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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の媒体収納庫を備え、所定の入出金処理を行う入出金装置において、
　投入された媒体の枚数を計数する計数手段と、
　上記計数手段により計数された媒体の枚数を確定するものであって、精査対象以外の上
記媒体収納庫が脱着された場合でも不確定としない精査処理手段と
　を備えることを特徴とする入出金装置。
【請求項２】
　上記精査処理手段は、上記精査対象以外の上記媒体収納庫の脱着時間が所定時間以内の
とき精査処理を続行するものであることを特徴とする請求項１に記載の入出金装置。
【請求項３】
　上記精査処理手段が、上記精査対象の上記媒体収納庫の識別情報と、脱着された上記媒
体収納庫の識別情報とを比較して上記精査対象以外の上記媒体収納庫を判断し、上記精査
対象以外の上記媒体収納庫の脱着時間が所定時間以内であるかを判断するものであること
を特徴とする請求項１又は２に記載の入出金装置。
【請求項４】
　上記精査処理手段が、脱着された上記精査対象の上記媒体収納庫内の媒体の有無を確認
後、収納されている媒体の投入を誘導して、投入された媒体の枚数を確定するものである
ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の入出金装置。
【請求項５】
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　上記精査処理手段が、上記精査対象の上記媒体収納庫と、脱着された上記精査対象以外
の上記媒体収納庫とに収納されている媒体の投入を誘導して、上記計数手段により計数さ
れた媒体の枚数を確定するもの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
入出金装置。
【請求項６】
　上記精査処理手段が、脱着された上記精査対象の上記媒体収納庫内の媒体の有無を確認
後、上記精査対象以外であって脱着された上記媒体収納庫に収納されている媒体の抜き取
りを誘導して、上記精査対象及び上記精査対象以外の脱着された上記媒体収納庫に収納さ
れている媒体の枚数を確認するものであることを特徴とする請求項５に記載の入出金装置
。
【請求項７】
　上記精査処理手段が、上記精査対象以外の脱着された上記媒体収納庫の媒体抜き取りを
当該精査処理の進行条件とし、上記精査対象以外の脱着された上記媒体収納庫内の媒体の
有無を確認後、媒体の投入を誘導するものであることを特徴とする請求項６に記載の入出
金装置。
【請求項８】
　複数の媒体収納庫を備え、所定の入出金処理を行う入出金装置の入出金プログラムにお
いて、
　コンピュータを、
　投入された媒体の枚数を計数する計数手段、
　上記計数手段により計数された媒体の枚数を確定するものであって、精査対象以外の上
記媒体収納庫が脱着された場合でも不確定としない精査処理手段
　として機能することを特徴とする入出金プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入出金装置及び入出金プログラムに関し、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る、釣銭準備金の出金や売上金の入金を行う入出金
装置及び入出金プログラムに適用し得るものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、商業施設等に設けられている入出金装置は、店舗に設けられるレジスタに釣銭
準備金としての現金を事前に用意するために、レジスタ毎やレジスタを担当する担当者毎
に釣銭準備金を出金する釣銭出金取引や、レジスタ毎や担当者毎の売上金を入金する売上
入金取引を行う取引機能を有している（特許文献２参照）。
【０００３】
　また、従来の入出金装置は、店舗の売上金を集計する精算集計取引や、現金収納庫とし
てのカセットが満杯になったときにカセットに装填されている現金を出金させる抜き取り
取引や、カセットから現金を回収する回収取引、売上集計や釣銭準備金を含む現金を集計
・精査するため精査取引等の取引機能も有している（特許文献１及び特許文献２参照）。
【０００４】
　例えば、精算集計取引や抜き取り取引や回収取引や精査取引等の場合に、例えば管理者
等のオペレータは、入出金装置の扉（例えばフロント扉）を開けて脱着可能なカセットを
取り外し、そのカセットに収納されている現金を抜き取り、その抜き取った現金を金種毎
に計数して金種枚数を「確定」させることを行っている。ここで、確定とは、計数した現
金の金種枚数を保証するために、現金の金種枚数を計数し、その計数結果を表示し、オペ
レータに確認を受けることで金種枚数を決定することをいう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開平６－２８２７２０号公報
【特許文献２】特開２０１３－１６４７１４号公報
【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、入出金装置から現金の抜き取り対象のカセットを取り外す際に、オペレ
ータが誤って対象とするカセットとは異なるカセットを取り外してしまうことがある。例
えば、精査取引の際、金種毎のカセットを指定して行なうことができる。入出金装置は、
脱着されたカセットを検知し、その脱着されたカセットに関してアクセスされたものと判
断している。
【０００７】
　そのため、誤って対象と異なるカセットが取り外され、当該カセットがセットされると
、入出金装置は、そのカセットについて不確定（すなわち、金種枚数を保証しない状態）
と判断してしまう。このような場合、例えば、精査取引終了後に、入出金装置は取引選択
のメニュー画面に戻り、オペレータは再度精査取引をやり直す必要がある。
【０００８】
　例えば、１個のカセットを精査するには、１５分～２０分程度の時間を要する。そのた
め、オペレータが上記のようなカセットの取り間違えを行ってしまったとき、再度精査の
やり直しを行うことになってしまい、余分な手間と時間が掛かってしまうという問題が生
じ得る。また、次に取引を希望するオペレータがいる場合には、他のオペレータを待たせ
てしまい、その後の取引にも影響が及んでしまう。
【０００９】
　そのため、媒体収納庫が誤って脱着された場合でも、取引処理のやり直す時間及び手間
をなくすことができ、次の取引を待たせずに行なうことができる入出金装置及び入出金プ
ログラムが求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる課題を解決するために、第１の本発明は、複数の媒体収納庫を備え、所定の入出
金処理を行う入出金装置において、（１）投入された媒体の枚数を計数する計数手段と、
（２）計数手段により計数された媒体の枚数を確定するものであって、精査対象以外の媒
体収納庫が脱着された場合でも不確定としない精査処理手段とを備えることを特徴とする
入出金装置である。
【００１１】
　第２の本発明は、複数の媒体収納庫を備え、所定の入出金処理を行う入出金装置の入出
金プログラムにおいて、コンピュータを、（１）投入された媒体の枚数を計数する計数手
段、（２）計数手段により計数された媒体の枚数を確定するものであって、精査対象以外
の媒体収納庫が脱着された場合でも不確定としない精査処理手段として機能することを特
徴とする入出金プログラムである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、カセットが誤って脱着された場合でも、取引処理のやり直す時間及び
手間をなくすことができ、次の取引を待たせずに行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態に係る入出金装置の制御系の構成を示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係る入出金装置の外観斜視図である。
【図３】第１の実施形態の入出金装置の内部構成を示す内部構成図である。
【図４】第１の実施形態に係る入出金装置の主制御部の主な機能を説明するブロック図で
ある。
【図５】第１の実施形態に係る入出金装置における精査時の処理を示すフローチャートで
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ある（その１）。
【図６】第１の実施形態に係る入出金装置における精査時の処理を示すフローチャートで
ある（その２）。
【図７】第１の実施形態に係る待機画面の画面例を示す図である。
【図８】第１の実施形態に係るメニュー画面の画面例を示す画面図である。
【図９】第１の実施形態に係る釣銭用収納庫表示画面の画面例を示す画面図である。
【図１０】第１の実施形態に係る扉開誘導画面の画面例を示す画面図である。
【図１１】第１の実施形態に係る紙幣抜取誘導画面の画面例を示す画面図である。
【図１２】第１の実施形態に係る扉閉誘導画面の画面例を示す画面図である。
【図１３】第１の実施形態に係る待機画面の画面例を示す画面図である。
【図１４】第１の実施形態に係る入金誘導画面の画面例を示す画面図である。
【図１５】第１の実施形態に係る計数中画面の画面例を示す画面図である。
【図１６】第１の実施形態に係る収納中画面の画面例を示す画面図である。
【図１７】第２の実施形態の入出金装置における精査時の処理の処理を示すフローチャー
トである。
【図１８】第２の実施形態の紙幣抜取画面の画面例を示す画面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（Ａ）第１の実施形態
　以下では、本発明の入出金装置及び入出金プログラムの第１の実施形態を、図面を参照
しながら詳細に説明する。
【００１５】
　第１の実施形態では、例えば商業施設等に設けられる入出金装置に本発明を適用する場
合を例示する。
【００１６】
（Ａ－１）第１の実施形態の構成
（Ａ－１－１）入出金装置１０の全体構成
　図２は、第１の実施形態に係る入出金装置１０の外観斜視図である。図１は、第１の実
施形態に係る入出金装置１０の制御系の構成を示すブロック図である。図３は、第１の実
施形態の入出金装置１０の内部構成を示す内部構成図である。なお、図１～図３において
、対応する構成要素には同一の符号を付している。
【００１７】
　入出金装置１０は、例えば、ある店舗に設けられたレジスタが取り扱う現金を管理した
り、また例えば、ショッピングセンタ等のように複数のショップからなる大規模な商業施
設において、各ショップのレジスタが取り扱う現金だけでなく、ショップ毎の現金を管理
したりするものである。
【００１８】
　入出金装置１０は、例えば、「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」、「精査集計取引」、「回収取引」、「精査取引」等の取
引機能を有している。
【００１９】
　図３において、入出金装置１０は、大別して、硬貨処理機１、紙幣処理機２、操作表示
部３、カードリーダ部５、レシートプリンタ部６、記憶部７、主制御部８を有する。
【００２０】
　操作表示部３は、レジスタの現金を入出金するレジスタ担当者や売上の締めを行なう管
理者等のオペレータが操作したり、入出金装置１０の各種の取引操作の案内、入力画面、
入力情報、金種別の入金金額又は出金金額等を表示したりするものである。
【００２１】
　操作表示部３は、レジスタ毎又はレジスタ担当者毎の入出金処理を行なうために、レジ
スタを使用するシフト毎に割り当てたパターン出金の入力、レジスタに割り当てるシフト
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設定の入力、訂正処理の入力等を受け付けるものである。操作表示部３は、例えば、キー
ボードやテンキーなどの物理的な入力手段や、例えば、ＬＣＤやタッチパネル方式等の入
力手段を適用することができる。
【００２２】
　カードリーダ部５は、入出金装置１０の利用者であるレジスタ担当者や管理者等が使用
するＩＤカードの情報を読み取るものである。ここで、ＩＤカードは、管理者が用いる管
理カード、レジスタを識別するレジスタカード、レジスタを担当する担当者を識別する担
当者ＩＤカード、店舗毎に発行された店舗カード等がある。
【００２３】
　レシートプリンタ部６は、硬貨処理機１や紙幣処理機２で行われた入金処理又は出金処
理の金額、金種別枚数等を伝票に記録して出力するものである。
【００２４】
　記憶部７は、入金・出金処理履歴、回収庫交換履歴、釣銭収納庫入出金履歴、回収庫入
金履歴等を格納するカウンタテーブルを有したり、また後述する主制御部８が実行する制
御プログラムを格納したり、更に主制御部８による処理結果も記憶するものである。
【００２５】
　主制御部８は、記憶部７に格納された制御プログラムに基づいて、入出金装置１０全体
の処理を制御するものである。この実施形態において、主制御部８は、それぞれのレジス
タに対して割り当てられているシフトを１つの集計単位として入出金処理を行なう入出金
処理機能を有するものである。
【００２６】
　硬貨処理機１は、硬貨入金口１１、硬貨鑑別部１２、硬貨一時保留部１３、釣銭用硬貨
収納庫１４、硬貨回収庫１５、硬貨出金庫１６、硬貨返却箱１７、制御部１８を有する。
【００２７】
　制御部１８は、硬貨処理機１全体の動作制御を行うものである。
【００２８】
　硬貨入金口１１は、入金処理や精査の際に、硬貨を一括して受け入れるものである。
【００２９】
　硬貨鑑別部１２は、硬貨入金口１１に受け入れた硬貨を１枚ずつ分離して、硬貨の金種
等を鑑別すると共に、鑑別した硬貨を金種毎に計数するものである。また、硬貨入金口１
１と硬貨鑑別部１２との間には、分離部により分離された硬貨を搬送する搬送ベルト等に
よる搬送路が設けられている。
【００３０】
　硬貨一時保留部１３は、硬貨鑑別部１２による鑑別計数の際に、一時的に硬貨を集積す
るものである。
【００３１】
　硬貨返却箱１７は、硬貨鑑別部１２による鑑別計数の際にリジェクトされた硬貨や、売
上入金の取消しの際に硬貨を返却する部分である。
【００３２】
　釣銭用硬貨収納庫１４は、レジスタ用の釣銭準備金として使用する硬貨を金種別に収納
するものであり、いわゆる出金ホッパと呼ばれるものである。釣銭用硬貨収納庫１４は、
売上入金の際に硬貨鑑別部１２により正常貨と鑑別された硬貨を収納するものであり、釣
銭出金の際に、釣銭用硬貨収納庫１４は収納されている正常貨である硬貨を出金する。ま
た、釣銭用硬貨収納庫１４は、金種毎に硬貨を収納するようにしている。釣銭用硬貨収納
庫１４は、収納することができる保管基準額（又は保管基準枚数）が設定されている。釣
銭用硬貨収納庫１４に収納される硬貨が保管基準額を超える場合に、抜き取り取引がなさ
れる。また、釣銭用硬貨収納庫１４は、硬貨を搬送路に繰り出す繰出し手段が設けられて
いる。
【００３３】
　硬貨回収庫１５は、精算集計の際に、売上金としての硬貨を回収するために、釣銭用硬
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貨収納庫１４から売上金としての硬貨を受け取り、硬貨を収納する部分である。硬貨回収
庫１５は金種毎に複数用意されている。また、硬貨回収庫１５は、脱着可能なものであり
必要に応じて交換可能なものである。硬貨回収庫１５には記憶部（識別情報保有部）１５
ａが設けられている。この記憶部１５ａには硬貨回収庫１５を識別するためのＩＤ番号等
の固有の識別情報が記憶されている。硬貨回収庫１５が脱着されると、記憶部１５ａに記
憶される固有の識別情報が制御部１８又は主制御部８に与えられる。これにより、脱着さ
れた硬貨回収庫１５を特定することができる。
【００３４】
　硬貨出金庫１６は、釣銭出金の際に、出金すべき硬貨を出金する部分である。
【００３５】
　ここで、硬貨一時保留部１３、釣銭用硬貨収納庫１４、硬貨回収庫１５、及び硬貨出金
庫１６は金種毎に分けて硬貨を集積、収納できるように内部が区切られている。また、釣
銭用硬貨収納庫１４と、硬貨回収庫１５及び硬貨出金庫１６との間には、釣銭用硬貨収納
庫１４から排出される硬貨を硬貨回収庫１５又は硬貨出金庫１６に導く振分け手段と、通
過する硬貨を金種毎に計数する計数手段とが設けられている。
【００３６】
　紙幣処理機２は、紙幣入出金口２１、紙幣鑑別部２２、紙幣一時保留部２３、釣銭用紙
幣収納庫２４、紙幣回収庫２５、紙幣リジェクト部２６、制御部２７を有する。
【００３７】
　制御部２７は、紙幣処理機２全体の機能を制御するものである。
【００３８】
　紙幣入出金口２１は、入金処理や精査の際に、紙幣を一括して受け入れる部分である。
また、紙幣入出金口２１は、入金処理の取消しで紙幣を返却したり、出金処理時に釣銭と
しての紙幣を返却したり、入金リジェクト紙幣を返却したりする部分である。
【００３９】
　紙幣鑑別部２２は、紙幣入出金口２１に受け入れた紙幣を１枚ずつ分離して、紙幣の金
種等を鑑別すると共に、鑑別した紙幣を金種毎に計数するものである。
【００４０】
　紙幣一時保留部２３は、入金紙幣の計数の際や売上金の集計の際に、紙幣鑑別部２２で
鑑別計数された紙幣を一時的に集積するものである。紙幣一時保留部２３には、紙幣を繰
り出して搬送路に送り出す繰り出し手段が設けられている。
【００４１】
　釣銭用紙幣収納庫２４（２４－１～２４－３）は、レジスタ用の釣銭準備金として使用
する紙幣を金種別に収納するものであり、いわゆるカセットである。釣銭用紙幣収納庫２
４は、金種別の紙幣を収納するものであり、例えば、通貨が日本円の場合、千円券、五千
円券、一万円券等を区別して収納する。
【００４２】
　この実施形態では、釣銭用紙幣収納庫２４－１が一万円券を収納するものであり（図１
では「万券カセット」と表記している。）、釣銭用紙幣収納庫２４－２が五千円券を収納
するものであり（図１では「五千券カセット」と表記している。）、釣銭用紙幣収納庫２
４－３が千円券を収納するものである（図１では「千券カセット」と表記している。）。
【００４３】
　この実施形態では、釣銭用紙幣収納庫２４の種類が、入金された紙幣を収納すると共に
、出金処理の際に、入金された紙幣を出金するいわゆる還流型リサイクルカセットである
場合を例示する。つまり、釣銭用紙幣収納庫２４は、入金処理の際に紙幣鑑別部２２によ
り正券と鑑別された紙幣を収納し、出金処理の際に収納されている紙幣を出金する。なお
、釣銭用紙幣収納庫２４の種類は、還流型リサイクルカセットに限定されるものではなく
、釣銭出金用又は釣銭入金用のカセットであっても良い。
【００４４】
　また、釣銭用紙幣収納庫２４は、収納する紙幣の金種毎に保管基準額（又は保管基準枚
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数）が設定されており、その保管基準額を保つために入金処理された紙幣を収納するよう
になっている。釣銭用紙幣収納庫２４には、紙幣を搬送路に繰り出す繰り出し手段が設け
られている。
【００４５】
　さらに、釣銭用紙幣収納庫２４は脱着可能なものである。紙幣回収庫２５には、紙幣の
ニアフルやフルを検知するセンサが設けられており、これらのセンサにより紙幣の有無や
、満杯状態が確認できるようになっている。但し、収納量は後述する装置情報管理部１０
５（図４参照）に格納される装置情報（例えば、入金履歴）等からも把握可能である。
【００４６】
　更に、各釣銭用紙幣収納庫２４には、記憶部（識別情報保有部）２４ａが設けられてい
る。この記憶部２４ａには各釣銭用紙幣収納庫２４を識別するためのＩＤ番号等の固有の
識別情報が記憶され、制御部２７又は主制御部８がこの識別情報を認識することで、脱着
された釣銭用紙幣収納庫２４を特定するものとなっている。
【００４７】
　紙幣回収庫２５は、入金時又は精算集計時に、釣銭用紙幣収納庫２４から売上金として
の紙幣を受け取り、その紙幣を収納するものである。
【００４８】
　また、紙幣回収庫２５は複数用意されるようにしても良く、必要に応じて脱着可能なも
のであっても良い。紙幣回収庫２５には、紙幣のニアフルやフルを検知するセンサが設け
られており、これらのセンサにより紙幣の有無や、満杯状態が確認できるようになってい
る。但し、収納量は後述する装置情報管理部１０５（図４参照）に格納される装置情報（
例えば、入金履歴）等からも把握可能である。
【００４９】
　更に、紙幣回収庫２５には、記憶部（識別情報保有部）２５ａが設けられている。この
記憶部２５ａには紙幣回収庫２５を識別するためのＩＤ番号等の固有の識別情報が記憶さ
れ、制御部２７がこの識別情報を認識して紙幣回収庫２５を特定するものとなっている。
【００５０】
　紙幣リジェクト部２６は、紙幣鑑別部２２によりリジェクトされた紙幣を集積するもの
である。例えば、紙幣リジェクト部２６は、売上入金の際に、紙幣一時保留部２３から釣
銭用紙幣収納庫２４に紙幣を収納するときに、紙幣鑑別部２２によりリジェクトされたリ
ジェクト紙幣を集積する。また、紙幣リジェクト部２６は、売上金を集計する際に、釣銭
用紙幣収納庫２４から紙幣回収庫２５に移動するときに、紙幣鑑別部２２によりリジェク
トされたリジェクト紙幣を集積する。
【００５１】
　制御部２７は、制御プログラムに基づいて紙幣処理機２全体の動作制御を行うものであ
る。なお、硬貨処理機１の制御部１８及び紙幣処理機２の制御部２７は主制御部８の指示
により硬貨処理機１及び紙幣処理機２を制御する。
【００５２】
（Ａ－１－３）主制御部８の機能構成
　図４は、第１の実施形態に係る入出金装置１０の主制御部８の主な機能を説明するブロ
ック図である。
【００５３】
　図４において、主制御部８の主な機構部は、認証部１０１、メニュー画面表示部１０２
、取引処理部１０３、個別取引情報管理部１０４、装置情報管理部１０５を有する。
【００５４】
　認証部１０１は、カードリーダ部５により読み取られたＩＤカードの識別情報に基づい
て、識別情報の認証処理を行うものである。認証部１０１は、管理者の認証やレジスタを
担当する担当者の認証等を行うことができる。また、認証部１０１は、商業施設内の店舗
毎に、管理者やレジスタ担当者の認証を行うようにしても良い。この場合、認証部１０１
は、店舗の認証を行う共に、管理者又は担当者の認証を行うようにしても良い。
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【００５５】
　メニュー画面表示部１０２は、認証部１０１による認証が成功した場合に、入出金装置
１０が実行可能な各種取引種類の選択ボタンを有するメニュー画面を操作表示部３に表示
するものである。
【００５６】
　ここで、メニュー画面表示部１０２は、認証部１０１による認証結果に基づいて、管理
者毎（又は担当者毎）若しくは店舗毎のメニュー画面を表示するようにしても良い。
【００５７】
　具体的には、個別取引情報管理部１０４は、ＩＤカードの識別情報に紐付けされて、過
去に実行された取引操作履歴情報（個別取引操作情報ともいう。）を管理しておく。メニ
ュー画面表示部１０２は、認証成功した識別情報に基づいて、個別取引情報管理部１０４
から対応する個別取引操作情報を検索して、例えば、操作回数の多い取引種類から順にメ
ニュー画面上に表示したり、また例えば、操作回数の多い取引種類の選択ボタンを他の取
引種類の選択ボタンよりも拡大して表示したりしても良い。
【００５８】
　取引処理部１０３は、操作表示部３に表示されるメニュー画面を通じて選択された取引
種類の取引処理を行うものである。取引処理部１０３は取引実行部５１を有する。さらに
、取引実行部５１は、実行する各種取引のうち精査取引に関する処理を実行する精査処理
部５２を含むものである。
【００５９】
　取引実行部５１は、「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」、「精査集計取引」、「回収取引」、「精査取引」等の取引処理を
実行するものである。取引実行部５１が実行可能な取引の種類は、上記各種取引に限定さ
れるものではなく、他の取引処理を実行するものであっても良い。取引実行部５１は、上
記取引種類を選択可能な選択ボタンがメニュー画面上に表示され、そのメニュー画面を通
じて選択された種類の取引処理を行う。
【００６０】
　「釣銭出金取引」は、釣銭準備金を出金する取引である。例えば、取引実行部５１は、
メニュー画面から「釣銭出金」ボタンが選択されると、出金する金種及び枚数を選択する
サブメニュー画面を表示する。そして、取引実行部５１は、サブメニュー画面を通じて選
択された金種及び枚数の紙幣・硬貨を出金する。
【００６１】
　ここで、サブメニュー画面で出金する金種及び枚数の選択方法は種々の方法を広く適用
することができる。例えば、ＩＤカード（管理者カード、担当者ＩＤカード、レジスタカ
ード、店舗カード等）の識別情報やレジスタ毎の担当者に割り当てられたシフトに、事前
に出金する金種及び枚数が登録されており、その金種及び枚数を選択する方法を選択する
ようにしても良い。なお、この事前に登録されている金種及び枚数を出金する方法を「パ
ターン出金」ともいう。また例えば、釣銭準備金の不足時に釣銭を補充できるようにする
ため、管理者や担当者が個別に出金する金種及び枚数を選択することができるようにして
も良い。
【００６２】
　「売上入金取引」は、レジスタに収められている現金を入金する取引である。取引実行
部５１は、メニュー画面から「売上入金」ボタンが選択されると、紙幣及び硬貨の入金誘
導画面を表示する。レジスタからの紙幣と硬貨（売上金＋釣銭準備金）が投入口にセット
されると、紙幣鑑別部２２、硬貨鑑別部１２は計数を開始する。紙幣鑑別部２２、硬貨鑑
別部１２が正常と判別された紙幣、硬貨は紙幣一時保留部２３、硬貨一時保留部１３に集
積される。一方、計数でリジェクトされた紙幣は紙幣入出金口２１に戻され、硬貨は硬貨
返却箱１７に移動される。これにより、リジェクトされた紙幣、硬貨はオペレータに返却
される。取引実行部５１は、紙幣鑑別部２２、硬貨鑑別部１２による計数結果（すなわち
、金種及び枚数、金種ごとの金額、入金合計額、釣銭準備金の額（出金合計額）、売上合
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計額等）を操作表示部３に表示する。操作表示部３においてオペレータにより計数結果の
確認がなされると、紙幣一時保留部２３、硬貨一時保留部１３の紙幣、硬貨が釣銭用紙幣
収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４に搬送され収納される。また、紙幣、硬貨の収納時点
で売上（すなわち、「入金合計額」－「出金合計額」）が発生している場合、取引実行部
５１は、紙幣のみ高額券を優先して、売上額の範囲内で紙幣回収庫２５に収納する。
【００６３】
　「計数取引」は、紙幣入出金口２１、硬貨入金口１１から投入された紙幣、硬貨の金種
を判別すると共に、金種毎の枚数を計数する取引である。取引実行部５１は、メニュー画
面から「計数取引」ボタンが選択されると、紙幣入出金口２１、硬貨入金口１１から投入
された紙幣、硬貨の計数を開始する。紙幣鑑別部２２、硬貨鑑別部１２により正常と判別
された紙幣、硬貨は紙幣一時保留部２３、硬貨一時保留部１３に集積される。一方、計数
でリジェクトされた紙幣は紙幣入出金口２１に戻され、硬貨は硬貨返却箱１７に移動され
る。これにより、リジェクトされた紙幣、硬貨はオペレータに返却される。取引実行部５
１は、紙幣鑑別部２２、硬貨鑑別部１２による計数結果（すなわち、金種及び枚数、金種
ごとの金額、入金合計額、釣銭準備金の額（出金合計額）、売上合計額等）を操作表示部
３に表示する。オペレータにより計数結果の確認がなされると、取引実行部５１は、紙幣
一時保留部２３の紙幣を紙幣入出金口２１に返却し、硬貨一時保留部１３の硬貨を硬貨返
却箱１７に返却する。
【００６４】
　「補充取引」は、釣銭準備金としての現金を補充するために、紙幣入出金口２１、硬貨
入金口１１から投入された紙幣、硬貨を、釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４
に収納する取引である。取引実行部５１は、メニュー画面から「補充取引」ボタンが選択
されると、紙幣入出金口２１、硬貨入金口１１から投入された紙幣、硬貨の計数を開始す
る。紙幣鑑別部２２、硬貨鑑別部１２により正常と判別された紙幣、硬貨は釣銭用紙幣収
納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４に集積される。
【００６５】
　「抜き取り取引」は、現金精査のために入出金装置１０内の全ての紙幣・硬貨、若しく
は、入金過多で溢れそうになった釣銭用紙幣収納庫２４や釣銭用硬貨収納庫１４の紙幣や
硬貨を出金して抜き取る取引である。
【００６６】
　「精算集計取引」は、それまでの出金取引及び売上入金取引の結果を集計して売上額を
算出する取引である。取引実行部５１は、メニュー画面から「精算集計」ボタンを選択す
ると、それまでの出金取引及び入金取引の結果を集計して、「入金合計額」－「出金合計
額」から売上額を算出する。取引実行部５１は、売上額と、既に回収庫（紙幣回収庫２５
、硬貨回収庫１５）に収納した金額額との差分を売上移動金額とし、高額券を優先して紙
幣及び硬貨を、釣銭用紙幣収納庫２４及び釣銭用硬貨収納庫１４から、回収庫（紙幣回収
庫２５、硬貨回収庫１５）に移動させ、売上金を作成する。
【００６７】
　ここで、取引実行部５１は、店舗毎の精算集計を行うため、出金取引結果及び入金取引
結果を店舗識別情報に対応付けておくことで、店舗毎の売上額を求めるようにしても良い
。また例えば、取引実行部５１は、レジスタ毎や担当者毎の売上集計を行うために、出金
取引結果及び入金取引結果をレジスタ識別情報や担当者識別情報に対応付けておくことで
、レジスタ毎及び又は担当者毎の売上額を求めるようにしても良い。
【００６８】
　「回収取引」は、釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４に収納されている紙幣
、硬貨を回収する取引である。取引実行部５１は、メニュー画面から「売上回収」ボタン
が選択されると、入出金装置１０の扉（入出金装置１０のフロント扉）を開錠する。取引
実行部５１は、紙幣回収庫２５、硬貨回収庫１５の脱着誘導画面を操作表示部３に表示す
る。取引実行部５１は、紙幣回収庫２５、硬貨回収庫１５が取り外され、再度、紙幣回収
庫２５、硬貨回収庫１５がセットされることを検知する。紙幣回収庫２５、硬貨回収庫１
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５は、収納されている紙幣、硬貨の枚数を検知する検知部があり、取引実行部５１は、紙
幣回収庫２５、硬貨回収庫１５の検知部からのデータに基づいて、紙幣回収庫２５、硬貨
回収庫１５内が空であることを確認して取引を終了する。なお、オペレータは、回収した
現金を金融機関等に売上金として入金する。
【００６９】
　「精査取引」は、入出金装置１０内の現金を精査する取引である。例えば、釣銭用紙幣
収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４に紙幣、硬貨を補充する前に現在の収納枚数を精査す
るときや、いわゆる締めを行うときなどに利用される。
【００７０】
　精査取引に関する処理は、取引実行部５１の機能のうち精査処理部５２が実行する。精
査処理部５２は、メニュー画面から「精査」ボタンが選択されると、入出金装置１０の扉
（フロント扉）を開錠する。精査処理部５２は、釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納
庫１４から現金を抜き取るための誘導画面を操作表示部３に表示する。このとき、精査処
理部５２は、釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４毎の精査するため、精査対象
とする釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４を表示するようにしても良い。
【００７１】
　精査処理部５２は、入出金装置１０の扉（入出金装置１０のフロント扉）を開錠する。
精査処理部５２は、釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４の脱着誘導画面を操作
表示部３に表示する。脱着誘導画面を通じてオペレータが対象とする釣銭用紙幣収納庫２
４、釣銭用硬貨収納庫１４が取り外されると、精査処理部５２は、釣銭用紙幣収納庫２４
、釣銭用硬貨収納庫１４が取り外されたことを検知し、再度、釣銭用紙幣収納庫２４、釣
銭用硬貨収納庫１４がセットされることを検知する。精査処理部５２は、入出金装置１０
の扉が閉められると、入金誘導画面を表示する。
【００７２】
　精査処理部５２は、紙幣入出金口２１、硬貨入金口１１から投入された紙幣、硬貨の計
数を開始する。紙幣鑑別部２２、硬貨鑑別部１２により正常と判別された紙幣、硬貨は紙
幣一時保留部２３、硬貨一時保留部１３に集積される。一方、計数でリジェクトされた紙
幣は紙幣入出金口２１に戻され、硬貨は硬貨返却箱１７に移動される。これにより、リジ
ェクトされた紙幣、硬貨はオペレータに返却される。
【００７３】
　精査処理部５２は、紙幣鑑別部２２、硬貨鑑別部１２による計数結果（すなわち、精査
対象の釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４に収納されている金種及び枚数、金
種ごとの金額（収納金額）を操作表示部３に表示する。
【００７４】
　オペレータにより計数結果の確認がなされると、精査処理部５２は、紙幣一時保留部２
３の紙幣、硬貨を、それぞれの金種毎の釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４に
収納する。これにより、精査対象の釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４に収納
されている収納金額を精査することができ、精査後に、金種毎の釣銭用紙幣収納庫２４、
釣銭用硬貨収納庫１４への収納も可能となる。
【００７５】
　装置情報管理部１０５は、入出金装置１０における各種取引の取引履歴情報や、釣銭用
硬貨収納庫１４、硬貨回収庫１５、釣銭用紙幣収納庫２４、紙幣回収庫２５に収納されて
いる硬貨、紙幣の収納量に関する情報等を管理するものである。取引履歴情報は、既存の
入出金装置１０が管理する履歴情報と同様の内容とすることができ、例えば、取引日時情
報、取引種別、レジスタ識別情報、担当者識別情報（担当者ＩＤ、担当者名等を含む情報
）、取引金額（例えば入金金額、出金金額）、売上金額等を含む。
【００７６】
（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装置１０における精査時の処理の動作を、図面を参
照しながら詳細に説明する。
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【００７７】
　図５及び図６は、第１の実施形態に係る入出金装置１０における精査時の処理を示すフ
ローチャートである。
【００７８】
　まず、精査操作を希望するオペレータは入出金装置１０の操作表示部３に表示される操
作画面を操作して行なう。このとき、入出金装置１０の操作表示部３は、主制御部８の制
御を受けて待機画面を表示する（Ｓ１０１）。
【００７９】
　図７は、第１の実施形態に係る待機画面の画面例を示す図である。図７に例示する待機
画面５００は、硬貨処理、紙幣処理及び入出金履歴に関する情報を表示することができる
ものである。待機画面５００は、硬貨処理に関する情報を表示するための「硬貨部」ボタ
ン５０２、紙幣処理に関する情報を表示するための「紙幣部」ボタン５０３、入出金履歴
に関する情報を表示するための「レシート部」ボタン５０４を有する。
【００８０】
　釣銭用紙幣収納庫２４に関して精査する場合には、オペレータは「紙幣部」ボタン５０
３を選択し、釣銭用硬貨収納庫１４に関して精査する場合には、オペレータは「硬貨部」
ボタン５０４を選択して、オペレータは取引の選択処理を続ける。ここでは、釣銭用紙幣
収納庫２４に関して精査する場合を例示する。
【００８１】
　図７は、「紙幣部」ボタン５０３がされており、紙幣処理に関する情報が表示されてい
る状態を例示している。図７の待機画面５００は、釣銭用紙幣収納庫（図１の「万券カセ
ット」）２４－１と、釣銭用紙幣収納庫（図１の「五千券カセット」）２４－２と、釣銭
用紙幣収納庫（図１の「千券カセット」）２４－３と、紙幣回収庫（図１の「回収カセッ
ト」）２５と、紙幣リジェクト部２６との紙幣の収納状態を、紙幣処理に関する情報とし
て表示している。
【００８２】
　例えば、図７において、釣銭用紙幣収納庫（万券カセット）２４－１は、紙幣の収納量
が閾値未満となっており、紙幣の補充が必要であるとする。紙幣の補充には現在収納され
ている紙幣の収納枚数の精査が必要となる。この場合、図７に示すように、待機画面５０
０は、「一万円：補充してください」と表示されるものとしている。釣銭用紙幣収納庫（
五千券カセット）２４－２についても同様である。
【００８３】
　また例えば、図７において、釣銭用紙幣収納庫（千券カセット）２４－３は、収納され
ている紙幣の枚数の計数が必要であるとする。この場合、図７に示すように、待機画面５
００は、「千円：数え直してください」と表示されるものとしている。
【００８４】
　さらに、図７に示す待機画面５００は、取引処理を開始するために必要な認証を促すた
めに、例えば「カードパスまたはバーコードリードしてください」等のガイダンス表示部
５０１を有する。なお、ガイダンス表示部５０１に表示される内容は、認証に必要な情報
が表示できるようにしており、ＩＤカードのカードパスやバーコードリードに限定される
ものではない。
【００８５】
　オペレータは、図７の待機画面５００のガイダンス表示部５０１のガイダンス表記に従
い、認証に必要なＩＤカードをカードリーダ部５でカードパスする。カードリーダ部５は
、ＩＤカードの識別情報の読み取りを行い（Ｓ１０２）、主制御部８の認証部１０１がＩ
Ｄカードの識別情報を用いて認証処理を行う（Ｓ１０３）。そうすると、操作表示部３は
、取引種類を選択することができるメニュー画面を表示する（Ｓ１０４）。
【００８６】
　図８は、第１の実施形態に係るメニュー画面５１０の画面例を示す画面図である。図８
に示すように、メニュー画面５１０は、入出金装置１０が実行可能な取引処理の種類を選
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択する取引選択ボタン５１１を有する。この実施形態の場合、メニュー画面５１０の取引
選択ボタン５１１は、「釣銭出金」ボタン、「売上入金」ボタン、「計数」ボタン、「補
充」ボタン、「抜き取り」ボタン、「精算集計」ボタン、「回収」ボタン、「精査」ボタ
ンを有する。
【００８７】
　メニュー画面５１０においてオペレータ操作により「精査」ボタンが選択されると（Ｓ
１０５）、操作表示部３は、精査対象とする釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１
４を選択させる釣銭用収納庫表示画面（カセット選択画面）が表示される（Ｓ１０６）。
【００８８】
　図９は、第１の実施形態に係る釣銭用収納庫表示画面の画面例を示す画面図である。図
９の釣銭用収納庫表示画面５２０は、精査対象とする釣銭用紙幣収納庫２４を表示してい
る。具体的には、図９の釣銭用収納庫表示画面５２０は、精査対象の釣銭用紙幣収納庫２
４として、「第２カセット」ボタン５２１、「第３カセット」ボタン５２２、「第４カセ
ット」ボタン５２３を表示している。
【００８９】
　ここでは、「第１カセット」が紙幣回収庫（回収カセット）２５、「第２カセット」が
釣銭用紙幣収納庫（万券カセット）２４－１、「第３カセット」が釣銭用紙幣収納庫（五
千券カセット）２４－２、「第４カセット」が釣銭用紙幣収納庫（千券カセット）２４－
３としている。つまり、図７の待機画面５００で表示されるように、釣銭用紙幣収納庫（
万券カセット）２４－１、釣銭用紙幣収納庫（五千券カセット）２４－２、釣銭用紙幣収
納庫２４－３（千券カセット）が精査対象であるため、図９の釣銭用収納庫表示画面５２
０は、精査対象として「第２カセット」、「第３カセット」、「第４カセット」を表示し
ている。
【００９０】
　オペレータは、釣銭用収納庫表示画面５２０を通じて、精査を実行する釣銭用紙幣収納
庫２４を選択する。ここで、オペレータ操作により、精査を実行する釣銭用紙幣収納庫２
４として、１個を選択できるようにしても良いし、複数個を選択することができるように
しても良い。
【００９１】
　精査を実行する釣銭用紙幣収納庫２４が選択されると、操作表示部３は、紙幣処理機２
のフロント扉を開錠するための扉開誘導画面を表示する（Ｓ１０７）。例えば、図１０に
例示するように、扉開誘導画面５３０は、紙幣処理機１のフロント扉が開いた状態のイメ
ージが表示される。また、扉開誘導画面５３０は、紙幣処理機２のフロント扉を「開」に
するためのガイダンス表示部５３１として、例えば「レバーを回して、フロント扉を開け
てください」が表示される。オペレータは扉開誘導画面５３０を見ながら、紙幣処理機２
のフロント扉を開く。
【００９２】
　主制御部８はセンサ等により紙幣処理機のフロント扉が開いたことを検知する、操作表
示部３は紙幣抜取誘導画面を表示し、精査対象の釣銭用紙幣収納庫２４から紙幣の抜き取
るよう誘導する（Ｓ１０８）。
【００９３】
　例えば、図１１に例示するように、紙幣抜取誘導画面５４０は、例えば「下部フレーム
を引き出し、カセットの紙幣を抜いて下さい」等のガイダンス表示５４０を有して、紙幣
の抜き取りを誘導している。また、紙幣抜取誘導画面５４０は、紙幣処理機２内にある釣
銭用紙幣収納庫２４及び紙幣回収庫２５のうち、精査対象とする収納庫を特定するように
表示しても良い。例えば、精査対象のカセットを赤色等のように異なる色表示したり、黒
色太枠表示したり、点滅表示したりしても良い。
【００９４】
　オペレータは、釣銭用紙幣収納庫２４を取り外し、その釣銭用紙幣収納庫２４に収納さ
れている紙幣を全て抜き取り、空になった釣銭用紙幣収納庫２４を紙幣処理機２内の元の
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位置にセットする。
【００９５】
　このとき、精査処理部５２は、釣銭用紙幣収納庫２４が取り外されると、釣銭用紙幣収
納庫２４に設けられているセンサを通じて、釣銭用紙幣収納庫２４の取り外しを検知する
（Ｓ１０９）。さらに、精査処理部５２は、紙幣処理機２内に再度釣銭用紙幣収納庫２４
がセットされることを検知する（Ｓ１１０）。
【００９６】
　精査処理部５２は、釣銭用紙幣収納庫２４の取り外しからセットされるまでの脱着時間
を計測しており、この脱着時間が予め設定された時間以内であるか否かを判断する（Ｓ１
１１）。そして、脱着時間が予め設定された時間以内の場合、処理はＳ１１２に移行し、
脱着時間が予め設定された時間を越えた場合、処理はＳ１２０に移行する。
【００９７】
　つまり、オペレータが誤って精査対象の釣銭用紙幣収納庫２４以外のものを取り外した
際、オペレータがすぐに誤りに気づいて元に戻した場合には、そのまま通常の精査処理を
続行することができる。その一方で、セキュリティの観点から、脱着時間が所定時間を越
えた場合には、精査処理部５２は「不確定」と判断し（Ｓ１２０）、精査取引を最初に戻
って実行させるために、Ｓ１０１に戻って操作表示部３は待機画面５００を表示する。
【００９８】
　ここで、脱着時間を判断する時間は、例えば５秒、７秒、１０秒等のように、事前に設
定される。また、脱着時間を判断する時間は、設定を変更可能なものとしても良い。
【００９９】
　オペレータにより精査対象とする釣銭用紙幣収納庫２４から紙幣が抜き取られ、当該釣
銭用紙幣収納庫２４がセットされると、操作表示部３は、扉閉誘導画面を表示する。
【０１００】
　例えば、図１２に例示するように、扉閉誘導画面５５０は、紙幣処理機２のフロント扉
を閉じるように誘導するイメージが表示される。また、扉閉誘導画面５５０は、紙幣処理
機２のフロント扉を「閉」にするためのガイダンス表示部５３１として、例えば「フロン
ト扉を閉めて確認を押してください」等が表示される。これにより、オペレータは、扉閉
誘導画面５５０を見ながら、紙幣処理機２のフロント扉を閉じる。
【０１０１】
　紙幣処理機２のフロント扉が閉められ、扉閉誘導画面５５０の「確認」ボタン５５２が
選択されると、図１３に例示する待機画面５６０が表示される（Ｓ１１３）。
【０１０２】
　Ｓ１１４では、精査処理部５２が、釣銭用紙幣収納庫２４に設けられているセンサから
の情報に基づいて、当該釣銭用紙幣収納庫２４内が空であるか否かを判断する（Ｓ１１４
）。
【０１０３】
　つまり、精査処理部５２は、精査のため、全ての紙幣が抜き取られた釣銭用紙幣収納庫
２４がセットされたか否かを判断する。そして、釣銭用紙幣収納庫２４が空の場合、処理
はＳ１１５に移行し、釣銭用紙幣収納庫２４が空でない場合、処理はＳ１２０に移行する
。
【０１０４】
　このとき、精査処理部５２は、精査対象として選択された釣銭用紙幣収納庫２４の識別
情報を認識している。また、精査処理部５２は、取り外された釣銭用紙幣収納庫２４の識
別情報も記憶部２４ａから取得し、取り外された釣銭用紙幣収納庫２４が精査対象の釣銭
用紙幣収納庫２４と一致するか否かを確認している。精査処理部５２は、取り外された精
査対象の釣銭用紙幣収納庫２４について空（すなわち、紙幣が収納されていない状態）か
否かを判断している。
【０１０５】
　なお、精査対象とする釣銭用紙幣収納庫２４が複数ある場合、Ｓ１０８～Ｓ１１５及び
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Ｓ１２０の処理は、それぞれの釣銭用紙幣収納庫２４について行われる。
【０１０６】
　精査の準備が整うと、操作表示部３は、釣銭用紙幣収納庫２４から抜き取られた紙幣枚
数の投入を促すため、図１４に例示する入金誘導画面５７０を表示する（Ｓ１１５）。
【０１０７】
　例えば、図１５に例示する入金誘導画面５７０は、紙幣入出金口２１に紙幣投入を誘導
するイメージが表示される。また、扉閉誘導画面５７０は、紙幣投入を誘導するためのガ
イダンス表示部５７１として、例えば「紙幣を投入してください　紙幣がない場合は確認
を押してください」が表示される。これにより、オペレータは、抜き取った紙幣を紙幣入
出金口２１に投入する。
【０１０８】
　紙幣が投入され、図１４に例示する入金誘導画面５７０の「確認」ボタン５７２が選択
されると、紙幣鑑別部２２により投入された紙幣の正常が判断されると共に、投入紙幣の
金種枚数が計数される（Ｓ１１６）。このとき、操作表示部３は、図１５に例示する計数
中画面５８０を表示する。また、紙幣鑑別部２２により正常と判断された紙幣は、各金種
の釣銭用紙幣収納庫２４に収納される。このとき、操作表示部３は、図１６に例示する収
納中画面５９０を表示する。
【０１０９】
　そして、操作表示部３は、紙幣鑑別部２２により計数された計数結果を表示し（Ｓ１１
７）、オペレータにより計数結果が確認されると（Ｓ１１８）、釣銭用紙幣収納庫２４の
収納枚数を確定する（Ｓ１１９）。
【０１１０】
（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、オペレータが釣銭用収納庫を誤って脱着させ
た場合でも、すぐに「不確定」としないことで、余分な精査の手間をなくすことができる
。また、次の取引を待たせないことで業務効率を上げることができる。
【０１１１】
（Ｂ）第２の実施形態
　次に、本発明の入出金装置及び入出金プログラムの第２の実施形態を、図面を参照しな
がら詳細に説明する。
【０１１２】
　第２の実施形態においても、第１の実施形態と同様に商業施設などに設けられる入出金
装置に本発明を適用する場合を例示する。
【０１１３】
（Ｂ－２）第２の実施形態の構成
　第１の実施形態は、脱着時間が予め設定された時間以内に釣銭用収納庫の脱着されたと
きに「不確定」としない場合を例示した。
【０１１４】
　しかし、脱着時間を判断する所定時間が長く設定されると、その間に釣銭用収納庫から
紙幣を抜き取る不正が生じ得ることがあり、セキュリティ上の問題が残ってしまう。
【０１１５】
　そこで、第２の実施形態では、釣銭用収納庫から紙幣の抜き取りの有無を確認すること
ができるようにしようとするものである。
【０１１６】
　第２の実施形態では、主制御部８の機能が第１の実施形態と異なる。具体的には、取引
実行部５１の精査処理部５２の機能が異なる。それ以外の入出金装置１０の構成要素は第
１の実施形態に係る図１～図４で説明した構成要素と同一又は対応するものである。その
ため、第２の実施形態でも、第１の実施形態に係る図１～図４を用いて説明する。
【０１１７】
　第２の実施形態の精査処理部５２は、第１の実施形態と同様に、精査の際に、脱着され
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た釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４の脱着時間が所定時間以内の場合には「
不確定」とせず、精査処理を続行するものである。さらに、第２の実施形態の精査処理部
５２は、誤って脱着された釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４も精査の対象と
するものである。
【０１１８】
　つまり、第２の実施形態の精査処理部５２は、精査対象の釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭
用硬貨収納庫１４について紙幣、硬貨の抜き取りを誘導して計数処理を行うと共に、脱着
された全ての釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４について紙幣、硬貨が収納さ
れているかを判断し、紙幣、硬貨が収納されている場合には、紙幣、硬貨の抜き取りを誘
導して計数処理を行うようにするものである。
【０１１９】
　これにより、誤って脱着された釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬貨収納庫１４について
も精査を行うことができるため、紙幣、硬貨の不正な抜き取りが行なわれたか否かを確認
することができる。
【０１２０】
　また、精査処理部５２は、精査対象以外の脱着された釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭用硬
貨収納庫１４について精査が行なわれないと、精査対象も含め次の精査処理のステップに
進まないように制限する。つまり、例えば誤って脱着された釣銭用紙幣収納庫２４、釣銭
用硬貨収納庫１４の精査をすることを、次のステップに進むための条件とすることで、セ
キュリティを向上させることができる。
【０１２１】
（Ｂ－１）第２の実施形態の動作
　図５及び図１７は、第２の実施形態の入出金装置１０における精査時の処理の処理を示
すフローチャートである。
【０１２２】
　なお、第１の実施形態で説明した図５のＳ１０１～Ｓ１０８の処理は、第２の実施形態
においても同様の処理を適用することができる。また、図１７において、第１の実施形態
に係る図６の処理と同様の処理には、図６と同一符号を付している。
【０１２３】
　図１７において、精査の際に、紙幣抜取誘導画面に従ってオペレータが釣銭用紙幣収納
庫２４を取り外し、オペレータが釣銭用紙幣収納庫２４から紙幣を抜き取り、オペレータ
が釣銭用紙幣収納庫２４をセットする。
【０１２４】
　このとき、第１の実施形態と同様に、精査処理部５２は、釣銭用紙幣収納庫２４の取り
外しを検知し（Ｓ１０９）、釣銭用紙幣収納庫２４のセットを検知し（Ｓ１１０）、脱着
時間が所定時間以内であるかを判断する（Ｓ１１１）。
【０１２５】
　脱着時間が所定時間以内である場合、操作表示部３は扉閉誘導画面を表示し（Ｓ１１２
）、フロント扉が閉められると、操作表示部３は待機画面を表示する（Ｓ１１３）。この
とき、精査処理部５２は、第１の実施形態と同様に、精査対象の釣銭用紙幣収納庫２４内
が空であるか否かを判断する（Ｓ１１４）。
【０１２６】
　ここで、精査処理部５２は、精査対象以外の釣銭用紙幣収納庫２４が脱着されたか否か
を確認する（Ｓ２０１）。つまり、操作表示部３が待機画面を表示しており、精査処理部
５２が精査対象の釣銭用紙幣収納庫２４が空であるか否かを確認した後に、精査対象以外
で脱着されたものがあるか否かを確認する。
【０１２７】
　つまり、釣銭用紙幣収納庫２４の脱着があった場合には、精査処理部５２は釣銭用紙幣
収納庫２４の記憶部２４ａから識別情報の通知を受けており、精査処理部５２はどの釣銭
用紙幣収納庫２４が脱着したかを把握することができる。そのため、精査処理部５２は、
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精査対象として選択指定された釣銭用紙幣収納庫２４の識別情報と、実際に脱着された釣
銭用紙幣収納庫２４の識別情報とを照合することで、精査対象以外で脱着された釣銭用紙
幣収納庫２４を把握することができる。
【０１２８】
　そして、精査対象以外で脱着された釣銭用紙幣収納庫２４がない場合、処理はＳ１１５
に移行し、第１の実施形態と同様の処理が行なわれる。
【０１２９】
　一方、精査対象以外で脱着された釣銭用紙幣収納庫２４がある場合、処理はＳ２０１に
移行する。このとき、操作表示部３は脱着された収納庫の紙幣抜取画面を表示する（Ｓ２
０２）。
【０１３０】
　図１８は、第２の実施形態の紙幣抜取画面の画面例を示す画面図である。例えば、図１
８の紙幣抜取画面６００は、精査対象以外の脱着された釣銭用紙幣収納庫２４から紙幣の
抜き出しを誘導するため、例えば「以下のカセットが脱着されました　カセットの紙幣を
抜いてください」等のガイダンス表示部６０２と、脱着された釣銭用紙幣収納庫２４を表
示している。
【０１３１】
　これを受けて、オペレータは紙幣処理機２のフロント扉を開き、オペレータは指示され
た釣銭用紙幣収納庫２４を取り外し、オペレータは釣銭用紙幣収納庫２４から紙幣を抜き
取り、オペレータは釣銭用紙幣収納庫２４を元の位置にセットする。この処理は、図１７
のＳ１０９～Ｓ１１３と同様の処理を行うようにしても良い。
【０１３２】
　紙幣処理機２のフロント扉が閉められると、操作表示部３は待機画面を表示する。また
、このとき、精査処理部５２は、精査対象以外であって脱着された釣銭用紙幣収納庫２４
が空であるか否かを確認する（Ｓ２０３）。
【０１３３】
　このとき、精査対象以外であって脱着された釣銭用紙幣収納庫２４が空でない場合、処
理はＳ２０２に戻り、操作表示部３は紙幣抜取画面６００を再度表示する。つまり、精査
対象以外であって脱着された釣銭用紙幣収納庫２４について紙幣の抜き取りが行なわれな
いとき、次のステップへの移行しないようにする。
【０１３４】
　Ｓ２０３において、精査対象以外であって脱着された釣銭用紙幣収納庫２４が空である
場合、処理Ｓ１１５に移行して、操作表示部３は入金誘導画面５７０を表示する（Ｓ２０
３）。ここでは、精査対象の釣銭用紙幣収納庫２４と、精査対象以外であって脱着された
釣銭用紙幣収納庫２４とに収納されていた紙幣が投入されて計数される。なお、Ｓ１１５
以降の処理は、第１の実施形態と同様であるため、ここでの詳細な処理は省略する。
【０１３５】
　このようにすることで、精査対象以外であって脱着された釣銭用紙幣収納庫２４につい
ても精査することで、紙幣の不正な抜き取りを防止することができる。
【０１３６】
（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の実施形態の効果に加えて、脱着された
全ての釣銭用収納庫について精査することができるため、最低限の手間で誤って抜いたカ
セットの精査をすることができ、作業効率の向上とセキュリティ向上を両立できる。
【０１３７】
（Ｃ）他の実施形態
　上述した各実施形態においても本発明の種々の変形実施形態を言及したが、本発明は以
下の変形実施形態にも広く適用することができる。
【０１３８】
（Ｃ－１）上述した各実施形態では、商業施設等に設置される入出金装置に適用する場合
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を収納する収納庫を有する種々の入出金装置に広く適用することができる。
【０１３９】
　また、上述した各実施形態では、精査対象が、釣銭用紙幣収納庫の場合とした。しかし
、釣銭用硬貨収納庫を精査対象とする場合や、硬貨回収庫や紙幣回収庫の精査を行う場合
にも適用することができる。
【０１４０】
（Ｃ－２）上述した第１の実施形態と、第２の実施形態とのいずれの運用とするかを設定
する切替機能又は設定機能を備えるようにしても良い。この切替機能や設定機能は、上述
した第１の実施形態、第２の実施形態の精査処理部による操作表示画面上で設定できるも
のとしても良い。また、不正な紙幣の抜き取りを行う者による操作を回避するため、権限
ある責任者のみが設定できるようにしても良い。
【０１４１】
（Ｃ－３）上述した各実施形態の入出金装置は、オフラインで運用するようにしても良い
し、又店舗会計システム等の上位サーバと連携してオンライン運用するようにしても良い
。後者の場合、入出金装置がＬＡＮ等で接続されるサーバに対して各取引の結果を電文と
して送信するようにしても良い。これにより、サーバが統括的に管理できるようにしても
良い。
【０１４２】
（Ｃ－４）上述した各実施形態において、入出金装置は取引メニューが多く、メニュー画
面が複数画面に分かれる。しかし、オペレータによる操作性を考慮し、ＩＤカード毎に登
録されている権限毎に、頻度の高いメニューキーが最初の画面になるよう、メニュー画面
を切り替えるようにしても良い。
【０１４３】
（Ｃ－５）上述した各実施形態において、操作表示部に表示する表示画面は、特定の取引
しか使用しない権限の場合、必要なキーのみ拡大表示して視認性や操作性をよくするよう
にしても良い。
【０１４４】
（Ｃ－６）上述した各実施形態において、セキュリティを考慮し、電源ＯＦＦ中に装置扉
が開けられた場合は不正な操作があったことをポップアップ画面やブザーで警告するよう
にしても良い。
【符号の説明】
【０１４５】
　１０…入出金装置、８…主制御部、７…記憶部、３…操作表示部、５…カードリーダ部
、６…レシートプリンタ部、
　１…硬貨処理機、１１…硬貨入金口、１２…硬貨鑑別部、１３…硬貨一時保留部、１４
…釣銭用硬貨収納庫、１５…硬貨回収庫、１６…硬貨出金庫、１７…硬貨返却箱、１８…
制御部、
　２…紙幣処理機、２１…紙幣入出金口、２２…紙幣鑑別部、２３…紙幣一時保留部、２
４（２４－１～２４－３）…釣銭用紙幣収納庫、２５…紙幣回収庫、２７…制御部。
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