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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現金の入金又は出金を受付ける現金取扱部と、
　前記現金取扱部に残留している現金を検知するセンサと、
　取引をする操作者に係る識別子の入力を受付ける識別子入力部と、
　前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出金を伴う取引処理を実行するものであって、
前記識別子入力部で受付けた識別子を用いて、前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出
金を伴う第１の取引処理を実行した後、前記現金取扱部に現金が残留していた場合には、
前記識別子入力部で受付けた識別子に基づく内容の仮識別子を作成し、作成した仮識別子
を用いて前記現金取扱部に残留していた現金を入金する第２の取引処理を実行する取引処
理部とを有し、
　前記取引処理部は、前記識別子入力部で受付けた識別子の先頭又は末尾に所定の記号を
追加することで、仮識別子を作成する
　ことを特徴とする現金処理装置。
【請求項２】
　現金の入金又は出金を受付ける現金取扱部と、
　前記現金取扱部に残留している現金を検知するセンサと、
　取引をする操作者に係る識別子の入力を受付ける識別子入力部と、
　前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出金を伴う取引処理を実行するものであって、
前記識別子入力部で受付けた識別子を用いて、前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出
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金を伴う第１の取引処理を実行した後、前記現金取扱部に現金が残留していた場合には、
前記識別子入力部で受付けた識別子に基づく内容の仮識別子を作成し、作成した仮識別子
を用いて前記現金取扱部に残留していた現金を入金する第２の取引処理を実行する取引処
理部とを有し、
　前記取引処理部は、前記識別子入力部で受付けた識別子の一部の文字を所定の記号に置
き換えることで、仮識別子を作成する
　ことを特徴とする現金処理装置。
【請求項３】
　現金の入金又は出金を受付ける現金取扱部と、
　前記現金取扱部に残留している現金を検知するセンサと、
　取引をする操作者に係る識別子の入力を受付ける識別子入力部と、
　前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出金を伴う取引処理を実行するものであって、
前記識別子入力部で受付けた識別子を用いて、前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出
金を伴う第１の取引処理を実行した後、前記現金取扱部に現金が残留していた場合には、
前記識別子入力部で受付けた識別子に基づく内容の仮識別子を作成し、作成した仮識別子
を用いて前記現金取扱部に残留していた現金を入金する第２の取引処理を実行する取引処
理部と、
　取引の内容を表示する表示手段とを有し、
　前記取引処理部は、前記第１の取引処理を行う際には、前記第１の取引処理の取引内容
を表示させ、前記第２の取引処理を行う際には、前記第２の取引処理の取引内容を表示さ
せずに取引処理を終了する
　ことを特徴とする現金処理装置。
【請求項４】
　現金の入金又は出金を受付ける現金取扱部と、
　前記現金取扱部に残留している現金を検知するセンサと、
　取引をする操作者に係る識別子の入力を受付ける識別子入力部と、
　前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出金を伴う取引処理を実行するものであって、
前記識別子入力部で受付けた識別子を用いて、前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出
金を伴う第１の取引処理を実行した後、前記現金取扱部に現金が残留していた場合には、
前記識別子入力部で受付けた識別子に基づく内容の仮識別子を作成し、作成した仮識別子
を用いて前記現金取扱部に残留していた現金を入金する第２の取引処理を実行する取引処
理部と、
　取引の内容を印字したレシートを発行する印字部とを有し、
　前記取引処理部は、前記第１の取引処理を行う際には、前記印字部に取引内容を印字し
たレシートを発行させ、前記第２の取引処理を行う際には、前記印字部に取引内容を印字
したレシートを発行させずに取引処理を終了する
　ことを特徴とする現金処理装置。
【請求項５】
　現金の入金又は出金を受付ける現金取扱部と、
　前記現金取扱部に残留している現金を検知するセンサと、
　取引をする操作者に係る識別子の入力を受付ける識別子入力部と、
　前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出金を伴う取引処理を実行するものであって、
前記識別子入力部で受付けた識別子を用いて、前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出
金を伴う第１の取引処理を実行した後、前記現金取扱部に現金が残留していた場合には、
前記識別子入力部で受付けた識別子に基づく内容の仮識別子を作成し、作成した仮識別子
を用いて前記現金取扱部に残留していた現金を入金する第２の取引処理を実行する取引処
理部と、
　取引の内容を印字したレシートを発行する印字部とを有し、
　前記取引処理部は、前記第１の取引処理を行う際には、前記印字部に取引内容を印字し
たレシートを発行させ、前記第２の取引処理を行う際にも、前記印字部に取引内容を印字
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したレシートを発行させる
　ことを特徴とする現金処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、現金処理装置に関し、例えば、金融機関、運輸機関（例えば、代金引換等
の現金の取り扱いを伴う運輸業の事務所）、小売店等で現金の管理及び入出金を行う装置
に適用し得る。
【背景技術】
【０００２】
　現在、金融機関、運輸機関、小売店等において、現金の入金や出金を行う装置として現
金処理装置（現金管理機、現金入出金機）が導入されている。従来の現金処理装置として
は、例えば、特許文献１に記載された装置がある。
【０００３】
　特許文献１に記載された装置では、投入部（投入口）投入された現金について、一定時
間経過しても現金が放置されて取り出されない場合、投入部（投入口）のシャッターを一
旦閉じ、ＩＤカードと暗証番号を用いて本人確認を行ってから、現金および、操作情報を
印字したジャーナルを払い出すことにより、現金紛失等の事故発生を防止する。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載された装置では、本人確認をすべき取引を行なった操
作者が装置から離れてしまうと、別の操作者では本人確認出来ない為、装置から取り出さ
れるべき現金を取り出すことが出来ない。この場合、特許文献１に記載された装置では、
継続取引が出来なくなり、次に取引希望者が来ても取引出来なくなってしまうという問題
点があった。
【０００５】
　特許文献１における上述のような問題点に鑑み、従来、特許文献２に記載された装置が
存在する。特許文献２に記載された装置では、支払い口に取り忘れられた現金を一定時間
後に取り込み、次の取引希望者と継続して取引を行なう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１１５０６９号公報
【特許文献２】特開２０１２－１４５３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献２に記載の装置では、支払い口に取り忘れられた現金を一定時
間後に取り込み、次の取引希望者と継続して取引を行なえるが、装置内で取り忘れと判断
された現金は、売上金としても装置内有高としてもカウントされない。そのため、特許文
献２に記載の装置では、取り忘れされた現金について取り込んでも、リサイクル（出金す
る現金として還流）させることが出来ずに、蓄積されるのみとなる。すなわち、特許文献
２に記載の装置では、取り忘れされた現金について取り込んでも、その現金は結果的にい
わゆる「死に金」として扱われ、装置内の現金の有効活用の面からも非常に憂慮すべき扱
いとなってしまう。また、特許文献２に記載された装置でも、収納した現金が装置から離
れた場所に回収されてしまうと、取り忘れた現金の引渡しを希望する操作者が戻ってきた
場合でも、速やかに取り忘れた現金を引き渡せないという問題もあった。
【０００８】
　以上のような問題に鑑みて、取引終了後に取り忘れられた現金の管理を容易とすること
ができる現金処理装置が望まれている。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明の現金処理装置は、（１）現金の入金又は出金を受付ける現金取扱部と、（２）
前記現金取扱部に残留している現金を検知するセンサと、（３）取引をする操作者に係る
識別子の入力を受付ける識別子入力部と、（４）前記現金取扱部を用いた現金の入金又は
出金を伴う取引処理を実行するものであって、前記識別子入力部で受付けた識別子を用い
て、前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出金を伴う第１の取引処理を実行した後、前
記現金取扱部に現金が残留していた場合には、前記識別子入力部で受付けた識別子に基づ
く内容の仮識別子を作成し、作成した仮識別子を用いて前記現金取扱部に残留していた現
金を入金する第２の取引処理を実行する取引処理部とを有し、（５）前記取引処理部は、
前記識別子入力部で受付けた識別子の先頭又は末尾に所定の記号を追加することで、仮識
別子を作成することを特徴とする。
　第２の本発明の現金処理装置は、（１）現金の入金又は出金を受付ける現金取扱部と、
（２）前記現金取扱部に残留している現金を検知するセンサと、（３）取引をする操作者
に係る識別子の入力を受付ける識別子入力部と、（４）前記現金取扱部を用いた現金の入
金又は出金を伴う取引処理を実行するものであって、前記識別子入力部で受付けた識別子
を用いて、前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出金を伴う第１の取引処理を実行した
後、前記現金取扱部に現金が残留していた場合には、前記識別子入力部で受付けた識別子
に基づく内容の仮識別子を作成し、作成した仮識別子を用いて前記現金取扱部に残留して
いた現金を入金する第２の取引処理を実行する取引処理部とを有し、（５）前記取引処理
部は、前記識別子入力部で受付けた識別子の一部の文字を所定の記号に置き換えることで
、仮識別子を作成することを特徴とする現金処理装置。
　第３の本発明の現金処理装置は、（１）現金の入金又は出金を受付ける現金取扱部と、
（２）前記現金取扱部に残留している現金を検知するセンサと（３）、取引をする操作者
に係る識別子の入力を受付ける識別子入力部と、（４）前記現金取扱部を用いた現金の入
金又は出金を伴う取引処理を実行するものであって、前記識別子入力部で受付けた識別子
を用いて、前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出金を伴う第１の取引処理を実行した
後、前記現金取扱部に現金が残留していた場合には、前記識別子入力部で受付けた識別子
に基づく内容の仮識別子を作成し、作成した仮識別子を用いて前記現金取扱部に残留して
いた現金を入金する第２の取引処理を実行する取引処理部と、（５）取引の内容を表示す
る表示手段とを有し、（６）前記取引処理部は、前記第１の取引処理を行う際には、前記
第１の取引処理の取引内容を表示させ、前記第２の取引処理を行う際には、前記第２の取
引処理の取引内容を表示させずに取引処理を終了することを特徴とする現金処理装置。
　第４の本発明の現金処理装置は、（１）現金の入金又は出金を受付ける現金取扱部と、
（２）前記現金取扱部に残留している現金を検知するセンサと、（３）取引をする操作者
に係る識別子の入力を受付ける識別子入力部と、（４）前記現金取扱部を用いた現金の入
金又は出金を伴う取引処理を実行するものであって、前記識別子入力部で受付けた識別子
を用いて、前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出金を伴う第１の取引処理を実行した
後、前記現金取扱部に現金が残留していた場合には、前記識別子入力部で受付けた識別子
に基づく内容の仮識別子を作成し、作成した仮識別子を用いて前記現金取扱部に残留して
いた現金を入金する第２の取引処理を実行する取引処理部と、（５）取引の内容を印字し
たレシートを発行する印字部とを有し、（６）前記取引処理部は、前記第１の取引処理を
行う際には、前記印字部に取引内容を印字したレシートを発行させ、前記第２の取引処理
を行う際には、前記印字部に取引内容を印字したレシートを発行させずに取引処理を終了
することを特徴とする現金処理装置。
　第５の本発明の現金処理装置は、（１）現金の入金又は出金を受付ける現金取扱部と、
（２）前記現金取扱部に残留している現金を検知するセンサと、（３）取引をする操作者
に係る識別子の入力を受付ける識別子入力部と、（４）前記現金取扱部を用いた現金の入
金又は出金を伴う取引処理を実行するものであって、前記識別子入力部で受付けた識別子
を用いて、前記現金取扱部を用いた現金の入金又は出金を伴う第１の取引処理を実行した
後、前記現金取扱部に現金が残留していた場合には、前記識別子入力部で受付けた識別子
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に基づく内容の仮識別子を作成し、作成した仮識別子を用いて前記現金取扱部に残留して
いた現金を入金する第２の取引処理を実行する取引処理部と、（５）取引の内容を印字し
たレシートを発行する印字部とを有し、（６）前記取引処理部は、前記第１の取引処理を
行う際には、前記印字部に取引内容を印字したレシートを発行させ、前記第２の取引処理
を行う際にも、前記印字部に取引内容を印字したレシートを発行させることを特徴とする
現金処理装置。
 
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、現金処理装置内に取り忘れた現金の管理を容易とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態に係る現金処理装置の機能的構成について示したブロック図であ
る。
【図２】第１の実施形態に係る現金処理装置の外観を示す斜視図である。
【図３】第１の実施形態に係る現金処理装置を構成する硬貨処理部の内部構成の例につい
て示したブロック図である。
【図４】第１の実施形態に係る現金処理装置で保持される取引履歴記録データの構成例に
ついて示した説明図である。
【図５】第１の実施形態に係る現金処理装置の動作について示したフローチャート（その
１）である。
【図６】第１の実施形態に係る現金処理装置の動作について示したフローチャート（その
２）である。
【図７】第１の実施形態に係る現金処理装置で表示される残留硬貨取出誘導画面の例につ
いて示した説明図である。
【図８】第２の実施形態に係る現金処理装置の動作について示したフローチャートである
。
【図９】第２の実施形態に係る現金処理装置で発行される取引レシートの印字例について
示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（Ａ）第１の実施形態
　以下、本発明による現金処理装置の第１の実施形態を、図面を参照しながら詳述する。
【００１３】
　（Ａ－１）第１の実施形態の構成
　図１は、第１の実施形態の現金処理装置の機能的構成について示したブロック図である
。また、図２は、現金処理装置１の外観を示す斜視図である。
【００１４】
　なお、図１、図２に示した現金処理装置１の構成や外観は一例であり、一部の構成要素
を省略したり、追加したり、或いは、変更したりしてもよい。現金処理装置１は、例えば
、金融機関、運輸機関、小売店等で現金の管理及び入出金を行うものである。
【００１５】
　現金処理装置１は、例えば、オペレータ（操作者）と現金の入金を伴う入金取引や、現
金の出金を伴う出金取引等を行う装置である。なお、現金処理装置１が対応する取引処理
については上述のものに限定されず他の取引に対応するようにしてもよい。また、現金処
理装置１が対応する取引は入金取引だけであってもよい。
【００１６】
　現金処理装置１は、図１に示すように、制御部１０、データ記憶部１１、紙幣処理部１
２、硬貨処理部１３、操作表示部１４、印字部１５、及びカード処理部１６を有している
。
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【００１７】
　制御部１０は、現金処理装置１の各部の動作を制御する機能を担っているものである。
また、データ記憶部１１は、制御部１０が情報処理を行うために必要な各種情報等を格納
するデータ記憶手段であり、例えば、各種メモリ等により構成することができる。
【００１８】
　制御部１０は、例えば、プロセッサ等を含むプログラムの実施構成（コンピュータ）に
実施形態の制御プログラム（図１に示す制御部１０内部の各構成要素に係るプログラムを
含む）等をインストールすることにより実現することができる。上述のプログラムは、例
えば、データ記憶部１１に記憶しておき、現金処理装置１が起動したときに、制御部１０
が読み込んで実行するようにしても良い。
【００１９】
　また、データ記憶部１１には、現金処理装置１での取引履歴（各取引の内容）の情報を
含む取引履歴記録データ１１１が記録されている。この実施形態の現金処理装置１では、
データ記憶部１１（取引履歴記録データ１１１）が取引履歴情報記録手段として機能する
。
【００２０】
　操作表示部１４は、オペレータ（操作者）に情報を出力したり、オペレータからの操作
入力を受け付けるためのデバイス（ユーザインタフェース）である。この実施形態の例で
は、操作表示部１４は、タッチパネルディスプレイ１４１を用いて構成されているものと
して説明するが、操作表示部１４の具体的構成については限定されないものである。例え
ば、操作表示部１４は、ハードキーとディスプレイを用いて構成するようにしてもよい。
以上のように、現金処理装置１では、操作表示部１４が取引の内容を表示する表示部、及
びオペレータからの操作を受付ける操作部として機能する。なお、操作表示部１４は、タ
ッチパネルディスプレイ１４１に加えて、オペレータからの操作を受け付けるためのハー
ドキー（例えば、キーボードやピンパッド等）をさらに備えるようにしてもよい。
【００２１】
　カード処理部１６は、オペレータが所持するカードに記録された情報を読取るものであ
る。カード処理部１６が対応するカードのデータ記録方式については限定されないもので
あるが、例えば、磁気ストライプ（磁気データが記録されたデータ記録媒体）が付けられ
たカードや、データが符号化された画像（例えば、バーコードや二次元コード等の画像）
が表面に印刷されたカードや、非接触ＩＣカード（例えば、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）等の無線タグが付けられたカード）等を適用す
ることができる。この実施形態のカード処理部１６は、カードのデータを読み取るための
デバイスとして、非接触ＩＣカードのデータを読取るためのカードリーダ１６１を有して
いるものとする。カードリーダ１６１は、非接触ＩＣカードがかざされると、当該非接触
ＩＣカードと無線通信してデータの読取を行う。
【００２２】
　紙幣処理部１２は、制御部１０の制御に応じて、顧客から入金された紙幣を収納する機
能と、収納されている紙幣を顧客に出金する機能を担っている。紙幣処理部１２には、オ
ペレータからの紙幣投入受付及びオペレータへの紙幣の出金・返却等を行うための紙幣入
出金口１２１が設けられている。
【００２３】
　硬貨処理部１３は、制御部１０の制御に応じて、顧客から入金された硬貨を収納する機
能と、収納されている硬貨を顧客に出金する機能を担っている。
【００２４】
　印字部１５は、制御部１０の制御に応じて、当該現金処理装置１で行われた取引結果に
ついて印刷用紙に印字したレシートの排出を行うものである。
【００２５】
　次に、硬貨処理部１３の詳細構成の例について図２、図３を用いて説明する。
【００２６】
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　図２、図３に示すように、硬貨処理部１３は、硬貨投入部１３１、硬貨搬送手段１３２
、硬貨認識部１３３、硬貨一時保留部１３４、硬貨収納部１３５、硬貨出金部１３６、硬
貨リジェクト口１３７、及び硬貨返却部１３８を有している。
【００２７】
　硬貨投入部１３１は、オペレータからの硬貨の一括投入を受け入れ、一括投入された硬
貨を保留する機能を担っている。硬貨投入部１３１は、硬貨の一括投入を受けられるよう
に上面に開口部１３１ａが設けられている。硬貨投入部１３１では、内部に投入された硬
貨を硬貨搬送手段１３２に繰り出すことが可能な構成となっている。また、硬貨投入部１
３１には、内部に残留している硬貨を検知するためのセンサ１３１ｂが設けられている。
センサ１３１ｂの具体的な検知方式は限定されないものであり、種々の硬貨を検知可能な
センサ（例えば、センサ光を用いて光学的に硬貨の有無を検知するセンサ等）を適用する
ことができる。
【００２８】
　硬貨搬送手段１３２は、硬貨処理部１３内で硬貨を搬送する機能を担っている。
【００２９】
　硬貨認識部１３３は、入金又は出金する硬貨を認識（例えば、金種等の認識）する機能
を担っている。
【００３０】
　硬貨一時保留部１３４は、硬貨認識部１３３により認識された硬貨（入金又は出金する
硬貨）を一時的に保留する機能を担っている。硬貨処理部１３では、入金又は出金する硬
貨を硬貨認識部１３３により認識した後に、硬貨一時保留部１３４に保留することで、入
金又は出金する硬貨を計数する。
【００３１】
　硬貨収納部１３５は、入金された硬貨の収納、及び出金する硬貨の収納を行う機能を担
っている。硬貨収納部１３５は、金種ごとにことなるスペースに硬貨を収納することがで
きるものとする。
【００３２】
　硬貨出金部１３６は、出金取引に伴い、硬貨収納部１３５から出金（排出）された硬貨
を一括して保留する機能を担っている。硬貨出金部１３６は、側面に開口部１３６ａが設
けられており、オペレータにより内部の硬貨が取り出し可能な構成となっている。
【００３３】
　硬貨リジェクト口１３７は、硬貨認識部１３３でリジェクトと認識されて排出された物
（例えば、金種が認識できない硬貨や取り扱いできない金種の硬貨等）を一括して保留す
る機能を担っている。硬貨リジェクト口１３７には、側面に開口部１３７ａが設けられて
おり、オペレータにより内部の物が取り出し可能な構成となっている。
【００３４】
　硬貨返却部１３８は、返却するために排出された硬貨（例えば、硬貨投入部１３１され
たが、最終的に収納（入金）されなかった硬貨）を一括して保留する機能を担っている。
硬貨返却部１３８には、側面に開口部１３８ａが設けられており、オペレータにより内部
の硬貨が取り出し可能な構成となっている。
【００３５】
　次に、制御部１０が行う具体的な制御処理について説明する。
【００３６】
　制御部１０は、オペレータの操作に応じて取引処理（現金処理装置１の各部の制御処理
）を行う取引処理部１０１を有している。
【００３７】
　取引処理部１０１は、操作表示部１４に対するオペレータ操作に応じてオペレータと取
引を開始し、現金の入金処理（紙幣処理部１２や硬貨処理部１３で現金の投入を受付けて
収納する処理）や、現金の出金処理（紙幣処理部１２や硬貨処理部１３で収納している現
金を排出する処理）を行う。
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【００３８】
　取引処理部１０１は、取引に際して、オペレータに対して、オペレータを識別（認証）
するためのＩＤ等の入力を要求し、入力された情報に基づいて取引を行うオペレータを識
別（認証）する。取引処理部１０１がオペレータからＩＤの入力を受付ける方法について
は限定されないものである。現金処理装置１は、例えば、カード処理部１６を用いてオペ
レータが所持するカード（ＩＤが記録されたカード）の読取を受け付けるようにしてもよ
いし、操作表示部１４を用いてオペレータからＩＤの操作入力（手入力）を受け付けるよ
うにしてもよい。これにより、取引処理部１０１は、取引に際してオペレータの識別や認
証を行うことが可能となる。以上のように、現金処理装置１では、操作表示部１４（タッ
チパネルディスプレイ１４１）やカード処理部１６（カードリーダ１６１）によりＩＤ（
オペレータに係る識別子）の入力を受付ける識別子入力部が実現されている。
【００３９】
　また、取引処理部１０１は、印字部１５を制御して、実行した取引内容等を印字した取
引レシートを発行する処理を行う。
【００４０】
　さらに、取引処理部１０１は、取引に際して取引内容をデータ記憶部１１の取引履歴記
録データ１１１に記録（追加）する処理を行う。取引履歴記録データ１１１のデータ構成
については限定されないものであるが、例えば、図４に示すように、取引時刻、取引種別
（取引の種類）、ＩＤ（取引に係るオペレータを示すＩＤ）、及び金額の項目を含む構成
としてもよい。
【００４１】
　さらにまた、取引処理部１０１は、取引終了後に、装置内にオペレータが取り忘れた現
金が残留している場合には、その残留している現金を取りこんで入金（収納）する入金取
引を行うものとする。
【００４２】
　この実施形態の例では、取引処理部１０１は、入金取引終了後に、硬貨処理部１３の硬
貨投入部１３１に硬貨が残留している場合（センサ１３１ｂで硬貨が検知される場合）に
、当該硬貨を内部に取り込んで収納（硬貨収納部１３５に収納）して、当該硬貨の入金取
引を実行する。このとき、取引処理部１０１は、直前に行われた入金取引で用いられたＩ
Ｄに基づいた仮のＩＤ（以下、「仮ＩＤ」と呼ぶ）を作成し、当該仮ＩＤを用いて、残留
していた硬貨の入金取引を実行する。
【００４３】
　この実施形態では、取引処理部１０１は、直前に行われた入金取引で用いられたＩＤ（
以下、「通常ＩＤ」とも呼ぶ）の先頭又は末尾に、仮ＩＤであることを示す記号（文字）
として「Ｚ」を付加したＩＤを仮ＩＤとして作成する。例えば、取引処理部１０１は、直
前に行われた入金取引で用いられた通常ＩＤが「２２２２２２」であった場合には、当該
通常ＩＤの先頭に「Ｚ」を付加して「Ｚ２２２２２２」を仮ＩＤとして作成する。仮ＩＤ
であることを示す記号は、通常ＩＤでは用いられないものである必要がある。また、仮Ｉ
Ｄであることを示す記号は複数桁であってもよい。
【００４４】
　また、取引処理部１０１は、通常ＩＤの一部の桁を仮ＩＤであることを示す記号に置き
換えることで仮ＩＤを作成するようにしてもよい。例えば、取引処理部１０１において、
ＩＤ（通常ＩＤ及び仮ＩＤ）として適用可能な桁数が８桁で、通常ＩＤとして既に８桁を
適用している場合には、上述のようにさらに仮ＩＤであることを示す記号を追加すること
はできないため、通常ＩＤの一部を仮ＩＤであることを示す記号に置き換えることで仮Ｉ
Ｄを作成するようにしてもよい。例えば、取引処理部１０１は、直前に行われた入金取引
で用いられた通常ＩＤが「０２２２２２２２」であった場合には、当該通常ＩＤの先頭を
「Ｚ」に置き換えて「Ｚ２２２２２２２」を仮ＩＤとして作成するようにしてもよい。
【００４５】
　（Ａ－２）第１の実施形態の動作



(9) JP 6631211 B2 2020.1.15

10

20

30

40

50

　次に、以上のような構成を有する第１の実施形態の現金処理装置１の動作を説明する。
【００４６】
　図５、図６は、第１の実施形態に係る現金処理装置１で入金取引が行われた場合の動作
について示したフローチャートである。
【００４７】
　まず、オペレータの操作表示部１４に対する操作入力により、入金取引が選択（例えば
、取引選択のメニュー画面より選択）されたものとする。そして、現金処理装置１では、
オペレータからのＩＤ入力（カード処理部１６を用いたカード読取、又は操作表示部１４
を用いた入力受付によるＩＤ入力）を受け付ける。そして、現金処理装置１では、オペレ
ータより現金（紙幣／硬貨）が投入されたものとする（Ｓ１０１）。このとき、硬貨は、
硬貨処理部１３の硬貨投入部１３１に投入される。また、このとき、紙幣は、紙幣処理部
１２の紙幣入出金口１２１に投入される。
【００４８】
　次に、取引処理部１０１は、今回の入金取引で用いるＩＤが仮ＩＤ（先頭に「Ｚ」が追
加されたＩＤ）であるか、通常ＩＤであるかを確認する（Ｓ１０２）。取引処理部１０１
は、今回の入金取引で用いるＩＤが仮ＩＤ（先頭に「Ｚ」が追加されたＩＤ）である場合
には、後述するステップＳ１１４から動作し、今回の入金取引で用いるＩＤが通常ＩＤで
ある場合には後述するステップＳ１０３から動作する。
【００４９】
　今回の入金取引に用いるＩＤが通常ＩＤであった場合、取引処理部１０１は、紙幣処理
部１２及び硬貨収納部１３５を制御して、投入された現金（紙幣／硬貨）の判別・計数を
実行させる。そして、取引処理部１０１は、現金の計数処理の後、操作表示部１４に、計
数結果（例えば、計数した現金の金種ごとの数及び合計額等）を表示させ（Ｓ１０３）、
オペレータからの確認を受け付ける（Ｓ１０４）。取引処理部１０１は、例えば、操作表
示部１４に表示した所定のキー（ソフトキー）の押下により計数結果(入金金額)の確定又
は取引の中止を受け付けるようにしてもよい。取引処理部１０１は、ステップＳ１０４で
、計数結果（入金金額）の確定を受け付けた場合後述するステップＳ１０５から動作し、
取引中止を受け付けた場合は後述するステップＳ１０９から動作する。
【００５０】
　上述のステップＳ１０４で取引中止を受け付けた場合、取引処理部１０１は、投入され
た現金（紙幣／硬貨）をオペレータに返却して（Ｓ１０９）、今回の取引処理を終了する
。このとき、紙幣処理部１２は、投入された紙幣を紙幣入出金口１２１に排出する。また
、硬貨処理部１３は、投入された硬貨を硬貨返却部１３８に排出する。
【００５１】
　一方、上述のステップＳ１０４で計数結果（入金金額）の確定を受け付けた場合、取引
処理部１０１は、紙幣処理部１２及び硬貨処理部１３を制御して、計数された現金の収納
を実行させる（Ｓ１０５）。
【００５２】
　次に、取引処理部１０１は、今回の入金取引に伴う種々のデータ処理（入金収納処理）
を行う（Ｓ１０６）。取引処理部１０１は、例えば、各種カウンタ（例えば、金種ごとの
有高のカウンタ値）の加算処理や、取引履歴記録データ１１１の追加更新処理等を実行す
る。
【００５３】
　次に、取引処理部１０１は、印字部１５を制御して、取引結果を印字したレシートを排
出させる（Ｓ１０７）。
【００５４】
　次に、取引処理部１０１は、硬貨投入部１３１に硬貨が残留しているか否かを確認する
（Ｓ１０８）。具体的には、取引処理部１０１は、硬貨投入部１３１内部のセンサ１３１
ｂの検知結果に基づいて、硬貨が残留しているか否かを確認する。
【００５５】
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　取引処理部１０１は、硬貨投入部１３１に硬貨が残留していると確認された場合には、
後述するステップＳ１１０から動作し、硬貨投入部１３１に硬貨が残留していないと確認
された場合には、今回の取引処理を終了する。
【００５６】
　硬貨投入部１３１に硬貨が残留していると確認された場合、取引処理部１０１は、残留
している硬貨の取り出しを誘導する出力処理を行う（Ｓ１１０）。例えば、取引処理部１
０１は、操作表示部１４を制御して、図７に示すように、残留している硬貨の取り出しを
誘導する残留硬貨取出誘導画面を表示出力させ、一定時間待機する（Ｓ１１１）。
【００５７】
　図７に示す残留硬貨取出誘導画面では、残留している硬貨の取り出しを誘導するメッセ
ージ（図７では「硬貨投入部に硬貨が残留していますので取り出してください。」という
メッセージ）が配置されている。
【００５８】
　次に、取引処理部１０１は、再度硬貨投入部１３１に硬貨が残留しているか否かを確認
し（Ｓ１１２）、硬貨投入部１３１に硬貨が残留していないと確認された場合には、残留
していた硬貨が取り出されたものと判断して取引を終了し、硬貨投入部１３１に硬貨が残
留していると確認された場合には、後述するステップＳ１１３から動作する。
【００５９】
　上述のステップＳ１１２で、硬貨投入部１３１に硬貨が残留していると確認された場合
、取引処理部１０１は、仮ＩＤを作成し（Ｓ１１３）、上述のステップＳ１０２に戻って
動作し、仮ＩＤを用いた入金処理に移行することになる。このとき、取引処理部１０１は
、上述のステップＳ１０１で入力を受け付けたＩＤの先頭に、仮ＩＤであることを示す「
Ｚ」を付加して仮ＩＤを作成する。
【００６０】
　上述のステップＳ１０２で、今回の入金取引に用いるＩＤが仮ＩＤであると確認された
場合、取引処理部１０１は、硬貨処理部１３を制御して、硬貨投入部１３１に残留してい
る硬貨を、計数させて硬貨収納部１３５に収納させる（Ｓ１１４）。
【００６１】
　次に、取引処理部１０１は、今回の入金取引に伴う種々のデータ処理（入金収納処理）
を行う（Ｓ１１５）。このとき、取引処理部１０１は、上述のステップＳ１１３で作成し
た仮ＩＤ（「Ｚ」を先頭に付加したＩＤ）を用いて取引履歴記録データ１１１の追加更新
処理を実行することになる。
【００６２】
　以上のように、入金取引に用いるＩＤが仮ＩＤである場合には、オペレータが不在であ
るものと判断できるため、現金処理装置１（取引処理部１０１）は、計数結果の表示処理
や取引レシートの印字処理等を省略して入金取引を進めることになる。
【００６３】
　図４は、ステップＳ１１０～Ｓ１１５の処理により、残留していた硬貨について仮ＩＤ
を用いた入金処理を行った後の取引履歴記録データ１１１の例について示している。
【００６４】
　図４では、通常ＩＤ「２２２２２２」を用いた入金取引の直後に、仮ＩＤ「Ｚ２２２２
２２」（直前の通常ＩＤ「２２２２２２」に基づく仮ＩＤ）を用いた入金取引のデータが
追加されている状態について示している。
【００６５】
　（Ａ－３）第１の実施形態の効果
　第１の実施形態によれば、以下のような効果を奏することができる。
【００６６】
　第１の実施形態の現金処理装置１では、取引終了後に硬貨投入部１３１に残留している
硬貨を、仮ＩＤのオペレータ（操作者）による入金処理として装置内へ取り込む事により
、残留を解除し、次のオペレータとの取引に移行することができる。これにより、第１の
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実施形態の現金処理装置１では、取引終了後に硬貨投入部１３１に硬貨が残留した場合で
も、次の取引を行うオペレータが、残留している硬貨の存在に気付かずに、次の入金取引
の硬貨を投入してしまう等のトラブルを抑制することができる。
【００６７】
　また、第１の実施形態の現金処理装置１では、残留していた硬貨を入金された現金とし
て取り扱うことができるため、残留していた硬貨であっても出金処理へとリサイクル（還
流）することができるため、いわゆる「死に金」となることを防止することができる。
【００６８】
　さらにまた、第１の実施形態の現金処理装置１では、オペレータから入力されたＩＤに
基づいて仮ＩＤを作成し、当該仮ＩＤを用いた取引履歴（例えば、取引履歴記録データ１
１１）を記録することができるため、取引履歴（取引履歴記録データ１１１）に基づいて
、硬貨を残留させた操作者を特定することができるので、簡便に返金処理等を行うことが
可能となる。
【００６９】
　また、第１の実施形態の現金処理装置１において、仮ＩＤで入金された現金を、通常の
ＩＤで入金された現金と分けて管理することが可能となる。例えば、現金処理装置１（取
引処理部１０１）において、仮ＩＤで入金された現金については、回収処理（装置内の現
金を回収用の現金として出金する処理）の対象に含まない現金として仕分けすれば、仮Ｉ
Ｄで入金された現金は回収されずに装置内に残置されることになる。これにより、第１の
実施形態の現金処理装置１を利用する場合、管理者は、仮ＩＤで入金された現金（残留し
ていた現金）を、何時でも容易な処理で操作者に返金することが可能となる。例えば、仮
ＩＤで入金された現金（残留していた現金）が回収処理により回収されてしまった場合、
現金処理装置１の管理者は、例えば、回収されて他の場所に搬送されてしまった現金の中
から仮ＩＤで入金された現金（残留していた現金）を返金するという煩雑な事務処理を行
う必要があった。
【００７０】
　（Ｂ）第２の実施形態
　以下、本発明による現金処理装置の第２の実施形態を、図面を参照しながら詳述する。
【００７１】
　（Ｂ－１）第２の実施形態の構成
　第２の実施形態の現金処理装置１の構成も、第１の実施形態と同様に図１～図４を用い
て示すことができる。
【００７２】
　第２の実施形態の現金処理装置１では、取引処理部１０１の処理の一部が異なっている
。
【００７３】
　第２の実施形態の取引処理部１０１は、残留していた現金（硬貨）について仮ＩＤを用
いて入金取引を行う際に、取引レシートの出力（排出）を行う点で、第１の実施形態と異
なっている。
【００７４】
　（Ｂ－２）第２の実施形態の動作
　次に、以上のような構成を有する第２の実施形態の現金処理装置１の動作を説明する。
【００７５】
　第２の実施形態の現金処理装置１の動作は、図８、図６を用いて示すことができる。第
２の実施形態の現金処理装置１において、ステップＳ１１０～Ｓ１１３の動作は第１の実
施形態と同様であるため、第２の実施形態においてもステップＳ１１０～Ｓ１１３の動作
は図６を用いて示すことができる。また、図８において、上述の図５と同様の動作のステ
ップについては同一の符号（ステップ番号）を付与している。
【００７６】
　第１の実施形態の現金処理装置１では、残留していた現金（硬貨）について仮ＩＤを用
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いて入金取引を行う際に、取引レシートの出力（排出）を行っていなかった。これに対し
て、第２の実施形態では、上述の通り残留していた現金（硬貨）について仮ＩＤを用いて
入金取引を行う際に、取引レシートの出力（排出）を行う点で第１の実施形態と異なって
いる。
【００７７】
　図８に示すフローチャートでは、ステップＳ１１５の後にステップＳ２０１の処理が追
加されている点で第１の実施形態と異なっている。
【００７８】
　ステップＳ２０１では、取引処理部１０１は、印字部１５を制御して、取引結果を印字
した取引レシートを排出させる。
【００７９】
　図９は、残留していた現金（硬貨）について仮ＩＤを用いて入金取引を行う際に発行さ
れる取引レシート（ステップＳ２０１で発行される取引レシート）の印字内容の例につい
て示した説明図である。
【００８０】
　図９に示す取引レシートでは、ＩＤとして仮ＩＤ（「Ｚ」が先頭に付与されたＩＤ）「
Ｚ２２２２２２」が記載されているため、残留していた現金（硬貨）について入金された
際の取引レシートと確認することができる。
【００８１】
　（Ｂ－３）第２の実施形態の効果
　第２の実施形態によれば、以下のような効果を奏することができる。
【００８２】
　第２の実施形態の現金処理装置１では、残留していた硬貨を入金取引により入金する際
に、取引レシートを印字してから終了している。これにより、第２の実施形態の現金処理
装置１では、周囲の人間が印字されたレシートを目にすることが出来るため、装置を操作
することなく、残留貨幣を取り込んだことを周囲の人間に認識させることができる。また
、第２の実施形態では、装置管理者は、受け取られることのないレシート（残留していた
硬貨の入金取引に伴う取引レシート）の存在に気づくことで、残留していた硬貨の入金（
取込）が発生したことを知ることができる。
【００８３】
　さらに、第２の実施形態の現金処理装置１は、残留していた硬貨の入金取引に伴う取引
レシートに、入金取引に伴うＩＤ（仮ＩＤ）も記載することになるため、取引レシートの
内容自体でも、装置管理者は、残留していた硬貨の入金（取込）が発生したことを知るこ
とができる。
【００８４】
　（Ｃ）他の実施形態
　本発明は、前記の各実施形態に限定されるものではなく、以下に例示するような変形実
施形態も挙げることができる。
【００８５】
　（Ｃ－１）第２の実施形態では、現金処理装置１（取引処理部１０１）が、残留してい
た硬貨の入金取引を行う際に、取引レシートを印字する例について示したが、取引レシー
トの印字以外の手段を用いて、現金（硬貨）の残留が発生した旨を通報（出力）するよう
にしてもよい。例えば、現金処理装置１（取引処理部１０１）は、音声出力やランプ点灯
等の手段を用いて、現金の残留が発生した旨を通報（出力）するようにしてもよい。また
、例えば、現金処理装置１（取引処理部１０１）は、通信回線（例えば、ＬＡＮや公衆電
話等の種々の通信回線）により、遠隔地（例えば、現金処理装置１の管理センタ等）へ、
仮ＩＤを含む情報を通知（例えば、電子メールや所定の形式の電文等により通知）するよ
うにしてもよい。
【００８６】
　（Ｃ－２）上記の各実施形態では、現金処理装置１は、入金取引終了後に、硬貨処理部
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いて仮ＩＤを用いた入金取引を行っていたが、現金処理装置１は、出金取引に際して取引
終了後に硬貨出金部１３６に硬貨が残留していた場合（例えば、硬貨出金部１３６に硬貨
を出金後一定時間経過しても硬貨が残留していた場合）に、上記と同様に硬貨出金部１３
６に残留している硬貨を取りこんで仮ＩＤを用いた入金取引を行ってもよい。この場合、
硬貨処理部１３では、一旦硬貨出金部１３６に出金（排出）した硬貨を再度取込んで収納
可能とする必要がある。また、この場合、硬貨処理部１３では、硬貨出金部１３６に残留
している硬貨を検知するセンサを備えている必要がある。
【００８７】
　また、上記の各実施形態では、現金処理装置１は、入金取引終了後に、硬貨処理部１３
の硬貨投入部１３１に残留していた硬貨があった場合に、その残留していた硬貨について
仮ＩＤを用いた入金取引を行っていたが、硬貨だけでなく紙幣についても同様に仮ＩＤを
用いた入金取引を行うようにしてもよい。例えば、現金処理装置１は、入金取引に際して
、取引終了後に、紙幣入出金口１２１に紙幣が残留していた場合、上記と同様に、紙幣入
出金口１２１に残留していた紙幣を取りこんで仮ＩＤを用いた入金取引を行うようにして
もよい。また、例えば、現金処理装置１は、出金取引に際して取引終了後に紙幣入出金口
１２１に紙幣が残留していた場合（例えば、紙幣入出金口１２１に紙幣を出金後一定時間
経過しても紙幣が残留していた場合）に、上記と同様に紙幣入出金口１２１に残留してい
る紙幣を取りこんで仮ＩＤを用いた入金取引を行ってもよい。
【００８８】
　以上のように、上記の各実施形態の現金処理装置１（本発明の現金処理装置）では、入
金又は出金を伴う取引後に、現金の入金又は出金を受付ける現金取扱部（例えば、紙幣入
出金口１２１、硬貨投入部１３１、硬貨出金部１３６等）に現金（例えば、紙幣や硬貨等
）が残留している場合には、その残留している現金を取りこんで仮ＩＤを用いた入金取引
を行ってもよい。
【００８９】
　（Ｃ－３）上記の各実施形態では、本発明の現金処理装置を、現金の管理及び入出金を
行う現金処理装置（現金管理機、現金処理機）に適用する例について説明したが、本発明
の現金処理装置を、その他の現金の入出金を伴う装置に適用するようにしてもよい。例え
ば、本発明の現金処理装置を、ＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａｃｈｉ
ｎｅ）や自動券売機（自動販売機）等の現金の入金又は出金を伴う取引装置（現金の入金
又は出金を行う現金取扱口を備える取引装置）に適用するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００９０】
　１…現金処理装置、１０…制御部、１１…データ記憶部、１２…紙幣処理部、１３…硬
貨処理部、１４…操作表示部、１４１…タッチパネルディスプレイ、１５…印字部、１６
…カード処理部、１６１…カードリーダ、１０１…取引処理部、１１１…取引履歴記録デ
ータ、１２１…紙幣入出金口、１３１…硬貨投入部、１３１ａ…開口部、１３１ｂ…セン
サ、１３２…硬貨搬送手段、１３３…硬貨認識部、１３４…硬貨一時保留部、１３５…硬
貨収納部、１３６…硬貨出金部、１３６ａ…開口部、１３７…硬貨リジェクト口、１３７
ａ…開口部、１３８…硬貨返却部、１３８ａ…開口部。
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