
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 投入された紙幣の画像から識別用データを抽出し、
　その識別用データをサンプルデータと比較して紙幣の金種と新紙幣か旧紙幣かを識別し
、
　新紙幣の場合は入金可能とし 旧紙幣の場合、
金種毎に設定された有効期限を調べて、有効期限以内の旧紙幣は

、有効期限を過ぎた旧紙幣は

　

　

　 前記

ことを特徴とする媒体取扱い装置。
【請求項２】
　請求項 おいて、
　上位装置に保有されている媒体の有効期限を、この有効期限以前の一定時期に上位装置
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顧客により入出金口に

て入出金カセットの一時保留部に集積し、
入金可能として旧紙幣回

収用カセットの一時保留部に集積すると共に プール部に保留
し、

該プール部に保留した旧紙幣を前記入出金口に搬送して前記顧客に返却した後、入金可
能な紙幣の金額を表示部に表示して前記顧客に確認させ、

前記顧客が入金の取消しを入力した場合は、前記入出金カセットの一時保留部に集積さ
れた新紙幣及び前記旧紙幣回収用カセットの一時保留部に集積された旧紙幣を前記入出金
口に搬送して前記顧客に返却し、

前記顧客が入金の確認を入力した場合は、前記入出金カセットの 一時保留部に集積
された新紙幣と前記旧紙幣回収用カセットの一時保留部に集積された旧紙幣を前記入出金
カセットと前記旧紙幣回収用カセットに収納する

１に



から通信回線を介して受信して設定することを特徴とする媒体取扱い装置。
【請求項３】
　請求項 において、
　有効期限を過ぎた旧紙幣を返却する理由を に案内することを特徴とする媒体取
扱い装置。
【請求項４】
　請求項 において、
　有効期限を過ぎた旧紙幣を返却する理由を案内する手段として、画面案内を用いること
を特徴とする媒体取扱い装置。
【請求項５】
　請求項 において、
　有効期限を過ぎた旧紙幣を受け入れない理由を案内する手段として、音声案内を用いる
ことを特徴とする媒体取扱い装置。
【請求項６】
　請求項 において、
　旧紙幣と識別した紙幣の有効期限が近いとき、その紙幣の同金種の紙幣の手持ちがあれ
ば、両替を薦めるように案内することを特徴とする媒体取扱い装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動取引装置等の媒体取扱い装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、現在の日本では、各金種の紙幣に対して新しい紙幣（以下新紙幣）が発行された
場合、それまで流通していた旧紙幣は順次銀行を介して日本銀行に回収されるが、日本の
紙幣は使用期限（有効期限）がないことから、旧紙幣は価値を失わずそのまま使用し続け
ることが可能である。
【０００３】
このように旧紙幣も通貨としての価値を失わないことから、日本における従来の自動取引
装置（ＡＴＭ）では、旧紙幣が入金取引や振込取引で投入された場合でも、その旧紙幣は
入金可能な紙幣として受け入れるものとなっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このように従来の自動取引装置では、旧紙幣の入金を受け入れるので、紙
幣の使用期限が設けられ、その使用期限が過ぎた旧紙幣は価値が失われる制度を採用して
いる外国でそのまま運用すると、使用期限が過ぎた旧紙幣の入金が行われてしまうことに
なり、銀行等に金融機関にとっては甚だ不都合であるという問題がある。
【０００５】
また、紙幣に限らず、種類によって有効期限が設けられた媒体について、有効期限以内の
媒体を受入れ、有効期限を過ぎた媒体は受け入れないような処理機能を有する装置がなく
、このような媒体について自動処理できないという問題がある。
本願発明は、このような問題を解決することが可能な媒体取扱い装置を実現することを課
題としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　そのため、本発明の媒体取扱い装置は、 投入された紙幣の画像か
ら識別用データを抽出し、その識別用データをサンプルデータと比較して紙幣の金種と新
紙幣か旧紙幣かを識別し、新紙幣の場合は入金可能とし

旧紙幣の場合、金種毎に設定された有効期限を調べて、有効期限以内の旧紙幣は
、有効期限を過ぎた
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顧客により入出金口に

て入出金カセットの一時保留部に
集積し、
入金可能として旧紙幣回収用カセットの一時保留部に集積すると共に



旧紙幣は

前記
ことを特徴とす

る。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明による媒体取扱い装置の実施の形態について説明する。
図１は実施の形態の制御系を示すブロック図、図２は実施の形態の外観を示す斜視図であ
り、ここでは両図とも自動取引装置を例として説明する。
【０００８】
まず、図２について説明すると、自動取引装置の筐体１１には、紙幣入出金機１２、硬貨
入出金機１３、カードリードプリンタ１４、通帳プリンタ１５、顧客操作表示部１６が内
蔵され、これら紙幣入出金機１２、硬貨入出金機１３、カードリードプリンタ１４、通帳
プリンタ１５、顧客操作表示部１６は、筐体１１の正面で紙幣や硬貨の投入及び取り出し
操作、カードや通帳の挿入及び取り出し操作、操作案内の表示や入力操作を行えるように
なっている。
【０００９】
紙幣入出金機１２は、取引に伴う紙幣の入出金処理、紙幣を金種別に収納する入出金カセ
ットへの補充処理、及びこのカセットからの紙幣の回収処理を行う機構を有している。
同様に、硬貨入出金機１３は、取引に伴う硬貨の入出金処理、出金する硬貨を金種別に収
納した収納庫への補充処理、及びこの収納庫からの硬貨の回収処理を行う機構を有してい
る。
【００１０】
カードリードプリンタ１４は、顧客が所有する取引用の磁気カードに記録されている顧客
の氏名や口座番号等の口座情報の読み取り及び残高情報の更新を行うカードリードライト
機能と、取引明細を印字するプリンタの２つの機能を有している。
通帳プリンタ１６は、通帳に記録されている情報の読み取りと、未記帳の取引情報の記帳
を行うものである。
【００１１】
顧客操作表示部１６は、ＣＲＴやＬＣＤ等の表示部上に情報入力用のキーとしての機能を
持つタッチパネルを配置したもので、表示部に顧客の操作を誘導する文言やイラストを表
示するとともに、タッチパネルに定義したキーの内容を表示するものとなっており、これ
により顧客は希望の取引の選択や必要な情報の入力を行うことができるようになっている
。
【００１２】
また、筐体１１は厚い板金で製造されており、力による不正なアクセスに対してセキュリ
ティー性を備えている。
次に、図１について説明する。
図において２１は主制御部で、銀行のセンタに設置されたホストコンピュータ（上位装置
）２０にオンライン接続され、このホストコンピュータ２０との間で各種の情報の通信を
行うものとなっている。
【００１３】
また、主制御部２１には、紙幣入出金機１２、硬貨入出金機１３、カードリードプリンタ
１４、通帳プリンタ１５、及び顧客操作表示部１６に備えられた紙幣入出金機制御部２２
、硬貨入出金機制御部２３、カードリードプリンタ制御部２４、通帳プリンタ制御部２５
、及び顧客操作表示制御部２６が接続され、主制御部２１はこれら各制御部２２～２６と
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プール部に保留し、該プール部に保留した旧紙幣を前記入出金口に搬送して前記
顧客に返却した後、入金可能な紙幣の金額を表示部に表示して前記顧客に確認させ、前記
顧客が入金の取消しを入力した場合は、前記入出金カセットの一時保留部に集積された新
紙幣及び前記旧紙幣回収用カセットの一時保留部に集積された旧紙幣を前記入出金口に搬
送して前記顧客に返却し、前記顧客が入金の確認を入力した場合は、前記入出金カセット
の 一時保留部に集積された新紙幣と前記旧紙幣回収用カセットの一時保留部に集積さ
れた旧紙幣を前記入出金カセットと前記旧紙幣回収用カセットに収納する



の間で各種の情報等の授受を行うものとなっている。
【００１４】
各制御部２２～２６は主制御部２１の指示に基づいて紙幣入出金機１２、硬貨入出金機１
３、カードリードプリンタ１４、通帳プリンタ１５、及び顧客操作表示部１６の動作制御
を行うもので、顧客操作表示制御部２６には使用期限のきれた旧紙幣の返却理由を顧客操
作表示部１６に表示して顧客に案内する制御を行う画面案内制御部２６ａが備えられ、ま
た顧客操作表示制御部２６は図示しない音声発生器による音声ガイダンスの制御も行える
ものとなっている。
【００１５】
一方、紙幣入出金機制御部２２には、紙幣認識制御部２７、紙幣データファイル２８、紙
幣識別部２９、使用期限日設定部３０、紙幣搬送制御部３１、金額計数部３２、取引情報
制御部３３が接続されている。
ここで、紙幣認識制御部２７は紙幣の画像を取り込んで、その紙幣画像から紙幣識別用デ
ータを抽出する機能を有するものである。
【００１６】
紙幣データファイル２８は、紙幣の金種判定のためのサンプルデータを格納するもので、
旧紙幣データ格納部２８ａと新紙幣データ格納部２８ｂにより構成され、旧紙幣データ格
納部２８ａは旧紙幣の各金種のサンプルデータを、新紙幣データ格納部２８ｂは新紙幣の
各金種のサンプルデータをそれぞれ格納している。紙幣識別部２９は、紙幣認識制御部２
７で抽出された紙幣識別用データを紙幣データファイル２８の旧紙幣データ格納部２８ａ
及び新紙幣データ格納部２８ｂに格納されているサンプルデータと照合して紙幣の真偽や
金種、旧紙幣か新紙幣か等の判定を行う機能を有するものである。
【００１７】
使用期限日設定部３０は、旧紙幣の各金種の使用期限を保有するもので、各金種とその使
用期限日を対応させたテーブルを格納している。
尚、本実施の形態では、使用期限日設定部３０のテーブルと、紙幣データファイル２８の
各サンプルデータはＡＴＭ毎に係員によりマニュアル操作で設定することもできるものと
なっている。
【００１８】
紙幣搬送制御部３１は、入出金取引時や補充、回収時等の紙幣処理時における紙幣の分離
、繰り出し、搬送、集積に等に関する紙幣入出金機１２の機構部の動作制御を行うもので
ある。
金額計数部３２は、受け入れた紙幣の枚数と、金種情報を用いて入金金額を算出する機能
を備えるもので、取引情報制御部３３は紙幣の金種や取引内容や取引金額や紙幣入出金機
１２の運用履歴などの情報を処理すると共に保存する機能を備えている。
【００１９】
図３は実施の形態の作用を示すフローチャートで、使用期限の切れた旧紙幣の取扱いを含
む入金取引時の処理を示している。
以下に図１及び図２を参照して図３の処理をＳで示したステップに従って説明する。
尚、この入金取引時において「偽」と識別された紙幣、及び斜行，重送等の搬送異常が検
出された紙幣については、本発明と直接関係がないので、説明の煩雑さを避けるために触
れないものとする。
【００２０】
また、硬貨の取扱いについても、その説明は省略する。
まず、自動取引装置の運用において待機状態では、顧客操作表示制御部２６が顧客操作表
示部１６に、当該装置で取り扱う、支払い、入金、残高照会、通帳記帳、振込等の取引を
選択させる取引選択画面（取引メニュー画面）を表示させ、取引を行う顧客は、この取引
選択画面をみて希望する取引をタッチパネル上から指で押下する。
【００２１】
ここでは顧客が入金を押下して選択したものとし（Ｓ１）、この選択により顧客操作表示
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制御部２６は顧客操作表示部１６にカードと通帳の挿入を促す画面を表示させると同時に
、カードリードプリンタ制御部２４と通帳プリンタ制御部２５はそれぞれカードリードプ
リンタ１４と通帳プリンタ１５に対してカードや通帳の受入れ準備を指示する。
【００２２】
顧客がカードや通帳をカードリードプリンタ１４と通帳プリンタ１５に挿入すると（Ｓ２
）、カードや通帳の磁気ストライプに記録されている顧客の口座情報等が読み取られて図
示しないメモリに格納され、主制御部２１はホストコンピュータ２０と通信し、前記口座
情報と共に取引の可否を問う電文をホストコンピュータ２０に送信する（Ｓ３）。
【００２３】
そして、主制御部２１がホストコンピュータ２０から取引可能の旨の通知を受けると、顧
客操作表示制御部２６は顧客操作表示部１６に現金の投入を促す画面を表示させると同時
に、紙幣入出金機制御部２２が紙幣入出金機１２に入金の準備を指示する。
これにより紙幣入出金機１２の入出金口のシャッタが開かれ、そして顧客が紙幣を入出金
口から紙幣入出金機１２に投入すると（Ｓ４）、シャッタが閉じられる。
【００２４】
紙幣搬送制御部３１は紙幣入出金機１２の各機構部を制御して顧客により投入された紙幣
を１枚づつ分離させて搬送し（Ｓ５）、その紙幣が紙幣識別部２９を通過するとき、紙幣
認識制御部２７は紙幣の画像を取り込んで紙幣識別用データを抽出する（Ｓ６）。
続いて、紙幣識別部２９は紙幣データファイル２８の新紙幣データ格納部２８ｂから新紙
幣のサンプルデータを金種毎に取り出して、紙幣搬送制御部３１で抽出した紙幣識別用デ
ータと比較し、その結果金種が特定できない場合は、更に紙幣データファイル２８の旧紙
幣データ格納部２８ａから旧紙幣のサンプルデータを金種毎に取り出して前記紙幣識別用
データと比較することにより金種を確定する（Ｓ７，Ｓ８）。
【００２５】
同時に、紙幣識別部２９はこの確定した紙幣の新旧及び金種の情報を取引情報制御部３３
に転送し、取引情報制御部３３はこの転送されてきた情報により前記紙幣が旧紙幣か否か
を判断する（Ｓ９）。
その結果、紙幣が新紙幣である場合、この金種情報を紙幣搬送制御部３１に転送し、紙幣
搬送制御部３１はこの転送されてきた新紙幣の金種情報に基づいて前記各機構部を制御し
、前記新紙幣を所定の入出金カセットに搬送して、その一時保留部に集積させる（Ｓ１４
）。
【００２６】
一方、Ｓ９の判断の結果、紙幣が旧紙幣である場合、取引情報制御部３３は前記旧紙幣と
使用期限日設定部３０に保有されている旧紙幣の金種を使用期限設定テーブルに照らし合
わせて使用期限日を検索する（Ｓ１０）。
取引情報制御部３３は、使用期限日と図示しないメモリに記憶されているカレンダーと比
較して、使用期限日が現在日を過ぎているか否か、つまり前記旧紙幣が使用期限の切れた
紙幣か否かを判断し（Ｓ１１）、その判断の結果を紙幣搬送制御部３１に転送する。
【００２７】
紙幣搬送制御部３１は、取引情報制御部３３からの判断の結果を受け、前記旧紙幣の使用
期限が切れていない場合は、それに基づいて前記各機構部を制御して前記旧紙幣を旧紙幣
回収用カセットに搬送し、その一時保留部に集積させる（Ｓ１３）。
前記旧紙幣の使用期限が切れていた場合は、それに基づいて前記各機構部を制御して前記
旧紙幣を所定のプール部に搬送して一時保留する（Ｓ１２）。
【００２８】
続いて取引情報制御部３３は前記の紙幣に関する必要な情報、つまり金種、新旧、旧紙幣
の場合使用期限が切れていたか否か等の情報を所定のメモリに格納して保存し（Ｓ１５）
、同時に紙幣搬送制御部３１が前記Ｓ１２～Ｓ１４で処理した紙幣が顧客により投入され
た紙幣の最終紙幣か否かを判断する（Ｓ１６）。
その結果、最終紙幣でない場合は、紙幣入出金機制御部２２はＳ５～Ｓ１５の処理を繰り
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返して実行させる。
【００２９】
最終紙幣の場合、取引情報制御部３３は、前記の所定のメモリに保存されている紙幣に関
する必要な情報を読み出して、使用期限の切れた旧紙幣があるか否かを判断し（Ｓ１７）
、ある場合は、取引情報制御部３３は、使用期限の切れた旧紙幣があるという情報を紙幣
搬送制御部３１に通知する。
紙幣搬送制御部３１は、取引情報制御部３３からの情報に基づいて前記各機構部を制御し
、前記プール部に一時保留されている使用期限の切れた旧紙幣を入出金口に搬送させた後
、シャッタを開いて顧客に返却する（Ｓ１８）。
【００３０】
同時に、顧客操作表示制御部２６の返却理由の画面案内制御部２６ａは、返却した紙幣が
使用期限の切れた旧紙幣である旨の返却理由を顧客操作表示部１６に表示して顧客に知ら
せる（Ｓ１９）。
前記Ｓ１７で使用期限の切れた旧紙幣がないと判断した場合は、Ｓ１８及びＳ１９の処理
は省略される。
【００３１】
続いて、取引情報制御部３３は、前記の所定のメモリに保存されている紙幣に関する必要
な情報を読み出して金額計数部３２に転送し、この情報に基づいて金額計数部３２は入金
金額を計算して（Ｓ２０）、その入金金額を顧客操作表示制御部２６に転送する。
これにより顧客操作表示制御部２６は顧客操作表示部１６に入金金額と共に、確認キーや
取消キー、及び入金金額の確認を促す旨の文言等を表示させる（Ｓ２１）。
【００３２】
この表示画面を見て顧客が取消キーを押下すると、取消キー押下の情報が紙幣取引情報制
御部３３と紙幣搬送制御部３１に転送され、これにより紙幣搬送制御部３１は紙幣入出金
機１２の各機構部を制御して入出金カセットや旧紙幣回収用カセットの一時保留部にそれ
ぞれ集積されている新紙幣及び旧紙幣を入出金口に搬送させシャッタを開いて顧客に返却
する。
【００３３】
　一方、顧客が前記表示画面を見て顧客が入金金額 確認して確認キーを押下すると（Ｓ
２２）、この確認キー押下の情報が紙幣搬送制御部３１と取引情報制御部３３に転送され
る。
　これにより紙幣搬送制御部３１は、所定の機構部を制御して入出金カセットや旧紙幣回
収用カセットの一時保留部にそれぞれ集積されている新紙幣及び旧紙幣を対応する入出金
カセットや旧紙幣回収用カセットに収納させる。
【００３４】
そして、取引情報制御部３３は、当該入金取引の明細情報を所定のメモリに保存すると共
に、主制御部２１に送り、主制御部２１は当該入金取引の明細情報ホストコンピュータ２
０に送信する。
そして、主制御部２１からの指示によりカードリードプリンタ制御部２４はカードリード
プリンタ１４にカードの残高情報の更新を指示し、通帳プリンタ制御部２５は通帳プリン
タ１５に入金取引の明細の印字を指示する。
【００３５】
これによりカードリードプリンタ１４でカードの残高情報の更新が行われ、通通帳プリン
タ１５で通帳に入金取引の明細が印字されてそれぞれ顧客に返却される。
以上説明した実施の形態によれば、顧客が入金用として投入した紙幣の中に使用期限が切
れた旧紙幣が存在した場合、この旧紙幣を顧客に返却して受け入れないようにしているた
め、使用期限が過ぎた旧紙幣は価値が失われる制度を採用している外国での運用が可能に
なるという効果が得られる。
【００３６】
また、使用期限が過ぎていない旧紙幣は専用の旧紙幣回収用カセットに収納するため、こ
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の旧紙幣を新紙幣と分けて簡単に回収することができ、これにより期限切れの旧紙幣の発
生を未然に防ぐことができるという効果も得られる。
尚、本発明は、上述した実施の形態の限られるものではなく、以下のような変更も可能で
ある。
【００３７】
例えば、図３のＳ１１で使用期限の切れた旧紙幣と判断されない場合、近日中に使用期限
日になるかどうかを調べて、近日中に使用期限日になる場合、顧客操作表示部１６で、他
に手持ちの同様の紙幣があれば両替をすすめる旨の表示を行うようにしてもよく、また同
じくＳ１１で使用期限の切れた紙幣を認識したときは、顧客操作表示部１６に返却が必要
か否かを問う旨の案内文言と共に、返却キーと返却不要キーを表示して、返却不要キーが
押下されたとき、使用期限の切れた紙幣を装置内に回収するようにしてもよい。
【００３８】
また、旧紙幣の使用期限日はホストコンピュータ２０に設定し、旧紙幣の使用期限日の一
定日数前にホストコンピュータ２０から自動取引装置に配信して使用期限日設定部３０に
設定するようにしてもよい。
また、使用期限の切れた紙幣を返却する際、その返却理由を顧客操作表示部１６に表示す
る代わりに、音声で案内するようにしてもよく、このようにすることによって視覚障害者
に対しても確実に返却理由を知らせることができるという効果か得られる。
【００３９】
無論、顧客操作表示部１６の表示と音声による案内の両方を行うことも可能である。
また、この他にも以下の利用形態が考えられる。
すなわち、上述した実施の形態は、入金取引について説明したものであるが、紙幣の入金
処理を伴う振込取引に適用することで、同様に使用期限日を過ぎた旧紙幣を受入れないよ
うにすることもできる。
【００４０】
また、紙幣に限らず、種類によって有効期限が設けられているチケットや有価証券等の媒
体について、複数枚の媒体が一括して投入されたとき、有効期限以内の媒体のみを受入れ
、有効期限を過ぎた媒体は受け入れないような処理が可能である。
【００４１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、投入した媒体の中に有効期限が過ぎた媒体があった場合
、その有効期限が過ぎた媒体を返却して受け入れないようにしているため、使用期限が過
ぎた旧紙幣は価値が失われる制度を採用している外国において、自動取引装置として運用
できる効果が得られ、また紙幣以外の有効期限を持つ媒体に対しても、有効期限以内の媒
体のみを受入れ、有効期限を過ぎた媒体は受け入れないような処理ができるので、汎用性
が高い媒体取扱い装置として利用できるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施の形態の制御系を示すブロック図。
【図２】実施の形態の外観を示す斜視図。
【図３】実施の形態の作用を示すフローチャート。
【符号の説明】
１２　紙幣入出金機
１６　顧客操作表示部
２０　ホストコンピュータ
２１　主制御部
２２　紙幣入出金機制御部
２６　顧客操作表示制御部
２６ａ　返却理由の画面案内制御部
２７　紙幣認識制御部
２８　紙幣データファイル
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２８ａ　旧紙幣データ格納部
２８ｂ　新紙幣データ格納部
２９　紙幣識別部
３０　使用期限日設定部
３１　紙幣搬送制御部
３２　金額計数部
３３　取引情報制御部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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