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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣の処理を行う貨幣処理機であって、
　前記貨幣処理機の各構成要素を制御する貨幣処理機制御部と、
　前記貨幣処理機制御部に通信接続された上位制御部と、
　を備え、
　前記貨幣処理機制御部が停止されるとともに前記貨幣処理機の外部に設けられた外部装
置と前記上位制御部とが通信可能となる省電力モードと、前記貨幣処理機制御部が停止さ
れるとともに前記外部装置と前記上位制御部との間の通信が遮断される電源オフモードと
からなる２つの処理モードが切換可能となっていて、
　前記省電力モードが実行されているときに、前記貨幣処理機を動作させる貨幣の処理に
関する指示が、前記外部装置から前記上位制御部に送信されたときに、前記省電力モード
から、前記貨幣処理機が貨幣の処理を行う通常モードに復帰するようになっていることを
特徴とする貨幣処理機。
【請求項２】
　前記省電力モードが実行されているときに、前記外部装置から、前記貨幣処理機の動作
を伴わない指示が前記上位制御部に送信されたときに、前記省電力モードが維持されるよ
うになっていることを特徴とする請求項１に記載の貨幣処理機。
【請求項３】
　前記省電力モードが実行されているときに、前記貨幣処理機が操作者によって操作され
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たときに、前記省電力モードから、前記貨幣処理機が貨幣の処理を行う通常モードに復帰
するようになっていることを特徴とする請求項１または２に記載の貨幣処理機。
【請求項４】
　前記省電力モードが実行されているときに、前記貨幣処理機に貨幣が投入されたときに
、前記省電力モードから、前記貨幣処理機が貨幣の処理を行う通常モードに復帰するよう
になっていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の貨幣処理機。
【請求項５】
　前記貨幣処理機が貨幣の処理を行う通常モードが実行されているときに、前記貨幣処理
機が予め設定された所定の時間動作しなかったときに、前記通常モードから前記省電力モ
ードに切り換えられるようになっていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項
に記載の貨幣処理機。
【請求項６】
　貨幣の処理を行う貨幣処理機と、
　前記貨幣処理機とは別に設けられ、当該貨幣処理機に通信接続された外部装置と、
　を備えた貨幣処理システムであって、
　前記貨幣処理機は、当該貨幣処理機の各構成要素を制御する貨幣処理機制御部と、前記
貨幣処理機制御部に通信接続された上位制御部と、を有し、
　前記貨幣処理機の前記貨幣処理機制御部が停止されるとともに前記外部装置と前記貨幣
処理機の前記上位制御部とが通信可能となる省電力モードと、前記貨幣処理機の前記貨幣
処理機制御部が停止されるとともに前記外部装置と前記貨幣処理機の前記上位制御部との
間の通信が遮断される電源オフモードとからなる２つのモードが切換可能となっていて、
　前記省電力モードが実行されているときに、前記貨幣処理機を動作させる貨幣の処理に
関する指示が、前記外部装置から前記上位制御部に送信されたときに、前記省電力モード
から、前記貨幣処理機が貨幣の処理を行う通常モードに復帰するようになっていることを
特徴とする貨幣処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣や硬貨等の貨幣を処理する貨幣処理機およびこの貨幣処理機を備えた貨
幣処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、紙幣や硬貨等の貨幣の処理を行う貨幣処理機として様々な種類のものが知ら
れている。具体的には、紙幣釣銭機および硬貨釣銭機が組み合わせられた貨幣釣銭機が店
舗等に設置されており、顧客から受け取った紙幣や硬貨を店員が貨幣釣銭機に入金すると
ともに、釣銭としての紙幣や硬貨が貨幣釣銭機から出金されるようになっている。このよ
うな貨幣釣銭機として、例えば特許文献１等に開示されるものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２３０６８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年では、様々な分野において省エネルギー化を図ることが求められており
、紙幣や硬貨等の貨幣の処理を行う貨幣処理機についても消費電力をできるだけ低減する
ことが望ましいといえる。しかしながら、貨幣処理機が使用されないときに当該貨幣処理
機の電源を単にオフにしただけでは、貨幣処理機が貨幣の処理を行う通常モードへの復帰
に時間がかかってしまうという問題がある。
【０００５】
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　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、貨幣処理機の各構成要素を制
御する貨幣処理機制御部が停止されるとともに外部装置と上位制御部とが通信可能となる
省電力モードを実行することにより、消費電力の低減を電源オフモードと同程度に行うこ
とができるとともに、貨幣処理機が貨幣の処理を行う通常モードへの復帰を迅速に行うこ
とができる貨幣処理機および貨幣処理システム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】
【０００６】
　本発明の貨幣処理機は、貨幣の処理を行う貨幣処理機であって、前記貨幣処理機の各構
成要素を制御する貨幣処理機制御部と、前記貨幣処理機制御部に通信接続された上位制御
部と、を備え、前記貨幣処理機制御部が停止されるとともに前記貨幣処理機の外部に設け
られた外部装置と前記上位制御部とが通信可能となる省電力モードと、前記貨幣処理機制
御部が停止されるとともに前記外部装置と前記上位制御部との間の通信が遮断される電源
オフモードとからなる２つの処理モードが切換可能となっていることを特徴とする。
【０００７】
　このような貨幣処理機によれば、省電力モードを実行することにより、消費電力の低減
を電源オフモードと同程度に行うことができるとともに、貨幣処理機が貨幣の入出金処理
を行う通常モードへの復帰を迅速に行うことができる。より詳細には、省電力モードから
通常モードに移行する際にかかる時間は、電源オフモードから通常モードに移行する際に
かかる時間よりも十分短いため、貨幣処理機を使用しないときには電源オフモードではな
く省電力モードとしておくことにより、貨幣処理機を使用する必要が生じたときに迅速に
通常モードへ復帰させることができるようになる。
【０００８】
　本発明の貨幣処理機においては、前記省電力モードが実行されているときに、前記外部
装置から、前記貨幣処理機を動作させる指示が前記上位制御部に送信されたときに、前記
省電力モードから、前記貨幣処理機が貨幣の処理を行う通常モードに復帰するようになっ
ていてもよい。
【０００９】
　この場合、前記省電力モードが実行されているときに、前記外部装置から、前記貨幣処
理機の動作を伴わない指示が前記上位制御部に送信されたときに、前記省電力モードが維
持されるようになっていてもよい。
【００１０】
　本発明の貨幣処理機においては、前記省電力モードが実行されているときに、前記貨幣
処理機が操作者によって操作されたときに、前記省電力モードから、前記貨幣処理機が貨
幣の処理を行う通常モードに復帰するようになっていてもよい。
【００１１】
　本発明の貨幣処理機においては、前記省電力モードが実行されているときに、前記貨幣
処理機に貨幣が投入されたときに、前記省電力モードから、前記貨幣処理機が貨幣の処理
を行う通常モードに復帰するようになっていてもよい。
【００１２】
　本発明の貨幣処理機においては、前記貨幣処理機が貨幣の処理を行う通常モードが実行
されているときに、前記貨幣処理機が予め設定された所定の時間動作しなかったときに、
前記通常モードから前記省電力モードに切り換えられるようになっていてもよい。
【００１３】
　本発明の貨幣処理システムは、貨幣の処理を行う貨幣処理機と、前記貨幣処理機とは別
に設けられ、当該貨幣処理機に通信接続された外部装置と、を備えた貨幣処理システムで
あって、前記貨幣処理機は、当該貨幣処理機の各構成要素を制御する貨幣処理機制御部と
、前記貨幣処理機制御部に通信接続された上位制御部と、を有し、前記貨幣処理機の前記
貨幣処理機制御部が停止されるとともに前記外部装置と前記貨幣処理機の前記上位制御部
とが通信可能となる省電力モードと、前記貨幣処理機の前記貨幣処理機制御部が停止され
るとともに前記外部装置と前記貨幣処理機の前記上位制御部との間の通信が遮断される電



(4) JP 5863401 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

源オフモードとからなる２つのモードが切換可能となっていることを特徴とする貨幣処理
システムである。
【００１４】
　このような貨幣処理システムによれば、省電力モードを実行することにより、貨幣処理
機における消費電力の低減を電源オフモードと同程度に行うことができるとともに、貨幣
処理機が貨幣の入出金処理を行う通常モードへの復帰を迅速に行うことができる。より詳
細には、省電力モードから通常モードに移行する際にかかる時間は、電源オフモードから
通常モードに移行する際にかかる時間よりも十分短いため、貨幣処理機を使用しないとき
には電源オフモードではなく省電力モードとしておくことにより、貨幣処理機を使用する
必要が生じたときに迅速に通常モードへ復帰させることができるようになる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の貨幣処理機および貨幣処理システムによれば、省電力モードを実行することに
より、消費電力の低減を電源オフモードと同程度に行うことができるとともに、貨幣処理
機が貨幣の処理を行う通常モードへの復帰を迅速に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一の実施の形態における貨幣処理システムの構成の概略を示す概略構成
図である。
【図２】図１に示す貨幣処理システムにおける硬貨釣銭機、紙幣釣銭機およびＰＯＳレジ
スタの外観を示す斜視図である。
【図３】図１等に示す貨幣処理システムの制御ブロック図である。
【図４】図１等に示す貨幣処理システムにおいて実行される、通常モード、省電力モード
および電源オフモードを説明するための図である。
【図５】通常モードと省電力モードとの間の切換動作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】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１乃至図５は、本実施
の形態に係る貨幣処理システムを示す図である。このうち、図１は、本実施の形態におけ
る貨幣処理システムの構成の概略を示す概略構成図である。また、図２は、図１に示す貨
幣処理システムにおける硬貨釣銭機、紙幣釣銭機およびＰＯＳレジスタの外観を示す斜視
図であり、図３は、図１等に示す貨幣処理システムの制御ブロック図である。また、図４
は、図１等に示す貨幣処理システムにおいて実行される、通常モード、省電力モードおよ
び電源オフモードを説明するための図であり、図５は、通常モードと省電力モードとの間
の切換動作を示すフローチャートである。
【００１８】
　まず、本実施の形態の貨幣処理システム１の全体構成について図１および図２を用いて
説明する。図１および図２に示すように、貨幣処理システム１は、硬貨釣銭機１００と、
紙幣釣銭機２００と、ＰＯＳレジスタ３００とを備えている。硬貨釣銭機１００および紙
幣釣銭機２００は、それぞれ硬貨や紙幣の入出金処理を行うようになっている。また、図
２に示すように、硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００は左右方向に並べて配置され
る。そして、ＰＯＳレジスタ３００は、硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００の上面
に載置される。以下、硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００をまとめて貨幣釣銭機と
もいう。
【００１９】
　また、図１に示すように、ＰＯＳレジスタ３００は店舗サーバ４００に通信接続されて
いる。そして、ＰＯＳレジスタ３００から店舗サーバ４００に売上金情報等が送信される
ようになっている。また、各種設定情報が、店舗サーバ４００からＰＯＳレジスタ３００
（複数台でも可）に配信されるようになっている。
【００２０】
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　図１に示すように、硬貨釣銭機１００は、上位制御部１２０および硬貨釣銭機制御部１
３０を有しており、これらの上位制御部１２０および硬貨釣銭機制御部１３０は通信接続
されている。また、紙幣釣銭機２００は、紙幣釣銭機制御部２３０を有しており、この紙
幣釣銭機制御部２３０は硬貨釣銭機１００の上位制御部１２０に通信接続されている。ま
た、また、ＰＯＳレジスタ３００もＰＯＳ制御部３３０を有しており、硬貨釣銭機１００
の上位制御部１２０はＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０に通信接続されている
。
【００２１】
　以下、硬貨釣銭機１００、紙幣釣銭機２００およびＰＯＳレジスタ３００について図１
および図２を用いて詳述する。
【００２２】
　まず、硬貨釣銭機１００の構成について具体的に説明する。図１および図２に示すよう
に、硬貨釣銭機１００は、前部上面にタッチパネル等の操作表示部１１２が設けられた筐
体１１０を備えている。筐体１１０の前部には硬貨受入部１１４および硬貨払出部１１６
が設けられている。
【００２３】
　硬貨受入部１１４は、投入された硬貨を検知すると駆動され、受け入れた硬貨を１層１
列状態で１枚ずつ機体内に取り込むようになっている。図１に示すように、この硬貨受入
部１１４には、当該硬貨受入部１１４により機体内に取り込まれた硬貨を搬送する入金搬
送部１０３が接続されている。
【００２４】
　図１に示すように、入金搬送部１０３の途中には、硬貨の識別を行う硬貨識別部１０１
と、分岐部１０４とがそれぞれ設けられている。分岐部１０４は、硬貨識別部１０１によ
る硬貨の識別結果に基づいて、リジェクト硬貨等の、硬貨払出部１１６から払い出される
べき硬貨を出金搬送部１０８へ案内（搬送）するようになっている。
【００２５】
　一方、正常硬貨等の機体内に収納されるべき硬貨は入金搬送部１０３により硬貨収納部
１０６へ搬送されるようになっている。硬貨収納部１０６は硬貨を金種別に収納するよう
になっている。具体的には、例えば入金搬送部１０３の上流側から高額順に硬貨が収納さ
れる。
【００２６】
　出金搬送部１０８は、硬貨収納部１０６から繰り出された硬貨を硬貨払出部１１６へ搬
送するようになっている。また、出金搬送部１０８は、分岐部１０４から案内されたリジ
ェクト硬貨等を硬貨払出部１１６へ搬送するようになっている。
【００２７】
　次に、紙幣釣銭機２００の構成について具体的に説明する。図１および図２に示すよう
に、紙幣釣銭機２００は、筐体２１０と、この筐体２１０内の略中央部に設けられた環状
の周回搬送部２０３ａとを備えている。また、紙幣受入部２１４、３つの紙幣収納部２０
６、紙幣払出部２１６、出金リジェクト部２０４、および紙幣回収カセット２０７が、周
回搬送部２０３ａから外周を取り囲むように配置されている。
【００２８】
　また、紙幣釣銭機２００の筐体２１０の内部には、紙幣受入部２１４、各紙幣収納部２
０６、紙幣払出部２１６、出金リジェクト部２０４、および紙幣回収カセット２０７と、
周回搬送部２０３ａとの間をそれぞれ接続する複数の接続搬送部２０３ｂが形成されてい
る。また、周回搬送部２０３ａには紙幣識別部２０１が設けられており、この紙幣識別部
２０１は、当該紙幣識別部２０１を通過する紙幣の識別を行うようになっている。
【００２９】
　また、周回搬送部２０３ａと各接続搬送部２０３ｂとの間で紙幣の搬送経路を切り換え
る経路切換部（図示せず）が、周回搬送部２０３ａに沿って配置されている。
【００３０】
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　図１および図２に示すように、筐体２１０の前面には、紙幣受入部２１４の紙幣受入口
２１４ａと、紙幣払出部２１６の紙幣取出口２１６ａとがそれぞれ設けられている。また
、紙幣回収カセット２０７は筐体２１０に対して着脱可能に取り付けられ、錠機構が設け
られている。
【００３１】
　紙幣受入部２１４は、投入された紙幣を検知すると駆動され、紙幣受入口２１４ａに挿
入された入金紙幣を一括で取り込んで、周回搬送部２０３ａ側へ１枚ずつ繰り出すように
なっている。各紙幣収納部２０６は、紙幣識別部２０１の識別結果に基づいて紙幣を金種
別に収納する。紙幣払出部２１６は、各紙幣収納部２０６から周回搬送部２０３ａに繰り
出された紙幣を紙幣取出口２１６ａより機外へ放出するようになっている。
【００３２】
　出金リジェクト部２０４は、紙幣収納部２０６から繰り出された紙幣のうち、斜行等の
搬送異常により紙幣識別部２０１で識別することができない紙幣を出金リジェクト紙幣と
して収納する。また、紙幣受入部２１４から機体内に取り込まれた紙幣のうち、汚損等に
より紙幣識別部２０１で識別することができない紙幣は入金リジェクト紙幣として紙幣払
出部２１６に返却されるようになっている。
【００３３】
　次に、ＰＯＳレジスタ３００の構成について具体的に説明する。ＰＯＳレジスタ３００
は、商品の購入情報を登録するとともに、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に対して
硬貨や紙幣の入出金処理を行わせるようになっている。
【００３４】
　ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０は、図１に示すように、硬貨釣銭機１００
の上位制御部１２０に通信接続されているとともに、店舗サーバ４００にも通信接続され
ている。そして、このＰＯＳ制御部３３０は、硬貨釣銭機１００の上位制御部１２０を介
して当該硬貨釣銭機１００の硬貨釣銭機制御部１３０や紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制
御部２３０に指令を送ることにより硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に対して硬貨や
紙幣の入出金処理を行わせるようになっている。また、ＰＯＳ制御部３３０は、硬貨釣銭
機１００の硬貨釣銭機制御部１３０や紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３０から、
上位制御部１２０を介して、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００における硬貨や紙幣の
処理状況に係る情報を受け取るようになっている。
【００３５】
　操作部３０４は、操作者が操作することができるようになっており、ＰＯＳ制御部３３
０に対して様々な指令を与えることができるようになっている。また、表示部３０２は、
硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００における硬貨や紙幣の処理状況や、硬貨釣銭機１０
０や紙幣釣銭機２００の内部に収納された硬貨や紙幣の在高を表示するようになっている
。また、ＰＯＳレジスタ３００には追加の表示部３０２ａが設けられており、様々な情報
を表示部３０２に表示させる代わりに、あるいは表示部３０２における表示に加えて、追
加の表示部３０２ａにおいて表示が行われるようになっていてもよい。また、ＰＯＳレジ
スタ３００にはカードリーダ３３６および印字部３３８が設けられている（図３参照、図
１および図２では図示せず）。カードリーダ３３６は、操作者のＩＤカードを読み取るこ
とにより操作者のＩＤや権限等に関する情報を取得するようになっている。また、印字部
３３８は例えばプリンタから構成され、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に収納され
た硬貨や紙幣の在高等の様々な情報を印字するようになっている。
【００３６】
　図３に、上述のような構成からなる貨幣処理システム１の制御ブロック図を示す。図３
に示すように、硬貨釣銭機１００の上位制御部１２０には、硬貨釣銭機１００のインター
フェース１３２、操作表示部１１２および記憶部１３４が接続されている。この上位制御
部１２０は、インターフェース１３２により、紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３
０やＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０に対して信号の送受信を行うようになっ
ている。また、操作者により操作表示部１１２に入力された指令が当該操作表示部１１２
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から上位制御部１２０に送られるとともに、上位制御部１２０は操作表示部１１２に指令
を送ることにより当該操作表示部１１２に様々な情報を表示させるようになっている。よ
り詳細には、操作表示部１１２には、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００における硬貨
や紙幣の処理状況や、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の内部に収納された硬貨や紙
幣の在高を表示するようになっている。また、記憶部１３４には、硬貨釣銭機１００や紙
幣釣銭機２００における硬貨や紙幣の処理状況や、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００
の内部に収納された硬貨や紙幣の在高等の様々な情報が記憶されるようになっている。
【００３７】
　硬貨釣銭機１００の硬貨釣銭機制御部１３０には、硬貨受入部１１４、入金搬送部１０
３、硬貨識別部１０１、分岐部１０４、硬貨収納部１０６、出金搬送部１０８、硬貨払出
部１１６等がそれぞれ接続されており、硬貨識別部１０１から硬貨釣銭機制御部１３０に
硬貨の識別結果が送られるとともに、硬貨釣銭機制御部１３０から硬貨受入部１１４、入
金搬送部１０３、分岐部１０４、硬貨収納部１０６、出金搬送部１０８、硬貨払出部１１
６等の各々に対して様々な指令が送られるようになっている。
【００３８】
　紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３０には、インターフェース２３２、紙幣受入
部２１４、周回搬送部２０３ａ、接続搬送部２０３ｂ、紙幣識別部２０１、紙幣収納部２
０６、出金リジェクト部２０４、紙幣払出部２１６等がそれぞれ接続されており、紙幣識
別部２０１から紙幣釣銭機制御部２３０に紙幣の識別結果が送られるとともに、紙幣釣銭
機制御部２３０から紙幣受入部２１４、周回搬送部２０３ａ、接続搬送部２０３ｂ、紙幣
収納部２０６、出金リジェクト部２０４、紙幣払出部２１６等の各々に対して様々な指令
が送られるようになっている。また、紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３０は、イ
ンターフェース２３２により、硬貨釣銭機１００の上位制御部１２０に対して信号の送受
信を行うようになっている。
【００３９】
　また、ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０には、表示部３０２、操作部３０４
、記憶部３３４、インターフェース３３２、カードリーダ３３６、印字部３３８等がそれ
ぞれ接続されており、操作者により操作部３０４に入力された指令が当該操作部３０４か
らＰＯＳ制御部３３０に送られたり、カードリーダ３３６により読み取られた操作者のＩ
Ｄカードに係る情報がＰＯＳ制御部３３０に送られたりするようになっている。また、Ｐ
ＯＳ制御部３３０は表示部３０２に指令を送ることにより当該表示部３０２に様々な情報
を表示させるようになっている。なお、ＰＯＳ制御部３３０は、表示部３０２に様々な情
報を表示させる代わりに、あるいは表示部３０２における表示に加えて、追加の表示部３
０２ａにおいて表示を行わせるようになっていてもよい。また、ＰＯＳ制御部３３０は印
字部３３８に指令を送ることにより当該印字部３３８により様々な情報を印字させるよう
になっている。また、ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０は、インターフェース
３３２により、硬貨釣銭機１００の上位制御部１２０や店舗サーバ４００に対して信号の
送受信を行うようになっている。また、記憶部３３４には、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭
機２００から送信された、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００における硬貨や紙幣の処
理状況や、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の内部に収納された硬貨や紙幣の在高等
の様々な情報が記憶されるようになっている。
【００４０】
　次に、このような構成からなる貨幣処理システム１の動作について説明する。なお、以
下に示す貨幣処理システム１の動作は、硬貨釣銭機１００の硬貨釣銭機制御部１３０や紙
幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３０が硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の各構
成要素をそれぞれ制御することにより行われる。
【００４１】
　まず、硬貨釣銭機１００に硬貨を入金する場合の動作について以下に説明する。硬貨釣
銭機１００の硬貨受入部１１４に硬貨が受け入れられると、硬貨受入部１１４は、受け入
れた硬貨を１層１列状態で１枚ずつ機体内に取り込み、取り込まれた硬貨は入金搬送部１
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０３により搬送される。そして、入金搬送部１０３により搬送される硬貨は硬貨識別部１
０１により硬貨の識別が行われる。硬貨識別部１０１による硬貨の識別結果に基づいて、
リジェクト硬貨等の、硬貨払出部１１６から払い出されるべき硬貨であると識別された硬
貨は、分岐部１０４により出金搬送部１０８へ案内（搬送）され、出金搬送部１０８によ
り硬貨払出部１１６に搬送される。一方、硬貨識別部１０１による硬貨の識別結果に基づ
いて、正常硬貨等の機体内に収納されるべき硬貨であると識別された硬貨は、入金搬送部
１０３により硬貨収納部１０６へ搬送され、当該硬貨収納部１０６に金種別に収納される
。
【００４２】
　また、硬貨釣銭機１００から釣銭としての硬貨を出金する場合には、操作者は操作表示
部１１２により出金されるべき硬貨の金種別の枚数や合計金額等を入力する。あるいは、
ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０から出金指令が上位制御部１２０を介して硬
貨釣銭機制御部１３０に送られることにより、硬貨釣銭機１００から釣銭としての硬貨が
出金されるようになる。硬貨釣銭機制御部１３０に対して出金指令が与えられると、硬貨
収納部１０６に収納されている硬貨が当該硬貨収納部１０６から繰り出され、繰り出され
た硬貨は出金搬送部１０８により硬貨払出部１１６へ搬送される。このようにして、操作
者は、硬貨払出部１１６から硬貨を取り出すことができるようになる。
【００４３】
　次に、紙幣釣銭機２００に紙幣を入金する場合の動作について以下に説明する。紙幣受
入部２１４の紙幣受入口２１４ａに紙幣が挿入されると、紙幣受入部２１４は、紙幣受入
口２１４ａに挿入された入金紙幣を一括で取り込んで、周回搬送部２０３ａ側へ１枚ずつ
繰り出す。そして、周回搬送部２０３ａ側へ繰り出された紙幣は当該周回搬送部２０３ａ
により搬送され、この際に紙幣識別部２０１により紙幣の識別が行われる。紙幣識別部２
０１により正常な紙幣であると識別された紙幣は、各紙幣収納部２０６に金種別に収納さ
れる。一方、紙幣受入部２１４から取り込まれた紙幣のうち、汚損や搬送異常等により紙
幣識別部２０１で識別することができない紙幣は入金リジェクト紙幣として紙幣払出部２
１６に返却される。
【００４４】
　また、当該紙幣釣銭機２００から釣銭としての紙幣を出金する場合には、操作者は操作
表示部１１２により出金されるべき紙幣の金種別の枚数や合計金額等を入力する。あるい
は、ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０から出金指令が上位制御部１２０を介し
て紙幣釣銭機制御部２３０に送られることにより、紙幣釣銭機２００から釣銭としての紙
幣が出金されるようになる。紙幣釣銭機制御部２３０に対して出金指令が与えられると、
紙幣収納部２０６に収納されている紙幣が当該紙幣収納部２０６から繰り出され、繰り出
された紙幣は紙幣識別部２０１により識別された後、周回搬送部２０３ａにより紙幣払出
部２１６に送られる。そして、紙幣払出部２１６は、紙幣収納部２０６から送られた紙幣
を紙幣取出口２１６ａより筐体２１０外へ放出する。このようにして、操作者は、紙幣釣
銭機２００から出金された紙幣を得ることができるようになる。なお、紙幣収納部２０６
から繰り出された紙幣のうち、斜行等の搬送異常により紙幣識別部２０１で識別すること
ができない紙幣は、出金リジェクト紙幣として出金リジェクト部２０４に収納される。
【００４５】
　本実施の形態では、貨幣処理システム１は、通常モード、省電力モードおよび電源オフ
モードからなる３つの処理モードが切換可能となっている。これらの３つの処理モードに
ついて図４を用いて説明する。
【００４６】
　貨幣処理システム１において通常モードが実行されているときには、硬貨釣銭機１００
や紙幣釣銭機２００が上述した硬貨や紙幣の入出金処理を行うようになっている。このよ
うな通常モードが実行されているときには、図４（ａ）に示すように、ＰＯＳレジスタ３
００のＰＯＳ制御部３３０と、硬貨釣銭機１００の上位制御部１２０とが通信可能となる
。また、通常モードが実行されているときには、硬貨釣銭機１００の硬貨釣銭機制御部１



(9) JP 5863401 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

３０や紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３０が起動した状態となり、上位制御部１
２０と、硬貨釣銭機制御部１３０や紙幣釣銭機制御部２３０とが通信可能となる。
【００４７】
　貨幣処理システム１において省電力モードが実行されているときには、図４（ｂ）に示
すように、ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０と、硬貨釣銭機１００の上位制御
部１２０とが通信可能となる。しかしながら、省電力モードが実行されているときには、
硬貨釣銭機１００の硬貨釣銭機制御部１３０や紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３
０が停止した状態となり、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００は硬貨や紙幣の入出金処
理を行うことができないようになる。また、この際に、上位制御部１２０は、硬貨釣銭機
１００や紙幣釣銭機２００においてユニット開となったか否かを検出するために、硬貨釣
銭機制御部１３０や紙幣釣銭機制御部２３０を監視するようになる。ここで、「硬貨釣銭
機１００や紙幣釣銭機２００においてユニット開とする」とは、硬貨釣銭機１００の筐体
１１０から、各硬貨収納部１０６を含む内部ユニットを手前側に引き出したり、紙幣釣銭
機２００の筐体２１０から紙幣回収カセット２０７を手前側に引き出したりするような処
理のことをいう。
【００４８】
　貨幣処理システム１において電源オフモードが実行されているときには、図４（ｃ）に
示すように、ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０と、硬貨釣銭機１００の上位制
御部１２０との間の通信が遮断される。また、電源オフモードが実行されているときには
、省電力モードが実行されているときと同様に、硬貨釣銭機１００の硬貨釣銭機制御部１
３０や紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３０が停止した状態となり、硬貨釣銭機１
００や紙幣釣銭機２００は硬貨や紙幣の入出金処理を行うことができないようになる。ま
た、この際に、上位制御部１２０は、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００においてユニ
ット開となったか否かを検出するために、硬貨釣銭機制御部１３０や紙幣釣銭機制御部２
３０を監視するようになる。
【００４９】
　図４（ａ）に示すような通常モードと図４（ｂ）に示すような省電力モードとを比較す
ると、省電力モードでは、硬貨釣銭機１００の硬貨釣銭機制御部１３０や紙幣釣銭機２０
０の紙幣釣銭機制御部２３０が停止することにより、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２０
０が停止するようになるので、その分の消費電力が削減されるようになる。このため、省
電力モードでは、実質的に電源オフモードと同程度の消費電力となる。
【００５０】
　また、省電力モードが実行されているときに、ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３
３０から見た場合には、このＰＯＳ制御部３３０と上位制御部１２０とは通信可能の状態
となるので、ＰＯＳ制御部３３０から見て硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００は通常モ
ードにおける待機中の状態と同様の状態となり、これらの硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機
２００における在高等の情報は上位制御部１２０とＰＯＳ制御部３３０との間で送受信を
行うことができるようになる。
【００５１】
　また、貨幣処理システム１が通常モードまたは省電力モードとなっているときに、硬貨
釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に設けられた電源ボタン（図示せず）をオフとすること
により、図４（ｃ）に示すような電源オフモードに移行するようになっている。この場合
には、硬貨釣銭機１００の硬貨釣銭機制御部１３０や紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御
部２３０が停止することにより、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００が停止するように
なる。一方、貨幣処理システム１が電源オフモードとなっているときに、硬貨釣銭機１０
０や紙幣釣銭機２００に設けられた電源ボタンをオンとすることにより、図４（ａ）に示
すような通常モードに移行するようになっている。
【００５２】
　次に、通常モードと省電力モードとの間の切換動作について図５のフローチャートを用
いて説明する。図５に示すように、通常モードが実行されているときに、貨幣釣銭機が待



(10) JP 5863401 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

機中の状態となり予め設定された所定の時間（例えば、１５分）動作しなかったときには
（ＳＴＥＰ１）、省電力モードに移行する。この際に、硬貨釣銭機１００の硬貨釣銭機制
御部１３０や紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３０が停止することにより、硬貨釣
銭機１００や紙幣釣銭機２００が停止するようになる（ＳＴＥＰ２）。
【００５３】
　省電力モードが実行されているときに、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００において
ユニット開となった場合（ＳＴＥＰ３の「ＹＥＳ」）、動作系の指示（コマンド）がＰＯ
Ｓレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０から上位制御部１２０に送られた場合（ＳＴＥＰ
４の「ＹＥＳ」）、あるいは操作表示部１１２で何らかのボタン操作が行われた場合（Ｓ
ＴＥＰ５の「ＹＥＳ」）には、通常モードに移行する。この際に、硬貨釣銭機１００の硬
貨釣銭機制御部１３０や紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３０が起動することによ
り、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００が起動するようになる（ＳＴＥＰ６）。
【００５４】
　なお、ＳＴＥＰ４における「動作系の指示」とは、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２０
０を動作させる指示のことをいい、具体的には、例えば、指定された金額の硬貨や紙幣を
出金する処理、各金種について指定された枚数の硬貨や紙幣を出金する処理、硬貨釣銭機
１００や紙幣釣銭機２００から硬貨や紙幣を回収する処理、預かり金の計数開始処理、硬
貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００へ硬貨や紙幣を補充する処理等に関する指示のことを
いう。なお、ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０から上位制御部１２０に指示が
送られた場合でも、このような指示が硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の動作を伴わ
ないようなものである場合には省電力モードが維持されるようになる。具体的にはＰＯＳ
レジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０から上位制御部１２０に送られた指示が例えばデー
タ上での精査処理、記憶部１３４に記憶された情報のクリアや読み取り、データ上での締
め処理等である場合には、省電力モードが維持されるようになる。
【００５５】
　また、省電力モードが実行されているときに、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に
硬貨や紙幣が投入されたときに、省電力モードから通常モードに復帰するようになってい
てもよい。
【００５６】
　本実施の形態による貨幣処理システム１では、省電力モードから通常モードに移行する
際にかかる時間は、電源オフモードから通常モードに移行する際にかかる時間よりも十分
短くなった。具体的には、電源オフモードから通常モードに移行する際にかかる時間は例
えば４．５秒であったのに対し、省電力モードから通常モードに移行する際にかかる時間
は例えば０．４秒であった。理由としては、省電力モードが実行されているときでも、Ｐ
ＯＳ制御部３３０と上位制御部１２０とは通信可能となっているので、これらのＰＯＳ制
御部３３０と上位制御部１２０との間の通信状態を変更する必要がないからである。また
、省電力モードから通常モードに移行する際に、硬貨受入部１１４、紙幣受入部２１４、
紙幣払出部２１６および各搬送機構等について、メカ的なイニシャル処理を行わないこと
も、省電力モードから通常モードに移行する際にかかる時間の短縮に寄与している。言い
換えると、電源オフモードから通常モードに移行する際には、これらの硬貨受入部１１４
、紙幣受入部２１４、紙幣払出部２１６および各搬送機構等の各部位の状態がわからない
ため、メカ的なイニシャル処理を行って状態を確認した上で通常モードに入るため、電源
オフモードから通常モードに移行する際にかかる時間が長くなってしまう。このように、
省電力モードが実行されているときには、電源オフモードが実行されているときと比較し
て、通常モードへの復帰を迅速に行うことができる。硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機
２００の両方が省電力モードにある状態で、一方の釣銭機について、通常モードへの復帰
条件（動力系の指示を受ける、貨幣が投入される等）が成立した場合、当該釣銭機だけで
なく、他方の釣銭機も通常モードに復帰するように制御される。
【００５７】
　本実施の形態による貨幣処理システム１では、図２に示すように、硬貨釣銭機１００に
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おける硬貨受入部１１４の手前側の位置には、その頂点が当該硬貨受入部１１４を向くよ
うな三角形のＬＥＤランプ１５０が設けられている。また、硬貨釣銭機１００における硬
貨払出部１１６の上方の位置には、その頂点が当該硬貨払出部１１６を向くような三角形
のＬＥＤランプ１５２が設けられている。また、紙幣釣銭機２００における紙幣受入部２
１４の紙幣受入口２１４ａの下面の位置には、その頂点が当該紙幣受入口２１４ａを向く
ような三角形のＬＥＤランプ２５０が設けられている。また、紙幣釣銭機２００における
紙幣払出部２１６の紙幣取出口２１６ａの上方の位置には、その頂点が当該紙幣取出口２
１６ａを向くような三角形のＬＥＤランプ２５２が設けられている。
【００５８】
　これらのＬＥＤランプ１５０、１５２、２５０、２５２について、通常モードにおいて
硬貨や紙幣の入金処理や出金処理をそれぞれ正常に行うことができるような状態であると
きには、対応するＬＥＤランプが青色に点灯するようになっている。より詳細には、通常
モードにおいて硬貨や紙幣の入金処理を行う際に、ＬＥＤランプ１５０、２５０が点灯す
るようになっている。一方、通常モードにおいて硬貨や紙幣の出金処理を行う際に、ＬＥ
Ｄランプ１５２、２５２が点灯するようになっている。一方、これらのＬＥＤランプ１５
０、１５２、２５０、２５２について、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００において何
らかのトラブルが発生した場合には、対応するＬＥＤランプが赤色に点灯するようになっ
ている。例えば、紙幣釣銭機２００に対して紙幣の入金処理を行う際に、紙幣受入部２１
４に紙幣等が既に存在していた場合には、ＬＥＤランプ２５０が赤色に点灯するようにな
っている。また、紙幣払出部２１６に紙幣が払い出されたのにもかかわらず、操作者が紙
幣払出部２１６の紙幣取出口２１６ａから紙幣を所定の時間取り出さなかった場合には、
ＬＥＤランプ２５２が赤色に点灯するようになっている。また、入金リジェクト硬貨や入
金リジェクト紙幣が硬貨払出部１１６や紙幣払出部２１６に返却されたときには、ＬＥＤ
ランプ２５０、２５２が赤色に点灯するようになっている。
【００５９】
　上述したように、必要時に点灯して、操作者に対して操作を促す方向を表現するような
ＬＥＤランプ１５０、１５２、２５０、２５２が設けられていることにより、操作者は入
金処理を行う際にどこに硬貨や紙幣を投入すればいいか、あるいは出金処理を行う際にど
こから硬貨や紙幣を取り出せばいいかをすぐに分かるようになる。また、硬貨釣銭機１０
０や紙幣釣銭機２００において何らかのトラブルが発生した場合には、通常の入出金処理
とは異なる色でＬＥＤランプ１５０、１５２、２５０、２５２が点灯（点滅でもよい）す
ることにより、操作者はトラブルの発生をすぐに認識することができるようになる。
【００６０】
　また、本実施の形態による貨幣処理システム１では、操作表示部１１２は、硬貨釣銭機
１００のみに設けられ、紙幣釣銭機２００には設けられていない。そして、操作表示部１
１２を操作することによって、上位制御部１２０から硬貨釣銭機制御部１３０および紙幣
釣銭機制御部２３０の各々に指令が送られることにより、硬貨釣銭機１００および紙幣釣
銭機２００の両方を動作させることができるようになる。また、前述したように、操作表
示部１１２には、硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００の両方に関する情報が表示さ
れるようになる。このように、操作者は操作表示部１１２の１箇所で硬貨釣銭機１００お
よび紙幣釣銭機２００の両方を動作させることができ、また、硬貨釣銭機１００および紙
幣釣銭機２００の両方に関する情報が操作表示部１１２の１箇所で表示されるので、操作
者が硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００という２台連結された釣銭機を操作するに
あたり迷うことがなくなり、操作性が向上するとともに各釣銭機に操作表示部を設ける場
合と比較してコストを低減することができる。とりわけ、硬貨釣銭機１００および紙幣釣
銭機２００をＰＯＳレジスタ３００の下方に設置した状態では、これらの硬貨釣銭機１０
０および紙幣釣銭機２００の大部分はＰＯＳレジスタ３００により隠れてしまい、外部か
ら操作者がアクセス（操作や視認）できる範囲が限定されてしまうことから、硬貨釣銭機
１００の前方上部のみに操作表示部１１２を設けるという構成は非常に有効となる。また
、紙幣釣銭機２００における前方上部には、ペンや印鑑等の小物を置くことができる凹部
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２５４が形成されている。
【００６１】
　以上のように本実施の形態の貨幣釣銭機および貨幣処理システム１によれば、硬貨釣銭
機制御部１３０や紙幣釣銭機制御部２３０が停止されるとともにＰＯＳレジスタ３００の
ＰＯＳ制御部３３０と上位制御部１２０とが通信可能となる省電力モード（図４（ｂ）参
照）と、硬貨釣銭機制御部１３０や紙幣釣銭機制御部２３０が停止されるとともにＰＯＳ
レジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０と上位制御部１２０との間の通信が遮断される電源
オフモード（図４（ｃ）参照）とからなる２つの処理モードが切換可能となっている。こ
のため、省電力モードを実行することにより、消費電力の低減を電源オフモードと同程度
に行うことができるとともに、貨幣釣銭機が貨幣の入出金処理を行う通常モードへの復帰
を迅速に行うことができる。より詳細には、省電力モードから通常モードに移行する際に
かかる時間は、電源オフモードから通常モードに移行する際にかかる時間よりも十分短い
ため、貨幣釣銭機を使用しないときには電源オフモードではなく省電力モードとしておく
ことにより、貨幣釣銭機を使用する必要が生じたときに迅速に通常モードへ復帰させるこ
とができるようになる。
【００６２】
　本実施の形態の貨幣釣銭機および貨幣処理システム１においては、省電力モードが実行
されているときに、ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０から、貨幣釣銭機を動作
させる指示が上位制御部１２０に送信されたときに（図５のフローチャートにおけるＳＴ
ＥＰ４の「ＹＥＳ」）、省電力モードから通常モードに復帰するようになっている。なお
、省電力モードが実行されているときに、ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０か
ら、貨幣釣銭機の動作を伴わない指示が上位制御部１２０に送信されたときには、省電力
モードは維持されるようになっている。
【００６３】
　また、本実施の形態の貨幣釣銭機および貨幣処理システム１においては、省電力モード
が実行されているときに、貨幣釣銭機が操作者によって操作されたときに、省電力モード
から通常モードに復帰するようになっている。例えば、図５のフローチャートにおけるＳ
ＴＥＰ３の「ＹＥＳ」に示すように、硬貨釣銭機１００の筐体１１０から、各硬貨収納部
１０６を含む内部ユニットを手前側に引き出したり、紙幣釣銭機２００の筐体２１０から
紙幣回収カセット２０７を手前側に引き出したりすることにより、硬貨釣銭機１００や紙
幣釣銭機２００においてユニット開となった場合には、省電力モードから通常モードに復
帰するようになっている。
【００６４】
　また、本実施の形態の貨幣釣銭機および貨幣処理システム１においては、前述したよう
に、省電力モードが実行されているときに、貨幣釣銭機に硬貨や紙幣が投入されたときに
、省電力モードから通常モードに復帰するようになっていてもよい。
【００６５】
　また、本実施の形態の貨幣釣銭機および貨幣処理システム１においては、通常モードが
実行されているときに、貨幣釣銭機が予め設定された所定の時間動作しなかったときに、
通常モードから省電力モードに切り換えられるようになっている（図５のフローチャート
におけるＳＴＥＰ１の「ＹＥＳ」）。
【００６６】
　なお、本実施の形態による貨幣釣銭機やこの貨幣釣銭機が設けられた貨幣処理システム
１は、上記の態様に限定されるものではなく、様々の変更を加えることができる。
【００６７】
　例えば、硬貨釣銭機１００ではなく紙幣釣銭機２００が上位制御部１２０を備えており
、この紙幣釣銭機２００が親機として機能し、硬貨釣銭機１００が子機として紙幣釣銭機
２００に接続されるようになっていてもよい。また、硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機
２００のそれぞれが上位制御部１２０を備えており、これらの硬貨釣銭機１００および紙
幣釣銭機２００が並列的にＰＯＳレジスタ３００に接続されるようになっていてもよい。
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また、硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００が一体的に構成される釣銭機がＰＯＳレ
ジスタ３００に接続されるようになっていてもよい。また、硬貨釣銭機１００あるいは紙
幣釣銭機２００の一方のみがＰＯＳレジスタ３００に接続され、当該ＰＯＳレジスタ３０
０により運用され、他方の釣銭機はＰＯＳレジスタ３００および一方の釣銭機から独立し
て運用されるようになっていてもよい。
【００６８】
　また、通常モードから省電力モードに切り換えられるような条件は、上述したものに限
定されることはない。例えば、操作者が操作表示部１１２における特定のボタンを押下し
たり、複数のボタンを同時に押下したりすることにより通常モードから省電力モードに切
り換えられるようになっていてもよい。
【００６９】
　また、省電力モードから通常モードに復帰するような条件は、上述したものに限定され
ることはない。例えば、店舗での営業開始時等の特定の時刻に省電力モードから通常モー
ドに自動的に復帰するようになっていてもよい。
【符号の説明】
【００７０】
１　貨幣処理システム
１００　硬貨釣銭機
１０１　硬貨識別部
１０３　入金搬送部
１０４　分岐部
１０６　硬貨収納部
１０８　出金搬送部
１１０　筐体
１１２　操作表示部
１１４　硬貨受入部
１１６　硬貨払出部
１２０　上位制御部
１３０　硬貨釣銭機制御部
１３２　インターフェース
１３４　記憶部
１５０　ＬＥＤランプ
１５２　ＬＥＤランプ
２００　紙幣釣銭機
２０１　紙幣識別部
２０３ａ　周回搬送部
２０３ｂ　接続搬送部
２０４　出金リジェクト部
２０６　紙幣収納部
２０７　紙幣回収カセット
２１０　筐体
２１４　紙幣受入部
２１４ａ　紙幣受入口
２１６　紙幣払出部
２１６ａ　紙幣取出口
２３０　紙幣釣銭機制御部
２３２　インターフェース
２５０　ＬＥＤランプ
２５２　ＬＥＤランプ
２５４　凹部
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３００　ＰＯＳレジスタ
３０２　表示部
３０２ａ　追加の表示部
３０４　操作部
３３０　ＰＯＳ制御部
３３２　インターフェース
３３４　記憶部
３３６　カードリーダ
３３８　印字部
４００　店舗サーバ

【図１】 【図２】
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【図５】
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