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(57)【要約】
【課題】パターン出金に際して、出金可能な現金が不足
する際の利便性を向上させることができる現金処理装置
を提供する。
【解決手段】　本発明は、現金処理装置に関する。そし
て、現金処理装置は、予め決められた金種及び枚数を出
金させる複数の出金パターンを記憶する手段と、当該現
金処理装置が出金可能な現金を金種ごとに管理する手段
と、出金パターンを選択する手段と、出金パターン選択
手段が選択した出金パターンと出金可能な現金とを、金
種ごとに比較して不足するか否かを判定し、不足する金
種が有ると判定した場合、選択した出金パターン以外の
内容で出金処理を行う手段とを有することを特徴とする
。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め決められた金種及び枚数を出金させる複数の出金パターンを記憶する出金パターン
記憶手段と、
　当該現金処理装置が出金可能な現金を金種ごとに管理する現金管理手段と、
　出金パターンを選択する出金パターン選択手段と、
　上記出金パターン選択手段が選択した出金パターンと、上記現金管理手段が管理する出
金可能な現金とを、金種ごとに比較して不足するか否かを判定し、上記現金管理手段が管
理する現金で不足する金種が有ると判定した場合、上記出金パターン選択手段が選択した
出金パターン以外の内容で出金処理を行う出金処理手段と
　を有することを特徴とする現金処理装置。
【請求項２】
　上記出金処理手段は、上記現金管理手段が管理する現金で不足する金種が有ると判定し
た場合、上記出金パターン選択手段が選択した出金パターンの内容変更を受付けることを
特徴とする請求項１に記載の現金処理装置。
【請求項３】
　上記出金処理手段は、上記現金管理手段が管理する現金で不足する金種が有ると判定し
た場合、上記出金パターン選択手段が選択した出金パターンについて、金種ごとに枚数変
更を受付ける出金枚数変更受付処理を実行することを特徴とする請求項２に記載の現金処
理装置。
【請求項４】
　上記出金処理手段は、出金枚数変更受付処理を実行する際に、変更後の金種ごとの枚数
が、上記現金管理手段が管理する枚数を超えないように規制することを特徴とする請求項
３に記載の現金処理装置。
【請求項５】
　上記出金処理手段は、出金枚数変更受付処理を実行する際に、変更後の合計金額が、上
記出金パターン選択手段が選択した出金パターンの合計金額を超えないように規制するこ
とを特徴とする請求項４に記載の現金処理装置。
【請求項６】
　上記出金処理手段は、上記現金管理手段が管理する現金で不足する金種が有ると判定し
た場合、上記出金パターン記憶手段が記憶する他の出金パターンで出金処理を行うことを
特徴とする請求項１に記載の現金処理装置。
【請求項７】
　上記出金処理手段は、上記現金管理手段が管理する現金で不足する金種が有ると判定し
た場合、上記現金管理手段が管理する有高で出金可能な出金パターンを、上記出金パター
ン記憶手段が記憶する出金パターンから抽出し、抽出したいずれかの出金パターンの選択
を受付けるパターン変更受付処理を実行することを特徴とする請求項６に記載の現金処理
装置。
【請求項８】
　現金処理装置に搭載されたコンピュータを、
　予め決められた金種及び枚数を出金させる複数の出金パターンを記憶する出金パターン
記憶手段と、
　当該現金処理装置が出金可能な現金を金種ごとに管理する現金管理手段と、
　出金パターンを選択する出金パターン選択手段と、
　上記出金パターン選択手段が選択した出金パターンと、上記現金管理手段が管理する出
金可能な現金とを、金種ごとに比較して不足するか否かを判定し、上記現金管理手段が管
理する現金で不足する金種が有ると判定した場合、上記出金パターン選択手段が選択した
出金パターン以外の内容で出金処理を行う出金処理手段と
　して機能させることを特徴とする現金処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現金処理装置及びプログラムに関し、例えば、カードを使用して小売店等の
店舗のレジスタに補充される釣銭用の現金の出金処理やレジスタから回収した現金の入金
処理等を行う入出金装置に適用し得る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、小売店等の店舗のレジスタに補充される釣銭用の現金の出金処理やレジスタから
回収した現金の入金処理等を行う現金処理装置として特許文献１に記載された装置がある
。
【０００３】
　特許文献１に記載された現金処理装置では、各レジスタへの釣銭準備金の内容（釣銭の
金額、及び金種の内訳）を予め登録しパターン化して登録しておき、ユーザ（レジスタ担
当者）の選択に応じて、いずれかの出金パターンの出金を行うことにより、釣銭を出金す
る作業を効率的に行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２３４４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の現金処理装置では、パターン出金する際に、該当す
る金種と枚数が１種類でも不足していると、パターン出金を中止したり、収納されている
現金の範囲内で出金する等の処理を行うのみの構成となっている。
【０００６】
　そのため、パターン出金に際して、出金可能な現金が不足する際の利便性を向上させる
ことができる現金処理装置及びプログラムが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の本発明の現金処理装置は、（１）予め決められた金種及び枚数を出金させる複数
の出金パターンを記憶する出金パターン記憶手段と、（２）当該現金処理装置が出金可能
な現金を金種ごとに管理する現金管理手段と、（３）出金パターンを選択する出金パター
ン選択手段と、（４）上記出金パターン選択手段が選択した出金パターンと、上記現金管
理手段が管理する出金可能な現金とを、金種ごとに比較して不足するか否かを判定し、上
記現金管理手段が管理する現金で不足する金種が有ると判定した場合、上記出金パターン
選択手段が選択した出金パターン以外の内容で出金処理を行う出金処理手段とを有する。
【０００８】
　第２の本発明の現金処理プログラムは、現金処理装置に搭載されたコンピュータを、（
１）予め決められた金種及び枚数を出金させる複数の出金パターンを記憶する出金パター
ン記憶手段と、（２）当該現金処理装置が出金可能な現金を金種ごとに管理する現金管理
手段と、（３）出金パターンを選択する出金パターン選択手段と、（４）上記出金パター
ン選択手段が選択した出金パターンと、上記現金管理手段が管理する出金可能な現金とを
、金種ごとに比較して不足するか否かを判定し、上記現金管理手段が管理する現金で不足
する金種が有ると判定した場合、上記出金パターン選択手段が選択した出金パターン以外
の内容で出金処理を行う出金処理手段とて機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、パターン出金に際して、出金可能な現金が不足する際の利便性を向上
させることができる現金処理装置を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係る入出金装置を構成する入出金機能の内部構成について示し
たブロック図である。
【図２】第１の実施形態の係る入出金装置の内部のハードウェア構成を示すブロック図で
ある。
【図３】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４】第１の実施形態に係るパターン出金管理情報の構成例について示した説明図であ
る。
【図５】第１の実施形態に係る有高管理情報の構成例について示した説明図である。
【図６】第１の実施形態に係る入出金装置で行われる出金処理の動作を示すフローチャー
トである。
【図７】第１の実施形態に係る入出金装置で表示される出金枚数変更受付画面の例につい
て示した説明図である。
【図８】第１の実施形態に係る入出金装置で表示される出金枚数変更受付画面の遷移の例
について示した説明図である。
【図９】第２の実施形態に係る入出金装置で表示されるパターン変更受付画面の例につい
て示した説明図である。
【図１０】実施形態の変形例に係る入出金装置で表示される選択画面の構成例について示
した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（Ａ）第１の実施形態
　以下、本発明による現金処理装置及びプログラムの第１の実施形態を、図面を参照しな
がら詳述する。なお、第１の実施形態では、本発明の現金処理装置を、入出金装置に適用
した場合について示している。
【００１２】
（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３は、実施形態に係る入出金装置１０の外観斜視図である。また、図２は、実施形態
に係る入出金装置１０の内部のハードウェア構成を示すブロック図である。なお、図２、
図３において、括弧内の符号は、後述する第２の実施形態でのみ用いられる符号である。
【００１３】
　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店舗に
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。
【００１４】
　図２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、表示部３
、操作部４、カードリーダ５、伝票記録部６、記憶部７、主制御部８を少なくとも有して
構成される。
【００１５】
　表示部３は、例えばＬＣＤ等により、入出金装置１０の各種の処理操作の案内、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する表示手段である。
【００１６】
　操作部４は、レジスタの現金を入出金するレジスタ担当者等から操作を受付けるための
入力手段である。操作部４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
、表示部３上に配置されたタッチパネル等の入力手段を適用することができる。
【００１７】
　カードリーダ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
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るＩＤカード（磁気ストライプやＩＣチップ等のデータ記録媒体が付されたカード）の情
報を読み取るものである。ここで、ＩＤカードとしては、レジスタの担当者が用いるレジ
スタカード、店舗毎に発行された店舗カード等が含まれるものとする。
【００１８】
　伝票記録部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。伝票記録部６は、例えば、プリン
タ等を適用することができる。
【００１９】
　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。
【００２０】
　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。したがって、主制御部８は、入出金処理を行う入出金機能
１００としても機能する。
【００２１】
　硬貨処理機１は、レジスタから回収した硬貨を一括して受け入れる硬貨入金口１１と、
この硬貨入金口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硬貨鑑別部１２と、この硬貨鑑別部１２で鑑別計数さ
れた硬貨を一時保留する硬貨一時保留部１３と、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複数の釣銭用硬貨収納庫（釣銭用現金収納庫）１４、入金硬貨を
金種別に収納する硬貨回収庫１５と、釣銭用の硬貨を出金するための硬貨出金庫１６と、
硬貨リジェクト口１７と、制御プログラムに基づいて効果処理機１全体の動作制御を行う
制御部１８を少なくとも有して構成される。
【００２２】
　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。
【００２３】
　また、硬貨入金口１１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。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と硬貨出金庫１６のいずれか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。
【００２４】
　また、釣銭用硬貨収納庫１４に対しては、収納する硬貨の金種毎に保管基準額が設定さ
れており、その保管基準額を保つために入金処理された硬貨を収納するようになっている
。また、釣銭用硬貨収納庫１４にも硬貨を搬送路に繰り出す繰出し手段が設けられている
。
【００２５】
　硬貨回収庫１５は複数用意され、必要に応じて交換されるものであるが、この実施形態
では、硬貨回収庫１５には記憶部（識別情報保有部）１５ａ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、
制御部１８または後述する主制御部がこの識別情報を認識して硬貨回収庫１５を特定する
ものとなっている。
【００２６】
　紙幣処理機２は、入金処理時にレジスタから回収した紙幣を一括して受け入れると共に
出金処理時に釣銭としての紙幣を排出する紙幣入出金口２１と、この紙幣入出金口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
毎に計数する紙幣鑑別部２２と、この紙幣鑑別部２２で鑑別計数された紙幣を集積して一
時保留する紙幣一時保留部２３と、レジスタ用の釣銭準備金として使用する特定金種（例
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えば、五千円、千円）の紙幣を金種別に収納する釣銭用紙幣収納庫（釣銭用現金収納庫）
２４と、入金紙幣を金種別に収納する紙幣回収庫（現金回収庫）２５と、紙幣リジェクト
庫２６と、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制御部２７を少
なくとも有して構成される。
【００２７】
　ここで、紙幣一時保留部２３には紙幣を繰出す繰出し手段が設けられている。
【００２８】
　また、釣銭用紙幣収納庫２４に対しては、収納する紙幣の金種毎に保管基準額が設定さ
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にも紙幣の集積手段が紙幣を搬送路に繰り出す繰出し手段と共に
設けられている。
【００２９】
　また、紙幣回収庫２５は複数用意され、必要に応じて交換されるものであるが、各紙幣
回収庫２５には、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、満杯状態を確認できるようになっている。但し、収納量は後述するテ
ーブルに格納される入金履歴からも把握可能である。
【００３０】
　更に、紙幣回収庫２５には、硬貨回収庫１５と同様に記憶部（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１８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。
【００３１】
　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２８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。
【００３２】
（Ａ－１－２）入出金処理機能について
　図１は、主制御部８の入出金処理機能に係る機能的構成を示すブロック図である。なお
、図１において、括弧内の符号は、後述する第２の実施形態でのみ用いられる符号である
。
【００３３】
　なお、以下では、入出金処理機能１００を利用するレジスタ担当者等を、単に「ユーザ
」とも呼ぶものとする。
【００３４】
　図１において、入出金処理機能１００は、出金処理部１０１、入金処理部１０２、パタ
ーン出金記憶部１０３、入出金履歴記憶部１０４、及び現金管理部１０５を有している。
入出金処理機能１００は、例えば、主制御部８及び記録部７により構成されるプログラム
の実行構成（コンピュータ）に、図１に示す機能的構成のプログラム（実施形態の現金処
理プログラムを含む）をインストールすることにより実現するようにしてもよい。
【００３５】
　出金パターン記憶手段としてのパターン出金記憶部１０３は、出金処理部１０１が行う
パターン出金に係る情報を記憶する記憶手段である。ここで、パターン出金とは、予め設
定された、出金に係る金種及び各金種の枚数を出金することをいう。パターン出金記憶部
１０３は、少なくとも、出金処理部１０１が行うパターン出金の内容を管理するためのパ
ターン出金管理情報を記憶している。
【００３６】
　図４は、パターン出金管理情報の構成例について示した説明図である。
【００３７】
　図４に示すように、パターン出金管理情報では、各パターンの内容（金種ごとの枚数）
が登録されている。図４に示すパターン出金管理情報の例では、「パターン１」～「パタ
ーン４」という４つのパターンについて登録されている。図４に示す例では、パターン出
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金管理情報では、各パターンについて五千円紙幣、千円紙幣、５００円硬貨、１００円硬
貨、５０円硬貨、１０円硬貨、５円硬貨、及び１円硬貨の金種の枚数が設定されている。
【００３８】
　入出金履歴記憶部１０４は、出金処理部１０１及び入金処理部１０２が行った入出金処
理の履歴情報を記憶する記憶手段である。入出金履歴記憶部１０４に記憶する入出金処理
の履歴情報の具体的なデータ構成については限定されないものであり、種々の入出金装置
のデータ構成を適用することができる。
【００３９】
　現金管理手段としての現金管理部１０５は、入出金装置１０（硬貨処理機１及び紙幣処
理機２）に現在収納されている釣銭出金として出金可能な現金（以下、単に「有高」とも
呼ぶものとする）を示す有高管理情報を記憶するものである。この実施形態では、入出金
装置１０（硬貨処理機１、紙幣処理機２）は、ユーザから入金された現金についても、釣
銭出金用の現金としてリサイクルする構成となっているものとする。すなわち、出金処理
部１０１及び入金処理部１０２は、入出金処理に際して、共通の有高管理情報を更新する
ものとする。
【００４０】
　図５は、現金管理部１０５に記憶される有高管理情報の構成例について示した説明図で
ある。
【００４１】
　図５に示す有高管理情報では、金種ごとに現在入出金装置１０（硬貨処理機１、紙幣処
理機２）に収納されている現金（釣銭として出金可能な現金）の枚数が管理されている。
なお、硬貨処理機１又は紙幣処理機２に、汚損券等の釣銭として出金できない現金が収納
されている場合には、それらの現金は有高管理情報において、釣銭として出金可能な現金
から除外する必要がある。
【００４２】
　出金処理手段及び出金パターン選択手段としての出金処理部１０１は、ユーザの操作を
受けて、釣銭出金処理を行なうものである。また、入金処理部１０４は、ユーザの操作を
受けて、入金処理を行なうものである。この実施形態の出金処理部１０１及び入金処理部
１０２は、ユーザの操作により、複数の識別情報の入力を受付けて、それらの識別情報の
組み合わせに対して１つの入金処理及び出金処理の集計単位を管理するものとする。
【００４３】
　また、この実施形態では、出金処理部１０１及び入金処理部１０４は、ユーザの操作を
受けて、当該レジスタ担当者を識別するためのレジスタ担当者識別情報、当該レジスタ担
当者が操作に用いたレジスタカードの識別情報を示すレジスタカード識別情報、及び当該
レジスタ担当者が使用するレジスタを識別するためのレジスタ識別情報の３つの識別情報
の組み合わせに対して１つの集計単位を管理するものとして説明する。ただし、出金処理
部１０１及び入金処理部１０４が入出金処理を行う集計単位は、上述の例に限定されない
ものである。
【００４４】
　出金処理部１０１は、集計単位ごとに出金処理を受付け、その出金処理の履歴の情報を
、入出金履歴記憶部１０４に記録する。また、入金処理部１０２は、集計単位ごとに入金
処理を受付け、その入金処理の履歴情報を、入金処理部１０２に記録する。
【００４５】
　さらに、出金処理部１０１は、出金処理を行う際に、その出金処理に用いるパターン出
金に用いるパターンを選択する。出金処理部１０１が、パターン出金のパターンを決定す
る方式については限定されないものである。この実施形態では、出金処理部１０１は、集
計単位ごとにあらかじめ設定されたパターンを選択するものとして説明する。なお、出金
処理部１０１は、例えば、ユーザから出金の操作を受付ける際に、パターン出金のパター
ンを選択させるようにしてもよい。
【００４６】
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　出金処理部１０１は、選択したパターンのパターン出金を行う際に、現金管理部１０５
の有高管理情報を参照し、当該パターンの各金種の枚数が出金可能か否か（各金種の枚数
が足りているか否か）を確認するものとする。そして、出金処理部１０１は、当該パター
ンの全ての金種の枚数が出金可能と判断した場合（各金種の枚数が足りている場合）には
そのまま出金処理を行う。一方、当該パターンでは枚数が不足する金種があった場合には
、出金処理部１０１は、別の内容（当該パターン以外の内容）での出金処理を行うものと
する。
【００４７】
　第１の実施形態において、出金処理部１０１は、出金しようとするパターンでは枚数が
不足する金種があった場合に、ユーザに対して、今回出金する各金種の枚数を変更する入
力を受付ける処理（以下、「出金枚数変更受付処理」と呼ぶ）を行うものとする。出金処
理部１０１が行う出金枚数変更受付処理の具体的構成については限定されないものである
が、第１の実施形態では、出金処理部１０１は、各金種について出金可能な枚数（有高管
理情報で管理されている枚数）を上限として、ユーザに今回出金する各金種の枚数の変更
を入力させる操作画面（以下、「出金枚数変更受付画面」と呼ぶ）を、表示部３及び操作
部４（タッチパネル画面）から提供するものとする。そして、出金処理部１０１は、出金
枚数変更受付画面に入力された内容（各金種の変更後の枚数）に基づいて、出金処理を行
う。
【００４８】
（Ａ－２）第１の実施形態の動作
　次に、以上のような構成を有する第１の実施形態の入出金装置１０の動作を説明する。
【００４９】
　以下では、第１の実施形態の入出金装置１０の出金処理に関する動作を中心に説明する
。なお、入出金装置１０における入金処理等、出金処理以外の動作については種々の入出
金装置と同様の処理を適用することができるため、詳しい説明を省略する。また、以下で
は、入出金装置１０のユーザがレジスタ担当者であった場合を例として説明する。
【００５０】
　次に、この実施形態に係る入出金装置１０における出金処理について図面を参照しなが
ら詳細に説明する。
【００５１】
　図６は、実施形態に係る入出金装置１０における出金処理の動作を示すフローチャート
である。
【００５２】
　まず、レジスタ担当者により、レジスタカードがカードリーダ５に挿入され、カードリ
ーダ５により当該レジスタカードのデータが読み取られたものとする（Ｓ１０１）。この
実施形態では、レジスタカードには、当該レジスタカードに対応するレジスタ識別情報、
及び当該レジスタカードのレジスタカード識別情報が記録されているものとする。これに
より、主制御部８では、レジスタカードに記録されたレジスタ識別情報、及びレジスタカ
ード識別情報が保持される。
【００５３】
　レジスタカードが挿入されると、出金処理部１０１は、レジスタ担当者にからＩＤ（レ
ジスタ担当者識別情報）及びパスワード（レジスタ担当者識別情報に対応するパスワード
）の入力を受付ける操作画面（図示せず）を表示部３（タッチパネル画面）提示する。そ
して、当該操作画面でＩＤ及びパスワードが入力されると、主制御部８は、認証処理（入
力されたＩＤに対応するパスワードの照合処理）を行う（Ｓ１０２）。主制御部８が行う
認証処理の方式は限定されないものであるが、例えば、予めＩＤ（レジスタ担当者識別情
報）ごとのパスワードを保持しておき、入力されたパスワードと照合するようにしてもよ
い。なお、ここでは、ステップＳ１０２の照合処理は成功したものとして説明する。
【００５４】
　ステップＳ１０１、Ｓ１０２の処理により、主制御部８は、現在操作中のレジスタ担当
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者から、レジスタ担当者識別情報、レジスタ識別情報、及びレジスタカード識別情報の入
力を受けることができる。
【００５５】
　認証処理が終了すると、主制御部８は、入金処理及び出金処理を含む各種処理の選択を
受付ける画面（図示せず）を、表示部３（タッチパネル画面）に表示する（Ｓ１０３）。
そして、ここでは、レジスタ担当者の操作により、出金処理が選択されたものとして以後
の入出金装置１０の動作について説明する。出金処理が選択されると、主制御部８は、出
金処理部１０１に、取得した各識別情報を供給して、出金処理を開始（起動）させること
になる。この実施形態では、出金処理部１０１は、パターン出金のみ行うものとして説明
するが、レジスタ担当者の操作に応じて、パターン出金以外の出金方式（例えば、金種ご
との枚数を指定して出金する方式）についても選択可能としてもよい。
【００５６】
　出金処理部１０１は、動作を開始すると、まず、パターン出金に用いるパターン（パタ
ーン出金管理情報に登録されているいずれかのパターン）を選択する処理を行う（Ｓ１０
５）。上述の通り、出金処理部１０１がパターン出金のパターンを選択する方式について
は限定されないものであるが、ここでは、レジスタ担当者から入力された３つの識別情報
（レジスタ担当者識別情報、レジスタ識別情報、及びレジスタカード識別情報）の組み合
わせに対応する１つのパターンを選択するものとして説明する。
【００５７】
　パターンが選択すると、出金処理部１０１は、有高管理情報を参照して（Ｓ１０６）、
選択したパターンの各金種の全ての金種の枚数が出金可能か否かを判定する（Ｓ１０７）
。全ての金種の枚数が足りている場合は、出金処理部１０１は、今回の出金内容（金種ご
との出金枚数）を選択されたパターンに決定して、後述するステップＳ１０８の処理に移
行する。一方、枚数が不足する金種がある場合は、出金処理部１０１は、後述するステッ
プＳ１１０の処理に移行する。
【００５８】
　上述のステップＳ１０７で、枚数が不足する金種があると判定された場合、出金処理部
１０１は、出金枚数変更受付処理を行う（Ｓ１１０）。第１の実施形態の出金枚数変更受
付処理は、出金枚数変更受付画面を、表示部３（タッチパネル画面）に表示して、レジス
タ担当者から金種ごとの出金枚数変更を受付ける処理を行う。
【００５９】
　出金枚数変更受付画面により変更後の金種ごとに出金する枚数の入力を受けると、出金
処理部１０１は、今回の出金処理の内容（金種ごとの出金枚数）を確定し（Ｓ１１１）、
後述するステップＳ１０８の処理に移行する。
【００６０】
　上述のステップＳ１０７で選択されたパターンで不足する金種が無いと判定された場合
、又は、上述のステップＳ１１０、Ｓ１１１で出金枚数変更受付処理により変更後の出金
処理の内容が確定した場合、出金処理部１０１は、決定した出金内容（選択されたパター
ン、又は、出金枚数変更受付処理による変更後の内容）で、出金処理（硬貨処理機１及び
又は紙幣処理機２からの現金払出しの処理）を行う（Ｓ１０８）。
【００６１】
　そして、出金処理部１０１は、出金処理と共に、出金内容の履歴情報の登録、有高管理
情報の更新（出金後の内容に更新）、及び伝票記録部６からの伝票の排出等の処理を行い
（Ｓ１０９）、出金に係る処理を終了する。
【００６２】
　次に、上述のステップＳ１１０の出金枚数変更受付処理の具体例について説明する。
【００６３】
　出金枚数変更受付処理において、出金処理部１０１は、例えば、図７のような操作画面
を、出金枚数変更受付画面としてレジスタ担当者に提示する。
【００６４】
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　図７の出金枚数変更受付画面では、フィールドＦ１０１に、テーブル形式で、金種ごと
の、変更前のパターン（ステップＳ１０５で選択されたパターン）の枚数（以下、「パタ
ーン出金枚数」と呼ぶ）、出金可能な枚数（有高管理情報に対応する枚数、以下、「出金
可能枚数」と呼ぶ）、及び変更後の枚数（以下、「変更後枚数」と呼ぶ）を表示している
。
【００６５】
　図７の出金枚数変更受付画面では、金種ごとのパターン出金枚数、出金可能枚数、及び
変更後枚数を、それぞれ、列Ｌ１０１～Ｌ１０３に表示している。そして、列Ｌ１０４に
は、金種ごとの変更後枚数を増減する操作を受付けるためのボタンが配置されている。ま
た、列Ｌ１０１～Ｌ１０３には、それぞれ各列の合計金額も表示されている。
【００６６】
　図７の例では、列Ｌ１０４に配置されている「＋」が表示されたボタン（以下、「加算
ボタン」と呼ぶ）が押下されると同じ行の金種の変更後枚数が１加算（インクリメント）
される。さらに、図７の例では、列Ｌ１０４に配置されている「－」が表示されたボタン
（以下、「減算ボタン」と呼ぶ）が押下されると同じ行の金種の変更後枚数が１減算（デ
クリメント）される。さらにまた、図７の出金枚数変更受付画面では、列Ｌ１０４に配置
されているいずれかの金種の加算ボタン又は減算ボタンが押下され、当該金種の変更後枚
数（列Ｌ１０３）が変化した場合には、変更後枚数の合計金額も更新される。このように
、出金枚数変更受付画面により、出金処理部１０１では、レジスタ担当者から、金種ごと
に今回出金する枚数の変更（調整）を受付けることができる。そして、出金枚数変更受付
画面で決定ボタンＢ１０１が押下されると、出金処理部１０１は、金種ごとの変更後枚数
を今回出金する内容として取得する。
【００６７】
　なお、図７では、変更後枚数（列Ｌ１０３）の初期値について示している。変更後枚数
（列Ｌ１０３）の初期値については限定されないものであるが、図７では、出金可能枚数
がパターン出金枚数よりの方が少ない金種については出金可能枚数を変更後枚数の初期値
とし、出金可能枚数がパターン出金枚数以上の金種についてはパターン出金枚数を変更後
枚数の初期値としている。
【００６８】
　また、図７に示す出金枚数変更受付画面では、加算ボタン及び減算ボタンにより、金種
ごとに変更後枚数（列Ｌ１０３）の調整が可能となっているが、変更後枚数が出金可能枚
数（有高）を超えないように規制（例えば、加算ボタンを押下しても枚数が加算されない
ように規制）されているものとする。また、図７に示す出金枚数変更受付画面では、加算
ボタン及び減算ボタンにより、金種ごとに変更後枚数（列Ｌ１０３）の調整が可能となっ
ているが、その合計金額はパターン出金枚数（列Ｌ１０３）の合計金額を超えないように
規制されているものとする。
【００６９】
　なお、図７に示す出金枚数変更受付画面において、変更後枚数（列Ｌ１０３）の合計金
額が、パターン出金枚数（列Ｌ１０３）の合計金額と同じとなった場合にのみ、出金処理
部１０１が出金処理を受付ける（決定ボタンＢ１０１の押下を受付けて出金処理に移行す
る）ようにしてもよい。
【００７０】
　図７では、有高管理情報の内容が図５の状態で、パターン出金のパターンとして図４の
パターン３が選択された場合の出金枚数変更受付画面について示している。この場合、パ
ターン３での五千円紙幣の枚数が１５枚に対して、有高（有高管理情報の枚数）が１０枚
となっている。したがって、出金処理部１０１は、五千円紙幣について有高が不足すると
判断し、図７に示すような出金枚数変更受付画面により、出金枚数変更受付処理を行うこ
とになる。この場合、五千円紙幣の出金可能枚数（１０枚）より、パターン出金枚数（１
５枚）の方が多いため、五千円紙幣の変更後枚数に出金可能枚数（１０枚）が設定される
。図７の例では、五千円紙幣以外の金種は、出金可能枚数がパターン出金枚数以上である
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ため、パターン出金枚数が初期値として設定されている。
【００７１】
　そして、図７の出金枚数変更受付画面では、パターン出金枚数の合計金額が「１５６，
６５０円」となっているため、レジスタ担当者は、合計金額が「１５６，６５０円」を超
えない範囲で、変更後枚数を調整することができる。出金枚数変更受付画面が図７の状態
では、変更後枚数の合計値の初期値が「１３１，６５０円」となっているため、出金処理
部１０１は、２５０００円分までの加算を受付けることが可能となる。例えば、出金枚数
変更受付画面が図７の状態で、千円紙幣の加算ボタンが２５回押下された場合、出金枚数
変更受付画面は図８のような内容に遷移する。図８の出金枚数変更受付画面では、千円紙
幣の変更後枚数が６０枚から８５枚に遷移している。また図８の出金枚数変更受付画面で
は、変更後枚数の合計金額が、パターン出金枚数の合計金額と同じ「１５６，６５０円」
となっている。したがって、出金枚数変更受付画面が図８の状態となると、出金処理部１
０１は、これ以上いずれの金種についても加算を規制することになる。
【００７２】
（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。
【００７３】
　入出金装置１０では、パターン出金する際に出金可能な現金が不足する金種がある場合
でも、出金枚数変更受付処理により、出金可能な有高の範囲で、金種ごとの出金枚数の変
更を受付けることができる。これにより、入出金装置１０では、パターン出金する際に出
金可能な有高が不足する場合でも、出金不能となることを抑制できるので、利便性を向上
させることができる。
【００７４】
　また、入出金装置１０では、パターン出金する際に出金可能な現金が不足する金種があ
る場合でも、出金枚数変更受付処理により、パターン出金のパターンと同じ合計金額に調
整することが容易となるため、金種のばらつきがあっても、パターン出金の合計金額と同
じ金額で出金出来る。これにより、入出金装置１０では、パターン出金する際に出金可能
な有高が不足する場合でも、パターン出金を行う場合と同じ金額の出金を行うことができ
るため、装置内の有高を厳正化する（例えば、釣銭用に準備した現金を安定的に運用する
）することができる。
【００７５】
（Ｂ）第２の実施形態
　以下、本発明による現金処理装置及びプログラムの第２の実施形態を、図面を参照しな
がら詳述する。なお、第２の実施形態では、本発明の現金処理装置を、入出金装置に適用
した場合について示している。
【００７６】
（Ｂ－１）第２の実施形態の構成
　第２の実施形態の入出金装置１０Ａのハードウェア構成及び外観斜視図については、第
１の実施形態と同様に図２、図３で示すことができる。
【００７７】
　第２の実施形態では、主制御部８の入出金機能１００が入出金機能１００Ａに置き換わ
っている点で、第１の実施形態と異なっている。そして、第２の実施形態の入出金機能１
００Ａの機能的構成についても、第１の実施形態と同様に図１を用いて示すことができる
。
【００７８】
　第２の実施形態の入出金機能１００Ａでは、出金処理部１０１が出金処理部１０１Ａに
置き換わっている点で、第１の実施形態と異なっている。
【００７９】
　第１の実施形態において、出金処理部１０１は、パターン出金する際に出金可能な現金
が不足する金種がある場合、出金枚数変更受付処理を行うものとして説明した。これに対
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して第２の実施形態の出金処理部１０１Ａは、パターン出金する際に出金可能な現金が不
足する金種がある場合、出金可能な他のパターンの選択をユーザから受付ける処理（以下
、「パターン変更受付処理」と呼ぶ）を行う。
【００８０】
　出金処理部１０１Ａが行うパターン変更受付処理の具体的構成については限定されない
ものであるが、第２の実施形態において、出金処理部１０１Ａは、パターン出金する際に
出金可能な現金が不足する金種がある場合、パターン出金管理情報から、出金可能な（全
ての金種について有高が足りている）パターンを抽出し、抽出したパターンをユーザに提
示して、いずれかのパターンを選択させる画面（以下、「パターン変更受付画面」と呼ぶ
）を、表示部３（タッチパネル画面）に表示するものとする。そして、出金処理部１０１
Ａは、パターン変更受付画面で選択されたパターンに基づいて、出金処理を行う。
【００８１】
（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の実施形態の入出金装置１０Ａの動作を説明する
。
【００８２】
　以下では、第２の実施形態について第１の実施形態との差異のみを説明する。
【００８３】
　第２の実施形態では、上述のステップＳ１１０、Ｓ１１１の動作が第１の実施形態と異
なっている。第２の実施形態の出金処理部１０１Ａは、パターン出金を行う際に、当該パ
ターンでは枚数が不足する金種があると、上述のステップＳ１１０において、パターン変
更受付処理を行う点で第１の実施形態と異なっている。
【００８４】
　パターン変更受付処理において、出金処理部１０１Ａは、例えば、図９のような操作画
面を、パターン変更受付画面としてレジスタ担当者に提示する。
【００８５】
　パターン変更受付処理を行う場合、出金処理部１０１Ａは、パターン出金する際に出金
可能な現金が不足する金種がある場合、パターン出金管理情報から、出金可能なパターン
を抽出し、抽出したパターンについて、パターン変更受付画面で提示して選択を受付ける
処理を行う。
【００８６】
　図９に示すパターン変更受付画面では、有高管理情報の内容が図５の状態で、パターン
出金のパターンとして図４のパターン３が選択された場合のパターン変更受付画面につい
て示している。この場合、パターン３での五千円紙幣の枚数が１５枚に対して、有高（有
高管理情報の枚数）が１０枚となっている。したがって、出金処理部１０１Ａは、五千円
紙幣について有高が不足すると判断し、出金可能なパターンとして、パターン１、及びパ
ターン２を抽出することになる。
【００８７】
　そのため、図９に示すパターン変更受付画面では、フィールドＦ２０１に、抽出された
パターン１、パターン２の内容（金種ごとの枚数及び合計金額）がテーブル形式で表示さ
れている。図９では、パターン１、パターン２の内容が、それぞれ列Ｌ２０１、Ｌ２０２
に表示されている。そして、図９に示すパターン変更受付画面では、抽出されたパターン
１、パターン２を選択する操作ボタンＢ２０１、Ｂ２０２（各パターンの名称が表示され
たボタン）が表示されている。図９に示すパターン変更受付画面で、いずれかのパターン
に対応するボタンが押下されると、パターン出金記憶部１０３Ａは、ステップＳ１１１で
、今回の出金処理をパターン変更受付画面で選択されたパターンで行うと決定し、ステッ
プＳ１０８の出金処理に移行することになる。
【００８８】
（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。
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【００８９】
　入出金装置１０Ａでは、パターン出金する際に出金可能な現金が不足する金種がある場
合でも、パターン変更受付処理により、出金可能な有高の範囲で、別パターンでのパター
ン出金を行うことができる。これにより、入出金装置１０Ａを利用するユーザは、第１の
実施形態と異なり、金種ごとの枚数調整を行う必要がないため、少ない操作で、出金可能
な有高の範囲内の出金を行うことが可能となる。
【００９０】
（Ｃ）他の実施形態
　本発明は、上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。
【００９１】
（Ｃ－１）上記の各実施形態では、入出金装置（出金処理部）は、パターン出金する際に
出金可能な現金が不足する金種がある場合、パターン変更受付処理又は出金枚数変更受付
処理を行っているが、ユーザの選択に応じていずれかの処理を選択させるようにしてもよ
い。例えば、出金処理部が、パターン出金する際に出金可能な現金が不足する金種がある
場合、図１０に示すような操作画面を表示部３（タッチパネル画面）に表示して、ユーザ
にパターン変更受付処理又は出金枚数変更受付処理のいずれかの処理を選択させるように
してもよい。図１０の画面では、「出金する金種の枚数を変更する」と表示されたボタン
Ｂ３０１が押下されると、出金処理部は、出金枚数変更受付処理（第１の実施形態の処理
）を実行する。一方、「出金するパターンを変更する」と表示されたボタンＢ３０２が押
下されると、出金処理部は、パターン変更受付処理（第２の実施形態の処理）を実行する
。
【符号の説明】
【００９２】
１０…入出金装置、１…硬貨処理機、２…紙幣処理機、３…表示部、４…操作部、５…カ
ードリーダ、６…伝票記録部、７…記録部、８…主制御部、１００…入出金機能、１０１
…出金処理部、１０２…入金処理部、１０３…パターン出金記憶部、１０４…入出金履歴
記憶部、１０５…現金管理部。
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