　１の出金パターンに従う出金が可能である場合、前記アイコン表示は、さらに前記出金
パターンに従う出金を行うことが可能な回数に応じた態様で表現される、現金処理装置。
【請求項３】
　現金収納部における金種ごとの現金の収納量を管理する管理部と、
　１または２以上の金種ごとの出金量を示す複数の出金パターンを記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された複数の出金パターンの各々と前記管理部により管理される前記
金種ごとの現金の収納量とを比較し、比較の結果に基づき、前記複数の出金パターンの各
々について、各出金パターンに従う出金が可能であるか否かを示す情報表示を生成する制
御部と、
を備え、
　前記制御部は、少なくともいずれかの出金パターンに対応する１または２以上の金種ご
との出金量に対して前記現金の収納量が不足する場合、金種ごとの補充量を示す補充案内
表示を生成する、現金処理装置。
【請求項４】
　現金収納部における金種ごとの現金の収納量を管理する管理部と、
　１または２以上の金種ごとの出金量を示す複数の出金パターンを記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された複数の出金パターンの各々と前記管理部により管理される前記
金種ごとの現金の収納量とを比較し、比較の結果に基づき、前記複数の出金パターンの各
々について、各出金パターンに従う出金が可能であるか否かを示す情報表示を生成する制
御部と、
を備え、
　前記制御部は、少なくともいずれかの出金パターンにより出金を行うことが可能な回数
が所定回数未満である場合、いずれの出金パターンによる出金も前記所定回数以上行うこ
とを可能とするための金種ごとの補充量を示す補充案内表示を生成する、現金処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、ログイン画面を表示部に表示させ、前記情報表示を前記ログイン画面に
配置する、請求項１または２に記載の現金処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記各出金パターンに対応する前記１または２以上の金種ごとの出金量
を示す照会画面を表示部に表示させ、前記情報表示を前記照会画面に配置する、請求項１
に記載の現金処理装置。
【請求項７】
　前記制御部は、いずれかの出金パターンでの出金を操作者が指示するための出金画面を
表示部に表示させ、前記情報表示を前記出金画面に配置する、請求項１に記載の現金処理
装置。
【請求項８】
　前記制御部は、操作者による操作に基づき、前記情報表示を含む画面と、前記補充案内
表示を含む画面との間で画面遷移を行う、請求項３または４に記載の現金処理装置。
【請求項９】
　前記現金処理装置は、前記情報表示を印刷する印刷部をさらに備える、請求項１～８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】
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　近年、小売店やスーパーマーケットなどの流通施設および商業施設において、売上金を
入金し、釣銭準備金を出金する現金処理装置が設置されている。現金処理装置は、金種ご
との出金枚数の指定に基づいて出金を行う金種枚数指定出金、および登録された出金パタ
ーンで出金を行うパターン出金の機能を有する。パターン出金によれば、使用頻度の高い
出金パターンの登録により、出金効率を高めることが可能である。なお、パターン出金に
ついては、例えば特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１６４６２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、現金処理装置の操作者は、装置内にパターン出金を行うために必要な現金が不
足していることに、出金操作の後のエラー表示により気付くという問題があった。出金操
作前に装置内の現金量を照会取引で確認することは可能であるが、出金パターンと装置内
の現金量を金種ごとに比較することは煩雑であった。
【０００５】
　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、操作者が各出金パターンによる出金の可否を容易に認識することが可能な、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】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、現金収納部における金種ごと
の現金の収納量を管理する管理部と、１または２以上の金種ごとの出金量を示す複数の出
金パターンを記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶された複数の出金パターンの各々と前
記管理部により管理される前記金種ごとの現金の収納量とを比較し、比較の結果に基づき
、前記複数の出金パターンの各々について、各出金パターンに従う出金が可能であるか否
かを示す情報表示を生成する制御部と、を備え、１の出金パターンに従う出金が可能であ
る場合、前記情報表示は、前記出金パターンに従う出金を行うことが可能な回数をさらに
示す、現金処理装置が提供される。
 
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、現金収納部における金種ごと
の現金の収納量を管理する管理部と、１または２以上の金種ごとの出金量を示す複数の出
金パターンを記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶された複数の出金パターンの各々と前
記管理部により管理される前記金種ごとの現金の収納量とを比較し、比較の結果に基づき
、前記複数の出金パターンの各々について、各出金パターンに従う出金が可能であるか否
かを示す情報表示を生成する制御部と、を備え、前記情報表示は、前記複数の出金パター
ンの各々について、前記各出金パターンに従う出金が可能であるか否かに応じて異なる態
様で表現されるアイコン表示を含み、１の出金パターンに従う出金が可能である場合、前
記アイコン表示は、さらに前記出金パターンに従う出金を行うことが可能な回数に応じた
態様で表現される、現金処理装置が提供される。上記課題を解決するために、本発明の別
の観点によれば、現金収納部における金種ごとの現金の収納量を管理する管理部と、１ま
たは２以上の金種ごとの出金量を示す複数の出金パターンを記憶する記憶部と、前記記憶
部に記憶された複数の出金パターンの各々と前記管理部により管理される前記金種ごとの
現金の収納量とを比較し、比較の結果に基づき、前記複数の出金パターンの各々について
、各出金パターンに従う出金が可能であるか否かを示す情報表示を生成する制御部と、を
備え、前記制御部は、少なくともいずれかの出金パターンに対応する１または２以上の金
種ごとの出金量に対して前記現金の収納量が不足する場合、金種ごとの補充量を示す補充
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案内表示を生成する、現金処理装置が提供される。上記課題を解決するために、本発明の
別の観点によれば、現金収納部における金種ごとの現金の収納量を管理する管理部と、１
または２以上の金種ごとの出金量を示す複数の出金パターンを記憶する記憶部と、前記記
憶部に記憶された複数の出金パターンの各々と前記管理部により管理される前記金種ごと
の現金の収納量とを比較し、比較の結果に基づき、前記複数の出金パターンの各々につい
て、各出金パターンに従う出金が可能であるか否かを示す情報表示を生成する制御部と、
を備え、前記制御部は、少なくともいずれかの出金パターンにより出金を行うことが可能
な回数が所定回数未満である場合、いずれの出金パターンによる出金も前記所定回数以上
行うことを可能とするための金種ごとの補充量を示す補充案内表示を生成する、現金処理
装置が提供される。
 
 
【０００８】
　前記制御部は、ログイン画面を表示部に表示させ、前記情報表示を前記ログイン画面に
配置してもよい。
【００１１】
　前記制御部は、前記各出金パターンに対応する前記１または２以上の金種ごとの出金量
を示す照会画面を表示部に表示させ、前記情報表示を前記照会画面に配置してもよい。
【００１２】
　前記制御部は、いずれかの出金パターンでの出金を操作者が指示するための出金画面を
前記表示部に表示させ、前記情報表示を前記出金画面に配置してもよい。
【００１５】
　前記制御部は、操作者による操作に基づき、前記情報表示を含む画面と、前記補充案内
表示を含む画面との間で画面遷移を行ってもよい。
【００１６】
　前記現金処理装置は、前記情報表示を印刷する印刷部をさらに備えてもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように本発明によれば、操作者が各出金パターンによる出金の可否を容易
に認識することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態による現金処理装置の構成を示す説明図である。
【図２】操作表示部に表示されるメニュー画面の具体例を示す説明図である。
【図３】出金方法の選択画面の一例を示す説明図である。
【図４】装置内在高の照会画面の一例を示す説明図である。
【図５】装置内在高と出金パターンの一例を示す説明図である。
【図６】パターン出金の可否に関する情報表示を含むログイン画面の具体例を示す説明図
である。
【図７】変形例によるログイン画面を示す説明図である。
【図８】パターン出金の可否に関する情報表示を含む出金パターン照会画面の具体例を示
す説明図である。
【図９】パターン出金の可否に関する情報表示を含むパターン出金画面の具体例を示す説
明図である。
【図１０】本実施形態による現金処理装置の動作を示すフローチャートである。
【図１１】補充案内画面の具体例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の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
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の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２０】
　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。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。
【００２１】
　　＜０．導入＞
　本発明の実施形態は、小売店やスーパーマーケットなどの流通施設および商業施設に設
置される現金処理装置に適用される。本実施形態による現金処理装置は、例えば、レジで
用いられる釣銭準備金として紙幣および硬貨を出金する釣銭出金、およびレジから回収さ
れた紙幣および硬貨を入金する売上入金などの処理を実行可能である。以下、このような
本発明の実施形態による現金処理装置の構成および動作について順次詳細に説明する。
【００２２】
　　＜１．現金処理装置の構成＞
　図１は、本発明の実施形態による現金処理装置１の構成を示す説明図である。図１に示
したように、本実施形態による現金処理装置１は、紙幣投入口１０１と、紙幣一時保留部
１０３と、紙幣鑑別部１０５と、万券カセット１０７と、五千券カセット１０９と、千券
カセット１１１と、回収カセット１１３と、リジェクト部１１５と、硬貨投入口１１７と
、硬貨鑑別部１１９と、硬貨一時保留部１２１と、硬貨返却部１２３と、出金ホッパ１２
５と、硬貨回収庫１２７と、硬貨出金箱１２９と、カードリーダ部１３１と、操作表示部
１３３と、制御部１５０と、記憶部１６０と、を備える。
【００２３】
　紙幣投入口１０１は、現金処理装置１に入金される紙幣が投入される投入口である。ま
た、紙幣投入口１０１は、紙幣の出金口でもあり、紙幣投入口１０１から売上入金の取り
消しにより返却される紙幣、出金される紙幣、および紙幣鑑別部１０５により正常ではな
いとしてリジェクトされた紙幣が紙幣投入口１０１から出金される。
【００２４】
　紙幣一時保留部１０３には、入金計数時および売上金作成時に、一時的に紙幣が集積さ
れる。また、紙幣鑑別部１０５は、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。
【００２５】
　万券カセット１０７、五千券カセット１０９、および千券カセット１１１は、それぞれ
万券、五千券、および千券の紙幣を収納する現金収納部である。具体的には、万券カセッ
ト１０７、五千券カセット１０９、および千券カセット１１１（各紙幣カセット）には、
バラ状態の各種紙幣が釣銭準備金として収納される。また、各紙幣カセットには、売上と
して入金され、紙幣鑑別部１０５で正常と鑑別された各種紙幣が収納される。さらに、釣
銭出金時には、各紙幣カセットから各種紙幣が出金される。
【００２６】
　回収カセット１１３は、売上回収のためのカセットである。具体的には、回収カセット
１１３には、精算集計時に、各紙幣カセットから移動された紙幣が売上金として収納され
る。
【００２７】
　リジェクト部１１５には、紙幣鑑別部１０５によって正常な紙幣ではないと鑑別された
紙幣、すなわちリジェクトされた紙幣が集積される。具体的には、リジェクト部１１５に
は、売上入金時に紙幣一時保留部１０３から各紙幣カセットに紙幣を搬送する過程で紙幣
鑑別部１０５によってリジェクトされた紙幣、各紙幣カセットから釣銭出金を行う過程で
紙幣鑑別部１０５によってリジェクトされた紙幣、精算集計時に各紙幣カセットから回収
カセット１１３に紙幣を搬送する過程で紙幣鑑別部１０５によってリジェクトされた紙幣
などが集積される。
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【００２８】
　硬貨投入口１１７は、硬貨が投入される開口である。また、硬貨鑑別部１１９は、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。さらに、硬貨一時
保留部１２１には、入金計数時および精算集計時に、一時的に硬貨が集積される。
【００２９】
　硬貨返却部１２３は、硬貨の返却口であり、計数が行われた硬貨、売上入金の取り消し
がなされた硬貨が硬貨返却部１２３から返却される。また、出金ホッパ１２５（現金収納
部）には、売上入金によって投入された各種硬貨が収納されており、釣銭出金時には出金
ホッパ１２５から各種硬貨が出金される。
【００３０】
　硬貨回収庫１２７は、売上回収のためのカセットである。具体的には、硬貨回収庫１２
７には、精算集計時に出金ホッパ１２５から移動された硬貨が売上金として収納される。
また、硬貨出金箱１２９は、釣銭出金時に硬貨を出金するための硬貨出金口である。
【００３１】
　カードリーダ部１３１は、レジカードやＩＤカード等に書き込まれた情報を読み取る。
レジカードやＩＤカード等に書き込まれる情報として、例えば、カードを利用する操作者
を識別するための情報、および許可されている取引の種類を示す情報が挙げられる。この
カードリーダ部１３１から読取られる情報が事前に登録されている情報と一致する場合、
現金処理装置１の利用が制御部１５０により許可される。なお、現金処理装置１は、カー
ドリーダ部１３１に加えて、あるいはカードリーダ部１３１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。
【００３２】
　操作表示部１３３は、操作者による操作を検出する操作部としての機能、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（
Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレイ装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装
置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置によ
り実現される。また、操作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
、表示部および操作部の機能は分離して構成されてもよい。
【００３３】
　制御部１５０は、演算処理装置であるＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ）、ＣＰＵが使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶するＲＯＭ（Ｒｅ
ａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＰＵの実行において使用するプログラムや、その実
行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、データ等を記憶するＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）装
置などのデータ格納用記憶装置等で構成される。
【００３４】
　この制御部１５０は、現金処理装置１の動作全般を制御する。例えば、制御部１５０は
、各紙幣カセットおよび出金ホッパ１２５に収納されている現金の枚数を記憶部１６０に
記憶させる管理部としての機能を包含する。また、制御部１５０は、例えば操作者による
操作に基づいて、後述するパターン出金のための、１または２以上の金種ごとの出金枚数
を示す複数の出金パターンを記憶部１６０に記憶させる。また、制御部１５０は、レジカ
ードやＩＤカードによる認証が終了すると、操作者が所望の処理を選択するためのメニュ
ー画面を操作表示部１３３に表示させ、メニュー画面において操作者により選択された処
理を制御する。以下、図２を参照してメニュー画面の具体例を説明した上で、制御部１５
０の制御により実現される各処理の概要を説明する。
【００３５】
　　＜２．現金処理装置が行う各種処理＞
　図２は、操作表示部１３３に表示されるメニュー画面４０の具体例を示す説明図である
。図２に示したように、メニュー画面４０は、「０１：釣銭出金」ボタン、「０２：売上
入金」ボタン、「０３：計数」ボタン、「０４：補充」ボタン、「０５：精算集計」ボタ



(7) JP 6776831 B2 2020.10.28

10

20

30

40

50

ン、「０６：売上回収」ボタン、「０７：精査」ボタン、および「０８：照会」ボタンな
ど、現金処理装置１が実行可能な処理と関連付けられた選択ボタンを含む。操作者は、こ
のメニュー画面４０からの選択ボタンの選択により、所望の処理を現金処理装置１に実行
させることが可能である。
【００３６】
　（釣銭出金）
　釣銭出金は、各紙幣カセットおよび出金ホッパ１２５から釣銭準備金を出金するための
処理である。例えば、メニュー画面４０において操作者により「０１：釣銭出金」ボタン
が選択されると、制御部１５０は、出金方法の選択画面を操作表示部１３３に表示させる
。
【００３７】
　図３は、出金方法の選択画面５０の一例を示す説明図である。図３に示した出金方法の
選択画面５０は、金額指定出金ボタン５２、金種枚数指定出金ボタン５４およびパターン
出金５６を含む。操作者は、当該出金方法の選択画面５０において、金額指定出金、金種
枚数指定出金およびパターン出金を選択することができる。
【００３８】
　金額指定出金においては、操作者により出金金額が指定され、制御部１５０は、事前に
用意されているルールに従って各金種の出金枚数を決定してもよい。例えば、上記ルール
は、各金種の出金枚数の比率を規定するものであってもよいし、各金種の出金枚数の最低
数を規定するものであってもよい。
【００３９】
　金種枚数指定出金においては、操作者により金種ごとの出金枚数が指定され、制御部１
５０は、操作者からの指定に従って各金種の出金を制御する。パターン出金においては、
制御部１５０は、１または２以上の金種ごとの出金枚数を示す事前登録された出金パター
ンに従って出金を制御する。
【００４０】
　いずれの出金方法においても、各紙幣カセットから紙幣が排出され、当該紙幣が紙幣投
入口１０１に集積される。また、出金ホッパ１２５から硬貨が繰り出され、当該硬貨が硬
貨出金箱１２９に搬送される。
【００４１】
　（売上入金）
　売上入金は、レジから回収された紙幣および硬貨を紙幣カセットおよび出金ホッパ１２
５に収納するための処理である。例えば、メニュー画面４０において操作者により「０２
：売上入金」ボタンが選択されると、制御部１５０は、紙幣投入口１０１および硬貨投入
口１１７のシャッタを開放し、紙幣および硬貨の投入を誘導する入金誘導画面を操作表示
部１３３に表示させる。その後、制御部１５０は、紙幣投入口１０１および硬貨投入口１
１７から投入された紙幣および硬貨を計数する。ここで、紙幣鑑別部１０５により正常と
判断された紙幣は紙幣一時保留部１０３に集積され、硬貨鑑別部１１９により正常と判断
された硬貨は硬貨一時保留部１２１に集積される。また、紙幣鑑別部１０５によりリジェ
クトされた紙幣は紙幣投入口１０１から返却され、硬貨鑑別部１１９によりリジェクトさ
れた硬貨は硬貨返却部１２３から返却される。
【００４２】
　さらに、制御部１５０は、計数により得られた入金合計金額を操作表示部１３３に表示
させる。そして、操作者により入金合計金額の確認操作が行われると、紙幣一時保留部１
０３から紙幣カセットに紙幣が搬送され、紙幣カセットが当該紙幣を収納する。同様に、
硬貨一時保留部１２１から出金ホッパ１２５に硬貨が搬送され、出金ホッパ１２５が当該
硬貨を収納する。なお、紙幣および硬貨の収納時点で売上（入金合計が出金合計を上回る
金額）が発生している場合、高額な紙幣が優先的に回収カセット１１３に収納される。
【００４３】
　（計数）
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　計数は、投入された紙幣および硬貨の計数を行った後、紙幣および硬貨を返却する処理
である。例えば、メニュー画面４０において操作者により「０３：計数」ボタンが選択さ
れると、制御部１５０は、紙幣投入口１０１および硬貨投入口１１７のシャッタを開放し
、紙幣および硬貨の投入を誘導する入金誘導画面を操作表示部１３３に表示させる。その
後、制御部１５０は、紙幣投入口１０１および硬貨投入口１１７から投入された紙幣およ
び硬貨を計数する。ここで、紙幣鑑別部１０５により正常と判断された紙幣は紙幣一時保
留部１０３に集積され、硬貨鑑別部１１９により正常と判断された硬貨は硬貨一時保留部
１２１に集積される。また、紙幣鑑別部１０５によりリジェクトされた紙幣は紙幣投入口
１０１から返却され、硬貨鑑別部１１９によりリジェクトされた硬貨は硬貨返却部１２３
から返却される。
【００４４】
　さらに、制御部１５０は、計数により得られた入金合計金額を操作表示部１３３に表示
させる。そして、操作者により入金合計金額の確認操作が行われると、紙幣一時保留部１
０３の紙幣が紙幣投入口１０１から返却され、硬貨一時保留部１２１の硬貨が硬貨返却部
１２３から返却される。
【００４５】
　（補充）
　補充は、釣銭用の紙幣および硬貨を紙幣カセットおよび出金ホッパ１２５に補充するた
めの処理である。例えば、メニュー画面４０において操作者により「０４：補充」ボタン
が選択されると、制御部１５０は、紙幣投入口１０１および硬貨投入口１１７のシャッタ
を開放し、紙幣および硬貨の投入を誘導する入金誘導画面を操作表示部１３３に表示させ
る。そして、紙幣投入口１０１および硬貨投入口１１７に紙幣および硬貨が投入されると
、制御部１５０は、投入された紙幣および硬貨を紙幣カセットおよび出金ホッパ１２５に
収納するための制御を行う。
【００４６】
　（精算集計）
　精算集計は、それまでの出金および入金取引を集計し、売上額（入金合計―出金合計）
を算出する処理である。例えば、メニュー画面４０において操作者により「０５：精算集
計」ボタンが選択されると、制御部１５０は、売上額と既に回収カセット１１３に収納し
た紙幣額との差分を売上移動金額として算出する。そして、制御部１５０は、高額券の紙
幣を優先して紙幣カセットから回収カセット１１３に移動させ、出金ホッパ１２５から硬
貨を硬貨回収庫１２７に移動させ、売上金を作成するための制御を行う。
【００４７】
　（売上回収）
　売上回収は、操作者による売上金の回収を可能とするための処理である。例えば、メニ
ュー画面４０において操作者により「０６：売上回収」ボタンが選択されると、制御部１
５０は、現金処理装置１の扉を解錠し、回収カセット１１３の脱着誘導を操作表示部１３
３に表示させる。回収カセット１１３が脱着され、売上金が操作者により回収され、空の
回収カセット１１３がセットされると、処理が完了する。操作者は、回収した売上金を例
えば金融機関などに入金する。
【００４８】
　（精査）
　精査は、現金処理装置１内の有高を集計するための処理である。例えば、メニュー画面
４０において操作者により「０７：精査」ボタンが選択されると、制御部１５０は、現金
処理装置１の扉を解錠し、紙幣カセットからの紙幣の取り出し、および出金ホッパ１２５
からの硬貨の取り出しを誘導する画面を操作表示部１３３に表示させる。その後、操作者
により紙幣および硬貨の取り出しが行われ、現金処理装置１の扉が閉められると、制御部
１５０は、紙幣および硬貨の投入を誘導する画面を操作表示部１３３に表示させる。
【００４９】
　その後、制御部１５０は、紙幣投入口１０１および硬貨投入口１１７から投入された紙
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幣および硬貨を計数する。ここで、紙幣鑑別部１０５により正常と判断された紙幣は紙幣
一時保留部１０３に集積され、硬貨鑑別部１１９により正常と判断された硬貨は硬貨一時
保留部１２１に集積される。また、紙幣鑑別部１０５によりリジェクトされた紙幣は紙幣
投入口１０１から返却され、硬貨鑑別部１１９によりリジェクトされた硬貨は硬貨返却部
１２３から返却される。
【００５０】
　さらに、制御部１５０は、計数により得られた合計金額を操作表示部１３３に表示させ
る。そして、操作者により合計金額の確認操作が行われると、紙幣一時保留部１０３から
紙幣カセットに紙幣が搬送され、紙幣カセットが当該紙幣を収納する。同様に、硬貨一時
保留部１２１から出金ホッパ１２５に硬貨が搬送され、出金ホッパ１２５が当該硬貨を収
納する。
【００５１】
　（照会）
　照会は、現金処理装置１内の有高（装置内在高）および登録されている出金パターンな
ど、現金処理装置１の状態を操作者に示すための処理である。例えば、メニュー画面４０
において操作者により「０８：照会」ボタンが選択されると、制御部１５０は、照会に関
するサブメニューを操作表示部１３３に表示させる。照会に関するサブメニューは、例え
ば、装置内在高の照会ボタン、および登録されている出金パターンの照会ボタンを含む。
【００５２】
　上記サブメニューにおいて装置内在高の照会ボタンが選択されると、制御部１５０は、
例えば図４に示す装置内在高の照会画面を操作表示部１３３に表示させる。装置内在高の
照会画面においては、紙幣カセットおよび出金ホッパ１２５に収納されている現金の金種
ごとの枚数が示される。また、サブメニューにおいて出金パターンの照会ボタンが選択さ
れると、制御部１５０は、各出金パターンに対応する、金種ごとの出金枚数を示す出金パ
ターン照会画面を操作表示部１３３に表示させる。
【００５３】
　　＜３．課題の整理＞
　上述したように、現金処理装置１は、パターン出金を行う機能を有する。しかし、指定
された出金パターンに対応する金種ごとの出金枚数に対して、少なくとも１つの金種の装
置内在高が不足する場合、当該出金パターンに従う出金を行うことができない。例えば、
装置内在高および指定された出金パターンが図５に示した関係にある場合、装置内在高の
合計金額は出金パターンの合計金額よりも十分に多いが、装置内在高の１００円の枚数が
出金パターンの１００円の枚数に対して不足するので、当該出金パターンは実行されない
。
【００５４】
　出金パターンの実行の可否を事前に認識するための方法として、図４を参照して説明し
た装置内在高の照会画面を利用する方法がある。しかし、当該装置内在高の照会画面にお
いて、金種ごとに出金パターンに対する装置内在高の不足の有無を確認することは煩雑で
あった。
【００５５】
　本件発明者は、上記事情を一着眼点にして本発明の実施形態を創作するに至った。本発
明の実施形態によれば、操作者が各出金パターンによる出金の可否を容易に認識すること
が可能である。以下、当該効果を実現するための創意工夫を詳細に説明する。
【００５６】
　　＜４．パターン出金可否の表示＞
　本発明の実施形態による制御部１５０は、記憶部１６０に記憶（登録）されている複数
の出金パターンの各々と装置内在高とを金種ごとに比較し、比較の結果に基づき、各出金
パターンについて、各出金パターンに従う出金が可能であるか否かを示す情報表示を生成
する。当該情報表示は、例えば、ログイン画面、出金パターン照会画面およびパターン出
金画面などに配置され得る。かかる構成によれば、現金処理装置１の操作者が、パターン
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出金が可能であるか否かをパターン出金の実行前に情報表示に基づいて容易に認識するこ
とが可能である。以下、図６～図９を参照し、情報表示の具体例を説明する。
【００５７】
　（ログイン画面での情報表示）
　図６は、パターン出金の可否に関する情報表示を含むログイン画面６０の具体例を示す
説明図である。ログイン画面６０は、テンキー入力ボタン６２およびＩＣカードボタン６
４を含む。操作者は、テンキー入力ボタン６２を選択してテンキー入力によりログインを
行うことも、ＩＣカードボタン６４を選択してＩＣカードとカードリーダ部１３１とを接
触させることによりログインを行うことも可能である。
【００５８】
　また、ログイン画面６０は、パターン出金の可否に関する情報表示６６を含む。当該情
報表示６６は、出金パターンごとの出金可否の情報を含む。また、情報表示６６は、出金
可能な出金パターンについては、当該出金パターンにより出金可能な回数の情報を含む。
図６に示した例では、出金パターン１による出金は１０回可能であり、出金パターン２に
よる出金は３回可能であり、出金パターン３および４による出金は不可である。
【００５９】
　このように、ログイン画面６０がパターン出金の可否に関する情報表示６６を含むこと
により、現金処理装置１の操作者が早期にパターン出金のための現金の不足を認識し、現
金の補充を行うことが可能となる。また、ログイン画面６０がパターン出金の可否に関す
る情報表示６６を含むことにより、出金以外の目的で現金処理装置１の操作を開始した操
作者も、ログイン画面６０の情報表示６６によりパターン出金のための現金の不足を認識
することができる。
【００６０】
　なお、図６に示した情報表示６６の構成は一例に過ぎず、パターン出金の可否に関する
情報表示は他の構成を有してもよい。例えば、パターン出金の可否に関する情報表示は、
出金可否に応じて異なる態様で表現されるアイコン表示であってもよい。以下、図７を参
照し、パターン出金の可否に関する情報表示の変形例を説明する。
【００６１】
　図７は、変形例によるログイン画面６１を示す説明図である。図７に示したように、変
形例によるログイン画面６１は、テンキー入力ボタン６２、ＩＣカードボタン６４、およ
びアイコン表示６８－１～６８－４を含む。アイコン表示６８－１は出金パターン１に対
応しており、アイコン表示６８－２は出金パターン２に対応しており、アイコン表示６８
－３は出金パターン３に対応しており、アイコン表示６８－４は出金パターン４に対応し
ている。
【００６２】
　アイコン表示６８－１～６８－４は、出金可否および出金可能な回数に応じた色を有す
る。図７においては、５回以上出金可能な出金パターン１に対応するアイコン表示６８－
１は無色であり、３回以上出金可能な出金パターン２に対応するアイコン表示６８－２は
黄色（図面においてドットハッチで表現）を有し、出金不可な出金パターン３および４に
対応するアイコン表示６８－３および６８－４は赤色（図面において斜線ハッチで表現）
を有してもよい。
【００６３】
　このようなアイコン表示６８によれば、操作者が視覚的かつ直感的にパターン出金の可
否を認識することが可能である。他方、図６を参照して説明した文言による情報表示６６
によれば、操作者はパターン出金の可否に関するより詳細な情報を得ることが可能である
。
【００６４】
　なお、制御部１５０は、パターン出金の可否に関する情報表示を生成する際に、文言内
容、文字のサイズ、文字の色、文字の太さ、文字のフォント、表示位置、またはデザイン
（サイズ、色、形など）などにより、パターン出金の可否に関する情報表示を表現しても
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よい。
【００６５】
　（照会画面での情報表示）
　図８は、パターン出金の可否に関する情報表示を含む出金パターン照会画面７０の具体
例を示す説明図である。図８に示したように、出金パターン照会画面７０は、選択されて
いる出金パターンに対応する金種別の出金枚数を示すパターン表示７２、情報表示７４－
１～７４－４、印刷ボタン７６および完了ボタン７８を含む。
【００６６】
　制御部１５０は、印刷ボタン７６の選択により、出金パターン照会画面７０の印刷を図
示しない印刷部に指示する。また、制御部１５０は、完了ボタン７８の選択により、照会
に関するサブメニューに表示画面を戻す。
【００６７】
　情報表示７４－１～７４－４は、各出金パターンによる出金の可否を示す。具体的には
、情報表示７４－１は出金パターン１による出金の可否を示し、情報表示７４－２は出金
パターン２による出金の可否を示し、情報表示７４－３は出金パターン３による出金の可
否を示し、情報表示７４－４は出金パターン４による出金の可否を示す。
【００６８】
　かかる構成によれば、操作者が、装置内在高の照会画面において各出金パターンに対す
る装置内在高の不足の有無を金種ごとに確認することなく、各出金パターンによる出金の
可否を、各出金パターンの内容と共に容易に認識することが可能である。
【００６９】
　（パターン出金画面での情報表示）
　図９は、パターン出金の可否に関する情報表示を含むパターン出金画面８０の具体例を
示す説明図である。図９に示したように、パターン出金画面８０は、選択されている出金
パターンに対応する金種別の出金枚数を示すパターン表示８２、パターン選択ボタン８４
－１～８４－４および出金ボタン８８を含む。
【００７０】
　パターン選択ボタン８４－１～８４－４は、出金パターン１～４に各々対応しており、
制御部１５０は、出金ボタン８８が選択されると、操作者により選択されているパターン
選択ボタン８４に対応する出金パターンでの出金を制御する。
【００７１】
　ここで、パターン選択ボタン８４－１～８４－４は、図９に示したように、各出金パタ
ーンによる出金の可否を示す情報を含む。このため、操作者は、出金ボタン８８を選択す
る前に各出金パターンによる出金の可否を認識することが可能である。なお、各出金パタ
ーンによる出金の可否を示す情報はパターン選択ボタン８４に含まれず、選択されたパタ
ーン選択ボタン８４に対応する出金パターンによる出金の可否を示す情報がパターン出金
画面８０に表示されてもよい。
【００７２】
　　＜５．動作＞
　以上、本実施形態による現金処理装置１の構成を説明した。続いて、図１０を参照し、
本実施形態による現金処理装置１の動作を整理する。
【００７３】
　図１０は、本実施形態による現金処理装置１の動作を示すフローチャートである。図１
０に示したように、操作者による操作開始が検出されると（Ｓ２０４）、制御部１５０は
、複数の出金パターンの各々と装置内在高とを金種ごとに比較する（Ｓ２０８）。ここで
、操作開始の検出は、操作者の近接の検出であってもよいし、操作者による操作表示部１
３３のタップであってもよいし、現金処理装置１の起動であってもよい。
【００７４】
　その後、制御部１５０は、Ｓ２０８での比較結果に基づき、出金パターンごとの出金可
否を示す表示を含むログイン画面を生成し、操作表示部１３３が当該ログイン画面を表示
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する（Ｓ２１２）。当該ログイン画面におけるログイン操作に基づき（Ｓ２１６）、制御
部１５０は、操作表示部１３３にメニュー画面を表示させる（Ｓ２２０）。
【００７５】
　そして、メニュー画面を介して出金パターン照会が選択された場合（Ｓ２２４）、制御
部１５０は、複数の出金パターンの各々と装置内在高とを金種ごとに比較し（Ｓ２２８）
、比較結果に基づき、出金パターンごとの出金可否を示す表示を含む出金パターン照会画
面を操作表示部１３３に表示させる（Ｓ２３２）。
【００７６】
　また、メニュー画面を介してパターン出金が選択された場合（Ｓ２２４）、制御部１５
０は、複数の出金パターンの各々と装置内在高とを金種ごとに比較し（Ｓ２３６）、比較
結果に基づき、出金パターンごとの出金可否を示す表示を含むパターン出金画面を操作表
示部１３３に表示させる（Ｓ２４０）。そして、制御部１５０は、パターン出金画面にお
いて選択された出金パターンに従って出金を実行する（Ｓ２４４）。
【００７７】
　一方、メニュー画面を介して、出金パターン照会およびパターン出金以外の取引が選択
された場合（Ｓ２２４）、制御部１５０は、選択された取引を実行する（Ｓ２４８）。
【００７８】
　　＜６．変形例＞
　以上、本発明の実施形態を説明した。以下では、本発明の実施形態の変形例を説明する
。以下に説明する変形例は、本発明の実施形態で説明した構成に代えて適用されてもよい
し、本発明の実施形態で説明した構成に対して追加的に適用されてもよい。
【００７９】
　上述した本発明の実施形態により、操作者は、パターン出金のための装置内在高の不足
を容易に把握することが可能となる。装置内在高の不足が生じた場合、現金の補充が行わ
れることが望まれる。しかし、装置内在高の不足が生じた場合、どの金種の現金を何枚補
充するかを判断することは操作者にとって煩雑であった。本変形例は、当該現金の補充を
容易に実現するための提案に関する。
【００８０】
　本変形例による制御部１５０は、少なくともいずれかの出金パターンに対応する１また
は２以上の金種ごとの出金量に対して装置内在高が不足する場合、金種ごとの補充量を示
す補充案内画面を生成する。
【００８１】
　図１１は、補充案内画面９０の具体例を示す説明図である。図１１に示したように、補
充案内画面９０は、出金が不可である出金パターン（図１１に示した例では、出金パター
ン３）に対応する金種ごとの出金枚数を示すパターン表示９２と、当該出金パターンによ
る所定回数の出金を可能とするための現金の補充量を示す補充推奨表示９４と、を含む。
図１１に示した例では、上記の所定回数が１０回である場合の現金の補充量を示している
。
【００８２】
　操作者は、このような補充案内画面９０に基づき、パターン出金のための現金の補充量
を自身での計算無しに認識することが可能である。なお、制御部１５０は、例えば図６に
示したログイン画面における情報表示６６における出金パターン３の部分の選択に基づき
、上記の出金パターン３に関する補充案内画面９０を生成してもよい。
【００８３】
　また、制御部１５０は、少なくともいずれかの出金パターンにより出金を行うことが可
能な回数が所定回数未満である場合、いずれの出金パターンによる出金も所定回数以上行
うことを可能とするための金種ごとの補充量を示す補充案内画面を生成してもよい。かか
る構成によれば、いずれかの出金パターンによる出金が不可となる前に、装置内在高に余
裕を持たせるための補充を行うことが可能となる。
【００８４】
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　　＜７．むすび＞
　以上説明したように、本発明の実施形態によれば、各出金パターンによる出金のための
装置内在高の不足を、例えばログイン画面において操作者が容易に認識することができる
。このため、操作者は、実際にパターン出金が行われる場面に先立って、現金処理装置１
に現金を補充することが可能となる。
【００８５】
　なお、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。
【００８６】
　例えば、上記では、釣銭出金や売上入金などの機能を有する現金処理装置１に本発明の
実施形態が適用される例を説明したが、本発明の実施形態は、パターン出金に関する情報
の表示機能を有する多様な装置に適用可能である。例えば、本発明の実施形態は、パター
ン出金に関する情報の表示機能を有するＡＴＭのような自動取引装置、レシート印字など
を用いてパターン出金に関する情報を印刷可能な機能を有する装置、パターン出金可能な
装置と有線または無線で接続され、パターン出金に関する情報の表示機能（印刷機能を含
む）を有する装置、などにも適用可能である。
【００８７】
　例えば、本明細書の現金処理装置１の処理における各ステップは、必ずしもフローチャ
ートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、現金処理装置
１の処理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で処理
されても、並列的に処理されてもよい。
【００８８】
　また、現金処理装置１に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどのハードウェアに
、上述した現金処理装置１の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログ
ラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供さ
れる。
【符号の説明】
【００８９】
１　現金処理装置
１０１　紙幣投入口
１０３　紙幣一時保留部
１０５　紙幣鑑別部
１０７　万券カセット
１０９　五千券カセット
１１１　千券カセット
１１３　回収カセット
１１５　リジェクト部
１１７　硬貨投入口
１１９　硬貨鑑別部
１２１　硬貨一時保留部
１２３　硬貨返却部
１２５　出金ホッパ
１２７　硬貨回収庫
１２９　硬貨出金箱
１３１　カードリーダ部
１３３　操作表示部
１５０　制御部
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