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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの種類の紙葉類を収納する１以上の収納庫と、複数の種類の紙葉類を収納する１以
上の収納庫と、前記紙葉類の枚数を識別する形状識別機能と紙葉類の種類を識別する種類
識別機能とを有する紙葉類識別部とを備え、前記紙葉類識別部の識別結果をもとに装置外
から入金された前記紙葉類の収納庫への収納及び前記収納庫から装置外への出金を行う紙
葉類入出金装置において、
　前記形状識別機能と、前記形状識別機能及び前記種類識別機能との切替を行う識別切替
部と、
　指示された出金すべき紙葉類の種類が１つの種類の紙葉類を収納する収納庫のみに収納
されている場合、前記識別切替部を介して前記紙葉類識別部を前記形状識別機能のみに切
り替え、紙葉類が１枚である識別結果の場合のみ該紙葉類を出金する出金処理部と、
　を備えたことを特徴とする紙葉類入出金装置。
【請求項２】
　前記出金処理部は、指示された出金すべき紙葉類の種類が複数の種類の紙葉類を収納す
る収納庫内に収納されている場合、前記識別切替部を介して前記紙葉類識別部を前記形状
識別機能と前記種類識別機能とが動作するように切り替え、紙葉類が１枚、かつ、指示さ
れた紙葉類の種類であると識別された場合に該紙葉類を出金することを特徴とする請求項
１に記載の紙葉類入出金装置。
【請求項３】
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　各収納庫ごとに、収納される紙葉類の種類別収納庫枚数情報を更新して保持する記憶部
を備え、
　前記出金処理部は、前記種類別収納庫枚数情報を参照して紙葉類の出金を行うことを特
徴とする請求項１または２に記載の紙葉類入出金装置。
【請求項４】
　同一金銭価値で異なる種類の紙葉類を同一種類の紙葉類として処理することを特徴とす
る請求項１～３のいずれか一つに記載の紙葉類入出金装置。
【請求項５】
　装置の開履歴情報を保持する開履歴記憶部を備え、
　前記出金処理部は、指示された出金すべき紙葉類の種類が１つの種類の紙葉類を収納す
る収納庫のみに収納され、かつ、前記開履歴情報に開がない場合、前記識別切替部を介し
て前記紙葉類識別部を前記形状識別機能のみに切り替え、紙葉類が１枚である識別結果の
場合のみ該紙葉類を出金することを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の紙葉
類入出金装置。
【請求項６】
　１つの種類の紙葉類を収納する１以上の収納庫と、複数の種類の紙葉類を収納する１以
上の収納庫と、前記紙葉類の枚数を識別する形状識別機能と紙葉類の種類を識別する種類
識別機能とを有する紙葉類識別部とを備え、前記紙葉類識別部は、前記形状識別機能と、
前記形状識別機能及び前記種類識別機能との切替が可能であり、出金処理部が前記紙葉類
識別部の識別結果をもとに装置外から入金された前記紙葉類の収納庫への収納及び前記収
納庫から装置外への出金を行う紙葉類入出金方法において、
　前記出金処理部は、指示された出金すべき紙葉類の種類が１つの種類の紙葉類を収納す
る収納庫のみに収納されている場合、前記形状識別機能と、前記形状識別機能及び前記種
類識別機能との切替を行う識別切替部を介して前記紙葉類識別部を前記形状識別機能のみ
に切り替え、紙葉類が１枚である識別結果の場合のみ該紙葉類を出金することを特徴とす
る紙葉類入出金方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙葉類の出金処理時間を短くすることができる紙葉類入出金装置及び紙葉類
入出金方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今のスーパーマーケットやコンビニエンスストア等の店舗には、客さばきや現金管理
の厳正化のため、自動釣銭機として金銭処理装置が設置されている。この金銭処理装置は
、通常、ＰＯＳレジスタ（Ｐｏｉｎｔ Ｏｆ Ｓａｌｅｓ）装置等の上位装置に接続されて
おり、上位装置からの指令に応じて硬貨や紙幣等の金銭の入出金処理を行うものである。
【０００３】
　具体的には、上位装置から入金許可指令が与えられた後に投入口から金銭が投入される
と、金銭処理装置では、金銭搬送通路を通じてこれらの金銭が装置本体の内部に取り込ま
れ、真贋及び金種が鑑別される。正規の貨幣であった場合には、金種毎に収納庫に収納さ
れるとともに、上位装置に対して入金額情報が送信される。
【０００４】
　一方、上位装置から出金指令が与えられると、収納庫に収納されている金銭から該当す
る金額の貨幣が金銭搬送通路を通じて搬出され、装置本体の出金口から外部に払い出され
ることになる。
【０００５】
　ここで、特許文献１では、鑑別条件を変更することによって紙幣と商品券との鑑別を単
一の鑑別手段によって行うものが記載されている。これにより、紙幣と商品券とを混在さ
せて投入口に投入された場合であっても製造コストを抑えることができる。
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【０００６】
　また、特許文献２では、紙幣収納庫のうち、第１の紙幣収納庫には、鑑別手段によって
釣銭に使用しない金種として鑑別された紙幣を、釣銭に使用可能な金種の紙幣とともに収
納し、その後、第１の紙幣収納庫に収納されている紙幣のうち、釣銭に使用しない金種だ
けを第２の紙幣収納庫に移送するようにしている。これにより、後続紙幣の滞りをなくし
、入金処理時間を短縮するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－６５４１７号公報
【特許文献２】特開２００９－４８２７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、従来の紙幣や商品券などの紙葉類を識別する場合、紙葉類の種類を誤らない
ように数多くのチェック項目を設けている。このため、紙葉類の識別時間は長い。この結
果、紙葉類の入出金処理時間が長いという問題があった。ここで、自動釣銭機などでは、
紙葉類の出金時間を短くしたいという要望が大きい。
【０００９】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、紙葉類の出金処理時間を短くすること
ができる紙葉類入出金装置及び紙葉類入出金方法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】
【００１０】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる紙葉類入出金装置は、
紙葉類を収納する１以上の収納庫と、前記紙葉類の枚数を識別する形状識別機能と紙葉類
の種類を識別する種類識別機能とを有する紙葉類識別部とを備え、前記紙葉類識別部の識
別結果をもとに装置外から入金された前記紙葉類の収納庫への収納及び前記収納庫から装
置外への出金を行う紙葉類入出金装置において、前記形状識別機能と、前記形状識別機能
及び前記種類識別機能との切替を行う識別切替部と、指示された出金すべき紙葉類の種類
が１つの収納庫のみに収納されている場合、前記紙葉類識別部を前記形状識別機能のみに
切り替え、紙葉類が１枚である識別結果の場合のみ該紙葉類を出金する出金処理部と、を
備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明にかかる紙葉類入出金装置は、上記の発明において、前記出金処理部は、
指示された出金すべき紙葉類の種類と他の種類とが１つの収納庫内に収納されている場合
、前記紙葉類識別部を前記形状識別機能と前記種類識別機能とが動作するように切り替え
、紙葉類が１枚、かつ、指示された紙葉類の種類であると識別された場合に該紙葉類を出
金することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明にかかる紙葉類入出金装置は、上記の発明において、各収納庫ごとに、収
納される紙葉類の種類別収納庫枚数情報を更新して保持する記憶部を備え、前記出金処理
部は、前記種類別収納庫枚数情報を参照して紙葉類の出金を行うことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明にかかる紙葉類入出金装置は、上記の発明において、同一金銭価値で異な
る種類の紙葉類を同一種類の紙葉類として処理することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明にかかる紙葉類入出金装置は、上記の発明において、装置の開履歴情報を
保持する開履歴記憶部を備え、前記出金処理部は、指示された出金すべき紙葉類の種類が
１つの収納庫のみに収納され、かつ、前記開履歴情報に開がない場合、前記紙葉類識別部
を前記形状識別機能のみに切り替え、紙葉類が１枚である識別結果の場合のみ該紙葉類を
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出金することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明にかかる紙葉類入出金方法は、紙葉類を収納する１以上の収納庫と、前記
紙葉類の枚数を識別する形状識別機能と紙葉類の種類を識別する種類識別機能とを有する
紙葉類識別部とを備え、前記紙葉類識別部は、前記形状識別機能と、前記形状識別機能及
び前記種類識別機能との切替が可能であり、前記紙葉類識別部の識別結果をもとに装置外
から入金された前記紙葉類の収納庫への収納及び前記収納庫から装置外への出金を行う紙
葉類入出金方法において、指示された出金すべき紙葉類の種類が１つの収納庫のみに収納
されている場合、前記紙葉類識別部を前記形状識別機能のみに切り替え、紙葉類が１枚で
ある識別結果の場合のみ該紙葉類を出金することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、指示された出金すべき紙葉類の種類が１つの収納庫のみに収納されて
いる場合、紙葉類識別部を形状識別機能のみに切り替え、紙葉類が１枚である識別結果の
場合のみ該紙葉類を出金するようにしている。この結果、紙葉類の出金処理時間を短くす
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１である紙葉類入出金装置を含む金銭処理装置の外
観を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１に示した金銭処理装置の内部構成を概念的に示す平面図である。
【図３】図３は、図１に示した金銭処理装置の内部構成を概念的に示す側面図である。
【図４】図４は、図１に示した金銭処理装置の紙幣収納ユニットを引き出した状態を示す
斜視図である。
【図５】図５は、図４に示した状態からさらに紙幣収納庫及び紙幣回収庫を開放した状態
を示す要部斜視図である。
【図６】図６は、図１に示した金銭処理装置の制御系を示すブロック図である。
【図７】図７は、収納庫種類別枚数情報の一例を示す図である。
【図８】図８は、図６に示した入出金制御部が繰り返し実施する入出金処理である釣銭モ
ード処理手順を示すフローチャートである。
【図９】図９は、紙幣に対する入金処理手順を示す詳細フローチャートである。
【図１０】図１０は、実施の形態１による紙幣に対する出金処理手順を示す詳細フローチ
ャートである。
【図１１】図１１は、実施の形態２による収納庫価値別枚数情報の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、実施の形態３による紙幣に対する出金処理手順を示す詳細フローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照してこの発明を実施するための形態について説明する。
【００１９】
（実施の形態１）
［金銭処理装置の構造］
　図１～図５は、本発明の実施の形態１である紙葉類入出金装置を含む金銭処理装置を示
したものである。ここで例示する金銭処理装置は、スーパーマーケットやコンビニエンス
ストア等の店舗においてＰＯＳレジスタ装置に接続される自動釣銭機として用いられるも
のである。図１に示すように、この金銭処理装置は、直方体状を成す装置本体１の前端部
に硬貨投入口１１、硬貨出金口１２、紙幣投入口２１、紙幣出金口２２を備えている。
【００２０】
　硬貨投入口１１は、投入された硬貨を装置本体１の内部に受け入れるための開口であり
、装置本体１の上面に形成してある。硬貨投入口１１に投入された硬貨は、図示せぬ投入
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検出センサによって検出された後、図２に示すように、硬貨収納ユニット１０の硬貨搬送
機構１３の振分搬送機構１３ａによって搬送される。振分搬送機構１３ａによって搬送さ
れる硬貨は、硬貨識別センサ１４によって識別された後、一時保留庫１５ｇに一旦収納さ
れ、その後、金種に応じて硬貨収納庫１５に収納されることになる。本実施の形態では、
装置本体１の内部に１円硬貨収納庫１５ａ、５０円硬貨収納庫１５ｂ、５円硬貨収納庫１
５ｃ、１００円硬貨収納庫１５ｄ、１０円硬貨収納庫１５ｅ、５００円硬貨収納庫１５ｆ
が設けてあり、投入された硬貨を金種ごとに個別に収納するようにしている。硬貨出金口
１２は、それぞれの硬貨収納庫１５から出金搬送機構１３ｂを介して搬出された硬貨を装
置本体１の外部に払い出すための開口であり、装置本体１の前面に形成してある。一時保
留庫１５ｇは、硬貨識別センサ１４によって識別された硬貨が正規の硬貨でないと判断さ
れた場合、リジェクト硬貨として硬貨出金口１２から排出される。なお、受け皿１７は、
硬貨出金口１２から払い出された硬貨を受け入れる。また、ＰＯＳレジスタ装置側からの
返却指示があった場合、一時保留庫１５ｇに保留された硬貨は、硬貨返却口１１ａに返却
される。
【００２１】
　紙幣投入口２１は、投入された紙幣を装置本体１の内部に受け入れるための開口であり
、装置本体１の前面上部に設けてある。紙幣投入口２１に投入された紙幣は、図示せぬ投
入検出センサによって検出された後、図３に示すように、紙幣収納ユニット２０の紙幣搬
送機構２３によって搬送される。搬送される紙幣は、紙幣識別部である紙幣識別センサ２
４によって識別された後、金種に応じて紙幣収納庫２５内の１０００円紙幣収納庫２５ｂ
、混合紙幣収納庫２５ｃ内の上流側に分割構成された一時保留庫２８をそれぞれ介して収
納されることになる。混合紙幣収納庫２５ｃは、１０００円紙幣以外の紙幣を収納する。
例えば、１００００円紙幣や５０００円紙幣を混合して収納する。本実施の形態では、装
置本体１の内部に紙幣収納庫２５の１つとして退避庫２５ａを設けている。退避庫２５ａ
は、紙幣払出時に、紙幣識別センサ２４によって紙幣が１枚でない場合、あるいは指示さ
れた紙幣の種類でない場合に紙幣を一時収納するためのものである。また、紙幣回収庫２
７は、１０００円紙幣収納庫２５ｂ、混合紙幣収納庫２５ｃに収納された紙幣を回収する
ためのものである。紙幣出金口２２は、１０００円紙幣収納庫２５ｂまたは混合紙幣収納
庫２５ｃから搬出された紙幣を装置本体１の外部に払い出すための開口であり、装置本体
１の前面下部に設けてある。
【００２２】
　図４に示すように、紙幣収納ユニット２０は、紙幣搬送機構２３及び紙幣収納庫２５の
すべてが装置本体１の筐体１ａに対して手前側に引き出し可能となる。さらに図５に示す
ように、紙幣収納ユニット２０が引き出された状態から収納庫扉２６を開けることによっ
て紙幣搬送機構２３及び紙幣収納庫２５を外部から操作することが可能となる。すなわち
、紙幣収納庫２５内の収納紙幣の出し入れが可能となる。
【００２３】
　なお、硬貨収納ユニット１０も、紙幣収納ユニット２０と同様に、硬貨搬送機構１３及
び硬貨収納庫１５のすべてが装置本体１の筐体１ａに対して手前側に引き出し可能に構成
してある。そして、硬貨収納ユニット１０が引き出された状態で内部の収納庫扉を開ける
ことによって硬貨搬送機構１３及び硬貨収納庫１５を外部から操作することが可能である
。すなわち、硬貨収納庫１５内の収納硬貨の出し入れが可能となる。
【００２４】
　なお、図２及び図３に示すように、紙幣収納ユニット２０には、収納庫扉２６の開閉状
態を検出するための開閉センサ２ａ及び筐体１ａに対して紙幣収納ユニット２０が引き出
されているか否かを検出するための引き出し検出センサ２ｂが設けてある。また、貨幣収
納ユニット１０にも、開閉センサ２ａ及び引き出し検出センサ２ｂが設けてある。
【００２５】
　また、装置本体１の前面右上部には、図１に示したように操作表示部３０が設けてある
。操作表示部３０は、表示部３０ａ及び操作部３０ｂを有する。表示部３０ａは、金種ご
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との貨幣の収納状況を表示する７セグメントのＬＥＤ表示器と、その貨幣の収納状況に関
する情報及び他の必要な情報を文字表示するＬＣＤ表示器と、表示もしくは音声出力をす
べき情報があることを示すヘルプランプを有する。なお、これらの情報は音声出力するこ
とも可能である。特に、表示部３０ａは、硬貨収納ユニット１０及び紙幣収納ユニット２
０内の収納された貨幣収納枚数が予め設定した所定枚数以上あるいは以下になったときに
その情報を表示あるいは音声出力する。
【００２６】
［自動釣銭機の制御系］
　図６は、上述した自動釣銭機の制御系を示すブロック図である。図６に示す制御部５０
は、操作表示部３０を通じて指令が与えられた場合、あるいは通信処理部４０から情報を
読み取った場合、あるいは硬貨識別センサ１４、紙幣識別センサ２４から検出信号が与え
られた場合、さらには上位装置であるＰＯＳレジスタ装置ＰＲから各種指令が与えられた
場合、記憶部６０に格納したプログラムや初期データに基づいて操作表示部３０の表示制
御、硬貨搬送機構１３の駆動制御、紙幣搬送機構２３の駆動制御、紙幣識別センサ２４の
識別切替制御を行うものである。制御部５０は、入出金制御部５１、入金処理部５２、出
金処理部５３、および識別切替部５４を有する。
【００２７】
　入出金制御部５１は、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから入力許可指令が与えられた後に貨幣
が投入された場合に、入金許可指令に従って貨幣の入金処理を行い、かつＰＯＳレジスタ
装置ＰＲから出金指令が与えられた場合に、出金指令に従って貨幣の出金処理を行うもの
である。また、入出金制御部５１は、これらの入金処理及び出金処理を実行している間、
実施した入金処理及び出金処理の内容を入出金情報６１として逐次、記憶部６０に格納す
る処理も行う。
【００２８】
　入金処理部５２及び出金処理部５３は、入出金制御部５１の制御時における紙幣に関す
る入金処理及び出金処理を行う。
【００２９】
　識別切替部５４は、出金処理部５３によって、紙幣の出金処理時における紙幣識別セン
サ２４の機能切替を行う。紙幣識別センサ２４は、紙幣の枚数を識別する形状識別機能と
紙幣の種類を識別する種類識別機能とを有する。そして、紙幣識別センサ２４は、識別切
替部５４の指示に従って、形状識別機能のみの処理実施と、形状識別機能と種類識別機能
との双方の処理実施とを切り替えることができる。出金処理部５３による識別切替部５４
の機能切替は、指示された出金すべき紙幣の種類（例えば１０００円紙幣）が１つの収納
庫（例えば、１０００円紙幣収納庫２５ｂ）のみに収納されている場合、紙幣識別センサ
２４を形状識別機能のみに切り替える。この場合、出金処理部５３は、紙幣が１枚である
識別結果の場合のみ紙幣を出金する。また、出金処理部５３による識別切替部５４の機能
切替は、指示された出金すべき紙幣の種類と他の種類（５０００円紙幣と１００００円紙
幣）とが１つの収納庫（例えば、混合紙幣収納庫２５ｃ）内に収納されている場合、形状
識別機能と種類識別機能との双方が動作するように切り替える。この場合、出金処理部５
３は、紙幣が１枚、かつ、指示された紙幣の種類であると識別された場合に紙幣を出金す
る。
【００３０】
　なお、制御部５０は、紙幣収納ユニット２０の開閉センサ２ａあるいは引き出し検出セ
ンサ２ｂが検出した開履歴を開履歴情報６３として記憶部６０に保持する。
【００３１】
　記憶部６０に記憶される収納庫種類別枚数情報６２は、各紙幣収納庫２５ａ，２５ｂ，
２５ｃごとに収納される紙幣の種類別枚数の情報を更新して保持する。例えば、図７に示
すように、収納庫種類別枚数情報６２には、退避庫２５ａ（属性「１」）、１０００円紙
幣収納庫２５ｂ（属性「２」）、混合紙幣収納庫２５ｃ（属性「３」）ごとに、６つの種
類の紙幣、すなわち新１０００円紙幣（属性「ａ」）、新５０００円紙幣（属性「ｂ」）
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、新１００００円紙幣（属性「ｃ」）、旧１０００円紙幣（属性「ｄ」）、旧５０００円
紙幣（属性「ｅ」）、旧１００００円紙幣（属性「ｆ」）の収納枚数Ｎ１１～Ｎ１３，Ｎ
２１～Ｎ２３，Ｎ３１～Ｎ３３，Ｎ４１～Ｎ４３，Ｎ５１～Ｎ５３，Ｎ６１～Ｎ６３が保
持される。そして、収納枚数Ｎ１１～Ｎ１３，Ｎ２１～Ｎ２３，Ｎ３１～Ｎ３３，Ｎ４１
～Ｎ４３，Ｎ５１～Ｎ５３，Ｎ６１～Ｎ６３には、それぞれ収納庫の属性（「１」～「３
」）と紙幣の種類の属性（「ａ」～「ｆ」）とが対応づけられて保持される。
【００３２】
　なお、紙葉類入出金装置としては、紙幣収納ユニット２０、制御部５０、記憶部６０、
開閉センサ２ａ、引き出し検出センサ２ｂが対応する。
【００３３】
［釣銭モード処理］
　図８は、図６に示した制御部５０の入出金制御部５１が繰り返し実施する入出金処理で
ある釣銭モード処理手順を示すフローチャートである。図８に示すように、入出金制御部
５１は、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲからの入金許可指令を監視する（ステップＳ１０１）。
ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから入金許可指令が与えられなかった場合（ステップＳ１０１，
Ｎｏ）、入出金制御部５１は、ステップＳ１０９に移行する。
【００３４】
　一方、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから入金許可指令が与えられた場合（ステップＳ１０１
，Ｙｅｓ）、入出金制御部５１は、自動釣銭機を入金許可状態に設定し（ステップＳ１０
２）、その後、図示せぬ投入検出センサを通じて硬貨投入口１１及び紙幣投入口２１に対
する入金を監視する（ステップＳ１０３）。
【００３５】
　硬貨投入口１１もしくは紙幣投入口２１からの入金を確認した場合（ステップＳ１０３
，Ｙｅｓ）、入出金制御部５１は、硬貨識別センサ１４もしくは紙幣識別センサ２４を介
して投入された貨幣の識別を行い、該識別結果に従って、対応する硬貨収納庫１５、紙幣
収納庫２５に貨幣を搬送する入金処理を行う（ステップＳ１０４）。なお、入金を検出し
なかった場合（ステップＳ１０３，Ｎｏ）、入出金制御部５１は、そのままステップＳ１
０５に移行する。
【００３６】
　その後、入出金制御部５１は、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲからの入金額要求があるか否か
を監視し（ステップＳ１０５）、入金額要求があった場合（ステップＳ１０５，Ｙｅｓ）
、現在の入金額に関する情報をＰＯＳレジスタ装置ＰＲに送信する処理を行う（ステップ
Ｓ１０６）。なお、入金額要求がなかった場合（ステップＳ１０５，Ｎｏ）、入出金制御
部５１は、そのままステップＳ１０７に移行する。
【００３７】
　その後、入出金制御部５１は、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから入金終了指令があったか否
かを判断し（ステップＳ１０７）、入金終了指令がなかった場合（ステップＳ１０７，Ｎ
ｏ）、手順をステップＳ１０３に移行して上述したステップＳ１０３～Ｓ１０７の処理を
繰り返す。
【００３８】
　一方、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから入金終了指令があった場合（ステップＳ１０７，Ｙ
ｅｓ）、入出金制御部５１は、自動釣銭機を入金禁止状態に設定し（ステップＳ１０８）
、その後、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから出金指令があるか否かを監視する（ステップＳ１
０９）。
【００３９】
　ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから出金指令が与えられた場合（ステップＳ１０９，Ｙｅｓ）
、入出金制御部５１は、硬貨収納庫１５や紙幣収納庫２５に収納された貨幣を釣銭として
硬貨出金口１２もしくは紙幣出金口２２から払い出す出金処理を実施し（ステップＳ１１
０）、今回の釣銭モード処理を終了する。なお、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから出金指令が
与えられなかった場合（ステップＳ１０９，Ｎｏ）、入出金制御部５１は、そのまま今回
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の釣銭モード処理を終了する。
【００４０】
　上述した状況は、例えば、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲにおいて操作者（レジ担当者）によ
る購入商品の登録が終了し、その合計金額以上の貨幣を商品購入者から預かった操作者が
これを自動釣銭機に投入した場面であり、購入商品の登録が終了した後にＰＯＳレジスタ
装置ＰＲから自動釣銭機の制御部５０に対して入金許可指令が与えられる。一方、貨幣が
投入された自動釣銭機からＰＯＳレジスタ装置ＰＲに入金額情報が送信されると、ＰＯＳ
レジスタ装置ＰＲにおいて（釣銭）＝（入金額）－（購入合計金額）が算出され、釣銭が
ある場合には釣銭に対応した出金指令が入金終了指令の後に自動釣銭機に出力される。出
金指令が与えられた自動釣銭機では、釣銭に相当する貨幣が硬貨出金口１２もしくは紙幣
出金口２２から払い出され、ＰＯＳレジスタ装置ＰＲから出力されたレシートとともにこ
の釣銭が商品購入者に手渡される。
【００４１】
　以降、上述した釣銭モード処理が繰り返し実施され、金銭処理装置が自動釣銭機として
機能することになる。この間、自動釣銭機においては、入出金制御部５１により、実施し
た入金処理及び出金処理の内容が入出金情報６１として逐次、記憶部６０に格納する処理
が行われる。
【００４２】
［入金処理：紙幣］
　図９は、ステップＳ１０４の入金処理のうち、紙幣に対する入金処理手順を示す詳細フ
ローチャートである。図９に示すように、紙幣の入金処理時では、識別切替部５４は、形
状識別と種類識別との双方を行わせる（ステップＳ２０１）。そして、形状識別結果が、
紙幣１枚であったか否かを判断する（ステップＳ２０２）。紙幣１枚であった場合（ステ
ップＳ２０２，Ｙｅｓ）には、さらに、種類識別結果が、予め設定された識別可能な設定
種類の紙幣である否かを判断する（ステップＳ２０３）。予め設定された識別可能な設定
種類の紙幣である場合（ステップＳ２０３，Ｙｅｓ）には、この設定種類が格納される、
予め設定された収納庫に紙幣を収納する（ステップＳ２０４）。その後、紙幣の収納庫へ
の収納状態、すなわち、収納庫種類別枚数情報６２を更新し（ステップＳ２０５）、ステ
ップＳ２０７に移行する。
【００４３】
　一方、紙幣１枚でない場合（ステップＳ２０２，Ｎｏ）及び予め設定された識別可能な
設定種類の紙幣でない場合（ステップＳ２０３，Ｎｏ）には、紙幣を紙幣出金口２２から
返却し（ステップＳ２０６）、ステップＳ２０７に移行する。
【００４４】
　その後、次の紙幣があるか否かを判断し（ステップＳ２０７）、次の紙幣がある場合（
ステップＳ２０７，Ｙｅｓ）には、ステップＳ２０１に移行し、上述した処理を繰り返す
。一方、次の紙幣がない場合（ステップＳ２０７，Ｎｏ）には、ステップＳ１０４にリタ
ーンする。
【００４５】
［出金処理：紙幣］
　図１０は、ステップＳ１１０の出金処理のうち、紙幣に対する出金処理手順を示す詳細
フローチャートである。図１０に示すように、まず、収納庫に対して予め設定された紙幣
の種類収納、あるいは収納庫種類別枚数情報６２を参照して、指示された出金すべき紙幣
の種類が１つの収納庫のみに収納されているか否かを判断する（ステップＳ３０１）。
【００４６】
　指示された出金すべき紙幣の種類が１つの収納庫のみに収納されている場合（ステップ
Ｓ３０１，Ｙｅｓ）には、識別切替部５４が紙幣識別センサ２４に対して形状識別のみを
行わせる（ステップＳ３０２）。その後、この形状識別結果が、紙幣１枚であるか否かを
判断する（ステップＳ３０３）。紙幣１枚である場合（ステップＳ３０３，Ｙｅｓ）には
、そのまま紙幣を紙幣出金口２２から払い出す処理を行って（ステップＳ３０４）、ステ
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ップＳ３０８に移行する。また、紙幣１枚でない場合（ステップＳ３０３，Ｎｏ）には、
紙幣を退避庫２５ａに退避させ（ステップＳ３０５）、ステップＳ３０８に移行する。
【００４７】
　一方、指示された出金すべき紙幣の種類が１つの収納庫のみに収納されていない場合（
ステップＳ３０１，Ｎｏ）には、識別切替部５４が紙幣識別センサ２４に対して形状識別
及び種類識別の双方を行わせる（ステップＳ３０６）。その後、この形状識別結果及び種
類識別結果が、紙幣１枚、かつ、指示された紙幣の種類であるか否かを判断する（ステッ
プＳ３０７）。紙幣１枚、かつ、指示された種類の紙幣である場合（ステップＳ３０７，
Ｙｅｓ）には、そのまま紙幣を紙幣出金口２２から払い出す処理を行って（ステップＳ３
０４）、ステップＳ３０８に移行する。また、紙幣１枚、かつ、指示された種類の紙幣で
ない場合（ステップＳ３０７，Ｎｏ）には、紙幣を退避庫２５ａに退避させ（ステップＳ
３０５）、ステップＳ３０８に移行する。
【００４８】
　その後、紙幣の収納庫の収納状態、すなわち、収納庫種類別枚数情報６２を更新する（
ステップＳ３０８）。さらに、次の紙幣があるか否かを判断し（ステップＳ３０９）、次
の紙幣がある場合（ステップＳ３０９，Ｙｅｓ）には、ステップＳ３０１に移行し、上述
した処理を繰り返す。一方、次の紙幣がない場合（ステップＳ３０９，Ｎｏ）には、ステ
ップＳ１１０にリターンする。
【００４９】
　例えば、図３に示すように、１０００円紙幣収納庫２５ｂが新１０００円紙幣のみを収
納する収納庫である場合であって、１０００円紙幣の出金指示があった場合、識別切替部
５４は紙幣識別センサ２４が形状識別のみを行うように切り替える。そして、紙幣識別セ
ンサ２４が紙幣１枚の形状識別を行った場合、複雑で時間のかかる種類識別を行うことな
く、そのまま紙幣を紙幣出金口２２から払い出す。また、紙幣識別センサ２４が紙幣１枚
の形状識別ができなかった場合、この紙幣を退避庫２５ａに退避させる。
【００５０】
　一方、図３に示すように、混合紙幣収納庫２５ｃが旧１０００円紙幣、新５０００円紙
幣、旧５０００円紙幣、新１００００円紙幣、旧１００００円紙幣を混合して収納する収
納庫であって、新５０００円紙幣の出金指示があった場合、識別切替部５４は紙幣識別セ
ンサ２４に対して形状識別及び種類識別を行うように切り替える。そして、紙幣識別セン
サ２４が紙幣１枚、かつ、種類が新５０００円紙幣である場合に、紙幣を紙幣出金口２２
から払い出す。また、紙幣識別センサ２４が紙幣１枚でないと判断した場合、あるいは他
の種類の紙幣であると判断した場合には、この紙幣を退避庫２５ａに退避させる。
【００５１】
　本実施の形態１では、紙幣識別センサ２４が形状識別機能と、形状識別機能及び種類識
別機能との切替が可能であり、出金処理部５３が、指示された出金すべき紙幣の種類が１
つの収納庫のみに収納されている場合、識別切替部５４を介して紙幣識別センサ２４を形
状識別機能のみに切り替え、紙幣が１枚である識別結果の場合のみ該紙幣を出金するよう
にしている。このため、紙幣識別時間が短縮され、紙幣の出金効率（枚数／時間）を向上
させることができる。
【００５２】
　なお、上述した実施の形態１では、紙葉類の一例として紙幣を例にあげて説明したが、
商品券などの金券の場合、あるいは紙幣と商品券とが混在する場合にも適用することがで
きる。
【００５３】
（実施の形態２）
　上述した実施の形態１では、指示された出金すべき紙幣の種類が１つの収納庫のみに収
納されている場合について説明したが、この実施の形態２では、指示された出金すべき紙
幣の金銭価値が同一である紙幣が１つの収納庫のみに収納されている場合にも適用してい
る。例えば、図３に示した１０００円紙幣収納庫２５ｂに新１０００円紙幣と旧１０００
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円紙幣とが混在して収納される場合であって、出金すべき紙幣の金銭価値が１０００円で
ある場合、識別切替部５４を介して紙幣識別センサ２４を形状識別機能のみに切り替え、
紙幣が１枚である識別結果の場合のみ該紙幣を出金するようにしている。
【００５４】
　この場合、収納庫種類別枚数情報６２は、各収納庫ごとに、収納される紙幣の価値別の
枚数情報である収納庫価値別枚数情報に替わる。記憶部６０に記憶される収納庫価値別枚
数情報は、退避庫２５ａ，１０００円紙幣収納庫２５ｂ，混合紙幣収納庫２５ｃごとに収
納される紙幣の価値別枚数の情報を更新して保持する。例えば、図１１に示すように、収
納庫価値別枚数情報には、退避庫２５ａ（属性「１」）、１０００円紙幣収納庫２５ｂ（
属性「２」）、混合紙幣収納庫２５ｃ（属性「３」）ごとに、３つの価値の紙幣、すなわ
ち、価値が１０００円である新１０００円紙幣と旧１０００円紙幣（属性「Ａ」）、価値
が５０００円である新５０００紙幣と旧５０００円紙幣（属性「Ｂ」）、価値が１０００
０円である新１００００円紙幣と旧１００００円紙幣（属性「Ｃ」）、をそれぞれ同一価
値の紙幣とし、収納枚数Ｍ１１～Ｍ１３，Ｍ２１～Ｍ２３，Ｍ３１～Ｍ３３が保持される
。そして、収納枚数Ｍ１１～Ｍ１３，Ｍ２１～Ｍ２３，Ｍ３１～Ｍ３３には、それぞれ収
納庫の属性（「１」～「３」）と紙幣の価値の属性（「Ａ」～「Ｃ」）とが対応づけられ
て保持される。
【００５５】
　本実施の形態２では、指示された出金すべき紙幣の価値が同一である紙幣が１つの収納
庫のみに収納されている場合、識別切替部５４を介して紙幣識別センサ２４を形状識別機
能のみに切り替え、紙幣が１枚である識別結果の場合のみ該紙幣を出金するようにしてい
る。
【００５６】
　この結果、実施の形態１と同様に、紙幣識別時間が短縮され、紙幣の出金効率（枚数／
時間）を向上させることができるとともに、形状識別のみを行って紙幣を出金する枚数が
増え、逆に混合紙幣収納庫２５ｃに収納される紙幣の枚数が減るため、出金の効率（出金
枚数／総枚数）を高めることができる。
【００５７】
（実施の形態３）
　ところで、紙幣収納ユニット２０に対する開閉センサ２ａや引き出し検出センサ２ｂに
よって紙幣収納ユニット２０が開状態となった場合、各紙幣収納庫２５内の紙幣の収納状
態が変化してしまい、例えば、上述した収納庫種類別枚数情報６２あるいは収納庫価値別
枚数情報に誤りが発生してしまう可能性がある。
【００５８】
　このため、実施の形態３では、図６に示した記憶部６０に紙幣収納ユニット２０の開履
歴を開履歴情報６３として保持する。そして、出金処理部５３は、開履歴情報６３に開履
歴がないことを条件として、上述した形状識別のみによる紙幣の出金を許可するようにし
ている。
【００５９】
［出金処理：紙幣］
　図１２は、実施の形態３による紙幣に対する出金処理手順を示す詳細フローチャートで
ある。図１２に示すように、この実施の形態３の出金処理では、図１０に示した出金処理
のステップＳ３０１，Ｙｅｓの後に開履歴に開があるか否かを判断するステップＳ３０１
ａを付加し、開履歴に開がない場合（ステップＳ３０１ａ，Ｎｏ）、形状識別のみを行い
（ステップＳ３０２）、開履歴に開がある場合（ステップＳ３０１ａ，Ｙｅｓ）、形状識
別及び種類識別を行うようにしている（ステップＳ３０６）。その他の処理手順は、実施
の形態１と同じである。
【００６０】
　本実施の形態３では、実施の形態１，２に対して開履歴に開がないという条件をさらに
付加し、出金処理エラーの発生を抑えるようにしている。これにより、操作者にかかる負
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【００６１】
　なお、実施の形態２，３にも紙葉類が適用される。また、実施の形態３も、実施の形態
２と同様に同一価値の紙幣毎の処理が可能である。
【符号の説明】
【００６２】
　　　１　装置本体
　　　１ａ　筐体
　　　２ａ　開閉センサ
　　　２ｂ　引き出し検出センサ
　　１０　硬貨収納ユニット
　　１１　硬貨投入口
　　１１ａ　硬貨返却口
　　１２　硬貨出金口
　　１３　硬貨搬送機構
　　１３ａ　振分搬送機構
　　１３ｂ　出金搬送機構
　　１４　硬貨識別センサ
　　１５　硬貨収納庫
　　１５ｇ，２８　一時保留庫
　　１７　受け皿
　　２０　紙幣収納ユニット
　　２１　紙幣投入口
　　２２　紙幣出金口
　　２３　紙幣搬送機構
　　２４　紙幣識別センサ
　　２５　紙幣収納庫
　　２６　収納庫扉
　　２７　紙幣回収庫
　　３０　操作表示部
　　４０　通信処理部
　　５０　制御部
　　５１　入出金制御部
　　５２　入金処理部
　　５３　出金処理部
　　５４　識別切替部
　　６０　記憶部
　　６１　入出金情報
　　６２　収納庫種類別枚数情報
　　６３　開履歴情報
　　ＰＲ　ＰＯＳレジスタ装置
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