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(57)【要約】
【課題】　投入された紙幣が偽券か否かを鑑別する紙幣
処理装置を提供する。
【解決手段】　本発明は、紙幣処理装置と、配信装置を
有するネットワークシステムに関する。そして、紙幣処
理装置は、配信装置から偽券プロファイル情報を取得す
る手段と、取得した偽券プロファイル情報を登録する手
段と、ユーザから入金された入金紙幣について、少なく
とも偽券か否かを、少なくとも登録している情報に基づ
いて鑑別する手段と、偽券と鑑別された入金紙幣を受け
入れない手段とを有することを特徴とする。また、配信
装置は、偽券プロファイル情報を保持する手段と、保持
している偽券プロファイル情報を、紙幣処理装置に配信
する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】
　外部の配信装置から、偽券の鑑別に用いる偽券プロファイル情報を取得する偽券プロフ
ァイル情報取得手段と、
　上記偽券プロファイル情報取得手段が取得した偽券プロファイル情報を登録している偽
券プロファイル情報登録手段と、
　ユーザから入金された入金紙幣について、少なくとも偽券か否かを、少なくとも上記偽
券プロファイル情報登録手段に登録されている情報に基づいて鑑別する紙幣鑑別手段と、
　上記紙幣鑑別手段により、偽券と鑑別された入金紙幣を受け入れない偽券処理手段と、
　を有することを特徴とする紙幣処理装置。
【請求項２】
　真券の鑑別に用いる真券プロファイル情報を登録している真券プロファイル情報登録手
段をさらに有し、
　上記紙幣鑑別手段は、入金紙幣について、さらに真券か否かを、少なくとも上記真券プ
ロファイル情報登録手段に登録されている情報に基づいて鑑別し、
　上記紙幣鑑別手段により真券と鑑別された入金紙幣を収納する入金紙幣収納手段をさら
に有する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の紙幣処理装置。
【請求項３】
　上記紙幣鑑別手段は、真券とも偽券とも鑑別できない入金紙幣を鑑別不能券として鑑別
し、
　上記紙幣鑑別手段により鑑別不能券と鑑別された入金紙幣を受け入れない鑑別不能券処
理手段をさらに有する
　ことを特徴とする請求項２に記載の紙幣処理装置。
【請求項４】
　上記紙幣鑑別手段による鑑別結果を出力する鑑別結果出力手段を更に有することを特徴
とする請求項１～３のいずれかに記載の紙幣処理装置。
【請求項５】
　上記配信装置から、真券プロファイル情報を取得する真券プロファイル情報取得手段を
さらに有し、
　上記真券プロファイル情報登録手段は、上記プロファイル情報取得手段が取得した真券
プロファイル情報を登録する
　ことを特徴とする請求項２～４のいずれかに記載の紙幣処理装置。
【請求項６】
　レジスタ装置に搭載されることを特徴とする、請求項１～５のいずれかに記載の紙幣処
理装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の紙幣処理装置を搭載していることを特徴とするレジスタ装置。
【請求項８】
　紙幣処理装置と硬貨処理装置とを備え、レジスタ装置に搭載される釣銭機において、上
記紙幣処理装置として請求項１に記載の紙幣処理装置を適用したことを特徴とする釣銭機
。
【請求項９】
　紙幣処理装置において偽券の鑑別に用いる偽券プロファイル情報を保持する偽券プロフ
ァイル情報保持手段と、
　上記偽券プロファイル情報保持手段が保持している偽券プロファイル情報を、紙幣処理
装置に配信するプロファイル情報配信手段と
　を有することを特徴とする配信装置。
【請求項１０】
　請求項７に記載のレジスタ装置と、請求項９に記載の配信装置とを有することを特徴と
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するネットワークシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣処理装置、レジスタ装置、釣銭機、配信装置及びネットワークシステム
に関し、例えば、ＰＯＳ（Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｓａｌｅｓ）システムに適用することがで
きる。
【背景技術】
【０００２】
　スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ディスカウントショップ、ガソリンスタ
ンド等の店舗におけるレジ精算場では、現金による販売で必要となる釣銭準備金を管理す
るために、ＰＯＳレジスタ等のレジスタ機（レジスタ装置）に紙幣釣銭機が取り付けられ
ている。レジスタ機などに紙幣釣銭機として搭載している紙幣処理装置（現金入出金処理
装置）には、特許文献１、２に記載の装置がある。
【０００３】
　特許文献１、２に記載の装置は、投入された紙幣について、その紙幣の種類を鑑別し、
鑑別できなかった紙幣をリジェクトする。
【特許文献１】特開２００５－２９３５４０号公報
【特許文献２】特開２００７－３４５２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１、２に記載の装置を、紙幣釣銭機として搭載したレジスタ装置を用いた場合
、店舗のレジ精算場においてレジ係等の代金精算業務を行う係員（以下、「店舗係員」と
いう）が、顧客から受取った紙幣について、紙幣釣銭機で種類を鑑別できない（すなわち
、本物の紙幣（以下、「真券」という）と鑑別できない）と、店舗係員が目視でその紙幣
を確認し、真券と認められるものは受取る運用がなされる場合がある。このため、従来の
紙幣釣銭機を用いた場合では、店舗係員が目視で真券か否か鑑別できないような、精巧な
偽物の紙幣（以下、「偽券」という）があった場合には店舗側に損害が生じてしまうとい
う問題があった。
【０００５】
　そのため、投入された紙幣が偽券か否かを鑑別することができる紙幣処理装置が望まれ
ている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の本発明の紙幣処理装置は、（１）外部の配信装置から、偽券の鑑別に用いる偽券
プロファイル情報を取得する偽券プロファイル情報取得手段と、（２）上記偽券プロファ
イル情報取得手段が取得した偽券プロファイル情報を登録する偽券プロファイル情報登録
手段と、（３）ユーザから入金された入金紙幣について、少なくとも偽券か否かを、少な
くとも上記偽券プロファイル情報登録手段に登録されている情報に基づいて鑑別する紙幣
鑑別手段と、（４）上記紙幣鑑別手段により、偽券と鑑別された入金紙幣を受け入れない
偽券処理手段とを有することを特徴とする。
【０００７】
　第２の本発明のレジスタ装置は、第１の本発明の紙幣処理装置を搭載していることを特
徴とする。
【０００８】
　第３の本発明の釣銭機は、（１）紙幣処理装置と硬貨処理装置とを備え、レジスタ装置
に搭載される釣銭機において、（２）第１の本発明の紙幣処理装置を適用したことを特徴
とする。
【０００９】
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　第４の本発明の配信装置は、（１）紙幣処理装置において偽券の鑑別に用いる偽券プロ
ファイル情報を保持する偽券プロファイル情報保持手段と、（２）上記偽券プロファイル
情報保持手段が保持している偽券プロファイル情報を、紙幣処理装置に配信するプロファ
イル情報配信手段とを有することを特徴とする。
【００１０】
　第５の本発明のネットワークシステムは、第２の本発明のレジスタ装置と、第４の本発
明の配信装置とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、投入された紙幣が偽券か否かを鑑別する紙幣処理装置を提供すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
（Ａ）実施形態
　以下、本発明による紙幣処理装置、レジスタ装置、釣銭機、配信装置及びネットワーク
システムの一実施形態を、図面を参照しながら詳述する。なお、この実施形態の紙幣処理
装置は、紙幣釣銭機である。
【００１３】
（Ａ－１）実施形態の構成
　図２は、この実施形態のネットワークシステム１の全体構成を示すブロック図である。
まず、ネットワークシステム１全体の概要について説明した後に、ネットワークシステム
１の構成要素のそれぞれの詳細について説明する。
【００１４】
　まず、ネットワークシステム１全体の概要について説明する。ネットワークシステム１
は、配信装置２、ストアコンピュータ３、及び、３台のレジスタ装置４（４－１～４－３
）を有している。なお、ネットワークシステム１が、例えば、ＰＯＳシステムである場合
には、図２において図示は省略しているが、在庫管理を行うサーバなど、ＰＯＳシステム
として必要な他の構成も有しているものとする。
【００１５】
　レジスタ装置４は、例えば、店舗係員に、顧客が購入する商品やサービスの金額等の情
報を入力させ、顧客から受領した代金の額を入力して売上額を集計するとともに、顧客か
ら受領した代金を収納するなどを行う装置である。レジスタ装置４は、例えば、ネットワ
ークシステム１がＰＯＳシステムである場合には、ＰＯＳレジスタ装置として機能するも
のが該当する。
【００１６】
　レジスタ装置４が設置される場所は、例えば、コンビニエンスストア、スーパーマーケ
ット、ディスカウントショップ、百貨店等の商店、レストラン、喫茶店等の飲食店、ガソ
リンスタンド等、商品やサービスを販売する場所であれば限定されないものである。
【００１７】
　また、レジスタ装置４は、顧客から係員に渡された代金が投入されると、投入された代
金のうち紙幣について、真券、偽券、真券とも偽券とも鑑別できない紙幣（以下、「鑑別
不能券」という）のいずれに該当するかを鑑別する。そして、レジスタ装置４は、真券に
ついてはそのまま内部に収納し、偽券及び鑑別不能券については、収納せずにリジェクト
する。また、レジスタ装置４は、投入された紙幣をリジェクトする際には、偽券、鑑別不
能券のいずれに該当するかを店舗係員に通知する。そして、レジスタ装置４により、紙幣
がリジェクトされると、その紙幣は店舗係員により、例えば、顧客へ返却したり、別の紙
幣と交換して投入するなどが行われることになる。
【００１８】
　さらに、レジスタ装置４は、偽券の鑑別に用いる情報（以下、「偽券プロファイル情報
」という）を、後述する配信装置２から、ストアコンピュータ３を経由して、取り込んで
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登録し、登録した偽券プロファイル情報に基づいて、投入された紙幣が偽券であるか否か
を鑑別する。例えば、米ドル紙幣の偽券であれば、いわゆる「スーパーＫ」や「スーパー
Ｚ」などの種類があり、その種類ごとに異なる特徴を有している。ネットワークシステム
１では、偽券の種類ごとに定義された偽券プロファイル情報を、配信装置２から、ネット
ワークシステム１上のレジスタ装置４に配信し、レジスタ装置４では、配信された偽券プ
ロファイル情報に応じて、紙幣が偽券であるか否かを鑑別する。
【００１９】
　ストアコンピュータ３は、各店舗において、レジスタ装置４－１～４－３を収容して、
例えば、それぞれのレジスタ装置４－１～４－３の管理制御や、店舗全体の売り上げ、現
金管理、商品在庫管理などを行うものである。また、ストアコンピュータ３は、配信装置
２から偽券プロファイル情報を取り込んで蓄積し、蓄積した偽券プロファイル情報を、収
容しているレジスタ装置４－１～４－３に配信する。
【００２０】
　ストアコンピュータ３は、例えば、パソコンなどの情報処理装置（１台に限定されず、
複数台を分散処理し得るようにしたものであっても良い。）上に、プロファイル情報配信
中継プログラムなどをインストールすることにより、構築されるものであるが、機能的に
は図２のように表すことができる。ストアコンピュータ３は、プロファイル登録部３１を
有しており、プロファイル登録部３１により、配信装置２から配信された偽券プロファイ
ル情報を記憶する。
【００２１】
　配信装置２は、ストアコンピュータ３を介してレジスタ装置４－１～４－３に、偽券プ
ロファイル情報を配信するものである。配信装置２は、例えば、パソコンなどの情報処理
装置（１台に限定されず、複数台を分散処理し得るようにしたものであっても良い。）上
に、プロファイル情報配信プログラムなどをインストールすることにより、構築されるも
のであるが、機能的には図２のように表すことができる。配信装置２は、プロファイル登
録部２１を有しており、プロファイル登録部２１により、ストアコンピュータ３に配信す
る偽券プロファイル情報を登録している。配信装置２において、プロファイル登録部２１
への、偽券プロファイル情報の登録は、例えば、記録媒体から取り込んだり、外部装置か
らのダウンロードによって取り込んだりするようにしても良く、その登録方法は限定され
ないものである。
【００２２】
　次に、レジスタ装置４の構成の詳細について説明する。
【００２３】
　図３は、レジスタ装置４の内部の機能的構成について示したブロック図である。
【００２４】
　図４は、レジスタ装置４の外観の例を示す斜視図である。
【００２５】
　レジスタ装置４は、釣銭機４１、及び、レジスタ制御部４５を有している。なお、図３
においては、図示を省略しているが、レジスタ装置４は、例えば、ディプレイ装置、レシ
ートの印刷部、入力キー、バーコードリーダなどのレジスタ装置として必要な他の構成も
有しているものとする。また、釣銭機４１は、紙幣釣銭機４２及び硬貨釣銭機（硬貨処理
装置）４３を有している。
【００２６】
　レジスタ制御部４５は、レジスタ装置４の全体を制御するものである。
【００２７】
　硬貨釣銭機４３は、例えば、店舗係員が顧客から代金として受け取った硬貨を投入させ
て収納し、さらに、レジスタ制御部４５の制御に応じて、顧客に釣銭として支払う硬貨を
払い出すものであり、既存のレジスタ装置に搭載されている硬貨釣銭機（硬貨処理装置）
を適用することができる。
【００２８】
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　紙幣釣銭機４２は、例えば、店舗係員が顧客から代金として受け取った紙幣を投入させ
て収納し、さらに、レジスタ制御部４５の制御に応じて、顧客に釣銭として支払う紙幣を
払い出すものである。
【００２９】
　次に、紙幣釣銭機４２の構成の詳細について説明する。
【００３０】
　図１は、紙幣釣銭機４２内部の機能的構成を示すブロック図である。
【００３１】
　図５は、紙幣釣銭機４２の側断面の概略を示した説明図である。
【００３２】
　紙幣釣銭機４２は、制御部４２０、紙幣入金／出金部４２１、紙幣リジェクト部４２２
、紙幣収納部４２３、紙幣搬送部４２４、プロファイル登録部４２５、紙幣鑑別部４２６
、鑑別結果出力部４２７を有している。なお、以下の説明において、紙幣釣銭機４２(紙
幣処理装置)に紙幣を入金したり、紙幣釣銭機４２(紙幣処理装置)から出金又はリジェク
トされた紙幣を受取ったり、後述する鑑別結果出力部４２７による鑑別結果の出力を受け
たり等、紙幣釣銭機４２を利用する者（例えば、店舗係員や顧客など）を単に「ユーザ」
とも言う。
【００３３】
　ここで、紙幣釣銭機４２は、例えば、ハードウェア的な紙幣の出し入れや収納の機能を
担う部分などの他は、紙幣の鑑別に係る情報処理、プロファイル情報の登録等を実行する
ためのＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を有しており、ＣＰＵが実行するプログラム（紙幣鑑別
プログラムを含む）がインストールされている。上述したプログラムを含め、紙幣釣銭機
４２の機能的構成を示すと図１のようになる。
【００３４】
　制御部４２０は、紙幣釣銭機４２の全体の動作を制御するものである。また、制御部４
２０は、レジスタ制御部４５と接続しており、レジスタ制御部４５から与えられる制御信
号に応じて動作するようにしても良い。
【００３５】
　紙幣入金／出金部４２１は、店舗係員が顧客から代金として受け取った紙幣（以下、「
入金紙幣」という）を取り込み、顧客に釣銭として支払う紙幣（以下、「出金紙幣」とい
う）を店舗係員に払い出すインタフェースの機能を担っている。紙幣入金／出金部４２１
は、店舗係員から取り込んだ入金紙幣を、紙幣搬送部４２４を介して紙幣収納部４２３に
与える。また、紙幣入金／出金部４２１は、出金紙幣が、紙幣収納部４２３から紙幣搬送
部４２４を介して与えられると、店舗係員に払い出す。
【００３６】
　紙幣搬送部４２４は、紙幣釣銭機４２内において紙幣を搬送する手段である。
【００３７】
　紙幣収納部４２３は、入金紙幣及び出金紙幣を収納するものであり、入金紙幣収納部４
２３ａ及び出金紙幣収納部４２３ｂを有している。入金紙幣収納部４２３ａは、紙幣入金
／出金部４２１により取り込まれた紙幣が、紙幣搬送部４２４を介して与えられると、そ
の紙幣を収納する。出金紙幣収納部４２３ｂは、出金紙幣を収納し、出金紙幣を紙幣搬送
部４２４を介して紙幣入金／出金部４２１に与え、店舗係員に払い出す。
【００３８】
　紙幣リジェクト部４２２は、後述する紙幣鑑別部４２６により、偽券又は鑑別不能券と
鑑別された紙幣が、紙幣搬送部４２４を介して与えられると、その紙幣を店舗係員にリジ
ェクトする手段である。
【００３９】
　プロファイル登録部４２５は、配信装置２から配信された偽券プロファイル情報を登録
する手段である。レジスタ装置４では、ストアコンピュータ３から与えられた偽券プロフ
ァイル情報が、レジスタ制御部４５から制御部４２０に与えられ、制御部４２０によりプ
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ロファイル登録部４２５に登録される。
【００４０】
　また、プロファイル登録部４２５には、真券の鑑別に用いる情報（以下、「真券プロフ
ァイル情報」という）を、紙幣釣銭機４２が収納する紙幣の種類ごとに登録している。
【００４１】
　紙幣鑑別部４２６は、入金紙幣について、プロファイル登録部４２５に登録されている
偽券プロファイル情報及び真券プロファイル情報に基づき、真券、偽券、鑑別不能券のい
ずれに該当するかを鑑別する。そして、紙幣鑑別部４２６により、真券と鑑別された紙幣
は紙幣収納部４２３に収納され、偽券又は鑑別不能券と鑑別された紙幣は、受け入れずに
紙幣リジェクト部４２２により、店舗係員にリジェクトする。また、紙幣鑑別部４２６に
より、偽券又は鑑別不能券と鑑別された紙幣は、受け入れずに、例えば、図示しない所定
の保管庫に格納するようにしても良い。紙幣釣銭機４２において、偽券又は鑑別不能券と
鑑別された紙幣を受け入れずに、上述の所定の保管庫に格納する場合には、例えば、偽券
と、鑑別不能券とで別個の保管庫に格納するようにしても良いし、同一の保管庫に格納す
るようにしても良い。
【００４２】
　紙幣鑑別部４２６は、例えば、センサを用いて、入金紙幣に係る情報（例えば、紙幣を
撮影した画像データなど）を取得し、その取得した情報と一致する真券プロファイル情報
、又は、偽券プロファイル情報を検索することにより、紙幣の鑑別を行うようにしても良
い。また、紙幣鑑別部４２６は、まず、真券プロファイル情報だけを検索して、入金紙幣
に係る情報と一致するものが検出された場合には、偽券プロファイル情報を検索せずに、
その入金紙幣を真券と鑑別するようにしても良いし、真券プロファイル情報及び偽券プロ
ファイル情報の両方を検索した結果から総合的に鑑別するようにしても良い。紙幣鑑別部
４２６における、偽券及び真券の鑑別には、既存の紙幣鑑別機を適用することができる。
また、偽券プロファイル情報の内容も、既存の紙幣鑑別機に設定されているデータの形式
及び内容を適用することができる。
【００４３】
　鑑別結果出力部４２７は、紙幣鑑別部４２６の鑑別結果を出力する手段である。鑑別結
果出力部４２７は、例えば、紙幣鑑別部４２６の鑑別結果に応じて点灯するランプを備え
て、店舗係員に鑑別結果を出力するようにしたり、スピーカを備えて音声により出力する
ようにしても良い。また、鑑別結果出力部４２７は、レジスタ装置４がディスプレイを備
えている場合にはそのディスプレイ上に鑑別結果を表示させて、店舗係員に出力させるよ
うにしても良い。このように、鑑別結果出力部４２７が、鑑別結果を店舗係員に出力する
方法は限定されないものである。
【００４４】
　次に、紙幣釣銭機４２の各機能構成部の詳細について、図５を用いて補足説明をする。
【００４５】
　紙幣搬送部４２４は、例えば、図５に示すように、搬送路１０３、切り替えブレード１
０４－１～１０４－５などを用いて実現しても良い。搬送路１０３は、紙幣を挟持して搬
送するベルト等で構成される。切り替えブレード１０４－１～１０４－５は、搬送路１０
３上の分岐または合流部に配置され、紙幣の搬送方向を切り替えるものである。紙幣搬送
部４２４では、紙幣の搬送先に応じて、搬送路１０３が紙幣を搬送する方向と、それぞれ
の切り替えブレード１０４－１～１０４－５の方向が制御される。搬送路１０３、切り替
えブレード１０４－１～１０４－５は、それぞれ既存の紙幣釣銭機に用いられているもの
を適用することができる。
【００４６】
　紙幣入金／出金部４２１は、例えば、図５に示すように、紙幣入出金口１０１を用いて
実現しても良い。紙幣入出金口１０１は、入金紙幣を取り込む入金口、及び、出金紙幣を
払い出して蓄積する出金口の機能を担っている。紙幣入出金口１０１に投入された入金紙
幣は、分離ローラなどを用いて一枚ずつ分離され、搬送路１０３に繰り出される。また、
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紙幣入出金口１０１は、出金紙幣が搬送路１０３上を搬送されて到着すると、到着した出
金紙幣を蓄積して、店舗係員に払いだす。紙幣入出金口１０１は、既存の紙幣釣銭機に用
いられている紙幣入出金口を適用することができる。
【００４７】
　紙幣リジェクト部４２２は、例えば、図５に示すように、紙幣リジェクト口１０２を用
いて実現しても良い。紙幣リジェクト部４２２は、偽券又は鑑別不能券と鑑別された入金
紙幣が、搬送路１０３上を搬送されて到着すると、その紙幣を蓄積して、店舗係員に払い
だす。紙幣リジェクト部４２２は、既存の紙幣釣銭機に用いられている紙幣出金口を適用
することができる。
【００４８】
　紙幣鑑別部４２６では、例えば、図５に示すように、搬送路１０３上に、センサ１０７
を配置し、このセンサ１０７を利用して、搬送路１０３上を流れる入金紙幣に係る情報を
取得するようにしても良い。センサ１０７は、例えば、可視光、赤外線、紫外線などを用
いて撮影した画像のデータを取得したり、紙幣の大きさや紙質などを検知したりするもの
である。センサ１０７は、既存の紙幣鑑別機に用いられているセンサを適用することがで
きる。
【００４９】
　入金紙幣収納部４２３ａは、例えば、図５に示すように入金紙幣収納庫１０５－１～１
０５－３を用いて実現しても良い。入金紙幣収納庫１０５－１～１０５－３は、それぞれ
異なる種類の入金紙幣を収納するものである。なお、図５では、紙幣釣銭機４２に、３つ
の入金紙幣収納庫１０５－１～１０５－３が配置されているが、紙幣釣銭機４２において
入金紙幣として収納する紙幣の種類数に応じた数を配置するようにしても良く、紙幣釣銭
機４２において、入金紙幣収納庫を配置する数は限定されないものである。入金紙幣収納
庫１０５－１～１０５－３は、既存の紙幣釣銭機に用いられている入金紙幣の収納庫を適
用することができる。
【００５０】
　出金紙幣収納部４２３ｂは、例えば、図５に示すように出金紙幣収納庫１０６－１、１
０６－２を用いて実現しても良い。出金紙幣収納庫１０６－１、１０６－２は、それぞれ
異なる種類の出金紙幣を収納するものである。なお、図５では、紙幣釣銭機４２に、２つ
の出金紙幣収納庫１０６－１、１０６－２が配置されているが、紙幣釣銭機４２において
出金紙幣として収納する紙幣の種類数に応じた数を配置するようにしても良く、紙幣釣銭
機４２において、出金紙幣収納庫を配置する数は限定されないものである。出金紙幣収納
庫１０６－１、１０６－２は、例えば、図示しない上下動するステージを備え、収納され
る紙幣はこのステージ上に集積し、収納された紙幣は図示しないローラ機構で１枚ずつ分
離して搬送路１０３上に繰り出すようにしても良い。出金紙幣収納庫１０６－１、１０６
－２には、既存の紙幣釣銭機に用いられている出金紙幣の収納庫を適用することができる
。
【００５１】
　鑑別結果出力部４２７は、例えば、図５に示すように、鑑別結果表示ランプ１０８、１
０９を用いて実現しても良い。鑑別結果出力部４２７は、例えば、紙幣鑑別部４２６にお
いて、偽券と鑑別された紙幣があった場合には、鑑別結果表示ランプ１０８のランプを点
灯させ、真券と鑑別された紙幣があった場合には、鑑別結果表示ランプ１０９のランプを
点灯させることにより、店舗係員に鑑別結果を知らせるようにしても良い。また、例えば
、鑑別結果表示ランプ１０８のランプを黄色、鑑別結果表示ランプ１０９のランプを赤色
に点灯させるように色を変えて点灯させても良い。また、図５では、鑑別結果表示ランプ
１０８、１０９は、紙幣釣銭機４２の前面に配置するように記載されているが、店舗係員
が確認することができればその位置や大きさなどは限定されないものである。
【００５２】
（Ａ－２）実施形態の動作
　次に、以上のような構成を有するこの実施形態の紙幣釣銭機４２の動作を説明する。
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【００５３】
　図６は、紙幣釣銭機４２における入金の動作について説明したフローチャートである。
【００５４】
　まず、店舗係員により、入金紙幣が紙幣入金／出金部４２１に投入されると、紙幣入金
／出金部４２１において、入金紙幣の投入が検知される（Ｓ１０１）。
【００５５】
　紙幣入金／出金部４２１において入金紙幣の投入が検知されると、紙幣搬送部４２４に
より、投入された入金紙幣が一枚ずつ紙幣鑑別部４２６に搬送され、紙幣鑑別部４２６に
より、その入金紙幣が「真券」、「偽券」、「鑑別不能券」のいずれに該当するのか鑑別
される（Ｓ１０２）。
【００５６】
　上述のステップＳ１０２において、「偽券」又は「鑑別不能券」と鑑別された入金紙幣
は、紙幣搬送部４２４により、紙幣リジェクト部４２２に搬送されて店舗係員にリジェク
トされ「鑑別不能券」は顧客に返却される（Ｓ１０３、Ｓ１０７）。なお、「偽券」と判
定されたものは顧客に返却することもできるが図示せぬ所定の保管庫に格納するようにし
ても良い。そして、上述のステップＳ１０２における鑑別結果が店舗係員にランプ表示な
どによって出力され（Ｓ１０８）処理が終了する。なお、上述のステップＳ１０２におい
て、「偽券」又は「鑑別不能券」と鑑別された場合には、それまでに紙幣収納部４２３に
収納された真券と同額の紙幣を紙幣入金／出金部４２１に払い出すようにしても良い。
【００５７】
　一方、上述のステップＳ１０２において、「真券」と鑑別された入金紙幣は、紙幣搬送
部４２４により、紙幣収納部４２３（入金紙幣収納部４２３ａ）に搬送され、その紙幣の
種類に応じた入金紙幣収納庫に収納される（Ｓ１０３、Ｓ１０４）。
【００５８】
　そして、紙幣入金／出金部４２１に入金紙幣が残っているか否かが判定され（Ｓ１０５
）、残っている場合には上述のステップＳ１０２から再度動作し、紙幣入金／出金部４２
１に投入された全ての入金紙幣について、紙幣鑑別部４２６による鑑別が行われる。
【００５９】
　一方、上述のステップＳ１０４において、紙幣入金／出金部４２１に入金紙幣が残って
いないと判定された場合には、それまでに紙幣鑑別部４２６により真券と鑑別された入金
紙幣の合計額が、レジスタ装置４（レジスタ制御部４５）に通知され、処理が終了する（
Ｓ１０６）。なお、入金紙幣の合計額については、紙幣釣銭機４２が計算せずに、例えば
、店舗係員に手動（例えば、レジスタ装置４におけるキー操作など）により入力させるよ
うにしても良い。
【００６０】
　次に、配信装置偽券プロファイル情報が配信される動作について説明する。
【００６１】
　図７は、配信装置２から、レジスタ装置４（紙幣釣銭機４２）に偽券プロファイル情報
が配信される動作について説明したシーケンス図である。
【００６２】
　まず、配信装置２において、プロファイル登録部２１に偽券プロファイル情報が、新規
に登録されたものとする（Ｓ２０１）。
【００６３】
　そして、配信装置２から、プロファイル登録部２１に登録された偽券プロファイル情報
が、ストアコンピュータ３に配信され（Ｓ２０２）、プロファイル登録部３１に登録され
る（Ｓ２０３）。上述のステップＳ２０２における、配信装置２からストアコンピュータ
３への偽券プロファイル情報の配信する偽券プロファイル情報は、配信装置２（プロファ
イル登録部２１）に登録されている情報と、ストアコンピュータ３（プロファイル登録部
３１）に登録されている情報との差分など、一部だけでも良いし、配信装置２（プロファ
イル登録部２１）に登録されている情報全てを送信するようにしても良い。また、上述の
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ステップＳ２０２における、配信装置２からストアコンピュータ３への偽券プロファイル
情報の配信は、上述のステップＳ２０１において、配信装置２に新規に情報が登録された
時点で全てのストアコンピュータ３に配信しても良いし、それぞれのストアコンピュータ
３の要求に応じた時点で要求元に配信しても良いし、新たに起動したストアコンピュータ
３に配信しても良いし、定期的に配信装置２が配信を行うようにしても良い。
【００６４】
　そして、ストアコンピュータ３から、プロファイル登録部３１に登録された偽券プロフ
ァイル情報が、それぞれのレジスタ装置４－１～４－３の紙幣釣銭機４２－１～４２－３
に配信され（Ｓ２０４）、紙幣釣銭機４２－１～４２－３において、その偽券プロファイ
ル情報がプロファイル登録部４２５に登録される（Ｓ２０５）。上述のステップＳ２０４
における、ストアコンピュータ３から紙幣釣銭機４２－１～４２－３への偽券プロファイ
ル情報の配信する偽券プロファイル情報は、ストアコンピュータ３に登録されている情報
と、それぞれの紙幣釣銭機４２－１～４２－３に登録されている情報との差分など、一部
だけでも良いし、ストアコンピュータ３に登録されている情報全てを配信するようにして
も良い。また、上述のステップＳ２０５における、ストアコンピュータ３からそれぞれの
紙幣釣銭機４２－１～４２－３への偽券プロファイル情報の配信は、上述のステップＳ２
０３において、ストアコンピュータ３に新規に情報が登録された時点で全てのレジスタ装
置４－１～４－３に配信しても良いし、それぞれのレジスタ装置４－１～４－３の要求に
応じた時点で要求元に配信しても良いし、新たに起動したレジスタ装置４－１～４－３に
配信しても良いし、定期的にストアコンピュータ３が配信を行うようにしても良い。
【００６５】
（Ａ－３）実施形態の効果
　こ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】
　従来のレジスタ装置では、入金紙幣について「真券」か「鑑別不能券」のいずれかを鑑
別するだけであったが、レジスタ装置４では、「真券」、「鑑別不能券」に加えて、「偽
券」であるか否かも鑑別することができる。これにより、店舗係員が目視では鑑別できな
い精巧な偽券も偽券と鑑別し、店舗係員は偽券を顧客に返却できるため、店舗の損害を軽
減することができる。
【００６７】
　また、店舗係員が目視では鑑別できない精巧な偽券も偽券と鑑別できることにより、従
来は偽券の存在を恐れて、店舗係員が顧客から受取ることができなかった高額紙幣（例え
ば、米国における５０ドル紙幣や１００ドル紙幣）でも安心して顧客から受取ることがで
きるため、店舗において顧客の利便性を向上させることができる。
【００６８】
　さらに、ネットワークシステム１では、上述の図７に示すように、配信装置２に登録し
ている偽券プロファイル情報を、レジスタ装置４に配信するため、レジスタ装置４では、
最新の偽券プロファイル情報に基づいて投入された紙幣が偽券であるか否かを鑑別するこ
とができる。偽券の種類は日々増えていくものであるため、レジスタ装置４は、最新の偽
券プロファイル情報に基づいて投入された紙幣の鑑別を行うことにより、偽券を鑑別する
精度を向上させることができる。
【００６９】
　さらにまた、ネットワークシステム１では、配信装置２から、ネットワークを経由して
ストアコンピュータ３及びその配下のレジスタ装置４に偽券プロファイル情報を配信して
いるため、多数のレジスタ装置４が配置されている場合でも、迅速かつ容易に偽券プロフ
ァイル情報を配信することができる。
【００７０】
（Ｂ）他の実施形態
　本発明は、上記の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。
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【００７１】
（Ｂ－１）上記の実施形態では、紙幣釣銭機４２は、偽券を検出した場合、鑑別結果出力
部４２７によりランプ表示などにより店舗係員に鑑別結果を出力していたが、店舗係員だ
けでなく、例えば、警察、店舗の管理者、店舗の警備担当者などの他の者に通知するよう
にしても良い。店舗係員以外の者に鑑別結果を通知する方法としては、例えば、ネットワ
ークＮやその他の通信回線などを介し、メール（メッセージ）や音声などを用いて、外部
の装置に通知するようにしても良く、通知する方法は限定されないものである。これによ
り、店舗係員は、迅速に偽券の発生を他の者に知らせることができる。
【００７２】
(Ｂ－２)上記の実施形態では、配信装置２からレジスタ装置４（紙幣釣銭機４２）に配信
されるのは偽券プロファイル情報のみであったが、他の情報も配信するようにしても良い
。
【００７３】
　例えば、配信装置２からレジスタ装置４に真券プロファイル情報も配信するようにして
も良い。これにより、例えば、新しい種類の紙幣が導入された場合でも、紙幣釣銭機４２
では、その新しい紙幣の鑑別を行う環境を、容易に構築することができる。また、例えば
、より認識精度の高い真券プロファイル情報が作成された場合にも、すぐに適用すること
ができる。
【００７４】
　また、例えば、配信装置２からレジスタ装置４に特定の紙幣の識別番号を配信するよう
にしても良い。そして、レジスタ装置４側では、入金紙幣について紙幣の識別番号を、既
存のＯＣＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒ　Ｒｅａｄｅｒ）などにより読み取り
、配信装置２から配信された識別番号と一致するか否かを判定し、一致すると判定した場
合には、その紙幣をリジェクトすると共に、判定結果を鑑別結果と同様に出力するように
しても良い。これにより、例えば、銀行強盗などで盗まれた紙幣など、真券であっても不
正な紙幣について、上述の特定の紙幣として検出し、不正な紙幣の使用を防ぐことができ
る。
【００７５】
（Ｂ－３）上記の実施形態では、紙幣釣銭機４２において、紙幣鑑別部４２６は一つの構
成となっているが、複数配置するようにしても良い。例えば、一つを真券か否かを鑑別す
るものとして配置し、もう一つを偽券か否かを鑑別するものとして配置するようにしても
良い。これにより、一方の紙幣鑑別部が真券か否かを鑑別している間に、もう一方の紙幣
鑑別部では他の紙幣について偽券か否かを鑑別することができる。すなわち、紙幣釣銭機
４２は、パイプライン的に複数の紙幣を同時に鑑別することができるため、鑑別速度を向
上させることができる。
【００７６】
（Ｂ－４）上記の実施形態において、紙幣収納部４２３では、入金紙幣収納部４２３ａと
出金紙幣収納部４２３ｂとで、別個の紙幣収納庫を備えている（図１、図５参照）が、同
じ種類の紙幣について紙幣収納庫を共有し、入金紙幣をリサイクルして、顧客へ渡す釣銭
として出金するようにしても良い。例えば、図５において、紙幣釣銭機４２では、３つの
入金紙幣収納庫１０５－１～１０５－３と、２つの出金紙幣収納庫１０６－１、１０６－
２を備えているが、これらの紙幣収納庫を、３つの入金／出金紙幣収納庫に置き換えるよ
うにしても良い。入金／出金紙幣収納庫としては、例えば、既存の紙幣釣銭機で、入金紙
幣をリサイクルして出金するものに搭載されている紙幣収納庫を適用することができる。
【００７７】
（Ｂ－５）上記の実施形態において、配信装置２は、ストアコンピュータ３を介して、レ
ジスタ装置４（紙幣釣銭機４２）に情報を配信しているが、直接レジスタ装置４（紙幣釣
銭機４２）に配信するようにしても良い。
【００７８】
（Ｂ－６）上記の実施形態では、紙幣入金／出金部４２１において、紙幣の入金と出金に
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ついて、一つの紙幣入出金口１０１を用いて実現しているが、入金と出金でそれぞれ別の
口を配置したり、紙幣リジェクト部４２２と共用の口、すなわち紙幣リジェクト口１０２
に出金したりするようにしても良い。
【００７９】
（Ｂ－７）上記の実施形態では、レジスタ装置４の釣銭機４１に、紙幣釣銭機４２と硬貨
釣銭機４３とが搭載されているが、紙幣釣銭機４２だけを搭載する構成としても良い。
【００８０】
（Ｂ－８）上記の実施形態では、紙幣鑑別部４２６において入金紙幣についてのみ紙幣の
鑑別を行っていたが、出金紙幣についても同様に紙幣の鑑別を行っても良い。そして、紙
幣鑑別部４２６において、出金紙幣が、偽券又は鑑別不能券と鑑別された場合には、入金
紙幣の場合と同様に、紙幣リジェクト部４２２によりその出金紙幣を店舗係員にリジェク
トすると共に、鑑別結果出力部４２７に鑑別結果を出力するようにしても良い。これによ
り、紙幣鑑別部４２６に鑑別されていない紙幣が、紙幣収納部４２３に収納されていた場
合でも、店舗係員が顧客に釣銭として偽券を渡してしまうことを防ぐことができる。
【００８１】
　また、真券と鑑別された入金紙幣が収納された後に、新しい偽券プロファイル情報が配
信された際に、入金紙幣をリサイクルする場合でも、最新の偽券プロファイル情報に基づ
いて鑑別を行った紙幣だけを出金することができる。
【００８２】
（Ｂ－９）上記の実施形態では、紙幣釣銭機４２は、紙幣鑑別部４２６により、真券、偽
券、鑑別不能券のいずれに該当するかを鑑別しているが、偽券か否かだけを鑑別するよう
にしても良い。
【００８３】
　例えば、紙幣釣銭機４２において、新しい偽券プロファイル情報が配信された場合など
に、紙幣収納部４２３に収納されている紙幣全てについて、新しい偽券プロファイル情報
に基づいて偽券か否かだけを鑑別し、偽券でないと鑑別された紙幣のみを再度収納するこ
とにより、常に最新の偽券プロファイル情報に基づいて鑑別された紙幣だけを収納してお
くことができる。その際、店舗係員に、紙幣収納部４２３から手動で紙幣を取り出させて
投入させても良いし、紙幣収納部４２３に収納されている紙幣を一旦退避する退避用紙幣
収納庫を別途設けて、自動的にその退避用紙幣収納庫に紙幣を退避し、退避した紙幣を入
金するようにしても良い。
【００８４】
（Ｂ－１０）上記の実施形態では、紙幣処理装置は、レジスタ装置に適用される紙幣釣銭
機として説明したが、上記の実施形態の紙幣処理装置は、銀行などに設置されるＡＴＭ（
Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ）や、自動両替装置や、自動販売機
などにおける紙幣の処理に適用するようにしても良く、適用する対象は限定されないもの
である。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】実施形態に係る紙幣釣銭機内部の機能的構成を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係るネットワークシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図３】実施形態に係るレジスタ装置内部の機能的構成を示すブロック図である。
【図４】実施形態に係るレジスタ装置の外観を示す斜視図である。
【図５】実施形態に係る紙幣釣銭機の側断面の概略の構成図である。
【図６】実施形態に係る紙幣釣銭機の動作を示したフローチャートである。
【図７】実施形態に係るネットワークシステムにおける偽券プロファイル情報を配信する
動作について示したシーケンス図である。
【符号の説明】
【００８６】
　１…ネットワークシステム、２…配信装置、２１…プロファイル登録部、３…ストアコ
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ンピュータ、３１…プロファイル登録部、４，４－１～４－３…レジスタ装置、４１…釣
銭機、４２…紙幣釣銭機（紙幣処理装置）、４３…硬貨釣銭機（硬貨処理装置）、４５…
レジスタ制御部、４２０…制御部、４２１…紙幣入金／出金部、４２２…紙幣リジェクト
部、４２３…紙幣収納部、４２３ａ…入金紙幣収納部、４２３ｂ…出金紙幣収納部、４２
４…紙幣搬送部、４２５…プロファイル登録部、４２６…紙幣鑑別部、４２７…鑑別結果
出力部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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