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(57)【要約】
【課題】紙幣の収納庫を増加させることなく、釣銭など
の出金用の金種を増加することができ、さらに最高額の
金種を自動的に払出すことを可能とする紙幣取扱装置を
提供する。
【解決手段】紙幣釣銭機６に複数の金種の紙幣を収納す
る混在収納部１６を設けるとともに、混在収納部１６に
収納されている紙幣の金種及び繰出し部側からの収納順
を記憶するメモリを設け、混在収納庫１６に収納されて
いる紙幣の金種が出金指定された場合、指定された金種
の紙幣が混在収納庫１６の繰出し側から１０枚以内に存
在する場合に指定された金種の紙幣を混在収納庫１６か
ら繰り出す。繰り出された指定金種以外の金種の紙幣は
回収スタッカ１８に収納され、指定金種の紙幣は入出金
口８に放出される。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の金種の紙幣を繰出し可能に収納する混在収納部と、
　前記混在収納部の繰出し部側に収納されている紙幣の金種を記憶する記憶手段を具備し
、
　出金要求があった場合に、出金可能な金種の紙幣が前記混在収納部内の繰出し部側に存
在するか否かを判定し、存在すると判定した場合に前記出金可能な金種の紙幣を前記混在
収納部から繰り出して出金することを特徴とする紙幣取扱装置。
【請求項２】
　前記混在収納部の繰出し部側から所定枚数以内に前記出金可能な金種の紙幣が存在する
場合に、該出金可能な金種の紙幣を出金する請求項１記載の紙幣取扱装置。
【請求項３】
　前記出金可能な金種の紙幣が前記混在収納部から繰り出された場合に、前記混在収納部
から繰り出された、前記出金可能な金種以外の金種の紙幣を収納する収納部を有する請求
項１または２記載の紙幣取扱装置。
【請求項４】
　前記出金可能な金種以外の金種の紙幣は前記収納部に収納された後、前記混在収納部へ
移送される請求項３記載の紙幣取扱装置。
【請求項５】
　前記混在収納部に収納されている紙幣の金種以外の単一の金種の紙幣を繰出し可能に収
納する単金種収納部を有し、
　前記記憶手段は、前記混在収納部の繰出し部側に収納してある紙幣の収納順を記憶して
おり、
　前記記憶手段に記憶されている紙幣の収納順と出金金額とにより前記混在収納部から紙
幣を繰り出して出金するか又は前記単金種収納部から紙幣を繰り出して出金するかを決定
する請求項１記載の紙幣取扱装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどのレジ清算所において使用
されるＰＯＳ（販売時点情報管理）レジスタ等に接続して紙幣の入出金処理を行う釣銭機
等の紙幣取扱装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＰＯＳレジスタを具備したスーパーマーケット等のレジ清算所においては、ＰＯ
Ｓレジスタより購入商品の登録がなされ、購入商品の合計金額が表示部に表示されると、
係員がその金額を顧客に伝え、顧客から現金を受け取るとその現金が正常であるかを確認
した上で、顧客から見える場所に置いた状態でＰＯＳレジスタに受け取り金額を入力する
。
【０００３】
　これによりＰＯＳレジスタが購入商品の合計金額と入力された受取り金額とから釣銭額
を算出し、釣銭を要する場合には釣銭機に出金指示が出され、釣銭の出金が行われる。係
員が釣銭を顧客に手渡した時点でその顧客との清算処理が完了し、顧客はレジ清算所から
立ち去る。
【０００４】
　一方、係員は顧客から受け取って顧客から見える場所においておいた現金を紙幣と硬貨
に分けて釣銭機に投入する。釣銭機は紙幣釣銭機と硬貨釣銭機とから構成されており、そ
れぞれの釣銭機に紙幣または硬貨が投入されるとそれぞれの釣銭機は入金処理を行う。紙
幣釣銭機の紙幣収納部は釣銭として出金する千円券と五千円券のリサイクル収納庫と、万
円券、二千円券の回収専用収納庫を備えている。このような従来の釣銭機を開示するもの
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として、例えば、特開２００１－１３４８０６号公報および特開２００１－１３４８３９
号公報が挙げられる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１３４８０６号公報
【特許文献２】特開２００１－１３４８３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら上記従来の釣銭機においては、釣銭として出金する金種の紙幣がそれぞれ個
別に収納庫に収納されている。専用の収納庫に収納されていない金種の紙幣（例えば二千
円券）は釣銭として出金することができない。出金金種を増やすためには新たに収納庫を
設けなければならず、装置が大型化する。装置の省スペースの観点からすると、無闇に収
納庫を増設することはできない。したがって出金金種が制限されるという問題があった。
【０００７】
　また万円券は釣銭として出金されることがないため、例えばレジ精算所において顧客か
ら返品要求があった場合、あるいはレジ精算所間で両替を行う場合、万円券の装置からの
払い出しは手作業で行うことになる。
【０００８】
　そこで本発明は、紙幣の収納庫を増加させることなく、したがって装置を大型化させる
ことなく、釣銭などの出金用の金種を増加することができ、さらに最高額の金種を自動的
に払出すことを可能とする紙幣取扱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】
【０００９】
　上記課題を解決するために本発明は、複数の金種の紙幣を繰出し可能に収納する混在収
納部と、前記混在収納部の繰出し部側に収納されている紙幣の金種を記憶する記憶手段を
具備し、出金要求があった場合に、出金可能な金種の紙幣が前記混在収納部内の繰出し部
側に存在するか否かを判定し、存在すると判定した場合に前記出金可能な金種の紙幣を前
記混在収納部から繰り出して出金することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
本発明によれば、複数の金種の紙幣を繰出し可能に収納する混在収納部の繰出し部側に収
納されている紙幣の金種を記憶手段により記憶しているので、出金の指示があった場合、
指定された金種の紙幣のみを払い出すことが可能となり、これにより払い出し可能な金種
を増加させることが可能となり、また最高額の紙幣の払い出しも可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を図面にしたがって説明する。各図面に共通する要素には同
一の符号を付す。図１は実施の形態の釣銭機を示す斜視図、図２は実施の形態の紙幣釣銭
機の内部を示す概略構成図である。なお本実施の形態では紙幣取扱装置として紙幣釣銭機
を具備する釣銭機を例にして説明する。
【００１２】
　図１において、ＰＯＳレジスタ１はスーパーマーケット等の店舗のレジ精算所に配置さ
れ、店舗を訪れる顧客が商品を購入する際に代金の支払を行うと、係員の操作により代金
を商品の売上額として入力し、合計売上額を集計するとともに代金として顧客から受領し
た現金を収納する装置である。ＰＯＳレジスタ１の上部には売上額等を表示する係員用表
示部２および顧客用表示部３が設けられ、さらに前部には操作キー群４が設けられている
。
【００１３】
　ＰＯＳレジスタ１には釣銭機５が具備されている。釣銭機５は紙幣釣銭機６および硬貨
釣銭機７から構成されている。紙幣釣銭機６には、顧客から受け取った紙幣を入金したり
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、顧客へ釣銭として支払う紙幣を払い出す紙幣入出金口８、紙幣釣銭機６内に収納されて
いる紙幣を回収して収納する回収カセット９、釣銭機５内の貨幣を回収したり、補充した
りする際に、係員により回収指示や補充指示を入力するためのモード切替キーなどの入力
キー群１０ａと、係員が入力した内容や装置の情報を表示するための表示部１０ｂとで構
成される操作表示部１０とを有する。なお紙幣釣銭機６についての詳細は後述する。
【００１４】
　硬貨釣銭機７は、顧客から受け取った硬貨を投入する硬貨入金口１１、顧客へ釣銭とし
て支払う硬貨を払い出す硬貨出金口１２、受入れ不能と判別された硬貨を収納するリジェ
クト部１３が設けられている。
【００１５】
　図２において、紙幣釣銭機６は、顧客から受け取った紙幣Ｐを入金する入金口及び釣銭
としての紙幣Ｐを出金するための出金口として機能する上述した入出金口部８、紙幣釣銭
機６における内部の紙幣Ｐを回収するための上述した回収カセット９、千円券のみを繰出
し可能に収納する金種別収納庫としての単金種収納庫１５、万円券、五千円券および二千
円券を繰出し可能に収納する混在収納庫１６、紙幣Ｐの金種判別、正損判別等の紙幣認識
を行う認識部としての入出金紙幣認識部１７、入出金紙幣認識部１７で判別不能と判定さ
れた紙幣Ｐを収納するリジェクト収納部１８、並びに、紙幣Ｐを搬送する搬送路１９を有
している。単金種収納庫１５及び混在収納庫１６は、紙幣Ｐを上から入れる上入れ収納す
ることができ、かつ、紙幣Ｐを上から取り出す上出しをすることができるようになってい
る。
【００１６】
　入出金口８には、複数のローラから構成され、入出金口８に投入された紙幣Ｐを１枚ず
つ装置内部へ繰り出すとともに単金種収納庫１５または混在収納庫１６から送られてきた
紙幣Ｐを入出金口８に集積する集積繰出し部２０が設けられ、集積繰出し部２０はベルト
２１等を介して分離モータ３８により駆動される。集積繰出し部２０には紙幣Ｐを検出す
るための検出センサＳ１、Ｓ２が配設されている。
【００１７】
　搬送路１９上に設けられている入出金紙幣認識部１７は認識センサＳ３が設けられ、こ
の認識センサＳ３により紙幣Ｐの金種、真偽、正損等を検出する。認識センサＳ３は紙幣
Ｐがどちらから搬送されてきた場合でも認識を行えるものである。
【００１８】
　単金種収納庫１５には、集積繰出し部２３が設けられている。集積繰出し部２３は、複
数のローラにより構成され、搬送路１９により搬送されてきた紙幣Ｐを単金種収納庫１５
に１枚ずつ集積するとともに単金種収納庫１５内に収納されている紙幣Ｐを上部から１枚
ずつ搬送路１９上に繰り出す。集積繰出し部２３はベルト２４等を介して分離モータ２５
により駆動される。
【００１９】
　また混在収納庫１６には、集積繰出し部２６が設けられている。集積繰出し部２６は、
複数のローラにより構成され、搬送路１９により搬送されてきた紙幣Ｐを混在収納庫１６
に１枚ずつ集積するとともに混在収納庫１６内に収納されている紙幣Ｐを上部から１枚ず
つ搬送路１９の方向へ繰り出す。集積繰出し部２６はベルト２７等を介して分離モータ２
８により駆動される。
【００２０】
　搬送路１９はベルト２９等により構成され、ベルト２９は搬送モータ２２により駆動さ
れる。搬送路１９は入出金口８から単金種収納庫１５の集積繰出し部２３まで配設されて
いる。搬送路１９から回収搬送路３０が分岐しており、その分岐部には切替ブレード３１
が回転可能に配設されている。回収搬送路３０は回収カセット９の集積部３２に接続し、
搬送路１９から送られてくる紙幣Ｐを集積部３２へ送る構成となっている。回収搬送路３
０はさらにリジェクト搬送路３３に接続し、リジェクト搬送路３３はリジェクト収納部１
８の集積部３４に接続している。回収搬送路３０とリジェクト搬送路３３の分岐部には切
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替ブレード３５が回転可能に配設されている。
【００２１】
　搬送路１９の奥側端部において混在搬送路３６が分岐している。分岐部には切替ブレー
ド３７が回転可能に設けられ、混在搬送路３６は混在収納庫１６の集積繰出し部２６に接
続している。切替ブレード３７は搬送路１９を単金種収納庫１５の集積繰出し部２３側へ
接続するか、または混在収納庫１６の集積繰出し部２６側へ接続する。
【００２２】
　図３は釣銭機の制御系を示すブロック図である。図３において、釣銭機５には動作全体
を制御する制御部４０が設けられ、制御部４０にはＣＰＵ４１、メモリ４２、Ｉ／Ｏポー
ト４３、４４、４５が設けられている。これら各部は内部バス４６により互いに接続され
、またＣＰＵ４１はＰＯＳレジスタ１と通信可能に接続している。
【００２３】
　メモリ４２はセンサの検知信号により各種の駆動系を制御する等の手順を実行するファ
ームウェアを格納するとともに、図２で説明した混在収納庫１６に収納された紙幣Ｐの金
種および収納順を記憶している。Ｉ／Ｏ４３には操作表示部１０の入力キー群１０ａおよ
び表示部１０ｂが接続され、入力キー群１０ａの入力信号はＩ／Ｏポート４３および内部
バス４６を介してＣＰＵ４１に送られる。また表示部１０ｂのドライブ信号は内部バス４
６およびＩ／Ｏポート４３を介して表示部１０ｂに送られる。
【００２４】
　Ｉ／Ｏポート４４には紙幣釣銭機６のモータ群４７、ソレノイド群４８およびセンサ群
４９に接続されている。モータ群４７は図２で説明した紙幣釣銭機６の搬送モータ２２や
分離モータ２５、２８等のモータを全て含む。ソレノイド群４８は紙幣釣銭機６に設けら
れるいくつかの切替ブレード３１、３５、３７を駆動する複数のソレノイドを含むもので
ある。モータ群４７およびソレノイド群４８のそれぞれのドライブ信号はＣＰＵ４１から
内部バス４６およびＩ／Ｏポート４４を介してモータ群４７およびソレノイド群４８へ送
られる。センサ群４９は紙幣釣銭機６に設けられる複数のセンサＳ１、Ｓ２等を含むもの
で、センサ群４９からの検知信号はＩ／Ｏポート４３および内部バス４６を介してＣＰＵ
４１に送られる。
【００２５】
　Ｉ／Ｏポート４５には硬貨釣銭機７のモータ群５０、ソレノイド群５１およびセンサ群
５２に接続されている。硬貨釣銭機７の内部構成は詳述していないが、硬貨釣銭機７にも
これらのモータ群５０、ソレノイド群５１およびセンサ群５２が配設されており、ＣＰＵ
４１によりそれぞれ制御される構成となっている。
【００２６】
　次に本実施の形態の動作を説明する。ここでは紙幣釣銭機６の入金動作および出金動作
を説明する。まず紙幣釣銭機の入金動作を説明する。本実施の形態では、稼動前の準備と
して、図２に示す単金種収納庫１５には千円券のみが収納され、混在収納庫１６には万円
券、五千円券および二千円券が混在して収納されている。そして混在収納庫１６における
上から（繰出し側から）２０枚までの紙幣については、それぞれの金種および収納順がメ
モリ４２に記憶されている。
【００２７】
　図２において、紙幣釣銭機６の入出金口８に係員が紙幣Ｐをセットすると、センサＳ１
がこれを検知し、ＣＰＵ４１により搬送モータ２２および分離モータ３８が駆動される。
搬送モータ２２の駆動により搬送路１９が駆動される。分離モータ３８の駆動により入出
金口８の集積繰出し部２０が駆動され、セットされた紙幣Ｐが１枚ずつ搬送路１９に繰り
出される。繰り出された１枚の紙幣ＰがセンサＳ２を通過すると、分離モータ３８が停止
される。
【００２８】
　繰り出された紙幣Ｐは搬送路１９を搬送され、入出金紙幣認識部１７で金種判別される
。判別結果が千円券の場合は切替ブレード３７が紙幣を単金種収納庫１５に導く位置にな
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り、紙幣Ｐは搬送路１９から単金種収納庫１５へ収納される。なお単金種収納庫１５の集
積繰出し部２３は分離モータ２５により駆動されている。
【００２９】
　紙幣Ｐの判別結果が万円券または五千円券または二千円券である場合は、切替ブレード
３７が回動され、紙幣Ｐを混在搬送路３６へ導く位置になる。紙幣Ｐは搬送路１９から混
在搬送路３６を搬送され、集積繰出し部２６により混在収納庫１６の最上部に収納される
。紙幣Ｐが収納されると、メモリ４２を更新し、混在収納庫１６における収納紙幣の金種
および収納順を書き換える。
【００３０】
　また入出金紙幣認識部１７で判別不能と判定された場合は、判別結果を受け取った時点
でＣＰＵ４１は搬送モータ２２を一旦停止させ、切替ブレード３１を反時計回り方向に回
動させた後、搬送モータ２２を逆回転させる。これにより判別不能と判定された紙幣Ｐは
、搬送路１９から回収搬送路３０に導かれ、さらにリジェクト搬送路３３を搬送されて集
積繰出し部３４によりリジェクト収納部１８に収納される。リジェクト収納部１８への収
納が確認されると、再度搬送モータ２２および分離モータ３８を駆動し、入出金口８内の
次の紙幣の繰り出しを行う。
【００３１】
　以上の動作を繰り返し、入出金口８にセットされた全ての紙幣Ｐについて単金種収納庫
１５または混在収納庫１６に収納し、混在収納庫１６に収納した場合はメモリ４２内にお
ける収納紙幣の金種および収納順のデータを書き換える。
【００３２】
　以上のように入金の場合は、リジェクト紙幣を除いて千円券以外の紙幣は全て混在収納
庫１６に収納され、混在収納庫１６に紙幣が収納されるごとにメモリ４２の収納金種およ
び収納順のデータが更新されるので、メモリ４２には常に現時点における収納金種および
収納順のデータが記憶される。
【００３３】
　次に出金動作を図４に示すフローチャートに従って説明する。図４は出金動作を示すフ
ローチャートである。ここではＰＯＳレジスタ１から釣銭紙幣として六千円の出金指示が
出された場合について説明する。
【００３４】
　ＰＯＳレジスタ１から六千円の出金指示を受け取ると（ステップ１）、ＣＰＵ４１は、
紙幣釣銭機６内の混在収納庫１６から五千円券の出金が可能かどうか判断する。これまで
の出金処理において、紙幣の重送、連鎖等が発生し、紙幣の繰り出された枚数が不確定状
態になっていると、混在収納庫１６内の収納紙幣の順番がずれる可能性がある。そのため
紙幣の重送や連鎖等が発生した場合には、ＣＰＵ４１はフラグ＝１を立てる。
【００３５】
　また直前に出金処理が連続して発生し、混在収納庫１６内の１０枚までの収納金種およ
び収納順のデータが得られなくなった場合にも、フラグ＝１を立てる。メモリ４２には予
め２０枚までのデータが記憶されているので、出金処理が連続した場合でもある程度の回
数ならば１０枚のデータは確保できる。紙幣の重送や連鎖等が発生していない場合、およ
びある程度以上に連続して出金処理が発生していない場合には、フラグ＝０を維持する。
【００３６】
　ＣＰＵ４１はステップ２においてフラグ＝０かどうか判定し、フラグ＝０である場合は
、次に混在収納庫１６内の上から１０枚の中に五千円券が存在するかどうか判定する（ス
テップ３）。これはメモリ４２を参照することにより判定する。五千円券が存在すると判
定した場合、混在収納庫１６から紙幣を繰出す（ステップ４）。
【００３７】
　混在収納庫１６からの紙幣の繰出し動作を具体的に説明する。混在収納庫１６に、例え
ば、図５に示す状態で紙幣が収納されているとする。図５は混在収納庫における紙幣の収
納状態の二つの例を示す説明図である。図５（ａ）では収納されている紙幣の上から１０
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枚の中に五千円券が存在し、図５（ｂ）では上から１０枚の中には五千円券は存在してい
ない。
【００３８】
　五千円券が１０枚のうちの２枚目以降に存在している場合、例えば図５（ａ）のように
上から４枚目に五千円券が存在している場合、上から４枚を１枚ずつ混在収納庫１６から
繰り出す。繰り出しは図２に示す分離モータ２８の駆動により集積繰出し部２６により行
われる。繰り出された紙幣Ｐが混在搬送路３６を上方に搬送され、切替ブレード３７によ
り搬送路１９に送り込まれる。そして搬送路１９を図２中左方向に搬送され、入出金紙幣
認識部１７に送られる。入出金紙幣認識部１７では搬送されてきた紙幣Ｐの金種および枚
数を判別し、判別結果に応じて切替ブレード３１が切替えられる（ステップ５）。
【００３９】
　即ち、入出金紙幣認識部１７で二千円券または万円券と判定された場合は、切替ブレー
ド３１は紙幣Ｐを回収搬送路３０に導くように回動し、五千円券と判定した場合は切替ブ
レード３１は紙幣Ｐを入出金口８へ導くように動作する。図５（ａ）に示す例では、最初
の３枚の紙幣Ｐは回収搬送路３０へ送られ、回収搬送路３０から繰出し集積部３２により
回収カセット９に集積される（ステップ６）。そして４枚目の五千円券が入出金口８へ送
られる（ステップ７）。
【００４０】
　なお入出金紙幣認識部１７で判別不能と判定された紙幣Ｐはリジェクト収納部１８へ収
納される（ステップ８）。ここで４枚目の五千円券がリジェクト紙幣と判定された場合は
、五千円券が出金できないので、混在収納庫１６に収納されている次の例えば５枚の中に
五千円券があるかどうかメモリ４２を参照して判定する。次の５枚の中に五千円券が在る
と判定した場合、再度、混在収納庫１６から繰出しを行い、五千円券を入出金口８へ送出
する。
【００４１】
　なお混在収納庫１６に収納されている次の５枚の中に五千円券が存在しないと判定した
場合には、混在収納庫１６からの紙幣の繰出しは行わず、単金種収納庫１５から千円券を
必要枚数（６枚）繰り出すことになる。
【００４２】
　混在収納庫１６からの五千円券が入出金口８に放出されると、次に単金種収納庫１５か
ら紙幣Ｐを１枚繰り出す（ステップ９）。繰り出しは集積繰出し部２３により行われ、繰
り出された紙幣Ｐは搬送路１９へ送られ、さらに入出金紙幣認識部１７へ送られる。入出
金紙幣認識部１７で千円券であると判定されると（ステップ１０）、紙幣Ｐは入出金口８
へ放出される（ステップ１１）。また判別不能であると判定されると、切替ブレード３１
が切替えられて紙幣Ｐはリジェクト収納部１８へ収納される（ステップ１２）。リジェク
ト紙幣と判定された場合は、再度、単金種収納庫１５から千円券が繰り出され、入出金口
８へ放出される。
【００４３】
　ステップ２において、フラグ＝１である場合、およびステップ３において、図５（ｂ）
に示すように、混在収納庫１６内の上から１０枚の中に五千円券が存在しないと判定され
た場合、混在収納庫１６からの紙幣の繰出しは行わずに、単金種収納庫１５からのみ紙幣
を必要枚数繰り出す（ステップ１３）。この場合も入出金紙幣認識部１７で金種およびリ
ジェクトかどうかを判定し（ステップ１０）、正常と判定した場合には紙幣Ｐを入出金口
８へ放出し（ステップ１１）、リジェクト紙幣があった場合には紙幣Ｐをリジェクト収納
庫１８へ収納するとともに、さらに単金種収納庫１５から紙幣Ｐを繰り出す。
【００４４】
　以上のように出金処理は、五千円券の出金指示がある場合の処理であるが、例えばＰＯ
Ｓレジスタ１の間での両替において、係員が操作部１０の入力キー群１０ａを操作して万
円券の出金指示をした場合、混在収納庫１６から万円券が繰り出され入出金口８に放出さ
れる。
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【００４５】
　このように混在収納庫１６から複数金種の紙幣Ｐを出金可能であるので、収納庫の数よ
り出金可能金種の数の方が多くなり、装置の省スペース化を図ることができるとともに、
釣銭専用の出金以外の運用の自動化を図ることができる。
【００４６】
　本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば
、上記実施の形態では混在収納庫１６から紙幣Ｐを繰り出した際に、要求されていない金
種の紙幣（万円券および二千円券）は回収カセット９に回収するようにしているが、これ
らの紙幣（万円券および二千円券）を単金種収納庫１５に一旦収納し、五千円券を出金し
た後に、再度混在収納庫１６に戻すようにしてもよい。この場合、混在収納庫１６に紙幣
を戻す際に入出金紙幣認識部１７で金種判別することが望ましい。
【００４７】
　また要求されていない金種の紙幣を回収カセット９に回収した場合でも、回収カセット
９に繰出し部を設けて、ＰＯＳレジスタ１の空いている時間に係員の操作により回収カセ
ット９から混在収納庫１６に戻すようにしてもよい。
【００４８】
　また上記の実施の形態では、混在収納庫１６と単金種収納庫１５の両方から紙幣を繰り
出す場合に、混在収納庫１６から先に繰り出すようにしているが、単金種収納庫１５から
先に繰り出すようにしても勿論よい。しかしながら、混在収納庫１６から出金を要求され
ている金種の紙幣がリジェクトされた場合には再度単金種収納庫１５から紙幣を繰り出す
可能性があるので、混在収納庫１６から先に繰り出す方が望ましい。
【００４９】
　また上記実施の形態では、混在収納庫１６の収納されている紙幣のうち繰出し側から１
０枚のうちに要求する金種の紙幣があれば混在収納庫１６から出金するようにしているが
、要求する金種の紙幣の収納範囲の決定は、無論１０枚に限定されるものではなく、単金
種収納庫１５からの繰出し速度や、単金種収納庫１５における紙幣収納枚数等を勘案して
任意に決定すればよい。
【００５０】
　また上記実施の形態では、混在収納庫１６に収納されている紙幣のうち集積繰出し部２
６側から１０枚の中に、出金要求される金種の紙幣が必要枚数あれば混在収納庫１６から
出金するようにしているが、出金要求される金種の紙幣が何番目に収納されているかによ
り、混在収納庫１６から紙幣を繰り出すかどうかを決定するようにしてもよい。
【００５１】
　例えば、３千円の出金要求があった場合で、二千円券が図５（ｂ）にしめすように上か
ら９番目に収納されている場合、混在収納庫１６からこの二千円券を繰り出すと時間がか
かるので、このような場合には単金種収納庫１５から千円券を３枚繰り出すようにしても
よい。即ち、二千円券または五千円券が混在収納庫１６内の上から１０枚の中にある場合
であっても、出金金額および収納順によっては単金種収納庫１５から千円券を繰り出す方
が処理として速いので、こうした場合には単金種収納庫１５からのみの出金を行うのであ
る。
【００５２】
　この場合、混在収納庫１６から出金するか否かの判断は、混在収納庫１６から繰り出す
とした場合における混在収納庫１６からの繰り出し枚数および単金種収納庫１５からの繰
り出し枚数の合計枚数と、混在収納庫１６から繰り出さないとした場合における単金種収
納庫１５からの繰り出し枚数とを比較し、少ない枚数の方を選択するようにしてもよい。
さらに上記両方の枚数が同数の場合には、紙幣を回収する必要のない単金種収納庫１５の
みからの繰り出しを選択するようにしてもよい。
【００５３】
　なお上記実施の形態では、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどにおけるレ
ジ精算所で使用されるＰＯＳレジスタに接続して紙幣の入出金処理を行う紙幣釣銭機を具
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備する釣銭機を例にして説明したが、本発明はこれらの装置に限定されるものではなく、
例えば、銀行内で使用される自動テラー現金預払機（窓口端末）等の行員が使用する端末
などにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】実施の形態の釣銭機を示す斜視図である。
【図２】実施の形態の紙幣釣銭機の内部を示す概略構成図である。
【図３】釣銭機の制御系を示すブロック図である。
【図４】出金動作を示すフローチャートである。
【図５】混在収納庫における紙幣の収納状態の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００５５】
１　ＰＯＳレジスタ
５　釣銭機
６　紙幣釣銭機
８　入出金口
９　回収カセット
１０　操作表示部
１５　単金種収納庫
１６　混在収納庫
１７　入出金紙幣認識部
１８　リジェクト収納庫
Ｐ　紙幣

【図１】 【図２】
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