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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内側領域を定める金庫ハウジングと；
該金庫ハウジングの該内側領域への接近を可能にするドアと；
該ドアを通じた該内側領域への接近を防ぐために配置されるロック機構と；
ＲＦＩＤタグを含む預金コンテナと；
および、該金庫ハウジングは無線周波を透過しないため該金庫ハウジングの該内側領域に
置かれる、該金庫ハウジングの該内側領域内で該ＲＦＩＤタグの存在を検出するための、
該ＲＦＩＤタグと周期的に通信する少なくとも一つのアンテナ及びＲＦＩＤトランシーバ
と；を含む資産を守るための金庫であって、
該ロック機構はキーパッドを含み、預金情報は該キーパッドで該ロック機構に提供され、
該ロック機構から該ＲＦＩＤタグに該預金情報を通信し、
該ロック機構は通信ネットワークに接続され、該ＲＦＩＤタグと該少なくとも一つのアン
テナとの通信を示す信号を伝達する、ことを特徴とする資産を守るための金庫。
【請求項２】
前記ＲＦＩＤタグが預金情報を含む、請求項１に記載の金庫。
【請求項３】
前記信号は、前記ＲＦＩＤタグが前記金庫ハウジングの内側領域にもはや存在しないこと
を示す、請求項１に記載の金庫。
【請求項４】
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前記金庫ハウジングの内側領域は、少なくとも一つの預金コンテナを受けるような大きさ
に設定される複数の区画に分割され、各々の区画が、各区画内の預金コンテナの存在を検
出するため、前記少なくとも一つのアンテナからのＲＦＩＤ信号を受けるために配置され
る、請求項１の金庫。
【請求項５】
前記金庫ハウジングが出入り用開口を含み、前記区画が、該出入り用開口から預金コンテ
ナを受けるために該区画と整列されたカルーセル上に配置される、請求項４に記載の金庫
。
【請求項６】
前記金庫が、前記ＲＦＩＤタグと周期的に通信する複数のアンテナを含み、前記区画の中
の該ＲＦＩＤタグの存在を検出するために配置される、請求項４に記載の金庫。
【請求項７】
各々の金庫がそれに対して固定されるＲＦＩＤタグを有する複数の預金コンテナを受ける
大きさの内側領域を含む金庫と、該金庫内で該ＲＦＩＤタグの存在を検出するために該金
庫に接続される少なくとも一つの無線周波アンテナと、を含む複数の金庫と；
該金庫と関連した該ＲＦＩＤアンテナの検出に基づいて、該預金コンテナの場所を示す情
報を該複数の金庫から受けるサーバと；を含む、現金追跡システムであって、
ロック機構はキーパッドを含み、預金情報は該キーパッドで該ロック機構に提供され、
該ロック機構から該ＲＦＩＤタグに該預金情報を通信し、
該ロック機構は通信ネットワークに接続され、該ＲＦＩＤタグと該少なくとも一つのアン
テナとの通信を示す信号を伝達する、ことを特徴とする現金追跡システム。
【請求項８】
前記少なくとも一つの無線周波アンテナは、前記ＲＦＩＤタグからの反応を作動させるた
め、前記金庫の内側領域に周期的に信号を送信するように構成される、請求項７に記載の
現金追跡システム。
【請求項９】
前記複数の金庫の各々は、前記ＲＦＩＤタグに預金情報を書き込むように構成されるトラ
ンシーバを含む、請求項７に記載の現金追跡システム。
【請求項１０】
前記複数の金庫の各々は、前記内側領域を定める無線周波不透過のハウジングを含み、前
記トランシーバは該ハウジングの内側領域の外に配置され、前記無線周波アンテナは、該
ハウジングの内側領域内に配置される、請求項９に記載の現金追跡システム。
【請求項１１】
前記各金庫の内側領域が、少なくとも一つの預金コンテナを受ける大きさの複数の区画に
分割され、各々の区画が、区画における預金コンテナの存在を検出するため、前記少なく
とも一つの無線周波アンテナから無線周波信号を受けるために配置される、請求項７の現
金追跡システム。
【請求項１２】
前記サーバは、預金コンテナが前記金庫内に配置されない場合、少なくとも一つの金庫か
ら受信した情報に基づいて、異常状態の報告を送信する、請求項７に記載の現金追跡シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現金の保護に関する。特に、本発明は保護された現金の場所の確認に関する
。
【関連出願】
【０００２】
　本出願は、「確実な預金確認ためのシステムと方法」と称されたロランその他により２
００６年１１月８日に出願の米国仮特許出願番号第６０／８６４，８２４号に対し優先権
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を主張し、その開示、および、「現金追跡システム」と称されたロランその他により２０
０７年１１月８日に出願のＰＣＴ特許出願番号不明の開示は、ここで明白に引用により組
み込まれたものとする。
【背景技術】
【０００３】
　犯罪を解決する仕事において、事件または損失から捜査の開始までの時間が短いほど、
損失が回復されるおよび／またはその損失の原因となる人が識別される可能性が高くなる
と一般に理解される。大量の現金が取り扱われるファーストフード、小売およびカジュア
ルダイニング店において使用される典型的な金庫ロック装置は、動作記録を作成すること
ができる。この動作記録は、誰が金庫５２に接近したか、および、いつ金５２に接近した
かを識別することができる。加えて従来の金庫ロック装置はまた、武装強盗を阻止するた
め、金庫５２の特定の権限レベルで時間鎖錠する能力、および、金庫５２の開錠の時間遅
延を有することができる。
【０００４】
　損失が発生した場合、捜査に最も大事な問題は速い応答である。残念なことに、損失防
止管理者は複数の場所の責任を負う可能性があり、彼らの反応能力は単に、ＰＯＳシステ
ムで報告された金額と実際に預けられた金額との間に不一致が存在した際に銀行または金
庫部門が警報を出す速さ次第である。損失防止管理者はそれから、不一致または損失が発
生したところを正確に指摘しようと努力してこの時点から後戻りする。損失防止管理者は
不一致の警報が出されるまで待たなければならないので、損失に関する詳細の捜査は、間
違いまたは不可解な消失が発生した２から４週間後まで開始されない。
【０００５】
　小売店の運営において、管理者がシフト終了後に預金を準備することは一般的である。
預金の量および他の情報を記録した後に、預金は預金袋において配置される。預金袋はそ
れから、管理者または装甲車サービスによって金融機関へ輸送されるまで金庫において守
られる。預金が準備された後で金融機関に輸送される前における現金の損失はよくある問
題である。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の一態様では、預金を確認する方法が提供される。この方法は、預金袋に付ける
無線周波識別「ＲＦＩＤ」タグを預金袋に提供する手順；その預金袋が金庫に預けられた
ことを確認するために金庫アンテナによりＲＦＩＤタグを読み取る手順；所定の時間に金
庫アンテナによって、ＲＦＩＤタグと通信を試みる手順；および、ＲＦＩＤタグが金庫ア
ンテナの通信に反応しない場合、預金袋が金庫から取り去られたという信号を送信する手
順を含む。
【０００７】
　本発明の別の態様では、資産を守るための金庫が提供される。その金庫は、内側領域を
定める金庫ハウジング、金庫ハウジングの内側領域への出入りを可能にするドア、ドアを
通じた内側領域への出入りを防ぐために配置されるロック、ＲＦＩＤタグを含む預金コン
テナ、および、金庫ハウジングの内側領域内でＲＦＩＤタグの存在を検出するため、ＲＦ
ＩＤタグと周期的に通信する少なくとも一つのアンテナを含む。
【０００８】
　本発明の別の態様では、現金追跡システムが提供される。システムは、複数の金庫とサ
ーバとを含む。各々の金庫は、それに対して付けられるＲＦＩＤタグを有する複数の預金
コンテナを受けるように大きさを設定される内側領域と、金庫内でＲＦＩＤタグの存在を
検出するために金庫に連結される少なくとも一つの無線周波アンテナとを含む。サーバは
、金庫と関連したＲＦＩＤアンテナの検出に基づいて預金コンテナの場所を表す情報を複
数の金庫から受信する。
【０００９】
　本発明の別の態様では、預金袋、ＡＴＭカセット、または、他の預金コンテナのような
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預金コンテナは、ＲＦＩＤまたは他のタグを備える。タグは、預金コンテナの内容につい
ての情報、または、他の情報を含む可能性がある。
【００１０】
　本発明の別の態様では、金庫は、預金袋または他のコンテナのようなコンテナに付ける
ことができるＲＦＩＤまたは他のタグを読み取るおよび／または書き込むためのトランシ
ーバを備える。トランシーバは、タグと通信する。この通信は、タグ識別、コンテナの内
容についての情報、および／または、金庫と関連した小売業者または他のものの識別を含
む可能性がある。
【００１１】
　本発明の別の態様では、複数の区画に分けられる金庫が提供される。ＲＦＩＤまたは他
のタグを有する少なくとも一つのコンテナが、１以上の複数の区画において配置される。
金庫は、少なくとも一つのタグと通信するために配置される少なくとも一つのアンテナを
さらに含む。一実施態様によると、アンテナまたは区画は、互いに関連して移動する。他
の実施態様によると、複数のアンテナは、金庫において提供される。
【００１２】
　本発明の別の態様では、金庫に格納されたまたは格納される内容に関する情報を受信す
る金庫システムが提供される。情報は、内容の総額、内容の数およびタイプのような金庫
に格納されたまたは格納される預金コンテナの内容；預金コンテナの識別；小売店舗の所
有者のような内容の所有者の表示；および／または他の情報を含んでも含まなくてもよい
。
【００１３】
　本発明の別の態様では、システムは、小売業者の金庫のような固定された場所から、現
金転送機、銀行などの他の場所まで預金袋のようなコンテナを追跡するために提供される
。システムは、固定された場所およびコンテナの内容の所有者、または、他のものと通信
する離れたサーバを含んでも含まなくてもよい。
【００１４】
　本発明を実行する最良の態様と現在認められる以下の詳細な説明を考慮すると、本発明
の追加的な特徴は当業者に明瞭になる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　詳細な説明は、特に添付の図面に関連する。そこで：
【００１６】
【図１】図１は、預金確認システムの一実施態様を示す；
【００１７】
【図２Ａ】図２Ａは、預金を確認するための方法のフローチャートを示す；
【図２Ｂ】図２Ｂは、預金を確認するための方法のフローチャートを示す；
【００１８】
【図３】図３は、夜間預金ボックスの概略側面図である；
【００１９】
【図４】図４は、金庫の概略斜視図である；
【００２０】
【図５】図５は、金庫の代替の概略斜視図である；
【００２１】
【図６】図６は、金庫の他の代替の概略斜視図である；
【００２２】
【図７】図７は、図６の金庫の内部の平面図である；および、
【００２３】
【図８】図８は、別の実施態様の電子ロック配置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
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　本発明の開示の教示は、無線周波識別（「ＲＦＩＤ」）を使用している確実な預金確認
のシステムおよび方法に関連がある。本発明の開示の特定の実施態様は、例えばシフトの
終わり（「ＥＯＳ」）と金庫のような二点間でユーザが預金を追跡するのを可能にし、内
部での窃盗および／または他の「不可解な消失」の機会を減少する。
【００２５】
　図１は、小売施設４０に位置する金庫５２を含む預金確認システム３０を図示する。金
庫５２は、複数のＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃと通信するために使用可能である埋め込まれた
金庫アンテナ５４を含む。例えば空白ＲＦＩＤタグ５０のような空白ＲＦＩＤタグに書き
込むことができるＲＦＩＤトランシーバ４８もまた小売施設４０に位置する。確実な預金
確認システム３０の構成要素から伝達および／または受信された情報は、オフサイト・サ
ーバ７０、小売施設４０の現場、またはその両方で格納される可能性がある。オフサイト
・サーバ７０は、ロック・キーパッド４４を有する電子ロック５３と通信するのに使用可
能なパーソナル・コンピュータ４６と通信することができる。オフサイト・サーバ７０は
また典型的に、金融機関６０に位置する小売施設４０およびサーバ６４を運営する企業と
関連して現場から離れた損失防止部門と通信することができる。
【００２６】
　パーソナル・コンピュータ４６は、ラップトップ・コンピュータ、ノート・パソコン、
パーソナル携帯情報機器（「ＰＤＡ」）、携帯電話、または、情報を受信、伝達、処理お
よび／または格納する能力を有するあらゆる他の演算装置を含む可能性がある。一実施態
様によれば、パーソナル・コンピュータ４６およびＲＦＩＤトランシーバ４８の機能性は
、電子ロック５３に組み込まれる。例えば、図８に示すように、ロック５３は、金庫５２
の内側領域５７の外に配置されたキーパッド４４およびＲＦＩＤトランシーバ４８と、内
側領域５７内に配置されるロック・メカニズム５５およびコンピュータ／ＰＣボード４６
とを含む。金庫アンテナ５４は、その構成要素として電子ロック５３内部を含む内側領域
５７内でどこにでも配置される可能性がある。コンピュータ/ＰＣボード４６はロック５
３の電子部品のためのコントロール・センターとして作用し、ライン５９を経てこれらの
構成要素およびオフサイト・サーバ７０と通信する。ロック５３の構成要素のためのソフ
トウエアおよびファームウェアは、ＰＣボード４６上または構成要素それ自身の範囲内に
格納される可能性がある。
【００２７】
　本発明の開示の特定の実施態様によると、預金情報は、小売施設４０で入金された現金
を含む、はっきり見える金庫または預金袋（例えば、透明または半透明の）５１に固定さ
れる空白ＲＦＩＤタグ５０に書き込まれる。袋５１およびＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃ ５６
ａは金融機関６０へ輸送され、そこで、ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃ ５６ａはＲＦＩＤトラ
ンシーバ６２によって読み取られ、ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃ ５６ａから読み取られた情
報は受取った預金の実際の量と比較される。適切な預金袋の詳細は、米国特許番号第４，
９８８，５４７号；第４，９３７，０４０号；第４，８３８，７０８号；および第４，７
２０，０４０号において提供され、その開示はここで明白に引用により組み込まれたもの
とする。
【００２８】
　本発明の開示の特定の実施態様によれば、ＲＦＩＤの確実な預金確認システム３０は、
三つの異なる場所で使用可能である。システムは、小売施設４０、金融機関６０、および
／またはオフサイト・サーバ７０で使用可能である。小売施設４０で、ＰＯＳシステム４
２は、所定の期間（例えば一日またはシフト）における小売施設４０の販売を記録する。
ＰＯＳシステム４２は、互いとのおよび／または中央サーバとの通信を容易にするため、
互いにネットワーク化されてもよい１以上のコンピュータまたはレジスタなどを含むこと
ができる。
【００２９】
　ＰＯＳシステム４２は、オフサイト・サーバ７０と通信することができる。小売施設４
０も、シフトの終わりの預金が処理される領域を含む。シフトの終わりの預金は、所定の
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期間にわたり小売施設４０で受取ったすべての現金を含む可能性がある。所定の時間（例
えばシフトの終わり）に、特定の量および特定の券面種類の現金の預金は、小売施設４０
を運営する企業と関連する管理者または他の許可された人によって準備される。預金はま
た、クレジットカード伝票、小切手、トラベラーズチェック、郵便為替、預入伝票および
／または金融処理を示すあらゆる他の書類を含む可能性がある。管理者によって準備され
た預金を安全に金融機関６０へ輸送されるまで守るために、小売施設４０は、金庫５２を
備える可能性がある。金庫５２は、パーソナル・コンピュータ４６と通信することができ
る電子ロック５３を有する可能性がある。
【００３０】
　本発明の開示の特定の実施態様によれば、電子ロック５３は、サージェント・アンド・
グリーンリーフ社（Sargent and Greenleaf）から市販のＩＰシリーズ（登録商標）電子
ロックであってもよい。電子ロック５３は、ウェブで可能なソフトウエアで遠隔にプログ
ラム、制御および／または通信される可能性がある。電子ロック５３および他の適切な電
子ロックの追加的な詳細は、２００３年３月２８日に出願の「ネットワークからのロック
・システムの局所的および遠隔管理」と称された、カンシーノ（Cansino）への米国特許
出願公開番号第２００４／０１８９４３９号と；米国特許番号第６，２１２，９２３号；
第６，１９６，０３７号；第６，０９４，９５２号；第６，０１６，６７７号；第５，８
１６，０８４号；および第５，４７３，９３３号とにおいて提供され、その開示はここで
明白に引用により組み込まれたものとされる。
【００３１】
　電子ロック５３は、動作記録を記録し、例外報告を作成することができる。電子ロック
５３と関連しているソフトウエアにより、報告を調査する責任者に例外報告が即時に電子
メールで送信される。
【００３２】
　例外報告は、確実な預金確認システム３０の一つの特質である。もし正規の手続きとし
て定められるものの他に異常が発生した場合に、例外報告が出される可能性がある。例え
ば、シフトの終わりの報告が所定の夜間の午後１０時００分に提出された場合、それは、
二時間以内で金庫５２において配置されるシフトの終わりの報告と関連した預金の標準の
手順である。この預金と関連したＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃが二時間以内に金庫５２によっ
て読み込まれない場合、例外報告が出される可能性がある。同様に、預金の量が閾値また
は所定の金額を下回る場合、例外報告が出される可能性がある。例外報告はまた、金庫５
２の一つまたはすべてのＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃが取り去られた場合に出される可能性が
ある。金庫５２で保持される現金の量によっても例外報告が出される可能性がある。例え
ば、管理者が週末の三日間において、ある一定の量の現金が金庫５２に保持されないよう
に決定した場合には、その金額を超えた預金が金庫５２にあると管理者に通知する例外報
告が出される可能性がある。
【００３３】
　例外報告を出させるパラメータを定めることに加えて、例外報告が送信される方法およ
び場所もまた、事前に定めることができる。例外報告は、セールス管理者および／または
損失防止人事課に電子メール、テキスト・メッセージ、または、他の通信手段を経て送信
される可能性がある。
【００３４】
　ロック・キーパッド４４またはパーソナル・コンピュータ４６経由で、小売施設４０の
管理者は、パーソナル・コンピュータ４６に預金情報を入力することができる。小売施設
４０では、ＲＦＩＤトランシーバ４８が置かれる可能性がある。ＲＦＩＤトランシーバ４
８は、複数のＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃを読み取るように構成される可能性がある。それは
また、空白のＲＦＩＤタグ５０に書き込むように構成される可能性がある。本発明の開示
の特定の実施態様によれば、ＲＦＩＤトランシーバ４８は第一および第二のチャネルを有
し、そこで、第一のチャネルは空白のＲＦＩＤタグ５０に書き込むように構成され、第二
のチャネルはＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃを読み取るように構成される可能性がある。電子ロ
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ック５３は、Ａ／Ｃ電力を使用して作動し、ＲＦＩＤトランシーバ４８のための電源であ
ってもよい。
【００３５】
　金庫５２内部は、Ｘ／Ｙ金庫アンテナ５４であってもよい。金庫アンテナ５４は、複数
のＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃと通信するように構成され、またＲＦＩＤトランシーバ４８と
通信するように構成される可能性がある。金庫アンテナ５４は、同期している一連のアン
テナを含む可能性がある。スプリッタは、金庫５２において他のＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃ
から読み込まれているＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃの信号を分離するために使用される可能性
がある。
【００３６】
　ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃへの金庫アンテナ５４からの通信は、電波を通じて生じる。Ｒ
ＦＩＤトランシーバ４８は、金庫アンテナ５４を通じて１以上のＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃ
を作動させる無線信号を発するので、複数のＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃのいずれか一つにト
ランシーバは、データの読込み及び書込みを行うことができる。ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃ
は、能動的であっても、または、受動的で（すなわち内部電源装置がない）あってもよい
。したがって、受動的なＲＦＩＤタグ５６ａに入来する無線周波信号によって誘発される
微小な電流がＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃに、電源を入れて反応を伝達するのに十分な電力を
提供する可能性がある。
【００３７】
　本発明の開示の特定の実施態様において、システムは、高周波ＲＦＩＤタグ５０および
５６ａ‐ｃを利用する。ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃへ／から伝達される高周波電波は、ＲＦ
ＩＤの確実な預金確認システム３０に適している。システムは、金属で作成される金庫５
２のような高密度材料を貫通する能力を欠いている無線周波ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃが伝
達および／または受信するように設計される可能性がある。さらに、金庫アンテナ５４を
囲む鋼材は、ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃへ／から伝達される無線信号を読み取る金庫アンテ
ナ５４の能力を高めるために作用する可能性がある。高周波電波が金属で作成される金庫
５２を貫通することができないので、金庫アンテナ５４が金庫５２の外部からＲＦＩＤタ
グを不注意に読み取られるのを防ぐことができる。したがって、預金確認システム３０は
、金庫５２の外にあるＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃが読み込まれることにより、預金を受けた
と思わせることができないようにされる。
【００３８】
　金庫アンテナ５４は、金庫５２の空洞において更新されることができるように構成され
る可能性がある。金庫アンテナ５４の更新能力により、小売施設に位置する既存の金庫が
、ＲＦＩＤの確実な預金確認システム３０の金庫アンテナ５４で構成されるのを可能にす
ることができる。これにより、各々の小売施設の場所で金庫アンテナ５４を組み込む新規
な金庫を取り付ける必要性がなくなる。金庫アンテナ５４は、折り畳まれて開けられる材
料に埋め込まれるように設計される可能性がある。埋め込まれた金庫アンテナ５４および
金庫アンテナ５４を作動する電子部品は、既存の金庫の空洞に固定される可能性がある。
金庫アンテナ５４が埋め込まれる材料は、金庫５２の空洞に配置され、ラップトップ・コ
ンピュータを開けるように開けることができる。電源は、金庫アンテナ５４に連結され、
その電子部品はプラグアンドプレイタイプの取付けが可能になる。
【００３９】
　小売施設４０は、預金確認システム３０と関連した情報を記憶する追加的な電子装置を
収容する空間が限られている可能性がある。したがって、預金情報は、オフサイト・サー
バ７０に記憶される可能性がある。オフサイト・サーバ７０により、預金情報が小売施設
４０の情報技術（「ＩＴ」）ネットワークの外に記憶されることができる。プロトコルの
破損と考えられる理由から特定のソフトウェア・アプリケーションがそのファイアウォー
ルとクロスしないことが好ましいため、ＩＴネットワークの外に預金情報を記憶すること
は、重要である。
【００４０】
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　預金情報のオフサイトでの記憶はまた、システム３０の預金を確実に識別するために使
われる情報を記憶するため、記憶容量の増加を提供する可能性がある。この情報は、電子
ロック５３からの動作記録、ＲＦＩＤの確実な預金確認システム３０からの動作情報、お
よび／または、あらゆる複数のＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃからの識別情報である可能性があ
る。典型的な電子ロック５３のそれにおいて記憶容量を増加させることによって（４００
から４０００件に）、損失または不可解な消失を捜査する能力が高められる可能性がある
。例えば、記憶容量の増加により、従来の電子ロックと関連したメモリが上書きされた何
ヵ月または数年も後に、損失の発生の捜査が可能になる。
【００４１】
　加えて、オフサイト・サーバ７０により、複数の小売施設４０から（例えば一人の所有
者の複数のレストラン）の預金確認情報を一つのオフサイト・サーバ７０に記憶されるこ
とができる。オフサイト・サーバ７０は、小売施設４０を運営する企業と関連したセキュ
リティまたは損失防止部門７４と通信することが可能である。オフサイト・サーバ７０は
また、オフサイト・サーバ７０に記憶されたデータ７２の受信が許可された人によってア
クセス可能である。
【００４２】
　預金確認システム３０はまた、金融機関６０と関連しているサーバ６４がオフサイト・
サーバ７０と通信するのを可能にするように構成される可能性がある。また金融機関６０
において、装甲車サービス３２または他の適切な安全な運搬手段によって金融機関６０に
運ばれる一つまたは複数のＲＦＩＤトランスポンダ５６ａ‐ｃを読み取ることができるＲ
ＦＩＤトランシーバ６２が存在してもよい。この情報および他の情報は、金融機関６０オ
フサイト・サーバ７０および／または小売施設（複数）４０の間で通信することができる
。
【００４３】
　図２Ａおよび２Ｂは、ＲＦＩＤを用いて預金を確実に確認する方法を図示する。方法は
、販売時点管理での価格および受取ったドル量の情報が受信される手順１００から始まる
。販売時点管理は、レストランのカウンタでのレジスタまたはコンピュータであってもよ
い。レジスタの操作者は、注文されたアイテムを入力し、レジスタはそのアイテムの対応
する価格を記録することができる。この情報は、会計および確認の目的のため小売施設４
０で受取られた量を追跡するために使用される。レジスタの引き出しに保たれる現金より
少ない量の所定の期間（例えばシフト）の間にわたって受け取られた現金は、シフト終了
後に計上される量と等しいべきである。顧客との取引時に、ＰＯＳ情報は、記憶および／
または処理されるためにＰＯＳシステム４２からオフサイト・サーバ７０に送信される。
このＰＯＳ情報は、販売時間、その販売に付随する販売、販売のレジスタの識別、販売さ
れたアイテムの数およびタイプ、支払いタイプ、および、取引に関連があるあらゆる他の
情報を含む可能性がある。
【００４４】
　手順１０１で、この情報がオフサイト・サーバ７０により記憶および／または処理され
る。処理中、オフサイト・サーバ７０は、金銭的な販売全体、販売された各々のアイテム
の全体の数を符合させ、特定のアイテムの販売のタイミングおよび／または頻度を分析し
、各々のレジスタにあるべき現金の総量を算出し、特定の場所ですべてのレジスタの現金
全体を算出し、ＰＯＳ情報に基づいて他の有用な計算または分析を実行する。各々のレジ
スタに保持される現金を決定するため、オフサイト・サーバ７０は、各々のレジスタの初
期のレジに現金上がり高を加える可能性がある。ＰＯＳ情報はまた、小売業者施設のレジ
スタまたは他の場所で印刷され、防護袋５１において配置される。
【００４５】
　手順１０２で、金庫５２への預金および金庫５２からの引出し所定の時間が設定される
可能性がある。その所定の時間は、預金の所定の時間または引出しの所定の時間のどちら
かの間、金庫５２の内容に許可されている人のみが接近できるようにセキュリティを容易
にする。所定の時間は、パーソナル・コンピュータ４６によりロック・キーパッド４４と
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通信されてもよい。金庫５２の内容は、所定の時間の間のみ接近することができる。
【００４６】
　手順１０４で、預金情報は、ロック５３によって受信される。小売施設４０の管理者が
シフトを終えた後、彼はシフト終わりの預金を準備する可能性がある。ロック・キーパッ
ド４４またはパーソナル・コンピュータ４６を用いて、管理者は、彼の識別コードを入力
する。これにより、ロック・キーパッド４４またはパーソナル・コンピュータ４６は、管
理者が預金についての詳細な情報に入るのを可能にする。この情報は、管理者の名前、日
付、特定のシフト、シフト終わりの報告にある預金の量、および、通貨の券面種類の数を
含むが、これに限定されるものではない。通貨の券面種類の数は、各々の券面種類の紙幣
の数を含む可能性がある。この預金情報がロック・キーパッド４４またはパーソナル・コ
ンピュータ４６に入られるならば、情報は空白ＲＦＩＤタグ５０に書き込まれることがで
きる。キーパッド４４に加えてまたは代替物として、他の入力装置は、情報を受信する、
または、バイオメトリクス、スマートカード、近接型カード、指紋または他の入力装置を
含むアクセス権を確認するために使用される可能性がある。
【００４７】
　管理者または他の職員からの預金情報の受信に加えて、ロック５３は、ＰＯＳシステム
４２から受信されたＰＯＳ情報に基づいてサーバ７０から情報を受信する可能性がある。
このＰＯＳ情報は、各々のレジスタのための現金の予想総量および／またはレジスタの合
計を含む可能性がある。
【００４８】
　手順１０５で、預けられた現金の量と、各々のレジスタの現金の予想される総量および
／またはオフサイト・サーバ７０から受信したレジスタの総計との間で比較が作成される
。比較は、管理者、ロック５３、（預金情報がオフサイト・サーバ７０に提供されるとす
る場合）オフサイト・サーバ７０、または、あらゆる他の方法によって作成される可能性
がある。
【００４９】
　好ましくは、預けられた実際の現金の量は、オフサイト・サーバ７０から受信された予
想された量と正確に一致する。比較は、所定の量、預金の所定の割合、または、他のいく
つかの計算によって誤りの発生する余地を可能にする。比較が好ましくない場合（すなわ
ち、預金がＰＯＳ情報と一致しない、または、誤りの発生する所定の余地の範囲内でない
場合）、不一致の捜査が手順１０７で開始する。
【００５０】
　手順１０７で、管理者は、手元にある実際の現金とＰＯＳ情報との間の不一致を捜査す
る可能性がある。この捜査は、不一致の供給源を狭めるために個々の現金用引出しとオフ
サイト・サーバ７０により提供される各々の引出しの手元にある予想された現金との比較
を含む可能性がある。手順１０７で、管理者への不一致の通知の有無にかかわらず、例外
報告が生成され、小売業者の防止部門７４に送信される可能性がある。不一致の供給源が
発見されるにしてもされないにしても、預金情報は記録される。
【００５１】
　金融機関がいつでも手元にある現金の量を正確にモニタすることは、きわめて重要であ
る。加えて、金融機関は、利用可能な特定の現金の券面種類の量（例えば１ドル紙幣、５
ドル紙幣、１０ドル紙幣、２０ドル紙幣など）の精密なモニタを要求する。したがって、
本発明の特定の実施態様において、手順１０６で、券面種類の数または他の預金情報、お
よび特に通貨の券面種類の数が金融機関に伝達される可能性がある。これにより、金融機
関６０が、小売施設４０からの預金から受取る通貨の量および特定の券面種類をよりよく
予測するのを可能にする。
【００５２】
　預金情報は、手順１１０で透明な防護袋５１に組み込まれる空白ＲＦＩＤタグ５０に書
き込まれる可能性がある。透明な防護袋５１に組み込まれるＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃへの
預金情報の書込みにより、預金情報が金融機関６０へ実際の通貨とともに運ばれるのが可
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能になる。預金情報はまた、他の防護袋５１によって集められる場合、在庫アイテムとし
て特定の預金を識別するために役立つ。ＲＦＩＤタグを読み取ることができる装置は、そ
の関連する預金情報によって、特定の預金を識別することができる可能性がある。
【００５３】
　預金が金庫５２に配置されるために完全に準備された後、金庫５２のドアの開放は管理
者がキーパッド４４に適切なコードを入力した後で手順１１２において記録される。記録
されたこの預金情報は、電子ロック５３からの動作情報を含む可能性がある。これは、金
庫５２のドアが開けられた日付および時間、および、金庫が開いていた継続時間であって
もよい。手順１１４で、金庫５２のドアの開放と関連したこの情報は、オフサイト・サー
バ70に書き込まれる可能性がある。オフサイト・サーバ７０への送信は、ＤＳＬ、Ｔｌ、
または、ケーブル・データ・ラインであるデータ・ラインを用いて電子ロック５３と関連
するインターネット・ブロトコルによって達成される可能性がある。これは、標準の電気
通信網の構成要素によって、情報が自由に送受信されるのを可能にする。
【００５４】
　ＲＦＩＤタグを含む透明な防護袋５１が金庫の安全用空洞に配置される場合、手順１１
６で確認が行われる。手順１１６で、金庫５２のアンテナは、防護袋５１が金庫５２に配
置されたかを確認するため、セキュリティ袋５１上のまたは中のＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃ
を読む。何かの理由で、ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃの確実な読み取りが発生しない場合、管
理者は即時に警報出し、適切な当局に通知することができる。特定の預金が金庫５２に配
置された時間および日付を記録することによって、シフト終わりの報告とこの情報とを比
較することができる。シフト終わりの報告が提出された後、特定の一定の期間内に管理者
が金庫５２に預金を配置するのを説明可能にすることによって、管理者による預金の無許
可の「借用」は防げる可能性がある。
【００５５】
　手順１１８で、手順１１６で発生した確認の結果がオフサイト・サーバ７０に書き込ま
れる。確認手順の一部として、金融機関６０は、各々の金庫５２に預けられた現金をそれ
ぞれの小売業者（または他の指定された当事者）の預金口座に入金し、金融機関の貸付け
能力を増加させる可能性がある。金庫５２に預けられた現金を小売業者の預金口座に入金
することによって、小売施設４０に配置された各々の金庫５２への各々の預金で、金融機
関の全体の現金留保も増加する。その留保の必要条件を満たすために覆される現金を増加
させることによって、金融機関は、貸すことができる預金の全体の量を増加させる可能性
がある。したがって、貸付け能力を増加させるために現金の預金が金融機関６０で受容さ
れて記録されるまで待つよりもむしろ、金融機関は、瞬時にその貸付け能力を増加させ、
預金が各々の小売業者の金庫５２に入金されることができる。加えて、金融機関の全体の
預金が瞬時に増加し、預金は金庫５２に入金される。
【００５６】
　例えば、金融機関６０は留保必要条件の１０％および預金に１０，０００ドルを有する
。留保必要条件を満たすため、金融機関６０は、預金の残りの９，０００ドルを貸すのに
予備に（金庫/手元の現金、または、連邦準備金の預金）１，０００ドルを有しなければ
ならない。逆に１，０００ドル以下では、９，０００ドルのすべてまたは一部を貸す金融
機関の能力が制限されてしまう。金融機関６０が１０，０００ドルの預金の留保を有しな
いとすると、９，０００ドルを貸すことはできない。しかしながら、現金１，０００ドル
が小売業者の金庫５２に預けられ、小売業者の口座および金融機関の留保に入金された場
合、９，０００ドルは、それから貸される可能性がある。したがって、金庫５２の現金お
よび金融機関６０に移動中の現金は、金融機関の貸付け能力を増加させるために使用する
ことができる。加えて、金庫５２の現金はまた、金融機関の預金全体を増加させるために
使用することができる。現金留保として認められる現金は、例えば、小売業者がレジスタ
で顧客から現金を受け取る場合、金銭輸送機が金庫５２から現金を取り出す場合、例えば
受取り、記憶、輸送およびその他のように現金を扱う他の場合のような、他の時に発生す
る可能性がある。
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【００５７】
　手順１２０で、所定の時間内に金庫アンテナ５４によって透明な防護袋５１上のＲＦＩ
Ｄタグ５６ａ‐ｃが読み込まれたかどうかが決定される。防護袋５１上のＲＦＩＤタグ５
６ａ‐ｃが所定の時間内に金庫アンテナ５４によって読み込まれなかった場合、システム
は、手順１２２で、小売施設４０を運営する企業のセキュリティまたは損失防止部門に警
報を出す。これにより、適切な処置および捜査が直ちに行われるので、高い確率で損失を
回復することが可能になる。
【００５８】
　本発明の開示の特定の実施態様によれば、シフト終わりの後に発生した現金の預金の損
失を捜査する責任者はほぼすぐに、損失または予想される預金手順の例外（すなわち例外
報告）が通知される。したがって、失われた資金を回復し、損失の責任を負う個人を確実
に識別する機会がある一方で、処置を取ることができる。
【００５９】
　手順１２４で金庫５２の空洞において防護袋５１がおそらく安全である一方で、透明な
防護袋５１上のＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃは、所定の間隔で音を出す。金庫アンテナ５４が
ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃとの通信を試みる場合、音が発生する。ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃ
が金庫アンテナ５４による音に反応する場合、システムは、現金預金を含む防護袋５１（
ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃを有する）が金庫５２において安全なままであるかを確認する。
システムは、音を出しかつ各々のＲＦＩＤタグから反応を受けることによって、対応する
ＲＦＩＤタグを有する複数の防護袋５１が金庫５２にあるままであるかを確認することが
できる。
【００６０】
　手順１２６で、透明な防護袋５１と関連したＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃが金庫アンテナ５
４による音に反応したかが決定される。ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃが、そのＩＤで反応する
または別の方法で音に反応した場合、手順１２８で、その音の結果がオフサイト・サーバ
７０に書き込まれる。音に反応するＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃと関連した、防護袋５１に含
まれる現金の預金と関連した特定の識別情報とともに発生した音の結果は時間および日付
である。音の情報がオフサイト・サーバ７０に書き込まれた後、ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃ
は、所定の間隔で音を出すのを継続する。
【００６１】
　ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃが音に反応しない場合、手順１３０で、所定の時間の間に発生
した音に反応するのに失敗したＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃを含む透明な防護袋５１を移動す
るかどうか決定される。移動が所定の時間の間に発生しない場合、手順１２２で小売施設
４０を運営する企業と関連する、警備または損失防止部門に、現金の預金が許可されない
時間に取り去られたという警報が出される。オフサイト・サーバ７０での預金の移動に関
連する情報への個々のアクセスにより、ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃを含む袋５１の移動を発
生させる間隔を決定することができる。金庫５４による最後の成功した音に関連した、オ
フサイト・サーバ７０に記憶された情報を見ることによって、個人は、預金が認可なく金
庫５２から取られる一定の期間を決定することができる。さらに、個人は、金庫５２から
取り去られた預金の特定の量を識別するために情報にアクセスすることができる。
【００６２】
　防護袋５１の移動が所定の時間の間に発生した場合、手順１３２で、信号がオフサイト
・サーバ７０に送信され、金庫５２からの袋５１の許可された移動は、手順１３４で記録
される。金庫５２からの袋５１の許可された移動に関する情報は、手順１３６で、オフサ
イト・サーバ７０に書き込まれる。
【００６３】
　手順１３８で、現金の預金およびＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃを含む透明な防護袋５１は、
適切な金融機関６０に運ばれる。これは、現金または他の貴重品をさらなる処理のために
金融の施設６０へ運ぶため、装甲車サービス３２または適切な他の安全な運搬サービスに
よって達成される。手順１３８の一部として、装甲車サービス３２は、装甲車上のＲＦＩ
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Ｄリーダまたはアンテナ５４で袋５１をスキャンする可能性がある。金庫５２のために上
記されたように、袋５１が装甲車を離れるまたはその他の場合、装甲車内の音を出す工程
の一部として袋５１がトラックに入る時にスキャンが一度だけ発生する可能性がある。袋
５１が金庫５２から離れ、所定の時間内において装甲車上で検出されない場合、それぞれ
の失われた袋５１の適切な当事者（例えば警備サービス３２、損失防止７４または他の当
事者のように）に通知する例外報告が生成される可能性がある。
【００６４】
　手順１４０で、金融機関６０は、透明な防護袋５１に含まれる預金と関連したＲＦＩＤ
タグ５６ａ‐ｃを読み取る。ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃを読み取ることによって、金融機関
６０は、防護袋５１に含まれるべきである現金の量および特定の券面種類の情報へのアク
セスを有する。確認時に、出納係の識別、確認の時間、および他の情報が記録される。
【００６５】
 現金運送業者３２が袋５１を運ぶ場合、運送の間、ＲＦＩＤリーダが、袋５１の受領を
確認するために使用される。袋５１は、金融機関６０で一時的に金庫/金庫室５２におい
て配置され、それぞれの防護袋５１の現金の量が手順１４２において確認されるまで上記
のように音を出す可能性がある。袋５１はまた、小売管理者または他の許可された個人に
よって小売施設４０から金融機関６０に運ばれる可能性がある。金融機関６０が閉店した
後にこれが発生する場合、袋５１は、図３において示される夜間預金ボックス１４６に配
置される可能性がある。
【００６６】
　手順１４２で、ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃから読み取られる量は、防護袋５１に含まれた
金融機関６０によって受容された実際の量および券面種類に対してチェックされることが
できる。手順１４２は、金銭出納ステーションまたはウインドウでＲＦＤタグ５６ａ‐ｃ
をＲＦＩＤリーダでスキャンする金銭出納を含む可能性がある。スキャンする時に、金銭
出納ＩＤ、時間および確認についての他の関連する情報は、サーバ６４および／またはサ
ーバ７０によって記録される。
【００６７】
　手順１４４で、ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃから読み込まれた量と防護袋５１において受容
された量が一致するか決定される。これらの量が一致しない場合、システムは、手順１２
２で小売施設４０を運営する企業と関連した警備または損失防止部門７４に警報を出す。
量が一致する場合、システムは、その預金が予想通りに金融機関６０によって受容された
とオフサイト・サーバ７０に信号を送信する。
【００６８】
　本発明の開示の一実施態様によれば、オフサイト・サーバ７０の機能は、異なる事業体
により制御される少なくとも二つのサーバ間に分割される。この実施態様によれば、ＰＯ
Ｓ情報は小売業者の制御下でサーバにより受信され、例外報告は、例えば金庫５２または
電子ロック５３の供給者のような第三者のサービス・プロバイダの制御下でサーバにより
受信される。この配置の元で、小売業者のサーバは手順１０４で、ＰＯＳ預金情報をロッ
ク５３に提供する。第三者サービス・プロバイダは袋５１を追跡し、あらゆる例外を小売
業者の損失防止部門７４に通知する。この構成では、販売されたアイテム、販売された量
および販売のタイミングのような戦略的なＰＯＳ情報は小売業者の制御下にあるままであ
り、第三者は、実際の販売と預金とを比較するのに必要なＰＯＳ情報が提供されるだけで
ある。
【００６９】
　夜間預金ボックス１４６の追加的な詳細は、図３において示される。夜間預金ボックス
１４６は、安全な内側領域１５０とハウジング１４８とにヒンジ結合される外側ドア１５
２を定めるハウジング１４８を含む。ボックス１４６に袋５１を預けるため、預金者は、
図３の人体模型に示すように、外側ドア１５２を開け、ドア１５２に袋５１を配置する。
預金者がドア１５２を閉め、シェルフ５１は棚板１５６上のシュート１５４に滑り落ちる
。シェルフ１５６は、ＲＦＩＤアンテナ５４を含む。夜間預金ボックス１４６は、ドア・
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スイッチ、シェルフ１５６上の重量センサ、または、袋５１の預金を検出する他のセンサ
のようなセンサ（図示せず）を含む。新規な袋５１が検出される場合、アンテナ５４は袋
５１上ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃを読むために作動し、ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃ上に記憶さ
れた情報を記録する。袋５１が記録された後、モータ１５８はシェルフ１５６を回転させ
るので、袋５１は内側領域１５０へ落下し、図３において示される位置にシェルフ１５６
を戻す。後で、夜間預金ボックス１４６に置かれた袋５１を取り出すため、銀行従業員ま
たは許可された人が内側ドア１６０を開ける。ここで記述されるように、袋５１はそれか
ら銀行従業員によって確認される可能性がある。
【００７０】
　ここで記述されるシステムの用途に適切であるいくつかの別の実施態様の金庫は、図４
‐７において示される。図４において示される金庫１６２は、金庫５２に類似しているが
、金庫のドア１６６を開ける必要なく袋５１を預けることができるスロット１６４を含ん
でいる。袋５１のタグ５０は、金庫５２のために上記の通りに準備される。しかしながら
、袋５１が金庫１６２に配置されるのを許可するためにロック５３を解錠するよりむしろ
、スロット１６４は、袋５１が金庫１６２に落とされるのを許可するために開く。所定の
時間以後、スロット１６４は閉まる。１以上のアンテナ５４は、上記のように金庫１６２
において配置されるＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃが音を出すように金庫１６２において配置さ
れる。
【００７１】
　図５において示される金庫１６８は、区分される。金庫のドア１７０（人体模型におい
て示されて）が開いた場合、複数の区画１７２は、金庫１６８の内側で利用可能である。
預金するために、金庫５２のための手順は、袋５１上のＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃ上の情報
の記録に続き、金庫のドア１７０の開放が許可される。しかしながら、各々が預金される
場合、区画１７２は指定される、または、各々の袋５１に割り当てられる。指定は、ロッ
ク５３からの指示（視覚的、聴覚的、またはその他）を含むいくつかの方法で与えられる
可能性がある。各々の区画１７２は、各々のそれぞれの区画ドア１７４を制御する個々の
ロック（図示せず）を含む可能性がある。区画ロックが提供される場合、特定の区画１７
２の指定の指示は、それぞれの区画ドア１７４の解錠を含む可能性がある。区画ロックが
それぞれの区画ドア１７４の開放を許可した後、管理者は、指定された区画１７２にそれ
ぞれの警備袋５１を配置する。次に、それぞれの区画ドア１７４および金庫のドア１７０
は、閉じられる。各々の区画１７２は、それぞれの袋５１がそれらの指定された区画１７
２に置かれたかどうかを決定するため、上記に示された方法で各々の区画１７２で周期的
に音を出す金庫アンテナ５４を含む。指定されたＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃがもはや指定さ
れた区画１７２の中で検出されない場合、袋５１の移動が検出される。
【００７２】
　他の金庫１７６は、図６および７において示される。金庫１７６は、防護袋５１を受け
るために開けるスロット１６４に類似したスロット１７８を含む。金庫１７６は、複数の
区画１８２を含む回転する円柱状のカルーセル１８０を含む。金庫１６８に類似して、各
々の袋５１は、指定された袋５１を受けるために区画１８２が割り当てられる。袋５１を
受ける前またはその時に、モータ１８４は、カルーセル１８０を回転させて、指定された
区画１８２は、それぞれの袋５１を受けるためにスロット１７８に整列される。それぞれ
の袋５１を受けた後に、スロット１７８は閉まる。一実施態様によれば、各々の区画１８
２は、それぞれの袋５１のために音を出すアンテナ５４を含む。他の実施態様によると、
モータ１８４は、それぞれの袋５１に音を出すため、１以上のアンテナ５４を通過する各
々の区画１８２を回転させ、一方でそれぞれの袋５１を保持する区画１８２は、アンテナ
の近くに配置される。袋５１を取るために、ドア１６６は開けられ、各々の袋５１は区画
１８２の上部またはその他の部分から取り去られる。カルーセル１８０は、垂直または水
平軸の周りで回転する可能性がある。
【００７３】
　本発明の開示の一つの実施態様は、支店、リテールまたは他の銀行業務の環境において
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使用される。そのような環境において、システムは、上記の通りに小売施設４０よりも銀
行で使用される。現金を受取るために小売商品を販売するよりはむしろ、銀行出納係また
は個人が、典型的に現金、小切手および他の預金を受取り、小切手その他を現金化する結
果として、銀行顧客の口座に現金を入金する可能性がある。金銭出納係、管理者、または
、他の許可された人は、上記の通りに小売施設４０の防護袋５１に現金、小切手、または
、他の預金を配置する。各々の防護袋５１は銀行内の金庫/金庫室５２において配置され
、預金は上記の通りに確認される。金庫/金庫室 ５２に配置される前に、現金、小切手な
どの量は金銭出納ステーションでの預金引出しおよび預金が確認され、ＲＦＩＤタグ５６
ａ‐ｃ上へ書き込まれる。金銭運送業者３２または他のサービスは、小売施設４０から銀
行または他の金融機関へ運ばれる防護袋５１に類似した方法で防護袋５１を中央銀行へ運
ぶ。
【００７４】
　防護袋５１に加えて、ＲＦＩＤタグ５０は、ＡＴＭカセット、ＯＭＡＬ現金システムに
よって提供されるキャッシュ・カセット、キャニスタおよび他のコンテナを含む他のコン
テナによって使われる可能性がある。ＡＴＭカセットと共に使われる場合、ＲＦＩＤタグ
５６ａ‐ｃは、カセットのＩＤ、ＡＴＭ ＩＤ、カセットがＡＴＭにおいて配置される前
にカセットに保持された現金の数および券面種類、カセットを搭載した従業員のＩＤ、カ
セットに搭載された現金全部の金額、カセットがＡＴＭから取り去られた後にカセットに
保持された現金の数および券面種類、ＡＴＭ（＊訳注２）の場所および／またはＩＤ、カ
セットをＡＴＭに取り付けた従業員のＩＤ、および、カセットまたはＡＴＭに関する他の
情報が提供される可能性がある。ＡＴＭ金銭輸送業者がＡＴＭからＡＴＭカセットをピッ
クアップする場合、情報のためのＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃがスキャンされる可能性がある
。この情報で、中央の金銭輸送ステーションのサーバは、どれだけの紙幣の量および券面
種類がステーションに持ち込まれるかを決定することができる。中央ステーションで、カ
セットにおいて保持される現金の量は確認され、新規なＡＴＭカセットに再配布されるこ
とができる。
【００７５】
　ここで記述されるシステムはまた、例えば、ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃへの偽造情報の記
録による偽札検出、金庫５２への接近に関する事件を画像で示すように記録するデジタル
・カメラ、および、袋５１のＧＰＳ追跡のような追加的な特徴を備える可能性がある。
【００７６】
　ここで記述されるシステムはまた、紙幣確認システムと共に使うことができる。紙幣確
認の間、現金は、管理者または他の許可された人によってレジスタから取り去られ、紙幣
確認システムに配置される。紙幣確認システムは、紙幣確認カセット上のＲＦＩＤタグ５
６ａ‐ｃに確認の結果を書き込む。紙幣確認カセットは金庫５２に置かれ、および／また
は、上記のように金銭輸送サービス３２によってピックアップされる。
【００７７】
　現金の追跡に加えて、記述されたシステムはまた、他の貴重品、キー、ツール、美術品
、拳銃、宝石の原石、犯行現場または他の証拠、ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃの付いた封筒に
保持された慎重に扱うべき書類、薬剤ボトルおよび他のアイテムのようなアイテムを追跡
するために使用される可能性がある。例えば、その書類が適当なアクセス権なしで金庫の
事務用キャビネットから取り去られた場合、システムは事務用キャビネット内のＲＦＩＤ
タグ５６ａ‐ｃのために音を出し、書類が紛失したまたは時間通りに返されない場合に例
外報告を送信する。ＲＦＩＤタグ５６ａ‐ｃを有する薬剤ボトルが追跡され、ボトルが不
適切な人員によって取り去られた、または、正しい薬物の代わりに誤って取り去られた場
合、例外報告が生成される。一つの用途において、現金紙幣または他のアイテムそれ自身
がＲＦＩＤタグを備え、袋５１に類似した方法で追跡される。
【００７８】
　この明細書において記述された情報を追跡する他の方法は、防護袋５１におけるバー・
コードの使用を含む。追加的なセキュリティとして、防護袋５１に取り付けられたバー・
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コードの使用を試みることは有用である一方、故意的な行為がバー・コードを読み取るた
めに必要とされるので問題を含む可能性がある。管理者または装甲車での運搬者が預金の
消失に対して責任を負う場合、バー・コード・システムは、預金の読み取りを捕らえるの
に必要な手順が取られてだまされる可能性があり、現金が単純に金庫５２に預けられない
ことになる。
【００７９】
　ここで特に明記しない限り、図は比例している。本発明が好ましい実施形態に関して詳
述されたけれども、変形および変更は、本発明の範囲および趣旨の範囲内で存在する。
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