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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
現金の投入を受付ける入金口と、該入金口から投入された現金を分離して搬送する搬送部
と、該搬送部で搬送される現金の金種を鑑別する鑑別部と、放出する現金を蓄積する出金
口とを有する現金処理装置において、
　入金口から搬送部で搬送された現金を一時蓄積する一時保留部と、
　入金口から搬送部で搬送された現金または前記一時保留部から搬送部で搬送された現金
を蓄積する前記出金口と、
　現金の金種を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された金種と前記入金口から搬送部で搬送されたそれぞれの現金の金
種とを比較し、金種が一致する現金を前記一時保留部へ、金種が一致しない現金を前記出
金口へ搬送し、前記出金口に蓄積された現金が受取られた後、前記一時保留部に蓄積され
た現金を前記出金口へ搬送する制御部とを設け、
　前記入金口に投入された現金から前記記憶部に記憶された金種に一致する金種の現金を
分別して前記出金口へ搬送し、放出するようにしたことを特徴とする現金処理装置。
【請求項２】
請求項１の現金処理装置において、
　前記一時保留部に蓄積する現金の枚数を入力する操作を受付ける入力手段を設け、
　前記制御部は、前記一時保留部に蓄積した現金の枚数が前記入力手段で入力された枚数
に達したとき、前記出金口に蓄積された現金が受取られた後、前記一時保留部に蓄積され
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た現金を前記出金口へ搬送するようにした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の現金処理装置において、
　前記記憶部に記憶する金種を、前記入金口から搬送され、金種が最初に鑑別された現金
の金種としたことを特徴とする現金処理装置。
【請求項４】
請求項１または請求項２の現金処理装置において、
　現金の金種を選択する操作を受付ける選択部を設け、
　前記記憶部に記憶する金種を、前記選択部で選択された現金の金種としたことを特徴と
する現金処理装置。
【請求項５】
請求項１から請求項４のいずれか１項の現金処理装置において、
　前記入金口に投入されたすべての現金を分離して搬送した後、前記入金口に追加して投
入される現金を受付けるようにしたことを特徴とする現金処理装置。
【請求項６】
係員の操作を受付ける上位装置と、現金の投入を受付ける入金口と、該入金口から投入さ
れた現金を分離して搬送する搬送部と、該搬送部で搬送される現金の金種を鑑別する鑑別
部と、放出する現金を蓄積する出金口とを有し、前記上位装置からの指示を受信して動作
する現金処理装置とからなる現金処理システムにおいて、
　前記現金処理装置に、
　入金口から搬送部で搬送された現金を一時蓄積する一時保留部と、
　入金口から搬送部で搬送された現金または前記一時保留部から搬送部で搬送された現金
を蓄積する前記出金口と、
　現金の金種を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された金種と前記入金口から搬送部で搬送されたそれぞれの現金の金
種とを比較し、金種が一致する現金を前記一時保留部へ、金種が一致しない現金を前記出
金口へ搬送し、前記出金口に蓄積された現金が受取られた後、前記一時保留部に蓄積され
た現金を前記出金口へ搬送する制御部とを設け、
　前記現金処理装置が、前記入金口に投入された現金から前記記憶部に記憶された金種に
一致する金種の現金を分別して前記出金口へ搬送し、放出するようにしたことを特徴とす
る現金処理システム。
【請求項７】
請求項６の現金処理システムにおいて、
　前記上位装置に、
　前記一時保留部に蓄積する現金の枚数を入力する操作を受付ける入力手段を設け、
　前記現金処理装置は、前記入力手段で入力された現金の枚数を前記上位装置から受信し
、前記一時保留部に蓄積した現金の枚数が前記枚数に達したとき、前記出金口に蓄積され
た現金が受取られた後、前記一時保留部に蓄積された現金を前記出金口へ搬送するように
したことを特徴とする現金処理システム。
【請求項８】
請求項６または請求項７の現金処理システムにおいて、
　前記記憶部に記憶する金種を、前記入金口から搬送され、金種が最初に鑑別された現金
の金種としたことを特徴とする現金処理システム。
【請求項９】
請求項６または請求項７の現金処理システムにおいて、
　前記上位装置に、
　現金の金種を選択する操作を受付ける選択部を設け、
　前記記憶部に記憶する金種を、前記上位装置から受信した前記選択部で選択された現金
の金種としたことを特徴とする現金処理システム。
【請求項１０】
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請求項６から請求項９のいずれか１項の現金処理システムにおいて、
　前記現金処理装置は、前記入金口に投入されたすべての現金を分離して搬送した後、前
記入金口に追加して投入される現金を受付けるようにしたことを特徴とする現金処理シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金融機関の窓口に設置され、紙幣の入出金処理を行う現金処理装置および現
金処理システムに関し、特に複数の紙幣を金種毎に分別する現金処理装置および現金処理
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の現金処理装置および現金処理システムは、金融機関の係員により入金する紙幣の
投入を受付けるテラー入金口および出金する紙幣を係員に受け渡すテラー出金口を１つず
つ備え、また顧客により入金する紙幣の投入を受付ける顧客入金口および出金する紙幣を
顧客に受け渡す顧客出金口を１つずつ備え、テラー入金口または顧客入金口の投入された
紙幣を計数し、その紙幣を紙幣収納庫に搬送して収納する入金処理および紙幣収納庫に収
納された紙幣を計数し、その紙幣をテラー出金口または顧客出金口へ搬送して放出する出
金処理を行うものがある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平６－６０２４６号公報（段落「０００７」～段落「０００８」、図
３）
【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、出金口が２箇所しかないため、万円券
、五千円券、二千円券、および千円券などの３金種以上が混在した複数の紙幣を金種毎に
分別することができず、金融機関の支店等で渉外活動を終えた営業担当者等が持ち帰った
大量の紙幣を金種毎に分別する場合、支店等の窓口の後方に設置された現金整理装置で紙
幣を金種毎に分別する必要があるという問題がある。
【０００４】
　本発明は、このような問題を解決することを課題とし、金融機関の窓口に設置された現
金処理機で複数の金種が混在した紙幣を金種毎に分別できるようにすることを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そのため、本発明による現金処理装置は、現金の投入を受付ける入金口と、該入金口か
ら投入された現金を分離して搬送する搬送部と、該搬送部で搬送される現金の金種を鑑別
する鑑別部と、放出する現金を蓄積する出金口とを有する現金処理装置において、入金口
から搬送部で搬送された現金を一時蓄積する一時保留部と、入金口から搬送部で搬送され
た現金または前記一時保留部から搬送部で搬送された現金を蓄積する前記出金口と、現金
の金種を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶された金種と前記入金口から搬送部で搬送
されたそれぞれの現金の金種とを比較し、金種が一致する現金を前記一時保留部へ、金種
が一致しない現金を前記出金口へ搬送し、前記出金口に蓄積された現金が受取られた後、
前記一時保留部に蓄積された現金を前記出金口へ搬送する制御部とを設け、前記入金口に
投入された現金から前記記憶部に記憶された金種に一致する金種の現金を分別して前記出
金口へ搬送し、放出するようにしたことを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明による現金処理システムは、係員の操作を受付ける上位装置と、現金の投
入を受付ける入金口と、該入金口から投入された現金を分離して搬送する搬送部と、該搬
送部で搬送される現金の金種を鑑別する鑑別部と、放出する現金を蓄積する出金口とを有
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し、前記上位装置からの指示を受信して動作する現金処理装置とからなる現金処理システ
ムにおいて、前記現金処理装置に、入金口から搬送部で搬送された現金を一時蓄積する一
時保留部と、入金口から搬送部で搬送された現金または前記一時保留部から搬送部で搬送
された現金を蓄積する前記出金口と、現金の金種を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶
された金種と前記入金口から搬送部で搬送されたそれぞれの現金の金種とを比較し、金種
が一致する現金を前記一時保留部へ、金種が一致しない現金を前記出金口へ搬送し、前記
出金口に蓄積された現金が受取られた後、前記一時保留部に蓄積された現金を前記出金口
へ搬送する制御部とを設け、前記現金処理装置が、前記入金口に投入された現金から前記
記憶部に記憶された金種に一致する金種の現金を分別して前記出金口へ搬送し、放出する
ようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　このようにした本発明は、金融機関の窓口に設置された現金処理機で複数の金種が混在
した現金を金種毎に分別でき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現金処理装置および現金処理システムの実施例を説
明する。
【実施例１】
【０００９】
　図２は第１の実施例における現金処理システムの構成を示すブロック図である。
　１は現金処理装置であり、銀行等の金融機関の営業店の窓口に設置され、その金融機関
の係員の操作により紙幣や硬貨等の現金の入金処理や出金処理、および整理計数処理を行
うものである。
　ここで、入金処理とは現金処理装置１の現金入金口に投入された現金を繰出して計数等
し、入出金庫へ収納する処理であり、出金処理とは、入出金庫に収納された現金を繰出し
て計数等し、現金出金口へ集積させる処理である。また、整理計数処理とは、現金入金口
に投入された現金を金種毎に分別して現金出金口へ集積させる処理である。
【００１０】
　現金処理装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、Ｍ
ＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等の演算および制御を行う制御部
、半導体メモリ等の記憶部、液晶ディスプレイ等の表示手段および操作キーやタッチパネ
ル等の入力手段を備えた操作表示部、および通信回線４を介して通信制御を行う通信制御
部等を備え、窓口端末からの指示に基づいて現金の入金処理や出金処理、および整理計数
処理を行う。
【００１１】
　なお、本実施例では、現金処理装置１は紙幣の入金処理や出金処理、および整理計数処
理を行うものとして説明し、その詳細は後述する。
　２は窓口端末（上位装置）であり、金融機関の営業店の窓口に設置され、金融機関の係
員の操作を受け付けて現金処理装置１で行う現金の出金処理や入金処理、また整理計数処
理等の取引を処理するものである。この窓口端末２はＣＰＵ等の演算および制御を行う制
御部、磁気ディスク、半導体メモリ等の記憶部、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕ
ｂｅ）、液晶ディスプレイ等の表示部、キーボード等の操作部、顧客が取引内容等を記入
した伝票を読み取るスキャナ部、行った取引の内容を通帳や伝票に印刷する通帳伝票プリ
ンタ部、および通信回線４を介して画像データ等の各種データの通信制御を行う通信制御
部等を備えるものである。
【００１２】
　３はホストコンピュータであり、金融機関の事務センタ等に設置され、顧客の口座毎の
口座残高等を記憶するデータベースを備えたものである。このホストコンピュータ３は、
ＣＰＵ、ＭＰＵ等の演算および制御手段、磁気ディスク、半導体メモリ等の記憶手段およ
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び通信回線４を介して通信を行う通信手段等を備え、窓口端末２との間で入金、出金、振
込等の取引電文の送受信を行い顧客の口座の残高不足等が発生しないことをデータベース
に問い合わせて確認し、顧客の取引を成立させるか否かを判定するものである。
【００１３】
　このように現金処理システムは現金処理装置１、窓口端末２、およびホストコンピュー
タ３等で構成され、現金処理装置１と窓口端末２、窓口端末２とホストコンピュータ３は
それぞれ通信回線４を介して通信可能に接続されている。
　次に、現金処理装置１の構成を図１の第１の実施例における現金処理装置の構成を示す
説明図に基づいて説明する。
【００１４】
　図１において、１１は入金口であり、入金処理または整理計数処理時に係員の操作によ
り紙幣の投入を受付ける部位である。この入金口１１に投入された紙幣は分離手段により
１枚ずつ分離されて装置内に送り込まれるようになっている。なお、入金口１１には、そ
の開口部を開閉するシャッタが設けられている。
　１２は搬送部であり、ベルトやローラ等で紙幣を挟持して搬送するものである。この搬
送部１２の詳細は後述する。
【００１５】
　１３は鑑別部であり、搬送部１２に配置され、搬送される紙幣の真偽、金種（万円券、
五千円券、二千円券、および千円券）、正損、表裏の鑑別を行うと共に、重送、連鎖、斜
行等の搬送異常の検知、および金種が確定した紙幣の計数を行う機能を有している。
　１４は紙幣収納庫であり、１４ａ～１４ｄの入出金カセットで構成され、ここでは４個
並べて配置しているが、この数に限られるものではなく、運用形態等に応じて少なくとも
１つ備えていればよい。
【００１６】
　入出金カセット１４ａ～１４ｄにはそれぞれ上部一端に紙幣の取り込みおよび繰出し用
の開口部が形成されており、各々の開口部には入出金カセット１４ａ～１４ｄ内に紙幣を
１枚ずつ送り込んで集積させると共に入出金カセット１４ａ～１４ｄ内から紙幣を１枚ず
つ分離して繰出す複数のローラから成る集積繰出し手段が設けられている。
　また、入出金カセット１４ａ～１４ｄ内にはそれぞれ昇降可能なステージが設けられて
おり、入出金カセット１４ａ～１４ｄ内に収納される紙幣はこのステージ上に集積され、
各ステージは紙幣の収納、繰出しに応じて昇降動作するものとなっている。
【００１７】
　１５は入金口１１から搬送部１２で搬送された紙幣を一時蓄積する一時保留部であり、
入金処理や整理計数処理時の紙幣の搬送方向における鑑別部１３の下流側に配置され、上
部に紙幣取り込み口を有し、この取り込み口と同じ側の下部に繰出し口を有している。そ
して一時保留部１５内には紙幣を取り込むための複数のローラから成る取り込み手段と、
紙幣を一枚ずつ分離して繰出す複数のローラから成る繰出し手段が前記取り込み口と繰出
し口に対応して設けられている。
【００１８】
　この一時保留部１５は、入金処理時に鑑別部１３で入金可能と鑑別された紙幣を、入金
が確定するまで一時保留し、また整理計数処理時に鑑別部１３で正券と鑑別され、金種毎
に分別する紙幣を一時保留するために用いられる。
　なお、一時保留部１５は、搬送された紙幣を巻き取る回転ドラムで構成されたものであ
ってもよい。
【００１９】
　１６は放出する現金を蓄積する出金口であり、出金処理時に紙幣収納庫１４から搬送部
１２により搬送され、鑑別部１３で計数された紙幣を集積し、また整理計数処理時に一時
保留部１５に保留された紙幣を搬送部１２により搬送して集積し、その紙幣を係員に渡す
ための部位である。なお、出金口１６には、その開口部を開閉するシャッタが設けられて
いる。
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【００２０】
　１７は運用カセットであり、現金処理装置１に対して着脱可能に設けられている。この
運用カセット１７は、入出金カセット１４ａ～１４ｄに対して紙幣の補充および該入出金
カセット１４ａ～１４ｄから紙幣の回収を行うために使用される一括収納部であるが、本
発明とは直接関係がないのでその詳細については説明を省略する。
　１８はリジェクト部であり、出金取引時および運用カセット１７への回収時に鑑別部１
３で金種不明等のリジェクト紙幣と鑑別された紙幣を収納するリジェクト収納庫である。
【００２１】
　１９は搬送分岐部であり、環状に形成された搬送路に搬送先を切り替える複数の切替弁
が設けられ、その切替弁を制御することにより搬送部１２で搬送される紙幣の搬送先を切
り替えることができるようになっている。
　ここで、紙幣を搬送する搬送部１２を構成する搬送部１２ａ～１２ｆを説明する。
　搬送部１２ａ、搬送部１２ｂ、および搬送部１２ｃは、入金口１１の分離手段から鑑別
部１３を経由し、コの字を描くように下方に反転して入出金カセット１４ａ～１４ｄの上
方を通過し、さらに搬送分岐部１９を経由して一時保留部１５の集積手段に至る経路を形
成している。
【００２２】
　搬送部１２ｃと搬送部１２ｂは、一時保留部１５の繰出し手段から搬送分岐部１９およ
び鑑別部１３を経由し、コの字を描くように下方に反転して入出金カセット１４ａ～１４
ｄに対応する各集積繰出し手段に至る経路を形成している。
　搬送部１２ｂと搬送部１２ｄは、入出金カセット１４ａ～１４ｄに対応する各集積繰出
し手段から鑑別部１３および搬送分岐部１９を経由して出金口１６の取り込み手段に至る
経路を形成するように設けられており、したがって、搬送部１２ｂは双方向に紙幣を搬送
することができるようになっている。
【００２３】
　なお、搬送部１２ａ、搬送部１２ｂ、および搬送部１２ｄは、入金口１１の分離手段か
ら鑑別部１３および搬送分岐部１９を経由して出金口１６の取り込み手段に至る経路を形
成している。
　搬送部１２ｃと搬送部１２ｄは、一時保留部１５の繰出し手段から搬送分岐部１９を経
由して出金口１６の取り込み手段に至る経路を形成している。これにより、一時保留部１
５に集積された紙幣を出金口１６へ搬送することができるようになっている。
【００２４】
　また、搬送部１２ｅと搬送部１２ｂは、紙幣の補充時に運用カセット１７から搬送分岐
部１９および鑑別部１３を経て入出金カセット１４ａ～１４ｄに対応する各集積繰出し手
段に至る補充経路、紙幣の回収時に搬送分岐部１９および鑑別部１３を経て入出金カセッ
ト１４ａ～１４ｄに対応する各集積繰出し手段から運用カセット１７に至る回収経路を形
成している。
【００２５】
　なお、搬送部１２ｆは、搬送部１２ｂの終端の搬送分岐部１９からリジェクト部１８の
紙幣取り込み口に至る経路を形成している。
　このような構成を有する本装置において、以下に説明する各部の動作は、各実施例とも
図示しないメモリ等の記憶部に格納されたプログラム（ソフトウェア）に基づいて図示し
ない制御部により制御されるものとなっている。また、記憶部は紙幣の搬送等の制御を行
うための情報を記憶する。
【００２６】
　上述した構成の作用を図４の第１の実施例における整理計数処理を示すフローチャート
の図中Ｓで表すステップにしたがって説明する。
　Ｓ１ａ：窓口端末２の入力手段は、表示手段に表示された取引選択画面から現金処理装
置１の入金口１１に投入した紙幣を金種毎に分別する整理計数を選択する係員の操作を受
付ける。
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【００２７】
　この取引選択画面は、例えば図３に示すように現金処理装置１で行う取引を選択するた
めの「整理計数」選択ボタン３１１、「入金」、「出金」、「計数」、「補充」、「回収
」等の各選択ボタンを表示するように構成され、また現金処理装置１内に収納されている
紙幣の有り高としての装置内紙幣残高を１０，０００円券、５，０００円券、２，０００
円券、１，０００円券毎に表示し、またその合計の残高を表示するように構成されている
。
【００２８】
　係員の操作により取引選択画面３１の「整理計数」選択ボタン３１１が選択されるもの
とし、窓口端末２の入力手段は、その操作を受付ける。
　Ｓ２ａ：「整理計数」選択ボタン３１１を選択する操作を受付けると窓口端末２は整理
計数を行うことを指示する通知を現金処理装置１へ送信する。
　Ｓ３ａ：整理計数を行うことを指示する通知を受信した現金処理装置１の制御部は、入
金口１１のシャッタを開放して紙幣の投入を待機する。
【００２９】
　Ｓ４ａ：係員は、シャッタが開放された入金口１１に紙幣を投入するものとする。投入
される紙幣は、例えば万円券、五千円券、千円券等の金種が混在したものとする。
　Ｓ５ａ：現金処理装置１の制御部は、入金口１１に紙幣が投入されたことを図示しない
センサで検知すると入金口１１のシャッタを閉塞させる。
　Ｓ６ａ：入金口１１のシャッタを閉塞させると現金処理装置１の制御部は、入金口１１
に投入された紙幣を１枚ずつ分離して搬送部１２へ繰出して搬送する。搬送された紙幣は
鑑別部１３で正損、金種が鑑別され、現金処理装置１の制御部は、整理計数を行うことを
指示する通知を受信した後、正券であり金種が鑑別された最初の紙幣を搬送部１２により
一時保留部１５へ搬送するとともにその金種を記憶部に記憶させる。なお、偽券や損券と
鑑別、または金種が鑑別できない紙幣や搬送異常と鑑別された紙幣等はリジェクト紙幣と
して搬送部１２により出金口１６へ搬送される。
【００３０】
　現金処理装置１の制御部は、入金口１１に投入された紙幣を１枚ずつ分離して搬送部１
２へ繰出して搬送する動作を入金口１１に投入された紙幣がなくなるまで継続し、正券で
あり金種が鑑別された最初の紙幣と同じ金種の紙幣、すなわち記憶部に記憶しておいた金
種と同一の金種の紙幣（鑑別部１３で鑑別された金種と記憶部に記憶した金種とを比較し
、一致する紙幣）を搬送部１２により一時保留部１５へ搬送し、また金種が鑑別された最
初の紙幣と金種が異なる紙幣やリジェクト紙幣は搬送部１２により出金口１６へ搬送する
。
【００３１】
　例えば、入金口１１に投入された紙幣が万円券、五千円券、二千円券、および千円券が
混在した紙幣の束であり、最初に正券であり金種が鑑別された紙幣が万円券である場合、
万円券と鑑別された紙幣が一時保留部１５へ搬送されて集積され、万円券以外の五千円券
、二千円券、および千円券と鑑別された紙幣は出金口１６へ搬送されて集積される。
　このように最初に正券であり金種が鑑別された紙幣と同一金種の紙幣を一時保留部１５
へ搬送して集積し、一方最初に正券であり金種が鑑別された紙幣と異なる金種の紙幣やリ
ジェクト紙幣を出金口１６へ搬送することにより、一時保留部１５に同一の金種の紙幣を
集積することができる。
【００３２】
　Ｓ７ａ：入金口１１に投入された紙幣をすべて分離して搬送部１２へ繰出して搬送する
と現金処理装置１の制御部は、鑑別部１３により一時保留部１５へ搬送した紙幣の金種、
枚数、金額等を画面として操作表示部２０に表示する。この画面は、例えば図５に示すよ
うに「整理計数結果　金種：１０，０００券　枚数：１５０枚　金額：１，５００，００
０円」として一時保留部１５へ搬送した紙幣の金種、枚数、金額を表示するものである。
【００３３】



(8) JP 5199039 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

　また、窓口端末２は、現金処理装置１から一時保留部１５へ搬送した紙幣の金種、枚数
、金額等を受信し、その紙幣の金種、枚数、金額等を画面として表示手段に表示する。こ
の画面は、例えば図６に示すように１０，０００券の欄に「１５０枚　１，５００，００
０円」として一時保留部１５へ搬送した紙幣の金種、枚数、金額を表示するものである。
　Ｓ８ａ：現金処理装置１の制御部は、図示しないセンサにより出金口１６に搬送されて
集積された紙幣の有無を判定し、出金口１６に紙幣が集積されている場合、その紙幣を受
取らせる処理を行うため処理をＳ９ａへ移行し、出金口１６に紙幣が集積されていない場
合、処理をＳ１２ａへ移行する。
【００３４】
　Ｓ９ａ、Ｓ１０ａ：出金口１６に紙幣が集積されている場合、現金処理装置１の制御部
は、出金口１６のシャッタを開放し、出金口１６に集積された紙幣を係員に受取らせる。
　Ｓ１１ａ：現金処理装置１の制御部は、図示しないセンサにより出金口１６に集積され
た紙幣が受取られたことを検知すると出金口１６のシャッタを閉塞する。
　Ｓ１２ａ：係員は、窓口端末２の表示手段に表示された紙幣の金種、枚数、金額を確認
し、入力手段により完了を指示する操作を行い、窓口端末２の入力手段はその操作を受付
け、窓口端末２は現金処理装置１へ一時保留部１５に集積された紙幣を出金口１６へ搬送
する指示を通知する。
【００３５】
　Ｓ１３ａ：現金処理装置１の制御部は、一時保留部１５に集積された紙幣を出金口１６
へ搬送する指示を窓口端末２から受信すると一時保留部１５に集積されたすべての紙幣を
１枚ずつ分離して搬送部１２により出金口１６へ搬送する。
　Ｓ１４ａ、Ｓ１５ａ：一時保留部１５のすべての紙幣を出金口１６へ搬送すると現金処
理装置１の制御部は、出金口１６のシャッタを開放し、出金口１６に集積された紙幣、す
なわち分別された紙幣を係員に受取らせる。
【００３６】
　Ｓ１６ａ：現金処理装置１の制御部は、図示しないセンサにより出金口１６に集積され
た紙幣が受取られたことを検知すると出金口１６のシャッタを閉塞し、整理計数処理を終
了する。
　このように最初に正券であり金種が鑑別された紙幣と同一金種の紙幣を出金口１６へ搬
送して受取ることができるようにしたことにより、金種が混在している紙幣の束から同一
の金種の紙幣を分別することができるようになる。
【００３７】
　なお、上述した整理計数処理を繰り返すことにより、金種が混在している紙幣の束から
万円券、五千円券、二千円券、または千円券毎に紙幣を分別することができるようになる
。
　例えば、万円券、五千円券、二千円券、および千円券が混在している紙幣の束から最初
に万円券を分別し、次に万円券が分別された残りの五千円券、二千円券、および千円券が
混在している紙幣の束から千円券を分別し、次に万円券および千円券が分別された残りの
五千円券、および二千円券が混在している紙幣の束から五千円券を分別することにより、
万円券、五千円券、二千円券、および千円券毎に分別することができる。
【００３８】
　以上説明したように、第１の実施例では、最初に正券であり金種が鑑別された紙幣と同
一金種の紙幣を一時保留部に蓄積した後、出金口へ搬送して受取ることができるようにし
たことにより、金種が混在している紙幣の束から同一の金種の紙幣を分別することができ
るという効果が得られる。
　また、金融機関の窓口の後方に設置された現金整理装置を使用することなく、窓口に設
置された現金処理装置で整理計数処理を行うようにしたことにより、金融機関における業
務の効率を向上させることができ、窓口の顧客を待たせる時間を短縮させることができる
という効果が得られる。
【００３９】
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　さらに、金融機関は、窓口の業務として顧客が持参する店舗等の売上金等を整理計数す
ることが可能になり、顧客へのサービスを向上させることができるとともに手数料収入を
得ることができるという効果が得られる。
【実施例２】
【００４０】
　第２の実施例は、最初に正券であり金種が鑑別された紙幣と同一金種の紙幣を一時保留
部１５に集積する処理を連続して繰り返し、金種が混在している紙幣の束を万円券、五千
円券、二千円券、または千円券毎に分別した紙幣の束にするものである。
　第２の実施例の構成は、上述した第１の実施例と同様なので同一の符号を付してその説
明を省略する。
【００４１】
　第２の実施例の構成の作用を図７の第２の実施例における整理計数処理を示すフローチ
ャートの図中Ｓで表すステップにしたがって説明する。
　Ｓ１ｂ：窓口端末２の入力手段は、表示手段に表示された取引選択画面から現金処理装
置１の入金口１１に投入した紙幣を金種毎に連続して分別する連続整理計数を選択する係
員の操作を受付ける。
【００４２】
　この取引選択画面は、現金処理装置１で行う取引を選択するための「連続整理計数」、
「入金」、「出金」、「計数」、「補充」、「回収」等の各選択ボタンを表示するように
構成され、また現金処理装置１内に収納されている紙幣の有り高としての装置内紙幣残高
を１０，０００円券、５，０００円券、２，０００円券、１，０００円券毎に表示し、ま
たその合計の残高を表示するように構成されている。
【００４３】
　係員の操作により取引選択画面の「連続整理計数」選択ボタンが選択されるものとし、
窓口端末２の入力手段は、その操作を受付ける。
　Ｓ２ｂ：「連続整理計数」選択ボタンを選択する操作を受付けると窓口端末２は連続整
理計数を行うことを指示する通知を現金処理装置１へ送信する。
　Ｓ３ｂ：連続整理計数を行うことを指示する通知を受信した現金処理装置１の制御部は
、入金口１１のシャッタを開放して紙幣の投入を待機する。
【００４４】
　Ｓ４ｂ：分別する紙幣の束が存在する場合、係員はその紙幣の束を入金口１１へ投入す
るため処理をＳ５ｂへ移行し、一方分別する紙幣の束がなくなった場合、分別した紙幣を
受取るため処理をＳ１３ｂへ移行する。
　Ｓ５ｂ：分別する紙幣の束が存在する場合、係員は、シャッタが開放された入金口１１
に紙幣を投入するものとする。投入される紙幣は、例えば万円券、五千円券、千円券等の
金種が混在したものとする。
【００４５】
　Ｓ６ｂ～Ｓ１１ｂ：図４におけるＳ５ａ～Ｓ１０ａと同様なのでその説明を省略する。
　Ｓ１２ｂ：現金処理装置１の制御部は、図示しないセンサにより出金口１６に集積され
た紙幣が受取られたことを検知すると出金口１６のシャッタを閉塞して処理をＳ３ｂへ移
行する。なお、Ｓ９ｂにおいて出金口１６に紙幣が集積されていない場合も処理をＳ３ｂ
へ移行する。
【００４６】
　Ｓ３ｂでは、追加の紙幣の投入を受付けるものとする。
　Ｓ１３ｂ：Ｓ４ｂにおいて、分別する紙幣がなくなった場合、係員は窓口端末２の表示
手段に表示された紙幣の金種、枚数、金額を確認し、入力手段により完了を指示する操作
を行い、窓口端末２の入力手段はその操作を受付け、窓口端末２は現金処理装置１へ一時
保留部１５に集積された紙幣を出金口１６へ搬送する指示を通知する。
【００４７】
　窓口端末２の表示手段に表示される画面は、例えば図８に示すように１０，０００券の



(10) JP 5199039 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

欄に「２００枚　２，０００，０００円」として一時保留部１５へ搬送した紙幣の金種、
枚数、金額を表示し、また完了を指示するための完了ボタン６１を表示するものである。
　Ｓ１４ｂ：現金処理装置１の制御部は、一時保留部１５に集積された紙幣を出金口１６
へ搬送する指示を窓口端末２から受信すると入金口１１のシャッタを閉塞させる。
【００４８】
　Ｓ１５ｂ～Ｓ１８ｂ：図４におけるＳ１３ａ～Ｓ１６ａと同様なのでその説明を省略す
る。
　このように最初に正券であり金種が鑑別された紙幣と同一金種の紙幣を一時保留部１５
に集積する処理を連続して繰り返して行うようにしたことにより、一度に入金口１１に投
入することができない多量の紙幣を複数回に分けて入金口１１へ投入して金種が混在して
いる紙幣の束から万円券、五千円券、二千円券、または千円券の紙幣を分別することがで
きるようになる。
【００４９】
　以上説明したように、第２の実施例では、第１の実施例の効果に加え、整理計数を連続
して繰り返して行うようにしたことにより、一度に入金口に投入することができない多量
の紙幣を複数回に分けて整理計数処理を行うことができるという効果が得られる。
【実施例３】
【００５０】
　第３の実施例は、分別する紙幣の枚数の入力を受付け、その枚数に基づいて最初に正券
であり金種が鑑別された紙幣と同一金種の紙幣を一時保留部１５に集積して金種が混在し
ている紙幣の束から万円券、五千円券、二千円券、または千円券の紙幣の束に分別するも
のである。
　第３の実施例の構成は、上述した第１の実施例と同様なので同一の符号を付してその説
明を省略する。
【００５１】
　第３の実施例の構成の作用を図９の第３の実施例における整理計数処理を示すフローチ
ャートの図中Ｓで表すステップにしたがって説明する。
　Ｓ１ｃ：図４におけるＳ１ａと同様なのでその説明を省略する。
　Ｓ２ｃ：「整理計数」選択ボタンを選択する操作を受付けると窓口端末２は整理計数す
る紙幣の枚数を整理枚数として入力するための整理枚数入力画面を表示手段に表示する。
この整理枚数入力画面は、例えば図１０に示すように入力された整理計数する紙幣の枚数
を表示する領域１０１が設けられたものである。
【００５２】
　窓口端末２の入力手段は、係員の操作による整理計数する紙幣の枚数（一時保留部に蓄
積する紙幣の枚数）の入力を受付け、入力された枚数を整理計数する紙幣の枚数を表示す
る領域１０１に表示する。
　係員は表示された整理計数する紙幣の枚数を表示する領域１０１に表示された整理枚数
を確認し、整理計数動作を開始させるための実行ボタン１０２を選択するものとする。
【００５３】
　Ｓ３ｃ：実行ボタン１０２の選択を入力手段で受付けた窓口端末２は入力された整理枚
数に基づいて整理計数する枚数指定整理計数を行うことを指示する通知を現金処理装置１
へ送信する。
　Ｓ４ｃ：枚数指定整理計数を行うことを指示する通知を受信した現金処理装置１の制御
部は、入金口１１のシャッタを開放して紙幣の投入を待機する。
【００５４】
　Ｓ５ｃ：係員は、シャッタが開放された入金口１１に紙幣を投入するものとする。投入
される紙幣は、例えば万円券、五千円券、千円券等の金種が混在したものとする。
　Ｓ６ｃ：現金処理装置１の制御部は、入金口１１に紙幣が投入されたことを図示しない
センサで検知すると入金口１１のシャッタを閉塞させる。
　Ｓ７ｃ：入金口１１のシャッタを閉塞させると現金処理装置１の制御部は、入金口１１
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に投入された紙幣を１枚ずつ分離して搬送部１２へ繰出して搬送する。搬送された紙幣は
鑑別部１３で正損、金種が鑑別され、現金処理装置１の制御部は、枚数指定整理計数を行
うことを指示する通知を受信した後、正券であり金種が鑑別された最初の紙幣を搬送部１
２により一時保留部１５へ搬送するとともにその金種を記憶部に記憶させる。なお、偽券
や損券と鑑別、または金種が鑑別できない紙幣や搬送異常と鑑別された紙幣等はリジェク
ト紙幣として搬送部１２により出金口１６へ搬送される。
【００５５】
　現金処理装置１の制御部は、入金口１１に投入された紙幣を１枚ずつ分離して搬送部１
２へ繰出して搬送する動作を、一時保留部１５へ搬送した紙幣の枚数が整理枚数に達する
か、または入金口１１に投入された紙幣がなくなるまで継続し、正券であり金種が鑑別さ
れた最初の紙幣と同じ金種の紙幣、すなわち記憶部に記憶しておいた金種と同一の金種の
紙幣（鑑別部１３で鑑別された金種と記憶部に記憶した金種とを比較し、一致する紙幣）
を搬送部１２により一時保留部１５へ搬送し、また金種が鑑別された最初の紙幣と金種が
異なる紙幣やリジェクト紙幣は搬送部１２により出金口１６へ搬送する。
【００５６】
　例えば、入金口１１に投入された紙幣が万円券、五千円券、二千円券、および千円券が
混在した紙幣の束であり、最初に正券であり金種が鑑別された紙幣が万円券である場合、
万円券と鑑別された紙幣が一時保留部１５へ搬送されて集積され、万円券以外の五千円券
、二千円券、および千円券と鑑別された紙幣は出金口１６へ搬送されて集積される。
　このように最初に正券であり金種が鑑別された紙幣と同一金種の紙幣を一時保留部１５
へ搬送して集積し、一方最初に正券であり金種が鑑別された紙幣と異なる金種の紙幣やリ
ジェクト紙幣を出金口１６へ搬送することにより、一時保留部１５に同一の金種の紙幣を
集積することができる。
【００５７】
　Ｓ８ｃ：入金口１１から１枚ずつ分離して搬送部１２へ繰出して一時保留部１５に搬送
した紙幣が整理枚数に達するか、または入金口１１に投入された紙幣をすべて分離して搬
送部１２へ繰出して一時保留部１５に搬送すると現金処理装置１の制御部は、鑑別部１３
により一時保留部１５へ搬送した紙幣の金種、枚数、金額等を画面として操作表示部２０
に表示する。
【００５８】
　また、窓口端末２は、現金処理装置１から一時保留部１５へ搬送した紙幣の金種、枚数
、金額等を受信し、その紙幣の金種、枚数、金額等を画面として表示手段に表示する。こ
の画面は、例えば図１１に示すように１０，０００券の欄に「１００枚　１，０００，０
００円」として一時保留部１５へ搬送した紙幣の金種、枚数、金額を表示するものである
。
【００５９】
　Ｓ９ｃ～Ｓ１７ｃ：図４におけるＳ８ａ～Ｓ１６ａと同様の処理なのでその説明を省略
する。
　このように入力された整理枚数に基づいて最初に正券であり金種が鑑別された紙幣と同
一金種の紙幣を出金口１６へ搬送して受取ることができるようにしたことにより、金種が
混在している紙幣の束から入力された整理枚数と同一の金種の紙幣を分別することができ
るようになる。
【００６０】
　なお、本実施例では、整理枚数の入力を窓口端末２で受付けるようにしたが、現金処理
装置１の入力部としての操作表示部２０で受付けるようにしてもよい。
　以上説明したように、第３の実施例では、第１の実施例の効果に加え、入力された整理
枚数に基づいて最初に正券であり金種が鑑別された紙幣と同一金種の紙幣を出金口へ搬送
して受取ることができるようにしたことにより、所定の枚数の紙幣の束に分別することが
できるという効果が得られる。
【実施例４】
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【００６１】
　第４の実施例は、分別する紙幣の枚数の入力を受付け、その枚数に基づいて最初に正券
であり金種が鑑別された紙幣と同一金種の紙幣を一時保留部１５に集積する処理を連続し
て繰り返し、金種が混在している紙幣の束から万円券、五千円券、二千円券、または千円
券の紙幣の束に分別するものである。
　第４の実施例の構成は、上述した第１の実施例と同様なので同一の符号を付してその説
明を省略する。
【００６２】
　第４の実施例の構成の作用を図１２の第４の実施例における整理計数処理を示すフロー
チャートの図中Ｓで表すステップにしたがって説明する。
　Ｓ１ｄ：図７におけるＳ１ｂと同様なのでその説明を省略する。
　Ｓ２ｄ：「連続整理計数」選択ボタンを選択する操作を受付けると窓口端末２は整理計
数する紙幣の枚数を整理枚数として入力するための整理枚数入力画面を表示手段に表示す
る。この整理枚数入力画面は、例えば図１０に示すように入力された整理計数する紙幣の
枚数を表示する領域１０１が設けられたものである。
【００６３】
　窓口端末２の入力手段は、係員の操作による整理計数する紙幣の枚数の入力を受付け、
入力された枚数を整理計数する紙幣の枚数を表示する領域１０１に表示する。
　係員は表示された整理計数する紙幣の枚数を表示する領域１０１に表示された整理枚数
を確認し、整理計数動作を開始させるための実行ボタン１０２を選択するものとする。
　Ｓ３ｄ：実行ボタン１０２の選択を入力手段で受付けた窓口端末２は入力された整理枚
数に基づいて整理計数する枚数指定連続整理計数を行うことを指示する通知を現金処理装
置１へ送信する。
【００６４】
　Ｓ４ｄ：枚数指定連続整理計数を行うことを指示する通知を受信した現金処理装置１の
制御部は、入金口１１のシャッタを開放して紙幣の投入を待機する。
　Ｓ５ｄ：分別する紙幣の束が存在する場合、係員はその紙幣の束を入金口１１へ投入す
るため処理をＳ６ｄへ移行し、一方分別する紙幣の束がなくなった場合、分別した紙幣を
受取るため処理をＳ２１ｄへ移行する。
【００６５】
　Ｓ６ｄ：分別する紙幣の束が存在する場合、係員は、シャッタが開放された入金口１１
に紙幣を投入するものとする。投入される紙幣は、例えば万円券、五千円券、千円券等の
金種が混在したものとする。
　Ｓ７ｄ～Ｓ１３ｄ：図９におけるＳ６ｃ～Ｓ１２ｃと同様なのでその説明を省略する。
　Ｓ１４ｄ：窓口端末２は、現金処理装置１が指定された整理枚数の紙幣を計数して一時
保留部１５へ搬送した場合、処理をＳ１５ｄへ移行し、現金処理装置１が入金口１１に投
入されたすべての紙幣を一時保留部１５または出金口１６へ搬送した場合、すなわち整理
枚数に達する前に入金口１１に投入されたすべての紙幣を整理計数した場合、処理をＳ４
ｄへ移行して分別する紙幣の投入を受付ける。
【００６６】
　Ｓ１５ｄ：係員は、窓口端末２の表示手段に表示された紙幣の金種、枚数、金額を確認
し、入力手段により返却を指示する操作を行うものとする。窓口端末２の表示手段に表示
される画面は、例えば図１３に示すように分別された紙幣の累計の金種、枚数、金額であ
り、係員は累計された金種、枚数、金額を確認して返却ボタン１０４を選択する操作を行
う。
【００６７】
　窓口端末２の入力手段はその操作を受付け、窓口端末２は現金処理装置１へ一時保留部
１５に集積された紙幣を出金口１６へ搬送する指示を通知する。
　Ｓ１６ｄ～Ｓ１９ｄ：図９におけるＳ１４ｃ～Ｓ１７ｃと同様なのでその説明を省略す
る。
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　Ｓ２０ｄ：現金処理装置１の制御部は、入金口１１に投入された未計数の紙幣の存否を
判定し、存在する場合、処理をＳ８ｄへ戻して入金口１１に投入された未計数の紙幣の整
理計数を継続する。一方、入金口１１に投入された未計数の紙幣が存在しない場合、処理
をＳ４ｄへ移行して分別する紙幣の投入を受付ける。
【００６８】
　Ｓ２１ｄ～Ｓ２６ｄ：図７におけるＳ１３ｂ～Ｓ１８ｂと同様の処理なのでその説明を
省略する。
　このように入力された整理枚数に基づいて最初に正券であり金種が鑑別された紙幣と同
一金種の紙幣を出金口１６へ搬送して受取ることができるようにする処理を連続して繰り
返して行うようにしたことにより、金種が混在している紙幣の束から入力された整理枚数
と同一の金種の紙幣を連続して分別することができるようになる。
【００６９】
　以上説明したように、第４の実施例では、第１および第３の実施例の効果に加え、入力
された整理枚数に基づいて最初に正券であり金種が鑑別された紙幣と同一金種の紙幣を出
金口へ搬送して受取る処理を連続して繰り返して行うようにしたことにより、一度に入金
口に投入することができない多量の紙幣を所定の枚数の紙幣の束に分別することができる
という効果が得られる。
【実施例５】
【００７０】
　第５の実施例は、分別する紙幣の金種を指定する入力を受付け、その指定された金種と
同一金種の紙幣を一時保留部１５に集積する処理を連続して繰り返し、金種が混在してい
る紙幣の束から指定された金種の紙幣の束に分別するものである。
　第５の実施例の構成は、上述した第１の実施例と同様なので同一の符号を付してその説
明を省略する。
【００７１】
　第５の実施例の構成の作用を図１４の第５の実施例における整理計数処理を示すフロー
チャートの図中Ｓで表すステップにしたがって説明する。
　Ｓ１ｅ：窓口端末２の入力手段は、表示手段に表示された取引選択画面から現金処理装
置１の入金口１１に投入した紙幣を金種毎に連続して分別する連続整理計数を選択する係
員の操作を受付ける。
【００７２】
　この取引選択画面は、現金処理装置１で行う取引を選択するための「連続整理計数」、
「入金」、「出金」、「計数」、「補充」、「回収」等の各選択ボタンを表示するように
構成され、また現金処理装置１内に収納されている紙幣の有り高としての装置内紙幣残高
を１０，０００円券、５，０００円券、２，０００円券、１，０００円券毎に表示し、ま
たその合計の残高を表示するように構成されている。
【００７３】
　係員の操作により取引選択画面の「連続整理計数」選択ボタンが選択されるものとし、
窓口端末２の入力手段は、その操作を受付ける。
　Ｓ２ｅ：「連続整理計数」選択ボタンを選択する操作を受付けると窓口端末２は整理計
数する紙幣の金種を入力するための金種入力画面を表示手段に表示する。この金種入力画
面は、例えば図１５に示すように整理計数する紙幣の金種を指定するための選択ボタン１
０５が設けられたものである。
【００７４】
　窓口端末２の入力手段（選択手段）は、係員の操作による整理計数する紙幣の金種の入
力を受付け、入力された金種を選択ボタン１０５に表示する。なお、金種の選択は、ひと
つでもよく、また複数であってもよいものとする。
　係員は選択された金種を確認し、整理計数動作を開始させるための実行ボタン１０２を
選択するものとする。
【００７５】
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　Ｓ３ｅ：実行ボタン１０２の選択を入力手段で受付けた窓口端末２は入力された金種に
基づいて整理計数する金種指定連続整理計数を行うことを指示する通知を現金処理装置１
へ送信する。
　Ｓ４ｅ：金種指定連続整理計数を行うことを指示する通知を受信した現金処理装置１の
制御部は、窓口端末２で入力された金種を記憶部に記憶させるとともに入金口１１のシャ
ッタを開放して紙幣の投入を待機する。
【００７６】
　Ｓ５ｅ：分別する紙幣の束が存在する場合、係員はその紙幣の束を入金口１１へ投入す
るため処理をＳ６ｅへ移行し、一方分別する紙幣の束がなくなった場合、分別した紙幣を
受取るため処理をＳ１９ｅへ移行する。
　Ｓ６ｅ：分別する紙幣の束が存在する場合、係員は、シャッタが開放された入金口１１
に紙幣を投入するものとする。投入される紙幣は、例えば万円券、五千円券、千円券等の
金種が混在したものとする。
【００７７】
　Ｓ７ｅ：現金処理装置１の制御部は、入金口１１に紙幣が投入されたことを図示しない
センサで検知すると入金口１１のシャッタを閉塞させる。
　Ｓ８ｅ：入金口１１のシャッタを閉塞させると現金処理装置１の制御部は、入金口１１
に投入された紙幣を１枚ずつ分離して搬送部１２へ繰出して搬送する。搬送された紙幣は
鑑別部１３で正損、金種が鑑別され、現金処理装置１の制御部は、正券であり金種が指定
された金種の紙幣（鑑別部１３で鑑別された金種と記憶部に記憶した金種とを比較し、一
致する紙幣）を搬送部１２により一時保留部１５へ搬送する。なお、偽券や損券と鑑別、
または金種が鑑別できない紙幣や搬送異常と鑑別された紙幣等はリジェクト紙幣として搬
送部１２により出金口１６へ搬送される。
【００７８】
　現金処理装置１の制御部は、入金口１１に投入された紙幣を１枚ずつ分離して搬送部１
２へ繰出して搬送する動作を入金口１１に投入された紙幣がなくなるまで継続し、正券で
あり金種が指定された金種の紙幣を搬送部１２により一時保留部１５へ搬送し、また金種
が指定された金種と異なる紙幣やリジェクト紙幣は搬送部１２により出金口１６へ搬送す
る。
【００７９】
　例えば、入金口１１に投入された紙幣が万円券、五千円券、二千円券、および千円券が
混在した紙幣の束であり、指定された金種が五千円券および二千円券である場合、五千円
券または二千円券と鑑別された紙幣が一時保留部１５へ搬送されて集積され、五千円券ま
たは二千円券以外の万円券および千円券と鑑別された紙幣は出金口１６へ搬送されて集積
される。
【００８０】
　このように指定された金種の紙幣を一時保留部１５へ搬送して集積し、一方指定された
金種と異なる金種の紙幣やリジェクト紙幣を出金口１６へ搬送することにより、一時保留
部１５に指定された金種の紙幣を集積することができる。
　Ｓ９ｅ：入金口１１に投入された紙幣をすべて分離して搬送部１２へ繰出して搬送する
と現金処理装置１の制御部は、鑑別部１３により一時保留部１５へ搬送した紙幣の金種、
枚数、金額等を画面として操作表示部２０に表示する。この画面は、例えば「整理計数結
果　金種：５，０００券　枚数：１００枚　金額：５００，０００円　金種：２，０００
券　枚数：２００枚　金額：４００，０００円」として一時保留部１５へ搬送した紙幣の
金種、枚数、金額を表示するものである。
【００８１】
　また、窓口端末２は、現金処理装置１から一時保留部１５へ搬送した紙幣の金種、枚数
、金額等を受信し、その紙幣の金種、枚数、金額等を画面として表示手段に表示する。こ
の画面は、例えば図１６に示すように５，０００券の欄に「１００枚　５００，０００円
」、２，０００券の欄に「２００枚　４００，０００円」、合計金額の欄に「９００，０
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００円」として一時保留部１５へ搬送した紙幣の金種、枚数、金額、および合計金額を表
示するものである。
【００８２】
　Ｓ１０ｅ：現金処理装置１の制御部は、図示しないセンサにより出金口１６に搬送され
て集積された紙幣の有無を判定し、出金口１６に紙幣が集積されている場合、その紙幣を
受取らせる処理を行うため処理をＳ１１ｅへ移行し、出金口１６に紙幣が集積されていな
い場合、処理をＳ１４ｅへ移行する。
　Ｓ１１ｅ、Ｓ１２ｅ：出金口１６に紙幣が集積されている場合、現金処理装置１の制御
部は、出金口１６のシャッタを開放し、出金口１６に集積された紙幣を係員に受取らせる
。
【００８３】
　Ｓ１３ｅ：現金処理装置１の制御部は、図示しないセンサにより出金口１６に集積され
た紙幣が受取られたことを検知すると出金口１６のシャッタを閉塞する。
　Ｓ１４ｅ：係員は、窓口端末２の表示手段に表示された紙幣の金種、枚数、金額を確認
し、入力手段により返却を指示する操作を行うものとする。窓口端末２の表示手段に表示
される画面は、例えば図１６に示すように分別された紙幣の金種、枚数、金額であり、係
員は累計された金種、枚数、金額を確認して返却ボタン１０４を選択する操作を行う。
【００８４】
　窓口端末２の入力手段はその操作を受付け、窓口端末２は現金処理装置１へ一時保留部
１５に集積された紙幣を出金口１６へ搬送する指示を通知する。
　Ｓ１５ｅ：現金処理装置１の制御部は、一時保留部１５に集積された紙幣を出金口１６
へ搬送する指示を窓口端末２から受信すると一時保留部１５に集積されたすべての紙幣を
１枚ずつ分離して搬送部１２により出金口１６へ搬送する。
【００８５】
　Ｓ１６ｅ、Ｓ１７ｅ：一時保留部１５のすべての紙幣を出金口１６へ搬送すると現金処
理装置１の制御部は、出金口１６のシャッタを開放し、出金口１６に集積された紙幣、す
なわち分別された紙幣を係員に受取らせる。
　Ｓ１８ｅ：現金処理装置１の制御部は、図示しないセンサにより出金口１６に集積され
た紙幣が受取られたことを検知すると出金口１６のシャッタを閉塞し、処理を４ｅへ移行
して分別する紙幣の投入を受付ける。
【００８６】
　Ｓ１９ｅ：Ｓ５ｅにおいて、分別する紙幣がなくなった場合、係員は窓口端末２の表示
手段に表示された紙幣の金種、枚数、金額を確認し、入力手段により完了を指示する操作
を行い、窓口端末２の入力手段はその操作を受付け、窓口端末２は現金処理装置１へ整理
計数を終了する指示を通知する。
　窓口端末２の表示手段に表示される画面は、例えば図１６に示すように一時保留部１５
へ搬送した紙幣の金種、枚数、金額を表示し、また完了を指示するための完了ボタン６１
を表示するものである。
【００８７】
　Ｓ２０ｅ：現金処理装置１の制御部は、一時保留部１５に集積された紙幣を出金口１６
へ搬送する指示を窓口端末２から受信すると入金口１１のシャッタを閉塞させて連続整理
計数処理を終了する。
　このように入力された金種と同一金種の紙幣を出金口１６へ搬送して受取ることができ
るようにする処理を連続して繰り返して行うようにしたことにより、金種が混在している
紙幣の束から入力された金種と同一の金種の紙幣を連続して分別することができるように
なる。
【００８８】
　なお、本実施例では、金種の入力を窓口端末２で受付けるようにしたが、現金処理装置
１の選択部としての操作表示部２０で受付けるようにしてもよい。
　また、第２の実施例や第４の実施例と同様に、入金口１１に追加して投入される紙幣を
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受付けるようにし、指定された金種と同一金種の紙幣を一時保留部１５に集積する処理を
連続して繰り返して行うようにしてもよい。
【００８９】
　本実施例では、分別する紙幣の金種を選択するものとして説明したが、新券、旧券の紙
幣を鑑別することができる鑑別部を設け、新券または旧券を選択できるようにして新券ま
たは旧券の金種毎に分別するようにしてもよい。この場合、紙幣の新券が発行された後、
旧券と新券とを分別することができるようになり、金融機関の作業の効率を向上させるこ
とができる。
【００９０】
　以上説明したように、第５の実施例では、第１の実施例の効果に加え、入力された金種
と同一金種の紙幣を出金口１６へ搬送して受取ることができるようにする処理を連続して
繰り返して行うようにしたことにより、金種が混在している紙幣の束から入力された金種
と同一の金種の紙幣を連続して分別することができるという効果が得られる。
　また、一度に入金口に投入することができない多量の紙幣を所定の枚数の紙幣の束に分
別することができるという効果が得られる。
【００９１】
　なお、第１の実施例から第４の実施例では、現金を紙幣として説明したが、現金を硬貨
とするようにしてもよい。
　また、金融機関の窓口に設置される現金処理装置を使用するものとして説明したが、本
発明は、紙幣の出金口をひとつしか有しない現金自動預払機等にも適用することができる
。
【００９２】
　さらに、本発明を現金整理装置に適用することにより、現金整理装置を小型化すること
もできる。
　またさらに、現金整理装置を小型化することにより、大型な現金整理装置を導入できな
いスーパーマーケット等の小売店でも現金整理装置を導入することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】第１の実施例における現金処理装置の構成を示す説明図
【図２】第１の実施例における現金処理システムの構成を示すブロック図
【図３】第１の実施例における窓口端末に表示される画面の説明図
【図４】第１の実施例における整理計数処理を示すフローチャート
【図５】第１の実施例における現金処理装置に表示される整理計数結果画面の説明図
【図６】第１の実施例における窓口端末に表示される整理計数結果画面の説明図
【図７】第２の実施例における現金処理装置の動作を示すフローチャート
【図８】第２の実施例における窓口端末に表示される整理計数結果画面の説明図
【図９】第３の実施例における整理計数処理を示すフローチャート
【図１０】第３の実施例における窓口端末に表示される枚数指定整理計数画面の説明図
【図１１】第３の実施例における窓口端末に表示される枚数指定整理計数結果画面の説明
図
【図１２】第４の実施例における整理計数処理を示すフローチャート
【図１３】第４の実施例における窓口端末に表示される連続枚数指定整理計数結果画面の
説明図
【図１４】第５の実施例における整理計数処理を示すフローチャート
【図１５】第５の実施例における窓口端末に表示される金種指定整理計数画面の説明図
【図１６】第５の実施例における窓口端末に表示される金種指定整理計数結果画面の説明
図
【符号の説明】
【００９４】
　１　　現金処理装置
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　２　　窓口端末
　３　　ホストコンピュータ
　４　　通信回線
　１１　入金口
　１２　搬送部
　１３　鑑別部
　１４　紙幣収納庫
　１５　一時保留部
　１６　出金口
　１７　運用カセット
　１８　リジェクト部
　１９　搬送分岐部
　２０　操作表示部

【図１】

【図２】

【図３】
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