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(57)【要約】
【課題】　入金取引を効率的に行うことができる現金処
理装置を提供する。
【解決手段】　本発明の現金処理装置は、入金処理を行
う現金処理装置において、投入された現金を計数する計
数手段と、前記入金処理に基づき、投入すべき現金額で
ある入金額と、前記計数手段により計数された現金の計
数金額とを比較し、前記入金額より前記計数金額の方が
少ないと、所定のタイミングで判明した場合には、前記
計数手段に再度現金の計数を実施させる制御を行う制御
手段とを有することを特徴とする。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入金処理を行う現金処理装置において、
　投入された現金を計数する計数手段と、
　前記入金処理に基づき、投入すべき現金額である入金額と、前記計数手段により計数さ
れた現金の計数金額とを比較し、前記入金額より前記計数金額の方が少ないと、所定のタ
イミングで判明した場合には、前記計数手段に再度現金の計数を実施させる制御を行う制
御手段と
　を有することを特徴とする現金処理装置。
【請求項２】
　前記入金処理に伴う情報を表示する表示手段をさらに有し、
　前記所定のタイミングは、前記計数手段による計数処理が完了した後であって、前記表
示手段に前記計数処理による計数結果を表示させる間のタイミングであることを特徴とす
る請求項１に記載の現金処理装置。
【請求項３】
　前記所定のタイミングは、前記表示手段に前記入金額から前記計数金額を差し引いた不
足分の金額を示す情報を表示した後に、前記入金処理の取り消しを受け付けたタイミング
であることを特徴とする請求項２に記載の現金処理装置。
【請求項４】
　前記入金額は、外部装置からネットワークを介して取得した値であることを特徴とする
請求項１～３のいずれか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、現金処理装置に関し、例えば、小売店やスーパーマーケット等の流通及び商
業施設に設置され、レジ等の釣銭を出金し、売上金を入金する入出金機に適用し得る。
【背景技術】
【０００２】
　現在、入出金機では、オペレータ（レジ担当者）からの操作により、売上金（釣銭と売
上金を含む現金）の入金を受付けて、現金を、収納する処理を行っている。
【０００３】
　入金された現金（例えば、硬貨）は、所定の投入口を介して、硬貨供給部（硬貨を一枚
ずつ分離して、送り出す機能部）に投入される。この際、オペレータが、硬貨を一度に一
括投入できずに、追加して投入することは、往々にして良くある。入出金機は、硬貨の追
加投入が遅れると、硬貨供給部の駆動を停止し、既に投入された硬貨のみを対象として、
計数してしまう。つまり、入金不足となってしまい、オペレータは、入金操作のやり直し
を要求されることになる。
【０００４】
　そのため、従来から、入出金機では、上述の問題を解消するために、様々な入出金機が
提案されている。例えば、特許文献１に記載の入出金機では、入金開始直後は、硬貨供給
部を連続駆動している状態にしている。そして、硬貨供給部を連続駆動している最中に、
投入硬貨検出手段および硬貨識別計数部によって、硬貨が検出されない状態が所定時間継
続すると、硬貨供給部を即停止するのでは無く、断続駆動する状態に切り替える。断続駆
動中に投入された硬貨は、硬貨供給部の断続駆動により、硬貨識別計数部に移動されるこ
とになるので、硬貨の投入が多少遅れたとしても、入金取引の対象として受け付けてもら
える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３５５１２３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の入出金機は、オペレータによる入出金機の操作が一
定時間検知されなかった場合には、硬貨供給部の断続駆動も停止するため、停止以降に追
加投入された硬貨を入金取引対象として受け付けることは無い。よって、オペレータは、
入金取引を再度行わなければならないことになる。
【０００７】
　そのため、入金取引を効率的に行うことができる現金処理装置が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、入金処理を行う現金処理装置において、（１)投入された現金を計数する計
数手段と、（２)前記入金処理に基づき、投入すべき現金額である入金額と、前記計数手
段により計数された現金の計数金額とを比較し、前記入金額より前記計数金額の方が少な
いと、所定のタイミングで判明した場合には、前記計数手段に再度現金の計数を実施させ
る制御を行う制御手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、入金取引を効率的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係る入出金機の機能的構成について示したブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係る入出金機における売上入金時の処理を示すフローチャート
である。
【図３】第１の実施形態に係る紙幣硬貨投入画面の画面例を示す図である。
【図４】第１の実施形態に係る計数中画面の画面例を示す図である。
【図５】第１の実施形態に係る入金金額確認画面の画面例（その１）を示す図である。
【図６】第１の実施形態に係る入金金額確認画面の画面例（その２）を示す図である。
【図７】第１の実施形態に係る入金金額確認画面の画面例（その３）を示す図である。
【図８】第１の実施形態に係る入金額過不足確認画面の画面例（その１）を示す図である
。
【図９】第１の実施形態に係る入金額過不足確認画面の画面例（その２）を示す図である
。
【図１０】第１の実施形態に係る入金額過不足確認画面の画面例（その３）を示す図であ
る。
【図１１】第１の実施形態に係る収納中画面の画面例を示す図である。
【図１２】第１の実施形態に係る返却中画面の画面例を示す図である。
【図１３】第１の実施形態に係る返却画面の画面例を示す図である。
【図１４】第２の実施形態に係る入出金機における売上入金時の処理を示すフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（Ａ）第１の実施形態
　以下、本発明による現金処理装置の第１の実施形態を、図面を参照しながら詳述する。
以下では、本発明の現金処理装置を、入出金機に適用した場合の例について説明する。
【００１２】
　（Ａ－１）第１の実施形態の構成
　図１は、第１の実施形態の入出金機の機能的構成について示したブロック図である。な
お、図１に示した入出金機１０の外観は一例であり、一部の構成要素を省略したり、追加
したり、又は、変更したりしても良い。



(4) JP 2017-228025 A 2017.12.28

10

20

30

40

50

【００１３】
　入出金機１０は、例えば、小売店やスーパーマーケット等の流通及び商業施設に設置さ
れ、レジ等の釣銭を出金し、売上金を入金するものであり、「釣銭出金取引」、「売上入
金取引」、「計数取引」、「補充取引」、「抜き取り取引」、「精算集計取引」、及び「
回収取引」の取引に対応しているものとする。なお、この実施形態において、入出金機１
０が対応する取引は、少なくとも「売上入金取引」が含まれているものとする。
【００１４】
　入出金機１０は、図１に示すように、紙幣投入口１０１、紙幣一時保留部１０２、紙幣
鑑別部１０３、万券カセット１０４、五千券カセット１０５、千券カセット１０６、売上
回収カセット１０７、リジェクト部１０８、硬貨投入口１０９、硬貨鑑別部１１０、硬貨
一時保留部１１１、出金ホッパ１１２、硬貨出金箱１１３、硬貨返却箱１１４、硬貨回収
庫１１５、カードリーダ部１１６、操作表示部１１７及び制御手段としての制御部１１８
を有している。なお、紙幣鑑別部１０３及び硬貨鑑別部１１０は、計数手段の一例である
。
【００１５】
　表示手段としての操作表示部１１７は、利用者による操作を誘導するための表示画面を
表示する表示部と、オペレータが操作を行い、当該操作を検出するための検出部と、の機
能を包含する。表示部としての機能は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬ
ＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置により実現さ
れる。また、操作検出部としての機能は、例えば、タッチパネルや操作ボタンにより実現
される。
【００１６】
　制御部１１８は、操作表示部１１７に入力された取引種類、及び現金投入枚数等に基づ
き、入出金機１０の各部が行う各処理を制御する。
【００１７】
　制御部１１８は、操作表示部１１７やカードリーダ部１１６をオペレータインタフェー
スとして、オペレータからの操作受付やオペレータに対する認証処理等を実行することに
より、オペレータに対して取引処理を提供する。また、制御部１１８は、オペレータとの
取引内容に応じて現金（硬貨及び又は紙幣）の入出金の処理を行う。
【００１８】
　上述の通り、この実施形態の制御部１１８は、上述の各取引に対応しているものとする
。「釣銭出金取引」とは、釣銭準備金として収納している現金から釣銭の出金を行う取引
である。また、「売上入金取引」は、釣銭及び売上金を含む現金（例えば、レジに収納さ
れていた現金）の入金を受付ける取引である。「計数取引」は、投入された現金の鑑別及
び計数を行いその結果を出力する取引である。「補充取引」は、釣銭準備金の補充を受付
ける取引である。「精算集計取引」は、取引履歴（釣銭出金取引及び売上入金取引等）に
基づいて売上金を集計し、売上金を売上回収カセット１０７、及び硬貨回収庫１１５に移
動させる取引である。「抜き取り取引」は、現金精査のために装置内の全ての紙幣・硬貨
、又は、入金過多で溢れそうなリサイクルカセットの紙幣や硬貨を出金して抜取る取引で
ある。「回収取引」は、売上額を売上移動金額として売上回収カセット１０７へ移動して
回収する取引である。
【００１９】
　また、この実施形態の制御部１１８では、万券カセット１０４、五千券カセット１０５
、千券カセット１０６、売上回収カセット１０７、リジェクト部１０８、及び出金ホッパ
１１２で現金の収納（保持）が可能であり、各構成要素で収納している現金の金種ごとの
枚数及び総額を管理しているものとする。
【００２０】
　紙幣投入口１０１は、オペレータが紙幣を入金するための投入口と、釣銭出金取引にお
いてオペレータに紙幣を出金するための出金口と、売上入金取引の取消しにおいてオペレ
ータに紙幣を返却したり、入金がリジェクトされた紙幣をオペレータに返却したりするた
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めの返却口と、をかねている。
【００２１】
　紙幣一時保留部１０２は、入金計数時及び売上金作成時に一時的に紙幣を集積するもの
である。
【００２２】
　紙幣鑑別部１０３は、投入された紙幣の真偽、金種、正損等を鑑別するものである。
【００２３】
　万券カセット１０４、五千券カセット１０５及び千券カセット１０６は、それぞれ万券
、五千券、千券を釣銭準備金として収納しておくものであり、それぞれがいわゆるリサイ
クルカセットで構成されているものとする。以下では、万券カセット１０４、五千券カセ
ット１０５、及び千券カセット１０６を総称して単に「リサイクルカセット」とも呼ぶも
のとする。売上入金で正券と鑑別された紙幣は、リサイクルカセットに収納され、釣銭出
金時にリサイクルカセットから出金される。また、入出金機１０は、万券カセット１０４
、五千券カセット１０５、千券カセット１０６の代わりに、入出金機１０が取り扱うべき
各種紙幣に対応したものを備えていてもよい。
【００２４】
　売上回収カセット１０７は、精算集計時には万券カセット１０４、五千券カセット１０
５、及び千券カセット１０６から、売上金を移動し、収納するものである。また、売上入
金時には投入された紙幣を紙幣投入口１０１から直接収納するものである。
【００２５】
　リジェクト部１０８は、売上入金時に紙幣一時保留部１０２からリサイクルカセットへ
収納するときのリジェクト紙幣と、カセットから釣銭出金するときのリジェクト紙幣と、
売上金作成でカセットから売上回収カセット１０７へ移動するときのリジェクト紙幣とを
集積するものである。
【００２６】
　硬貨投入口１０９は、オペレータが硬貨を入金するための投入口である。
【００２７】
　硬貨鑑別部１１０は、投入された硬貨の真偽、金種、正損等を鑑別するものである。
【００２８】
　硬貨一時保留部１１１は、入金計数時に一時的に硬貨を集積するものである。
【００２９】
　出金ホッパ１１２は、硬貨の釣銭準備金を収納しておくものである。
【００３０】
　売上入金で正常と識別された硬貨は、出金ホッパ１１２に収納され、釣銭出金時に出金
ホッパ１１２から出金される。
【００３１】
　硬貨出金箱１１３は、釣銭出金時取引においてオペレータに硬貨を出金するための硬貨
出金口である。入出金機１０は、複数の種類の硬貨出金箱１１３に対応している。オペレ
ータは用途や出金枚数に応じて選択した硬貨出金箱１１３を、入出金機１０にセットする
ことが可能である。
【００３２】
　硬貨返却箱１１４は、後述する計数取引及び売上入金取引の取消しにより硬貨を返却す
るものである。
【００３３】
　硬貨回収庫１１５は、精算集計時に出金ホッパ１１２から売上金を移動し、収納するも
のである。
【００３４】
　なお、万券カセット１０４、五千券カセット１０５、千券カセット１０６、売上回収カ
セット１０７、出金ホッパ１１２及び硬貨回収庫１１５は、セキュリティ性を高めるため
に、鍵を備えていてもよい。
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【００３５】
　カードリーダ部１１６は、取引開始時にレジカードやＩＤカード等に書き込まれた情報
を読み込むものである。レジカードやＩＤカードに書き込まれる情報として、例えば、カ
ードを使用するオペレータを識別するための名前等の情報や、行うことが可能な取引種類
の情報がある。また、本発明の現金処理装置は、カードリーダ部の代わりに、指紋を認識
する指紋認識部や、暗証番号を入力する暗証番号入力部を設けていてもよい。
【００３６】
　次に、入出金機１０（制御部１１８）が行う、「売上入金取引」の内容（本実施形態の
特徴部分）について説明する。
【００３７】
　制御部１１８は、オペレータの操作に応じて、売上入金取引を開始すると、投入口（紙
幣投入口１０１及び硬貨投入口１０９）から現金（「釣銭＋売上金」の現金）の投入を受
付けて、鑑別部（紙幣鑑別部１０３及び硬貨鑑別部１１０）による鑑別処理を行い、正常
と鑑別された現金を一時保留部（紙幣一時保留部１０２及び硬貨一時保留部１１１）にて
集積・計数し、リサイクルカセット及び出金ホッパ１１２に収納するように各構成要素を
制御する。
【００３８】
　ところで、制御部１１８は、後述する現金計数中画面の表示中において、オペレータが
現金の投入にもたついた場合（内部で管理する所定時間が経過した場合）には、現金の計
数処理を終了させて、後述する入金額確認画面を表示する。通常、入金額確認画面が表示
された後には、計数処理が終了したと考えて、この時点では、追加的に現金を投入しない
。
【００３９】
　しかし、オペレータが、現金計数中画面から入金額確認画面に遷移する微妙なタイミン
グで現金を投入することもある。この場合、入出金機１０（制御部１１８）は、現金の計
数処理が終了し、売上入金取引の処理を完了している状態である。もし、このような微妙
なタイミングで何も処理を行わないとすると、不足なく現金を投入した気持ちでいるオペ
レータを混乱させてしまうことになる（結局の所、再度の売上入金取引を強要することに
なる）。
【００４０】
　そのため、本実施形態の制御部１１８は、上記のような微妙なタイミングの現金投入を
受け付けるために、投入された既存の現金の現金計数完了後に、入金額不足と判定された
場合には、現金の計数処理が１回目の場合のみ、当該計数処理を再度実行することとした
。なお、この再計数処理は、現金の計数処理の判定回数が、所定回（この回数は、閾値で
内部管理してよい）を超えない限り行うようにしてもよい。
【００４１】
　（Ａ－２）第１の実施形態の動作
　次に、第１の実施形態に係る入出金機１０における売上入金時の処理の動作を、図面を
参照しながら詳細に説明する。
【００４２】
　図２は、第１の実施形態に係る入出金機における売上入金時の処理を示すフローチャー
トである。
【００４３】
　まず、売上入金取引を希望するオペレータは入出金機１０の操作表示部１１７に表示さ
れる操作画面を操作して売上入金取引を選択する。このとき、入出金機１０（制御部１１
８）は、各店舗での売上額を管理する上位装置（図示せず）と通信することによって、当
該オペレータのレジに係る売上額を取得する（Ｓ１０１）。なお、上位装置は、外部装置
の一例である。
【００４４】
　制御部１１８は、操作表示部１１７に紙幣硬貨投入画面を表示する（Ｓ１０２）。
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【００４５】
　図３は、第１の実施形態に係る紙幣硬貨投入画面の画面例を示す図である。図３に例示
する紙幣硬貨投入画面Ｔ１は、売上入金に関する情報を表示することができるものである
。紙幣硬貨投入画面Ｔ１は、上位装置から通知された売上金額を示す「入金指定額」、当
該レジで出金済みのつり銭出金額を示す「要つり銭返納額」、両方を合算したもの（つま
り、投入金額）を示す「合計入金額」を有する。
【００４６】
　制御部１１８は、紙幣投入口１０１及び硬貨投入口１０９を介して、現金の投入を受け
付けると、操作表示部１１７に計数中画面を表示する（Ｓ１０３）。図４は、第１の実施
形態に係る計数中画面の画面例を示す図である。図３に例示する計数中画面Ｔ２は、オペ
レータに対して、現金の計数中である旨を視覚的に通知するものである。
【００４７】
　制御部１１８は、鑑別部による鑑別処理を行い、正常と鑑別された現金を一時保留部に
て集積・計数されると、計数結果である合計入金額と、先述の上位装置から通知された「
合計入金額」（図３）とを比較する（Ｓ１０４）。制御部１１８は、投入された現金の計
数結果が、上位装置から通知された「合計入金額」と一致する場合には、後述するステッ
プＳ１０５の処理に移行し、「合計入金額」を超える場合には、後述するステップＳ１０
８の処理に移行し、「合計入金額」より少ない場合には、後述するステップＳ１１２の処
理に移行する。
【００４８】
　制御部１１８は、先述のステップＳ１０４の処理により、現金の計数結果が、「合計入
金額」と一致したと判定された場合には、操作表示部１１７に入金金額確認画面（一致）
を表示する（Ｓ１０５）。
【００４９】
　図５は、第１の実施形態に係る入金金額確認画面の画面例（その１）を示す図である。
図５に例示する入金金額確認画面Ｔ３は、入金された金額情報を表示することができるも
のである。入金金額確認画面Ｔ３は、今回入金された金額を示す「今回入金」、過去を含
む入金された金額の合計を示す「合計入金額」を有する。図５の例では、実際に投入され
た「合計入金額」は、上位装置から通知された「合計入金額」（図３）と、７０，０００
円で一致することが示されている。
【００５０】
　制御部１１８は、図示しない確認ボタンが押下されると、操作表示部１１７に入金額過
不足確認画面（一致）を表示する（Ｓ１０６）。
【００５１】
　図８は、第１の実施形態に係る入金額過不足確認画面の画面例（その１）を示す図であ
る。図８に例示する入金額過不足確認画面Ｔ６は、入金された金額の過不足に関する情報
を表示することができるものである。入金額過不足確認画面Ｔ６は、入金された金額の合
計を示す「合計入金額」、上位装置から通知された売上金額を示す「入金指定額」、当該
レジで出金済みのつり銭出金額を示す「要つり銭返納額」、合計入金額の過不足分（上位
装置から通知された「合計入金額」から、実際に入金された計数結果である「合計入金額
」を差し引いた値）を示す「過不足」を有する。図８の例では、「過不足」は、０円であ
り、上位装置から通知された「合計入金額」と、一致する事が分かる。
【００５２】
　制御部１１８は、確認ボタンが押下されると、操作表示部１１７に収納中画面を表示す
る（Ｓ１０７）。図１１は、第１の実施形態に係る収納中画面の画面例を示す図である。
図１１に例示する収納中画面Ｔ９は、オペレータに対して、計数された現金を装置内部に
収納中ある旨を視覚的に通知するものである。
【００５３】
　制御部１１８は、リサイクルカセット及び出金ホッパ１１２に現金を収納する制御を行
った後、今回の売上入金取引を終了する。
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【００５４】
　一方、制御部１１８は、先述のステップＳ１０４の処理により、現金の計数結果が、「
合計入金額」を超えていると判定された場合には、操作表示部１１７に入金金額確認画面
（過剰）を表示する（Ｓ１０８）。
【００５５】
　図６は、第１の実施形態に係る入金金額確認画面の画面例（その２）を示す図である。
図６に例示する入金金額確認画面Ｔ４は、先述の図５の入金金額確認画面Ｔ３と同様の構
成要素を有する。図６の例では、「合計入金額」は、上位装置から通知された「合計入金
額」（図３）より、過剰であること（７０，０００円より１，０００円多い、７１，００
０円）が示されている。
【００５６】
　制御部１１８は、図示しない確認ボタンが押下されると、操作表示部１１７に入金額過
不足確認画面（過剰）を表示する（Ｓ１０９）。
【００５７】
　図９は、第１の実施形態に係る入金額過不足確認画面の画面例（その２）を示す図であ
る。図９に例示する入金額過不足確認画面Ｔ７は、先述の図８の入金額過不足確認画面Ｔ
６と同様の構成要素を有する。図９の例では、「過不足」は、１，０００円であり、計数
された「合計入金金額」が、上位装置から通知された「合計入金額」）（図３）より、過
剰である事が分かる。
【００５８】
　制御部１１８は、確認ボタンが押下されると、操作表示部１１７に返却中画面を表示す
る（Ｓ１１０）。図１２は、第１の実施形態に係る返却中画面の画面例を示す図である。
図１２に例示する返却中画面Ｔ１０は、オペレータに対して、投入された現金を返却中で
ある旨を視覚的に通知するものである。
【００５９】
　制御部１１８は、一時保留部から紙幣投入口１０１及び硬貨返却箱１１４に現金を移動
させる制御を行った後に、操作表示部１１７に返却画面を表示する（Ｓ１１１）。図１３
は、第１の実施形態に係る返却画面の画面例を示す図である。図１３に例示する返却画面
Ｔ１１は、オペレータに対して、返却された現金の回収を通知するものである。
【００６０】
　一方、制御部１１８は、先述のステップＳ１０４の処理により、現金の計数結果が、「
合計入金額」を超えていると判定された場合には、今回の売上入金取引における現金の計
数処理が１回目であるか否か（言い換えれば、追加入金を行っていないか否か）判定を行
う（Ｓ１１２）。なお、制御部１１８は、現金の計数処理が所定回数（例えば、２回）を
超えているか否かにより判定しても良い。制御部１１８は、今回の売上入金取引における
現金の計数処理が１回目である場合には、先述のステップＳ１０３の処理に戻り、所定時
間、現金の投入を受け付ける。なお、この際、制御部１１８は、操作表示部１１７に再計
数中である旨を示す画面を表示しても良い。
【００６１】
　制御部１１８は、先述のステップＳ１１２の処理により、今回の売上入金取引における
現金の計数処理が１回目でない場合には、操作表示部１１７に入金金額確認画面（不足）
を表示する（Ｓ１１３）。
【００６２】
　図７は、第１の実施形態に係る入金金額確認画面の画面例（その３）を示す図である。
図７に例示する入金金額確認画面Ｔ５は、先述の図５の入金金額確認画面Ｔ３と同様の構
成要素を有する。図７の例では、「合計入金額」は、上位装置から通知された「合計入金
額」（図３）より、少ないこと（７０，０００円より１，５００円少ない、６８，５００
円）が示されている。
【００６３】
　制御部１１８は、図示しない確認ボタンが押下されると、操作表示部１１７に入金額過
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不足確認画面（不足）を表示する（Ｓ１１４）。
【００６４】
　図１０は、第１の実施形態に係る入金額過不足確認画面の画面例（その３）を示す図で
ある。図１０に例示する入金額過不足確認画面Ｔ８は、先述の図８の入金額過不足確認画
面Ｔ６と同様の構成要素と共に、追加入金の処理を開始する追加入金ボタンを有する。図
９の例では、「過不足」は、－１，５００円であり、計数された「合計入金金額」が、上
位装置から通知された「合計入金額」（図３）より、不足である事が分かる。制御部１１
８は、図示しない取消ボタンが押下されると、先述のステップＳ１１０の処理に移行し、
追加入金ボタンが押下されると、先述のステップＳ１０３の処理に移行する。
【００６５】
　（Ａ－３）第１の実施形態の効果
　以上のように、第１の実施形態によれば、オペレータが現金の計数中において、例えば
、現金収納袋の中に残っている硬貨を取る際にもたつき、計数完了のタイミングで、硬貨
を投入した場合においても、計数処理が１回目の場合（ステップＳ１１２でＹｅｓ）には
、再度現金の計数処理を行う構成としたために、入金取引のやり直し（又は追加入金）を
行う必要が無くなった。つまり、入出金機１０の操作性が向上し、オペレータは入金取引
を効率的に行うことができる。
【００６６】
　（Ｂ）第２の実施形態
　以下、本発明による現金処理装置の第２の実施形態を、図面を参照しながら詳述する。
以下では、本発明の現金処理装置を、入出金機に適用した場合の例について説明する。
【００６７】
　（Ｂ－１）第２の実施形態の構成
　第２の実施形態の入出金機１０Ａの構成についても、第１の実施形態と同様に図１を用
いて示すことができる。
【００６８】
　以下では、第２の実施形態の入出金機１０Ａの構成について、第１の実施形態との差異
を中心に説明する。
【００６９】
　第１の実施形態の制御部１１８では、入金額の不足により、入金額過不足確認画面Ｔ８
を表示後、オペレータにより取消ボタンが押下された場合には、現金の返却処理を行って
いた。一方、第２の実施形態の制御部１１８Ａでは、入金額過不足確認画面Ｔ８を表示後
、オペレータにより取消ボタンが押下された場合には、取消処理（取消ボタンの押下）が
１回目か否か判定を行い、１回目の場合には、先述のステップＳ１１２の処理と同様に、
再度ステップＳ１０３の処理を行うこととした。
【００７０】
　（Ｂ－２）第２の実施形態の動作
　次に、第２の実施形態に係る入出金機１０Ａにおける売上入金時の処理の動作を、図面
を参照しながら詳細に説明する。
【００７１】
　図１４は、第１の実施形態に係る入出金機における売上入金時の処理を示すフローチャ
ートである。なお、図１４において、図２と共通するステップＳ１１０１～Ｓ１１１の処
理については、説明を省略する。以下では、図２から追加された処理であるステップＳ２
０１を中心に説明する。ステップＳ２０１は、入金額過不足確認画面Ｔ８を表示後（ステ
ップＳ１１４）、オペレータにより取消ボタンが押下された場合に実行される処理である
。
【００７２】
　入出金機１０Ａ（制御部１１８Ａ）は、取消処理（取消ボタンの押下）が１回目か否か
判定を行う（Ｓ２０１）。なお、制御部１１８Ａは、取消処理の回数が所定回数（例えば
、２回）を超えているか否かにより判定しても良い。制御部１１８Ａは、今回の売上入金
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戻り、所定時間、現金の投入を受け付ける。なお、この際、制御部１１８Ａは、操作表示
部１１７に再計数中である旨を示す画面を表示しても良い。
【００７３】
　制御部１１８Ａは、ステップＳ２０１の処理により、今回の売上入金取引における取消
処理の回数が１回目でない場合には、先述のステップＳ１１０を実行する。
【００７４】
　（Ｂ－３）第２の実施形態の効果
　以上のように、第２の実施形態によれば、第１の実施形態に加えて、以下の効果を奏す
る。第２の実施形態では、入出金機１０Ａ（制御部１１８Ａ）は、入金額過不足確認画面
の取消ボタン押下時において、再度現金の計数処理（取消１回目のみ）を行うようにした
。これにより、オペレータが現金の投入が大幅に遅れた場合、また、「入金額過不足確認
画面」を確認して初めて、投入不足を認識した場合（認識して現金を追加的に投入した場
合）でも、入金額不足にならず、１回の売上入金取引により処理を完了させることができ
る（操作性が向上する）。
【００７５】
　（Ｃ）他の実施形態
　本発明は、上記の各実施形態に限定されるものではなく、以下に例示するような変形実
施形態も挙げることができる。
【００７６】
　（Ｃ－１）上記の実施形態では、現金処理装置を入出金機１０（１０Ａ）に適用する例
について説明したが、これに限らず、種々様々な装置（例えば、入出金を管理する現金入
出金装置、又は出納機）に適用することができる。
【００７７】
　（Ｃ－２）上記の実施形態では、入出金機１０（１０Ａ）は、各店舗での売上額を管理
する上位装置と通信することによって、当該オペレータのレジに係る売上額を取得してい
た。これに替えて、入出金機１０（１０Ａ）は、レジにより出力された伝票に記載された
売上額を、オペレータにより操作表示部１１７を介して手入力されることにより、売上額
を取得しても良い。
【符号の説明】
【００７８】
　１０、１０Ａ…入出金機、１０１…紙幣投入口、１０２…紙幣一時保留部、１０３…紙
幣鑑別部、１０４…万券カセット、１０５…五千券カセット、１０６…千券カセット、１
０７…売上回収カセット、１０８…リジェクト部、１０９…硬貨投入口、１１０…硬貨鑑
別部、１１１…硬貨一時保留部、１１２…出金ホッパ、１１３…硬貨出金箱、１１４…硬
貨返却箱、１１５…硬貨回収庫、１１６…カードリーダ部、１１７…操作表示部、１１８
、１１８Ａ…制御部。
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