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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙幣を種類別に収納するとともに１枚ずつ繰出すことができる複数の紙幣収納部と、前
記紙幣収納部から繰り出された紙幣を集積する紙幣出金部と、を有する紙幣処理装置にお
いて、
　紙幣を搬送する搬送部と、
　前記紙幣収納部に収納される前記紙幣の種類に関する情報を含む収納先情報と、前記紙
幣収納部から繰り出される前記紙幣の種類毎の優先順位を記憶した優先順位情報と、を記
憶した記憶部と、
　前記記憶部に記憶された前記優先順位情報の設定或いは変更を行う設定変更部と、
　前記紙幣の出金時に、前記記憶部に記憶された前記収納先情報及び前記優先順位情報に
基づいて、前記各紙幣収納部から前記紙幣を繰り出し前記紙幣出金部へ搬送させる制御を
行う制御部と、を備え、
　前記紙幣が複数の国の紙幣を含み、前記設定変更部が国毎に前記紙幣の優先順位情報の
設定或いは変更を行うことを特徴とする紙幣処理装置。
【請求項２】
　前記紙幣が投入される紙幣入金部と、
　前記紙幣入金部に入金された前記紙幣の種類を識別する紙幣識別部と、
　を備え、
　前記紙幣入金部に入金された前記紙幣の種類が前記紙幣識別部で識別された後、
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　前記制御部が、前記記憶部に記憶された収納先情報に基づいて、前記紙幣識別部で識別
された前記紙幣の種類に応じた収納先となる前記紙幣収納部を確認し、当該紙幣収納部に
当該紙幣を搬送させる制御を行う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】
　前記紙幣識別部が前記紙幣の種類を識別する際に参照する識別用テンプレートを備える
とともに、
　前記記憶部が、前記識別用テンプレートより取得された前記紙幣の種類毎の特性に関す
る特性情報を記憶し、
　前記設定変更部が、前記記憶部内の前記特性情報に基づいて前記優先順位情報の設定或
いは変更を行う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】
　前記紙幣収納部に収納された前記紙幣を全て回収する紙幣回収部を備え、
　前記紙幣の回収時に、前記制御部が、前記記憶部に記憶された前記収納先情報及び前記
優先順位情報に基づいて、前記紙幣を繰り出す前記紙幣収納部の順序を前記紙幣の種類に
応じて切り換えて、前記紙幣回収部へ搬送させる制御を行う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５】
　各操作が指示される上位端末と接続され、該上位端末からの指示を前記制御部が確認す
ることで、指示された各動作を行うことを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の紙幣
処理装置。
【請求項６】
　前記上位端末において操作を行う際の画面表示が成されるとともに、画面表示される画
像情報を前記上位端末に送信することを特徴とする請求項５に記載の紙幣処理装置。
【請求項７】
　紙幣を種類別に収納するとともに１枚ずつ繰出すことができる複数の紙幣収納部と、前
記紙幣収納部から繰り出された紙幣を集積する紙幣出金部と、を有する紙幣処理装置にお
いて、
　紙幣を搬送する搬送部と、
　前記紙幣収納部に収納される前記紙幣の種類に関する情報を含む収納先情報と、前記紙
幣収納部から繰り出される前記紙幣の種類毎の優先順位を記憶した優先順位情報と、を記
憶した記憶部と、
　前記記憶部に記憶された前記優先順位情報の設定或いは変更を行う設定変更部と、
　前記紙幣収納部に収納された前記紙幣を全て回収する紙幣回収部と、
　前記紙幣の回収時に、前記記憶部に記憶された前記収納先情報及び前記優先順位情報に
基づいて、前記紙幣を繰り出す前記紙幣収納部の順序を前記紙幣の種類に応じて切り換え
て、前記紙幣回収部へ搬送させる制御を行う制御部と、を備えることを特徴とする紙幣処
理装置。
【請求項８】
　前記記憶部が、前記紙幣の種類毎の特性に関する特性情報を記憶するとともに、
　前記設定変更部が、前記記憶部内の前記特性情報に基づいて前記優先順位情報の設定或
いは変更を行うことを特徴とする請求項７に記載の紙幣処理装置。
【請求項９】
　前記特性情報による前記紙幣の特性に、前記紙幣の大きさが含まれることを特徴とする
請求項８に記載の紙幣処理装置。
【請求項１０】
　前記設定変更部が、前記記憶部に記憶された前記特性情報によって確認される前記紙幣
の大きさ順によって前記優先順位情報の設定或いは変更を行うことを特徴とする請求項９
に記載の紙幣処理装置。
【請求項１１】
　前記特性情報による前記紙幣の特性に、前記紙幣の金額が含まれることを特徴とする請
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求項８に記載の紙幣処理装置。
【請求項１２】
　前記設定変更部が、前記記憶部に記憶された前記特性情報によって確認される前記紙幣
の金額順によって前記優先順位情報の設定或いは変更を行うことを特徴とする請求項１１
に記載の紙幣処理装置。
【請求項１３】
　前記紙幣が複数の国の紙幣を含む場合、前記設定変更部が国毎に前記紙幣の優先順位情
報の設定或いは変更を行うことを特徴とする請求項７に記載の紙幣処理装置。
【請求項１４】
　前記紙幣が投入される紙幣入金部と、
　前記紙幣入金部に入金された前記紙幣の種類を識別する紙幣識別部と、
　を備え、
　前記紙幣入金部に入金された前記紙幣の種類が前記紙幣識別部で識別された後、
　前記制御部が、前記記憶部に記憶された収納先情報に基づいて、前記紙幣識別部で識別
された前記紙幣の種類に応じた収納先となる前記紙幣収納部を確認し、当該紙幣収納部に
当該紙幣を搬送させる制御を行うことを特徴とする請求項７に記載の紙幣処理装置。
【請求項１５】
　前記紙幣識別部が前記紙幣の種類を識別する際に参照する識別用テンプレートを備える
とともに、
　前記記憶部が、前記識別用テンプレートより取得された前記紙幣の種類毎の特性に関す
る特性情報を記憶し、
　前記設定変更部が、前記記憶部内の前記特性情報に基づいて前記優先順位情報の設定或
いは変更を行うことを特徴とする請求項１４に記載の紙幣処理装置。
【請求項１６】
　各操作が指示される上位端末と接続され、該上位端末からの指示を確認することで、指
示された各動作を行うことを特徴とする請求項７～１５の何れかに記載の紙幣処理装置。
【請求項１７】
　前記上位端末において操作を行う際の画面表示が成されるとともに、画面表示される画
像情報を前記上位端末に送信することを特徴とする請求項１６に記載の紙幣処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数種類の紙幣を出金或いは入出金することができる紙幣処理装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、金融機関や交通機関の窓口、或いはスーパーマーケットやコンビニエンスストア
などの精算所において、様々な紙幣処理装置や硬貨処理装置が導入されている。
【０００３】
　上述の紙幣処理装置として、例えば、スーパーマーケットのＰＯＳ（Point　Of　Sales
）レジスタ等に接続され、釣銭の自動払い出しを行う紙幣処理装置（特許文献１参照）、
金融機関のキャッシュコーナーに設置され、顧客に対して現金の入出金を行う現金自動取
引装置（特許文献２参照）、更には、金融機関のカウンター内に設置され、係員（テラー
）が現金を入出金する紙幣入出金機（特許文献３参照）などがある。又、特許文献で示し
た装置以外にも、紙幣の出金のみを行う紙幣出金機がある。
【０００４】
　これらの紙幣処理装置のうち、紙幣の入出金を行う装置では、紙幣の繰り出し及び収納
を行うための紙幣収納部を有している。そして、この紙幣収納部における収納方式につい
ても、種々の方式がある。この収納方式として、紙幣を重ねた状態で繰り出し或いは収納
するスタッカ方式や、２枚のテープ間に紙幣を挟み、回転ドラムの周面に巻き付ける形式
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の巻き取り方式（特許文献４参照）などがある。
【０００５】
　そして、従来の紙幣処理装置では、紙幣の出金時においては、一般的には低額紙幣ほど
上側になるようにして顧客に手渡すことが慣習となっているので、高額紙幣を先に繰出し
て集積させ、次いで低額紙幣を繰出して高額紙幣の上に低額紙幣を集積させるようにして
、低額紙幣ほど上側にして取出せるようになされている。このように、従来の紙幣処理装
置では、常に一定の順序で紙幣を繰出すように設定され、ユーザによって設定変更が成さ
れるものではなかった。
【０００６】
　しかしながら、例えば、低額紙幣ほど上側にして手渡すことを慣例とする所と、高額紙
幣ほど上側にして手渡すことを慣例とする所とがある。それに対して、上述のように一定
の順序にのみ設定された紙幣処理装置では、紙幣の繰出し順序が常に定められた順序とな
って出金口に集積される。そのため、使用される場所によっては、出金口に集積された紙
幣を取出して顧客に手渡す前に紙幣の順序を入れ替えてから顧客に手渡すことが必要とな
り、紙幣の重ね直しが必要となって操作性がきわめて悪くなってしまう。
【０００７】
　それに対して、特許文献１における紙幣処理装置では、釣銭となる紙幣を金額順に並べ
て投出するとともに、投出する釣銭となる紙幣の金額順を高額順又は低額順にモード切換
を行うことができる。即ち、この紙幣処理装置では、出金順序を切り換えることができる
出金順序切換手段を備え、この出金順序切換手段によって、高額紙幣を最上位として集積
させる「高額紙幣上モード」と、低額紙幣を最上位として集積させる「低額紙幣上モード
」とを切り換え、使用される現場に応じた設定とすることができる。
【特許文献１】特許第３４９５８４９号公報
【特許文献２】特開平９－１６１１２７号公報
【特許文献３】特開２００４－１４５６００号公報
【特許文献４】特開２００６－２６００７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来の紙幣処理装置では、上述したように、出金する際に集積させる紙
幣の種類（以下、「金種」とする）の順番が予め設定されたものに定められている。その
ため、金種によって大きさが異なるが、例えば、集積させる金種の順番によっては、大き
さの小さい金種となる紙幣の上に大きい金種となる紙幣が集積されることもありうる。こ
のように集積された場合、大きい金種となる紙幣に小さい金種となる紙幣が隠れて、小さ
い金種となる紙幣が作業者に認識されずに、取り忘れられてしまうことがある。
【０００９】
　又、特許文献１の紙幣処理装置では、金額順で２通りのモードに切り換えることができ
るが、この２通りのモードについても、予め設定されたモードであり、この設定された２
通りのモードが切り換えられるだけである。よって、使用国によって、紙幣の金種と大き
さとの関係が異なるため、金種によらずに紙幣の大きさによってモード設定をしたい場合
において、柔軟に対応させることができない。そのため、紙幣処理装置の利用現場によっ
ては、操作性及び融通性が悪くなる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、出金する紙幣の順序を任意に変更可能とし、操作性及び融通性に優れた紙幣
処理装置を提供することを目的とする。
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の紙幣処理装置は、紙幣を種類別に収納するととも
に１枚ずつ繰出すことができる複数の紙幣収納部と、前記紙幣収納部から繰り出された紙
幣を集積する紙幣出金部と、を有する紙幣処理装置において、紙幣を搬送する搬送部と、
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前記紙幣収納部に収納される前記紙幣の種類に関する情報を含む収納先情報と、前記紙幣
収納部から繰り出される前記紙幣の種類毎の優先順位を記憶した優先順位情報と、を記憶
した記憶部と、前記記憶部に記憶された前記優先順位情報の設定或いは変更を行う設定変
更部と、前記紙幣の出金時に、前記記憶部に記憶された前記収納先情報及び前記優先順位
情報に基づいて、前記各紙幣収納部から前記紙幣を繰り出し前記紙幣出金部へ搬送させる
制御を行う制御部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、紙幣の優先順位を設定する条件を指定して、紙幣収納部から繰り出す
金種の優先順位を設定することができる。所望する条件で自動的に出金時の重なる紙幣の
金種の順番を設定することができる。又、この条件を変更するだけで、紙幣収納部から繰
り出す金種の優先順位の設定を変更することができる。よって、紙幣収納部から繰り出す
金種の優先順位の設定を変更する際、条件の指定のみで、その変更を簡単に行うことがで
きる。
【００１３】
　更に、紙幣の大きさを条件とする場合において、大きさが大きい金種の紙幣から順番に
出金すると、新札や旧札、或いは、複数の国の紙幣を扱う場合であっても、大きさの大き
い金種の紙幣から順番に重なって出金されることとなる。これにより、紙幣出金口部から
紙幣と取り出すときに、大きさの大きい紙幣の下に大きさの小さい紙幣が隠れることによ
る取り忘れなどを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態の紙幣入出金機の構成を示す外観斜視図である。
【図２】図１の紙幣入出金機の機械ブロックの構成を示す概略断面図である。
【図３】図１の紙幣入出金機の制御ブロックの構成を示すブロック図である。
【図４Ａ】図１の紙幣入出金機の入金動作時の処理フローを示す概略図である。
【図４Ｂ】図１の紙幣入出金機の入金動作時の処理フローを示す概略図である。
【図４Ｃ】図１の紙幣入出金機の入金動作時の処理フローを示す概略図である。
【図４Ｄ】図１の紙幣入出金機の入金動作時の処理フローを示す概略図である。
【図４Ｅ】図１の紙幣入出金機の入金動作時の処理フローを示す概略図である。
【図５】図３の収納先判定部及び出金順序判定部の内部構成を示すブロック図である。
【図６Ａ】図１の紙幣入出金機の出金動作時の処理フローを示す概略図である。
【図６Ｂ】図１の紙幣入出金機の出金動作時の処理フローを示す概略図である。
【図６Ｃ】図１の紙幣入出金機の出金動作時の処理フローを示す概略図である。
【図７】図１の紙幣入出金機の回収動作時の処理フローを示す概略図である。
【図８】カセット金種テーブルの設定動作を示すフローチャートである。
【図９】出金順序の設定動作を示すフローチャートである。
【図１０Ａ】出金順序の設定動作の第１動作例における動作フローを説明するための図で
ある。
【図１０Ｂ】出金順序の設定動作の第１動作例における動作フローを説明するための図で
ある。
【図１０Ｃ】出金順序の設定動作の第１動作例における動作フローを説明するための図で
ある。
【図１１Ａ】第１動作例における別の条件に基づく優先順位テーブルの内容を示す図であ
る。
【図１１Ｂ】第１動作例における別の条件に基づく優先順位テーブルの内容を示す図であ
る。
【図１２Ａ】出金順序の設定動作の第２動作例を説明するためのカセット金種テーブルの
内容を示す図である。
【図１２Ｂ】出金順序の設定動作の第２動作例を説明するための優先順位テーブルの内容
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を示す図である。
【図１３Ａ】第２動作例における別の条件に基づく優先順位テーブルの内容を示す図であ
る。
【図１３Ｂ】第２動作例における別の条件に基づく優先順位テーブルの内容を示す図であ
る。
【符号の説明】
【００１５】
　　　１１　　紙幣入出金機
　　　１２，１３　　上位端末
　　　１４　　機体
　　　１５　　上部ユニット
　　　１６　　下部ユニット
　　　１７　　紙幣出金口部
　　　１８　　紙幣入金口部
　　　１９ａ，１９ｂ　　占有ボタン
　　　２０　　表示部
　　　２１　　扉体
　　　２２　　金庫
　　　２３　　ハンドル
　　　２４　　ダイヤルキー
　　　２５　　認識負荷券投入口
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の実施形態について、図面を参照して、以下に説明する。尚、以下では、本実施
形態の紙幣処理装置として、紙幣入出金機を代表して説明する。又、本実施形態の紙幣入
出金機は、例えば銀行などの金融機関のカウンターに、このカウンターの内側に居る２人
のテラー間に設置されるものとする。
【００１７】
（紙幣入出金機の構成）
１．機械ブロック
　まず、本実施形態の紙幣入出金機の機械的な構成について、その外観斜視図となる図１
と、概略断面図となる図２を参照して説明する。図１に示すように、本実施形態の紙幣入
出金機１１は、左右の２人のテラーが操作する上位端末１２，１３がそれぞれ接続されて
いる。この上位端末１２，１３は紙幣入出金機１１と通信可能な状態であり、上位端末１
２，１３のいずれか一方のみで紙幣入出金機１１を使用する場合、両方で紙幣入出金機１
１を使用する場合の３通りの使用方法が可能である。
【００１８】
　そして、紙幣入出金機１１を構成する機体１４が、テラーが操作する操作面側を前面１
４ａとし、この前面１４ａと反対側を後面１４ｂとした場合、左右方向の横幅が狭く、前
後方向の奥行きが長いとともに上下方向の高さが高い縦型に構成されている。この紙幣入
出金機１１は、機体１４の上側の上部ユニット１５と、機体１４の下側の下部ユニット１
６とを備え、この上部ユニット１５及び下部ユニット１６が機体の前面側からそれぞれ引
出可能な構成とされる。
【００１９】
　このような紙幣入出金機１１において、上部ユニット１５が、その前面に設置された紙
幣を出金する紙幣出金口部１７と、その上面前側に設置された紙幣を入金する紙幣入金口
部１８と、紙幣入金口部１８の設置域の左右両側域に設置された占有ボタン１９ａ，１９
ｂと、紙幣入金口部１８の設置域の後側域に設置されたＬＣＤ（Liquid　Crystal　Displ
ay）などによる表示部２０と、を備える。尚、占有ボタン１９ａ，１９ｂは、左右いずれ
のテラーで入金処理または出金処理を占有するかを指示するためのものであり、それぞれ
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ランプを内蔵する。そして、このランプが点灯表示されることで、いずれのテラーによっ
て占有状態となったことが表される。
【００２０】
　又、下部ユニット１６が、その前面に設けられる開閉可能な扉体２１と、扉体２１を開
いた内部に備えられるとともに紙幣を収納するカセットを備えた金庫２２と、金庫２２の
前面に設けられて金庫２２を下部ユニット１６から引き出すハンドル２３と、金庫２２を
下部ユニット１６から引出可能とするために暗号入力を行うダイヤルキー２４と、下部ユ
ニット１６側面における上部ユニット１５との境界に設置されて紙幣以外の認識不可能な
金券や小切手が投入される認識不可券投入口２５と、を備える。
【００２１】
　そして、図２の断面図に示すように、上部ユニット１５内には、紙幣入金口部１８に載
置された紙幣を１枚ずつ繰り出して機内への取り込みを行う繰出部２６と、繰出部２６か
ら取り込まれた紙幣を識別する紙幣識別部２７と、一時的に紙幣を保管する一時保留部２
８と、抜き取る紙幣の保留を行う払出部２９と、を備える。又、下部ユニット１６内には
、指定された金種の紙幣を収納する８つの巻き取り式（テープ式）の収納カセット３０ａ
～３０ｈと、偽券を回収する偽券回収ボックス３１ａと偽券以外の紙幣を回収する回収ボ
ックス３１ｂとを備えた回収カセット３１と、を備える。
【００２２】
　尚、本実施形態における一時保留部２８につていても巻き取り式（テープ式）であり、
この一時保留部２８が上部ユニット１５の後側に設置され、一時保留部２８と繰出部２６
との間となる位置に紙幣識別部２７が設置され、更に、払出部２９が紙幣出金口部１７に
隣接するように設置される。又、下部ユニット１６の後側に上から順番に３０ａ～３０ｄ
が設置され、この収納カセット３０ａ～３０ｄの前側に上から順番に収納カセット３０ｅ
～３０ｈが設置され、更に、収納カセット３０ｅ～３０ｈの前側、即ち、下部ユニット１
６の前側に回収カセット３１が設置される。
【００２３】
　又、上部ユニット１５及び下部ユニット１６ではそれぞれ、各ブロック間に紙幣を搬送
するための第１搬送部３２及び第２搬送部３３が設けられている。
【００２４】
　即ち、上部ユニット１５の第１搬送部３２が、繰出部２６からの紙幣に紙幣識別部２７
を通過させる搬送部３２ａと、紙幣識別部２７から一時保留部２８へ紙幣を搬送する搬送
部３２ｂと、一時保留部２８から払出部２９に紙幣を搬送する搬送部３２ｃと、搬送部３
２ｂから分岐して搬送部３２ｃに合流する搬送部３２ｄと、搬送部３２ｃから分岐して搬
送部３２ａに合流する搬送部３２ｅと、一時保留部２８から下部ユニット１６の収納カセ
ット３０ａ～３０ｈへ紙幣を搬送する搬送部３２ｆと、収納カセット３０ａ～ｆ３０ｈか
らの紙幣を搬送部３２ｃに合流させる搬送部３２ｇと、搬送部３２ｃから分岐して下部ユ
ニット１６の回収カセット３１に紙幣を搬送する搬送部３２ｈと、から構成される。
【００２５】
　又、下部ユニット１６の第２搬送部３３が、上部ユニット１５の搬送部３２ｆ，３２ｇ
と各収納カセット３０ａ～３０ｈとの間に設けられた搬送部３３ａと、上部ユニット１５
の搬送部３２ｈと偽券回収ボックス３１ａとの間に設けられた搬送部３３ｂと、搬送部３
３ｂから分岐して回収ボックス３１ｂに紙幣を搬送する搬送部３３ｃと、から構成される
。
【００２６】
　このように構成される紙幣入出金機１１において、紙幣識別部２７では、搬送部３２ａ
を搬送される紙幣の種類及び真偽が判定される。即ち、紙幣の真偽判定では、正券、偽券
、真偽不確定券のいずれであるかが判定され、紙幣の種類判定では、紙幣の金種及び方向
や国が判定される。そして、一時保留部２８では、入金時には、紙幣識別部２７で判定さ
れた真偽不確定券以外の受付可能な紙幣を保留し、出金時には、紙幣出金口部１７から出
金するために払出部２９に搬送する紙幣を保留する。更に、払出部２９は、紙幣出金口部
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１７に紙幣を搬送するように一時保留するものであり、入金時には、紙幣識別部２７で金
種が判定できなかった受付不可能な紙幣などを搬送部３２ｃから受け取り、出金時には、
紙幣出金口部１７より出金する紙幣を搬送部３２ｃから受け取る。
【００２７】
　又、収納カセット３０ａ～３０ｈは、金種及び国などによる種類によって収納する紙幣
が設定され、入金時には上部ユニット１５から受け取った紙幣を収納し、収納した紙幣を
１枚ずつ繰り出して上部ユニット１５に搬送する。そして、偽券回収ボックス３１ａが、
入金時に、紙幣識別部２７で判定された偽券を回収する。更に、回収カセット３１ｂは、
入金時には、収納カセット３０ａ～３０ｈの容量以上の紙幣が入金された（オーバーフロ
ー）ときに、オーバーフローした紙幣や真偽不確定券などを収納し、又、出金時には、リ
ジェクトされた紙幣を回収し、更に、回収時には、収納カセット３０ａ～３０ｈに収納さ
れた紙幣を集めて回収する。
【００２８】
２．制御ブロック
　次に、上述のような機械ブロックを備えた紙幣入出金機１１の制御ブロックについて、
図３のブロック図を参照して説明する。図３に示すように、本実施形態の紙幣入出金機１
１は、上部ユニット１５の各ブロックの動作制御を行う上部ユニット制御部３４と、下部
ユニット１６の各ブロックの動作制御を行う下部ユニット制御部３５と、上位端末１２，
１３と通信を行う通信インターフェース３６と、紙幣入出金機１１を直接操作するための
操作部３７と、を備える。
【００２９】
　上部ユニット制御部３４は、搬送部３２，３３による機体１４内における紙幣の搬送を
制御する搬送制御部３４ａと、紙幣の収納先を判定する収納先判定部３４ｂと、出金する
際の紙幣の出金順序を判定する出金順序判定部３４ｃと、を備える。そして、上部ユニッ
ト制御部３４によって、表示部２０、繰出部２６、紙幣識別部２７、一時保留部２８、払
出部２９、第１搬送部３２、下部ユニット制御部３５、通信インターフェース３６、及び
、占有ボタン１９ａ，１９ｂを含む操作部３７それぞれの動作が制御される。又、上部ユ
ニット制御部３４は、上部ユニット１５内での紙幣のジャムの監視を行う。
【００３０】
　又、下部ユニット制御部３５は、第２搬送部３３による下部ユニット１６での紙幣の搬
送を制御する搬送制御部３５ａと、収納カセット３０ａ～３０ｈ及び回収カセット３１そ
れぞれに収納された紙幣の枚数の計数を行う計数処理部３５ｂと、を備える。そして、下
部ユニット制御部３５によって、収納カセット３０ａ～３０ｈ、回収カセット３１、及び
、第２搬送部３３それぞれの動作が制御される。又、下部ユニット制御部３５は、上部ユ
ニット制御部３４の指示により、紙幣の収納先及び収納カセット３０ａ～３０ｈからの出
金順序を認識して、第２搬送部３３の動作制御を行う。更に、この下部ユニット制御部３
５は、下部ユニット１６内での紙幣のジャムの監視も行う。
【００３１】
　更に、紙幣識別部２７が、紙幣の金種及び方向や国などを判定する金種判定部２７ａと
、紙幣の真偽を判定する真偽判定部２７ｂと、を備え、一時保留部２８が、第１搬送部３
２から紙幣を一時保留するために入金させる入金機能２８ａと、一時保留している紙幣を
第１搬送部３２に繰り出す出金機能２８ｂと、を備える。又、収納カセット３０ａ～３０
ｈにおいても、それぞれ入金及び出金するための入金機能３０ｘ及び出金機能３０ｙを備
え、更に、回収カセット３１は、入金するための入金機能３１ｘを備える。
【００３２】
　このように、紙幣入出金機１１の制御ブロックが構成されるとき、通信インターフェー
ス３６を通じて上部ユニット制御部３４に対して、上位となる上位端末１２，１３から制
御信号を受信して、各ブロックの動作制御を行う。又、操作部３７が直接操作されること
によっても、上部ユニット制御部３４が操作部３７の操作に応じた制御信号を受信して、
各ブロックの動作制御を行う。
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【００３３】
　そして、上部ユニット制御部３４の搬送制御部３４ａによって、繰出部２６と、一時保
留部２８の入金機能２８ａ及び出金機能２８ｂと、払出部２９と、第１搬送部３２とが制
御されることで、紙幣の入金、出金、回収が行われる。この紙幣の入金、出金、回収が行
われるとき、上部ユニット制御部３４が下部ユニット制御部３５に対しても制御信号を与
えることで、下部ユニット制御部３５が、収納カセット３０ａ～３０ｈの入金機能３０ｘ
及び出金機能３０ｙと、回収カセット３１の入金機能３１ｘと、第２搬送部３３とを制御
する。
【００３４】
３．入金処理
　このように紙幣の搬送が行われているとき、収納先判定部３４ｂは、入金時において、
紙幣識別部２７の真偽判定部２７ｂで正券と判定された場合は、紙幣識別部２７の金種判
定部２７ａによって判定された金種及び方向や国などに基づいて、収納先となる収納カセ
ット３０ａ～３０ｈのいずれかを判定する。この際、下部ユニット制御部３５の計数制御
部３５ｂの計数値を参照して、収納先と判定した収納カセット３０ａ～３０ｈの容量が上
限値となっていることが確認されると、オーバーフローと判定し、回収カセット３１の回
収ボックス３１ｂに収納するように判定する。又、紙幣識別部２７の真偽判定部２７ｂで
偽券と判定された場合は、偽券回収ボックス３１ａに収納するように判定する。
【００３５】
　そして、この収納先判定部３４ｂによる紙幣の収納先となる判定結果が下部ユニット制
御部３５に与えられると、紙幣識別部２７の真偽判定部２７ｂで正券と判定された場合は
、収納先とされる収納カセット３０ａ～３０ｈの入金機能３０ｘを動作させるとともに、
搬送部３３ａを動作させて、収納先への紙幣の搬送を行う。尚、このとき、オーバーフロ
ーと判定されて、回収ボックス３１ｂに収納するように判定した場合は、回収ボックス３
１ｂの入金機能３１ｘを動作させるとともに、搬送部３３ｃを動作させて、回収ボックス
３１ｂへ紙幣を収納する。又、紙幣識別部２７の真偽判定部２７ｂで偽券と判定された場
合は、偽券回収ボックス３１ａの入金機能３１ｘを動作させるとともに、搬送部３３ｂを
動作させて、偽券回収ボックス３１ａへ紙幣を収納する。
【００３６】
　このような入金処理が成されているとき、紙幣識別部２７で正券又は偽券や真偽不確定
券と判定された紙幣は、一時保留部２８に搬送されて、入金機能２８ａが動作して一時的
に収納される。このとき、収納先判定部３４ｂでは、紙幣識別部２７での各紙幣の判定結
果より判定される収納先が、一時保留部２８に収納された紙幣に対応した順番で記憶され
ている。又、判定された紙幣全てが一時保留部２８に収納されると、判定した紙幣の金種
及び真偽それぞれの枚数を表示部２０に表示させる。尚、紙幣識別部２７で金種判定でき
なかった受付不可能となる紙幣については、払出部２９に搬送されて紙幣出金口部１７か
ら返却される。
【００３７】
　そして、操作部３７又は上位端末１２，１３から収納が要求されると、一時保留部２８
に保留されている紙幣が、出金機能２８ｂが動作して繰り出されることで、それぞれの収
納先に搬送されて収納される。
【００３８】
　この入金時の処理フローを、図４Ａ～図４Ｅを参照して簡単に説明する。紙幣入金口部
１８に紙幣が載置されると、図４Ａに示すように、載置された紙幣が１枚ずつ繰出部２６
によって搬送部３２ａに繰り出されて、紙幣識別部２７まで搬送される。紙幣識別部２７
では、金種判定部２７ａ及び真偽判定部２７ｂによって、搬送された紙幣の金種及び方向
や国などが判定されるとともに、その真偽が判定される。
【００３９】
　このとき、紙幣の金種及び使用国を表す金種コード及び国コードを上部ユニット制御部
３４に送出する。尚、この金種判定部２７ａでの判定時において、同一の金種及び使用国
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となる紙幣において新旧札も判定され、新札及び旧札それぞれに対する金種コードが確認
される。又、紙幣識別部２７の金種判定部２７ａ及び真偽判定部２７ｂによる判定時にお
いて、金種が判定できない紙幣については、受付不可能な紙幣（本実施形態ではリジェク
ト紙幣扱い）とされる。そして、偽と判定された紙幣は偽券、真偽が確定できない紙幣は
真偽不確定券、正常で真（本物）の紙幣は正券とされる。尚、紙幣識別部２７に二枚送り
された紙幣（複数枚が重なって搬送された紙幣）についても、受付不可能な紙幣とされる
。
【００４０】
　このように紙幣識別部２７で正券、偽券、真偽不確定券のいずれかと判定された紙幣に
ついては、搬送部３２ｂを通じて一時保留部２８に搬送し、一時保留部２８に一時的に収
納する。又、紙幣識別部２７で受付不可能と判定された紙幣については、搬送部３２ｂ，
３２ｄ，３２ｃの順に搬送されて、最終的に払出部２９まで搬送される。
【００４１】
　そして、紙幣入金口部１８に載置された全ての紙幣が紙幣識別部２７によって識別され
て、一時保留部２８及び払出部２９に振り分けられると、上部ユニット制御部３４におい
て、一時保留部２８に収納された紙幣それぞれに対するコードや判定結果を、その収納さ
れた順番に確認する。これにより、収納先判定部３４ｂで、一時保留部２８に収納された
紙幣それぞれについて、その金種、国、真偽などについてそれぞれ認識されて、下部ユニ
ット１６における収納先が判定される。
【００４２】
　この収納先判定部３４ｂは、図５に示すように、収納カセット３０ａ～３０ｈそれぞれ
に対して収納される紙幣の金種コード及び国コードが記録されたカセット金種テーブル３
４ｘと、金種コード及び国コードで特定される紙幣それぞれの札長や札幅などの特性が記
録された紙幣特性テーブル３４ｙとを備える。
【００４３】
　本実施形態では、説明の便宜上、紙幣特性テーブル３４ｙを図５のような形態で収納先
判定部３４ｂに予め記憶させているものとしているが、札長や札幅などの紙幣特性は紙幣
識別部２７による紙幣識別動作に使用されるテンプレートに含まれている場合は、このテ
ンプレートの情報を用いて上部ユニット制御部３４などが紙幣特性テーブル３４ｙを生成
し、記憶するようにしても構わない。このとき、使用する紙幣の種類の変更に応じて、紙
幣識別部２７で使用されるテンプレートも変更されるため、このテンプレートの変更に応
じて紙幣特性テーブル３４ｙを生成し直すことができる。よって、紙幣特性テーブル３４
ｙ生成の効率を図るとともに、設定漏れを防ぐことができる。
【００４４】
　尚、基本的には、収納先判定部３４ｂでは、同一国及び金種となる新旧札それぞれにつ
いて与えられた別の金種コードとして独立した種類としているが、その新札に対する金種
コードに統一して管理するものとしても構わない。即ち、このように新旧札がある金種に
ついて金種コードを統一して管理する場合、入金後に一時保留部２８に収納された紙幣に
ついて、その新旧にかかわらず、紙幣入出金機１１内において、全て新札とみなして扱わ
れることとなる。
【００４５】
　このようにして、収納先判定部３４ｂにおいて、カセット金種テーブル３４ｘを参照す
ることで、正券と判定された各紙幣の収納先が収納カセット３０ａ～３０ｈより選択され
て確定されると、表示部２０に、入金された金種それぞれの枚数と、真偽判定により偽券
とされた枚数と、真偽不確定券とされた枚数などが表示される。このとき、表示部２０に
おいて、一時保留部２８に収納されている紙幣を下部ユニット１６の各カセットに収納す
ることの可否を問う表示も成される。
【００４６】
　そして、操作部３７又は上位端末１２，１３によって収納を禁止する操作が成されると
、図４Ｂに示すように、一時保留部２８に収納された紙幣が搬送部３２ｃにまとめて搬出
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され、そのまま、払出部２９まで搬送される。その後、払出部２９によって、この一時保
留部２８より搬送された紙幣は、受付不可能とされた紙幣と共に、払出部２９によって紙
幣出金口部１７に払い出される。即ち、紙幣出金口部１７に対して、紙幣入金口部１８に
載置された全紙幣が払い出されることとなる。
【００４７】
　一方、操作部３７又は上位端末１２，１３によって収納を許可する操作が成されると、
図４Ｃに示すように、一時保留部２８に収納された紙幣が搬送部３２ｃに１枚ずつ繰り出
される。このとき、収納カセット３０ａ～３０ｈのいずれかを収納先とされる紙幣につい
ては、搬送部３２ｆを介して下部ユニット１６の搬送部３３ａに搬送され、最終的に収納
先となる収納カセット３０ａ～３０ｈのいずれかに収納される。
【００４８】
　尚、計測処理部３５ｂの計数値によって、収納カセット３０ａ～３０ｈより選択された
収納先が既に上限値となっている場合は、図４Ｄに示すように、一時保留部２８から搬送
部３２ｃに繰り出された紙幣は、搬送部３２ｈより下部ユニット１６の搬送部３３ｃに搬
送され、最終的に回収ボックス３１ｂに収納される。又、偽券とされた紙幣については、
図４Ｅに示すように、搬送部３２ｃより搬送部３２ｈに搬送されることで、下部ユニット
１６の搬送部３３ｂに搬送され、最終的に偽券回収ボックス３１ａに収納される。
【００４９】
４．出金処理
　又、上位端末１２，１３又は操作部３７からの入力により、出金額が上部ユニット制御
部３４で確認されて、確認された出金額による紙幣の出金がなされる時において、出金順
序判定部３４ｃで、出金額に応じた必要な金種と枚数を認識し、その出金順序が判定され
る。このとき、収納先判定部３４ｂにより、出金順序の金種それぞれに応じた収納先とな
る収納カセット３０ａ～３０ｈが判定される。
【００５０】
　このようにすることで、同一の金種を、収納カセット３０ａ～３０ｈの内のその金種の
紙幣の収納先の出金機能３０ｙを動作させて、認識された枚数分だけ繰り出される。この
とき、指定された収納カセットより認識された枚数分全てが搬出されると、次の順となる
収納カセットから搬出が行われる。そして、搬送部３３ａを動作させるとともに、搬送部
３２ｃを動作させることで、払出部２９に認識された金種と枚数に応じた紙幣が搬送され
て、所望の金種順に重なるように紙幣出金口部１７に出金される。
【００５１】
　このような出金処理が成されているとき、一時保留部２８に搬送されて、入金機能２８
ａが動作して一時的に収納されるものとしても構わない。このとき、一時保留部２８に収
納するときは、入金機能２８ａが動作し、一方、一時保留部２８より搬出するときは、出
金機能２８ｂが動作する。又、一時保留部２８に搬送されて一時的に収納されるため、出
金機能２８ｂによって繰り出されて払出部２９に搬送される順番が、収納カセット３０ａ
～３０ｈから一時保留部２８に搬送された順番と逆転することとなる。
【００５２】
　この出金時の処理フローを、図６Ａ～図６Ｃを参照して簡単に説明する。上位端末１２
，１３又は操作部３７から出金額が入力されると、この出金額が上部ユニット制御部３４
に与えられる。そして、出金順序判定部３４ｃにおいて、入力された金額に基づいて、各
金種の紙幣枚数を算出した後、必要となる紙幣の金種に対応した金種コード及び国コード
を認識する。この金種コード及び国コードに基づいて、カセット金種テーブル３４ｘより
、紙幣の金種それぞれに対する金種番号と収納先とを確認する。
【００５３】
　各金種番号と収納先とを確認すると、次に、出金する紙幣の金種順（前述の出金順序に
相当する）が確認される。このとき、上位端末１２，１３又は操作部３７から入力されて
、出金する金種順が出金順序判定部３４ｃで設定されるものとしても構わない。又、出金
要求が行われる前に、予め、上位端末１２，１３又は操作部３７から入力されて設定され
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、出金順序判定部３４ｃに記憶されているものとしても構わない。このように出金する金
種順を判定する出金順序判定部３４ｃは、図５に示すように、出金する金種順に応じた金
種番号を記憶する優先順位テーブル３４ｚを備える。優先順位テーブル３４ｚへの設定動
作と、収納先の決定動作については、後述する。
【００５４】
　その後、指定された収納カセット３０ａ～３０ｈから紙幣が繰り出されて出金するが、
収納カセット３０ａ～３０ｈそれぞれから払出部２９に直接搬送される場合と、収納カセ
ット３０ａ～３０ｈそれぞれから一時保留部２８で一時的に収納された後に払出部２９に
搬送される場合とがある。まず、収納カセット３０ａ～３０ｈそれぞれから払出部２９に
直接搬送される場合について説明する。図６Ａに示すように、収納カセット３０ａ～３０
ｈのうち指定された収納カセットから紙幣が搬送部３３ａに繰り出される。
【００５５】
　このとき、確認された金種順に応じて、繰り出す収納カセット３０ａ～３０ｈが決定さ
れる。１枚ずつ繰り出された紙幣は、搬送部３３ａにより上部ユニット１５に搬送される
と、搬送部３２ｇを介して、搬送部３２ｃに搬送される。その後、搬送部３２ｃによって
、払出部２９に紙幣が１枚ずつ順番に搬送される。この払出部２９に金種順に応じて紙幣
が搬送されるため、紙幣出金口部１７には、金種順に応じて重なった出金用の紙幣が載置
されることとなる。
【００５６】
　次に、一時保留部２８で一時的に収納された後に払出部２９に搬送される場合について
説明する。図６Ｂに示すように、払出部２９に直接搬送される時と同様、収納カセット３
０ａ～３０ｈのうち指定された収納カセットから紙幣が搬送部３３ａに繰り出されると、
搬送部３２ｇを介して搬送部３２ｃに搬送される。このとき、払出部２９に直接搬送され
る場合と同様、収納カセット３０ａ～３０ｈの指定する順番は、優先順位テーブル３４ｚ
で指定される順番とされる。そして、搬送部３２ｃに搬送された紙幣が、搬送路３２ｅを
介して搬送路３２ｂに搬送されるため、搬送される紙幣が紙幣識別部２７で識別されて一
時保留部２８に搬送される。この一時保留部２８では、出金する紙幣の金種の順番と逆の
順番で一時的に収納する。
【００５７】
　このようにして、一時保留部２８に、出金するための金種の順序で紙幣が収納されると
、図６Ｃに示すように、搬送部３２ｃによって払出部２９に搬送される。このとき、一時
保留部２８に収納された紙幣が一度に全て搬送部３２ｃに繰り出されて払出部２９に搬送
されるため、紙幣出金口部１７には、金種順に応じて重なった出金用の紙幣が載置される
こととなる。
【００５８】
５．回収処理
　更に、上位端末１２，１３又は操作部３７からの入力により、出金額が上部ユニット制
御部３４で確認されて、収納カセット３０ａ～３０ｈに収納された紙幣の回収がなされる
時、出金処理を行う場合と同様、出金順序判定部３４ｃで、回収処理時の出金順序が確認
される。又、収納先判定部３４ｂにより、出金順序の金種それぞれに応じた収納先となる
収納カセット３０ａ～３０ｈが判定される。このとき、図５に示すように、出金順序判定
部３４ｃには、優先順位テーブル３４ｚとは別に、回収処理用の出金順序を記憶した回収
順位テーブル３４ｗが出金順序判定部３４ｃに備えられる。
【００５９】
　このようにすることで、同一の金種を、収納カセット３０ａ～３０ｈの内のその金種の
紙幣の収納先の出金機能３０ｙを動作させて、収納された全ての紙幣が繰り出される。こ
のとき、指定された収納カセットより全ての紙幣が搬出されると、次の順となる収納カセ
ットから搬出が行われる。そして、搬送部３３ａを動作させることで、上部ユニット１５
に搬送すると、搬送部３２ｃによって、下部ユニット１６の搬送部３３ｃに搬送される。
下部ユニット１６では、回収ボックス３１ｂの入金機能３１ｘを動作させるとともに、搬
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送部３３ｃを動作させて、回収ボックス３１ｂへ紙幣を収納する。
【００６０】
　この回収時の処理フローを、図７を参照して簡単に説明する。上位端末１２，１３又は
操作部３７により回収が指示されると、出金順序判定部３４ｃにおいて、カセット金種テ
ーブル３４ｘにより、紙幣の金種それぞれに対する収納先が確認されるとともに、回収順
位テーブル３４ｗにより、回収する金種順（前述の出金順序に相当する）が確認される。
この回収する金種順については、出金処理の時と同様、回収要求が行われるときに設定さ
れるものとしても構わないし、予め設定されて出金順序判定部３４ｃに記憶されているも
のとしても構わない。又、優先順位テーブル３４ｚが回収順位テーブル３４ｗを兼ねてい
るものとしても構わない。
【００６１】
　金種順が確認されると、図７に示すように、収納カセット３０ａ～３０ｈのうち指定さ
れた収納カセットから紙幣が搬送部３３ａに繰り出される。このとき、確認された金種順
に応じて、繰り出す収納カセット３０ａ～３０ｈが決定される。１枚ずつ繰り出された紙
幣は、搬送部３３ａにより上部ユニット１５に搬送されると、搬送部３２ｇを介して、搬
送部３２ｃに搬送される。その後、搬送部３２ｈより下部ユニット１６の搬送部３３ｃに
搬送されて、最終的に回収ボックス３１ｂに収納される。これにより、回収ボックス３１
ｂには、金種順に応じて重なった収納ボックス３０ａ～３０ｈに収納された全ての紙幣が
収納されることとなる。
【００６２】
（出金順序及び回収順序の設定動作）
　上述のように各処理動作を行う紙幣入出金機１１において、その出金順序及び回収順序
の設定動作について、図面を参照して以下に説明する。
【００６３】
１．カセット金種テーブル
　まず、出金順序及び回収順序の設定動作に使用されるカセット金種テーブル３４ｘにつ
いて、図８のフローチャートを参照して、説明する。上位端末１２，１３又は操作部３７
によって、収納カセット３０ａ～３０ｈそれぞれに収納する金種を設定することが入力さ
れることで、上部ユニット制御部３４において、カセット金種テーブル３４ｘの記録内容
の編集が要求されたことが認識される（ＳＴＥＰ１）。
【００６４】
　尚、操作部３７による入力が成された場合は、表示部２０において、カセット金種テー
ブル３４ｘの記録内容の編集を行うための表示が成される。又、上位端末１２，１３によ
る入力が成された場合は、通信インターフェース３６を通じて、その入力を受信するとと
もに、カセット金種テーブル３４ｘの記録内容の編集を行うための表示内容となる情報を
、通信インターフェース３６を通じて上位端末１２，１３に送信する。
【００６５】
　カセット金種テーブル３４ｘの記録内容の編集を行うための表示が、表示部２０又は上
位端末１２，１３で成されると（ＳＴＥＰ２）、その表示を参照して、収納する紙幣の金
種の設定或いは変更を行う収納カセットが選択される（ＳＴＥＰ３）。このときの表示例
として、例えば、収納カセット３０ａ～３０ｈの機体１４内での設置位置を示す表示とし
ても構わない。このような表示とするとき、操作部３７又は上位端末１２，１３で、表示
された収納カセット３０ａ～３０ｈのうちの１つを指定することで、収納する紙幣の金種
の設定或いは変更を行う収納カセットが選択される。
【００６６】
　このようにして選択することで、収納する紙幣の金種の設定或いは変更を行う収納カセ
ットを指定すると、まず、収納カセットに収納する紙幣の国コード又は国が、操作部３７
又は上位端末１２，１３によって入力される（ＳＴＥＰ４）。このとき、表示部２０又は
上位端末１２，１３において、紙幣の国コード又は国の一覧が表示されて、表示された一
覧より、収納する紙幣の国コード又は国が指定されるものとしても構わない。又、操作部
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３７又は上位端末１２，１３によって国コードが直接入力されることによって、収納する
紙幣の国コード又は国が指定されるものとしても構わない。
【００６７】
　このようにして、収納する紙幣の国コード又は国が指定されると、収納カセットに収納
する紙幣の金種コード又は金種が、操作部３７又は上位端末１２，１３によって入力され
る（ＳＴＥＰ５）。このとき、表示部２０又は上位端末１２，１３において、指定された
国に対応する金種コード又は金種の一覧が表示されて、表示された一覧より、収納する紙
幣の金種コード又は金種が指定されるものとしても構わない。又、操作部３７又は上位端
末１２，１３によって国コードが直接入力されることによって、収納する紙幣の金種コー
ド又は金種が指定されるものとしても構わない。
【００６８】
　例えば、収納カセット３０ｃにヨーロッパの２００ユーロ紙幣を収納する場合、まず、
収納する紙幣の金種の設定或いは変更を行う収納カセットとして、収納カセット３０ｃを
指定する。そして、収納する紙幣の国として、ヨーロッパを選択した後、その金種として
、２００ユーロ紙幣を選択する。これにより、収納カセット３０ｃに収納される紙幣の国
コード及び金種コードが、ヨーロッパに対する国コード及び２００ユーロ紙幣に対する金
種コードに指定される。
【００６９】
　このようにして、収納する紙幣の金種の設定或いは変更を行う収納カセットそれぞれの
国コード及び金種コードが指定されると、残りの収納カセットについて編集のための選択
を行うか否かが確認される（ＳＴＥＰ６）。そして、別の収納カセットについて選択を行
うことが指示されると（Ｙｅｓ）、ＳＴＥＰ３に移行して、上述の動作を行うことで、別
の収納カセットに対する収納する紙幣の金種の設定或いは変更が成される。
【００７０】
　一方、ＳＴＥＰ６において、編集のための選択を行う収納カセットが全てである場合（
Ｎｏ）、収納先判定部３４ｂによって、指定された国コード及び金種コードそれぞれに対
応する収納カセットを示すように、カセット金種テーブル３４ｘが編集される（ＳＴＥＰ
７）。そして、カセット金種テーブル３４ｘにおいて、国コード及び金種コードで指定さ
れる異なる金種の紙幣毎に金種番号が付される（ＳＴＥＰ８）。このとき、例えば、金種
番号を収納先となる収納カセット３０ａ～３０ｈに対応させるものとし、収納カセット３
０ａから順番に金種番号が付されるものとしても構わない。そして、動作を終了する。
【００７１】
２．出金順序（回収順序）の設定動作
　次に、出金順序及び回収順序の設定動作について、出金順序の設定動作を代表し、図９
のフローチャートを参照して、説明する。まず、上位端末１２，１３又は操作部３７によ
って、出金順序を設定することが入力されることで、上部ユニット制御部３４において、
出金順序の設定が要求されたことが認識される（ＳＴＥＰ１０１）。出金順序の設定が要
求されると、カセット金種テーブル３４ｘ及び紙幣特性テーブル３４ｙの記憶内容が、出
金順序判定部３４ｃに収納先判定部３４ｂより与えられる（ＳＴＥＰ１０２）。
【００７２】
　そして、出金順序について、条件を入力して自動的に設定するか、入力により順序を指
定して手動的に設定するかが確認される（ＳＴＥＰ１０３）。このとき、いずれによって
設定するかを指定するための表示が、表示部２０及び上位端末１２，１３に表示される。
上位端末１２，１３又は操作部３７によって、出金順序の自動的な設定を行うことが選択
されると（ＳＴＥＰ１０３のＹｅｓ）、出金順序の設定を行うための条件（順序設定条件
）の確認が行われる（ＳＴＥＰ１０４）。
【００７３】
　この順序設定条件として、金額の高低や紙幣の大小（札幅、札長、紙幣面積など）など
が与えられ、選択できる順序設定条件が、表示部２０及び上位端末１２，１３に表示され
る。即ち、高金額順、低金額順、札幅の広い順、札幅の狭い順、札長の長い順、札長の短
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い順、紙幣面積の大きい順、及び、紙幣面積の小さい順などの中から、その順序設定条件
を選択することができる。
【００７４】
　ＳＴＥＰ１０４において、上位端末１２，１３又は操作部３７によって、順序設定条件
が指定されると、収納カセット３０ａ～３０ｈそれぞれに収納される紙幣の国コード或い
は国が全て同じであるか否かが確認される（ＳＴＥＰ１０５）。このとき、全ての国コー
ド或いは国が一致しない場合（ＳＴＥＰ１０５のＮｏ）、国に関係なく順序設定条件に基
づいて順序設定を行うか、又は、国の順序を入力により設定した後に国毎に順序設定条件
に応じた順序設定を行うかが、指定される（ＳＴＥＰ１０６）。
【００７５】
　そして、国の順序を入力により設定することが指定されると（ＳＴＥＰ１０６のＹｅｓ
）、収納カセット３０ａ～３０ｈに収納される紙幣の国コードより確認される複数の国の
順序が、上位端末１２，１３又は操作部３７によって指定される（ＳＴＥＰ１０７）。こ
のとき、表示部２０及び上位端末１２，１３に、収納カセット３０ａ～３０ｈに収納され
る紙幣の国コードより確認される複数の国の一覧が表示されるものとしても構わない。
【００７６】
　ＳＴＥＰ１０７のように国の順序が設定されると、国が同一となるとともに金種の異な
る紙幣群毎に、順序設定条件に基づく順序設定が行われることとなる（ＳＴＥＰ１０８）
。又、ＳＴＥＰ１０５において、全ての国コード或いは国が一致していることが確認され
た場合（Ｙｅｓ）、又は、ＳＴＥＰ１０６において、国に関係なく順序設定条件に基づい
て順序設定を行う場合（Ｎｏ）、ＳＴＥＰ１０８に移行し、指定される国コード或いは国
に関係なく、順序設定条件に従って順序設定が行われる。尚、順序設定条件として、紙幣
の金額の高低が指定された場合は、ＳＴＥＰ１０７に移行した後にＳＴＥＰ１０８に移行
するものとしても構わない。この場合、国毎に金額の高低順に出金される設定となる。
【００７７】
　又、ＳＴＥＰ１０３において、入力により順序を指定して手動的に設定する場合は（Ｎ
ｏ）、上位端末１２，１３又は操作部３７によって、金種番号毎に優先順位が入力される
ことで、出金順序が設定されることとなる（ＳＴＥＰ１０９）。このとき、表示部２０及
び上位端末１２，１３に、各金種番号に対する紙幣の金種及び国が表示され、その表示を
参照することで、優先順位が金種番号毎に入力されるものとしても構わない。
【００７８】
　ＳＴＥＰ１０８及びＳＴＥＰ１０９において、出金順序が設定されると、出金時におけ
る優先順位に対する金種番号及び収納カセットを示す優先順位テーブル３４ｚが生成され
て、出金順序判定部３４ｃに記憶される（ＳＴＥＰ１１０）。このとき、設定された出金
順序の優先順位に対する金種及び収納カセットについて、表示部２０及び上位端末１２，
１３に表示されるものとしても構わない。
【００７９】
　上述の出金順序の設定動作における動作例を、以下に具体的に示す。
【００８０】
（１）第１動作例
　本例においては、図５に示すカセット金種テーブル３４ｘのように、国コード或いは国
が全て同一であるとともに異なる金種コードとなる複数種類の紙幣に対して、その札長に
よって出金順序が設定されて、図５に示す優先順位テーブル３４ｚが生成されるものとす
る。
【００８１】
　まず、カセット金種テーブル３４ｘに示すように、国コード或いは国により、収納カセ
ット３０ａ～３０ｈそれぞれには、ヨーロッパのユーロ紙幣が収納されている。そして、
金種コード或いは金種により、収納カセット３０ａに１００ユーロ紙幣が、収納カセット
３０ｂ，３０ｇに５ユーロ紙幣が、収納カセット３０ｃに２００ユーロ紙幣が、収納カセ
ット３０ｄに１０ユーロ紙幣が、収納カセット３０ｅに５００ユーロ紙幣が、収納カセッ
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ト３０ｆに２０ユーロ紙幣が、収納カセット３０ｈに５０ユーロ紙幣が、それぞれ収納さ
れている。更に、１００ユーロ紙幣を第１金種、５ユーロ紙幣を第２金種、２００ユーロ
紙幣を第３金種、１０ユーロ紙幣を第４金種、５００ユーロ紙幣を第５金種、２０ユーロ
紙幣を第６金種、５０ユーロ紙幣を第７金種と設定している。
【００８２】
　又、紙幣特性テーブル３４ｙにより、各ユーロ紙幣の札長が記憶されている。即ち、５
ユーロ紙幣、１０ユーロ紙幣、２０ユーロ紙幣、５０ユーロ紙幣、１００ユーロ紙幣、２
００ユーロ紙幣、及び５００ユーロ紙幣それぞれの札長が、１１９ｍｍ、１２６ｍｍ、１
３２ｍｍ、１３９ｍｍ、１４５ｍｍ、１５２ｍｍ、１５９ｍｍである。
【００８３】
　このとき、ＳＴＥＰ１０４で、札長が長いものを優先順位が高いものと設定したとき、
ＳＴＥＰ１０５において、収納カセット３０ａ～３０ｈに収納する紙幣全ての国コード或
いは国が共通であるために、ＳＴＥＰ１０８に移行する。このＳＴＥＰ１０８では、まず
、図１０Ａのように、金種番号である第１～第７金種に対する札長を示す札長データテー
ブルが生成される。即ち、第１～第７金種それぞれの札長が、１４５ｍｍ、１１９ｍｍ、
１５２ｍｍ、１２６ｍｍ、１５９ｍｍ、１３２ｍｍ、１３９ｍｍと表される。
【００８４】
　そして、この札長データテーブルによって確認される札長より、図１０Ｂのように、第
１～第７金種に対する札長順位を示す札長順テーブルが生成した後、この札長順テーブル
を、図１０Ｃのように、札長順に入れ替える。即ち、札長順テーブルでは、まず、図１０
Ｂのように、第１～第７金種それぞれに対して札長順位が３、７、２、６、１、５、４と
表されると、図１０Ｃのように、札長順位１、２、３、４、５、６、７の順に対して、金
種番号が第５金種、第３金種、第１金種、第７金種、第６金種、第４金種、第２金種のよ
うに並べ替えられる。
【００８５】
　このように、札長順位によって金種番号が並べ替えられた図１０Ｃに示す札長順テーブ
ルが生成されると、この札長順位が優先順位に変更され、ＳＴＥＰ１１０において、図５
に示す優先順位テーブル３４ｚが生成される。尚、第２金種の紙幣の出金については、収
納カセット３０ｇが、紙幣が収納されていない空の状態となったとき、収納カセット３０
ｂから出金されることとなる。
【００８６】
　尚、本例において、札長の短いものを優先するように設定される場合、優先順位テーブ
ル３４ｚが、図１１Ａに示すように、優先順位１位～７位の順番に対して、金種番号が第
２金種、第４金種、第６金種、第７金種、第１金種、第３金種、第５金種に並べられる。
又、金額の高いものを優先するように設定される場合、札長の長いものを優先する場合と
同様、図５に示す優先順位テーブル３４ｚが設定され、一方、金額の低いものを優先する
ように設定される場合、札長の短いものを優先する場合と同様、図１１Ａに示す優先順位
テーブル３４ｚが設定される。
【００８７】
　更に、順序設定条件が与えられない場合は、優先順位テーブル３４ｚにおいて、図１１
Ｂに示すように、優先順位の順番がそのまま金種番号順とされるものとしても構わない。
【００８８】
（２）第２動作例
　本例においては、図１２Ａに示すカセット金種テーブル３４ｘのように、金種コードだ
けでなく国コードも異なる複数種類の紙幣に対して、その札長及び国によって出金順序が
設定されて、図１２Ｂに示す優先順位テーブル３４ｚが生成されるものとする。
【００８９】
　まず、図１２Ａのカセット金種テーブル３４ｘに示すように、国コードにより、収納カ
セット３０ａ，３０ｂそれぞれに、中国の元紙幣が、収納カセット３０ｃ～３０ｅそれぞ
れに、アメリカのドル紙幣が、収納カセット３０ｆ～３０ｈそれぞれに、ヨーロッパのユ
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ーロ紙幣が収納されている。
【００９０】
　そして、金種コードにより、収納カセット３０ａに１００元紙幣が、収納カセット３０
ｂに５０元紙幣が、収納カセット３０ｃに１００ドル紙幣が、収納カセット３０ｄに２０
ドル紙幣が、収納カセット３０ｅに１ドル紙幣が、収納カセット３０ｆに２０ユーロ紙幣
が、収納カセット３０ｇに５００ユーロ紙幣が、収納カセット３０ｈに５０ユーロ紙幣が
、それぞれ収納されている。
【００９１】
　更に、１００元紙幣を第１金種、５０元紙幣を第２金種、１００ドル紙幣を第３金種、
２０ドル紙幣を第４金種、１ドル紙幣を第５金種、２０ユーロ紙幣を第６金種、５００ユ
ーロ紙幣を第７金種、５０ユーロ紙幣を第８金種と設定している。又、不図示であるが、
紙幣特性テーブル３４ｙにより、１００元紙幣が５０元紙幣よりも札長が長く、又、ドル
紙幣はいずれも同じ札長であるものとする。
【００９２】
　このとき、ＳＴＥＰ１０４で、札長が長いものを優先順位が高いものと設定したとき、
ＳＴＥＰ１０５において、収納カセット３０ａ～３０ｈに収納する紙幣全ての国コードが
共通でないために、ＳＴＥＰ１０６に移行する。そして、国コードに関係なく札長に基づ
いて順序設定を行う場合は、ＳＴＥＰ１０８に移行して、第１例と同様にして順序設定が
行われた後、ＳＴＥＰ１１０で優先順位テーブル３４ｚが生成される。
【００９３】
　本例では、国によっても順序が決定されるため、ＳＴＥＰ１０６からＳＴＥＰ１０７に
移行して、国による優先順位が設定される。このとき、入力により、国による優先順位が
、ヨーロッパ、アメリカ、中国の順に設定されるものとする。そして、ＳＴＥＰ１０８に
移行すると、まずは、国の優先順位が１位となるヨーロッパのユーロ紙幣の札長が比較さ
れ、次に、国の優先順位が２位となるアメリカのドル紙幣の札長が比較され、最後に、国
の優先順位が３位となる中国の元紙幣の札長が比較される。
【００９４】
　この比較を行ったとき、ユーロ紙幣では、札長の長さによる順が、５００ユーロ紙幣、
５０ユーロ紙幣、２０ユーロ紙幣の順となり、又、ドル紙幣は、全て同じ札長であり、更
に、元紙幣では、１００元紙幣、５０元紙幣の順となる。これにより、優先順位テーブル
３４ｚが、図１２Ｂのように、優先順位１位～８位の順番に対して、金種番号が第７金種
、第８金種、第６金種、第３金種、第４金種、第５金種、第１金種、第２金種に並べられ
るとともに、各金種番号に対応した収納カセットも共に記憶される。このとき、ドル紙幣
が全て同じ札長であることより、金種番号順に順位が設定されるものとした。尚、札長が
同じである場合、金額によって順位が設定されるものとしても構わない。
【００９５】
　尚、本例において、札長の短いものを優先するように設定される場合、優先順位テーブ
ル３４ｚが、図１３Ａに示すように、優先順位１位～８位の順番に対して、金種番号が第
６金種、第８金種、第７金種、第３金種、第４金種、第５金種、第２金種、第１金種に並
べられる。又、金額の高いものを優先するように設定される場合、札長の長いものを優先
する場合と同様、図１２Ｂに示す優先順位テーブル３４ｚが設定される。一方、金額の低
いものを優先するように設定される場合、図１３Ｂに示す優先順位テーブル３４ｚのよう
に、優先順位１位～８位の順番に対して、金種番号が第６金種、第８金種、第７金種、第
５金種、第４金種、第３金種、第２金種、第１金種に並べられる。
【００９６】
　尚、本例のように、国毎にも優先順位を設定する場合、出金動作時において、国毎に出
金動作を行うものとしても構わない。即ち、各国に対する出金する紙幣が払出部２９より
紙幣出金口部１７に全て出金されると、紙幣出金口部１７より抜き取られた後、次の優先
順位の国の紙幣の出金が行われる。このとき、上位端末１２，１３又は操作部３７によっ
て、紙幣出金口部１７より抜き取ったことを示す入力が成されることで、次の先順位の国
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の紙幣の出金が開始される。
【００９７】
　よって、図１２Ｂのような優先順位テーブル３４ｚに基づいて出金動作を行う場合、ま
ず、ユーロ紙幣について、収納カセット３０ｇ，３０ｈ，３０ｆの順に紙幣の繰り出しが
行われ、払出部２９を通じて紙幣出金口部１７にユーロ紙幣が出金される。次に、出金さ
れたユーロ紙幣を紙幣出金口部１７より抜き取ったことを示す入力が成されると、ドル紙
幣について、収納カセット３０ｃ，３０ｄ，３０ｅの順に紙幣の繰り出しが行われ、払出
部２９を通じて紙幣出金口部１７にドル紙幣が出金される。最後に、出金されたドル紙幣
を紙幣出金口部１７より抜き取ったことを示す入力が成されると、元紙幣について、収納
カセット３０ａ，３０ｂの順に紙幣の繰り出しが行われ、払出部２９を通じて紙幣出金口
部１７に元紙幣が出金される。
【００９８】
　このように、図９のフローチャートに従って、優先順位テーブル３４ｚが設定されて、
出金順序の設定が行われる。尚、出金順序の設定動作について上述のようにして説明した
が、回収順序の設定動作についても、図９のフローチャートにおける動作と同様の動作を
行うことで実現される。即ち、ＳＴＥＰ１０１～ＳＴＥＰ１０９の動作を行うことで、回
収順序が設定され、ＳＴＥＰ１１０において、出金順序判定部３４ｃでは、設定された回
収順序を回収順位テーブル３４ｗに記憶させることで、回収順序の設定を完了する。
【００９９】
　本実施形態において、収納カセット３０ａ～３０ｈに収納する紙幣の金種設定や、出金
順序又は回収順序の設定について、紙幣入出金機１１自身が、上部ユニット制御部３４で
行うものとしたが、上位端末１２，１３で行って、カセット金種テーブル３４ｘ、優先順
位テーブル３４ｚ、回収順位テーブル３４ｗが設定されるものとしても構わない。このと
き、上位端末１２，１３で設定されたカセット金種テーブル３４ｘ、優先順位テーブル３
４ｚ、回収順位テーブル３４ｗを、通信インターフェース３６で受信すると、上部ユニッ
ト制御部３４の収納先判定部３４ｂ及び出金順序判定部３４ｃに記憶される。
【０１００】
　又、表示部２０において、各動作ステップを表す表示内容が、上部ユニット制御部３４
によって制御されるが、この表示内容が書き換え可能なメモリに記憶され、ネットワーク
や記憶媒体によってアップデート（更新）可能なものとしても構わない。又、この上位端
末１２，１３から、動作ステップが切り替わる毎に、その動作ステップに応じた表示内容
を通信インターフェース３６で受信し、上部ユニット制御部３４によって表示部２０に表
示させるものとしても構わない。
【０１０１】
　又、上述の実施形態では、巻き取り式(テープ式)の紙幣収納部を備える紙幣入出金機を
代表して説明したが、紙幣を重ねて収納するスタッカ方式の紙幣収納を備える紙幣入出金
機としても構わない。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　尚、上述の実施形態では、金融機関の係員（テラー）が使用するような紙幣入出金機を
代表して説明したが、出金のみを行う紙幣出金機や、釣銭となる紙幣を出金する釣銭機、
或いは、ＡＴＭなどに対しても適用可能である。
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