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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現金が投入される入金口と、前記入金口から繰出された現金を鑑別する鑑別部と、前記
鑑別部で鑑別した現金を一時的に集積する一時保留部と、現金を収納する収納部とを備え
た現金処理装置において、
　前記一時保留部に集積可能な現金の一時保留可能枚数を記憶しておく記憶手段を有し、
　前記鑑別部で鑑別した現金が、前記記憶手段に記憶している一時保留可能枚数に到達し
ていないときは、前記一時保留部に搬送して集積し、前記一時保留可能枚数に到達してい
るときは、前記入金口に搬送して一旦収納し、
　前記入金口に一旦収納した現金が存在する場合は、前記一時保留部から現金を搬送して
前記収納部に収納した後、前記収納部内の現金を回収させ、前記入金口の現金を前記収納
部に搬送して収納することを特徴とする現金処理装置。
【請求項２】
　現金が投入される入金口と、前記入金口から繰出された現金を鑑別する鑑別部と、前記
鑑別部で鑑別した現金を一時的に集積する一時保留部と、現金を金種別に収納する収納部
とを備えた現金処理装置において、
　前記一時保留部に集積可能な金種ごとの現金の一時保留可能枚数を記憶しておく記憶手
段を有し、
　前記記憶手段に記憶している金種ごとの一時保留可能枚数をもとに、前記収納部に収納
できる分の各金種の現金を前記一時保留部に集積し、その他の現金は前記入金口に搬送し
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て一旦収納しておき、
　前記入金口に一旦収納した現金が存在する場合は、前記一時保留部から現金を搬送して
前記収納部に収納した後、前記収納部内の現金を回収させ、前記入金口の現金を前記収納
部に搬送して収納することを特徴とする現金処理装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の現金処理装置において、
　前記収納部内の現金を回収させるときは、前記現金の回収を促す文言と回収完了後に入
力させる回収完了キーとを表示した回収指示画面を表示することを特徴とする現金処理装
置。
【請求項４】
　現金が投入される入金口と、前記入金口から繰出された現金を鑑別する鑑別部と、前記
鑑別部で鑑別した現金を一時的に集積する一時保留部と、現金を計数する計数処理で計数
後に前記一時保留部から搬送し返却する現金を収納しておく返却部とを備えた現金処理装
置において、
　前記返却部に収納できる現金の一時保留可能枚数を記憶しておく記憶手段を有し、
　前記鑑別部で鑑別した現金が、前記記憶手段に記憶している一時保留可能枚数に到達し
ていないときは、前記一時保留部に搬送して集積し、前記一時保留可能枚数に到達してい
るときは、前記入金口に搬送して一旦収納し、
　前記入金口に一旦収納した現金が存在する場合は、前記一時保留部から現金を搬送して
前記返却部に収納した後、前記返却部内の現金を回収させ、前記入金口の現金を前記返却
部に搬送して収納す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】
　本発明は、硬貨や紙幣等の現金を取扱う現金処理装置に関し、特に現金の収納方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の現金処理装置は、入金処理においてオペレータにより投入された現金を一時保留
部に搬送して集積し、投入された現金の金額を表示画面に表示してオペレータに金額の確
認をさせ、金額確認の入力がなされたときに一時保留部内の現金を収納庫に搬送して金種
別に収納している（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２８６７４４号公報（段落「００１８」－段落「００１９
」、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の技術においては、一時保留部に集積されるまで投入され
た現金の枚数がわからないので、一時保留部に集積された硬貨や紙幣の枚数が収納庫に収
納できる枚数を超えてしまう場合には、一時保留部に集積した硬貨や紙幣を一旦返却した
上で、収納庫内の現金をオペレータに回収させるようにし、再度現金を投入させるように
しているので、オペレータの手間が増えて処理時間が長くなるという問題がある。
　本発明は、上記の問題点を解決するための手段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】
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するために、現金が投入される入金口と、前記入金口から繰
出された現金を鑑別する鑑別部と、前記鑑別部で鑑別した現金を一時的に集積する一時保
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留部と、現金を収納する収納部とを備えた現金処理装置において、前記一時保留部に集積
可能な現金の一時保留可能枚数を記憶しておく記憶手段を有し、前記鑑別部で鑑別した現
金が、前記記憶手段に記憶している一時保留可能枚数に到達していないときは、前記一時
保留部に搬送して集積し、前記一時保留可能枚数に到達しているときは、前記入金口に搬
送して一旦収納し、前記入金口に一旦収納した現金が存在する場合は、前記一時保留部か
ら現金を搬送して前記収納部に収納した後、前記収納部内の現金を回収させ、前記入金口
の現金を前記収納部に搬送して収納することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　これにより、本発明は、一時保留部から収納部に全ての現金を搬送できなくても、オペ
レータに現金の再投入をさせることが無くなり、オペレータの手間を減らし処理時間を短
縮させることができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施例１の現金処理装置を示すブロック図
【図２】実施例１の現金処理装置における現金収納処理を示すフローチャート
【図３】実施例２の現金処理装置を示すブロック図
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下に、図面を参照して本発明による現金処理装置の実施例について説明する。
【実施例１】
【０００９】
　図１は実施例１の現金処理装置を示すブロック図である。
　本実施例の現金処理装置は、レジスタを使用する小売店等に設置されるもので、図１に
おいて１は硬貨（現金）の入出金処理を行う硬貨取扱部、２は紙幣（現金）の入出金処理
を行う紙幣取扱部である。
【００１０】
　硬貨取扱部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枚ずつ分離する図示しない分離部と、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、硬貨を金種別に収納
する硬貨収納庫（収納庫）１４と、釣銭用の硬貨を出金するための硬貨出金庫１６と、金
種を鑑別できないリジェクト硬貨を返却するための硬貨リジェクト口１７等を有している
。
【００１１】
　なお、硬貨入金口１１には、硬貨処理中にオペレータからの硬貨投入を規制するシャッ
タが設けられている。
　ここで硬貨一時保留部１３、硬貨収納庫１４、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。
　なお、硬貨収納庫１４手前の搬送路には、搬送される硬貨を検知してその金種を鑑別す
るための現金カウンタ１４ａが設けられている。
【００１２】
　一方、紙幣取扱部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枚ずつ分離する図示しない分離部と、紙幣の金種等を鑑別する
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、紙幣を金種別に収納する紙幣収納庫（収納庫）２４と、これらの間
で紙幣を搬送ベルト等で挟持して搬送する搬送路等を備えている。
　尚、紙幣入出金口２１には、紙幣処理中にオペレータからの紙幣投入を規制するシャッ
タが設けられている。
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【００１３】
　また、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。
　紙幣収納庫２４手前の搬送路には、搬送される紙幣を検知してその金種を鑑別するため
の現金カウンタ２４ａが設けられている。
【００１４】
　３はＬＣＤ等による表示部で、各種の処理操作の案内、現金処理のための入力画面や入
力された情報、及び金種別の入出金金額や入出金の合計金額等を表示する。
　４はレジスタの現金を入出金するレジ担当者や売上の締めを行う管理者が操作するキー
ボードあるいは表示部３上に配置されたタッチパネル等の操作部で、入金処理や出金処理
、締上げ処理、回収処理等を行うことを指示（入力）するためのキーや金額等を入力する
ためのテンキー等を備えている。
【００１５】
　６は伝票印刷部（印刷部）で、硬貨取扱部１や紙幣取扱部２で行われた入金処理や出金
処理の金額、金種別枚数等を伝票に記録（印字）して出力するものである。
　７は記憶部で、入金・出金処理履歴等を格納するカウンタテーブルを有し、またこの記
憶部７には後述する主制御部が実行する制御プログラムが格納され、更に主制御部による
処理結果も記憶するものとなっている。
　また、記憶部７は硬貨収納庫１４の収納した金種別硬貨枚数と、紙幣収納庫２４に収納
した金種別紙幣枚数とを記憶するテーブルを有している。
【００１６】
　８は主制御部であり、記憶部７に格納された制御プログラムに基づいて装置全体の制御
を行い、本実施例では記憶部７のカウンタテーブルに登録する入金や出金処理等の履歴を
管理し、必要に応じて履歴情報の書込み、更新を行う他、操作部４から入力される締上げ
処理要求に応じて、締上げ処理完了の入金情報及び出金情報を基にレジスタの売上金額合
計を演算する演算部として機能する。
【００１７】
　また主制御部８は、硬貨収納庫１４の金種ごとの収納容量と、紙幣収納庫２４の金種ご
との収納容量を管理し、記憶部７が記憶する金種別の硬貨収納枚数と金種別の紙幣収納枚
数と各収納容量とから、硬貨収納庫１４に収納可能な金種ごとの収納空き枚数と、紙幣収
納庫２４に収納可能な金種ごとの収納空き枚数とを算出し、それらを記憶部７に記憶させ
て管理する。
【００１８】
　さらに主制御部８は、記憶部７に記憶した硬貨収納庫１４の収納空き枚数と、紙幣収納
庫２４の収納空き枚数とに合わせて、硬貨一時保留部１３と紙幣一時保留部２３に集積可
能な硬貨及び紙幣の金種ごとの枚数（一時保留可能枚数とする。）を設定し、その一時保
留可能枚数を記憶部７に記憶する。
【００１９】
　上述した構成の作用について、図２の実施例１の現金処理装置における現金収納処理を
示すフローチャートを用い、Ｓで示すステップに従って説明する。
　なお、ここでは現金収納処理における紙幣の収納に関する動作を例に説明する。
【００２０】
　Ｓ１、主制御部８は、表示部３に各種処理種別の選択キー等を配した処理選択画面を表
示して待機する。
　オペレータは、操作部４によって処理選択画面から入金処理キーの入力を行う。
　Ｓ２、主制御部８は、入金処理キーの入力を認識すると、表示部３に現金の投入を促す
現金投入指示画面を表示し、紙幣入出金口２１のシャッタを開放する。
　オペレータが現金投入指示画面に従って紙幣入出金口２１に紙幣を投入する。
【００２１】
　Ｓ３、主制御部８は、紙幣が投入されたことを図示しないセンサによって認識すると、
紙幣入出金口２１のシャッタを閉じて紙幣入出金口２１内の紙幣を分離して紙幣鑑別部２
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２に搬送し、紙幣鑑別部２２により紙幣を１枚ずつ鑑別し、正券であることを確認する。
　Ｓ４、主制御部８は、鑑別した紙幣の金種ごとの枚数を計数すると共に記憶部７に記憶
した一時保留可能枚数と比較し、計数した枚数が一時保留可能枚数になっていない金種の
紙幣を紙幣一時保留部２３に搬送して集積していく。
【００２２】
　そして主制御部８は、全ての紙幣を鑑別するまでに、一時保留可能枚数に到達した金種
の紙幣が有るか否かを判断し、有るときはステップＳ８に移行し、無いときはステップＳ
５に進む。
　Ｓ５、主制御部８は、投入された全ての紙幣を紙幣一時保留部２３に搬送して集積する
。
【００２３】
　Ｓ６、主制御部８は、上記で鑑別した紙幣の金種ごとの枚数をもとに紙幣一時保留部２
３に集積した紙幣の総額を算出し、その紙幣一時保留部２３に集積した紙幣の総額と、入
金を確定するための確認キー、入金処理を中止する中止キー等を配した金額確認画面を表
示部３に表示する。
　オペレータが中止キーを押下した場合、主制御部８は紙幣一時保留部２３内の紙幣を紙
幣入出金口２１へと搬送して返却するが、ここでは確認キーが押下されたものとして次の
ステップに進む。
【００２４】
　Ｓ７、主制御部８は、紙幣一時保留部２３内の紙幣を繰出して紙幣収納庫２４に搬送し
、紙幣収納庫２４に到る搬送路の途中に設けた現金カウンタ２４ａによって紙幣の金種を
鑑別し、鑑別した金種をもとに金種別に紙幣を紙幣収納庫２４に収納し、入金処理を終了
する。
　また、主制御部８は、収納した金種別の紙幣枚数をもとに記憶部７に記憶した紙幣収納
庫２４の収納空き枚数の内容を更新する。
【００２５】
　Ｓ８、主制御部８は、全ての紙幣を鑑別するまでに、上記ステップＳ４で一時保留可能
枚数に到達した金種の紙幣が有ると判断したとき、その金種の紙幣をこれ以上紙幣収納庫
２４に収納できない状態であるものとし、該金種の紙幣を紙幣入出金口２１に搬送して一
旦収納し、紙幣収納庫２４に収納できる分の紙幣のみを紙幣一時保留部２３に集積してい
き、紙幣一時保留部２３に集積した紙幣の枚数だけを計数する。
　なお、紙幣入出金口２１に搬送した紙幣については、計数の対象から外すようにする。
【００２６】
　Ｓ９、主制御部８は、紙幣一時保留部２３に集積した紙幣の総額と、入金を確定させる
ための確認キー、入金処理を中止する中止キー等を配した金額確認画面を表示部３に表示
する。
　オペレータは、確認キーを押下したものとする。
【００２７】
　Ｓ１０、主制御部８は、確認キーの押下を認識すると、紙幣一時保留部２３内の紙幣を
紙幣収納庫２４に搬送して収納する。
　Ｓ１１、主制御部８は、紙幣の収納が完了した後、紙幣収納庫２４内の紙幣の回収を促
す文言と、回収完了後に入力させる回収完了キーを配した回収指示画面を表示部３に表示
する。
　オペレータは、回収指示画面に従って紙幣収納庫２４を装置外に取り出し内部に収納さ
れている全紙幣を回収し、紙幣収納庫２４を装置内に戻すようにする。
【００２８】
　Ｓ１２、主制御部８は、紙幣収納庫２４が装置内に戻されたことを認識すると、ステッ
プＳ８で紙幣入出金口２１に収納した紙幣を紙幣鑑別部２２に搬送し、金種ごとの枚数を
計数して紙幣一時保留部２３に搬送して集積する。
　そして、主制御部８は、再度金額確認画面を表示して、その金額確認画面で確認キーが
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押下されたことを確認し、紙幣を紙幣一時保留部２３から紙幣収納庫２４に搬送し金種別
に収納し、現金収納処理を終了する。
【００２９】
　このように、本実施例では、紙幣収納庫に収納できる空き収納枚数に合わせて、紙幣一
時保留部２３に搬送する一時保留可能枚数を設定し、投入された紙幣を一時保留可能枚数
分だけ紙幣一時保留部に集積し、一時保留可能枚数を超える分の紙幣を紙幣入出金口に戻
して残しておき、紙幣一時保留部内の紙幣を紙幣収納庫に収納した後、オペレータに紙幣
収納庫内の紙幣を回収させ、回収後に紙幣入出金口に残っている紙幣を紙幣収納庫に収納
する。
【００３０】
　以上説明したように、本実施例では、紙幣収納庫の空き収納枚数に合わせて紙幣一時保
留部に集積する最大紙幣枚数を変更し、その最大紙幣枚数を超えるために入りきらなかっ
た紙幣を一時的に紙幣入出金口に戻して残すようにし、紙幣一時保留部内の紙幣を紙幣収
納庫に収納し、紙幣収納庫内の紙幣が回収された後、紙幣入出金口の紙幣を紙幣収納庫に
収納するようにしたので、紙幣収納庫に紙幣を全て収納できないときに従来のような紙幣
一時保留部に集積した紙幣を一旦返却し紙幣収納庫内の紙幣をオペレータに回収させて再
度紙幣を投入させる等の処理が必要無くなるため、オペレータにとっての手間を削減でき
ると共に、紙幣を収納するまでの処理時間を短縮することができる。
【００３１】
　なお、上記実施例１においては、紙幣収納庫に金種毎に紙幣を収納するものとして説明
したが、これに限らず金種を混在させた状態で紙幣を収納する紙幣収納庫を備えた現金処
理装置に適用しても同様の効果が得られ、さらにそのような現金処理装置に適用した場合
には紙幣収納庫の容量限界まで紙幣を収納できるので、紙幣収納部からの紙幣の回収回数
を削減することができる。
　さらに、上記実施例１においては紙幣を収納する場合を例に説明したが、硬貨を収納す
る場合に適用しても同様の効果を得ることができる。
【実施例２】
【００３２】
　図３は実施例２の現金処理装置を示すブロック図である。
　なお、上記実施例１と同様の部分は、同一の符号を付してその説明を省略する。
　図３における３０は現金返却部であり、紙幣及び硬貨を区分けして収納し、現金の計数
処理において計数した現金の搬送先となる。なお、現金返却部３０内の現金は現金処理装
置の筐体に設けた図示しない扉を開くことで取り出すことができるようになっている。
【００３３】
　本実施例の主制御部８は、現金返却部３０の硬貨及び紙幣の収納容量の情報を有すると
共に、現金返却部３０に収納されている現金の枚数をもとに、現金返却部３０内の硬貨及
び紙幣の収納空き枚数を算出し、記憶部７に記憶して管理する。
　また、主制御部８は、記憶部７に記憶した現金返却部３０の各収納空き枚数に合わせて
、硬貨一時保留部１３と紙幣一時保留部２３に集積可能な硬貨及び紙幣の枚数（一時保留
可能枚数とする。）を設定し、その硬貨と紙幣についての各一時保留可能枚数を記憶部７
に記憶する。
【００３４】
　上記の構成の作用について、本実施例では上記実施例１で紙幣を紙幣収納庫２４に搬送
していた代わりに現金返却部３０に搬送する場合を例に説明する。
　オペレータは、現金処理装置の表示部３に表示している処理選択画面から現金計数処理
の選択キーを押下する。
　主制御部８は、現金計数処理の選択キーの押下を認識すると、硬貨入金口１１および紙
幣入出金口２１のシャッタを開放する。
【００３５】
　オペレータは、計数処理を行う現金を硬貨入金口１１と紙幣入出金口２１に投入する。
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　主制御部８は、投入された現金を硬貨鑑別部１２及び紙幣鑑別部２２に搬送し、硬貨鑑
別部１２及び紙幣鑑別部２２によって現金の鑑別を行う。
【００３６】
　主制御部８は、鑑別した硬貨及び紙幣の枚数を１枚ずつ計数し、計数している枚数を記
憶部７に記憶している各一時保留可能枚数と比較し、計数した硬貨または紙幣の枚数が各
一時保留可能枚数に達するまで、鑑別した硬貨を硬貨一時保留部１３に、鑑別した紙幣を
紙幣一時保留部２３に搬送して集積する。
【００３７】
　ここで、例えば計数した硬貨枚数が硬貨の一時保留可能枚数に到達したときは、硬貨入
金口１１から繰出された硬貨を硬貨入金口１１に戻し、硬貨一時保留部１３に搬送せずに
硬貨入金口１１に一旦収納しておく。
　同様に紙幣についても、紙幣の一時保留可能枚数に到達したときは、紙幣入出金口２１
から繰出した紙幣を紙幣入出金口２１に戻し、紙幣一時保留部２３に搬送せずに紙幣入出
金口２１に一旦収納しておく。
【００３８】
　そのため、硬貨一時保留部１３と紙幣一時保留部２３には、現金返却部３０に収納可能
な分の現金だけが集積された状態となる。
　主制御部８は、鑑別して硬貨一時保留部１３および紙幣一時保留部２３に集積した現金
の合計金額を算出し、記憶部７に記憶する。
【００３９】
　主制御部８は、硬貨一時保留部１３または紙幣一時保留部２３に集積した硬貨及び紙幣
を繰出して現金返却部３０に搬送すると共に、記憶部７から合計金額を読み出してその合
計金額を配した画面を表示部３に表示する。
　そして、主制御部８は、硬貨入金口１１と紙幣入出金口２１に一旦収納した現金がある
とき、現金返却部３０内の現金の回収を促す文言等を配した画面を表示部３に表示する。
【００４０】
　オペレータは、表示された画面に従って現金返却部３０内の現金を全て取り出す。
　主制御部８は、図示しないセンサによって現金返却部３０から現金が回収されたことを
認識すると、硬貨入金口１１と紙幣入出金口２１に収納した硬貨と紙幣を鑑別、計数する
と共に、計数した硬貨又は紙幣の枚数を各一時保留可能枚数と比較し、それぞれの計数し
た枚数が一時保留可能枚数に達していないことを確認し、硬貨及び紙幣を硬貨一時保留部
１３及び紙幣一時保留部２３に集積する。
【００４１】
　主制御部８は、計数した硬貨及び紙幣の枚数が各一時保留可能枚数に到達せずに、全て
の現金の鑑別が終わると、硬貨一時保留部１３内の硬貨及び紙幣一時保留部２３内の紙幣
を現金返却部３０に搬送し、搬送した現金の合計枚数を配した画面を表示部３に表示して
現金計数処理を終了する。
【００４２】
　以上説明したように、本実施例では、現金返却部に集積できる硬貨及び紙幣枚数に合わ
せて一時保留可能枚数を定め、投入された硬貨または紙幣を現金返却部が満杯になる分ま
で各一時保留部に収納するようにし、残りを硬貨入金口と紙幣入出金口に搬送して一旦収
納しておき、各一時保留部内の現金を現金返却部に収納した後、オペレータに対して現金
返却部の現金を回収させ、回収後に硬貨入金口と紙幣入出金口内の現金を現金返却部に収
納するようにしたので、現金返却部に現金を全て収納できないために一時保留した現金を
一旦返却し現金返却部内の現金をオペレータに回収させて再度現金を投入させる等の処理
が必要無くなるため、オペレータにとっての手間を削減できると共に、紙幣を収納するま
での処理時間を短縮することができる。
【符号の説明】
【００４３】
　１　硬貨取扱部
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　２　紙幣取扱部
　３　表示部
　４　操作部
　６　伝票印刷部
　７　記憶部
　８　主制御部
　１１　硬貨入金口
　１２　硬貨鑑別部
　１３　硬貨一時保留部
　１４　硬貨収納庫
　１４ａ、２４ａ　現金カウンタ
　１６　硬貨出金庫
　１７　硬貨リジェクト口
　２１　紙幣入出金口
　２２　紙幣鑑別部
　２３　紙幣一時保留部
　２４　紙幣収納庫

【図１】 【図２】
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