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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から開放可能となる態様で装置本体の内部に設けた収納庫と、入金許可指令が与え
られた後に投入口を介して金銭が投入された場合にこれを鑑別して正規の金銭を前記収納
庫に収納する一方、出金指令が与えられた場合には該当する金額の金銭を前記収納庫から
出金口を介して前記装置本体の外部に払い出す入出金処理を行う入出金制御手段と、回収
指令が与えられた場合に前記出金口を介して前記収納庫の金銭を外部に払い出す回収処理
を行う回収制御手段とを備えた金銭処理装置において、
　前記収納庫が開放されたか否かを監視する収納庫監視手段をさらに備え、
　前記回収制御手段は、回収指令が与えられた場合、前記収納庫監視手段の検出結果から
前回金銭の計数処理を実施した後に前記収納庫が開放されたか否かを判断し、
　前記収納庫が開放されたと判断した場合、前記入出金制御手段によって特定される前記
収納庫の金銭を前記出金口から払い出した後、前記収納庫、前記投入口、前記出金口及び
これらの間に金銭を搬送する金銭搬送系のそれぞれに金銭が存在しないことを確定するた
めに前記金銭搬送系を少なくとも一巡するだけの時間継続して駆動する空確定処理を実施
して回収処理を終了する一方、
　前回金銭の計数処理を実施した後に前記収納庫が開放されていないと判断した場合には
、前記入出金制御手段によって特定される前記収納庫の金銭を前記出金口から払い出した
時点で回収処理を終了する
　ことを特徴とする金銭処理装置。
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【請求項２】
　前記収納庫は、装置本体に対して引き出し可能に構成し、かつ引き出した状態でカバー
を開放することによって外部に開放されるものであり、
　前記収納庫監視手段は、前記カバーが開放された場合、もしくは前記収納庫が装置本体
に対して予め設定した時間を超えて継続的に引き出された場合に前記収納庫が開放された
ものと判断する
　ことを特徴とする請求項１に記載の金銭処理装置。
【請求項３】
　外部から開放可能となる態様で装置本体の内部に設けた収納庫と、入金許可指令が与え
られた後に投入口を介して金銭が投入された場合にこれを鑑別して正規の金銭を前記収納
庫に収納する一方、出金指令が与えられた場合には該当する金額の金銭を前記収納庫から
出金口を介して前記装置本体の外部に払い出す入出金処理を行う入出金制御手段と、回収
指令が与えられた場合に前記出金口を介して前記収納庫の金銭を外部に払い出す回収処理
を行う回収制御手段とを備えた金銭処理装置において、
　前記入出金制御手段による入出金処理に異常が発生したか否かを監視する異常監視手段
をさらに備え、
　前記回収制御手段は、回収指令が与えられた場合、前記異常監視手段の検出結果から前
回金銭の計数処理を実施した後の入出金処理に異常が発生したか否かを判断し、
　入出金処理に異常が発生したと判断した場合、前記入出金制御手段によって特定される
前記収納庫の金銭を前記出金口から払い出した後、前記収納庫、前記投入口、前記出金口
及びこれらの間に金銭を搬送する金銭搬送系のそれぞれに金銭が存在しないことを確定す
るために前記金銭搬送系を少なくとも一巡するだけの時間継続して駆動する空確定処理を
実施して回収処理を終了する一方、
　前回金銭の計数処理を実施した後に入出金処理に異常が発生していないと判断した場合
には、前記入出金制御手段によって特定される前記収納庫の金銭を前記出金口から払い出
した時点で回収処理を終了する
　ことを特徴とする金銭処理装置。
【請求項４】
　前記装置本体は、外部に表示を行う表示手段を備えたものであり、
　前記回収制御手段は、回収指令が与えられた時点で前記空確定処理を実行するか否かを
判断し、この判断結果に従って前記表示手段に回収処理を終了するまでの残り時間を表示
する
　ことを特徴とする請求項１または請求項３に記載の金銭処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金銭の入出金処理を行う金銭処理装置に関するもので、特に、ＰＯＳ（Ｐｏ
ｉｎｔ Ｏｆ Ｓａｌｅｓ）レジスタ装置等の上位装置に接続される自動釣銭機として好適
な金銭処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　昨今のスーパーマーケットやコンビニエンスストア等の店舗には、自動釣銭機として金
銭処理装置が設置されている。この金銭処理装置は、通常、ＰＯＳレジスタ装置等の上位
装置に接続されており、上位装置からの指令に応じて硬貨や紙幣等の金銭の入出金処理を
行うものである。
【０００３】
　具体的には、上位装置から入金許可指令が与えられた後に投入口から金銭が投入される
と、金銭処理装置では、金銭搬送通路を通じてこれらの金銭が装置本体の内部に取り込ま
れ、真贋及び金種が鑑別される。正規の貨幣であった場合には、金種毎に収納庫に収納さ
れるとともに、上位装置に対して入金額情報が送信される。
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【０００４】
　一方、上位装置から出金指令が与えられると、収納庫に収納されている金銭から該当す
る金額の貨幣が金銭搬送通路を通じて搬出され、装置本体の出金口から外部に払い出され
ることになる（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　通常、この種の金銭処理装置では、装置本体に蓋体が設けられており、蓋体を開放する
ことにより、装置本体の開口を通じて金銭搬送通路及び収納庫を操作することができる。
従って、金銭搬送通路や収納庫で貨幣詰まり等の異常が発生した場合には、蓋体を開放す
ることによって金銭搬送通路での異常を解消することが可能となり、さらには開放された
装置本体の開口を通じて収納庫を外部に引き出すことにより、収納庫での異常を解消する
ことが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１３２７２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、店舗に設置された金銭処理装置においては、１日の営業が終了した後に収納
庫に収納された金銭を回収する回収処理を行うのが一般的である。回収処理とは、収納庫
に収納されている金銭を装置本体の出金口から外部に払い出す処理である。通常の回収処
理では、収納庫の金銭を外部に払い出し、無人となる夜間には装置本体の内部を空にする
ようにしている。
【０００８】
　ここで、収納庫の内部に収納されている金銭の数は、入出金処理の履歴によって特定す
ることが可能である。しかしながら、蓋体を開放して金銭搬送通路や収納庫を操作した場
合には、装置本体の内部に実際に収納されている金銭の数が入出金処理の履歴と相違する
事態が発生し得る。このため、従来においては、回収処理を行った場合、その後に空確定
処理を実施するようにしている。
【０００９】
　空確定処理とは、収納庫及び金銭搬送通路のいずれにも金銭が存在しないことを確定す
るための処理である。例えば、空確定処理では、金銭搬送通路を駆動することにより、途
中に金銭が存在した場合にもこれを収納庫もしくは出金口に搬送するようにしている。さ
らには、収納庫に設けられた搬出駆動系の駆動・停止を適宜繰り返し、収納庫の内部に立
った姿勢で金銭が収納された場合であっても振動によってこれを金銭搬送通路に搬出でき
るようにしている。こうした空確定処理を行えば、金銭搬送通路及び収納庫に金銭が残存
する恐れがなくなるため、装置本体の内部を確実に空にすることが可能となる。
【００１０】
　しかしながら、金銭搬送通路の途中に存在していた金銭を収納庫もしくは出金口に搬送
するためには、少なくとも金銭搬送通路を一巡以上駆動させなければならず、回収処理の
作業時間を長大化する要因となる。
【００１１】
　本発明は、上記実情に鑑みて、回収処理に必要となる作業時間の短縮化を図り、かつ回
収処理を確実に実行することのできる金銭処理装置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】
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明に係る金銭処理装置は、外部から開放可能となる態様
で装置本体の内部に設けた収納庫と、入金許可指令が与えられた後に投入口を介して金銭
が投入された場合にこれを鑑別して正規の金銭を前記収納庫に収納する一方、出金指令が
与えられた場合には該当する金額の金銭を前記収納庫から出金口を介して前記装置本体の
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外部に払い出す入出金処理を行う入出金制御手段と、回収指令が与えられた場合に前記出
金口を介して前記収納庫の金銭を外部に払い出す回収処理を行う回収制御手段とを備えた
金銭処理装置において、前記収納庫が開放されたか否かを監視する収納庫監視手段をさら
に備え、前記回収制御手段は、回収指令が与えられた場合、前記収納庫監視手段の検出結
果から前回金銭の計数処理を実施した後に前記収納庫が開放されたか否かを判断し、前記
収納庫が開放されたと判断した場合、前記入出金制御手段によって特定される前記収納庫
の金銭を前記出金口から払い出した後、前記収納庫、前記投入口、前記出金口及びこれら
の間に金銭を搬送する金銭搬送系のそれぞれに金銭が存在しないことを確定するために前
記金銭搬送系を少なくとも一巡するだけの時間継続して駆動する空確定処理を実施して回
収処理を終了する一方、前回金銭の計数処理を実施した後に前記収納庫が開放されていな
いと判断した場合には、前記入出金制御手段によって特定される前記収納庫の金銭を前記
出金口から払い出した時点で回収処理を終了することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、上述の金銭処理装置において、前記収納庫は、装置本体に対して引き
出し可能に構成し、かつ引き出した状態でカバーを開放することによって外部に開放され
るものであり、前記収納庫監視手段は、前記カバーが開放された場合、もしくは前記収納
庫が装置本体に対して予め設定した時間を超えて継続的に引き出された場合に前記収納庫
が開放されたものと判断することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る金銭処理装置は、外部から開放可能となる態様で装置本体の内部に
設けた収納庫と、入金許可指令が与えられた後に投入口を介して金銭が投入された場合に
これを鑑別して正規の金銭を前記収納庫に収納する一方、出金指令が与えられた場合には
該当する金額の金銭を前記収納庫から出金口を介して前記装置本体の外部に払い出す入出
金処理を行う入出金制御手段と、回収指令が与えられた場合に前記出金口を介して前記収
納庫の金銭を外部に払い出す回収処理を行う回収制御手段とを備えた金銭処理装置におい
て、前記入出金制御手段による入出金処理に異常が発生したか否かを監視する異常監視手
段をさらに備え、前記回収制御手段は、回収指令が与えられた場合、前記異常監視手段の
検出結果から前回金銭の計数処理を実施した後の入出金処理に異常が発生したか否かを判
断し、入出金処理に異常が発生したと判断した場合、前記入出金制御手段によって特定さ
れる前記収納庫の金銭を前記出金口から払い出した後、前記収納庫、前記投入口、前記出
金口及びこれらの間に金銭を搬送する金銭搬送系のそれぞれに金銭が存在しないことを確
定するために前記金銭搬送系を少なくとも一巡するだけの時間継続して駆動する空確定処
理を実施して回収処理を終了する一方、前回金銭の計数処理を実施した後に入出金処理に
異常が発生していないと判断した場合には、前記入出金制御手段によって特定される前記
収納庫の金銭を前記出金口から払い出した時点で回収処理を終了することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明は、上述の金銭処理装置において、前記装置本体は、外部に表示を行う表
示手段を備えたものであり、前記回収制御手段は、回収指令が与えられた時点で前記空確
定処理を実行するか否かを判断し、この判断結果に従って前記表示手段に回収処理を終了
するまでの残り時間を表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、収納庫が開放されたと判断した場合、従前と同様の空確定処理を実施
して収納庫、投入口，出金口及び金銭搬送系のそれぞれに金銭が存在しないことを確定す
る一方、収納庫が開放されていないと判断した場合、入出金処理の履歴情報から装置本体
の内部に存在する金銭を特定することができるため、これらの金銭を出金口から払い出し
た時点で回収処理を終了することができ、回収処理に要する時間を短縮化することができ
る。
【００１７】
　また、本発明によれば、入出金処理に異常が発生したと判断した場合、従前と同様の空
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確定処理を実施して収納庫、投入口，出金口及び金銭搬送系のそれぞれに金銭が存在しな
いことを確定する一方、入出金処理に異常が発生していないと判断した場合、入出金処理
の履歴から装置本体の内部に存在する金銭を特定することができるため、これらの金銭を
出金口から払い出した時点で回収処理を終了することができ、回収処理に要する時間を短
縮化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の実施の形態である金銭処理装置の外観を示す斜視図である。
【図２－１】図２－１は、図１に示した金銭処理装置の硬貨収納部を引き出した状態を示
す斜視図である。
【図２－２】図２－２は、図２－１に示した状態からさらに硬貨収納庫を開放した状態を
示す要部斜視図である。
【図３－１】図３－１は、図１に示した金銭処理装置の紙幣収納部を引き出した状態を示
す斜視図である。
【図３－２】図３－２は、図３－１に示した状態からさらに紙幣収納庫を開放した状態を
示す要部斜視図である。
【図４】図４は、図１に示した金銭処理装置の内部構成を概念的に示す平面図である。
【図５】図５は、図１に示した金銭処理装置の内部構成を概念的に示す側面図である。
【図６】図６は、図１に示した金銭処理装置の制御系を示すブロック図である。
【図７】図７は、図１に示した金銭処理装置の制御手段が実施する釣銭モード処理の内容
を示すフローチャートである。
【図８】図８は、図１に示した金銭処理装置の制御手段が実施する回収処理の内容を示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る金銭処理装置の好適な実施の形態について詳
細に説明する。
【００２０】
（自動釣銭機の構造）
　図１～図５は、本発明の実施の形態である金銭処理装置を示したものである。ここで例
示する金銭処理装置は、スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の店舗においてＰ
ＯＳレジスタ装置ＰＲに接続される自動釣銭機として用いられるもので、直方体状を成す
装置本体１の前端部に硬貨投入口１１、硬貨出金口１２、紙幣投入口２１、紙幣出金口２
２を備えている。
【００２１】
　硬貨投入口１１は、投入された硬貨を装置本体１の内部に受け入れるための開口であり
、装置本体１の上面に形成してある。硬貨投入口１１に投入された硬貨は、図示せぬ投入
検出センサによって検出された後、図４に示すように、硬貨収納部１０の硬貨搬送機構（
金銭搬送系）１３によって搬送される。搬送された硬貨は、硬貨鑑別センサ１４によって
鑑別された後、金種に応じて硬貨収納庫１５に収納されることになる。本実施の形態では
、装置本体１の内部に１円硬貨収納庫１５ａ、５０円硬貨収納庫１５ｂ、５円硬貨収納庫
１５ｃ、１００円硬貨収納庫１５ｄ、１０円硬貨収納庫１５ｅ、５００円硬貨収納庫１５
ｆが設けてあり、投入された硬貨を金種ごとに個別に収納するようにしている。硬貨出金
口１２は、それぞれの硬貨収納庫１５から搬出された硬貨を装置本体１の外部に払い出す
ための開口であり、装置本体１の前面に形成してある。尚、図中の符号１６は、硬貨出金
口１２から払い出された硬貨を受入れる受け皿である。
【００２２】
　紙幣投入口２１は、投入された紙幣を装置本体１の内部に受け入れるための開口であり
、装置本体１の前面上部に設けてある。紙幣投入口２１に投入された紙幣は、図示せぬ投
入検出センサによって検出された後、図５に示すように、紙幣収納部２０の紙幣搬送機構
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（金銭搬送系）２３によって搬送される。搬送された紙幣は、紙幣鑑別センサ２４によっ
て鑑別された後、金種に応じて紙幣収納庫２５に収納されることになる。本実施の形態で
は、装置本体１の内部に混合紙幣収納庫２５ａ、１０００円紙幣収納庫２５ｂ、５０００
円紙幣収納庫２５ｃが設けてあり、投入された紙幣を１０００円札、５０００円札及びそ
の他の紙幣の３種類に分別して収納するようにしている。紙幣出金口２２は、紙幣収納庫
２５から搬出された紙幣を装置本体１の外部に払い出すための開口であり、装置本体１の
前面下部に設けてある。
【００２３】
　図２－１に示すように、硬貨収納部１０は、硬貨搬送機構１３及び硬貨収納庫１５のす
べてが装置本体１に対して手前側に引き出し可能に構成してあり、さらに、図２－２に示
すように、引き出した状態から内部のカバー１６を開けることによって硬貨搬送機構１３
及び硬貨収納庫１５を外部から操作することが可能である。同様に、図３－１に示すよう
に、紙幣収納部２０に関しても、紙幣搬送機構２３及び紙幣収納庫２５のすべてが装置本
体１に対して手前側に引き出し可能に構成してあり、さらに図３－２に示すように、引き
出した状態からカバー２６を開けることによって紙幣搬送機構２３及び紙幣収納庫２５を
外部に操作することが可能である。図４及び図５に示すように、硬貨収納部１０及び紙幣
収納部２０には、カバー１６，２６の開閉状態を検出するための開閉検出センサ２ａ及び
装置本体１に対して硬貨収納部１０及び紙幣収納部２０が引き出されているか否かを検出
するための引き出し検出センサ２ｂが設けてある。
【００２４】
　また、装置本体１の前方部には、表示手段３０及び入力手段４０が設けてある。表示手
段３０は、操作者に対して各種表示を行うためのもので、例えば液晶表示器によって構成
してある。入力手段４０は、操作者が各種指令を入力するためのもので、例えば複数の押
ボタンスイッチによって構成してある。
【００２５】
（自動釣銭機の制御系）
　図６は、上述した自動釣銭機の制御系を示すブロック図である。図６に示す制御手段５
０は、入力手段４０を通じて指令が与えられた場合、あるいは硬貨鑑別センサ１４、紙幣
鑑別センサ２４、開閉検出センサ２ａもしくは引き出し検出センサ２ｂから検出信号が与
えられた場合、さらには上位装置であるＰＯＳレジスタ装置ＰＲから各種指令が与えられ
た場合、メモリ６０に格納したプログラムや初期データに基づいて表示手段３０の表示制
御、硬貨搬送機構１３の駆動制御、紙幣搬送機構２３の駆動制御を行うものである。図か
らも明らかなように、制御手段５０は、通信制御部５１、表示制御部５２、入力制御部５
３、搬送制御部５４、入出金制御部（入出金制御手段）５５、回収制御部（回収制御手段
）５６、収納庫監視部（収納庫監視手段）５７、異常監視部（異常監視手段）５８、空確
定処理部５９を有している。
【００２６】
　通信制御部５１は、通信インターフェース３を介して接続されたＰＯＳレジスタ装置Ｐ
Ｒとの間においてデータの送受信制御を行うものである。表示制御部５２は、表示指令を
与えることによって表示手段３０に所望の表示を行う等、表示手段３０に対する表示制御
を行うものである。入力制御部５３は、入力手段４０が操作された場合にこれに対応する
指令を各部に与えるものである。搬送制御部５４は、搬送指令が与えられた場合に、この
搬送指令に従って硬貨搬送機構１３、紙幣搬送機構２３の駆動を制御するものである。
【００２７】
　入出金制御部５５は、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから入力許可指令が与えられた後に貨幣
が投入された場合に、入金許可指令に従って貨幣の入金処理を行い、かつＰＯＳレジスタ
装置ＰＲから出金指令が与えられた場合に、出金指令に従って貨幣の出金処理を行うもの
である。また、入出金制御部５５は、これらの入金処理及び出金処理を実行している間、
実施した入金処理及び出金処理の内容を入出金情報６１として逐次メモリ６０に格納する
処理も行う。
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【００２８】
　回収制御部５６は、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから回収指令が与えられた場合に、回収指
令に従って貨幣の回収処理を行うものである。また、回収制御部５６は、回収処理を実施
した場合、その処理の内容を回収処理情報６２としてメモリ６０に格納する処理も行う。
【００２９】
　収納庫監視部５７は、開閉検出センサ２ａもしくは引き出し検出センサ２ｂの検出結果
に従って、硬貨収納庫１５及び紙幣収納庫２５のいずれかが開放されたか否かを判断し、
その判断結果を開閉監視情報６３としてメモリ６０に格納する処理を行うものである。本
実施の形態では、開閉検出センサ２ａがカバー１６，２６の開放を検出した場合、あるい
は引き出し検出センサ２ｂにより装置本体１に対して硬貨収納部１０もしくは紙幣収納部
２０のいずれかが継続して３秒以上引き出された場合に、それぞれ硬貨収納庫１５及び紙
幣収納庫２５のいずれかが開放されたものと判断するようにしている。
【００３０】
　異常監視部５８は、入出金制御部５５による入金処理及び出金処理に異常が発生したか
否かを監視し、その監視結果を異常監視情報６４としてメモリ６０に格納する処理を行う
ものである。
【００３１】
　空確定処理部５９は、回収制御部５６から駆動指令が与えられた場合に空確定処理を実
施するものである。空確定処理は、硬貨収納庫１５、紙幣収納庫２５、硬貨搬送機構１３
及び紙幣搬送機構２３のいずれにも貨幣が存在しないことを確定するための処理である。
本実施の形態では、回収制御部５６から駆動指令が与えられた場合、空確定処理部５９に
より、硬貨搬送機構１３及び紙幣搬送機構２３のいずれもが少なくとも一巡するに十分な
時間だけ継続的に駆動されることになる。
【００３２】
（釣銭モード処理）
　図７は、図６に示した制御手段５０の入出金制御部５５が繰り返し実施する釣銭モード
処理（入金処理及び出金処理）の内容を示すフローチャートである。以下、このフローチ
ャートを適宜参照しながら、自動釣銭機の動作について説明する。
【００３３】
　図７に示す釣銭モード処理において制御手段５０の入出金制御部５５は、通信制御部５
１を通じてＰＯＳレジスタ装置ＰＲからの入金許可指令を監視する（ステップＳ１０１）
。ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから入金許可指令が与えられなかった場合（ステップＳ１０１
：ＮＯ）、制御手段５０の入出金制御部５５は、手順を後述のステップＳ１０９に移行さ
せる。
【００３４】
　一方、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから入金許可指令が与えられた場合（ステップＳ１０１
：ＹＥＳ）、制御手段５０の入出金制御部５５は、自動釣銭機を入金許可状態に設定し（
ステップＳ１０２）、その後、図示せぬ投入検出センサを通じて硬貨投入口１１及び紙幣
投入口２１に対する入金を監視する（ステップＳ１０３）。
【００３５】
　硬貨投入口１１もしくは紙幣投入口２１からの入金を確認した場合（ステップＳ１０３
：ＹＥＳ）、制御手段５０の入出金制御部５５は、硬貨鑑別センサ１４もしくは紙幣鑑別
センサ２４を介して投入された貨幣の鑑別を行い、該鑑別結果に従って、対応する収納庫
１５，２５に貨幣を搬送する処理を行う（ステップＳ１０４）。尚、入金を検出しなかっ
た場合（ステップＳ１０３：ＮＯ）、制御手段５０の入出金制御部５５は、ステップＳ１
０４の処理を経ることなく手順を進める。
【００３６】
　次いで、制御手段５０の入出金制御部５５は、通信制御部５１を通じてＰＯＳレジスタ
装置ＰＲからの入金額要求があるか否かを監視し（ステップＳ１０５）、入金額要求があ
った場合（ステップＳ１０５：ＹＥＳ）、通信制御部５１を通じて現在の入金額に関する
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情報をＰＯＳレジスタ装置ＰＲに送信する処理を行う（ステップＳ１０６）。尚、入金額
要求がなかった場合（ステップＳ１０５：ＮＯ）、制御手段５０の入出金制御部５５は、
ステップＳ１０６を経ることなく手順を進める。
【００３７】
　その後、制御手段５０の入出金制御部５５は、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから入金終了指
令があったか否かを判断し（ステップＳ１０７）、入金終了指令がなかった場合（ステッ
プＳ１０７：ＮＯ）、手順をステップＳ１０３にリターンさせて上述したステップＳ１０
３～ステップＳ１０７の処理を繰り返し実行する。
【００３８】
　これに対してＰＯＳレジスタ装置ＰＲから入金終了指令があった場合（ステップＳ１０
７：ＹＥＳ）、制御手段５０の入出金制御部５５は、自動釣銭機を入金禁止状態に設定し
（ステップＳ１０８）、その後、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから出金指令があるか否かを監
視する（ステップＳ１０９）。
【００３９】
　ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから出金指令が与えられた場合（ステップＳ１０９：ＹＥＳ）
、制御手段５０の入出金制御部５５は、搬送制御部５４を通じて硬貨収納庫１５や紙幣収
納庫２５に収納された貨幣を釣銭として硬貨出金口１２もしくは紙幣出金口２２から払い
出す処理を実施し（ステップＳ１１０）、今回の釣銭モード処理を終了する。尚、ＰＯＳ
レジスタ装置ＰＲから出金指令が与えられなかった場合（ステップＳ１０９：ＮＯ）、制
御手段５０の入出金制御部５５は、ステップＳ１１０の処理を経ることなく今回の釣銭モ
ード処理を終了する。
【００４０】
　上述した状況は、例えば、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲにおいて操作者（レジ担当者）によ
る購入商品の登録が終了し、その合計金額以上の貨幣を商品購入者から預かった操作者が
これを自動釣銭機に投入した場面であり、購入商品の登録が終了した後にＰＯＳレジスタ
装置ＰＲから自動釣銭機の制御手段５０に対して入金許可指令が与えられる。一方、貨幣
が投入された自動釣銭機からＰＯＳレジスタ装置ＰＲに入金額情報が送信されると、ＰＯ
Ｓレジスタ装置ＰＲにおいて（釣銭）＝（入金額）－（購入合計金額）が算出され、釣銭
がある場合には釣銭に対応した出金指令が入金終了指令の後に自動釣銭機に出力される。
出金指令が与えられた自動釣銭機では、釣銭に相当する貨幣が硬貨出金口１２もしくは紙
幣出金口２２から払い出され、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから出力されたレシートとともに
この釣銭が商品購入者に手渡される。
【００４１】
　以降、上述した釣銭モード処理が繰り返し実施され、金銭処理装置が自動釣銭機として
機能することになる。この間、自動釣銭機においては、入出金制御部５５により、実施し
た入金処理及び出金処理の内容が入出金情報６１として逐次メモリ６０に格納する処理が
行われる。また、自動釣銭機においては、収納庫監視部５７により、硬貨収納庫１５及び
紙幣収納庫２５のいずれかが開放されたか否かを示す開閉監視情報６３がメモリ６０に格
納され、さらに異常監視部５８により、釣銭モード処理中に異常が発生したか否かを示す
異常監視情報６４がメモリ６０に格納されることになる。
【００４２】
（回収処理）
　一方、１日の営業が終了した後に、例えばＰＯＳレジスタ装置ＰＲにおいて図示せぬキ
ーボードから回収処理命令を入力すると、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから自動釣銭機に対し
て回収指令が与えられ、自動釣銭機の制御手段５０により、回収制御部５６を通じて図８
に示すような回収処理が実施されることになる。すなわち、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから
自動釣銭機に対して回収指令が与えられると（ステップＳ２０１：ＹＥＳ）、制御手段５
０の回収制御部５６は、入出金制御部５５によってメモリ６０に格納された入出金情報６
１から入出金額を読み出し、この読み出した入出金額に基づいて自動釣銭機の硬貨収納庫
１５及び紙幣収納庫２５に収納されている貨幣の総額を演算する（ステップＳ２０２）。
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すなわち、入出金情報６１に記録されている貨幣の投入額と、各収納枚数の合計値とから
釣銭として払い出された貨幣の額を減算すれば、現在自動釣銭機の硬貨収納庫１５及び紙
幣収納庫２５に収納されている貨幣の額を演算することができる。
【００４３】
　次いで、制御手段５０の回収制御部５６は、メモリ６０に格納された開閉監視情報６３
を読み出し、前回自動釣銭機で計数処理が実施された後に、硬貨収納庫１５及び紙幣収納
庫２５のいずれかが開放されたか否かを判断し（ステップＳ２０３）、さらにメモリ６０
に格納された異常監視情報６４を読み出し、前回自動釣銭機で計数処理が実施された後に
入出金処理に異常が発生したか否かを判断する（ステップＳ２０４）。尚、計数処理とは
、自動釣銭機の硬貨収納庫１５及び紙幣収納庫２５に収納されている貨幣の総額を確認す
る処理のことである。計数処理には、ここで記載する回収処理のほか、いわゆる精査処理
もしくは再計数処理と称される処理が含まれる。精査処理（再計数処理）とは、現在の在
り高を確認するために貨幣を装置本体１の外部に払い出すことなくその内部で貨幣を適宜
搬送して総額を計数する処理である。
【００４４】
　制御手段５０の回収制御部５６は、硬貨収納庫１５及び紙幣収納庫２５のいずれもが開
放されておらず、しかも入出金処理に異常が発生していないと判断した場合（ステップＳ
２０３：ＹＥＳ→ステップＳ２０４：ＹＥＳ）、空確定フラグを「０」に設定して手順を
進める（ステップＳ２０５）。
【００４５】
　これに対して硬貨収納庫１５及び紙幣収納庫２５のいずれかが開放された場合（ステッ
プＳ２０３：ＮＯ）、あるいは入出金処理に異常が発生したと判断した場合（ステップＳ
２０４：ＮＯ）、制御手段５０の回収制御部５６は、空確定フラグを「１」に設定して手
順を進める（ステップＳ２０６）。
【００４６】
　次いで、制御手段５０の回収制御部５６は、回収処理を完了するのに必要となる回収処
理時間を算出する処理を行う（ステップＳ２０７）。回収制御部５６が演算する回収処理
時間とは、装置本体１の内部に収納されている貨幣をすべて硬貨出金口１２もしくは紙幣
出金口２２に払い出すために必要な時間である。より具体的に説明すると、ステップＳ２
０２で演算した貨幣の総額を硬貨出金口１２もしくは紙幣出金口２２に払い出すのに必要
となる払出処理時間と、空確定処理を実施するのに必要となる空確定処理時間とに基づい
て回収処理時間を演算するようにしている。ここで、制御手段５０の回収制御部５６は、
空確定フラグが「１」に設定されている場合には、払出処理時間と空確定処理時間との合
計を回収処理時間として設定し、空確定フラグが「０」に設定されている場合には、払出
処理時間をそのまま回収処理時間として設定する処理を行う。
【００４７】
　次いで、回収処理時間を設定した制御手段５０の回収制御部５６は、回収処理時間に対
応したタイマを起動し（ステップＳ２０８）、さらに表示制御部５２を通じて表示手段３
０に回収処理を終了するまでの残り時間の減算表示を行う（ステップＳ２０９）。
【００４８】
　その後、ステップＳ２０２で演算した貨幣のすべてが硬貨出金口１２もしくは紙幣出金
口２２に払い出されるまで計数しながら硬貨搬送機構１３及び紙幣搬送機構２３を駆動す
し（ステップＳ２１０→ステップＳ２１１：ＹＥＳ）、その後に現在の空確定フラグを参
照する（ステップＳ２１３）。計数した硬貨及び紙幣がステップＳ２０２で演算した枚数
に満たない場合は（ステップＳ２１１：ＮＯ）、所定時間硬貨搬送機構１３及び紙幣搬送
機構２３を駆動し（ステップＳ２１２）、その後に現在の空確定フラグを参照する（ステ
ップＳ２１３）。
【００４９】
　現在の空確定フラグが「１」に設定されている場合（ステップＳ２１３：ＹＥＳ）、制
御手段５０の回収制御部５６は、空確定処理部５９を通じて空確定処理を実施し（ステッ
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プＳ２１４）、該空確定処理が終了した時点で今回の回収処理を終了する。すなわち、前
回自動釣銭機で計数処理が実施された後、硬貨収納庫１５及び紙幣収納庫２５のいずれか
が開放された、あるいは入出金処理において異常が発生した場合には、装置本体１の内部
に手が加えられている可能性が非常に高く、内部に収納されている貨幣の数も増減してい
る確率が高い。従って、こうした状況下において回収処理を実行し、装置本体１の内部を
確実に空にするためには、ステップＳ２０２で演算した貨幣のすべてが硬貨出金口１２も
しくは紙幣出金口２２に払い出される時間だけ硬貨搬送機構１３及び紙幣搬送機構２３を
駆動した後にさらに空確定処理を実行することで、装置本体１の内部を確実に空にするよ
うにしている。但し、空確定フラグが「１」に設定されている場合に硬貨搬送機構１３及
び紙幣搬送機構２３を駆動する時間は、従来の自動釣銭機で実施される回収処理と同じで
ある。しかも、この自動釣銭機においては、回収処理が終了するまでの残り時間を表示手
段３０に表示するようにしているため、操作者に対して特別に回収処理に要する時間が長
くなった印象を与える虞れはない。
【００５０】
　一方、現在の空確定フラグが「０」に設定されていれば（ステップＳ２１３：ＮＯ）、
ステップＳ２１４の空確定処理を実施することなく今回の回収処理を終了する。すなわち
、前回自動釣銭機で計数処理が実施された後、硬貨収納庫１５及び紙幣収納庫２５のいず
れもが開放されておらず、しかも入出金処理において異常が発生していない場合には、装
置本体１の内部に手が加えられている可能性はきわめて低く、硬貨収納庫１５及び紙幣収
納庫２５に収納されている貨幣の数も増減する確率はほとんどない。従って、こうした状
況下においては、ステップＳ２０２で演算した貨幣のすべてが硬貨出金口１２もしくは紙
幣出金口２２に払い出される時間だけ硬貨搬送機構１３及び紙幣搬送機構２３を駆動すれ
ば、装置本体１の内部を確実に空にすることができる。この結果、回収処理を確実に実行
しながら、回収処理が終了するまでの時間を大幅に短縮化することができるようになる。
この場合においても、表示手段３０には短縮された回収処理の終了時間が減算表示される
ことになるため、操作者に対して処理時間が短縮されていることを明確に報知することが
可能となる。
【００５１】
　今回の回収処理が終了した場合には、回収制御部５６により、今回の回収処理の内容が
回収処理情報６２としてメモリ６０に格納されることになる。尚、今回の回収処理に利用
した入出金情報６１、開閉監視情報６３、異常監視情報６４は、回収制御部５６によって
消去するようにしても良いし、そのまま履歴情報として保存しても構わない。
【００５２】
　尚、上述した実施の形態では、前回自動釣銭機で計数処理が実施された後に、硬貨収納
庫及び紙幣収納庫のいずれかが開放されたか否かを判断し、さらに前回自動釣銭機で計数
処理が実施された後に入出金処理に異常が発生したか否かを判断することにより、空確定
処理を実施するか否かを決定するようにしているが、少なくとも一方を判断すれば十分で
ある。
【００５３】
　また、上述した実施の形態では、硬貨及び紙幣を取り扱う金銭処理装置を例示している
が、硬貨及び紙幣のいずれか一方を取り扱うものにももちろん適用することは可能である
。
【符号の説明】
【００５４】
　　１　　　装置本体
　２ａ　　　開閉検出センサ
　２ｂ　　　引き出し検出センサ
　１０　　　硬貨収納部
　１１　　　硬貨投入口
　１２　　　硬貨出金口
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　１３　　　硬貨搬送機構
　１４　　　硬貨鑑別センサ
　１５　　　硬貨収納庫
　２０　　　紙幣収納部
　２１　　　紙幣投入口
　２２　　　紙幣出金口
　２３　　　紙幣搬送機構
　２４　　　紙幣鑑別センサ
　２５　　　紙幣収納庫
　５０　　　制御手段
　５１　　　通信制御部
　５２　　　表示制御部
　５３　　　入力制御部
　５４　　　搬送制御部
　５５　　　入出金制御部
　５６　　　回収制御部
　５７　　　収納庫監視部
　５８　　　異常監視部
　５９　　　空確定処理部
　６０　　　メモリ
　ＰＲ　　　ＰＯＳレジスタ装置

【図１】 【図２－１】

【図２－２】
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