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(57)【要約】
【課題】複数種類の商品に共通の商品情報が電子棚札シ
ステムに入力された際にそれを電子棚札に確実に表示さ
せることが可能な技術を提供する。
【解決手段】対応付け処理の際に、ＥＳＬサーバ１０に
は、複数種類の商品に対応する電子棚札５に係る装置コ
ードと当該複数種類の商品の一の商品に係る商品コード
が入力される。ＥＳＬサーバ１０には、ＰＯＳサーバ３
から、当該複数種類の商品に共通の商品情報と当該複数
種類の商品の一の商品に係る商品コードが入力される。
ＥＳＬサーバ１０は、対応付け処理のときの商品コード
及び装置コードとグループファイルに基づいて、ＰＯＳ
サーバ３からの商品コードに係る商品に対応する電子棚
札５を特定する。この電子棚札５にはＰＯＳサーバ３か
らの商品情報が送信される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品に対応して配置され、対応する商品に係る商品情報を表示する電子棚札を備える電
子棚札システムであって、
　それぞれが複数種類の商品から成る複数の商品グループが定められており、
　前記複数の商品グループのそれぞれでは、当該商品グループを構成する複数種類の商品
に対して、互いに異なった、商品を識別するための商品識別情報が付与されており、
　一の商品グループに含まれる一の種類の商品についての商品識別情報と、当該一の商品
グループを構成する複数種類の商品に共通の電子棚札を識別するための棚札識別情報とが
入力される第１入力部と、
　一の商品グループを構成する複数種類の商品をそれぞれ識別するための複数の商品識別
情報が商品グループごとに示されたグループ情報を記憶する記憶部と、
　前記第１入力部に入力された商品識別情報で特定される商品が属する商品グループを構
成する複数種類の商品に共通の商品情報と、当該商品グループに含まれる一の種類の商品
についての商品識別情報とが入力される第２入力部と、
　前記第１入力部に入力された商品識別情報及び棚札識別情報と前記グループ情報とに基
づいて、前記第２入力部に入力された商品識別情報で特定される商品が属する商品グルー
プを構成する複数種類の商品に共通の電子棚札を特定する棚札特定部と、
　前記棚札特定部で特定された電子棚札に対して、前記第２入力部に入力された商品情報
を送信する送信部と
を備え、
　前記送信部から商品情報を受信した電子棚札は、当該商品情報を表示する、電子棚札シ
ステム。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子棚札システムであって、
　前記棚札特定部は、
　前記グループ情報に基づいて、前記第１入力部に入力された商品識別情報で特定される
商品と同じ商品グループに属する他の種類の商品についての商品識別情報を特定する第１
特定部と、
　前記第１入力部に入力された商品識別情報及び前記第１特定部で特定された商品識別情
報と、前記第１入力部に入力された棚札識別情報とを対応付けて示す対応付け情報を生成
する生成部と、
　前記対応付け情報に基づいて、前記第２入力部に入力された商品識別情報で特定される
商品が属する商品グループを構成する複数種類の商品に共通の電子棚札を特定する第２特
定部と
を有する、電子棚札システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の電子棚札システムであって、
　前記棚札特定部は、
　前記第１入力部に入力された商品識別情報及び棚札識別情報を互いに対応付けて示す対
応付け情報を生成する生成部と、
　前記グループ情報及び前記対応付け情報に基づいて、前記第２入力部に入力された商品
識別情報で特定される商品が属する商品グループを構成する複数種類の商品に共通の電子
棚札を特定する特定部と
を有する、電子棚札システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の電子棚札システムであって、
　前記グループ情報は、商品グループごとに、一の商品グループを識別するためのグルー
プ識別情報と、当該一の商品グループを構成する複数種類の商品をそれぞれ識別するため
の複数の商品識別情報とを対応付けて示し、
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　前記棚札特定部は、
　前記グループ情報に基づいて、前記第１入力部に入力された商品識別情報で特定される
商品が属する商品グループについてのグループ識別情報を特定する第１特定部と、
　前記第１特定部で特定されたグループ識別情報と、前記第１入力部に入力された棚札識
別情報とを対応付けて示す対応付け情報を生成する生成部と、
　前記グループ情報に基づいて、前記第２入力部に入力された商品識別情報で特定される
商品が属する商品グループについてのグループ識別情報を特定する第２特定部と、
　前記対応付け情報と前記第２特定部で特定されたグループ識別情報とに基づいて、前記
第２入力部に入力された商品識別情報で特定される商品が属する商品グループを構成する
複数種類の商品に共通の電子棚札を特定する第３特定部と
を有する、電子棚札システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の電子棚札システムであって、
　前記グループ識別情報は、商品識別情報とは異なる体系で定められたもの、あるいは当
該グループ識別情報によって特定される一の商品グループを構成する複数種類の商品をそ
れぞれ識別するための複数の商品識別情報のうち代表となる商品識別情報である、電子棚
札システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品に対応して配置され、対応する商品に係る商品情報を表示する電子棚札
を備える電子棚札システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの店舗では、ＰＯＳシステム
等に記憶される商品マスタによって、店舗内の商品の売価が一元的に管理されている。そ
の一方で、消費者（顧客）への売価の伝達は、商品の近傍に配置される紙媒体の棚札によ
りなされることが多い。このような紙媒体の棚札を採用した場合においては、棚札の管理
は人手に頼らざるを得ないことから、売価の間違いなどの人為的ミスが生じやすい。この
ため、商品マスタとは異なる誤った売価が、消費者に対して伝達されるおそれがある。
【０００３】
　このような問題を解決するため、特許文献１にも記載されているように、近年、電子棚
札システム（ＥＳＬシステム／Electronic Shelf Label System）が実用化されている。
電子棚札システムにおいては、複数の電子棚札のそれぞれが商品に対応して配置されてお
り、商品マスタに基づく売価が各電子棚札に送信されて、各電子棚札は送信されてきた売
価を表示するようになっている。これにより、消費者に対して正しい売価を伝達できるよ
うになっている。
【０００４】
　特許文献１に記載の電子棚札システムでは、サーバ装置において、電子棚札を識別する
ための棚札識別情報である装置コードと、商品を識別するための商品識別情報である商品
コードとを対応付けて示すリンクファイルが記憶されている。このリンクファイルによっ
て電子棚札と商品とがデータ的に対応付けられている。サーバ装置は、ある商品について
の売価を電子棚札に対して送信する際には、リンクファイルを参照して、当該商品に対応
する電子棚札を特定し、特定した電子棚札に対して当該商品についての売価を送信してい
る。これにより、電子棚札には、それに対応する商品の売価が表示される。電子棚札シス
テムにおいて、電子棚札と商品とをデータ的に対応付ける際には、作業者によって、対象
の商品についての商品識別情報と、当該商品に対応付ける電子棚札についての棚札識別情
報とが電子棚札システムに入力される。電子棚札システムでは、入力された商品識別情報
と棚札識別情報とが互いに対応付けられてリンクファイルに登録される。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２６５１９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　さて、電子棚札システムにおいて管理されている、ある商品についての商品情報が更新
される際には、ＰＯＳシステム等の上位システムから、電子棚札システムに対して、当該
商品についての最新の商品情報及び商品識別情報が入力される。電子棚札システムでは、
入力された商品識別情報で特定される商品についての商品情報が、入力された商品情報で
更新される。そして、電子棚札システムでは、リンクファイルが参照されて、入力された
商品識別情報で特定される商品に対応付けられている電子棚札が特定され、当該電子棚札
に対して、入力された商品情報が送信される。これにより、当該電子棚札には最新の商品
情報が表示されるようになる。
【０００７】
　一方で、被服などの商品については、サイズだけが異なる複数種類の商品（例えば、Ｓ
サイズ、Ｍサイズ及びＬサイズのセーター）にそれぞれ付与されている商品識別情報は互
いに異なるものの、当該複数種類の商品においては消費者に伝達する売価などの商品情報
が共通であることが多い。また、菓子などの商品については、包装だけが異なる複数種類
の商品（例えば、赤色包装、青色包装及び黄色包装のラムネ菓子）にそれぞれ付与されて
いる商品識別情報は互いに異なるものの、当該複数種類の商品においては消費者に伝達す
る商品情報が共通であることが多い。
【０００８】
　このように、互いに異なる商品識別情報が付与された複数種類の商品であって、消費者
に伝達する商品情報が共通である複数種類の商品については、当該複数種類の商品に共通
の商品情報を表示する電子棚札が当該複数種類の商品に対応して配置される。このような
場合に、リンクファイルにおいて、当該複数種類の商品のうちの一の種類の商品について
の商品識別情報しか登録されていないときには、当該複数種類の商品についての最新の商
品情報が上位システムから電子棚札システムに送られてきたとしても、電子棚札システム
では、当該複数種類の商品に対応して配置された電子棚札にその最新の商品情報を表示で
きない場合がある。
【０００９】
　例えば、リンクファイルにおいて、Ｓサイズ、Ｍサイズ及びＬサイズの商品のうち、Ｓ
サイズの商品についての商品識別情報しか登録されていない場合に、上位システムから電
子棚札システムに対して、Ｍサイズの商品についての最新の商品情報及び商品識別情報が
送られてきたときには、電子棚札システムに入力された、Ｍサイズの商品についての商品
識別情報はリンクファイルには登録されていないことから、電子棚札システムでは、入力
された商品情報を表示させる電子棚札を特定することができない。その結果、電子棚札シ
ステムでは、上位システムから入力された商品情報を電子棚札に表示できない。
【００１０】
　そこで、本発明は上記の点に鑑みて成されたものであり、電子棚札システムにおいて、
互いに異なる商品識別情報が付与された複数種類の商品に共通の商品情報が入力された場
合に、当該商品情報を電子棚札に確実に表示させることが可能な技術を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、請求項１の発明は、商品に対応して配置され、対応する商品
に係る商品情報を表示する電子棚札を備える電子棚札システムであって、それぞれが複数
種類の商品から成る複数の商品グループが定められており、前記複数の商品グループのそ
れぞれでは、当該商品グループを構成する複数種類の商品に対して、互いに異なった、商



(5) JP 2010-277364 A 2010.12.9

10

20

30

40

50

品を識別するための商品識別情報が付与されており、一の商品グループに含まれる一の種
類の商品についての商品識別情報と、当該一の商品グループを構成する複数種類の商品に
共通の電子棚札を識別するための棚札識別情報とが入力される第１入力部と、一の商品グ
ループを構成する複数種類の商品をそれぞれ識別するための複数の商品識別情報が商品グ
ループごとに示されたグループ情報を記憶する記憶部と、前記第１入力部に入力された商
品識別情報で特定される商品が属する商品グループを構成する複数種類の商品に共通の商
品情報と、当該商品グループに含まれる一の種類の商品についての商品識別情報とが入力
される第２入力部と、前記第１入力部に入力された商品識別情報及び棚札識別情報と前記
グループ情報とに基づいて、前記第２入力部に入力された商品識別情報で特定される商品
が属する商品グループを構成する複数種類の商品に共通の電子棚札を特定する棚札特定部
と、前記棚札特定部で特定された電子棚札に対して、前記第２入力部に入力された商品情
報を送信する送信部とを備え、前記送信部から商品情報を受信した電子棚札は、当該商品
情報を表示する。
【００１２】
　また、請求項２の発明は、請求項１に記載の電子棚札システムであって、前記棚札特定
部は、前記グループ情報に基づいて、前記第１入力部に入力された商品識別情報で特定さ
れる商品と同じ商品グループに属する他の種類の商品についての商品識別情報を特定する
第１特定部と、前記第１入力部に入力された商品識別情報及び前記第１特定部で特定され
た商品識別情報と、前記第１入力部に入力された棚札識別情報とを対応付けて示す対応付
け情報を生成する生成部と、前記対応付け情報に基づいて、前記第２入力部に入力された
商品識別情報で特定される商品が属する商品グループを構成する複数種類の商品に共通の
電子棚札を特定する第２特定部とを有する。
【００１３】
　また、請求項３の発明は、請求項１に記載の電子棚札システムであって、前記棚札特定
部は、前記第１入力部に入力された商品識別情報及び棚札識別情報を互いに対応付けて示
す対応付け情報を生成する生成部と、前記グループ情報及び前記対応付け情報に基づいて
、前記第２入力部に入力された商品識別情報で特定される商品が属する商品グループを構
成する複数種類の商品に共通の電子棚札を特定する特定部とを有する。
【００１４】
　また、請求項４の発明は、請求項１に記載の電子棚札システムであって、前記グループ
情報は、商品グループごとに、一の商品グループを識別するためのグループ識別情報と、
当該一の商品グループを構成する複数種類の商品をそれぞれ識別するための複数の商品識
別情報とを対応付けて示し、前記棚札特定部は、前記グループ情報に基づいて、前記第１
入力部に入力された商品識別情報で特定される商品が属する商品グループについてのグル
ープ識別情報を特定する第１特定部と、前記第１特定部で特定されたグループ識別情報と
、前記第１入力部に入力された棚札識別情報とを対応付けて示す対応付け情報を生成する
生成部と、前記グループ情報に基づいて、前記第２入力部に入力された商品識別情報で特
定される商品が属する商品グループについてのグループ識別情報を特定する第２特定部と
、前記対応付け情報と前記第２特定部で特定されたグループ識別情報とに基づいて、前記
第２入力部に入力された商品識別情報で特定される商品が属する商品グループを構成する
複数種類の商品に共通の電子棚札を特定する第３特定部とを有する。
【００１５】
　また、請求項５の発明は、請求項４に記載の電子棚札システムであって、前記グループ
識別情報は、商品識別情報とは異なる体系で定められたもの、あるいは当該グループ識別
情報によって特定される一の商品グループを構成する複数種類の商品をそれぞれ識別する
ための複数の商品識別情報のうち代表となる商品識別情報である。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１乃至請求項５の発明によれば、第１入力部には、一の商品グループに含まれる
一の種類の商品についての商品識別情報と、当該一の商品グループを構成する複数種類の
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商品に共通の電子棚札についての棚札識別情報とが入力され、第２入力部には、第１入力
部に入力された商品識別情報で特定される商品が属する商品グループを構成する複数種類
の商品に共通の商品情報と、当該商品グループに含まれる一の種類の商品についての商品
識別情報とが入力される。そして、第１入力部に入力された商品識別情報及び棚札識別情
報と、グループ情報とに基づいて、第２入力部に入力された商品識別情報で特定される商
品が属する商品グループを構成する複数種類の商品に共通の電子棚札が特定される。した
がって、第１入力部及び第２入力部のそれぞれにおいて、一の商品グループのうち、どの
種類の商品についての商品識別情報が入力されたとしても、当該一の商品グループを構成
する複数種類の商品に共通の電子棚札を特定することができる。よって、第１入力部及び
第２入力部のそれぞれにおいて、一の商品グループのうち、どの種類の商品についての商
品識別情報が入力されたとしても、当該一の商品グループを構成する複数種類の商品に共
通の商品情報を、当該複数種類の商品に共通の電子棚札に確実に表示させることができる
。
【００１７】
　特に、請求項２の発明によれば、第１入力部に入力された商品識別情報で特定される商
品と同じ商品グループに属する他の種類の商品についての商品識別情報がグループ情報に
基づいて特定され、その特定された商品識別情報及び第１入力部に入力された商品識別情
報と、棚札識別情報とを対応付ける対応付け情報が生成される。したがって、一の商品グ
ループのうち、どの種類の商品についての商品識別情報が第１入力部に入力されたとして
も、当該一の商品グループを構成するすべての種類の商品についての商品識別情報と棚札
識別情報とを対応付けることができる。よって、第１入力部に入力された商品識別情報で
特定される商品が属する商品グループのうち、どの種類の商品についての商品識別情報が
第２入力部に入力されたとしても、当該商品グループを構成する複数種類の商品に共通の
電子棚札を特定することができる。その結果、第１入力部及び第２入力部のそれぞれにお
いて、一の商品グループのうち、どの種類の商品についての商品識別情報が入力されたと
しても、当該一の商品グループを構成する複数種類の商品に共通の商品情報を、当該複数
種類の商品に共通の電子棚札に確実に表示させることができる。
【００１８】
　特に、請求項３の発明によれば、第１入力部に入力された商品識別情報及び棚札識別情
報を互いに対応付けて示す対応付け情報が生成される。そして、当該対応付け情報とグル
ープ情報とに基づいて、第２入力部に入力された商品識別情報で特定される商品が属する
商品グループを構成する複数種類の商品に共通の電子棚札が特定される。したがって、第
１入力部及び第２入力部のそれぞれにおいて、一の商品グループのうち、どの種類の商品
についての商品識別情報が入力されたとしても、当該一の商品グループを構成する複数種
類の商品に共通の電子棚札を特定することができる。よって、第１入力部及び第２入力部
のそれぞれにおいて、一の商品グループのうち、どの種類の商品についての商品識別情報
が入力されたとしても、当該一の商品グループを構成する複数種類の商品に共通の商品情
報を、当該複数種類の商品に共通の電子棚札に確実に表示させることができる。
【００１９】
　特に、請求項４の発明よれば、第１入力部に入力された商品識別情報で特定される商品
が属する商品グループについてのグループ識別情報がグループ情報に基づいて特定され、
特定されたグループ識別情報と棚札識別情報とを対応付けて示す対応付け情報が生成され
る。そのため、一の商品グループのうち、どの種類の商品についての商品識別情報が第１
入力部に入力されたとしても、当該一の商品グループについてのグループ識別情報と棚札
識別情報とを対応付けて示す対応付け情報を生成することができる。そして、第２入力部
に入力された商品識別情報で特定される商品が属する商品グループについてのグループ識
別情報がグループ情報に基づいて特定され、特定されたグループ識別情報と対応付け情報
に基づいて、当該商品グループを構成する複数種類の商品に共通の電子棚札が特定される
ため、一の商品グループのうち、どの種類の商品についての商品識別情報が第２入力部に
入力されたとしても、当該一の商品グループを構成する複数種類の商品に共通の電子棚札
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を特定することができる。よって、第１入力部及び第２入力部のそれぞれにおいて、一の
商品グループのうち、どの種類の商品についての商品識別情報が入力されたとしても、当
該一の商品グループを構成する複数種類の商品に共通の商品情報を、当該複数種類の商品
に共通の電子棚札に確実に表示させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る電子棚札システムを含む商品管理システムの構成例
を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る電子棚札システムが備える電子棚札が配置された様
子を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る電子棚札システムが備える電子棚札が配置された様
子を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る電子棚札システムが備える電子棚札が配置された様
子を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係るＥＳＬサーバの構成を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る商品ファイルの例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係るリンクファイルの例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係るグループファイルの例を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係る情報処理端末の構成を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係る電子棚札の構成を示す図である。
【図１１】本発明の実施の形態１に係る電子棚札の他の表示例を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態１に係る電子棚札システムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図１３】本発明の実施の形態１に係る電子棚札システムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図１４】本発明の実施の形態１に係る電子棚札システムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図１５】本発明の実施の形態２に係る電子棚札システムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図１６】本発明の実施の形態２に係る電子棚札システムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図１７】本発明の実施の形態２に係るリンクファイルの例を示す図である。
【図１８】本発明の実施の形態３に係るＥＳＬサーバの構成を示す図である。
【図１９】本発明の実施の形態３に係る単品商品用リンクファイルの例を示す図である。
【図２０】本発明の実施の形態３に係るグループ商品用リンクファイルの例を示す図であ
る。
【図２１】本発明の実施の形態３に係る電子棚札システムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図２２】本発明の実施の形態３に係る電子棚札システムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図２３】本発明の実施の形態３に係る電子棚札システムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図２４】本発明の実施の形態１～３に係るグループファイルの変形例を示す図である。
【図２５】本発明の実施の形態３に係るグループ商品用リンクファイルの変形例を示す図
である。
【図２６】本発明の実施の形態１～３の変形例に係る単品商品ファイルの例を示す図であ
る。
【図２７】本発明の実施の形態１～３の変形例に係るグループ商品ファイルの例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
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【００２１】
　実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１に係る電子棚札システム１を含む商品管理システム１００
の構成例を示す図である。本実施の形態１に係る商品管理システム１００は、スーパーマ
ーケットやコンビニエンスストアなどの店舗に導入されるシステムである。図２，３は電
子棚札システム１が備える電子棚札５が、店舗の商品棚６０に配置された様子を示す図で
ある。図２は商品６としてセーター等の被服が陳列された商品棚６０に電子棚札５が取り
付けられている様子を示し、図３は商品６としてチョコレートやラムネ菓子等の菓子が陳
列された商品棚６０に電子棚札５が取り付けられている様子を示している。
【００２２】
　本電子棚札システム１においては、売価などの商品情報を表示する可搬性の電子棚札５
が、商品６に対応して配置される。そして、電子棚札５には、対応する商品６についての
、商品マスタに基づく売価が情報配信装置４０から送信され、当該電子棚札５はその売価
を表示する。これにより、電子棚札５においては、それに対応する商品６について、精算
時の売価と一致する正しい売価が表示され、その結果、正しい売価が顧客に伝達されるよ
うになっている。
【００２３】
　図２，３に示されるように、店舗の販売スペース９０に配置される複数の商品棚６０の
それぞれには、複数種類からなる複数の商品６が陳列される。一の種類の商品６には一の
固有の商品コードが付与されている。したがって、同じ商品コードが付与された複数の商
品６の種類は同一であり、互いに異なる商品コードが付与された複数の商品６の種類は互
いに異なることになる。商品コードは、商品６を識別するための商品識別情報であって、
例えばＪＡＮコードである。各商品６には、当該商品６を識別するための商品コードを示
すバーコードがラベルあるいは印刷により示されている。
【００２４】
　商品棚６０のフレーム６１には複数の電子棚札５が取り付けられている。各電子棚札５
は、商品６に対応して配置され、対応する商品６の近傍、例えば対応する商品６のすぐ下
に配置される。
【００２５】
　ここで、サイズだけが異なる複数種類の被服の間では、互いに異なった商品コードが付
与されるものの、売価等が共通であることから電子棚札５に表示させる商品情報が同じと
される場合がある。また、パッケージの色だけが異なる複数種類の菓子の間では、互いに
異なった商品コードが付与されるものの、売価等が共通であることから電子棚札５に表示
させる商品情報が同じとされる場合がある。
【００２６】
　このような、電子棚札５に表示させる商品情報が共通である複数種類の商品６について
は、共通の電子棚札５が設けられる。この場合には、一の電子棚札５は、複数種類の商品
６に対応して配置され、当該複数種類の商品６に共通の商品情報を表示することになる。
【００２７】
　一方で、一の種類の商品６に関して、電子棚札５に表示させる商品情報が同じとなるよ
うな他の種類の商品６が存在しないこともあり、この場合には、一の電子棚札５は、当該
一の種類の商品６に対応して配置され、当該一の種類の商品６の商品情報を表示すること
になる。
【００２８】
　以後、電子棚札５に共通の商品情報が表示される複数種類の商品６から成るグループを
「商品グループ６００」と呼ぶ。本実施の形態では、電子棚札５に表示させる商品情報が
互いに異なる複数の商品グループ６００が存在している。複数の商品グループ６００のそ
れぞれには、当該商品グループ６００を識別するためのグループ識別情報であるグループ
番号が付与されている。また、電子棚札５に表示させる商品情報が同じとなるような他の
種類の商品６が存在する商品６、つまり商品グループを構成する各商品６を「グループ商
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品６」と呼ぶ。また、電子棚札５に表示させる商品情報が同じとなるような他の種類の商
品６が存在しない商品６を「単品商品６」と呼ぶ。
【００２９】
　図２の例では、正面から見た際の商品棚６０の左上、右上及び左下のスペースのそれぞ
れにおいて、Ｓサイズ、Ｍサイズ及びＬサイズの複数種類の被服（グループ商品６）が陳
列されており、当該複数種類の被服には共通の一の電子棚札５が対応付けられている。ま
た図２の例では、正面から見た際の商品棚６０の右下のスペースには、単品商品６である
、フリー（Ｆ）サイズの一の種類の被服が陳列されており、当該一の種類の被服には一の
電子棚札５が対応付けられている。
【００３０】
　また図３の例では、正面から見た際の商品棚６０の左上、右上及び左下のスペースのそ
れぞれにおいて、包装が異なる（例えば、包装の色が異なる）複数種類の菓子（グループ
商品６）が陳列されており、当該複数種類の菓子には共通の一の電子棚札５が対応付けら
れている。また図３の例では、正面から見た際の商品棚６０の右下のスペースには、単品
商品６である一の種類の菓子が陳列されており、当該一の種類の菓子には一の電子棚札５
が対応付けられている。
【００３１】
　なお、図４に示されるように、一の商品グループ６００を陳列するスペースが大きい場
合には、当該一の商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に対して、共通の複数
の電子棚札５（図４では２つの電子棚札５）が対応付けられることもある。また、一の種
類の単品商品６が陳列されるスペースが大きい場合には、当該一の種類の単品商品６に対
して複数の電子棚札５が対応付けられることもある。図２，３の場合及び図４の場合のい
ずれの場合であっても、一の電子棚札５について見れば、一の商品グループ６００を構成
する複数種類のグループ商品６に対応付けられるか、一の種類の単品商品６に対応付けら
れるかのどちらかとなる。
【００３２】
　本実施の形態１では、各電子棚札５は、商品６の配置換えなどに対応できるように、商
品棚６０のフレーム６１から取り外し可能に構成されており、フレーム６１から取り外し
て別の位置に再配置することができる。
【００３３】
　次に、本実施の形態１に係る商品管理システム１００の構成について詳細に説明する。
図１に示されるように、商品管理システム１００は、電子棚札システム１とともに、スト
アコントローラ２およびＰＯＳシステム３を備えている。ＰＯＳシステム３が備えるＰＯ
Ｓサーバ３１及び電子棚札システム１が備えるＥＳＬサーバ１０は、ＬＡＮ２１を介して
ストアコントローラ２に接続されている。これにより、ストアコントローラ２、ＰＯＳシ
ステム３及び電子棚札システム１の間で相互にデータ通信が可能とされている。
【００３４】
　ストアコントローラ２は一般的なコンピュータで構成され、商品管理システム１００を
統括的に管理する装置として機能する。また、ストアコントローラ２はインターネットな
どの外部ネットワークに接続されており、外部ネットワークを介して、店舗を統括管理す
る本部センターに配置されたサーバ装置等のコンピュータと通信可能とされている。
【００３５】
　ＰＯＳシステム３は、商品６の販売に係る情報をその販売時点において収集して分析す
るシステムであり、ＰＯＳシステム３を統括的に管理するＰＯＳサーバ３１とともに、商
品６の精算を行う複数のレジスタ３２を備えている。ＰＯＳサーバ３１と各レジスタ３２
とは専用の通信ケーブルで接続されている。
【００３６】
　ＰＯＳサーバ３１は一般的なコンピュータで構成され、そのハードディスクには、売価
などの商品６に係る各種の情報を示す商品マスタ３０１が記憶されている。複数のレジス
タ３２のそれぞれにおいては、商品マスタ３０１に登録されている売価に基づいて商品６
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の精算がなされる。
【００３７】
　店舗内の全商品６に係る情報は、この商品マスタ３０１により一元的に管理されている
。商品マスタ３０１に記載される情報には、商品コード、商品６の名称である商品名、通
常の売価である通常価格、特売における売価である特売価格、特売を実施する期間である
特売期間、販売数、在庫数、１回の発注で納品される数である発注数、商品６の品質を示
す品質情報などが含まれている。商品マスタ３０１に記載される商品情報は、通常、本部
センターのコンピュータからの指示（ストアコントローラ２に受信される情報）に基づい
て変更されるが、ＰＯＳサーバ３１を直接操作して商品情報を変更することも可能とされ
ている。
【００３８】
　電子棚札システム１は、上述した複数の電子棚札５と、情報配信装置４０と、電子棚札
５の表示を切り替える際に使用される可搬性のリモコン１６０と、電子棚札５と商品６と
をデータ的に対応付ける際に使用される可搬性の情報処理端末１８０とを備えている。リ
モコン１６０からは赤外線信号が出力され、これを電子棚札５が受信することによって、
当該電子棚札５の表示が切り替わる。
【００３９】
　情報配信装置４０は、ＥＳＬサーバ１０と、ベースステーション４１と、複数の通信装
置４とを備えている。各通信装置４は電子棚札５と赤外線通信を行う。ベースステーショ
ン４１は、ＥＳＬサーバ１０及び各通信装置４に接続され、ＥＳＬサーバ１０と各通信装
置４との間の信号の中継器として機能する。各通信装置４は、ＥＳＬサーバ１０からの商
品情報をベースステーション４１を通じて受け取り、受け取った商品情報を含む赤外線信
号を電子棚札５に送信する。また、各通信装置４は、電子棚札５から送信される赤外線信
号を受信する。複数の通信装置４は、販売スペース９０内に配置された全ての電子棚札５
と通信可能なように、販売スペース９０の天井などに略一定距離ごとに配置されている。
【００４０】
　ＥＳＬサーバ１０は、電子棚札システム１を統括的に管理するサーバ装置であり、店舗
内の販売スペース９０とは別室のバックヤードに配置される。図５はＥＳＬサーバ１０の
構成を示す図である。ＥＳＬサーバ１０のハードウェアとしての構成は一般的なコンピュ
ータと同様である。図５に示されるように、ＥＳＬサーバ１０は、各種演算処理を行うＣ
ＰＵ１１、ブートプログラム等を記憶するＲＯＭ１２、演算処理の作業領域となるＲＡＭ
１３、プログラムや各種のデータファイルなどを記憶するハードディスク１４、各種表示
を行う表示部１５、キーボードおよびマウスなどで構成される操作部１６、ＬＡＮ２１を
介したデータ通信機能を有するデータ通信部１７を備えている。さらに、ＥＳＬサーバ１
０は、インターフェイス部１８を介してベースステーション４１に接続され、電子棚札５
に送信すべきデータはインターフェイス部１８を介してベースステーション４１に伝達さ
れる。
【００４１】
　ＥＳＬサーバ１０のハードディスク１４には、専用の動作プログラムが予め記憶されて
おり、この動作プログラムに従ってＣＰＵ１１が演算処理を行うことにより、ＥＳＬサー
バ１０としての各種機能が実現される。また、ＥＳＬサーバ１０のハードディスク１４に
は、商品ファイル１０１、リンクファイル１０２及びグループファイル１０３が記憶され
ている。
【００４２】
　商品ファイル１０１は、商品６に関する各種の情報を示すデータファイルである。図６
は商品ファイル１０１の例を示す図である。図６に示されるように、商品ファイル１０１
はテーブル形式となっており、複数のレコード１０１ａのそれぞれが、一の種類の商品６
に係る商品情報を示している。具体的には、各レコード１０１ａごとに、商品コード、商
品名、通常価格、特売価格、特売期間、販売数、在庫数、発注数及び品質情報などが登録
されている。これらの情報は、上述したＰＯＳシステム３に記憶された商品マスタ３０１
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と同様の情報であり、ＥＳＬサーバ１０とＰＯＳシステム３との通信により商品マスタ３
０１の情報に基づいて登録される。このため、商品ファイル１０１の情報と商品マスタ３
０１の情報とは内容が一致する。
【００４３】
　なお、図６において、商品コード「１００２０１」、「１００２０２」及び「１００２
０３」でそれぞれ特定される複数種類の商品６は一の商品グループ６００を構成しており
、商品コード「１００３０１」、「１００３０２」及び「１００３０３」でそれぞれ特定
される複数種類の商品６は一の商品グループ６００を構成している。また、商品コード「
１５０６０１」、「１５０６０２」及び「１５０６０３」でそれぞれ特定される複数種類
の商品６は一の商品グループ６００を構成しており、商品コード「１５０７０１」及び「
１５０７０２」でそれぞれ特定される複数種類の商品６は一の商品グループ６００を構成
している。各商品グループ６００では、それを構成する複数種類の商品６の間で通常価格
、特売価格等が共通となっている。
【００４４】
　リンクファイル１０２は、電子棚札５と商品６とをデータ的に対応付けるデータファイ
ルである。図７はリンクファイル１０２の例を示す図である。図７に示されるように、リ
ンクファイル１０２はテーブル形式となっており、各レコード１０２ａは、一の商品コー
ドと一の装置コードとを対応付けて示している。ここで、装置コードとは、電子棚札５を
識別するための棚札識別情報であって、電子棚札システム１が備える複数の電子棚札５の
それぞれに固有の情報である。本実施の形態１に係るリンクファイル１０２では、店舗で
取り扱われる全種類の商品６についての商品コードのそれぞれに対して、一の装置コード
が対応付けられている。このようなリンクファイル１０２によって、各単品商品６に対し
て電子棚札５がデータ的に対応付けられるとともに、各グループ商品６に対して電子棚札
５がデータ的に対応付けられる。そして、リンクファイル１０２中の装置コードが利用さ
れることにより、商品６の売価等の商品情報が、その商品６に対応する電子棚札５に対し
て送信されるようになっている。
【００４５】
　グループファイル１０３は、商品グループ６００と商品６とを対応付けるデータファイ
ルである。図８はグループファイル１０３の例を示す図である。図８に示されるように、
複数のグループ番号のそれぞれに対して、当該グループ番号で特定される商品グループ６
００を構成する複数種類の商品６をそれぞれ識別するための複数の商品コードが対応付け
られている。つまり、グループファイル１０３では、商品グループ６００ごとに、一の商
品グループ６００を識別するためのグループ番号と、当該一の商品グループ６００を構成
する複数種類の商品６をそれぞれ識別するための複数の商品コードとが対応付けて示され
ている。
【００４６】
　以上の構成を有するＥＳＬサーバ１０は、各電子棚札５に送信する送信データをＣＰＵ
１１で生成し、当該送信データをインターフェイス部１８及びベースステーション４１を
通じて各通信装置４に出力する。各通信装置４は、入力された送信データを含む通信信号
を、自身が通信可能な各電子棚札５に出力する。具体的には、各通信装置４は、入力され
た送信データで変調した赤外線信号を送信する。これにより、販売スペース９０に配置さ
れた各電子棚札５に対して同一の送信データが情報配信装置４０から入力される。ＥＳＬ
サーバ１０から送信される送信データには、商品ファイル１０１中の通常価格や特売価格
などの商品情報や、装置コードなどが含まれている。
【００４７】
　また、ＬＡＮ２１には、無線ＬＡＮ用の電波中継器たるアクセスポイント（ＡＰ）１７
０が接続されており、情報処理端末１８０は、アクセスポイント１７０を通じてＬＡＮ２
１に接続することが可能である。したがって、情報処理端末１８０は、ＬＡＮ２１を通じ
て、ストアコントローラ２、ＰＯＳサーバ３１及びＥＳＬサーバ１０と通信することが可
能である。
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【００４８】
　図９は情報処理端末１８０の構成を示す図である。図９に示されるように、情報処理端
末１８０は、各種演算処理を行うＣＰＵ１８１、ＲＯＭやＲＡＭなどで構成された、各種
情報を記憶する記憶部１８２、各種表示を行う表示部１８３、複数の操作ボタンで構成さ
れた操作部１８４、バーコードが示す情報を取得するバーコードリーダ１８５及び無線Ｌ
ＡＮを用いた無線通信によるデータ通信機能を有する無線ＬＡＮ通信部１８６を備えてい
る。
【００４９】
　情報処理端末１８０は、無線ＬＡＮ通信部１８６の機能により、ＡＰ１７０及びＬＡＮ
２１を通じて、ストアコントローラ２、ＰＯＳサーバ３１及びＥＳＬサーバ１０との間で
データ通信を行うことができる。店舗の店員は、情報の入力を受け付ける入力部として機
能する操作部１８４及びバーコードリーダ１８５を利用して、情報処理端末１８０に各種
情報を入力することができる。情報処理端末１８０の記憶部１８２には、専用のプログラ
ムが予め記憶されており、このプログラムに従ってＣＰＵ１８１が演算処理を行うことに
より、情報処理端末１８０としての各種機能が実現される。
【００５０】
　このような情報処理端末１８０は、ハンディターミナルのように専用の可搬性装置とし
て構成されてもよく、バーコードリーダを接続したノートパソコンやＰＤＡなどの汎用の
可搬性コンピュータで構成されてもよい。
【００５１】
　次に電子棚札５の構成について詳細に説明する。図１０は電子棚札５の構成を示す図で
ある。図１０に示されるように、電子棚札５の前面には、各種情報を表示するディスプレ
イ５１が配置されている。また、電子棚札５には、その前面から視認できるように、通信
装置４との通信を行う通信部５４が配置されている。
【００５２】
　通信部５４は、赤外線信号を出力する発光部５２と、通信装置４及びリモコン１６０か
らの赤外線信号を受信し、それを電気信号に変換して出力する受光部５３とを備えている
。データを送信する送信部として機能する発光部５２は例えばＬＥＤで構成されており、
データを受信する受信部として機能する受光部５３は、例えばフォトダイオード及びアン
プで構成されている。
【００５３】
　ディスプレイ５１は、その表示画面がマトリクス状に配列された複数の画素で構成され
た、ドットマトリクス方式の不揮発性表示部であって、例えば電子ペーパで構成されてい
る。電子ペーパ等の不揮発性表示部では、駆動電力を与えることなく表示内容を保持する
ことができる。ディスプレイ５１は、ドットマトリクス方式の表示部であるため、商品６
の売価などを示す数値のみならず、文字、記号、図形などを表示することができる。
【００５４】
　ディスプレイ５１には、図１０に示されるように、自装置が対応付けられた商品６の売
価５１ａとともに、その商品６の商品名５１ｂが表示される。また、ディスプレイ５１に
は、自装置が対応付けられた商品６についての品質情報５１ｃも表示される。
【００５５】
　電子棚札５の内部には、当該電子棚札５の電源を供給する小型の電池５６と、当該電子
棚札５の動作を統括的に制御する制御部５７とが設けられている。制御部５７はＣＰＵや
メモリ５７ａなどで構成されている。メモリ５７ａには、ディスプレイ５１に表示すべき
売価や商品名などの各種情報や、自装置の装置コードが記憶される。通信装置４から出力
された赤外線信号は、通信部５４において電気信号に変換されて、その後、制御部５７に
入力される。制御部５７は、入力された電気信号に対して復調処理を行ってＥＳＬサーバ
１０からの送信データを取得し、当該送信データに含まれる売価や商品名などの情報を一
旦メモリ５７ａに記憶する。そして、制御部５７は、ディスプレイ５１を制御して、メモ
リ５７ａ内の各種情報をディスプレイ５１に表示させる。このように、制御部５７は、デ
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ィスプレイ５１の表示を制御する表示制御部として機能する。
【００５６】
　また電子棚札５は、ディスプレイ５１の表示を切り替えることによって、図１０に示さ
れる情報以外に、販売数、発注数、特売期間などの商品情報を表示することが可能である
。さらに、電子棚札５は、表示を切り替えることによって、自身に割り当てられた装置コ
ードを表示することができる。ディスプレイ５１の表示は、リモコン１６０から出力され
る赤外線信号の種類に応じて切り替わる。リモコン１６０は、図示しない複数の操作ボタ
ンを有しており、当該複数の操作ボタンに対する外部からの操作に応じて複数種類の赤外
線信号を送信することが可能である。リモコン１６０から送信された赤外線信号が電子棚
札５の受光部５３で受信されると、電子棚札５の制御部５７は、受光部５３で受信された
赤外線信号の種類に応じてディスプレイ５１の表示を切り替える。
【００５７】
　図１１は、電子棚札５の表示が自装置の装置コードを示す表示に切り替えられた様子を
示す図である。図１１に示されるように、ディスプレイ５１には、装置コードを数字で表
す文字列５１ｄと、装置コードを示すバーコード５１ｅとが当該バーコード５１ｅが延び
る方向に並んで表示されるとともに、「装置コード」という文字列５１ｆが表示される。
【００５８】
　＜システム導入時等における各電子棚札への商品情報の最初の送信＞
　次に、システム導入時等において販売スペース９０内の各電子棚札５に対して初めて商
品情報が送信される際の本実施の形態１に係る電子棚札システム１の動作について説明す
る。図１２は当該動作を示すフローチャートである。
【００５９】
　図１２に示されるように、まず、ＥＳＬサーバ１０のＣＰＵ１１は、リンクファイル１
０２の一のレコード１０２ａ（例えば先頭のレコード１０２ａ）を参照し、当該一のレコ
ード１０２ａから一の種類の商品６に係る商品コードと当該商品コードに対応付けられて
いる装置コードとを取得する（ステップｓ１）。
【００６０】
　次に、ＣＰＵ１１は、商品ファイル１０１から、取得した商品コードに対応付けられて
いる商品情報であって、電子棚札５に表示する商品情報を取得する（ステップｓ２）。そ
して、ＣＰＵ１１は、取得した商品情報と装置コードとを含む送信データを生成してイン
ターフェイス部１８を通じて送信する（ステップｓ３）。ＥＳＬサーバ１０から送信され
た送信データは、ベースステーション４１を通じて各通信装置４に入力され、各通信装置
４は、入力された送信データを含む赤外線信号を送信する。
【００６１】
　通信装置４から送信された赤外線信号は、電子棚札５の通信部５４において受信されて
電気信号に変換される（ステップｓ４）。制御部５７は、通信部５４で得られた電気信号
に対して復調処理を行って、ＥＳＬサーバ１０からの送信データを取得する。制御部５７
は、得られた送信データ中の装置コードが、メモリ５７ａ内に予め記憶された自装置の装
置コードと一致するか否かを判定する。制御部５７は、取得した装置コードが自装置のも
のと一致しない場合は、受信した赤外線信号は他の電子棚札５のための信号と判断し、処
理を終了する。一方で、制御部５７は、取得した装置コードが自装置のものと一致した場
合は、受信した赤外線信号は自装置のための信号と判断し、得られた送信データ中の商品
情報をメモリ５７ａに記憶する。そして、制御部５７は、メモリ５７ａ内の商品情報をデ
ィスプレイ５１に表示させる（ステップｓ５）。これにより、電子棚札５では図１０のよ
うな画面が表示される。
【００６２】
　制御部５７は、ディスプレイ５１にＥＳＬサーバ１０からの商品情報を表示すると、Ｅ
ＳＬサーバ１０からの送信データを正常に受け取った旨を示すＡＣＫ情報を含む赤外線信
号を発光部５２に出力させる（ステップｓ６）。この赤外線信号は、通信装置４で電気信
号に変換されて、当該電気信号に含まれるＡＣＫ情報は、ベースステーション４１及びイ
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ンターフェイス部１８を通じてＣＰＵ１１に入力される（ステップｓ７）。
【００６３】
　ＥＳＬサーバ１０のＣＰＵ１１は、ステップｓ３での商品情報の送信から所定時間内に
電子棚札５からのＡＣＫ情報が入力されると、再度ステップｓ１を行う。ここでは、それ
までに参照されたレコード１０２ａに登録されている装置コードとは別の装置コードが登
録されているレコード１０２ａが参照され、当該レコード１０２ａに係る商品コード及び
装置コードが取得される。以後、同様の処理が電子棚札システム１で行われる。
【００６４】
　一方で、ＣＰＵ１１が商品情報を送信してから所定時間内にＣＰＵ１１にＡＣＫ情報が
入力されない場合には、ＥＳＬサーバ１０では再度ステップｓ３が実行されて、商品情報
の再送が行われる。これにより、対象の電子棚札５に対して確実に商品情報を送信できる
。その後、ＣＰＵ１１は、ＡＣＫ情報を受け取ると、再度ステップｓ１を行う。ここでは
、それまでに参照されたレコード１０２ａに登録されている装置コードとは別の装置コー
ドが登録されているレコード１０２ａが参照される。
【００６５】
　以上のような処理が電子棚札システム１で繰り返して行われることによって、リンクフ
ァイル１０２に登録されている全ての電子棚札５に対して、対応する商品６に係る商品情
報が送信されて、当該全ての電子棚札５は、対応する商品６に係る商品情報を表示する。
このとき、一の商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に対応付けられている電
子棚札５、言い換えれば、リンクファイル１０２において、自装置の装置コードが登録さ
れたレコード１０２ａが複数存在する電子棚札５は、当該複数種類の商品６に共通の商品
情報を表示する。
【００６６】
　なお、図６に示されるように、同じ商品グループ６００に属する複数種類の商品６の間
では、商品ファイル１０１に登録されている商品名（例えば、「セーター・Ｓサイズ」、
「セーター・Ｍサイズ」、「セーター・Ｌサイズ」）は互いに異なっているが、当該複数
種類の商品６に対応付けられた電子棚札５には、それらの商品名のうち共通の部分（例え
ば、「セーター」の部分）だけがＥＳＬサーバ１０から送信されて表示される。
【００６７】
　また、電子棚札システム１が上述のステップｓ１～ステップｓ７と同様に動作すること
によって、電子棚札５が表示する、ある商品６についての商品情報を、商品ファイル１０
１に登録されている他の商品情報に変更することができる。例えば、電子棚札５が表示す
る、ある商品６の売価を通常価格から特売価格に変更する場合には、まず、ＥＳＬサーバ
１０のＣＰＵ１１は、対象の商品６に係る商品コードが登録されている、リンクファイル
１０２の一のレコード１０２ａを参照して、当該一のレコード１０２ａに登録されている
装置コードを取得する（ステップｓ１に相当）。次に、ＣＰＵ１１は、対象の商品６の商
品コードが登録されている、商品ファイル１０１の一のレコード１０１ａを参照して、当
該一のレコード１０１ａから特売価格を取得する（ステップｓ２に相当）。そして、ＣＰ
Ｕ１１は、取得した装置コード及び特売価格を含む送信データを生成する。この送信デー
タは、インターフェイス部１８、ベースステーション４１及び通信装置４を通じて電子棚
札５に送信される（ステップｓ３に相当）。その後、上述のステップｓ４～ｓ７と同様の
処理が電子棚札システム１で行われることにより、対象の商品６に対応付けられている電
子棚札５が表示する売価が通常価格から特売価格に変更される。
【００６８】
　＜電子棚札が表示する商品情報の更新＞
　次に、電子棚札５が表示する商品情報が更新される際の本実施の形態１に係る電子棚札
システム１の動作について説明する。図１３は、当該動作を示すフローチャートである。
【００６９】
　図１３に示されるように、ＥＳＬサーバ１０にとっての上位サーバであるＰＯＳサーバ
３１から、ＥＳＬサーバ１０に対して、一の種類の商品６に係る商品コードと、当該商品
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６についての、電子棚札５が新たに表示する対象の商品情報とがＬＡＮ２１を通じて入力
される（ステップｓ２１）。ＥＳＬサーバ１０に入力された商品コードと商品情報とは、
データ通信部１７を通じてＣＰＵ１１に入力される。
【００７０】
　ここで、本実施の形態１に係るＰＯＳサーバ３１は、商品マスタ３０１内の単品商品６
についての商品情報が更新されると、更新後の商品情報（電子棚札５が新たに表示する対
象の商品情報）と、当該単品商品６に係る商品コードとをＥＳＬサーバ１０に送信する。
【００７１】
　一方で、ＰＯＳサーバ３１は、商品マスタ３０１において、一の商品グループ６００を
構成する複数種類の商品６に共通の商品情報（例えば、通常価格や特売価格）が更新され
ると、更新後の商品情報と、当該複数種類の商品６のうちのいずれか一種類だけの商品６
に係る商品コードとを送信する。例えば、商品マスタ３０１において、一の商品グループ
６００を構成する、「セーター・Ｓサイズ」の商品６、「セーター・Ｍサイズ」の商品６
及び「セーター・Ｌサイズ」の商品６に共通の通常価格が更新されると、更新後の通常価
格と、「セーター・Ｓサイズ」の商品６、「セーター・Ｍサイズ」の商品６及び「セータ
ー・Ｌサイズ」の商品６のうちの一の商品６に係る商品コード(例えば、「セーター・Ｓ
サイズ」の商品コード「１００２０１」）とがＰＯＳサーバ３１から送信される。
【００７２】
　次に、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードに対応付けられている、商品ファイル１０
１内の商品情報を、入力された新たな商品情報で更新する（ステップｓ２２）。このとき
、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードが、グループ商品６に係る商品コードであれば、
入力された商品コードに係る商品６が属する商品グループ６００の他の種類の商品６に係
る商品情報も、入力された新たな商品情報で更新する。具体的には、ＣＰＵ１１は、グル
ープファイル１０３において入力された商品コードが登録されている場合には、グループ
ファイル１０３を参照して、入力された商品コードと同じグループ番号が対応付けられて
いる他の商品コードを特定する。この特定された商品コードが、ＣＰＵ１１に入力された
商品コードに係る商品６が属する商品グループ６００の他の種類の商品６に係る商品コー
ドである。そして、ＣＰＵ１１は、特定した商品コードに対応付けられている、商品ファ
イル１０１内の商品情報を、入力された新たな商品情報で更新する。これにより、共通の
電子棚札５が対応付けられた複数種類の商品６のすべてについて、商品ファイル１０１内
の商品情報が更新される。
【００７３】
　次に、ＣＰＵ１１は、リンクファイル１０２を参照して、入力された商品コードに対応
付けられている装置コードを特定する（ステップｓ２３）。つまり、ＣＰＵ１１は、入力
された商品コードに係る商品６に対応付けられている電子棚札５を特定する。そして、Ｃ
ＰＵ１１は、特定した装置コードに係る電子棚札５に対して、入力された新たな商品情報
を送信する（ステップｓ２４）。つまり、ＣＰＵ１１は、特定した装置コードと新たな商
品情報とを含む送信データを、インターフェイス部１８及びベースステーション４１を通
じて各通信装置４に入力し、各通信装置４に当該送信データを送信させる。
【００７４】
　電子棚札５では、ＥＳＬサーバ１０からの信号を通信部５４が受信すると、制御部５７
は、当該信号に含まれる装置コードと、自身が記憶する装置コードとを比較し、両装置コ
ードが一致すると、通信部５４が受信した信号に含まれる新たな商品情報をメモリ５７ａ
に記憶する。そして、制御部５７は、メモリ５７ａ内の新たな商品情報をディスプレイ５
１に表示させる（ステップｓ２５）。これにより、電子棚札５の表示が更新される。その
後、制御部５７は、ＡＣＫ情報を含む赤外線信号を発光部５２に出力させる。
【００７５】
　このように、本実施の形態１に係る電子棚札システム１では、一の商品グループ６００
を構成する複数種類の商品６に共通の電子棚札５が表示する商品情報がＰＯＳサーバ３１
からＥＳＬサーバ１０に入力される際には、当該複数種類の商品６すべての商品コードが
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ＰＯＳサーバ３１からＥＳＬサーバ１０に入力されるのではなく、当該複数種類の商品６
のいずれか一つの種類の商品６のみの商品コードがＰＯＳサーバ３１からＥＳＬサーバ１
０に入力される。
【００７６】
　＜商品と電子棚札との対応付け＞
　本電子棚札システム１を店舗に導入する際には、店舗で取り扱う商品６と電子棚札５と
をデータ的に対応付ける処理、具体的には、商品コードと装置コードとを対応付ける処理
が電子棚札システム１で行われる。また、販売する商品６の変更が生じた場合には、店舗
で新たに取り扱う商品６と電子棚札５とをデータ的に対応付ける処理が電子棚札システム
１で行われる。この対応付け処理では情報処理端末１８０が利用される。
【００７７】
　図１４は、商品６と電子棚札５とがデータ的に対応付けられる際の本電子棚札システム
１の動作を示すフローチャートである。なお、対応付け処理の前には、対応付け対象とな
る商品６は、図２～４の如く、販売に供する状態と同様に商品棚６０に配置される。また
、電子棚札５としては、商品６に未対応のもの用意される。電子棚札５は、商品６に未対
応の場合には、上述の図１１のように、自身の装置コードを文字列５１ｄ及びバーコード
５１ｅで表示するようになっている。
【００７８】
　まず、商品６に未対応の電子棚札５と情報処理端末１８０が、作業者によって、対応付
け対象となる商品６が配置された商品棚６０の前まで運ばれる。そして、電子棚札５は、
作業者によって、対応付け対象の商品６の近傍において商品棚６０に取り付けられる。
【００７９】
　次に、情報処理端末１８０の操作部１８４に対して作業者が所定の操作を行うと、操作
部１８４はその操作情報をＣＰＵ１８１に入力する。そして、ＣＰＵ１８１は、情報処理
端末１８０の処理モードを、対応付けを行うための「リンクモード」に設定する。
【００８０】
　次に、情報処理端末１８０が作業者に操作されることによって、バーコードリーダ１８
５が、電子棚札５に表示された、装置コードを示すバーコード５１ｅを読み取ると、その
装置コードはバーコードリーダ１８５を通じてＣＰＵ１８１に入力される（ステップｓ３
１）。バーコード５１ｅは電子棚札５の前面のディスプレイ５１に表示されるため、電子
棚札５が商品棚６０に取り付けられた状態で、情報処理端末１８０は当該電子棚札５から
装置コードを取得することができる。
【００８１】
　さらに、情報処理端末１８０が作業者に操作されることによって、バーコードリーダ１
８５が、商品棚６０に載置された商品６に付されたバーコードを読み取ると、当該バーコ
ードが示す商品コードはバーコードリーダ１８５を通じてＣＰＵ１８１に入力される（ス
テップｓ３１）。
【００８２】
　なお、情報処理端末１８０が装置コードと商品コードとを取得する順番は特には限定さ
れず、情報処理端末１８０は、商品コードを先行して取得した後に、装置コードを取得し
ても良い。つまり、情報処理端末１８０が、商品コードを先に取得するか、装置コードを
先に取得するかは問わない。
【００８３】
　また、電子棚札５に装置コードを表示する代りに、装置コードをラベルや印刷などによ
って電子棚札５に付しても良い。この場合には、電子棚札５の前面に、装置コードを示す
バーコードを付すことによって、電子棚札５が装置コードを表示する場合と同様に、電子
棚札５が商品棚６０に取り付けられた状態で、情報処理端末１８０は電子棚札５から装置
コードを取得することができる。装置コードが電子棚札５の裏面に付される場合には、情
報処理端末１８０は、商品棚６０に取り付けられていない状態の電子棚札５から装置コー
ドを取得することになる。
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【００８４】
　ＣＰＵ１８１に入力された装置コード及び商品コードは、無線ＬＡＮ通信部１８６から
ＡＰ１７０を通じてＥＳＬサーバ１０に送信され、ＥＳＬサーバ１０のデータ通信部１７
に入力される（ステップｓ３２）。データ通信部１７に入力された装置コード及び商品コ
ードはＣＰＵ１１に入力される。
【００８５】
　ＥＳＬサーバ１０では、ＣＰＵ１１に装置コード及び商品コードが入力されると、ＣＰ
Ｕ１１は、入力された商品コードがリンクファイル１０２に既に登録されていないかを確
認する（ステップｓ３３）。ＣＰＵ１１は、入力された商品コードがリンクファイル１０
２に既に登録されていないと判定すると、グループファイル１０３を使用して、入力され
た商品コードで特定される商品６が単品商品６かグループ商品６かを判定する（ステップ
ｓ３４）。具体的には、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードがグループファイル１０３
に登録されていない場合には、当該商品コードに係る商品６が単品商品６であると判定し
、登録されている場合には、当該商品コードに係る商品６をグループ商品６であると判定
する。
【００８６】
　ＣＰＵ１１は、入力された商品コードに係る商品６が単品商品６であると判定すると、
入力された商品コード及び装置コードを対応付けて示す一のレコード１０２ａをリンクフ
ァイル１０２に生成する（ステップｓ３５）。その後、ＥＳＬサーバ１０ではステップｓ
３８が実行される。
【００８７】
　一方で、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードに係る商品６がグループ商品６であると
判定すると、グループファイル１０３を参照して、入力された商品コードに対応付けられ
ているグループ番号を特定する。そして、ＣＰＵ１１は、グループファイル１０３を参照
して、特定したグループ番号に対応付けられている、入力された商品コード以外の商品コ
ードをすべて特定する。これにより、ＥＳＬサーバ１０では、入力された商品コードで特
定される商品６と同じ商品グループ６００に属する他のすべての商品６に係る商品コード
が特定される。ＣＰＵ１１は、入力された商品コード及び当該商品コードに係る商品６と
同じ商品グループ６００に属する他のすべての商品６に係る商品コードと、入力された装
置コードとを対応付けて示す対応付け情報を生成する（ステップｓ３６）。具体的には、
ＣＰＵ１１は、入力された商品コード及び当該商品コードに係る商品６と同じ商品グルー
プ６００に属する他のすべての商品６に係る商品コードのそれぞれについて、当該商品コ
ードと、入力された装置コードとを対応付けて示す一のレコード１０２ａをリンクファイ
ル１０２に生成する。これにより、ＥＳＬサーバ１０では、入力された商品コード及び装
置コードが対応付けられるだけでなく、入力された商品コードに係る商品６と同じ商品グ
ループ６００に属する他の種類の商品６に係る商品コードと、入力された装置コードとが
対応付けられる。その後、ＥＳＬサーバ１０ではステップｓ３８が実行される。
【００８８】
　ＣＰＵ１１は、ステップｓ３３において、入力された商品コードが商品ファイル１０１
にすでに登録されていると判定すると、入力された商品コードに関するレコード１０２ａ
を生成せずに処理を終了する（ステップｓ３７）。これにより、商品ファイル１０１にお
いてすでに生成されているレコード１０２ａと全く同じ情報を含む無駄なレコード１０２
ａが生成されることを防止できる。
【００８９】
　このように、本実施の形態１では、商品グループ６００を構成する複数種類の商品６の
うちの一の種類の商品６に係る商品コードと装置コードをＥＳＬサーバ１０のデータ通信
部１７に入力するだけで、ＥＳＬサーバ１０においては、当該複数種類の商品６のすべて
に係る商品コードと装置コードとが対応付けられる。つまり、作業者が、情報処理端末１
８０を利用して、商品グループ６００を構成する複数種類の商品６のうちの一の種類の商
品６と電子棚札５とを対応付ける処理を行うだけで、ＥＳＬサーバ１０においては、当該
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複数種類の商品６のすべてと電子棚札５とがデータ的に対応付けられる。
【００９０】
　ステップｓ３８では、ＣＰＵ１１が、商品ファイル１０１から、入力された商品コード
に対応付けられている商品情報であって、電子棚札５に表示する商品情報を取得する。そ
して、ＣＰＵ１１は、取得した商品情報と、入力された装置コードとを含む送信データを
インターフェイス部１８及びベースステーション４１を通じて各通信装置４に送信する。
各通信装置４は、入力された送信データを含む信号を送信する。
【００９１】
　商品６に対応付けられた電子棚札５では、ＥＳＬサーバ１０からの信号を通信部５４が
受信すると、制御部５７は、当該信号に含まれる装置コードと、自身が記憶する装置コー
ドとを比較し、両装置コードが一致すると、通信部５４が受信した信号に含まれる商品情
報をメモリ５７ａに記憶する。そして、制御部５７は、メモリ５７ａ内の商品情報をディ
スプレイ５１に表示させる（ステップｓ３９）。これにより、商品６との対応付けが完了
した電子棚札５の表示が、図１１の表示から図１０の表示に切り替わる。その後、制御部
５７は、ＡＣＫ情報を含む赤外線信号を発光部５２に出力させる。
【００９２】
　以上のように、本実施の形態１に係る電子棚札システム１では、グループ商品６と電子
棚札５とを対応付ける処理が行われる際には、ＥＳＬサーバ１０のデータ通信部１７に対
して、一の商品グループ６００に含まれる一の種類の商品６に係る商品コードと、電子棚
札５に係る装置コードとが入力される（ステップｓ３２）。例えば、グループ番号「０３
１」で特定される一の商品グループ６００に含まれる「ラムネ菓子・赤パッケージ」の商
品６に係る商品コード「１５０６０１」と、電子棚札５に係る装置コード「９９０６０１
」とがデータ通信部１７に入力される。
【００９３】
　そして、当該電子棚札５の表示を更新する処理が行われる際には、当該一の商品グルー
プ６００を構成する複数種類の商品６に共通の商品情報と、当該商品グループ６００に含
まれる一の種類の商品６に係る商品コードとが入力される（ステップｓ２１）。例えば、
グループ番号「０３１」で特定される一の商品グループ６００を構成する、「ラムネ菓子
・赤パッケージ」の商品６、「ラムネ菓子・青パッケージ」の商品６及び「ラムネ菓子・
黄パッケージ」の商品６に共通の通常価格と、「ラムネ菓子・黄パッケージ」の商品６に
係る商品コード「１５０６０３」とがデータ通信部１７に入力される。
【００９４】
　ＥＳＬサーバ１０では、対応付け処理の際に入力された商品コード（「１５０６０１」
）及び装置コード（「９９０６０１」）と、グループファイル１０３とに基づいて、当該
商品コードに係る商品６が属する商品グループ６００を構成するすべての商品６に係る商
品コードと装置コードとを対応付けて示す対応付け情報（複数のレコード１０２ａ）が生
成される（ステップｓ３６）。そして、ＥＳＬサーバ１０では、生成した対応付け情報に
基づいて、電子棚札５の表示の更新処理の際に入力された商品コード（「１５０６０３」
）で特定される商品６（「ラムネ菓子・黄パッケージ」）が属する商品グループ６００を
構成する複数種類の商品６に共通の電子棚札５（上記例では、装置コード「９９０６０１
」の電子棚札５）が特定される（ステップｓ２３）。つまり、ＥＳＬサーバ１０では、対
応付け処理の際に入力された商品コード及び装置コードとグループファイル１０３とに基
づいて、電子棚札５の表示の更新処理の際に入力された商品コードで特定される商品６が
属する商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に共通の電子棚札５が特定される
。
【００９５】
　したがって、ＥＳＬサーバ１０では、対応付け処理及び電子棚札５の表示の更新処理の
それぞれにおいて、一の商品グループ６００のうち、どの種類の商品６についての商品コ
ードが入力されたとしても、ステップｓ２３において、当該一の商品グループ６００を構
成する複数種類の商品６に共通の電子棚札５を特定することができる。よって、対応付け
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処理及び電子棚札５の表示の更新処理のそれぞれにおいて、一の商品グループ６００のう
ち、どの種類の商品６についての商品コードがＥＳＬサーバ１０に入力されたとしても、
ステップｓ２５において、当該一の商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に共
通の商品情報を、当該複数種類の商品６に共通の電子棚札５に確実に表示させることがで
きる。また対応付け処理の際に、作業者は、一の商品グループ６００を構成する複数種類
の商品６のうちの一の種類の商品６に係る商品コードだけを情報処理端末１８０に入力す
るだけで良いことから、作業効率が飛躍的に向上する。
【００９６】
　また、本実施の形態１に係る対応付け処理においては、ＥＳＬサーバ１０では、対応付
け処理の際に入力された商品コードで特定される商品６と同じ商品グループ６００に属す
る他の種類の商品６についての商品コードがグループファイル１０３に基づいて特定され
る。そして、ＥＳＬサーバ１０では、特定された商品コード及び入力された商品コードと
装置コードとを対応付けて示す対応付け情報が生成される（ステップｓ３６）。したがっ
て、一の商品グループ６００のうち、どの種類の商品６についての商品コードが対応付け
処理の際にＥＬＳサーバ１０に入力されたとしても、当該一の商品グループ６００を構成
する全種類の商品６についての商品コードと装置コードとを対応付けることができる。よ
って、対応付け処理においてＥＳＬサーバ１０に入力された商品コードで特定される商品
６が属する商品グループ６００のうち、どの種類の商品６についての商品コードが、電子
棚札５の表示の更新処理でＥＳＬサーバ１０に入力されたとしても、ステップｓ２３にお
いて、当該商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に共通の電子棚札５を特定す
ることができる。その結果、対応付け処理及び電子棚札５の表示の更新処理のそれぞれに
おいて、一の商品グループ６００のうち、どの種類の商品６についての商品コードが入力
されたとしても、ステップｓ２５において、当該一の商品グループ６００を構成する複数
種類の商品６に共通の商品情報を、当該複数種類の商品６に共通の電子棚札５に確実に表
示させることができる。
【００９７】
　なお、図２～４の商品６の陳列例では、一の商品グループ６００を構成する複数種類の
商品６が同時に店舗に陳列されていたが、当該複数種類の商品６の間で店舗に陳列する商
品６が季節等によって入れ替えられる場合であっても、上述と同様にして、商品６と電子
棚札５との対応付け及び電子棚札５の表示の更新を行うことができる。
【００９８】
　例えば、グループ番号「０３２」で特定される商品グループ６００において、「チョコ
レート・赤パッケージ」の商品６（以後、単に「赤パッケージ商品６」と呼ぶ）がまず店
舗で販売されるようになり、上述のステップｓ３１において、赤パッケージ商品６に係る
商品コード「１５０７０１」と、一の電子棚札５の装置コード「９９０７０１」とが情報
処理端末１８０に入力されると、ステップｓ３６において、赤パッケージ商品６に係る商
品コード「１５０７０１」と装置コード「９９０７０１」とを対応付けて示す一のレコー
ド１０２ａと、「チョコレート・黒パッケージ」の商品６（以後、単に「黒パッケージ商
品６」と呼ぶ）に係る商品コード「１５０７０２」と装置コード「９９０７０１」とを対
応付けて示す一のレコード１０２ａとがリンクファイル１０２に生成される。このように
、ＥＳＬサーバ１０では、店舗で販売される一の種類の商品６の商品コードが入力される
と、当該商品コードに係るレコード１０２ａだけではなく、当該一の種類の商品６と同じ
商品グループ６００に属する、後に販売されるようになる他の種類の商品６に係る商品コ
ードについてのレコード１０２ａも生成される。
【００９９】
　その後、赤パッケージ商品６の代わりに黒パッケージ商品６が店舗で販売されるように
なり、上述のステップｓ２１において、上位サーバから黒パッケージ商品６に係る商品コ
ードと商品情報とがＥＳＬサーバ１０に入力されると、ステップｓ２３において、ＥＳＬ
サーバ１０は、リンクファイル１０２を参照して、黒パッケージ商品６に係る商品コード
に対応付けられている装置コードを特定する。そして、ＥＳＬサーバ１０は、ステップｓ
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２４において、特定した装置コードに係る電子棚札５に対して、上位サーバからの商品情
報を送信する。これにより、赤パッケージ商品６及び黒パッケージ商品６に共通の電子棚
札５に、上位サーバからの商品情報が表示される。
【０１００】
　このように、本実施の形態１に係る電子棚札システム１では、一の商品グループ６００
を構成する複数種類の商品６に関して、作業者が、店舗で最初に販売される一の種類の商
品６と電子棚札５とを対応付ける処理を情報処理端末１８０を使用して行い（ステップｓ
３１）、その後、店舗で販売される商品６の種類が変更となり、変更後の種類の商品６に
係る商品コードと商品情報とが上位サーバから送信される場合であっても（ステップｓ２
１）、当該商品情報を、当該一の商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に共通
の電子棚札５に確実に表示することができる。
【０１０１】
　実施の形態２．
　図１５，１６は、本発明の実施の形態２に係る電子棚札システム１の動作を示すフロー
チャートである。本実施の形態２に係る電子棚札システム１の構成は、上述の実施の形態
１に係る電子棚札システム１の構成と同様である。本実施の形態２に係る電子棚札システ
ム１は、実施の形態１に係る電子棚札システム１において、商品６と電子棚札５とがデー
タ的に対応付けられる際の動作と、電子棚札５が表示する商品情報が更新される際の動作
とが変更されたものである。図１５は、商品６と電子棚札５とがデータ的に対応付けられ
る際の本実施の形態２に係る電子棚札システム１の動作を示しており、図１６は、電子棚
札５が表示する商品情報が更新される際の本実施の形態２に係る電子棚札システム１の動
作を示している。以下に、本実施の形態２に係る電子棚札システム１について、実施の形
態１に係る電子棚札システム１との相違点を中心に説明する。
【０１０２】
　＜商品と電子棚札との対応付け＞
　図１５に示されるように、まずステップｓ４１において、上述のステップｓ３１と同様
に、バーコードリーダ１８５が、電子棚札５に表示された、装置コードを示すバーコード
５１ｅを読み取るとともに、商品棚６０に載置された商品６に付されたバーコードを読み
取る。これにより、電子棚札５が表示するバーコード５１ｅが示す装置コードと、商品６
に付されたバーコードが示す商品コードとが、バーコードリーダ１８５を通じてＣＰＵ１
８１に入力される。
【０１０３】
　ＣＰＵ１８１に入力された装置コード及び商品コードは、無線ＬＡＮ通信部１８６から
ＡＰ１７０を通じてＥＳＬサーバ１０に送信され、ＥＳＬサーバ１０のデータ通信部１７
に入力される（ステップｓ４２）。データ通信部１７に入力された装置コード及び商品コ
ードはＣＰＵ１１に入力される。
【０１０４】
　ＥＳＬサーバ１０では、ＣＰＵ１１が、入力された商品コードに係る商品６が単品商品
６であるかグループ商品６であるかを確認する（ステップｓ４３）。具体的には、ＣＰＵ
１１は、入力された商品コードがグループファイル１０３に登録されていない場合には、
入力された商品コードに係る商品６が単品商品６であると判定し、入力された商品コード
がグループファイル１０３に登録されている場合には、入力された商品コードに係る商品
６がグループ商品６であると判定する。
【０１０５】
　ＣＰＵ１１は、入力された商品コードに係る商品６が単品商品６であると判定すると、
入力された商品コードがリンクファイル１０２に登録されていないかを確認する（ステッ
プｓ４４）。ＣＰＵ１１は、入力された商品コードがリンクファイル１０２に登録されて
いないと判定すると、入力された装置コード及び商品コードを対応付けて示す一のレコー
ド１０２ａを商品ファイル１０１に生成する（ステップｓ４５）。一方で、ＣＰＵ１１は
、入力された商品コードがリンクファイル１０２に登録されていると判定すると、入力さ
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れた商品コードに関するレコード１０２ａを生成せずに処理を終了する（ステップｓ４６
）。
【０１０６】
　また、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードに係る商品６がグループ商品６であると判
定すると、入力された商品コードと、当該商品コードに係る商品６が属する商品グループ
６００の他の種類の商品６に係る商品コードとがリンクファイル１０２に登録されていな
いかを確認する（ステップｓ４４）。ＣＰＵ１１は、グループファイル１０３を参照して
、入力された商品コードに対応付けられているグループ番号を特定し、特定したグループ
番号に対応付けられている、入力された商品コード以外の商品コードを特定することによ
って、入力された商品コードに係る商品６が属する商品グループ６００の他の種類の商品
６に係る商品コードを特定することができる。ＣＰＵ１１は、入力された商品コードと、
当該商品コードに係る商品６が属する商品グループ６００の他の種類の商品６に係る商品
コードとがリンクファイル１０２に登録されていないと判定すると、入力された装置コー
ド及び商品コードを対応付けて示す一のレコード１０２ａを商品ファイル１０１に生成す
る（ステップｓ４５）。一方で、ＣＰＵ１１は、入力された商品コード、及び当該商品コ
ードに係る商品６が属する商品グループ６００の他の種類の商品６に係る商品コードのい
ずれかがリンクファイル１０２に登録されていると判定すると、入力された商品コードに
関するレコード１０２ａを生成せずに処理を終了する（ステップｓ４６）。
【０１０７】
　このようにＥＳＬサーバ１０が動作することによって、各商品グループ６００について
は、当該商品グループ６００を構成する複数種類の商品６のうちの一の種類の商品６に係
る商品コードだけがリンクファイル１０２に登録されるようになる。
【０１０８】
　図１７は本実施の形態２に係るリンクファイル１０２の例を示す図である。例えば、グ
ループ番号「０１０」に係る商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に係る商品
コードのうち、「セーター・Ｓサイズ」の商品６に係る商品コード「１００２０１」がＥ
ＳＬサーバ１０に最初に入力されると、図１７に示されるように、リンクファイル１０２
には、商品コード「１００２０１」を含むレコード１０２ａだけが生成され、当該商品グ
ループ６００に属する他の種類の商品６に係る商品コードを含むレコード１０２ａ、つま
り、「セーター・Ｍサイズ」の商品６に係る商品コード「１００２０２」を含むレコード
１０２ａ、及び「セーター・Ｌサイズ」の商品６に係る商品コード「１００２０３」を含
むレコード１０２ａは生成されない。
【０１０９】
　同様に、グループ番号「０１１」に係る商品グループ６００を構成する複数種類の商品
６に係る商品コードのうち、「カーディガン・Ｍサイズ」の商品６に係る商品コード「１
００３０２」がＥＳＬサーバ１０に最初に入力されると、図１７に示されるように、リン
クファイル１０２には、商品コード「１００３０２」を含むレコード１０２ａだけが生成
され、当該商品グループ６００に属する他の種類の商品６に係る商品コードを含むレコー
ド１０２ａ、つまり、「カーディガン・Ｓサイズ」の商品６に係る商品コード「１００３
０１」を含むレコード１０２ａ、及び「カーディガン・Ｌサイズ」の商品６に係る商品コ
ード「１００３０３」を含むレコード１０２ａは生成されない。
【０１１０】
　ステップｓ４５が実行されると、ＣＰＵ１１は、商品ファイル１０１から、入力された
商品コードに対応付けられている商品情報であって、電子棚札５に表示する商品情報を取
得する。そして、ＣＰＵ１１は、取得した商品情報と、入力された装置コードとを含む送
信データをインターフェイス部１８及びベースステーション４１を通じて各通信装置４に
送信する。各通信装置４は、入力された送信データを含む信号を送信する（ステップｓ４
７）。
【０１１１】
　商品６に対応付けられた電子棚札５では、ＥＳＬサーバ１０からの信号を通信部５４が
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受信すると、制御部５７は、当該信号に含まれる装置コードと、自身が記憶する装置コー
ドとを比較し、両装置コードが一致すると、通信部５４が受信した信号に含まれる商品情
報をメモリ５７ａに記憶する。そして、制御部５７は、メモリ５７ａ内の商品情報をディ
スプレイ５１に表示させる（ステップｓ４８）。これにより、商品６との対応付けが完了
した電子棚札５の表示が、図１１の表示から図１０の表示に切り替わる。その後、制御部
５７は、ＡＣＫ情報を含む赤外線信号を発光部５２に出力させる。
【０１１２】
　＜電子棚札が表示する商品情報の更新＞
　次に、電子棚札５が表示する商品情報が更新される際の本実施の形態２に係る電子棚札
システム１の動作について図１６を参照して説明する。
【０１１３】
　まず、ＰＯＳサーバ３１から、ＥＳＬサーバ１０に対して、一の種類の商品６に係る商
品コードと、当該商品６についての、電子棚札５が新たに表示する対象の商品情報とがＬ
ＡＮ２１を通じて入力される（ステップｓ５１）。
【０１１４】
　ここで、本実施の形態２に係るＰＯＳサーバ３１は、実施の形態１と同様に、商品マス
タ３０１内の単品商品６についての商品情報が更新されると、更新後の商品情報と、当該
単品商品６に係る商品コードとをＥＳＬサーバ１０に送信し、商品マスタ３０１において
、一の商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に共通の商品情報が更新されると
、更新後の商品情報と、当該複数種類の商品６のうちのいずれか一つだけの商品６に係る
商品コードとを送信する。ＥＳＬサーバ１０に入力された商品コードと商品情報とは、デ
ータ通信部１７を通じてＣＰＵ１１に入力される。
【０１１５】
　次に、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードに対応付けられている、商品ファイル１０
１内の商品情報を、入力された新たな商品情報で更新する（ステップｓ５２）。このとき
、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードが、グループ商品６に係る商品コードであれば、
上述のステップｓ２２と同様にして、入力された商品コードに係る商品６が属する商品グ
ループ６００の他の種類の商品６に係る商品情報も、入力された新たな商品情報で更新す
る。
【０１１６】
　次に、ＣＰＵ１１は、リンクファイル１０２及びグループファイル１０３を使用して、
表示を更新する対象の電子棚札５に係る装置コードを特定する（ステップｓ５３）。ステ
ップｓ５３では、まずＣＰＵ１１は、グループファイル１０３において入力された商品コ
ードが登録されているか否かを判定する。ＣＰＵ１１は、入力された商品コードがグルー
プファイル１０３に登録されていないと判定すると、次にリンクファイル１０２を参照し
、入力された商品コードに対応付けられている装置コードを特定する。この装置コードが
、表示を更新する対象の電子棚札５に係る装置コードである。ＥＳＬサーバ１０に入力さ
れた商品コードが、グループファイル１０３に登録されていないということは、当該入力
された商品コードは単品商品６に係る商品コードであり、単品商品６に係る商品コードは
、必ずリンクファイル１０２において装置コードと対応付けられていることから、リンク
ファイル１０２を参照することによって、当該入力された商品コードに対応する装置コー
ドを特定することができる。
【０１１７】
　一方で、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードがグループファイル１０３に登録されて
いると判定すると、グループファイル１０３を参照して、入力された商品コードが対応付
けられているグループ番号を特定し、特定したグループ番号に対応付けられているすべて
の商品コードを特定する。つまり、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードに係る商品６が
グループ商品６である場合には、グループファイル１０３を参照して、入力された商品コ
ードに係る商品６が属する商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に係る商品コ
ードを特定する。そして、ＣＰＵ１１は、リンクファイル１０２を参照して、特定した複
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数の商品コードのいずれかに対応付けられている装置コードを特定する。この装置コード
は、ＣＰＵ１１に入力された商品コードに係る商品６が属する商品グループ６００を構成
する複数種類の商品６に共通の電子棚札５の装置コードであって、表示を更新する対象の
電子棚札５の装置コードである。リンクファイル１０２には、商品グループ６００を構成
する複数種類の商品６のうち、いずれか一つの種類の商品６に係る商品コードと装置コー
ドとが対応付けられていることから、リンクファイル１０２を参照することによって、当
該複数種類の商品６に共通の電子棚札５の装置コードを特定することができる。ＣＰＵ１
１は、このようにして、入力された商品コードに係る商品６が属する商品グループ６００
を構成する複数種類の商品６に共通の電子棚札５を特定する。
【０１１８】
　次に、ＣＰＵ１１は、ステップｓ５３で特定した装置コードに係る電子棚札５に対して
、入力された新たな商品情報を送信する（ステップｓ５４）。つまり、ＣＰＵ１１は、特
定した装置コードと新たな商品情報とを含む送信データを、インターフェイス部１８及び
ベースステーション４１を通じて各通信装置４に入力し、各通信装置４に当該送信データ
を送信させる。
【０１１９】
　電子棚札５では、ＥＳＬサーバ１０からの信号を通信部５４が受信すると、制御部５７
は、当該信号に含まれる装置コードと、自身が記憶する装置コードとを比較し、両装置コ
ードが一致すると、通信部５４が受信した信号に含まれる新たな商品情報をメモリ５７ａ
に記憶する。そして、制御部５７は、メモリ５７ａ内の新たな商品情報をディスプレイ５
１に表示させる（ステップｓ５５）。これにより、電子棚札５の表示が更新される。その
後、制御部５７は、ＡＣＫ情報を含む赤外線信号を発光部５２に出力させる。
【０１２０】
　以上のように、本実施の形態２に係る対応付け処理においては、ＥＳＬサーバ１０では
、ステップｓ４２で入力された商品コード及び装置コードを互いに対応付けて示す対応付
け情報がリンクファイル１０２に生成される（ステップｓ４５）。そして、ＥＳＬサーバ
１０では、当該対応付け情報とグループファイル１０３とに基づいて、電子棚札５の表示
の更新処理におけるステップｓ５１で入力された商品コードで特定される商品６が属する
商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に共通の電子棚札５が特定される（ステ
ップｓ５３）。したがって、ＥＳＬサーバ１０では、対応付け処理及び電子棚札５の表示
の更新処理のそれぞれにおいて、一の商品グループ６００のうち、どの種類の商品６につ
いての商品コードが入力されたとしても、当該一の商品グループ６００を構成する複数種
類の商品６に共通の電子棚札５を特定することができる。よって、対応付け処理及び電子
棚札５の表示の更新処理のそれぞれにおいて、一の商品グループ６００のうち、どの種類
の商品６についての商品コードがＥＳＬサーバ１０に入力されたとしても、当該一の商品
グループ６００を構成する複数種類の商品６に共通の商品情報を、当該複数種類の商品６
に共通の電子棚札５に確実に表示させることができる（ステップｓ５５）。
【０１２１】
　なお、本実施の形態２に係る電子棚札システム１においても、実施の形態１に係る電子
棚札システム１と同様に、一の商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に関して
、作業者が、店舗で最初に販売される一の種類の商品６と電子棚札５とを対応付ける処理
を情報処理端末１８０を使用して行い（ステップｓ４１）、その後、店舗で販売される商
品６の種類が変更となり、変更後の種類の商品６に係る商品コードと商品情報とが上位サ
ーバから送信される場合であっても（ステップｓ５１）、当該商品情報を、当該一の商品
グループ６００を構成する複数種類の商品６に共通の電子棚札５に確実に表示することが
できる。
【０１２２】
　実施の形態３．
　図１８は本発明の実施の形態３に係る電子棚札システム１が備えるＥＳＬサーバ１０の
構成を示す図である。図１８に示されるように、本実施の形態３に係るＥＳＬサーバ１０
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は、上述の実施の形態１に係るＥＳＬサーバ１０において、構成としては、リンクファイ
ル１０２の替わりに単品商品用リンクファイル２０１及びグループ商品用リンクファイル
２０２をハードディスク１４で記憶するものである。以下に、本実施の形態３に係る電子
棚札システム１について、実施の形態１に係る電子棚札システム１との相違点を中心に説
明する。
【０１２３】
　図１９は単品商品用リンクファイル２０１の例を示す図である。単品商品用リンクファ
イル２０１は、電子棚札５と単品商品６とをデータ的に対応付けるデータファイルである
。図１９に示されるように、単品商品用リンクファイル２０１はテーブル形式となってお
り、各レコード２０１ａは、一の種類の単品商品６に係る一の商品コードと、一の装置コ
ードとを対応付けて示している。この単品商品用リンクファイル２０１を参照することに
より、店舗で取り扱われている各単品商品６が、どの電子棚札５に対応付けられているか
を特定することができる。
【０１２４】
　図２０はグループ商品用リンクファイル２０２の例を示す図である。グループ商品用リ
ンクファイル２０２は、電子棚札５と商品グループ６００とをデータ的に対応付けるデー
タファイルである。図２０に示されるように、グループ商品用リンクファイル２０２は、
単品商品用リンクファイル２０１と同様にテーブル形式となっており、各レコード２０２
ａは、複数種類のグループ商品６で構成された一の商品グループ６００に係るグループ番
号と、一の装置コードとを対応付けて示している。上述のように、グループファイル１０
３には、グループ番号と商品コードとが対応付けられていることから、グループ商品用リ
ンクファイル２０２とグループファイル１０３を参照することによって、各商品グループ
６００について、当該商品グループ６００を構成する複数種類の商品６が、どの電子棚札
５に対応付けられているかを特定することができる。つまり、グループ商品６と電子棚札
５とは、グループ商品用リンクファイル２０２及びグループファイル１０３によってデー
タ的に対応付けられている。
【０１２５】
　＜システム導入時等における各電子棚札への商品情報の最初の送信＞
　次に、システム導入時等において販売スペース９０内の各電子棚札５に対して初めて商
品情報が送信される際の本実施の形態３に係る電子棚札システム１の動作について説明す
る。ここで、単品商品６に対応付けられている各電子棚札５に対しては、図１２のステッ
プｓ１で使用するファイルをリンクファイル１０２から単品商品用リンクファイル２０１
に置き換えるだけで、実施の形態１と同様にして商品情報を送信することができる。した
がって、以下では、グループ商品６に対応付けられている各電子棚札５に対して初めて商
品情報が送信される際の本実施の形態３に係る電子棚札システム１の動作について説明す
る。図２１は当該動作を示すフローチャートである。
【０１２６】
　図２１に示されるように、まず、ＥＳＬサーバ１０のＣＰＵ１１は、グループ商品用リ
ンクファイル２０２の一のレコード２０２ａ（例えば先頭のレコード２０２ａ）を参照し
、当該一のレコード２０２ａから一のグループ番号と当該グループ番号に対応付けられて
いる装置コードとを取得する（ステップｓ６１）。
【０１２７】
　次に、ＣＰＵ１１は、グループファイル１０３を参照して、取得したグループ番号に対
応付けられている複数の商品コードのうちの一の商品コードを取得する（ステップｓ６２
）。ここでは、ステップｓ６１で取得されたグループ番号に対応付けられていれば、どの
商品コードでも良い。
【０１２８】
　次に、ＣＰＵ１１は、商品ファイル１０１から、取得した商品コードに対応付けられて
いる商品情報であって、電子棚札５に表示する商品情報を取得する（ステップｓ６３）。
そして、ＣＰＵ１１は、取得した商品情報と、ステップｓ６１で取得した装置コードとを
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含む送信データを生成する。この送信データは、インターフェイス部１８及びベースステ
ーション４１を通じて、各通信装置４に入力される。各通信装置４は、入力された送信デ
ータを含む赤外線信号を送信する（ステップｓ６４）。
【０１２９】
　以後、電子棚札システム１では、ステップｓ６５～ｓ６８において、上述のステップｓ
４～ｓ７と同様の処理が行われる。その後、ＥＳＬサーバ１０のＣＰＵ１１は、再度ステ
ップｓ６１を行う。ここでは、それまでに参照されたレコード２０２ａとは別のレコード
２０２ａが参照される。以後、同様の処理が電子棚札システム１で行われる。なお、ＣＰ
Ｕ１１が商品情報を送信してから所定時間内にＣＰＵ１１にＡＣＫ情報が入力されない場
合には、ＥＳＬサーバ１０では再度ステップｓ６４が実行されて、商品情報の再送が行わ
れる。その後、ＣＰＵ１１は、ＡＣＫ情報を受け取ると、再度ステップｓ６１を行う。こ
こでは、それまでに参照されたレコード２０２ａとは別のレコード１０２ａが参照される
。
【０１３０】
　＜電子棚札が表示する商品情報の更新＞
　次に、電子棚札５が表示する商品情報が更新される際の本実施の形態３に係る電子棚札
システム１の動作について説明する。図２２は、当該動作を示すフローチャートである。
【０１３１】
　図２２に示されるように、ＥＳＬサーバ１０では、ステップｓ７１，ｓ７２において、
上述のステップｓ２１，ｓ２２と同様の処理が行われる。次に、ＥＳＬサーバ１０では、
ＣＰＵ１１が、単品商品用リンクファイル２０１、グループ商品用リンクファイル２０２
及びグループファイル１０３を使用して、表示を更新する対象の電子棚札５に係る装置コ
ードを特定する（ステップｓ７３）。ステップｓ７３では、まず、ＣＰＵ１１は、入力さ
れた商品コードがグループファイル１０３に登録されているか否かを判定する。そして、
ＣＰＵ１１は、入力された商品コードがグループファイル１０３に登録されていないと判
定すると、単品商品用リンクファイル２０１を参照して、入力された商品コードに対応付
けられている装置コードを特定する。この装置コードが、表示を更新する対象の電子棚札
５に係る装置コードである。これにより、ＣＰＵ１１では、入力された商品コードに係る
商品６に対応する電子棚札５が特定される。
【０１３２】
　一方で、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードがグループファイル１０３に登録されて
いると判定すると、グループファイル１０３を参照して、入力された商品コードに対応付
けられているグループ番号を特定する。そして、ＣＰＵ１１は、グループ商品用リンクフ
ァイル２０２を参照して、特定したグループ番号に対応付けられている装置コードを特定
する。この装置コードが、表示を更新する対象の電子棚札５に係る装置コードである。こ
れにより、ＣＰＵ１１では、入力された商品コードに係る商品６が属する商品グループ６
００を構成する複数種類の商品６に共通の電子棚札５が特定される。
【０１３３】
　このように、ＥＳＬサーバ１０では、入力された商品コードが単品商品６に係る商品コ
ードである場合には、単品商品用リンクファイル２０１に基づいて、入力された商品コー
ドに係る商品６に対応する電子棚札５が特定される。一方で、ＥＳＬサーバ１０では、入
力された商品コードがグループ商品６に係る商品コードである場合には、グループファイ
ル１０３に基づいて、入力された商品コードに係る商品６が属する商品グループ６００の
グループ番号が特定され、当該グループ番号とグループ商品用リンクファイル２０２に基
づいて、入力された商品コードに係る商品６が属する商品グループ６００を構成する複数
種類の商品６に共通の電子棚札５が特定される。
【０１３４】
　その後、電子棚札システム１では、ステップｓ７４，ｓ７５において、上述のステップ
ｓ２４，ｓ２５と同様の処理が行われる。これにより、ステップｓ７３で特定された装置
コードに係る電子棚札５の表示が更新される。その後、電子棚札５の制御部５７は、ＡＣ
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Ｋ情報を含む赤外線信号を発光部５２に出力させる。
【０１３５】
　＜商品と電子棚札との対応付け＞
　図２３は、商品６と電子棚札５とがデータ的に対応付けられる際の本電子棚札システム
１の動作を示すフローチャートである。図２３に示されるように、まずステップｓ８１に
おいて、上述のステップｓ３１と同様に、バーコードリーダ１８５が、電子棚札５に表示
された、装置コードを示すバーコード５１ｅを読み取るとともに、商品棚６０に載置され
た商品６に付されたバーコードを読み取る。これにより、電子棚札５が表示するバーコー
ド５１ｅが示す装置コードと、商品６に付されたバーコードが示す商品コードとが、バー
コードリーダ１８５を通じてＣＰＵ１８１に入力される。
【０１３６】
　ＣＰＵ１８１に入力された装置コード及び商品コードは、無線ＬＡＮ通信部１８６から
ＡＰ１７０を通じてＥＳＬサーバ１０に送信され、ＥＳＬサーバ１０のデータ通信部１７
に入力される（ステップｓ８２）。データ通信部１７に入力された装置コード及び商品コ
ードはＣＰＵ１１に入力される。
【０１３７】
　ＥＳＬサーバ１０では、ＣＰＵ１１が、上述のステップｓ４３と同様にして、入力され
た商品コードに係る商品６が単品商品６であるかグループ商品６であるかを確認する（ス
テップｓ８３）。ＣＰＵ１１は、入力された商品コードに係る商品６が単品商品６である
と判定すると、入力された商品コードが単品商品用リンクファイル２０１に登録されてい
ないかを確認する（ステップｓ８４）。ＣＰＵ１１は、入力された商品コードが単品商品
用リンクファイル２０１に登録されていないと判定すると、入力された装置コード及び商
品コードを対応付けて示す一のレコード２０１ａを単品商品用リンクファイル２０１に生
成する（ステップｓ８５）。一方で、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードが単品商品用
リンクファイル２０１に登録されていると判定すると、入力された商品コードに関するレ
コード２０１ａを生成せずに処理を終了する（ステップｓ８６）。
【０１３８】
　また、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードに係る商品６がグループ商品６であると判
定すると、入力された商品コードに係る商品６が属する商品グループ６００のグループ番
号が、グループ商品用リンクファイル２０２に登録されていないかを確認する（ステップ
ｓ８４）。ＣＰＵ１１は、グループファイル１０３を参照して、入力された商品コードに
対応付けられているグループ番号を特定することによって、入力された商品コードに係る
商品６が属する商品グループ６００のグループ番号を特定することができる。ＣＰＵ１１
は、入力された商品コードに係る商品６が属する商品グループ６００のグループ番号が、
グループ商品用リンクファイル２０２に登録されていないと判定すると、当該グループ番
号と、入力された装置コードとを対応付けて示す一のレコード２０２ａをグループ商品用
リンクファイル２０２に生成する（ステップｓ８５）。一方で、ＣＰＵ１１は、入力され
た商品コードに係る商品６が属する商品グループ６００のグループ番号が、グループ商品
用リンクファイル２０２に登録されていると判定すると、当該グループ番号に関するレコ
ード２０２ａを生成せずに処理を終了する（ステップｓ８６）。
【０１３９】
　ステップｓ８５が実行されると、ＥＳＬサーバ１０では、ステップｓ８７において、上
述のステップｓ３８と同様の処理が行われる。その後、電子棚札システム１では、ステッ
プｓ８８において、上述のステップ３９と同様の処理が実行される。これにより、商品６
との対応付けが完了した電子棚札５の表示が、図１１の表示から図１０の表示に切り替わ
る。その後、電子棚札５の制御部５７は、ＡＣＫ情報を含む赤外線信号を発光部５２に出
力させる。
【０１４０】
　以上のように、本実施の形態３に係る対応付け処理においては、ＥＳＬサーバ１０では
、ステップｓ８２で入力された商品コードで特定される商品６が属する商品グループ６０
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０についてのグループ番号がグループファイル１０３に基づいて特定され、特定されたグ
ループ番号と、ステップｓ８２で入力された装置コードとを対応付けて示す対応付け情報
（レコード２０２ａ）が生成される（ステップｓ８５）。そのため、ＥＳＬサーバ１０で
は、一の商品グループ６００のうち、どの種類の商品６についての商品コードが対応付け
処理で入力されたとしても、当該一の商品グループ６００についてのグループ番号と装置
コードとを対応付けて示す対応付け情報を生成することができる。そして、ＥＳＬサーバ
１０では、電子棚札５の表示の更新処理におけるステップｓ７１で入力された商品コード
で特定される商品６が属する商品グループ６００についてのグループ番号がグループファ
イル１０３に基づいて特定され（ステップｓ７３）、特定されたグループ番号とグループ
商品用リンクファイル２０２に基づいて、当該商品グループ６００を構成する複数種類の
商品６に共通の電子棚札５が特定される（ステップｓ７３）。そのため、ＥＳＬサーバ１
０では、一の商品グループ６００のうち、どの種類の商品６についての商品コードが、電
子棚札５の表示の更新処理で入力されたとしても、当該一の商品グループ６００を構成す
る複数種類の商品６に共通の電子棚札５を特定することができる。よって、ＥＳＬサーバ
１０では、対応付け処理及び電子棚札５の表示の更新処理のそれぞれにおいて、一の商品
グループ６００のうち、どの種類の商品６についての商品コードが入力されたとしても、
当該一の商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に共通の商品情報を、当該複数
種類の商品６に共通の電子棚札５に確実に表示させることができる（ステップｓ７５）。
【０１４１】
　なお、本実施の形態３に係る電子棚札システム１では、上述のように、グループ商品６
と電子棚札５とが、グループファイル１０３及びグループ商品用リンクファイル２０２に
よってデータ的に対応付けられている。したがって、本電子棚札システム１において、電
子棚札５が表示する、あるグループ商品６についての商品情報（例えば通常価格）を、商
品ファイル１０１に登録されている他の商品情報（例えば特売価格）に変更する場合には
、グループファイル１０３を参照して、対象のグループ商品６に係る商品コードが対応付
けられているグループ番号を特定し、その後、グループ商品用リンクファイル２０２を参
照して、特定したグループ番号に対応付けられている装置コードを特定することになる。
そして、対象のグループ商品６に係る変更先の商品情報（特売価格）を商品ファイル１０
１から取得し、取得した商品情報を、特定した装置コードに係る電子棚札５に送信する。
【０１４２】
　また、本実施の形態３に係る電子棚札システム１においても、実施の形態１に係る電子
棚札システム１と同様に、一の商品グループ６００を構成する複数種類の商品６に関して
、作業者が、店舗で最初に販売される一の種類の商品６と電子棚札５とを対応付ける処理
を情報処理端末１８０を使用して行い（ステップｓ８１）、その後、店舗で販売される商
品６の種類が変更となり、変更後の種類の商品６に係る商品コードと商品情報とが上位サ
ーバから送信される場合であっても（ステップｓ７１）、当該商品情報を、当該一の商品
グループ６００を構成する複数種類の商品６に共通の電子棚札５に確実に表示することが
できる。
【０１４３】
　＜変形例１＞
　上述の実施の形態１～３では、図８に示されるように、商品グループ６００を識別する
ためのグループ番号として、商品コードとは異なる体系で定められたものが採用されてい
るが、図２４に示されるようなグループ番号を採用しても良い。図２４はグループファイ
ル１０３の他の例を示す図である。図２４のグループファイル１０３では、商品グループ
６００を識別するためのグループ番号として、当該商品グループ６００を構成する複数種
類の商品６をそれぞれ識別するための複数の商品コードのうちの代表となる商品コードが
採用されている。この代表となる商品コードは、当該複数の商品コードのうちのいずれで
も良く、図２４の例では、当該複数の商品コードのうち最も小さい数字が採用されている
。図２５は、グループ番号として図２４のような番号が採用された場合のグループ商品用
リンクファイル２０２を示す図である。図２４，２５のようなグループ番号が採用された
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場合であっても、実施の形態１～３と同様の効果を得ることができる。
【０１４４】
　＜変形例２＞
　上述の実施の形態１～３に係る電子棚札システム１においては、一の商品グループ６０
０を構成する複数種類の商品６については、それらに共通の商品情報が電子棚札５に表示
されることから、グループ商品６については、図６に示される商品ファイル１０１のよう
に、商品６の種類ごとに商品情報を管理する必要は必ずしもなく、商品グループ６００ご
とに商品情報を管理しても良い。以下に、単品商品６については、商品６の種類ごとに商
品情報を管理し、グループ商品６については、商品グループ６００ごとに商品情報を管理
する場合の電子棚札システム１の変形例について説明する。
【０１４５】
　本変形例に係る電子棚札システム１では、図６に示される商品ファイル１０１の代わり
に、図２６に示される単品商品ファイル４０１及び図２７に示されるグループ商品ファイ
ル４０２が使用される。単品商品ファイル４０１はテーブル形式となっており、商品ファ
イル１０１と同様に、複数のレコード４０１ａのそれぞれが、一の種類の単品商品６に係
る商品情報を示している。具体的には、各レコード４０１ａには、商品コード、商品名、
通常価格、特売価格、特売期間、販売数、在庫数、発注数及び品質情報などが登録されて
いる。
【０１４６】
　グループ商品ファイル４０２もテーブル形式となっている。グループ商品ファイル４０
２では、複数のレコード４０２ａのそれぞれが、一の商品グループ６００を構成する複数
種類のグループ商品６に共通の商品情報を示している。具体的には、各レコード４０２ａ
には、グループ番号、商品名、通常価格、特売価格、特売期間及び品質情報などが登録さ
れている。上述のグループファイル１０３では、グループ番号と商品コードとが対応付け
られていることから、グループファイル１０３及びグループ商品ファイル４０２を参照す
れば、グループ商品６に係る商品コードから、当該グループ商品６に係る商品情報を取得
することができる。
【０１４７】
　なお、単品商品ファイル４０１内の情報や、グループ商品ファイル４０２内のグループ
番号以外の情報は、商品マスタ３０１内の情報と同様の情報である。また、単品商品ファ
イル４０１に登録されている販売数や在庫数などは、商品６の種類ごとに異なる情報であ
ることから、これらの情報は、商品グループ６００ごとに商品情報を記憶するグループ商
品ファイル４０２には登録されていない。
【０１４８】
　このような単品商品ファイル４０１及びグループ商品ファイル４０２を使用する場合の
上述のステップｓ２，ｓ２２，ｓ３８，ｓ４７，ｓ５２，ｓ６２，ｓ６３，ｓ７２，ｓ８
７について説明する。
【０１４９】
　ステップｓ２では、ＣＰＵ１１は、ステップｓ１で取得した商品コードがグループファ
イル１０３に登録されているか否かを判定し、登録されていない場合には、単品商品ファ
イル４０１から、ステップｓ１で取得した商品コードに対応付けられている商品情報であ
って、電子棚札５に表示する商品情報を取得する。一方、ステップｓ１で取得された商品
コードがグループファイル１０３に登録されている場合には、ＣＰＵ１１は、グループフ
ァイル１０３を参照して、ステップｓ１で取得した商品コードに対応付けられているグル
ープ番号を特定する。そして、ＣＰＵ１１は、グループ商品ファイル４０２から、特定し
たグループ番号に対応付けられている商品情報であって、電子棚札５に表示する商品情報
を取得する。
【０１５０】
　ステップｓ２２，ｓ５２，ｓ７２のそれぞれでは、ＣＰＵ１１は、入力された商品コー
ドがグループファイル１０３に登録されているか否かを判定し、登録されていない場合に
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を、入力された新たな商品情報で更新する。一方、ＣＰＵ１１は、入力された商品コード
がグループファイル１０３に登録されている場合には、グループファイル１０３を参照し
て、入力された商品コードに対応付けられているグループ番号を特定する。そして、ＣＰ
Ｕ１１は、特定したグループ番号に対応付けられている、グループ商品ファイル４０２内
の商品情報を、入力された新たな商品情報で更新する。
【０１５１】
　ステップｓ３８，ｓ４７，ｓ８７のそれぞれでは、ＣＰＵ１１は、入力された商品コー
ドに係る商品６が単品商品６である場合には、単品商品ファイル４０１から、入力された
商品コードに対応付けられている商品情報あって、電子棚札５に表示する商品情報を取得
する。一方、ＣＰＵ１１は、入力された商品コードに係る商品６がグループ商品６である
場合には、グループファイル１０３を参照して、入力された商品コードに対応付けられて
いるグループ番号を特定する。そして、ＣＰＵ１１は、グループ商品ファイル４０２から
、特定したグループ番号に対応付けられている商品情報であって、電子棚札５に表示する
商品情報を取得する。
【０１５２】
　ステップｓ６２，ｓ６３では、ＣＰＵ１１は、グループ商品ファイル４０２から、ステ
ップｓ６１で取得したグループ番号に対応付けられている商品情報であって、電子棚札５
に表示する商品情報を取得する。その後、ＥＳＬサーバ１０では、ステップｓ６４が実行
される。
【０１５３】
　このように、商品ファイル１０１の代わりに、単品商品ファイル４０１及びグループ商
品ファイル４０２を使用する場合であっても、実施の形態１～３と同様の効果が得られる
。
【符号の説明】
【０１５４】
　１　電子棚札システム
　４　通信装置
　５　電子棚札
　６　商品
　１１　ＣＰＵ
　１４　ハードディスク
　１７　データ通信部
　１０２　リンクファイル
　１０３　グループファイル
　２０２　グループ商品用リンクファイル
　６００　商品グループ
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