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(57)【要約】
【課題】商品券や各種割引クーポン券等の金券を取り扱
うことができる自動釣銭機を提供する。
【解決手段】紙幣入出金口７に投入した商品券等の金券
を１枚ずつ分離して搬送する搬送路４６と、該紙幣入出
金口と金券を収納する金券収納庫４４との間に配置した
金券の金額を読取る金券鑑別部４８と、その金券鑑別部
４８で金額が鑑別できた金券を収納する金券収納庫４４
とを備え、その鑑別した金額をＰＯＳレジスタ１０へ通
知するようにした。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
紙幣入出金口に投入した紙幣を搬送路で搬送して紙幣鑑別部で鑑別し、その鑑別された紙
幣を金種別に紙幣収納庫へ収納するとともにその鑑別した金額をＰＯＳレジスタに通知し
、ＰＯＳレジスタから指定された釣銭である紙幣を金種別に収納した紙幣収納庫から搬送
路で搬送して紙幣入出金口へ払い出す紙幣釣銭部を備えた自動釣銭機において、
該紙幣入出金口に投入した商品券等の金券を１枚ずつ分離して搬送する搬送路と、この
搬送路に配置した金券の金額を読取る金券鑑別部と、その金券鑑別部で金額が鑑別できた
金券を収納する金券収納庫とを備え、その鑑別した金額をＰＯＳレジスタへ通知するよう
にしたことを特徴とする自動釣銭機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、自動釣銭機に関し、特に、金券を扱う自動釣銭機に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の流通業界では、店舗のレジなど
で客との現金の受け渡し業務にＰＯＳ（Ｐｏｉｎｔ

Ｏｆ

Ｓａｌｅｓ）レジスタと接続

された自動釣銭機が使用されている。
従来の自動釣銭機は、投入された紙幣や硬貨を取り込んで収納し、その入金情報を上位
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装置であるＰＯＳレジスタに送信する機能およびＰＯＳレジスタからの払い出し要求に応
じて収納されている紙幣や硬貨を払い出す機能を有している（例えば、特許文献１参照）
。
【特許文献１】特開２０００−１３２７２７号公報（段落「００１４」〜段落「００１５
」、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかしながら、上述した従来の技術においては、ＰＯＳレジスタを操作する係員が顧客
獲得のために配布する商品券や各種割引クーポン券等の金券を扱う場合は、目視によりそ
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の金券を確認し、その金券に相当する金額を入力する操作が必要であるため、操作が煩雑
になってしまうというという問題がある。
また、金額を確認した金券は係員が回収する必要があり手間がかかるという問題がある
。
【０００４】
さらに、このように顧客が金券を使用すると係員の操作等に時間がかかるため他の顧客
を待たせてしまうという問題がある。
本発明は、このような問題を解決することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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そのため、本発明は、紙幣入出金口に投入した紙幣を搬送路で搬送して紙幣鑑別部で鑑
別し、その鑑別された紙幣を金種別に紙幣収納庫へ収納するとともにその鑑別した金額を
ＰＯＳレジスタに通知し、ＰＯＳレジスタから指定された釣銭である紙幣を金種別に収納
した紙幣収納庫から搬送路で搬送して紙幣入出金口へ払い出す紙幣釣銭部を備えた自動釣
銭機において、該紙幣入出金口に投入した商品券等の金券を１枚ずつ分離して搬送する搬
送路と、この搬送路に配置した金券の金額を読取る金券鑑別部と、その金券鑑別部で金額
が鑑別できた金券を収納する金券収納庫とを備え、その鑑別した金額をＰＯＳレジスタへ
通知するようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
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このようにした本発明は、商品券や各種割引クーポン券等の金券の金額を自動釣銭機で
読取ることができるためＰＯＳレジスタを操作する係員が金券に相当する金額を入力する
必要がなくなり係員の操作の時間を短縮することができるという効果が得られる。
また、金額を読取った金券を収納庫へ収納することができるため係員がその金券を回収
する必要がなくなり係員の手間を短縮することができるという効果が得られる。
【０００７】
さらに、他の顧客を待たせる時間が少なくなるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
以下、図面を参照して本発明による自動釣銭機の実施例を説明する。
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【実施例】
【０００９】
図１は実施例を示す自動釣銭機の斜視図、図２は実施例を示す自動釣銭機のブロック図
、図３は実施例を示す自動釣銭機の紙幣釣銭部の側断面の説明図、図４は実施例を示すフ
ローチャートである。
図１において、１は自動釣銭機であり、紙幣および硬貨の入出金および金券を読取り収
納するものである。この自動釣銭機１はＰＯＳレジスタ１０と相互に通信可能に接続され
ていて、ＰＯＳレジスタ１０によって紙幣および硬貨の入出金管理および金券の管理が行
なわれる。ここで、金券とは、商品券、割引クーポン券等の所定の条件の下で金銭と同等
の価値を有するものである。

20

【００１０】
２は硬貨釣銭部であり、硬貨の入出金を行うものである。３は紙幣釣銭部であり、紙幣
の入出金を行うものである。自動釣銭機１は硬貨釣銭部２および紙幣釣銭部３で構成され
る。
４は硬貨入金口であり、入金する硬貨を投入する入金口である。この硬貨入金口４から
硬貨を投入するとその硬貨は硬貨釣銭部２内に引き込まれて金種別に振り分けて収納され
る。
【００１１】
５は硬貨出金口であり、出金する硬貨を蓄積する出金口である。硬貨の釣銭が必要なと
きは硬貨釣銭部２内に収納された硬貨をこの硬貨出金口５に払い出す。
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６は硬貨リジェクト口であり、硬貨入金口４に投入された硬貨を硬貨釣銭部２内に引き
込み鑑別した結果、１円、５円、１０円、５０円、１００円、５００円硬貨のいずれでも
ないと判断した場合にその硬貨を返却する返却口である。なお、本発明は紙幣釣銭部３に
関する発明であるため本実施例において硬貨釣銭部２の詳細な説明は省略する。
【００１２】
７は紙幣入出金口であり、入金する紙幣を投入する入金口および出金する紙幣を蓄積す
る出金口である。この紙幣入出金口７に投入された紙幣は紙幣釣銭部３内に引き込まれて
金種別に振り分けて後述する紙幣収納庫に収納される。また、収納された紙幣を紙幣釣銭
部３内から搬送して紙幣入出金口７に紙幣が出金される。
さらに、この紙幣入出金口７は金券を投入することもできるものであり、投入された金
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券は紙幣釣銭部３内に引き込まれて金券の金額が鑑別された金券は後述する金券収納庫に
収納される。
【００１３】
８は紙幣回収カセットであり、紙幣釣銭部３内の紙幣収納庫に収納した紙幣を一括して
回収する場合や出金時に異常な紙幣を検出した場合にその紙幣を収納するカセットである
。
９は操作表示盤であり、液晶ディスプレイ等の表示盤とその表示盤上にタッチパネル等
の操作盤を配置し操作者が入力操作等を行なうことができるものである。
【００１４】
図２において、４１は紙幣収納庫Ａであり、例えば、入金された千円券の紙幣を収納す
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るものである。この紙幣収納庫Ａ４１は内部に配置されたステージ５３が図示しない機構
により上下動し収納される紙幣はこのステージ５３上に集積される。また、収納された紙
幣は図示しないローラ機構で１枚ずつ分離して繰り出すことができる。
４２は紙幣収納庫Ｂであり、例えば、入金された５千円券の紙幣を収納するものである
。この紙幣収納庫Ｂ４２は紙幣収納庫Ａ４１と同様に収納される紙幣はステージ５３上に
集積される。また、収納された紙幣は図示しないローラ機構で１枚ずつ分離して繰り出す
ことができる。
【００１５】
４３は紙幣収納庫Ｃであり、例えば、入金された１万円券の紙幣を収納するものである
。この紙幣収納庫Ｃ４３は紙幣収納庫Ａ４１と同様に収納される紙幣はステージ５３上に

10

集積される。また、収納された紙幣は図示しないローラ機構で１枚ずつ分離して繰り出す
ことができる。
なお、本実施例では紙幣収納庫Ａ４１に千円券、紙幣収納庫Ｂ４２に５千円券、紙幣収
納庫Ｃ４３に１万円券を収納するように説明したが、これに限られるものでなく紙幣収納
庫Ａ４１に５千円券、紙幣収納庫Ｂ４２に１万円券、紙幣収納庫Ｃ４３に千円券を収納す
る等にしてもよい。
【００１６】
４４は金券収納庫であり、紙幣入出金口７に投入された金券を搬送路により搬送して収
納するものである。なお、本実施例では、この金券収納庫４４の内部にステージ等は設け
ていないが、金券収納庫４４の内部にステージおよび機構を設け、このステージ上に収納
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する金券が集積されるようにしてもよい。また、収納された金券は図示しないローラ機構
で１枚ずつ分離して繰り出すことができるようにしてもよい。
【００１７】
４６は紙幣または金券を挟持して搬送するベルトおよびローラからなる搬送路であり、
紙幣入出金口７に投入された紙幣を紙幣収納庫Ａ４１、紙幣収納庫Ｂ４２または紙幣収納
庫Ｃ４３へ、また、投入された金券を金券収納庫４４へ搬送するものである。また、紙幣
を紙幣収納庫Ａ４１、紙幣収納庫Ｂ４２または紙幣収納庫Ｃ４３から紙幣を紙幣入出金口
７または紙幣回収カセット８へ搬送するものである。
【００１８】
４７は紙幣鑑別部であり、紙幣入出金口７と紙幣収納庫Ａ４１、紙幣収納庫Ｂ４２、紙
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幣収納庫Ｃ４３の間に配置されるものである。この紙幣鑑別部４７は光学式センサ等によ
り通過する紙幣の画像データ等を取得し、その画像データ等を図示しない記憶部に記憶す
る。紙幣鑑別部４７はこの記憶部に記憶した画像データ等と図示しない紙幣鑑別データベ
ースに予め登録された画像データ等を照合して紙幣の真偽、金種等の鑑別を行う。
【００１９】
４８は金券鑑別部であり、紙幣入出金口７と金券収納庫４４の間に配置されるものであ
る。この金券鑑別部４８は光学式センサ等により通過する金券の画像データ等を取得し、
その画像データ等を図示しない記憶部に記憶する。金券鑑別部４８はこの記憶部に記憶し
た画像データ等と金券鑑別データベースに予め登録された画像データ等を照合して金券の
真偽、金種等の鑑別を行う。または、金券に印刷されたバーコード等を読み取り金券の真
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偽、金額等の鑑別を行い、その金額を読取る。
【００２０】
４９、５０、５１および５２は切り替えブレードである。搬送路４６の分岐または合流
部に配置され紙幣等の搬送方向を切り替えるものである。
切り替えブレード４９は紙幣鑑別部４７と紙幣収納庫Ａ４１の間に配置され、切り替え
ることにより紙幣鑑別部４７から搬送路４６で搬送された紙幣を紙幣収納庫Ａ４１または
紙幣収納庫Ｂ４２もしくは紙幣収納庫Ｃ４３へ搬送することができる。
【００２１】
切り替えブレード５０は切り替えブレード４９と紙幣収納庫Ｂ４２もしくは紙幣収納庫
Ｃ４３の間に配置され、切り替えることにより紙幣鑑別部４７から搬送路４６で搬送され
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た紙幣を紙幣収納庫Ｂ４２または紙幣収納庫Ｃ４３へ搬送することができる。
切り替えブレード５１は金券鑑別部４８と紙幣鑑別部４７の間に配置され、切り替える
ことにより金券鑑別部４８から搬送路４６で搬送された紙幣または金券を紙幣鑑別部４７
または金券収納庫４４へ搬送することができる。
【００２２】
切り替えブレード５２は金券鑑別部４８と紙幣入出金部７の間に配置され、切り替える
ことにより紙幣鑑別部４７から搬送路４６で搬送された紙幣を紙幣回収カセット８または
紙幣入出金部７へ搬送することができる。
この切り替えブレード４９、５０、５１および５２の機能について説明する。
紙 幣 を 入 金 す る 場 合 は 、 ま ず 、 紙 幣 入 出 金 口 ７ に 投 入 さ れ た 紙 幣 を 1枚 ず つ 分 離 し て 繰
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り出し搬送路４６へ送り出す。搬送路４６に送り出された紙幣は金券鑑別部４８を通過し
切り替えブレード５１を切り替えることにより紙幣鑑別部４７へ搬送される。その紙幣鑑
別部４７により搬送された紙幣は真偽、金種が鑑別され、切り替えブレード４９、５０を
切り替えることにより、各金種に対応する紙幣収納庫Ａ４１、紙幣収納庫Ｂ４２、紙幣収
納庫Ｃ４３に収納して入金を終了する。
【００２３】
紙幣を釣銭として出金する場合は、紙幣収納庫Ａ４１、紙幣収納庫Ｂ４２、紙幣収納庫
Ｃ ４ ３ か ら 収 納 さ れ た 紙 幣 を 1枚 ず つ 分 離 し て 繰 り 出 し 搬 送 路 ４ ６ へ 送 り 出 す 。 搬 送 路 ４
６に送り出された紙幣は紙幣鑑別部４７により真偽等の異常がないか鑑別される。鑑別の
結果異常がないと判断された紙幣は切り替えブレード５２を切り替えることにより紙幣入
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出金口７へ搬送して出金を終了する。
【００２４】
図３において、２１は操作表示部であり、自動釣銭機１の状態や操作ボタン等を操作表
示盤９に表示する制御、および、操作者が操作表示盤９の操作ボタンを押下したことを検
知する制御を行う。
２２は紙幣入金部であり、紙幣入出金口７に投入された１枚または複数枚の紙幣を１枚
ずつ繰り出して自動釣銭機１内の搬送路４６へ送り出す制御を行う。
【００２５】
２３は紙幣出金部であり、自動釣銭機１内の紙幣収納庫Ａ４１、紙幣収納庫Ｂ４２また
は紙幣収納庫Ｃ４３から繰り出されて搬送路４６で搬送された紙幣を紙幣入出金口７に蓄
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積する制御を行う。
２４は紙幣搬送部であり、紙幣入出金口７から繰り出され、搬送路４６へ送り出された
紙幣等を紙幣収納庫Ａ４１、紙幣収納庫Ｂ４２または紙幣収納庫Ｃ４３へ搬送し、また、
紙幣収納庫Ａ４１、紙幣収納庫Ｂ４２または紙幣収納庫Ｃ４３から繰り出され、搬送路４
６へ送り出された紙幣を紙幣入出金口７へ搬送する制御を行う。
【００２６】
また、紙幣入出金口７に投入されたものを搬送路４６で紙幣鑑別部４７まで搬送し、そ
の紙幣鑑別部４７で紙幣でないと鑑別されたものは、この紙幣搬送部２４の制御により搬
送路４６を一旦停止し、ベルト等を逆回転させて紙幣入出金口７へ搬送することができる
。
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２５は紙幣鑑別処理部であり、紙幣鑑別部４７に設けた光学式センサ等により通過する

紙幣の画像データ等を取得し、取得した画像データ等と紙幣鑑別データベースに登録され
た画像データ等を照合して紙幣を鑑別する。鑑別の結果、紙幣であるか否かおよび紙幣で
あったならばその金種を知ることができ、金種が鑑別された紙幣の計数を行う。
【００２７】
２６は紙幣収納部であり、紙幣入出金口７から搬送された紙幣を紙幣鑑別処理部２５で
鑑別した結果に基づいて所定の金種ごとに設けた紙幣収納庫Ａ４１、紙幣収納庫Ｂ４２お
よび紙幣収納庫Ｃ４３に収納する制御を行う。
２７は紙幣回収部であり、紙幣収納庫から搬送された紙幣を紙幣回収カセット８に収納
する制御を行う。
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【００２８】
２８は金券投入部であり、紙幣入出金口７に投入された１枚または複数枚の金券を１枚
ずつ繰り出して自動釣銭機１内の搬送路４６へ送り出す制御を行う。なお、紙幣入出金口
７に投入されたものは紙幣であるか金券であるかの鑑別がまだできないため、この金券投
入部２８は紙幣入金部２２と同一のものになる。したがって、紙幣入出金口７には紙幣お
よび金券が混在した状態で投入することが可能であり、金券投入部２８および紙幣入金部
２２が複数枚ある紙幣および金券を１枚ずつ繰り出して自動釣銭機１内の搬送路４６へ送
り出す制御を行う。
【００２９】
２９は金券搬送部であり、搬送路４６上の金券を金券鑑別部４８から金券収納庫４４へ
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搬送する制御を行う。なお、紙幣入出金口７に投入されたものは紙幣であるか金券である
かの鑑別がまだできないため、投入された金券等を紙幣入出金口７から金券鑑別部４８ま
で搬送する制御は紙幣搬送部２４が行う。
３０は金券鑑別処理部であり、光学式センサ等により通過する金券の画像データまたは
バーコード等を読取り、読取った画像データ等と金券鑑別データベース３９に登録された
画像データ等を照合して金券を鑑別する。鑑別の結果、金券であるか否かおよび金券であ
ったならばその金額を知ることができ、金額ごとの金券を計数することができる。この金
券鑑別データベース３９は予め自動釣銭機１で使用することができる金券の画像データお
よび金券に印刷等された金額の画像データ等を登録しておくものである。
【００３０】
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なお、この金券鑑別データベース３９はＰＯＳレジスタ１０に備える構成としてもよい
。また、本実施例では金券を読取るセンサは光学式センサとしたが、光学式センサに限ら
れず、金券に金額情報等を記録した磁気ストライプを設けておき、その磁気ストライプを
読取る磁気データ読取装置等であってもよい。
３１は金券収納部であり、金券鑑別処理部３０で鑑別され、金券搬送部２９の制御によ
り搬送路４６上を搬送された金券を金券収納庫４４に収納する制御を行う。
【００３１】
３２は硬貨入金部であり、硬貨入金口４に投入された硬貨を繰り出して自動釣銭機１内
の搬送路へ送り出す制御を行う。
３３は硬貨出金部であり、自動釣銭機１内の硬貨収納庫から繰り出されて搬送された硬
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貨を硬貨出金口５に払い出す制御を行う。
３４は硬貨搬送部であり、硬貨入金口４から繰り出された硬貨を硬貨収納庫へ搬送し、
また、硬貨収納庫から繰り出された硬貨を硬貨出金口５へ搬送する制御を行う。
【００３２】
３５は硬貨鑑別処理部であり、センサ等により通過する硬貨の金種を鑑別する。
３６は硬貨収納部であり、硬貨入金口４から搬送された硬貨を硬貨鑑別部３５で鑑別し
た結果に基づいて所定の硬貨収納庫に収納する制御を行う。
３７は硬貨回収部であり、硬貨収納庫から搬送された硬貨を硬貨回収カセットに収納す
る制御を行う。
【００３３】
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３８は制御部であり、操作表示部２１、紙幣入金部２２、紙幣出金部２３、紙幣搬送部
２４、紙幣収納部２６、紙幣回収部２７、金券投入部２８、金券搬送部２９、金券収納部
３１、硬貨入金部３２、硬貨出金部３３、硬貨搬送部３４、硬貨収納部３６および硬貨回
収部３７を制御し、釣銭機１の全体を制御するものである。また、制御部３８は図示しな
い通信制御部によりＰＯＳレジスタ１０との通信を可能としている。
【００３４】
上述した構成の作用について図４の実施例を示すフローチャートのＳで表すステップに
したがって説明する。なお、以下に説明する各部の動作は、図示しない記憶部に格納され
たプログラム（ソフトウェア）に基づいて制御部３８により制御される。
Ｓ４０１：操作者が紙幣および／または金券を紙幣入出金口７に投入する。
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Ｓ４０２：紙幣入金部２２は紙幣入出金口７に投入された紙幣および／または金券を図
示しないローラ等で１枚ずつ分離して繰り出し、繰り出された紙幣または金券は紙幣搬送
部２４が制御する搬送路４６により金券鑑別部４８へ搬送される。
【００３５】
Ｓ４０３：金券鑑別処理部３０で制御される金券鑑別部４８は搬送されてきた紙幣また
は金券が金券であるか否かの真偽の鑑別を行う。
Ｓ４０４：搬送されたものが金券であると鑑別された金券の金額を金券鑑別処理部３０
で制御される金券鑑別部４８が読取り、金券鑑別処理部３０は金券搬送部２９を介して読
取った金額を制御部３８へ通知する。制御部３８は通知された金額を記憶部に記憶する。
【００３６】
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Ｓ４０５：金額を読取った金券は金券搬送部２９が制御する搬送路４６および切り替え
ブレード５１を切り替えることにより金券収納庫４４へ搬送される。金券収納庫４４へ搬
送された金券は金券収納部３１の制御により金券収納庫４４へ収納される。
Ｓ４０６：Ｓ４０３で搬送されたものが金券でないと鑑別した場合、さらに紙幣鑑別部
４７で搬送されてきたものが紙幣であるか否かの真偽の鑑別を行う。
【００３７】
Ｓ４０７：紙幣であると鑑別された紙幣はさらに紙幣鑑別部４７が金種の鑑別を行い、
紙幣鑑別部４７は紙幣搬送部２４を介して鑑別した金額を制御部３８へ通知する。制御部
３８は通知された金額を記憶部に記憶する。
紙幣鑑別部４７で鑑別された紙幣が千円券である場合は紙幣搬送部２４および紙幣収納
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部２６で制御された搬送路４６により紙幣収納庫Ａ４１へ搬送され、収納される。同様に
、５千円券である場合は紙幣収納庫Ｂ４２へ、１万円券である場合は紙幣収納庫Ｃ４３へ
搬送され、収納される。
【００３８】
Ｓ４０８：Ｓ４０６で紙幣でないと鑑別されたもの、つまり、金券でも紙幣でもないも
のは紙幣搬送部２４の制御で搬送路４６を停止し、さらに逆方向である紙幣入出金口７へ
搬送する。
Ｓ４０９：図示しないセンサにより紙幣入出金口７に残っている紙幣または金券が存在
することを検知したときは次の紙幣または金券を図示しないローラ等で１枚ずつ分離して
繰り出してＳ４０２以降の動作を継続する。
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【００３９】
Ｓ４１０：図示しないセンサにより紙幣入出金口７に残っている紙幣または金券が存在
しないことを紙幣入金部２２が検知したとき、制御部３８は記憶部に記憶した紙幣と金券
の合計金額をＰＯＳレジスタ１０へ送信する。
以上説明したように、実施例では、商品券や各種割引クーポン券等の金券の金額を自動
釣銭機で読取ることができるためＰＯＳレジスタを操作する係員が金券に相当する金額を
入力する必要がなくなり係員の操作の時間を短縮することができるという効果が得られる
。
【００４０】
また、金額を読取った金券を収納庫へ収納することができるため係員がその金券を回収
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する必要がなくなり係員の手間を短縮することができるという効果が得られる。
さらに、他の顧客を待たせる時間が少なくなるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】実施例を示す自動釣銭機の斜視図
【図２】実施例を示す自動釣銭機の紙幣釣銭部の側断面の説明図
【図３】実施例を示す自動釣銭機のブロック図
【図４】実施例を示すフローチャート
【符号の説明】
【００４２】
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