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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣処理装置に入金した貨幣の金額に相当する電子マネーを記憶媒体に書き込む入金処
理を実行する制御部を備えた電子マネー入金端末であって、
　自販機の主制御部と前記制御部を接続する第１の通信回線と、
　前記貨幣処理装置と前記制御部を接続する第２の通信回線と、
　前記第１の通信回線と前記第２の通信回線とを前記制御部を経由せずに接続する第３の
通信回線と、
　前記第３の通信回線による通信を遮断する回線切替部と、を有し、
　前記制御部は、前記入金処理の実行中、前記回線切替部に電力を供給して前記第３の通
信回線を遮断し、前記第２の通信回線を介して前記貨幣処理装置との間で通信を行なって
前記電子マネーを前記記憶媒体に書き込む入金処理を実行し、当該入金処理中、前記主制
御部から前記貨幣処理装置に送信される指令に対し、前記第１の通信回線を介して前記貨
幣処理装置に代わって待機状態を示す応答を行い、
　前記回路切替部は、前記主制御部からのポーリング時に前記電子マネー入金端末に送信
されるコマンドに応答するタイミングで、前記第３の通信回線を接続状態から遮断状態へ
変更する
ことを特徴とする電子マネー入金端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、特に、電子決済機能を有する自動販売機に搭載して好適な、電子マネーの入
金処理機能を有する電子マネー入金端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動販売機は、紙幣処理装置や硬貨処理装置等の貨幣処理装置を備え、この貨幣処理装
置を自動販売機の主制御部からの信号によって制御している。つまり、主制御部をマスタ
端末とし、貨幣処理装置をスレーブ端末として通信（シングルマスタ通信）を行っている
。
【０００３】
　図５に、電子マネー決済機能を有する自動販売機（以下、単に、自販機という）の構成
が、図６（ａ）（ｂ）に、自販機の主制御部２００と各スレーブ端末１００、３００、４
００との間の交信シーケンスが電源投入時と待機時のそれぞれについて示されている。図
６（ａ）（ｂ）に示されるように、自販機の主制御部２００は、ＳＹＮＣ信号（同期信号
）に同期して電子マネー入金端末１００、硬貨処理装置３００、紙幣処理装置４００等の
各スレーブ端末にコマンドを送信する。各スレーブ端末は、コマンドを受信したとき、そ
のコマンドに応じた処理や応答を行う。
【０００４】
　具体的に、図６（ａ）の電源投入時における主制御部２００と各スレーブ端末１００、
３００、４００間の交信シーケンス図に示されるように、電源投入時、自販機の主制御部
２００は、各スレーブ端末１００、３００、４００に対し、順次、初期化コマンドを送信
し、この初期化コマンドに対する各スレーブ端末１００、３００、４００からのＡＣＫ応
答（肯定応答)（ａ、ｂ、ｃ）を受信することにより、各スレーブ端末１００、３００、
４００の接続を確認する。主制御部２００は、スレーブ端末１００、３００、４００から
の初期化コマンドに対するＡＣＫ応答がなかった場合、ＡＣＫ応答がなかったスレーブ端
末は接続されていないものとして認識する。このため、主制御部２００から最初に送信さ
れる初期化コマンドに対し、各スレーブ端末１００、３００、４００は必ずＡＣＫ応答を
返す必要がある。
【０００５】
　また、図６（ｂ）の待機時における主制御部２００と各スレーブ端末１００、３００、
４００間の交信シーケンス図に示されるように、自販機の主制御部２００は、各スレーブ
端末１００、３００、４００との接続確認後、接続が確認されたスレーブ端末に対して定
期的にコマンドを送信することによってポーリングを行う。一方、ポーリングを受信した
各スレーブ端末１００、３００、４００は、自端末に有効なコマンドに対して送信するデ
ータがない場合にはＡＣＫ応答のみを送信し、送信データがある場合には、ＡＣＫ応答の
他に送信データを付加して送信する。
【０００６】
　自販機の主制御部２００は、コマンドにより各スレーブ端末１００、３００、４００を
リセットすることもできる。各スレーブ端末１００、３００、４００は、リセットコマン
ドを受信すると、内蔵のマイコン（制御部）をリセットすることにより初期動作を開始す
る。例えば、自販機の主制御部２００は、ポーリングに対して応答するスレーブ端末から
、ＡＣＫまたはＡＣＫと送信データを所定の時間内に受信できなかった場合には異常と見
做してリセット信号を送信する。このリセット信号は全てのスレーブ端末１００、３００
、４００に対して有効であり、各スレーブ端末１００、３００、４００がリセットされる
。
【０００７】
　上記した従来の自販機において、各スレーブ端末１００、３００、４００は、自販機の
主制御部２００とのみ通信が可能であって、スレーブ端末１００、３００、４００同士で
は通信が出来ず、したがって、電子マネー入金端末１００は、硬貨処理装置３００や、紙
幣処理装置４００に入金された貨幣の情報を読み取ることはできない。このように構成さ
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れた、従来の自販機に搭載された電子マネー入金端末１００は、自販機の主制御部２００
から金額情報等を受信して決済処理を行うものであった。
【０００８】
　したがって、自販機で電子マネーの入金処理（チャージ）を行う場合には、硬貨処理装
置３００や紙幣処理装置４００へ入金された貨幣の管理、電子マネー入金端末内で行われ
る非接触ＩＣカードへの入金処理の管理等が必要であり、必ず主制御部２００との通信を
介して行う必要があった。このため、自販機で電子マネーのチャージを行う場合には、少
なくとも自販機の主制御部２００と電子マネー入金端末の双方のソフトウェアがチャージ
機能に対応していることが必要であった。
【０００９】
　ところで、従来、電子マネーチャージ用の端末として、ＰＯＳ（Post On Sale）レジス
タや自販機に搭載された電子マネー決済・チャージ機能を有した電子マネー入金端末、Ａ
ＴＭ（Automatic　Teller　Machine）、専用チャージ機等がある。近年、電子決済の普及
に伴い、チャージ機の配置を増やしたいという電子マネー事業者側のニーズがある。しか
しながら、単体でのチャージ機能設置は、盗難の虞や、チャージ機内の貨幣の回収作業の
手間等から普及が困難である。また店舗内への配置では設置スペースの確保が難しい。こ
のため、強固な筐体と強固な錠を備え、セキュリティが確保された装置であって、定期的
に貨幣が回収されるシステムが構築されている自販機へ電子マネーのチャージ機を搭載し
、自販機の売り上げとともにチャージのために入金された貨幣も回収したいという要求が
あった。
【００１０】
　また、従来、上記したチャージ機能に対応した自販機は、電子マネー決済のみに対応し
た自販機に比べて市場での設置台数が極めて少ない。そのため、自販機での電子マネー決
済時に残高不足が生じた場合には、店舗等に足を運びチャージしなければならないのが現
状である。このため、自販機に電子マネーのチャージ機能を追加して欲しいという要求が
あった。しかしながら、上記したように自販機で電子マネーのチャージを行う場合には、
少なくとも自販販売機の主制御部と電子マネー入金端末の双方のソフトウェアがチャージ
機能に対応していることが必須であった。このため、従来からあるチャージ機能に対応し
ない自販機に、後付けで電子マネー入金端末を搭載してチャージ機能に対応させることが
出来なかった。
【００１１】
　したがって、従来、自販機でチャージを行う場合には、チャージ機能に対応した自販機
を新たに設置するか、あるいは古い型式のチャージ非対応の自販機をチャージ機能に対応
した自販機に交換する必要あった。これには多大なコストが発生するため、チャージ対応
の自販機の普及が進まなかったという現状がある。一方、自販機の主制御部のプログラム
を変更することによりチャージ機能に対応させることも考えられる。しかしながら、この
方法の場合、自販機の主制御部は、メーカや機種、年式等によりソフトウェアが異なって
おり、チャージ機能に対応するために、都度、主制御部のソフトを変更することは容易で
はない。また、一旦ソフトウェアを変更した場合でも設置の際に現地での更新作業が必要
となるため、実現が難しかった。
【００１２】
　上記した課題を解決するためには、電子マネー入金端末に対し、硬貨処理装置と紙幣処
理装置を直接接続して、直接、電子マネー入金端末が、硬貨処理装置や紙幣処理装置へコ
マンドを送信し、硬貨処理装置や紙幣処理装置から情報を受信することが出来るようにす
る必要がある。例えば、特許文献１には、紙幣処理装置と硬貨処理装置との間に主制御部
と通信を行う際に使用される通信ラインの他に、新たに、電子マネー決済端末と紙幣処理
装置、硬貨処理装置間に専用の通信ラインを設けた技術が提案されている。この技術を応
用すれば、電子マネー入金端末が、チャージの際に、硬貨処理装置や紙幣識別装置から入
金情報を受信できるようになり、あるいは電子マネー入金端末から硬貨処理装置や紙幣識
別装置に対してコマンドを送ることが可能になる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０１０－１０２３８９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、このように構成した場合、自販機の主制御部と電子マネー入金端末とが
、硬貨処理装置や紙幣識別装置に対してそれぞれコマンドを送信することになり、さらに
、自販機の主制御部と電子マネー入金端末の双方へ硬貨処理装置や紙幣識別装置から金額
情報が送信されることになる。したがって、通常の自販機の商品販売に係わる決済処理に
異常が発生する。例えば、自販機の主制御部と電子マネー入金端末の双方に硬貨処理装置
や紙幣識別装置から入金情報が送信されると、チャージ処理と商品販売に係る決済処理が
競合して両方がともに実行出来てしまう。したがって、硬貨処理装置と紙幣処理装置を、
電子マネー入金端末と自販機の主制御部へそれぞれ接続する方式では対応できなかった。
【００１５】
　このため、自販機と、硬貨処理装置や紙幣処理装置等の貨幣処理装置とを電子マネー入
金端末を介して接続し、電子マネー入金端末が、硬貨処理装置から送信されてくる金額情
報を適宜選択して自販機へ送信する必要がある。しかしながらこの場合も問題があり、単
純にこのような接続を行うと、電子マネー入金端末が、貨幣処理装置から入金情報を受信
してチャージ処理を実行する際に、貨幣処理装置が自販機に対して応答しない場合、上記
したように自販機の主制御部からリセットされてしまう。また、電子マネー入金端末が貨
幣処理装置から金額情報を一旦読み取ってそれを自販機へ中継する処理を採用すると、自
販機への応答が遅れ、この場合もリセットされることになる。さらに、電子マネー入金端
末に異常が発生した場合、貨幣処理装置も使用できなくなることを回避するために、たと
え電子マネー入金端末が故障しても、自販機と貨幣処理装置とが通信を継続でき、商品販
売による決済を継続できるようにする必要がある。
【００１６】
　本発明は上記した課題を解決するためになされたものであり、商品販売による決済処理
に影響を与えることなく、既存の自販機に対して電子マネーのチャージ機能を付加した電
子マネー入金端末を提供することを目的とする。また、電子マネー入金端末が故障の際に
も自販機と貨幣処理装置との通信を可能にして商品販売による決済処理を継続できるよう
にした、電子マネー入金端末を提供することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記した課題を解決するために本発明は、貨幣処理装置に入金した貨幣の金額に相当す
る電子マネーを記憶媒体に書き込む入金処理を実行する制御部を備えた電子マネー入金端
末であって、自販機の主制御部と前記制御部を接続する第１の通信回線と、前記貨幣処理
装置と前記制御部を接続する第２の通信回線と、前記第１の通信回線と前記第２の通信回
線とを前記制御部を経由せずに接続する第３の通信回線と、前記第３の通信回線による通
信を遮断する回線切替部と、を有し、前記制御部は、前記入金処理の実行中、前記回線切
替部に電力を供給して前記第３の通信回線を遮断し、前記第２の通信回線を介して前記貨
幣処理装置との間で通信を行なって前記電子マネーを前記記憶媒体に書き込む入金処理を
実行し、当該入金処理中、前記主制御部から前記貨幣処理装置に送信される指令に対し、
前記第１の通信回線を介して前記貨幣処理装置に代わって待機状態を示す応答を行い、前
記回路切替部は、前記主制御部からのポーリング時に前記電子マネー入金端末に送信され
るコマンドに応答するタイミングで、前記第３の通信回線を接続状態から遮断状態へ変更
する。
【００１８】
　本発明によれば、電子マネー入金端末の制御部は、電子マネーの入金処理の実行中、回
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線切替部に電力を供給して第３の通信回線を遮断し、第２の通信回線を介して貨幣処理装
置との間で通信を行なって電子マネーを記憶媒体に書き込む入金処理を実行する。
　このため、電子マネー入金端末の制御部は、自販機と貨幣処理装置との間の通信接続を
制御することが出来、したがって、入金された金額情報が自販機の主制御部に送信されな
くなって、電子マネーの移転と販売による決済とがともに実行されるといった不都合を解
消することが出来る。
　また、電子マネー入金端末の制御部は、入金処理中、自販機の主制御部から貨幣処理装
置に送信される指令に対し、貨幣処理装置に代わって待機状態を示す応答を行う。
　このため、自販機の主制御部は、入金処理中、貨幣処理装置との間の通信が遮断されて
いることを検知することが出来ず、したがって、主制御部にリセットされてしまうことを
回避することができる。このように、商品販売による決済処理に影響を与えることなく、
既存の自販機に対して電子マネーのチャージ機能を付加した、電子マネー入金端末を提供
することができる。
　更に、電子マネー入金端末に異常が発生してその復帰時に電源投入が検知されると、回
線切替部は、主制御部と貨幣処理装置との間の接続するため、故障の際にも自販機と貨幣
処理装置との通信を可能にして商品販売による決済処理を継続することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、商品販売による決済処理に影響を与えることなく、既存の自販機に対
して電子マネーのチャージ機能を付加した、電子マネー入金端末を提供することができる
。また、故障の際にも自販機と貨幣処理装置との通信を可能にして商品販売による決済処
理を継続できるようにした、電子マネー入金端末を提供することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態に係る電子マネー入金端末を搭載した自販機の構成を示すブ
ロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る電子マネー入金端末の基本動作を示すフローチャート
である。
【図３】本発明の実施の形態に係る電子マネー入金端末の現金販売処理中の判別処理動作
を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態に係る電子マネー入金端末が搭載される自販機の入金処理移
行時の交信シーケンスを示す図である。
【図５】電子マネー入金端末を搭載した従来の自販機の構成を示すブロック図である。
【図６】従来の自販機の電源投入時と待機時における交信シーケンスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、添付図面を参照して本発明を実施するための実施の形態（以下、単に本実施形態
という）について詳細に説明する。
【００２２】
（実施形態の構成）
　図１は、本実施形態に係る電子マネー入金端末１１を搭載した自販機１０の構成を示す
ブロック図である。図１に示すように、自販機１０は、主制御部１２と、硬貨処理装置１
３や紙幣処理装置１４等の貨幣処理装置との間の接続を、本実施形態に係る電子マネー入
金端末１１を介して接続される構成になっている。このため、電子マネー入金端末１１は
、主制御部１２から硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４へ送信される指令（コマンド）
と、硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４から主制御部１２へ送信されるデータを監視で
きる形態になっている。
【００２３】
　電子マネー入金端末１１は、自販機１０の主制御部１２に接続する通信回線１５（第１
の通信回線）を備える。通信回線１５は、主制御部１２では出力専用、電子マネー入金端
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末１１では入力専用に用いられるＳＹＮＣ（同期）回線と、主制御部１２では出力専用、
電子マネー入金端末１１では入力専用に用いられる送信回線と、主制御部１２では入力専
用、電子マネー入金端末１１では出力専用に用いられる受信回線とを含む。
【００２４】
　また、電子マネー入金端末１１は、硬貨処理装置１３および紙幣処理装置１４に接続す
る通信回線１６（第２の通信回線）を備える。通信回線１６は、電子ネー入金端末１１で
は出力専用、硬貨処理装置１３および紙幣処理装置１４では入力専用に用いられるＳＹＮ
Ｃ（同期）回線と、電子マネー入金端末１１では出力専用、硬貨処理装置１３および紙幣
処理装置１４では入力専用に用いられる送信回線と、電子マネー入金端末１１では入力専
用、硬貨処理装置１３および紙幣処理装置１４では出力専用に用いられる受信回線とを含
む。
【００２５】
　主制御部１２は、制御回路１２０（図１の制御部１２０）と、ＳＹＮＣ出力回路１２１
と、送信回路１２２と、受信回路１２３とを含み構成される。ＳＹＮＣ出力回路１２１は
、データ転送を開始するにあたり、制御回路１２０により生成され、電子マネー入金端末
１１、硬貨処理装置１３、紙幣処理装置１４に対して一斉送信されるＳＹＮＣ信号を通信
回線１５のＳＹＮＣ回線に出力する。送信回路１２２は、制御回路１２０により生成され
る送信許可」コマンドを含む販売処理に関する各種データを電子マネー入金端末１１、硬
貨処理装置１３、紙幣処理装置１４に通信回線１５の送信回線を介して送信する。
【００２６】
　受信回路１２３は、電子マネー入金端末１１、硬貨処理装置１３、紙幣処理装置１４に
より生成され、通信回線１５に含まれる受信回線経由で送信される受信応答を含む販売処
理に関する各種データを受信して制御回路１２０に転送する。制御回路１２０は、主制御
部１２が、通信回線１５の送信回線を介して「送信許可」コマンドを一定の時間間隔で電
子マネー入金端末１１、硬貨処理装置１３、紙幣処理装置１４に順次送信し、受信応答を
通信回線１５経由で電子マネー入金端末１１、硬貨処理装置１３、紙幣処理装置１４のそ
れぞれから受信し、受信応答があった電子マネー入金端末１１、硬貨処理装置１３、紙幣
処理装置１４との間で販売処理に関するデータの転送を行うために、ＳＹＮＣ出力回路１
２１、送信回路１２２、受信回路１２３のシーケンス制御を行う。
【００２７】
　ここで、「販売処理に関するデータ」とは、主制御部１２から電子マネー入金端末１１
、硬貨処理装置１３、紙幣処理装置１４に対して送信されるデータ、および電子マネー入
金端末１１、硬貨処理装置１３、紙幣処理装置１４のそれぞれから主制御部１２に対して
送信されるデータである。前者の場合、例えば、硬貨処理装置１３に対して送信される「
釣銭として１８０円払出せといった指令」であり、後者の場合、例えば、硬貨処理装置１
３では「５００円の入金あり、紙幣処理装置１４では、「１０００円の入金あり」、「内
蔵の紙幣収納部が満杯」といった情報をいう。
【００２８】
　電子マネー入金端末１１は、制御部１１０と、第１通信回路１１１と、第２通信回路１
１２と、第３の通信回線１７と、回線切替部１１３と、通信部１１４と、リーダライタ部
１１５と、操作部１１６と、表示部１１７と、記憶部１１８と、を含み構成される。
【００２９】
　制御部１１０は、硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４に入金された貨幣の金額に相当
する電子マネーを記憶媒体に書き込む入金処理を実行する。制御部１１０は、入金処理を
実行中、回線切替部１１３に電力を供給して第３通信回線１７を遮断し、第２通信回路１
１２を介して硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４との間で通信を行なって電子マネーを
記憶媒体に移転する入金処理を実行する。また、制御部１１０は、入金処理中、自販機１
０の主制御部１２から硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４に送信される指令に対し、第
１通信回路１１１を介して、硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４に代わって待機状態を
示す応答を行う。



(7) JP 5851237 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

【００３０】
　第１通信回路１１１は、電子マネー入金端末１１と自販機の主制御部１２との間の通信
を可能にする、ＳＹＮＣ受信回路と、受信回路＃１と、送信回路＃１とを含み構成される
。ここで、ＳＹＮＣ受信回路は、通信回線１５のＳＹＮＣ回線経由で主制御部１２のＳＹ
ＮＣ出力回路１２１に接続される。また、受信回路＃１は、通信回線１５の送信回線経由
で主制御部１２の送信回路１２２に接続される。また、送信回路＃１は、通信回線１５の
受信回線経由で主制御部１２の受信回路１２３に接続される。
【００３１】
　第２通信回路１１２は、電子マネー入金端末１１と硬貨処理装置１３および紙幣処理装
置１４との間の通信を可能にする、ＳＹＮＣ送信回路と、送信回路＃２と、受信回路＃２
を含み構成される。ここで、ＳＹＮＣ送信回路は、通信回線１６のＳＹＮＣ回線経由で硬
貨処理装置１３および紙幣処理装置１４のＳＹＮＣ受信回路１３１、１４１とそれぞれ接
続される。また、送信回路＃２は、通信回線１６の送信回線経由で硬貨処理装置１３およ
び紙幣処理装置１４の受信回路１３２、１４３とそれぞれ接続される。また、受信回路＃
２は、通信回線１６の受信回線経由で硬貨処理装置１３および紙幣処理装置１４の送信回
路１３３、１４３とそれぞれ接続される。
【００３２】
　第１の通信回線１５と第２の通信回線１６には、通信回線を分岐する分岐部１８、分岐
部１９がそれぞれ設けられており、この分岐部１８と分岐部１９は第３の通信回線１７を
介して接続されている。通信回線１７は、通信回線１５と通信回線１６とを、第１通信回
路１１１、第２通信回路１１２、および制御部１１０を経由せずに接続する通信回線であ
る。すなわち自販機１２と硬貨処理装置１３または紙幣処理装置１４とを直接通信可能に
接続する通信回線である。さらに、通信回線１７には、回線切替部１１３が設けられ、主
制御部１１０の制御により回線の切断と接続を切り替えることができる。
【００３３】
　回線切替部１１３は、リレー回路であって、電力の供給を受けていない状態において、
常時第１通信回路１１１と第２通信回路１１２を接続する。また、制御部１１０の制御に
より電力の供給を受けている間、通信回線を遮断する。
【００３４】
　具体的には、回線切替部１１３は、ＳＹＮＣ切替回路と、受信切替回路と、送信切替回
路とを含む。ここで、ＳＹＮＣ切替回路は、通信回線１５のＳＹＮＣ回線と通信回線１６
のＳＹＮＣ回線とを接続する通信回線１７ａを、制御部１１０の制御にしたがい接続ある
いは遮断するリレー回路である。また、受信切替回路は、通信回線１５の送信回線と通信
回線１６の送信回線とを接続する通信回線１７ｂを、制御部１１０の制御にしたがい接続
あるいは遮断するリレー回路である。また、送信切替回路は、通信回線１５の受信回線と
通信回線１６の受信回線とを接続する通信回線１７ｃを、制御部１１０の制御にしたがい
接続あるいは遮断するリレー回路である。
【００３５】
　なお、通信部１１４は、決済または入金処理の際に不図示の外部管理サーバとの間で通
信を行う際に使用される通信インタフェースである。外部管理サーバと相互に通信するこ
とで、電子マネーの決済情報を伝達するとともに、電子マネー入金端末１１、硬貨処理装
置１３、紙幣処理装置１４を含む端末の設定値、ならびにプログラムデータを外部管理サ
ーバから取り込むための通信手段としても利用される。
【００３６】
　リーダライタ部１１５は、非接触ＩＣカード等、電子マネーを記憶する記憶媒体が電子
マネー入金端末１１のかざし面にかざされたときに、その非接触ＩＣカードとの間で通信
を行う。また、操作部１１６には、入金処理を起動するチャージボタンが割り当てられて
おり、表示部１１７には、非接触ＩＣカードに記憶された電子マネーの残額情報や各種メ
セージ等が表示される。また、記憶部１１８には、制御部１１０が実行するプログラムが
格納されるプログラム領域の他に、当該プログラムの実行過程で生成されるフラグ等の処
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理中データ、および非接触ＩＣカードによる決済または入金情報の履歴が格納される作業
領域からなり、それぞれの領域に、プログラム乃至データが格納される。
【００３７】
　なお、硬貨処理装置１３は、制御回路（図１の制御部１３０）１３０（図１の制御部１
３０）と、ＳＹＮＣ受信回路１３１と、受信回路１３２と、送信回路１３３とを含み、ま
た、紙幣処理装置１４は、制御回路１４０（図１の制御部１４０）と、ＳＹＮＣ受信回路
１４１と、受信回路１４２と、送信回路１４３とを含み、それぞれ構成される。
【００３８】
（実施形態の動作）
　次に、図２、図３のフローチャートを参照しながら本実施形態に係る電子マネー入金端
末１１の動作を具体的に説明する。
【００３９】
　電子マネー入金端末１１は、上記したように、主制御部１２から硬貨処理装置１３や紙
幣処理装置１４へ送信されるコマンドと、硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４から主制
御部１２へ送信されるデータを監視できる構成になっており、このため、常時、転送され
るコマンドやデータから入金処理と販売処理との競合を回避するために、自販機１０が硬
貨処理装置１３または紙幣処理装置１４とので販売処理中であるか否かを判別している（
ステップＳ１１）。この処理では、自販機１０が硬貨処理装置１３との間で販売処理中で
あるか否かを判別する処理と、自販機１０が紙幣処理装置１４との間で販売処理中である
か否かを判別する処理とをそれぞれ行い、自販機１０が、すくなくとも硬貨処理装置１３
または紙幣処理装置１４のいずれかと販売処理中の場合は、販売処理中と判別する。
図３には、一例として、自販機１０と硬貨処理装置が販売処理中か否かを判別する判別処
理の詳細が示されている。
【００４０】
　図３によれば、電子マネー入金端末１１の制御部１１０は、ステップＳ１１１において
、硬貨処理装置１３から入金された貨幣の金種信号を受信したか否かをチェックする。硬
貨処理装置１３から入金された貨幣の金種信号を受信すると（ステップＳ１１１“ＹＥＳ
”）、記憶部１１８の硬貨処理装置１３の「販売処理中フラグ」をＯＮ設定（セット）す
る（ステップＳ１１２）。次に、ステップＳ１１２に進む。一方、硬貨処理装置１３から
金種信号を受信しなかった場合（ステップＳ１１１“ＮＯ”）には、ステップＳ１１３へ
進む。ステップＳ１１３において制御部１１０は、硬貨処理装置１３らか投入金額クリア
を示す信号を受信したか否かをチェックする。硬貨処理装置１３らか投入金額クリアを示
す信号を受信した場合（ステップＳ１１３“ＹＥＳ”）、硬貨処理装置１３の「販売中処
理フラグ」のフラグをクリアする（ステップＳ１１４）。そして処理を終了する。硬貨処
理装置１３らか投入金額クリアを示す信号を受信しなかった場合（ステップＳ１１３“Ｎ
Ｏ”）には、終了する。
　自販機１０と紙幣処理装置１４が販売処理中か否かを判別する処理は、自販機１０と硬
貨処理装置が販売処理中か否かを判別する処理と同様である。
【００４１】
　このように、電子マネー入金端末１１の制御部１１０は、硬貨処理装置１３や紙幣処理
装置１４から貨幣が投入されたことを示す金種信号に基づき自販機１０が販売処理中であ
ることを判別する。制御部１１０は、商品販売処理中であると認識すると、硬貨処理装置
１３および紙幣処理装置１４に対してそれぞれ記憶部１１８の一部領域に割り当てられた
「販売処理中フラグ」をセットする。硬貨処理装置１３および紙幣処理装置１４は、自販
機１０の主制御部１２へ送信した未処理の貨幣の金額を“投入金額”として内蔵するメモ
リに記憶している。自販機１０が販売処理を完了した場合、主制御部１２から収金コマン
ド、返金コマンド、釣り銭払い出しコマンドが送信され、これを受信した硬貨処理装置１
３や紙幣処理装置１４は、収金処理、返金処理、あるいは釣り銭払い出し処理を実行して
処理完了信号を返信する。このとき、主制御部１２は、“投入金額”をクリアする指令を
発行する。この指令を受信した硬貨処理装置１３または紙幣処理装置１４は、自販機１０
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の主制御部１２に対して投入金額のクリアを示す信号を送信する。この投入金額をクリア
する信号を電子マネー入金端末１１の制御部１１０が監視することによって現金販売処理
の終了を認識することができる。
【００４２】
　説明を図２に戻す。自販機における電子マネーのチャージは、ユーザが操作部１１６の
チャージボタンを押下し、入金したい金額の硬貨もしくは紙幣を入金し、更に、非接触Ｉ
Ｃカードを電子マネー入金端末のかざし部にかざすことにより実行される。
【００４３】
　電子マネー入金端末１１の制御部１１０は、まず、現金販売処理中の判別処理実行後（
ステップＳ１１）、操作部１１６に割り当てられるチャージボタンが押下されたか否かを
判定する（ステップＳ１２）。ここで、チャージボタンの押下が検知されると、制御部１
１０は、更に記憶部１１８を参照して「現金販売処理中フラグ」がセットされているか否
かを判定する（ステップＳ１３）。現金販売処理中フラグがセットされている場合（ステ
ップＳ１３“ＹＥＳ”）、自販機１０が現金による商品販売処理中であるため、表示部１
１７には、「現金販売中は電子マネーのチャージはできません」等のメッセージが表示さ
れ、処理を終了する。
【００４４】
　一方、ステップＳ１３のフラグ判定処理で、「現金販売処理中フラグ」がセットされて
いない場合（ステップＳ１３“ＮＯ”）、制御部１１０は、回線切替部１１３を制御して
回線遮断処理を実行する（ステップＳ１４）。すなわち、制御部１１０は、自販機１０の
主制御部１２が、硬貨処理装置１３と紙幣処理装置１４に対してコマンドを送信していな
いタイミングを見計らって硬貨処理装置１３と紙幣処理装置１４との間の通信を遮断する
（ステップＳ１４）。すなわち、制御部１１０は、回線切替部１１３へ電力の供給するこ
とで通信回線１７の通信を遮断する。この遮断のタイミングは例えば、電子マネー入金端
末１１の制御部１１０と主制御部１２通信中に行う。
【００４５】
　次に、待機モードから入金処理モード（チャージモード）に移行する制御を実行する（
ステップＳ１５）。入金処理モードは、チャージボタン等の押下によって起動する、いわ
ゆる貨幣処理装置に入金された貨幣の金額に相当する電子マネーを記憶媒体に書き込む一
連の処理を実行するためのモードである。
【００４６】
　続いてチャージモードに移行すると、制御部１１０は、貨幣が硬貨処理装置１３あるい
は紙幣処理装置１４に入金されたか否かを判定する（ステップＳ１６）。ここで入金が確
認されると（ステップＳ１６“ＹＥＳ”）、制御部１１０は、リーダライタ部１１５を制
御して電子マネーの書き込み処開始し（ステップＳ１７）、入金が未確認の場合は（ステ
ップＳ１６“ＮＯ”）、キャンセル操作またはタイムアウトの判定を行う（ステップＳ２
３）。ここで、キャンセルまたはタイムアウト未検知の場合は（ステップＳ２３“ＮＯ”
）、ステップＳ１６入金判定処理に戻って入金を待ち、キャンセル操作またはタイムアウ
トが検知されると（ステップＳ２３“ＹＥＳ”）、回線切替部１１３を制御して回線接続
処理を実行する（ステップＳ２１）。
【００４７】
　回線接続処理は、制御部１１０が回線切替部１１３への電力の供給を断つことで通信回
線１７を接続する処理である。このとき、制御部１１０は、自販機１０の主制御部１２が
硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４と通信をしていないタイミングを見計らって硬貨処
理装置１３や紙幣処理装置１４の通信接続を行う。電子マネー入金端末１１が自販機１０
の主制御部１２に応答中は、主制御部１２が硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４と通信
をしないため、このタイミングで接続が可能である。
【００４８】
　制御部１１０は、入金があって、リーダライタ部１１５による書込み処理を開始すると
、非接触ＩＣカードが電子マネー入金端末１１のかざし面にかざされたか否かを判定する
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（ステップＳ１８）。ここで、未だ、非接触ＩＣカードがかざし面にかざされていなけれ
ば、キャンセル操作またはタイムアウトの判定を行う（ステップ２４）。ここで、キャン
セルまたはタイムアウト未検知の場合は（ステップＳ２４“ＮＯ”）ステップＳ１８のか
ざし判定処理に戻って非接触ＩＣカードがかざし面にかざされるのを待ち、キャンセル操
作またはタイムアウトが検知されると（ステップＳ２４“ＹＥＳ”）、入金された硬貨あ
るいは入金された紙幣を返却する処理を実行する（ステップＳ２６）。
【００４９】
　一方、非接触ＩＣカードがかざされたことを検知すると（ステップＳ１８“ＹＥＳ”）
、制御部１１０は、非接触ＩＣカードからリーダライタ部１１５により読み込まれた金額
情報を非接触ＩＣカードに書き込む書込み処理を実行し、その書込み処理が正常終了した
か否かを判定する（ステップＳ１９）。ここで書込み処理が正常終了すると（ステップＳ
１９“ＹＥＳ”）、制御部１１０は、入金硬貨あるいは紙幣の収金処理を実行する（ステ
ップＳ２０）。
【００５０】
　具体的に制御部１１０は、硬貨処理装置１３または紙幣処理装置１４に収金コマンドを
送信して、これら貨幣処理装置１３、１４から収金したことを示す信号を受信すると、更
に、投入金額クリアを示す信号を受信することにより収金処理完了とみなす。また、書込
み処理が正常終了しなかった場合（ステップＳ１９“ＮＯ”)、制御部１１０は、リーダ
ライタ部１１５の書込みキャンセル処理を実行して（ステップＳ２５）、入金された硬貨
あるいは入金された紙幣を返却する処理を実行する（ステップＳ２６）。
【００５１】
　入金された貨幣の収金処理後、あるいは入金貨幣の返金処理終了後、制御部１１０は、
回線切替部１１３の回線接続処理を実行する（ステップＳ２１）。
　回線接続処理実行後、チャードモードを抜けて待機モードに移行する処理を実行するこ
とにより、入金処理に係る一連の処理を終了する。以上のように電子マネー入金端末１１
が入金処理モード間は、回線切替部１１３に電力を供給して通信回線１７を遮断している
。
【００５２】
　ここで、図４に示す入金処理移行時（図２のステップＳ１５以降）の交信シーケンスを
参照しながら、本実施形態に係る電子マネー入金端末１１の回線接続および遮断処理動作
について補足説明を行う。
【００５３】
　図４において、主制御部１２は、まず、電子マネー入金端末１１、硬貨処理装置１３、
紙幣処理装置１４に対して通信回線１５を介して「ＳＹＮＣ」信号を一済送信する（ａ～
ｃ）。この「ＳＹＮＣ」信号を受信した電子マネー入金端末１１、硬貨処理装置１３、紙
幣処理装置１４は、いずれも主制御部１２からのコマンド待ちの状態になる。次に、主制
御部１２は、通信回線１５経由で特定の端末あるいは装置に対して通信回線１５の所有権
を付与する「電子マネー入金端末コマンド（ｄ）」、「硬貨処理装置コマンド（ｅ）」、
「紙幣処理装置コマンド（ｆ）」を送信する（ポーリング）。
【００５４】
　コマンド（ｄ）を受信した電子マネー入金端末１１は、主制御部１２から受信したコマ
ンドに対する応答として第１通信回路１１１（送信回路＃１）によりＡＣＫ応答（ｇ）を
返信するとともに、硬貨処理装置１３に代わってＡＣＫ応答（ｈ）を返信し、紙幣処理装
置に代わってＡＣＫ応答（ｉ）をそれぞれ返信する。電子マネー入金端末１１は、主制御
部１２に硬貨処理装置１３にかわってＡＣＫ応答を返信後、第２通信回路１１２（ＳＹＮ
Ｃ送信回路）によりＳＹＮＣ信号（ｊ）を送信し、さらに硬貨処理装置コマンド（ｋ）を
第２通信回路１１２（送信回路＃２）により送信する。そして、このコマンド（ｋ）を、
通信回線１６経由で受信した硬貨処理装置１３は、電子マネー入金端末１１に対し、通信
回線１６経由で硬貨処理装置応答（ｌ）を返信する。
【００５５】
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　主制御部１２は、以降も通信回線１５を介して「ＳＹＮＣ」信号を一済送信する（ｍ～
ｏ）。コマンド（ｐ）を受信した電子マネー入金端末１１は、主制御部１２から受信した
コマンドに対する応答として第１通信回路１１１（送信回路＃１）によりＡＣＫ応答（ｓ
）を返信する。また、コマンド（ｑ）に対して、硬貨処理装置１３に代わってＡＣＫ応答
（ｔ）を返信し、コマンド（ｒ）に対して紙幣処理装置に代わってＡＣＫ応答（ｕ）をそ
れぞれ返信する。
【００５６】
　また、電子マネー入金端末１１は、以後、紙幣処理装置コマンド（ｘ）硬貨処理装置コ
マンド（ｙ）を、ともに第２通信回路１１２（送信回路＃２）により送信する。このコマ
ンド（ｘ、ｙ）を、通信回線１６経由で受信した紙幣処理装置１４と硬貨処理装置１３は
、電子マネー入金端末１１に対し、ともに通信回線１６経由で紙幣処理装置応答（ｚ’）
、硬貨処理理装置応答（ｚ）を返信する。
【００５７】
　例えば、紙幣処理装置１４に１０００円札が挿入された場合、紙幣処理装置１４は、１
０００円の金種信号を送信する（ｚ’）。この金種信号を受信した電子マネー入金端末１
１は、図２のフローチャートで説明したように、書込み処理を開始し（ステップＳ１７）
、更に非接触ＩＣカードがかざされたことを検知すると（ステップＳ１８“ＹＥＳ”）、
非接触ＩＣカードへ書き込む書込み処理を実行する。
【００５８】
　硬貨処理装置１３、紙幣処理装置１４が接続される通信回線１６は、回線切替部１１３
が“接続”状態にあっては、通信回線１７および回線切替部１１３経由で制御部１１０を
経由せずにして自販機１０が接続される通信回線１５と接続される状態にあるため、自販
機１０の主制御部１２と硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４が通信中（具体的には、自
販機１０の主制御部１２から硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４へのコマンド送信中や
硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４から自販機１０の主制御部１２への応答中）に“遮
断”状態に変更されると、主制御部１２との間で通信異常が発生し、最悪の場合には主制
御部１２からシステムリセットがかかる恐れがある。このため、電子マネー入金端末１１
の回線切替部１１３による“遮断”状態への変更は、自販機１０の主制御部１２と硬貨処
理装置１３や紙幣処理装置１４が通信していないタイミングで行う必要がある。
【００５９】
　したがって、回線切替部１１３による“遮断”状態へ変更は、主制御部１２からのポー
リング時に、電子マネー入金端末１１に送信されるコマンドに応答するタイミングで行う
こととする。このタイミングであれば、主制御部１２は、電子マネー入金端末１１からの
応答待ち状態になるため、硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４へコマンドが送信される
ことはなく、また、回線切替部１１３を“接続”状態から“遮断”状態に変更しても問題
がない。
【００６０】
　また、待機モードからチャージモードへの移行、あるいは回線切替部１１３による“遮
断”状態への変更完了後は、自販機１０の主制御部１２から硬貨処理装置１３や紙幣処理
装置１４に対して送信されるコマンドは、電子マネー入金端末１１が一旦受信し、その後
、硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４に通知される。
　また、硬貨処理装置１３や紙幣処理装置１４からの応答は、電子マネー入金端末１１が
一旦受信し、そのデータを確認、主制御部１２への通知が必要か否かを判断し、主制御部
１２への通知が必要な場合にのみＡＣＫに通知のためのデータを付加し、不要な場合には
ＡＣＫ応答のみを送信する。すなわち、チャージモード中（入金処理の実行中）、硬貨処
理装置１３および紙幣処理装置１４が待機状態であることを示す応答を行う。このように
、チャージモード中は、自販機１０が商品の販売をしないように、入金や払い出し等に関
する情報は通知しないものとし、故障に関する情報については必要に応じて通知するもの
とする。
【００６１】
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　以上説明のように、電子マネーのチャージ機能に対応していない自販機１０であっても
、自販機１０の主制御部１２のソフトウェアの変更を要することなく、容易に電子マネー
チャージ機能を付加することができる。また、本実施形態では説明を省略したが、電子マ
ネーによる決済機能を持たない自販機であっても、同様に自販機の主制御部のソフトウェ
アを変更することなくチャージ機能を付加することが出来、この場合、チャージ専用機と
して使用することが出来る。
【００６２】
（実施形態の効果）
　以上説明のように本実施形態に係る電子マネー入金端末１１によれば、電子マネー入金
端末１１の制御部１１０は、第１の通信回線１５を介して自販機の主制御部と接続される
とともに、第２の通信回線１６を介して前記貨幣処理装置と接続され、また前記第１の通
信回線１５と前記第２の通信回線１６とを前記制御部を経由せずに接続する第３の通信回
線１７と、第３の通信回線を遮断する回線切替部１１３とを備える。
　さらに電子マネーの入金処理の実行中（入金処理モード中）、すなわち、チャージボタ
ン等の押下により入金処理モードが起動されると、回線切替部１１３に電力を供給して第
３の通信回線１７を遮断し、第２の通信回線１６を介して貨幣処理装置との間で通信を行
なって電子マネーを非接触ＩＣカード等の記憶媒体に書き込む移転する入金処理を実行す
るとともに、第１の通信回線を介して前記貨幣処理装置に代わって待機状態を示す応答を
行う。
【００６３】
　これにより、電子マネー入金端末１１は、自販機１０と貨幣処理装置との間の通信接続
を制御（接続／遮断）することが出来、したがって、入金された金額情報が自販機１０の
主制御部１２に送信されなくなって、電子マネーの書込みと販売による決済とがともに実
行されるといった不都合を解消することが出来る。
【００６４】
　また、制御部１１０は、入金処理中、自販機１０の主制御部１２から貨幣処理装置に送
信される指令に対し、貨幣処理装置に代わって待機状態を示す応答を行う。このため、自
販機１０の主制御部１２に、入金処理中、貨幣処理装置との間の通信が遮断されているこ
とを検知されない。したがって、主制御部１２にリセットされてしまうことを回避するこ
とができる。このように、商品販売による決済処理に影響を与えることなく、既存の自販
機１０に対して電子マネーのチャージ機能を付加した、電子マネー入金端末１１を提供す
ることができる。
【００６５】
　更に、たとえ電子マネー入金端末１１が故障して、回線切替部１１３を電子マネー入金
端末１１の制御部１１０が制御出来ない状態となっても、その場合には、回線切替部１１
３に電力が供給されなくたった時点で、自販機１０の主制御部１２と貨幣処理装置との間
の通信回線１７が接続する為、電子マネー入金端末１１の故障の際にも主制御部１２と貨
幣処理装置との通信を可能にして商品販売による決済処理を継続することができる。した
がって、商品販売による決済処理に影響を与えることなく、既存の自販機に対して電子マ
ネーのチャージ機能を付加した、電子マネー入金端末を提供すると共に、故障の際にも自
販機と貨幣処理装置との通信を可能にして商品販売による決済処理を継続できるようにし
た、電子マネー入金端末を提供することができる。
【符号の説明】
【００６６】
　１０・・・自販機、１１・・・電子マネー入金端末、１２・・・主制御部、１３・・・
硬貨処理装置、１４・・・紙幣処理装置、１５・・・第１の通信回線、１６・・・第２の
通信回線、１７・・・第３の通信回線、１８・・・第１の通信回線の分岐部、１９・・・
第２の通信回線の分岐部、１１０・・・制御部、１１１・・・第１通信回路、１１２・・
・第２通信回路、１１３・・・回線切替部、１１４・・・通信部、１１５・・・リーダラ
イタ部、１１６・・・操作部、１１７・・・表示部、１１８・・・記憶部
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