
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乱数を発生する乱数発生手段と、
　従業員毎に特有な従業員固定コードに、上記乱数発生手段で発生された乱数を付加した
ものを、従業員識別コードとして記録された従業員カードに、上記乱数が更新された、又
は、新規追加された従業員識別コードを、所定事象が生じたときに記録する１又は複数の
従業員カード記録手段と、
　上記従業員カードに記録されている従業員識別コードと同じコードを照合用に管理して
いる照合用情報管理手段と、
　上記従業員カードに記録されている従業員識別コードを読出し、上記照合用情報管理手
段に管理されているコードとの照合を行う照合手段と、
　複数の上記従業員カードを収納し得るカード収納部を有し、このカード収納部に収納さ
れている上記従業員カードを 当該装置外部に排出 と共に、当該
装置外部から挿入された上記従業員カードを 上記カード収納部
に回収する筐体状の従業員カード装置とを備えると共に、
　この従業員カード装置は、少なくとも１個の上記従業員カード記録手段を有

することを特徴とする従業員カードシ
ステム。
【請求項２】
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　上記従業員カード装置は、上記従業員固定コードの入力と上記従業員カードの排出を求
めることの入力とをできる入力部を備え、この入力部から上記従業員固定コードが入力さ
れて上記従業員カードの排出が求められたときに、上記従業員カード記録手段によって、
１枚の従業員カードに上記従業員識別コードを記録させて、当該装置外部に排出すること
を特徴とする請求項１に記載の従業員カードシステム。
【請求項３】
　上記従業員カードはカード識別情報を有し、
　上記従業員カード装置は、排出された上記従業員カードのカード識別情報と、排出され
た上記従業員カードに記録されている上記従業員識別コードとを対応付けた情報を上記照
合用情報管理手段に与えて管理させ、
　上記照合手段は、照合対象の上記従業員カードのカード識別情報をも照合処理する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の従業員カードシステム。
【請求項４】
　上記従業員カード装置は、従業員の所定部位のイメージを得る従業員所定部位イメージ
取得部を有すると共に、
　当該システムのいずれかの位置に、得られた所定部位イメージから従業員を特定する従
業員認識手段を備え、
　上記従業員カード装置は、上記従業員認識手段の認識結果が上記従業員カードを携帯さ
せても良い従業員という結果であることを、上記従業員カードの排出の１条件としている
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の従業員カードシステム。
【請求項５】
　上記従業員カード装置は、挿入された上記従業員カードを上記カード収納部に回収する
に先立ち、その挿入された上記従業員カードから、上記従業員識別コードを消去するコー
ド消去部を有することを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の従業員カードシステ
ム。
【請求項６】
　扉体又は蓋体を開いて操作できる個人を限定している操作者限定装置に関連して、上記
照合手段が設けられていることを特徴とする請求項１～ のいずれかに記載の従業員カー
ドシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、 カードシステムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　企 おいて、従業 人に、その人に特有な識別コードを記録している カード
を持たせ、必要に応じて、その カードによって を確認することが多くなって
きている。
【０００３】
　 カードによる の確認は、例えば、勤務時間の計時のために出勤や会社から
の退出の際に行なわれたり、入退室の許可判断のために建物や所定の部屋の出入口で行な
われたり、昼食等の精算のために行なわれたりしている。
【０００４】
　さらに、近年においては、ある装置を操作し得る者を限定しておき、操作しようとする
際に、個人識別カードによってその個人を確認するようなことも行われている。特に、紙
幣や硬貨の貨幣、若しくは、貨幣と同様な価値を有するものを取り扱う装置では、

個人識別カードによって操作者を確認する機能が設けられていることが多い
。
【０００５】
　例えば、パチンコ遊技機やスロットマシンなどを備える遊技場においては、多くの機器
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で、紙幣や硬貨やプリペイドカード等の貨幣価値を有するものが取り扱われ、このような
機器では、個人識別カードによって操作者を確認する機能が設けられている。
【０００６】
　上述のように カードによる の確認は、企 活動において重要な事項に関
連して行われるようになってきており、そのような傾向はますます大きくなっていくと思
われる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　 従来の個人識別カードの多くは、単に、個人に特有な識別コードを
記憶しているだけであり、偽造等が容易であり、盗難されて利用されてもそのことを確認
している装置で認識することはできない。
【０００８】
　また、個人識別カードに、個人に特有な識別コードと暗証番号とを記憶しておき、確認
時に、入力部を用いて入力された暗証番号の照合を行うシステムもあるが、偽造等が容易
であることには変わりがなく、暗証番号の入力時にその入力を盗み見られた場合には、暗
証番号を利用しているメリットはなくなる。
【０００９】
　さらに、指紋照合装置等による個人の確認と、個人識別カードを用いた個人の確認とを
行って安全性を高めたシステムもあるが、個人識別カードを用いた個人の確認機能につい
ては、上述した課題が存在することには代わりがない。
【００１０】
　本発明は、以上の点に鑑みなされたものであり、より安全性が高い カードシステ
ムを提供しようとしたものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため、本発明の従業員カードシステムは、乱数を発生する乱数発
生手段（８７）と、従業員毎に特有な従業員固定コードに、上記乱数発生手段で発生され
た乱数を付加したものを、従業員識別コードとして記録された従業員カード（２０）に、
上記乱数が更新された、又は、新規追加された従業員識別コードを、所定事象が生じたと
きに記録する１又は複数の従業員カード記録手段（８０）と、上記従業員カードに記録さ
れている従業員識別コードと同じコードを照合用に管理している照合用情報管理手段（７
）と、上記従業員カードに記録されている従業員識別コードを読出し、上記照合用情報管
理手段に管理されているコードとの照合を行う照合手段（２、３）と、複数の上記従業員
カードを収納し得るカード収納部（８０）を有し、このカード収納部に収納されている上
記従業員カードを 当該装置外部に排出 と共に、当該装置外部か
ら挿入された上記従業員カードを 上記カード収納部に回収する
筐体状の従業員カード装置（５）とを備えると共に、この従業員カード装置が、少なくと
も１個の上記従業員カード記録手段を有

することを特徴とする。
【００１２】
　また、上記 カード装置は、上記 固定コードの入力と上記 カードの排
出を求めることの入力とをできる入力部（８６）を備え、この入力部から上記 固定
コードが入力されて上記 カードの排出が求められたときに、上記 カード記録
手段によって、１枚の カードに上記 識別コードを記録させて、当該装置外部
に排出することが好ましい。
【００１３】
　さらに、上記 カードはカード識別情報を有し、上記 カード装置は、排出さ
れた上記 カードのカード識別情報と、排出された上記 カードに記録されてい
る上記 識別コードとを対応付けた情報を上記照合用情報管理手段に与えて管理させ

10

20

30

40

50

(3) JP 3719896 B2 2005.11.24

従業員 従業員 業の

従業員カードなどの

従業員

対象従業員の出勤時に する
対象従業員の会社退出時に

し、また、上記従業員カードを排出した時点やそ
の従業員カードを回収した時点等の時間情報を管理したり集計したりするタイムカード機
能手段を有

従業員 従業員 従業員
従業員

従業員 従業員
従業員 従業員

従業員 従業員
従業員 従業員

従業員



、上記照合手段は、照合対象の上記 カードのカード識別情報をも照合処理すること
が好ましい。
【００１４】
　さらにまた、上記 カード装置は、 の所定部位のイメージを得る 所定
部位イメージ取得部（８５）を有すると共に、当該システムのいずれかの位置に、得られ
た所定部位イメージから を特定する 認識手段（７）を備え、上記 カー
ド装置は、上記 認識手段の認識結果が上記 カードを携帯させても良い
という結果であることを、上記 カードの排出の１条件としていることが好ましい。
【００１５】
　また、上記 カード装置は、挿入された上記 カードを上記カード収納部に回
収するに先立ち、その挿入された上記 カードから、上記 識別コードを消去す
るコード消去部（８０）を有することが好ましい。
【００１７】
　さらにまた、扉体又は蓋体を開いて操作できる を限定している操作者限定装置（
２、３）に関連して、上記照合手段が設けられていることが好ましい。
【００１８】
【発明の実施の形態】
（Ａ）実施形態
　以下、本発明による カードシステムを、遊技場の貨幣類管理システムに適用した
一実施形態を図面を参照しながら詳述する。
【００１９】
　この実施形態の貨幣類管理システムに係る遊技場に設置されている遊技機の種類は問わ
ないが、以下では、説明の簡単化を考慮し、遊技場に設けられている遊技機はパチンコ遊
技機であるとして説明を行う。また、この実施形態の貨幣類管理システムが対象とする貨
幣類が、紙幣及び硬貨であるとして説明を行う。
【００２０】
（Ａ－１）実施形態の構成及び各部機能
　図１は、この実施形態の貨幣類管理システムの全体構成を示すブロック図である。
【００２１】
　図１において、この実施形態の貨幣類管理システム１は、現金管理機２、遊技カード発
券機３、携帯金庫４、操作者カード装置（従業員カード装置）５、防犯用無線機６、及び
、システム管理コンピュータ７が、遊技場における専用回線（例えばＬＡＮ）Ｎで接続さ
れて構成されている。
【００２２】
　また、現金管理機２、操作者カード装置５及びシステム管理コンピュータ７は、例えば
、遊技場事務室等に設置されており、遊技カード発券機３及び防犯用無線機６は遊技場ホ
ール内に設置されており、携帯金庫４は、現金管理機２及び遊技カード発券機３のいずれ
の内部にも着脱可能なものである。
【００２３】
（Ａ－１－１）現金管理機２
　現金管理機２は、遊技場における現金（貨幣）の一元管理に供するものであり、必要と
する貨幣を払い出したり、貨幣を回収したりするものである。
【００２４】
　図２は、現金管理機２の機能的構成を示す説明図であり、電気的な機能構成だけでなく
、機構的な機能構成をも示している。
【００２５】
　現金管理機２は、斜視図の図示は省略しているが、箱形状を有し、例えば、床面等に固
定設置されているものである。
【００２６】
　現金管理機２の内部には、固定金庫１０及び貨幣計数部１１が設けられていると共に、
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携帯金庫４の装着空間も設けられている。なお、図２は、携帯金庫４が内部空間に装着さ
れているイメージを示している。
【００２７】
　固定金庫１０は、内部構成の図示は省略しているが、紙幣や硬貨を収納しているもので
あり、制御部１２の制御下で、収納している紙幣や硬貨を貨幣計数部１１を介して携帯金
庫４に転送したり、収納している紙幣や硬貨を貨幣計数部１１を介して貨幣出入口１３に
転送したり、携帯金庫４に収納されている紙幣や硬貨を貨幣計数部１１を介して内部に取
り込んだり、貨幣出入口１３から挿入された紙幣や硬貨を貨幣計数部１１を介して内部に
取り込んだりするものである。貨幣出入口１３は、紙幣の出入口と硬貨の出入口とに分か
れているが、図２ではまとめて示している。
【００２８】
　なお、固定金庫１０は、内部に、紙幣や硬貨の収納部だけでなく、その収納部から紙幣
や硬貨を繰り出したり、その収納部に紙幣や硬貨を収納させたりするための機構やその駆
動部等を有している。このような構成は、例えば、自販機や銀行のＡＴＭ装置などの機構
や駆動部と同様であるので、その説明は省略する。
【００２９】
　なお、貨幣出入口１３を利用しない固定金庫１０に対する貨幣の補充や取出しは、銀行
員や警備会社の者や遊技場経営者が直接実行するようにしておくことが好ましい。
【００３０】
　貨幣計数部１１は、固定金庫１０から携帯金庫４に転送される貨幣や、固定金庫１０か
ら外部（貨幣払出口１３）に払い出される貨幣や、携帯金庫４から固定金庫１０に転送さ
れる貨幣や、外部（貨幣払出口１３）から固定金庫１０に転送される貨幣を計数するもの
である。
【００３１】
　固定金庫１０から出力された貨幣の計数時においては、貨幣計数部１１は、制御部１２
から指示された各種紙幣や各種硬貨が指示された枚数だけ転送されるような計数動作を行
う。一方、携帯金庫４から固定金庫１０へ転送される貨幣の計数時には、携帯金庫４に収
納されていた各種紙幣や各種硬貨を全て取り出すように、各種類毎に全て計数し、計数情
報を制御部１２に与える。また、外部（貨幣払出口１３）から固定金庫１０へ転送される
貨幣の計数時には、携帯金庫４に収納されていた各種紙幣や各種硬貨を全て取り出すよう
に、各種類毎に全て計数し、計数情報を制御部１２に与える。
【００３２】
　この実施形態の場合、貨幣計数部１１は紙幣や硬貨の真偽を判別する構成を備えていな
い。当該現金管理機２に対する高額の補充は、銀行から引き出された、その時点で真偽が
確認されている貨幣で行われていると共に、携帯金庫４から回収される貨幣も、後述する
遊技カード発券機３で真偽が確認されているためである。このように、貨幣の真偽判別構
成を備えないことで、当該現金管理機２の構成を簡単にできると共に、計数動作の時間を
短いものとできる。
【００３３】
　携帯金庫４の構成については後述する。上述のように、当該現金管理機２には携帯金庫
４を装着し得る空間が設けられており、携帯金庫４が装着された際には、金庫装着センサ
１４がそのことを検出して制御部１２に通知するようになされている。制御部１２は、動
作の説明で後述するようにして、携帯金庫４を、貨幣を授受できる状態にする。なお、携
帯金庫４は、後述する防犯構成用の電源を内蔵しているが、他の構成用の動作電源は、図
２では省略しているが、携帯金庫４が装着された際に、当該現金管理機２から供給される
ようになされている。
【００３４】
　当該現金管理機２は、２重の扉体１５及び１６を備えている。外側の扉体１５は、固定
金庫１０、貨幣計数部１１、及び、携帯金庫４の装着空間の全てをカバーし、内側の扉体
１６は、固定金庫１０及び貨幣計数部１１をカバーしている。すなわち、固定金庫１０及

10

20

30

40

50

(5) JP 3719896 B2 2005.11.24



び貨幣計数部１１に対し、何らかの操作を行おうとするときは、２重の扉体１５及び１６
の双方を開放しなければならないようになされている。
【００３５】
　これら扉体１５及び１６は、図２では省略しているが、電磁機構その他の電気的制御可
能な施錠機構を有し、この施錠機構に対するロック／アンロックは制御部１２によって制
御されるようになされている。
【００３６】
　外側の扉体１５には、上述した貨幣出入口１３が設けられていると共に、図２では設置
位置が明確ではないが、カード出入口１７、入力部１８及び表示部１９も設けられている
。
【００３７】
　カード出入口１７は、従業員や、銀行員又は警備会社員が携帯する、例えばＩＣカード
でなる操作者カード２０を出し入れするものである。なお、従業員が携帯する操作者カー
ド２０が、本発明での カードに該当する。カード出入口１７から挿入された操作者
カード２０は、カードアクセス部２１まで搬送される。カードアクセス部２１は、操作者
カード２０に記憶されている情報を読み取って制御部１２に与えたり、制御部１２から与
えられた情報を操作者カード２０に記憶させたりするものである。例えば、制御部１２は
、操作者カード２０から読み取った情報を扉体１５や１６のアンロックの判断の１条件と
したりする。また、制御部１２は、当該現金管理機２に対する操作履歴を操作者カード２
０に記憶させたりする。
【００３８】
　入力部１８は、例えば、複数のキーを備え、操作者が当該現金管理機２に所定情報を入
力させる際に用いられるものである。入力された情報は、制御部１２に与えられる。
【００３９】
　表示部１９は、制御部１２の制御下で、操作を促すガイダンスメッセージや当該現金管
理機２の状態情報などを表示したりするものである。
【００４０】
　また、現金管理機２は、通信処理部２２を備えている。通信処理部２２は、制御部１２
の制御下で、遊技カード発券機３やシステム管理コンピュータ７等の他の機器と専用回線
Ｎを介した通信を実行するものである。
【００４１】
　さらに、現金管理機２は、無線通信部２３を備えている。携帯金庫４と制御部１２との
情報授受は、この無線通信部２３を介して実行される。ここで、無線通信は、電磁波又は
光のいずれによるものでも良い。電磁波による場合には、現金管理機２の筺体が電磁シー
ルド効果を発揮するものであることが好ましい。なお、携帯金庫４と制御部１２との情報
授受を有線で行っても良いことは勿論である。以下では、電磁波を用いているとして説明
を行う。また、無線通信部２３はアンテナを含んでいるとする。
【００４２】
　制御部１２は、例えばマイコンでなり、当該現金管理機２の全体を制御するものである
。この制御内容については、後述する動作説明で明らかにする。
【００４３】
　以上の構成要素の他、現金管理機２は、当該現金管理機２の動作や操作の異常を報知す
るためのブザー２４や、操作者カード２０の挿入状態などを示すカード挿入ランプ２５な
ども備えている。
【００４４】
（Ａ－１－２）遊技カード発券機３
　遊技カード発券機３は、パチンコ遊技の際のパチンコ球（遊技球）を貸し出しするため
に必要となる、遊技カード３０を発行したりするものであって、遊技場ホールの任意の位
置に設置されているものである。例えば、いわゆる島単位に１台設置するようにしても良
い。この実施形態では、遊技場に設けられている貨幣類取扱装置の一例として、遊技カー
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ド発券機３を挙げている。
【００４５】
　図３は、遊技カード発券機３の機能的構成を示す説明図であり、電気的な機能構成だけ
でなく、機構的な機能構成をも示している。
【００４６】
　遊技カード発券機３も、斜視図の図示は省略しているが、箱形状を有し、例えば、床面
等に固定設置されているものである。
【００４７】
　遊技カード発券機３の内部には、遊技カード貯蔵部３１及び貨幣判別部３２が設けられ
ていると共に、携帯金庫４の装着空間も設けられている。なお、図３は、携帯金庫４が内
部空間に装着されているイメージを示している。
【００４８】
　遊技カード貯蔵部３１は、遊技カード３０を貯蔵しているものであり、制御部３３の制
御下で、貯蔵されている遊技カード３０を１枚繰り出して、遊技カード排出口３４から排
出させるものである。
【００４９】
　なお、この実施形態においては、遊技カード３０はプリペイドカードであるとする。遊
技カード３０は、金額が異なる複数のもの（例えば、１０００円、…、５０００円、１０
０００円）があり、繰り出される遊技カード３０は、遊技者によって指定された額（当然
にその分の入金もなされている）のものである。
【００５０】
　勿論、遊技カード３０が別な形態のものであっても良い。例えば、遊技カード３０自体
には、遊技球を供給可能な金額情報が記録されておらず、単に、カードＩＤだけが記録さ
れていて、入金額をシステム管理コンピュータ７に転送し、この遊技カード３０がパチン
コ球貸出装置（図示せず）に装着されたときに、パチンコ球の貸出しがなされたときに、
システム管理コンピュータ７での金額情報を減額していくような形態の遊技カードであっ
ても良い。
【００５１】
　貨幣判別部３２は、紙幣出入口３５、硬貨挿入口３６及び硬貨払出口３７と、携帯金庫
４との間の貨幣の搬送路に介在して設けられているものであり、挿入された紙幣や硬貨、
又は、払い出そうとする紙幣や硬貨の真偽を判別したり計数したりするものである。なお
、偽造紙幣や偽造硬貨を検出したときや挿入した貨幣を計数したときには制御部３３に通
知するものである。
【００５２】
　紙幣出入口３５は、遊技カード３０の購入に必要な紙幣が挿入されたり、入金額に比し
て購入された遊技カード３０の金額が安い場合には制御部３３の制御下で釣銭紙幣を払い
出したりするものである。なお、紙幣挿入口と紙幣払出口とが別個に設けられていても良
い。
【００５３】
　硬貨挿入口３６は、遊技カード３０の購入に必要な硬貨が挿入されるものであり、硬貨
払出口３７は、入金額に比して購入された遊技カード３０の金額が安い場合には制御部３
３の制御下での釣銭硬貨を払い出したりするものである。
【００５４】
　なお、遊技カード３０の金額種類が紙幣だけを対象とできるものの場合には、当該遊技
カード発券機３を紙幣だけを取り扱うものとでき、この場合には、携帯金庫４も紙幣だけ
を取り扱い、貨幣判別部３２も紙幣だけを取り扱い、硬貨挿入口３６や硬貨払出口３７を
不要にできる。
【００５５】
　携帯金庫４の構成については後述する。上述のように、当該遊技カード発券機３には携
帯金庫４を装着し得る空間が設けられており、携帯金庫４が装着された際には、金庫装着
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センサ３８がそのことを検出して制御部３３に通知するようになされている。制御部３３
は、動作の説明で後述するようにして、携帯金庫４を、貨幣を授受できる状態にする。な
お、携帯金庫４は、後述する防犯構成用の電源を内蔵しているが、他の構成用の動作電源
は、図３では省略しているが、携帯金庫４が装着された際に、当該遊技カード発券機３か
ら供給されるようになされている。
【００５６】
　当該遊技カード発券機３の扉体３９は、携帯金庫４の装着空間を含めた内部空間の全て
をカバーしている。この扉体３９は、図３では省略しているが、電磁機構その他の電気的
制御可能な施錠機構を有し、この施錠機構に対するロック／アンロックは制御部３３によ
って制御されるようになされている。
【００５７】
　扉体３９には、上述した紙幣出入口３５、硬貨挿入口３６及び硬貨払出口３７が設けら
れていると共に、図３では設置位置を正確に記載していないが、カード出入口４０、表示
部４１、及び、金額指定ボタン（複数のボタンでなる）４２も設けられている。
【００５８】
　カード出入口４０は、従業員が携帯する上述した操作者カード２０を出し入れするもの
である。カード出入口４０から挿入された操作者カード２０は、カードアクセス部４３ま
で搬送される。カードアクセス部４３は、操作者カード２０に記憶されている情報を読み
取って制御部３３に与えたり、制御部３３から与えられた情報を操作者カード２０に記憶
させたりするものである。この装置でも、例えば、制御部３３は、操作者カード２０から
読み取った情報を扉体３９のアンロックの判断の１条件としたりする。また、制御部３３
は、当該遊技カード発券機３に対する操作履歴を操作者カード２０に記憶させたりする。
【００５９】
　表示部４１は、制御部３３の制御下で、操作を促すガイダンスメッセージや当該遊技カ
ード発券機３の状態情報などを表示したりするものである。
【００６０】
　金額指定ボタン４２は、発行させようとする遊技カード３０の金額種類を指定させるも
のである。
【００６１】
　また、遊技カード発券機３は、通信処理部４４を備えている。通信処理部４４は、制御
部３３の制御下で、現金管理機２やシステム管理コンピュータ７等の他の機器と専用回線
Ｎを介した通信を実行するものである。
【００６２】
　さらに、遊技カード発券機３は、無線通信部４５を備えている。携帯金庫４と制御部３
３との情報授受は、この無線通信部４５を介して実行される。
【００６３】
　制御部３３は、例えばマイコンでなり、当該遊技カード発券機３の全体を制御するもの
である。この制御内容については、後述する動作説明で明らかにする。
【００６４】
　以上の構成要素の他、遊技カード発券機３は、当該遊技カード発券機３の動作や操作の
異常を報知するためのブザー４６や、操作者カード２０の挿入状態などを示す操作者カー
ド挿入ランプ４７や、遊技カード２０の発行状態を示すカード排出ランプ４８や、携帯金
庫４の当該遊技カード発券機３への装着を検出する装着センサ４９なども備えている。そ
の他、図示は省略しているが、現在の処理状態を取り消す取消ボタンや従業員を呼び出す
ための係員呼出ボタン等のボタン類や、紙幣が挿入された際や紙幣を払い出す際に点灯制
御される紙幣投入ランプや、硬貨が挿入された際や硬貨を払い出す際に点灯制御される硬
貨払出ランプ等のランプ類を備えていても良い。
【００６５】
（Ａ－１－３）携帯金庫４
　携帯金庫４は、現金管理機２及び遊技カード発券機３間の現金（貨幣）の移動に利用さ
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れる金庫である。また、携帯金庫４は、遊技カード発券機３に装着されている状態では、
遊技カード発券機３における貨幣貯蔵部として機能するものである。
【００６６】
　図４は、携帯金庫４の概略斜視図であり、図５は、携帯金庫４の機能的構成を示す説明
図であり、電気的な機能構成だけでなく、機構的な機能構成をも示している。
【００６７】
　図４及び図５において、携帯金庫４は概ね筺形状を有している。携帯金庫４の例えば、
上面には紙幣挿入用窓部５０、硬貨挿入用窓部５１、紙幣排出用窓部５２及び硬貨排出用
窓部５３が設けられており、これら窓部５０～５３はそれぞれ、対応する閉塞板５４～５
８によって筺体内部側から、閉塞可能となされている。各閉塞板５４、…、５８は、例え
ば、回動、揺動又はスライド移動によって、対応する窓部５０、…、５３を開放又は閉鎖
し得るものである。各閉塞板５４、…、５８が対応する窓部５０、…、５３を閉鎖してい
る状態では、ロック機構５９、…、６２が働いて、外部から開放できないようになされて
いる。
【００６８】
　これらのロック機構５９～６２は、電磁ソレノイド等のロック解除手段６３～６６によ
ってのみ、ロックを解除でき、言い換えると、窓部５０～５３を開放することができる。
ロック解除手段６３～６６への電源は、現金管理機２又は遊技カード発券機３に当該携帯
金庫４が装着された状態で、現金管理機２又は遊技カード発券機３から供給されるように
なされており、その供給ライン上には、制御部６７によって開閉制御されるスイッチ６８
～７１が設けられている。
【００６９】
　貨幣収納部７２は金種別の収納部に分かれており、各金種の貨幣を収納しているもので
ある。現金管理機２又は遊技カード発券機３から供給された電源は、後述するように、窓
部５０～５３と貨幣収納部７２との間の貨幣搬送経路（貨幣収納部７２や搬送ローラ（図
示せず）などを含む）での貨幣の搬送を行う駆動電源ともなっている。
【００７０】
　また、携帯金庫４の例えば表面には、表示部７３が設けられている。表示部７３には、
例えば、少なくとも現金管理機２又は遊技カード発券機３から取り出されて他方の装置に
装着されるまでの間、制御部６７の制御下で、装着されるべき又は装着されていた遊技カ
ード発券機３のＩＤや、この携帯金庫４を運搬している操作者（従業員）のＩＤ等が表示
される。なお、金種毎の枚数をも、運搬時や装置への装着時に表示するようにしても良い
。
【００７１】
　現金管理機２又は遊技カード発券機３に装着されたときに、現金管理機２の無線通信部
２３や遊技カード発券機３の無線通信部４５のアンテナに対向する携帯金庫４の一面には
、現金管理機２又は遊技カード発券機３との通信用アンテナ（例えば面状アンテナでなる
）７４が設けられており、この通信用アンテナ７４は、制御部６７に接続されている無線
通信部７５に接続されている。無線通信部７５は、制御部６７の制御下で、現金管理機２
又は遊技カード発券機３との情報授受を行うものである。
【００７２】
　また、携帯金庫４の複数の面には、防犯用アンテナ７６が設けられており、この防犯用
アンテナ７６は、制御部６７に接続されている無線通信部７７に接続されている。防犯用
アンテナ（送受信アンテナ）７６は、防犯用無線機６との間で電波を授受するものである
。
【００７３】
　防犯用無線機６については後で詳述する。ここでは、簡単に説明する。防犯用無線機６
は、遊技場ホール内の天井の所定位置に設けられている。
【００７４】
　防犯用無線機６は、携帯金庫４の絶対的又は相対的位置若しくは距離を検出するための
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送信機能を有する。
【００７５】
　例えば、防犯用無線機６として１個を設け、その送信パワーを固定にすれば、携帯金庫
４の防犯用アンテナ７６での受信パワーは、防犯用無線機６と携帯金庫４との距離に応じ
ており、無線通信部７７が得た受信パワーに基づいて制御部６７は距離を捉えることがで
きる。また例えば、防犯用無線機６を遊技場ホールの４隅の少なくとも３隅の天井に設け
（結局３個設ける）、各防犯用無線機６が時刻情報を送信するようにすれば、携帯金庫４
の無線通信部７７が復調して得た各防犯用無線機６の時刻情報から、制御部６７は双曲線
等に従って遊技場ホール内（及び、送信パワーが大きいならばホール外も）での絶対的位
置を捉えることができる。なお、以下の説明は、防犯用無線機６が後者に係るものとして
行う。
【００７６】
　携帯金庫４の無線通信部７７は、受信、復調し、携帯金庫４の絶対的又は相対的位置若
しくは距離を検出できる情報を得て、制御部６７に与える。
【００７７】
　防犯用無線機６は、携帯金庫４からの盗難の恐れ等の警報情報を取り込み、システム管
理コンピュータ７に通知する受信機能を有する。
【００７８】
　携帯金庫４の無線通信部７７は、制御部６７から与えられた警報情報を変調して防犯用
アンテナ７６から放射させるものである。
【００７９】
　また、携帯金庫４は、異常センサ７８やブザー７９などの防犯に機能する構成要素を有
する。
【００８０】
　異常センサ７８は、衝撃センサや傾きセンサなどでなり、当該携帯金庫４を破壊しよう
とした際の衝撃や、通常の運搬では考えられない当該携帯金庫４の傾き（当該携帯金庫４
を逆さまにする）などの異常を検出して制御部６７に通知するものである。
【００８１】
　ブザー７９は、制御部６７の制御下で、例えば、盗難や破壊を防ぐためや誤った装着を
防止するため等に鳴動されるものである。
【００８２】
　制御部６７は、例えばマイコンでなり、当該携帯金庫４の全体を制御するものである。
この制御内容については、後述する動作説明で明らかにする。制御部６７は、記憶部やタ
イマ等を内蔵している。この実施形態の場合に、記憶部には処理用のプログラムの他に、
収納されている貨幣の金種毎の枚数や、当該携帯金庫４のＩＤや、装着されていた当該携
帯金庫４が現金管理機２又は遊技カード発券機３から離脱された時刻情報（装着されたと
きにはクリアされる）や、当該携帯金庫４が装着される又は装着されていた遊技カード発
券機３のＩＤ等が適宜記憶される。
【００８３】
　なお、図示は省略しているが、携帯金庫４は電池を備えている。携帯金庫４は、現金管
理機２や遊技カード発券機３に装着されているときには、現金管理機２や遊技カード発券
機３からの電源供給を受けて動作し、現金管理機２や遊技カード発券機３からの離脱状態
では内蔵電池で動作する。内蔵電池からの電源は、現金管理機２や遊技カード発券機３か
らの離脱時にのみ機能する構成要素に供給される。
【００８４】
　ここで、内蔵電池としては、当該携帯金庫４の閉塞性を損なわないように２次電池が好
ましい。又は、電池を他の構成要素とは異なる空間に収納させ、電池の交換を認めるよう
にしても良い。
【００８５】
　なお、図示は省略するが、携帯金庫４を電源接続端子を介して現金管理機２又は遊技カ
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ード発券機３からの電源供給がなされているか否かによって、現金管理機２又は遊技カー
ド発券機３に装着されているか否かを検出することができる。ここで、どの現金管理機２
又は遊技カード発券機３に装着されているかの認識は、無線通信による情報授受で認識す
る。
【００８６】
（Ａ－１－４）操作者カード装置５
　操作者カード装置５は、現金管理機２や遊技カード発券機３の操作者となり得る従業員
に携帯させる操作者カード２０を発行したり、発行した操作者カード２０を回収したりす
るものであり、タイムカード機能も兼ねているものである。なお、操作者カード２０の発
行は従業員が出勤してきたときであり、操作者カード２０の回収は従業員が会社から退出
するときである。
【００８７】
　図６は、操作者カード装置５の機能的構成を示す説明図であり、電気的な機能構成だけ
でなく、機構的な機能構成をも示している。
【００８８】
　操作者カード装置５は、操作者カード２０を収納する操作者カード収納部８０を備えて
おり、操作者カード収納部８０は、制御部８１の制御下で、収納している操作者カード２
０を繰り出したり、カード出入口８２から挿入された操作者カード２０を回収したりする
ものである。
【００８９】
　操作者カード収納部８０及びカード出入口８２間の操作者カード２０の搬送経路上には
、操作者カードアクセス部８３が設けられている。操作者カードアクセス部８３は、制御
部８１の制御下で、操作者カード２０に情報を記憶したり削除したりするものである。こ
の実施形態の場合、操作者カード収納部８０に収納されている状態の操作者カード２０に
は、カードＩＤだけが記憶されており、従業員コード等は記憶されていない。操作者カー
ドアクセス部８３は、発行する操作者カード２０に対し、例えば、乱数付従業員固定コー
ドを記憶し、回収する操作者カード２０に対し、乱数付従業員固定コードを削除する。
【００９０】
　操作者カード装置５は、従業員本人を識別するための個体情報読取部８５を有する。
【００９１】
　個体情報読取部８５は、例えば、指紋読取装置や掌紋読取装置や虹彩読取装置などでな
り、読み取った個体情報（指紋、掌紋又は虹彩情報；イメージ情報）を制御部８１に与え
るものである。なお、読み取った個体情報と、予め登録されている登録情報との照合（従
業員特定）は、制御部８１又はシステム管理コンピュータ７で実行される。
【００９２】
　また、操作者カード装置５は、入力部８６、乱数発生部８７、表示部８８及び通信処理
部８９などを有する。なお、日時などの計時を行うタイマは、制御部８１が有していると
する。
【００９３】
　入力部８６は、例えば、複数のキーを備え、操作者が当該操作者カード装置５に所定情
報（例えば、従業員固定コード）を入力させる際に用いられるものである。入力された情
報は、制御部８１に与えられる。
【００９４】
　乱数発生部８７は、制御部８１の制御下で乱数を発生し、発生乱数を制御部８１に与え
るものである。各従業員には、固定の従業員コードが定まっているが、従業員が出勤して
操作者カード（従業員カード）２０を発行する際には、乱数も発生され、固定の従業員コ
ードに乱数を付加したもの操作者カード２０に記憶され、発行された操作者カード２０に
おける従業員コード（言い換えると、その日の従業員コード）になるようになされている
。
【００９５】
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　表示部８８は、制御部８１の制御下で、操作を促すガイダンスメッセージや当該操作者
カード装置５の状態情報などを表示したりするものである。
【００９６】
　通信処理部８９は、制御部８１の制御下で、システム管理コンピュータ７等の他の機器
と専用回線Ｎを介した通信を実行するものである。
【００９７】
　制御部８１は、例えばマイコンでなり、当該操作者カード装置５の全体を制御するもの
である。この制御内容については、後述する動作説明で明らかにする。
【００９８】
（Ａ－１－５）防犯用無線機６
　防犯用無線機６は、携帯金庫４に対する盗難や違法行為などを防止するための情報を、
携帯金庫４との間で授受するためのものである。
【００９９】
　図７は、防犯用無線機６の機能的構成を示すブロック図である。防犯用無線機６につい
ては、この構成、機能説明の項において、動作も明らかにする。
【０１００】
　防犯用無線機６における制御部９５は、例えばマイコンでなり、当該防犯用無線機６の
全体を制御するものである。
【０１０１】
　制御部９５は、携帯金庫４が自己の位置を検出するために必要な、少なくとも当該防犯
用無線機６のＩＤと現時刻とを含む送信情報を、例えば、０．５秒毎に無線送信部９６に
与える。
【０１０２】
　無線送信部９６は、与えられた送信情報を無線周波数帯の信号に変調して（フィルタリ
ングや電力増幅なども適宜行う）、送受切替回路（いわゆるデュプレックス回路）９７を
介して送受共用アンテナ９８に与えて空間に放射させる。
【０１０３】
　送受共用アンテナ９８が電波を捕捉して得られた受信信号は、送受切替回路９７を介し
て、無線受信部９９に与えられる。無線受信部９９は与えられた受信信号を復調して（前
置増幅やフィルタリングなども適宜行う）、いずれかの携帯金庫４からの送信情報を制御
部９５に与える。携帯金庫４からの送信情報は、位置異常や衝撃異常が未装着時間異常な
どの防犯情報である。
【０１０４】
　制御部９５は、無線受信部９９から情報が与えられたときには、異常が発生した携帯金
庫４のＩＤや異常の種類などを含む携帯金庫異常情報を形成して、通信処理部１００によ
って、専用回線Ｎを経由し、システム管理コンピュータ７に通知する。
【０１０５】
（Ａ－１－６）システム管理コンピュータ７
　システム管理コンピュータ７は、例えば、パソコンなどの通信機能を備えたコンピュー
タ装置で構成されているものであり、遊技場経営者や運営者による貨幣類管理システムの
全体の管理に資するものである。
【０１０６】
　例えば、現金管理機２、遊技カード発行発券機３、携帯金庫４、操作者カード装置５、
防犯用無線機６等の機器類の数、通信ネットワーク上のアドレス、各機器のパラメータ設
定及びこれらの機器の監視等を含む、現金管理（貨幣類管理）を行うものである。さらに
、システム管理コンピュータ７は、パチンコ遊技機５の出玉情報や会員カード４５の管理
等を行っていた従来のホール管理コンピュータ（図示せず）に接続されている。むろん、
これらのシステムをシステム管理コンピュータ７に組み込むことも可能である。
【０１０７】
　システム管理コンピュータ７は、上述のようにコンピュータ装置で構成されているので
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、図８に示すように、制御部１１０、記憶部１１１、入力部１１２、表示部１１３、通信
処理部１１４、印刷部１１５、外部記憶部１１６などを備えている。
【０１０８】
　ここで、記憶部１１１及び又は外部記憶部１１６には、当該遊技場での現金全体の総額
、金種別（各貨幣種類別）の枚数、各機器（現金管理機２や各携帯金庫４など）毎の金種
別の枚数などの情報が適宜更新されながら記憶される。
【０１０９】
　なお、この実施形態では、パチンコ球の貸出しが遊技カード３０によるパチンコ遊技機
だけを有する遊技場を対象としている。パチンコ球の貸出し指令を現金（紙幣や硬貨）の
受付けで行うパチンコ遊技間に設けられている、いわゆるサンド装置がある場合には、サ
ンド装置における現金情報もシステム管理コンピュータ７に通信させるようにしても良く
、また、サンド装置に対しても携帯金庫４を適用するようにしても良い。ここで、サンド
装置に対する携帯金庫４は、遊技カード発券機３用のものと同一の形状でも異なる形状で
も良い。異なる形状の場合、１個の現金管理機２が異なる２種類の携帯金庫４に対応でき
る内部構成を適用しても良く、サンド装置に対する携帯金庫４を装着し得る現金管理機２
と、遊技カード発券機３に対する携帯金庫４を装着し得る現金管理機２とを別個に設置し
ていても良い。
【０１１０】
　また、詳述は省略するが、記憶部１１１及び又は外部記憶部１１６には、操作者カード
２０や従業員に関する情報や、携帯金庫４の装着、携帯などの状態情報や、携帯金庫４の
装着装置の情報や、各種装置の操作履歴情報なども記憶されている。
【０１１１】
　なお、以下の動作説明において、記憶部１１１及び又は外部記憶部１１６に記憶されて
いる情報なども明らかにする。
【０１１２】
（Ａ－２）実施形態の動作
　次に、上述したような構成を有する実施形態の貨幣類管理システムの動作を説明する。
なお、以下では、パチンコ遊技場での１日の流れに沿った順で、現金管理に係る動作を説
明する。また、以下の説明においては、各種装置におけるカードや貨幣の挿入状態を表す
ランプの点灯、点滅、消灯動作の処理についての説明は省略する。
【０１１３】
（Ａ－２－１）従業員出勤時動作
　まず、従業員が出勤してきた際の動作を、図９のシーケンス図を用いて説明する。
【０１１４】
　操作者カード装置５の制御部８１は、待機状態においては、表示部８８に従業員の固定
コードを入力することを求めるメッセージを表示させており、出勤してきた従業員は、入
力部８６を用いて、自己の従業員固定コードを入力する（Ｔ１）。
【０１１５】
　このとき、制御部８１は、通信処理部８９を介したシステム管理コンピュータ７との通
信により、その従業員固定コードが正当か否かが確認される（Ｔ２～Ｔ４）。
【０１１６】
　入力された従業員固定コードが正当でない場合には、制御部８１は、表示部８８に異常
表示を実行させた後、待機状態に戻る（Ｔ５）。
【０１１７】
　一方、入力された従業員固定コードが正当である場合には、制御部８１は、個体情報読
取部（指紋読取装置）８５に身体に所定部位を接触又は近付けることを促すメッセージを
表示部８８に表示させる（Ｔ６）。これにより、従業員は、所定部位のイメージを個体情
報読取部８５に読み取らせ、制御部８１は、通信処理部８９を介したシステム管理コンピ
ュータ７との通信により、従業員固定コードに対応するイメージ情報であるかを確認する
（Ｔ７～Ｔ１０）。
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【０１１８】
　読取りで得たイメージデータが妥当でない場合には、制御部８１は、表示部８８に異常
表示を実行させた後、待機状態での表示に戻す（Ｔ１１）。
【０１１９】
　一方、イメージデータが妥当であると、制御部８１は、乱数発生部８７によって乱数を
発生させると共に、その時点での時刻（出勤時刻）を内蔵タイマから取り込む（Ｔ１２）
。
【０１２０】
　そして、制御部８１は、操作者カード収納部８０から１枚の操作者カード２０を繰り出
させ、操作者カードアクセス部８３から、繰り出された操作者カード２０のカードＩＤを
取得すると共に、従業員固定コードに発生乱数を付加したその日の従業員コードと出勤時
刻とを、操作者カードアクセス部８３によって、繰り出された操作者カード２０に記憶さ
せて、カード出入口８２から操作者カード２０を排出させ、従業員はこれを受領する（Ｔ
１３、Ｔ１４）。
【０１２１】
　また、制御部８１は、排出させた操作者カード２０のカードＩＤと、従業員固定コード
に発生乱数を付加したその日の従業員コードと、出勤時刻とを、システム管理コンピュー
タ７に転送させて記憶させ（Ｔ１５、Ｔ１６）、その後、表示を待機状態の表示に戻す。
操作者カード２０のカードＩＤとその日の従業員コードとは対情報となってシステム管理
コンピュータ７側で記憶される。
【０１２２】
（Ａ－２－２）携帯金庫２への営業前の入金
　次に、携帯金庫２への営業前の入金動作（貨幣類の収納動作）を、図１０及び図１１の
シーケンス図を用いて説明する。
【０１２３】
　営業開始前において、貨幣類が収納されていない携帯金庫２へ貨幣類の収納（入金）が
行われるが、この入金時処理は、出勤操作を行って操作者カード２０を受領した従業員（
や経営者や遊技場運営者）によってなされる。従業員は、貨幣類が収納されていない携帯
金庫２を持って、現金管理機２の場所に来る。貨幣類が収納されていない携帯金庫２は、
保管専用の場所に保管していても良く、また、遊技カード発券機３に装着して保管してい
ても良い。
【０１２４】
　現金管理機２の制御部１２は、待機状態においては、表示部１９に、操作者カード２０
を挿入すると共に操作者コード（ここでは従業員固定コード）を入力することを求めるメ
ッセージを表示させており、従業員（操作者）は、カード出入口１７に操作者カード２０
を挿入すると共に、入力部１８を用いて、自己の従業員固定コードを入力する（Ｔ２０）
。挿入された操作者カード２０での記憶情報は、カードアクセス部２１によって読み取ら
れる。
【０１２５】
　このとき、制御部１２は、通信処理部２２を介したシステム管理コンピュータ７との通
信により、入力された従業員固定コードが正当で、しかも、挿入された操作者カード２０
も正当であるか否かを確認する（Ｔ２１～Ｔ２３）。挿入された操作者カード２０は、例
えば、その操作者カード２０のカードＩＤと、従業員固定コード（入力された従業員固定
コードと一致することも条件になっている）に発生乱数を付加したその日の従業員コード
と、出勤時刻とがシステム管理コンピュータ７に登録されているものと一致すると、正当
と判断される。なお、現金管理機２を操作し得る従業員を限定している場合には、操作者
カード２０の記憶情報は登録されたものと一致していても、限定されている従業員以外の
ものであれば正当でないと判断する。
【０１２６】
　入力された従業員固定コード又は挿入された操作者カード２０が正当でない場合には、
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制御部１２は、表示部１９に異常表示を実行させると共にブザー２４を鳴動させる（Ｔ２
４）。
【０１２７】
　一方、入力された従業員固定コード及び挿入された操作者カード２０が正当である場合
には、制御部１２は、動作モードを指示することを求めるメッセージを表示部１９に表示
させる（Ｔ２５）。
【０１２８】
　これに応じて、従業員は、携帯金庫２への営業前の入金動作（貨幣類の収納動作）モー
ドであることを、入力部１８から入力し、このとき、制御部１２は、外側の扉体１６だけ
をアンロックにする（Ｔ２６、Ｔ２７）。
【０１２９】
　従業員は、扉体１６を開け、携帯金庫４を現金管理機２に装着して扉体１６を閉じ、こ
れにより、図示しない扉体１６用のセンサからの閉成信号が制御部１２に与えられ、制御
部１２は、扉体１６をロックさせる（Ｔ２８、Ｔ２９）。
【０１３０】
　現金管理機２内に装着された携帯金庫４の制御部６７は、外部からの電源供給によって
装着されたことを認識し、当該携帯金庫４のＩＤを無線通信部７５を介して現金管理機２
に与え、無線通信部２３を介して携帯金庫４のＩＤを取り込んだ現金管理機２の制御部１
２は、通信処理部２２を介したシステム管理コンピュータ７との通信により、装着された
携帯金庫４が正当であるか否かを確認する（Ｔ３０～Ｔ３３）。例えば、装着された携帯
金庫４のＩＤがシステム管理コンピュータ７に登録されていない場合や、装着された携帯
金庫４のＩＤが既に貨幣類が収納された携帯金庫４のＩＤと一致する場合には、正当でな
いと判断される。
【０１３１】
　装着された携帯金庫４が正当でない場合には、制御部１２は、表示部１９に異常表示を
実行させると共にブザー２４を鳴動させる（Ｔ３４）。
【０１３２】
　これに対して、装着された携帯金庫４が正当である場合には、制御部１２は、無線通信
部２３を介して、携帯金庫４に貨幣類の挿入口となる窓部５０及び５１の開放（閉塞板５
４及び５５の移動）を指示し、無線通信部７５を介してその指示を受領した携帯金庫４の
制御部６７は、窓部５０及び５１を開放させる（Ｔ３５、Ｔ３６）。
【０１３３】
　また、現金管理機２の制御部１２は、通信処理部２２を介したシステム管理コンピュー
タ７との通信により、装着中の携帯金庫４を、営業時間に装着させておく遊技カード発券
機３のＩＤと、その携帯金庫４に収納させる金種別の枚数とを取り込む（Ｔ３７～Ｔ３９
）。携帯金庫４を営業時間に装着させておく遊技カード発券機３の決定は、例えば、装着
される携帯金庫４が定まっていない複数の遊技カード発券機３のＩＤの中で最も若いもの
にするような方法で行う。
【０１３４】
　なお、携帯金庫４と、遊技カード発券機３とが１対１で対応している場合には、遊技カ
ード発券機３の決定やＩＤの取り込みことを不要にできる。また、携帯金庫４に収納させ
る金種別の枚数を予めシステム管理コンピュータ７に登録させておく方法に加え、又は、
それに代え、従業員が入力部１８を用いて指示するようにしても良い。
【０１３５】
　これにより、両制御部１２及び６７の制御下で、現金管理機２の固定金庫１０から、貨
幣計数部１１を経由した、携帯金庫４の貨幣収納部７２への貨幣の移動が実行される（Ｔ
４０、Ｔ４１）。
【０１３６】
　指示された金種別の枚数の貨幣の移動が終了すると、携帯金庫４の制御部６７は、開放
されていた窓部５０及び５１を閉塞させる（閉塞板５４及び５５の元の位置への移動及び
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ロック；Ｔ４２）。
【０１３７】
　一方、現金管理機２の制御部１２は、指示された金種別の枚数の貨幣の移動が終了する
と、通信処理部２２を介してシステム管理コンピュータ７にその旨を通知し、システム管
理コンピュータ７は、その携帯金庫４の状態情報等の各種情報を設定記憶する（Ｔ４３、
Ｔ４４）。例えば、状態情報を貨幣類の収納状態にしたり、枚数を記憶させたり、携帯金
庫４とそれが装着される遊技カード発券機３を対応付けたり、携帯金庫４と従業員を対応
付けたり、現金管理機２内の枚数を更新したり、その携帯金庫４の収納枚数を設定したり
する。
【０１３８】
　さらに、現金管理機２の制御部１２は、無線通信によって、携帯金庫４の制御部６７に
所定情報を与え、携帯金庫４の制御部６７は、内蔵する記憶部に所定情報を記憶すると共
に、表示部６７に所定情報を表示させる（Ｔ４５、Ｔ４６）。例えば、収納された貨幣の
金種毎の枚数や、当該携帯金庫４が装着される遊技カード発券機３のＩＤ等がこの際に記
憶される。また例えば、遊技カード発券機３のＩＤや、携帯金庫４を運搬する操作者（従
業員）のコードや、金種毎の枚数等が表示される。
【０１３９】
　現金管理機２の制御部１２は、貨幣類の携帯金庫４への収納が終了した旨を表示すると
共に、外側の扉体１６だけをアンロックにする（Ｔ４７、Ｔ４８）。
【０１４０】
　従業員は、扉体１６を開け、携帯金庫４を現金管理機２から取り出して扉体１６を閉じ
、これにより、図示しない扉体１６用のセンサからの閉成信号が制御部１２に与えられ、
制御部１２は、扉体１６をロックさせる（Ｔ４９、Ｔ５０）。
【０１４１】
　携帯金庫４の制御部６７は、外部からの電源供給の停止によって離脱されたことを認識
し、離脱時間を内部に記憶すると共に、防犯監視用のタイマを起動するなどの防犯処理に
入る（Ｔ５１）。この処理については、次の運搬時動作の項で詳述する。
【０１４２】
　扉体１６がロックされると、現金管理機２の制御部１２は、カードアクセス部２１によ
って、操作者カード２０に今回の操作履歴を記憶させると共に、内蔵する記憶部にも操作
履歴を記憶させ、かつ、システム管理コンピュータ７にも操作履歴を転送させて記憶させ
る（Ｔ５２、Ｔ５３）。
【０１４３】
　そして、制御部１２は、カード出入口１７から操作者カード２０を排出させ、各種動作
の待機状態に戻り、従業員は操作者カード２０を受領する（Ｔ５４、Ｔ５５）。
【０１４４】
　なお、以上は、営業開始前の携帯金庫４への入金動作であったが、営業中に実行される
携帯金庫４への補充入金動作もほぼ同様に実行されるので、その説明は、省略する。
【０１４５】
（Ａ－２－３）携帯金庫４の運搬時動作
　次に、運搬されている途中での携帯金庫４での動作（防犯監視動作）を、図１２のフロ
ーチャートを参照しながら説明する。
【０１４６】
　なお、携帯金庫４は、営業開始前においては、現金管理機２によって貨幣が収納された
後、所定の遊技カード発券機３まで運搬され、営業終了後においては、収納貨幣を回収す
るために遊技カード発券機３から取り出されて現金管理機２まで運搬される。また、営業
中においても、携帯金庫４に貨幣を追加補充したり、収納されている貨幣が多くなりすぎ
て一部を回収したりために、現金管理機２及び遊技カード発券機３間で運搬される。いず
れの場合でも、携帯金庫４における運搬時動作は同様である。
【０１４７】
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　制御部６７は、現金管理機２又は遊技カード発券機３から当該携帯金庫４が取り出され
たときには、図１２に示す処理を開始し、まず、内蔵する防犯監視用のタイマを起動する
（Ｔ６０）。
【０１４８】
　その後は、制御部６７は、当該携帯金庫４が再び遊技カード発券機３又は現金管理機２
に装着されるまで、ステップＴ６１～Ｔ６５でなる監視処理ループを繰り返す。
【０１４９】
　すなわち、制御部６７は、防犯用無線機６からの情報に基づいて、当該携帯金庫４の位
置を算出してその位置が不適切な位置にあるか否かを監視し（又は、その移動軌跡がおか
しいか否かを監視し；Ｔ６１、Ｔ６２）、また、衝撃センサや傾きセンサ等の異常センサ
７８から異常が通知されたか否かを監視し（Ｔ６３）、ある装置から離脱された時点から
の経過時間が所定時間以上になったか否かを監視し（Ｔ６４）、さらに、当該携帯金庫４
が再び遊技カード発券機３又は現金管理機２に装着されたか否かを監視する（Ｔ６５）。
このような監視動作を繰り返す。
【０１５０】
　例えば、遊技場ホールの出入口近傍に当該携帯金庫４にある場合や、遊技場ホールの出
入口に向かって該携帯金庫４が移動している場合には、位置異常と判断され、このとき、
制御部６７は、無線通信部７７によって、当該携帯金庫４のＩＤや位置異常であることや
そのときの位置等を含む送信信号を無線送信させる（Ｔ６６）。
【０１５１】
　また、例えば、当該携帯金庫４を破壊しようとして、ある人が当該携帯金庫４に衝撃を
加えたり傾けたりすると、制御部６７には、異常センサ７８から異常が通知され、このと
き、制御部６７は、無線通信部７７によって、当該携帯金庫４のＩＤや破壊異常であるこ
とやそのときの位置等を含む送信信号を無線送信させる（Ｔ６７）。
【０１５２】
　さらに、例えば、後で持ち帰るようにすべく遊技場ホール内のいずれかの位置に当該携
帯金庫４を隠したり、当該携帯金庫４から貨幣を取り出そうとしたりして（異常センサ７
８が作動しない程度）、ある装置から当該携帯金庫４が離脱された時点からの経過時間が
所定時間以上になっても当該携帯金庫４が遊技カード発券機３又は現金管理機２に装着さ
れないと、制御部６７は、防犯監視用のタイマの計時時間に基づいてその異常を認識し、
このとき、制御部６７は、無線通信部７７によって、当該携帯金庫４のＩＤや未装着異常
であることやそのときの位置等を含む送信信号を無線送信させる（Ｔ６８）。
【０１５３】
　いずれの場合にせよ、制御部６７は、異常に係る送信信号を無線送信させたと
きには、ブザー７９を鳴動させ、当該携帯金庫４の近傍にいる人に異常発生を報知したり
、異常行為者に音で威嚇したりする（Ｔ６９）。なお、ブザー音は、徐々に大きくなった
り、徐々に高くなったり、間欠的な鳴動であってその間欠周期が短くなったりするものが
、注意喚起力が高くて好ましい。
【０１５４】
　なお、異常情報を含む無線送信信号は、防犯用無線機６によって受信されてシステム管
理コンピュータ７に通知される。このとき、システム管理コンピュータ７は、表示や音声
等によって異常発生を報知する。これにより、遊技場経営者等が対応を取ることもできる
。なお、システム管理コンピュータ７は、上述した報知動作に加えて、他のコンピュータ
等に異常を通知するようにしても良い。例えば、当該遊技場ホールの本社や警備会社のコ
ンピュータ等に異常を通知するようにしても良い。
【０１５５】
（Ａ－２－４）携帯金庫４の遊技カード発券機３への装着動作
　次に、携帯金庫４を遊技カード発券機３へ装着させる際の動作、図１３及び図１４のシ
ーケンス図を用いて説明する。
【０１５６】
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　営業開始前に貨幣が収納された携帯金庫４は、所定の遊技カード発券機２に、貨幣貯蔵
部として用いられるべく装着される。なお、営業中においても、現金管理機２によって貨
幣が追加補充されたり貨幣が一部回収されたりした携帯金庫４が、所定の遊技カード発券
機２に再び装着されることがある。いずれの場合にせよ、装着動作は同様である。
【０１５７】
　制御部３３は、携帯金庫４が装着されていない待機状態においては、表示部４１に、遊
技カード３０を発行できない状態にあること、操作者は操作者カード２０を挿入すること
を求めるメッセージを表示させており、従業員（操作者）は、カード出入口４０に操作者
カード２０を挿入する（Ｔ７５）。挿入された操作者カード２０の記憶情報は、カードア
クセス部４３によって読み取られて制御部３３に与えられる。
【０１５８】
　このとき、制御部３３は、通信処理部４４を介したシステム管理コンピュータ７との通
信により、挿入された操作者カード２０も正当であるか否かを確認する（Ｔ７６～Ｔ７８
）。挿入された操作者カード２０は、例えば、その操作者カード２０のカードＩＤと、従
業員固定コードに発生乱数を付加したその日の従業員コードと、出勤時刻とがシステム管
理コンピュータ７に登録されているものと一致すると、正当と判断される。なお、遊技カ
ード発券機３を操作し得る従業員を限定している場合には、操作者カード２０の記憶情報
は登録されたものと一致していても、限定されている従業員以外のものであれば正当でな
いと判断する。
【０１５９】
　挿入された操作者カード２０が正当でない場合には、制御部３３は、表示部４１に異常
表示を実行させると共にブザー４６を鳴動させる（Ｔ７９）。
【０１６０】
　一方、挿入された操作者カード２０が正当である場合には、制御部３３は、扉体３９を
アンロックにし、表示部４１にその旨を表示させる（Ｔ８０）。このとき、従業員は、扉
体３９を開け、携帯金庫４を当該遊技カード発券機３に装着して扉体３９を閉じ、これに
より、図示しない扉体３９用のセンサからの閉成信号が制御部３３に与えられ、制御部３
３は、扉体３９をロックさせる（Ｔ８１、Ｔ８２）。
【０１６１】
　遊技カード発券機３内に装着された携帯金庫４の制御部６７は、外部からの電源供給に
よって装着されたことを認識し、当該携帯金庫４のＩＤを無線通信部７５を介して遊技カ
ード発券機３に与え、無線通信部４５を介して携帯金庫４のＩＤを取り込んだ遊技カード
発券機３の制御部３３は、携帯金庫４側から、無線通信により、その携帯金庫４が装着さ
れるべき遊技カード発券機３のＩＤと、その携帯金庫４を扱っている操作者コードとを取
り込み、そしてまず、自己のＩＤと一致するかを確認する（Ｔ８３～Ｔ８６）。
【０１６２】
　制御部３３は、ＩＤが一致していない場合には、扉体３９をアンロックにし、表示部４
１に誤装着であることを表示させると共にブザー４６を鳴動させる（Ｔ８７）。このとき
、従業員は、扉体３９を開け、携帯金庫４を取り出して扉体３９を閉じ、これにより、図
示しない扉体３９用のセンサからの閉成信号が制御部３３に与えられ、制御部３３は、扉
体３９をロックさせ、携帯金庫４が装着されていない待機状態での表示を表示部４１に実
行させる（Ｔ８８、Ｔ８９）。
【０１６３】
　ＩＤが一致していると、制御部３３は、挿入された操作者カード２０に係る従業員と携
帯金庫４に記憶されていた従業員固定コードに係る従業員とが一致するかを確認する（Ｔ
９０）。
【０１６４】
　制御部３３は、取り扱い従業員が妥当でないと、表示部４１に従業員異常を表示させる
と共にブザー４６を鳴動させる（Ｔ９１）。
【０１６５】
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　従業員が妥当であると、制御部３３は、携帯金庫４側から、無線通信により、現金管理
機２から離脱された時刻情報や金種別の枚数情報を取り込み、通信処理部２２を介して、
携帯金庫４のＩＤや現金管理機２から離脱された時刻情報や金種別の枚数情報をシステム
管理コンピュータ７に転送して照合させ、装着された携帯金庫４が正当であるか否かを確
認する（Ｔ９２～Ｔ９６）。例えば、携帯金庫４が記憶している金種別の枚数とシステム
管理コンピュータ７での金種別の枚数が一致しない場合や、装着された携帯金庫４のＩＤ
がシステム管理コンピュータ７に登録されていない場合や、携帯金庫４が記憶している離
脱時刻とシステム管理コンピュータ７での離脱時刻とが一致しない場合等には、正当でな
いと判断される。
【０１６６】
　装着された携帯金庫４が正当でない場合には、制御部３３は、表示部４１に異常表示を
実行させると共にブザー４６を鳴動させる（Ｔ９７）。
【０１６７】
　これに対して、装着された携帯金庫４が正当である場合には、制御部３３は、無線通信
部４５を介して、携帯金庫４に貨幣類の出入口となる窓部５０～５３の開放（閉塞板５４
～５７の移動）と、運搬時での表示の消去とを指示し、無線通信部７５を介してその指示
を受領した携帯金庫４の制御部６７は、窓部５０～５３を開放させると共に、表示部７３
における運搬時での表示を消去させる（Ｔ９８～Ｔ１００）。
【０１６８】
　また、遊技カード発券機３の制御部３３は、表示部４１に、遊技カード３０を発行し得
る待機状態での表示を実行させる（Ｔ１０１）。さらに、制御部３３は、カードアクセス
部４３によって、操作者カード２０に今回の操作履歴を記憶させると共に、内蔵する記憶
部にも操作履歴を記憶させ、かつ、システム管理コンピュータ７にも操作履歴と当該遊技
カード発券機３が遊技カード３０を発行し得る運用状態になったことを転送させて記憶さ
せる（Ｔ１０２～Ｔ１０４）。なお、システム管理コンピュータ７では、当該携帯金庫４
の装着装置を当該遊技カード発券機３に更新させるようなことも行われる。
【０１６９】
　そして、制御部３３は、カード出入口４０から操作者カード２０を排出させ、従業員は
操作者カード２０を受領する（Ｔ１０５、Ｔ１０６）。
【０１７０】
　なお、携帯金庫４が装着された遊技カード発券機３における遊技カード３０の発行動作
は、携帯金庫４を貨幣貯蔵庫として利用する点を除けば、従来装置と同様であるので、そ
の説明は省略する。なお、遊技カード３０の発行に伴う金種別の枚数変化は、携帯金庫４
における枚数情報として、遊技カード発券機３内において更新されると共に、遊技カード
発券機３からシステム管理コンピュータ７に通知されて適宜更新される。
【０１７１】
（Ａ－２－５）携帯金庫４の遊技カード発券機３からの離脱動作
　次に、携帯金庫４を遊技カード発券機３から離脱させる際の動作、図１５及び図１６の
シーケンス図を用いて説明する。
【０１７２】
　営業終了後においては、携帯金庫４は、所定の遊技カード発券機２から回収される。な
お、営業中においても、現金管理機２によって貨幣を追加補充させるべく、また、現金管
理機２によって貨幣を一部回収させるべく、携帯金庫４を、所定の遊技カード発券機２か
ら離脱させることがある。いずれの場合にせよ、離脱動作は同様である。
【０１７３】
　携帯金庫４が装着されている待機状態においては、従業員は、操作者カード２０を挿入
することから遊技カード発券機３に対する操作を開始することになっている。
【０１７４】
　携帯金庫４が装着されている待機状態において、従業員が、カード出入口４０に操作者
カード２０を挿入すると、制御部３３は、そのことを認識すると共に、カードアクセス部
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４３が読み取った記憶情報を取り込み、通信処理部４４を介したシステム管理コンピュー
タ７との通信により、挿入された操作者カード２０が正当であるか否かを確認する（Ｔ１
１５～Ｔ１１８）。正当でないと判断される場合は、上述した携帯金庫４の装着時の場合
と同様である。
【０１７５】
　挿入された操作者カード２０が正当でない場合には、制御部３３は、表示部４１に異常
表示を実行させると共にブザー４６を鳴動させる（Ｔ１１９）。
【０１７６】
　一方、挿入された操作者カード２０が正当である場合には、制御部３３は、無線通信に
よって、携帯金庫４の制御部６７に、開放されていた窓部５０～５３の閉塞を指示し、携
帯金庫４の制御部６７は、開放されていた窓部５０～５３を閉塞させる（閉塞板５４～５
７の元の位置への移動及びロック；Ｔ１２０、Ｔ１２１）。
【０１７７】
　その後、遊技カード発券機３の制御部３３は、表示部４１に、動作モードを指示する旨
の表示を実行させる（Ｔ１２２）。この実施形態の場合、遊技カード発券機３は、入力部
を備えていないので、携帯金庫４が装着されていて、正当な操作者カード２０が挿入され
たとき用の動作モードの指定には、例えば、遊技カード３０の金額を指定する金額指定ボ
タン４２の各ボタン等（各ボタンに動作モードを割り当てておく）を利用する。
【０１７８】
　すなわち、従業員は、所定のボタンを操作して、携帯金庫４の取出モードであることを
指定する（Ｔ１２３）。
【０１７９】
　その後、遊技カード発券機３の制御部３３は、無線通信によって、携帯金庫４の制御部
６７に所定情報を与え、携帯金庫４の制御部６７は、内蔵する記憶部に所定情報を記憶す
ると共に、表示部７３に所定情報を表示させる（Ｔ１２４、Ｔ１２５）。例えば、収納さ
れている貨幣の金種毎の枚数や、当該携帯金庫４が装着されていた遊技カード発券機３の
ＩＤや、携帯金庫４を運搬する操作者（従業員）のコードやそのときの時刻が離脱時刻と
して、この際に記憶される。また例えば、遊技カード発券機３のＩＤや、携帯金庫４を運
搬する操作者（従業員）のコードや、金種毎の枚数等が表示される。
【０１８０】
　そして、遊技カード発券機３の制御部３３は、扉体３９をアンロックにすると共に、そ
の旨を表示部４１に表示させる（Ｔ１２６、Ｔ１２７）。
【０１８１】
　従業員は、扉体３９を開け、携帯金庫４を遊技カード発券機３から取り出して扉体３９
を閉じ、これにより、図示しない扉体３９用のセンサからの閉成信号が制御部３３に与え
られ、制御部３３は、扉体３９をロックさせる（Ｔ１２８、Ｔ１２９）。
【０１８２】
　携帯金庫４の制御部６７は、外部からの電源供給の停止によって離脱されたことを認識
し、離脱時刻を内部に記憶すると共に、防犯監視用のタイマを起動するなどの防犯処理に
入る（Ｔ１３０）。この後の携帯金庫４の処理については、上述した運搬時動作の項で説
明済みである。
【０１８３】
　扉体３９がロックされると、遊技カード発券機３の制御部３３は、カードアクセス部４
３によって、操作者カード２０に今回の操作履歴を記憶させると共に、内蔵する記憶部に
も操作履歴を記憶させ、かつ、システム管理コンピュータ７にも操作履歴や離脱された携
帯金庫４に関する各種情報を転送させて記憶させたり更新させたり設定させたりする（Ｔ
１３１～Ｔ１３３）。
【０１８４】
　そして、制御部６７は、カード出入口４０から操作者カード２０を排出させ、携帯金庫
４が装着されていない状態での待機状態に移行し、従業員は操作者カード２０を受領する
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（Ｔ１３４、Ｔ１３５）。
【０１８５】
（Ａ－２－６）携帯金庫４の貨幣の回収時動作
　次に、現金管理機２によって、携帯金庫４内の貨幣を回収させる際の動作を、図１７及
び図１８のシーケンス図を用いて説明する。
【０１８６】
　営業終了後においては、携帯金庫４内の貨幣は、現金管理機２によって回収される。な
お、営業中においても、携帯金庫４内の貨幣が多くなりすぎたため、一部が現金管理機２
によって回収されることがある。これらの回収動作は、ほぼ同様であるので、前者の場合
として、以下、説明する。
【０１８７】
　現金管理機２の制御部１２は、待機状態においては、表示部１９に、操作者カード２０
を挿入すると共に操作者コード（ここでは従業員固定コード）を入力することを求めるメ
ッセージを表示させており、従業員（操作者）は、カード出入口１７に操作者カード２０
を挿入すると共に、入力部１８を用いて、自己の従業員固定コードを入力する（Ｔ１４０
）。挿入された操作者カード２０での記憶情報は、カードアクセス部２１によって読み取
られる。
【０１８８】
　このとき、制御部１２は、通信処理部２２を介したシステム管理コンピュータ７との通
信により、入力された従業員固定コードが正当で、しかも、挿入された操作者カード２０
も正当であるか否かを確認する（Ｔ１４１～Ｔ１４３）。
【０１８９】
　入力された従業員固定コード又は挿入された操作者カード２０が正当でない場合には、
制御部１２は、表示部１９に異常表示を実行させると共にブザー２４を鳴動させる（Ｔ１
４４）。
【０１９０】
　一方、入力された従業員固定コード及び挿入された操作者カード２０が正当である場合
には、制御部１２は、動作モードを指示することを求めるメッセージを表示部１９に表示
させる（Ｔ１４５）。
【０１９１】
　以上までの処理は、上述した営業開始前の携帯金庫４への貨幣の入金処理渡同様である
。
【０１９２】
　動作モードの入力要求に応じて、従業員は、携帯金庫２からの全ての貨幣の回収動作モ
ードであることを、入力部１８から入力し、このとき、制御部１２は、外側の扉体１６だ
けをアンロックにする（Ｔ１４６、Ｔ１４７）。
【０１９３】
　従業員は、扉体１６を開け、携帯金庫４を現金管理機２に装着して扉体１６を閉じ、こ
れにより、図示しない扉体１６用のセンサからの閉成信号が制御部１２に与えられ、制御
部１２は、扉体１６をロックさせる（Ｔ１４８、Ｔ１４９）。
【０１９４】
　現金管理機２内に装着された携帯金庫４の制御部６７は、外部からの電源供給によって
装着されたことを認識し、当該携帯金庫４が記憶している各種情報を無線通信部７５を介
して現金管理機２に与え、無線通信部２３を介して携帯金庫４の記憶情報を取り込んだ現
金管理機２の制御部１２は、通信処理部２２を介したシステム管理コンピュータ７との通
信により、装着された携帯金庫４が正当であるか否かを確認する（Ｔ１５０～Ｔ１５３）
。例えば、装着された携帯金庫４のＩＤがシステム管理コンピュータ７に登録されていな
い場合や、装着された携帯金庫４のＩＤが既に貨幣を全て回収された携帯金庫４のＩＤと
一致する場合や、その携帯金庫４を遊技カード発券機３から取り外した従業員と挿入され
た操作者カード２０に係る従業員とが一致しない場合や、携帯金庫４が記憶している金種
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別の枚数がシステム管理コンピュータ７に記憶されているものと一致しない場合等には、
正当でないと判断される。
【０１９５】
　なお、 は、情報を個別に得て逐次行っているが（既述した動作説明を参照）、ここ
では、既述の説明で明白になっているので、まとめて記載している。
【０１９６】
　装着された携帯金庫４が正当でない場合には、制御部１２は、表示部１９に異常表示を
実行させると共にブザー２４を鳴動させる（Ｔ１５４）。
【０１９７】
　これに対して、装着された携帯金庫４が正当である場合には、制御部１２は、無線通信
部２３を介して、携帯金庫４に貨幣の排出口となる窓部５２及び５３の開放（閉塞板５６
及び５７の移動）を指示し、無線通信部７５を介してその指示を受領した携帯金庫４の制
御部６７は、窓部５２及び５３を開放させる（Ｔ１５５、Ｔ１５６）。
【０１９８】
　その後、両制御部１２及び６７の制御下で、携帯金庫４の貨幣貯蔵部７から、貨幣計数
部１１を経由した、現金管理機２の固定金庫１０への貨幣の移動が実行される（Ｔ１５７
、Ｔ１５８）。
【０１９９】
　このようにして、携帯金庫４に収納されていた全ての貨幣の回収（移動）が終了すると
、携帯金庫４の制御部６７は、開放されていた窓部５２及び５３を閉塞させる（閉塞板５
６及び５７の元の位置への移動及びロック；Ｔ１５９）。
【０２００】
　一方、現金管理機２の制御部１２は、携帯金庫４に収納されていた全ての貨幣の回収が
終了すると、通信処理部２２を介してシステム管理コンピュータ７にその旨を通知し、シ
ステム管理コンピュータ７は、その携帯金庫４の状態情報等の各種情報を更新させる（Ｔ
１６０、Ｔ１６１）。例えば、携帯金庫４の状態情報を貨幣の未収納状態にしたり、枚数
を０クリアさせたり、携帯金庫４とそれが装着される遊技カード発券機３との対応情報を
クリアしたり、携帯金庫４と従業員との対応情報をクリアしたり、現金管理機２内の枚数
を回数した分だけ増額更新したりする。
【０２０１】
　また、現金管理機２の制御部１２は、無線通信によって、携帯金庫４の制御部６７に回
収済みの所定情報を与え、携帯金庫４の制御部６７は、内蔵する記憶部に回収済みである
ことなどを記憶すると共に、表示部６７にも回収後用の情報を表示させる（Ｔ１６２、Ｔ
１６３）。
【０２０２】
　さらに、現金管理機２の制御部１２は、携帯金庫４からの貨幣回収が終了した旨を表示
部１９に表示させると共に、外側の扉体１６だけをアンロックにする（Ｔ１６４、Ｔ１６
５）。
【０２０３】
　従業員は、扉体１６を開け、携帯金庫４を現金管理機２から取り出して扉体１６を閉じ
、これにより、図示しない扉体１６用のセンサからの閉成信号が制御部１２に与えられ、
制御部１２は、扉体１６をロックさせる（Ｔ１６６、Ｔ１６７）。
【０２０４】
　携帯金庫４の制御部６７は、外部からの電源供給の停止によって離脱されたことを認識
するが、貨幣が収納されていないので、何らの処理も実行しない。なお、貨幣が収納され
ている場合と同様に、離脱時刻を内部に記憶すると共に、防犯監視用のタイマを起動する
などの防犯処理を行っても良い。
【０２０５】
　扉体１６がロックされると、現金管理機２の制御部１２は、カードアクセス部２１によ
って、操作者カード２０に今回の操作履歴を記憶させると共に、内蔵する記憶部にも操作
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履歴を記憶させ、かつ、システム管理コンピュータ７にも操作履歴を転送させて記憶させ
る（Ｔ１６８、Ｔ１６９）。
【０２０６】
　そして、制御部１２は、カード出入口１７から操作者カード２０を排出させ、各種動作
の待機状態に戻り、従業員は操作者カード２０を受領する（Ｔ１７０、Ｔ１７１）。
【０２０７】
（Ａ－２－７）従業員退出時動作
　次に、従業員が会社から退出する際の動作を、図１９のシーケンス図を用いて説明する
。
【０２０８】
　操作者カード装置５の制御部８１は、待機状態においては、表示部８８に従業員の固定
コードを入力することを求めるメッセージを表示させており、退出しようとする従業員は
、入力部８６を用いて、自己の従業員固定コードを入力する（Ｔ１８０）。
【０２０９】
　このとき、制御部８１は、通信処理部８９を介したシステム管理コンピュータ７との通
信により、その従業員固定コードが正当か否かが確認される（Ｔ１８１～Ｔ１８３）。
【０２１０】
　入力された従業員固定コードが正当でない場合には、制御部８１は、表示部８８に異常
表示を実行させた後、待機状態に戻る（Ｔ１８４）。
【０２１１】
　一方、入力された従業員固定コードが正当である場合には、制御部８１は、個体情報読
取部（指紋読取装置）８５に身体に所定部位を接触又は近付けることを促すメッセージを
表示部８８に表示させる（Ｔ１８５）。これにより、従業員は、所定部位のイメージを個
体情報読取部８５に読み取らせ、制御部８１は、通信処理部８９を介したシステム管理コ
ンピュータ７との通信により、従業員固定コードに対応するイメージ情報であるかを確認
する（Ｔ１８６～Ｔ１８９）。
【０２１２】
　読取りで得たイメージデータが妥当でない場合には、制御部８１は、表示部８８に異常
表示を実行させた後、待機状態での表示に戻す（Ｔ１９０）。
【０２１３】
　一方、イメージデータが妥当であると、制御部８１は、表示部８８に、操作者カード２
０をカード出入口８２に挿入することを求めるメッセージを表示させ、従業員は、これに
応じて、操作者カード２０をカード出入口８２に挿入する（Ｔ１９１、Ｔ１９２）。操作
者カード２０の記憶情報は、カードアクセス部８３によって読み取られて制御部８１に与
えられる。
【０２１４】
　このとき、制御部８１は、通信処理部８９を介したシステム管理コンピュータ７との通
信により、挿入された操作者カード２０が正当であるか否かを確認する（Ｔ１９３～Ｔ１
９５）。例えば、乱数付従業員固定コード（その日の従業員コード）や操作履歴がシステ
ム管理コンピュータ７のものと異なっているときには、正当でないと判断される。
【０２１５】
　挿入された操作者カード２０が正当でない場合には、制御部８１は、表示部８８に異常
表示を実行させると共にブザー（図示せず）を鳴動させる（Ｔ１８６）。
【０２１６】
　一方、挿入された操作者カード２０が正当である場合には、制御部８１は、カードアク
セス部８３によって、挿入された操作者カード２０のカードＩＤ以外の情報を消去させた
後、操作者カード収納部８０に回収させる（Ｔ１９７）。
【０２１７】
　また、制御部８１は、その時点での時刻（退出時刻）を内蔵タイマから取り込み、回収
した操作者カード２０のカードＩＤと、従業員固定コードに発生乱数を付加したその日の
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従業員コードと、退出時刻とを、システム管理コンピュータ７に転送させて各種情報の更
新を実行させ（Ｔ１９８、Ｔ１９９）、その後、表示を処理終了を表したものにし（Ｔ２
００）、最後に、待機状態の表示に戻す。システム管理コンピュータ７は、例えば、従業
員のその日の勤務時間等を計算したりする。
【０２１８】
（Ａ－２－８）その他の動作
　以上で詳述した以外の動作を図面を用いずに簡単に説明する。特に、現金管理機２につ
いての動作を説明する。
【０２１９】
　（ア）まず、現金管理機２の固定金庫１０に貨幣を補充させたり固定金庫１０から貨幣
を回収させたりする場合（貨幣出入口１３を利用しない固定金庫１０に対する貨幣の補充
や取出しの場合）の動作を説明する。
【０２２０】
　銀行員や警備会社の者や遊技場経営者には、従業員とは異なる操作者カード２０が与え
られており、現金管理機２にその操作者カード２０を挿入することで固定金庫１０の貨幣
を取り扱う者であることを確認させる。この場合において、現金管理機２を取り扱う前に
、システム管理コンピュータ７に操作可能の暗号を設定し、操作者が、現金管理機２に対
してその暗号を入力することも操作可能の条件とするようにしても良い。
【０２２１】
　操作者の確認ができたときには、現金管理機２は、２重の扉体１５及び１６をアンロッ
クにし、操作者が扉体１５及び１６を共に開放し、固定金庫１０に貨幣を直接挿入したり
、固定金庫１０から貨幣を直接取り出したりする。そして、扉体１５及び１６を閉成、ロ
ックする。なお、固定金庫１０についての扉体となっている内側の扉体１６は、電磁的な
アンロックの他、物理的なキーの挿入を条件として開放するようにしても良い（外側の扉
体１５も同様な条件を付加しても良い）。
【０２２２】
　以上のようにして固定金庫１０の枚数が変化したときには、貨幣計数部１１によって枚
数を計数し直し、システム管理コンピュータ７での管理枚数等を更新させる。
【０２２３】
　（イ）現金管理機２は、銀行などにおけるいわゆるＡＴＭ装置としての機能も有する。
【０２２４】
　例えば、景品球としてのパチンコ球が交換される景品の搬入業者に支払いを行うような
場合等、遊技場運営上で、現金が必要となったときには、現金管理機２から取り出される
。
【０２２５】
　この場合には、現金管理機２に、操作者カード２０を挿入したり従業員固定コードを入
力したりして、操作者を確認した後、現金出金モードと、払出金額とを指定して、貨幣出
入口１３から現金（貨幣）を払い出させる。当然に、システム管理コンピュータ７での現
金管理機２での金種別の枚数は更新される。
【０２２６】
　逆に、例えば、景品の購買等において釣り銭を受領した場合等、遊技場運営上で、現金
を入手したときには、現金管理機２に収納される。
【０２２７】
　この場合にも、現金管理機２に、操作者カード２０を挿入したり従業員固定コードを入
力したりして、操作者を確認した後、現金入金モードを指定して、貨幣出入口１３から現
金（貨幣）を入金させる。入金された貨幣計数部１１によって計数され、システム管理コ
ンピュータ７での現金管理機２での金種別の枚数は更新される。
【０２２８】
　（ウ）現金管理機２は、上述のように、ＡＴＭ装置としての機能も有するので、給料や
パート代の支給にも利用できる。
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【０２２９】
　上述したように、操作者カード装置（従業員カード装置）４及びシステム管理コンピュ
ータ７との機能により、従業員毎の各勤務日での勤務時間を捉えることができ、システム
管理コンピュータ７は、それに基づいて、従業員毎のその月の給料やパート代を計算する
。なお、システム管理コンピュータ７より上位のホストコンピュータ（図示せず；例えば
、本社に設けられている）が給料やパート代を計算するようにしても良い。
【０２３０】
　給料等の支給日になると、従業員は、現金管理機２に、操作者カード２０を挿入したり
従業員固定コードを入力したりして、自己を確認させた後、給料支給モードを指定する。
このとき、支給額の情報が、システム管理コンピュータ７から現金管理機２に転送され、
貨幣出入口１３から給料（貨幣）が払い出される。システム管理コンピュータ７での現金
管理機２での金種別の枚数は更新され、その従業員に係る情報には支給済みが記憶される
。なお、現金管理機２に印刷機能を持たせて、支給明細を印刷させるようにしても良い。
【０２３１】
（Ａ－３）実施形態の効果
　上記実施形態の貨幣類管理システム（ カードシステム）によれば、操作者カード
（ カード）２０に記憶されている従業員コード（個人識別コード）は、従業員固定
コードにその日に発生された乱数でなるものであり、毎日異なっているので、偽造を行い
難いものとなっている。
【０２３２】
　また、操作者カード２０が盗難されたとしても、その日に用いない限りでは、現金管理
機２や遊技カード発券機３を操作することができず、盗難に対する防犯機能も従来より充
実している。
【０２３３】
　さらに、操作者カード２０は、会社からの退出時には回収されるので、この点でも、偽
造を行い難いものとなっている。
【０２３４】
　さらにまた、操作者カード２０が出勤時に装置から排出されると共に、その繰り出しは
１番上のものから行われるので、従業員が携帯する操作者カード２０は、毎日変化するこ
との方が多く、操作者カード２０のカードＩＤも、従業者の確認に利用しているので、こ
の点でも、確認の安全性が高くなっており、また、偽造を行い難いものとなっている。
【０２３５】
（Ｂ）他の実施形態
　上記実施形態の説明にも、種々他の実施形態に言及したが、さらに、以下に例示するよ
うな変形実施形態を挙げることができる。
【０２３６】
　上記実施形態においては、操作者カード２０によって操作者（従業員）を確認する装置
の例として、現金管理機２や遊技カード発券機３を示したが、他の装置でも良いことは勿
論である。
【０２３７】
　また、上記実施形態においては、操作カード装置（従業員カード装置）４が営業終了後
に操作者カード２０を回収するものを示したが、回収を実行しないものであっても良い。
この場合でも、出勤時に、操作者カードに、乱数を付加した従業員固定コード（その日の
従業員コード）を記憶し、退出時に乱数部分を消去することが好ましい。
【０２３８】
　さらに、操作者カード（従業員カード）は、現金管理機２や遊技カード発券機３を操作
するために用いるだけでなく、社内食堂での精算等、他の用途に用いて良いことは勿論で
ある。
【０２３９】
　さらにまた、操作カード装置（従業員カード装置）４がタイムカード機能を備えないも
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のであっても良い。
【０２４０】
　また、操作カード２０に対する新たな乱数の記録は、操作カード２０を出力するときで
はなく、操作カード２０の回収時に、翌日のために、記録するようにしても良い。
【０２４１】
　さらに、操作カード２０に従業員に割り当てた暗証番号を記録し、入力部によって入力
された暗証番号との照合をも行うようにしても良い。この場合、従業員毎の暗証番号は、
システム管理コンピュータ７に記録しておき、出勤時に、案数等を記録する際に合わせて
暗証番号を記録することを要する。
【０２４２】
　さらにまた、操作カード２０に記録されている乱数の更新の周期は、１日毎に限定され
るものではない。例えば、現金管理機２や遊技カード発券機３から操作者カード２を排出
する直前に乱数を書き換えるようにしても良い。この場合、現金管理機２や遊技カード発
券機３が乱数発生部を備えていても良く、システム管理コンピュータ７が乱数発生部を備
えて、現金管理機２や遊技カード発券機３に与えるようにしても良い。
【０２４３】
　本発明の カードシステムの利用システムは、遊技場の貨幣類管理システムに限定
されるものではない。
【０２４４】
【発明の効果】
　以上のように、本発明による カードシステムによれば、乱数を発生する乱数発生
手段と、 毎に特有な 固定コードに、乱数発生手段で発生された乱数を付加し
たものを、 識別コードとして記録された カードに、乱数が更新された、又は
、新規追加された 識別コードを、所定事象が生じたときに記録する カード記
録手段と、 カードに記録されている 識別コードと同じコードを照合用に管理
している照合用情報管理手段と、 カードに記録されている 識別コードを読出
し、照合用情報管理手段に管理されているコードとの照合を行う照合手段とを有するので
、より安全性が高い カードシステムを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施形態の遊技場の貨幣類管理システム（ カードシステムが適用されて
いるシステム）の全体構成を示すブロック図である。
【図２】　実施形態の現金管理機の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】　実施形態のカード発券機の構成を示す機能ブロック図である。
【図４】　実施形態の携帯金庫の外観を示す概略斜視図である。
【図５】　実施形態の携帯金庫の構成を示す機能ブロック図である。
【図６】　実施形態の操作者カード装置（従業員カード装置）の構成を示す機能ブロック
図である。
【図７】　実施形態の防犯用無線機の構成を示す機能ブロック図である。
【図８】　実施形態のシステム管理コンピュータの構成を示す機能ブロック図である。
【図９】　実施形態の従業員出勤時動作を示すシーケンス図である。
【図１０】　実施形態の携帯金庫への営業前の入金動作を示すシーケンス図（１）である
。
【図１１】　実施形態の携帯金庫への営業前の入金動作を示すシーケンス図（２）である
。
【図１２】　実施形態の携帯金庫の運搬時（装置離脱から装置装着の期間）の携帯金庫で
の動作を示すフローチャートである。
【図１３】　実施形態の携帯金庫の遊技カード発券機への装着動作を示すシーケンス図（
１）である。
【図１４】　実施形態の携帯金庫の遊技カード発券機への装着動作を示すシーケンス図（
２）である。
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【図１５】　実施形態の携帯金庫の遊技カード発券機からの離脱時動作を示すシーケンス
図（１）である。
【図１６】　実施形態の携帯金庫の遊技カード発券機からの離脱時動作を示すシーケンス
図（２）である。
【図１７】　実施形態の携帯金庫の貨幣の回収時動作を示すシーケンス図（１）である。
【図１８】　実施形態の携帯金庫の貨幣の回収時動作を示すシーケンス図（２）である。
【図１９】　実施形態の従業員退出時動作を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
　１…遊技場の貨幣類管理システム、２…現金管理機、３…カード発券機、５…操作者カ
ード装置（ カード装置）、７…システム管理コンピュータ、２０…操作者カード（

カード）、８０…操作者カード収納部、８１…制御部、８３…カードアクセス部、
８５…個体情報読取部、８６…入力部、８７…乱数発生部。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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