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(57)【要約】
【課題】ＲＦＩＤタグが取り付けられた購入可能な商品
とこのＲＦＩＤタグを検知するスキャナを含む清算機を
提供する。
【解決手段】本発明において、スキャナ近辺に配された
ディスペンサーは、清算機の使用者の選択に応じて、店
頭製品を供給する。続いて、スキャナと通信操作状態に
あるコントローラとディスペンサーは、購入商品および
店頭製品の価格を計算する。コントローラと通信操作状
態にあるディスプレイは、清算機を使用している人物に
価格を表示する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＲＦＩＤタグが取り付けられた購入可能な商品と、
　前記ＲＦＩＤタグを検知するスキャナと、
　店頭製品を供給するためにスキャナ近辺に配されたディスペンサーと、
　購入商品および店頭製品の価格を計算するために、前記スキャナおよび前記ディスペン
サーと通信操作状態にあるコントローラとを有する店頭清算機。
【請求項２】
　前記ＲＦＩＤタグは、価格、在庫データ、配置データ、購買傾向データおよびそれらの
組み合わせからなるグループから選択された購入可能な商品の情報を含むことを特徴とす
る請求項１に記載の店頭清算機。
【請求項３】
　前記スキャナはＲＦＩＤ呼掛け機であることを特徴とする請求項１に記載の店頭清算機
。
【請求項４】
　前記スキャナは、固定スキャナ、移動可能なスキャナおよび手持ち式スキャナからなる
グループから選択されたものであることを特徴とする請求項１に記載の店頭清算機。
【請求項５】
　前記ディスペンサーは、使用者の選択に応じて、店頭製品を供給するものであることを
特徴とする請求項１に記載の店頭清算機。
【請求項６】
　前記コントローラと通信操作状態にあるディスプレイをさらに含み、前記ディスプレイ
は、購入可能な商品の価格、店頭製品の価格およびそれらの組み合わせからなるグループ
から選択された情報を表示することを特徴とする請求項１に記載の店頭清算機。
【請求項７】
　前記ディスプレイは、店頭製品の購入を助長するためのプロンプトをさらに含むことを
特徴とする請求項６に記載の店頭清算機。
【請求項８】
　前記スキャナによって検知された購入可能な商品を含む入れ物をさらに含むことを特徴
とする請求項１に記載の店頭清算機。
【請求項９】
　前記ディスペンサーは店頭製品を前記入れ物内に供給することを特徴とする請求項８に
記載の店頭清算機。
【請求項１０】
　店頭製品を供給する供給装置の近くに配されたスキャナを有する清算機を提供するステ
ップと、
　購入可能な商品に取り付けられたＲＦＩＤタグを前記スキャナで検知するステップと、
　ディスペンサーから店頭製品を供給するステップと、
　前記清算機を使って検知した購入可能な商品および供給された店頭製品の価格を計算す
るステップとを含む商品購入方法。
【請求項１１】
　使用者の選択に応じて供給することを特徴とする請求項１０に記載の商品購入方法。
【請求項１２】
　ディスプレイで価格を表示するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１０に記
載の商品購入方法。
【請求項１３】
　前記ディスプレイを用いて、使用者が店頭製品を購入するよう刺激するステップをさら
に含むことを特徴とする請求項１２に記載の商品購入方法。
【請求項１４】
　前記スキャナが検知した購入可能な商品を含む入れ物に、店頭製品を供給するステップ
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をさらに含むことを特徴とする請求項１０に記載の商品購入方法。
【請求項１５】
　購入可能な製品に取り付けられたＲＦＩＤタグを、スキャナで検知するステップと、
　前記スキャナの近くに配されたディスペンサーから、顧客に店頭製品を提供するステッ
プと、
　顧客の選択に応じて、前記ディスペンサーから店頭製品を供給するステップと、　
　清算機を用いて、検知された購入可能な商品および選択された店頭商品の価格を計算す
るステップとを含む清算機からの商品購入方法。
【請求項１６】
　前記清算機に操作可能に接続されたディスプレイから、顧客が店頭製品を選択するステ
ップをさらに含むことを特徴とする請求項１５に記載の商品購入方法。
【請求項１７】
　商品のＲＦＩＤタグを検知するスキャナと、
　商品の価格を表示するビデオ・モニタと、
　商品を入れ物内に配するパッケージング・エリアと、
　店頭製品を貯蔵、供給するディスペンサーとを有し、
　前記ビデオ・モニタは前記ディスペンサーから供給された製品の価格を表示することを
特徴とする清算機。
【請求項１８】
　前記ディスペンサーは、製品を前記入れ物に供給することを特徴とする請求項１７に記
載の清算機。
【請求項１９】
　前記ディスペンサーは、製品を前記スキャナ近辺に供給することを特徴とする請求項１
７に記載の清算機。
【請求項２０】
　前記ディスペンサーは、ビデオ・モニタ、購入された商品および製品に対する支払いか
らつり銭を準備する自動両替機、および購入された商品および製品に対してレシートを提
供するレシート・プリンタからなるグループから選択された装置近辺に製品を供給するこ
とを特徴とする請求項１７に記載の清算機。
【請求項２１】
　ＲＦＩＤタグを識別する清算機であって、
　顧客が、ＲＦＩＤタグを含む購入予定の複数の商品を配置することができる表面と、
　ＲＦＩＤ製品を識別して、顧客が商品の価格を累算することができるようにするスキャ
ナと、
　菓子製品を蓄え、顧客の要求に従って入れ物に供給する店頭装置を含み、
　前記菓子製品の価格が複数の商品の価格に自動的に加算されることを特徴とする清算機
。
【請求項２２】
　顧客が、レジ係りを必要とせずに、ＲＦＩＤタグが取り付けられた製品および菓子製品
を購入できる装置であって、
　内部空間を有する本体と、
　前記本体に接続されたコントローラと、
　前記コントローラと通信するように接続された装置であって、前記装置によって、顧客
は、顧客が装置まで運んだＲＦＩＤタグを有する商品を購入でき、また、それらの商品の
価格を累算することができる装置と、
　前記本体内部に貯蔵された菓子製品と、
　顧客が前記菓子製品を購入するように誘導するプロンプトと、
　前記顧客が製品を要求すると、前記本体から菓子製品を供給するディスペンサーを含み
、
　前記菓子製品の価格はＲＦＩＤタグを有する複数の商品の価格に加算されることを特徴
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とする装置。
【請求項２３】
　前記コントローラは、前記本体の一部を構成することを特徴とする請求項２２に記載の
装置。
【請求項２４】
　前記コントローラは、電気接続、光学接続および高周波信号を介しての接続からなるグ
ループから選択されたモードによって、前記本体と接続されることを特徴とする請求項２
２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記スキャン装置は、電気接続、光学接続および高周波信号を介しての接続からなるグ
ループから選択されたモードによって、前記コントローラと接続されることを特徴とする
請求項２２に記載の装置。
【請求項２６】
　前記ディスペンサーは、垂直上方、垂直下方および横方向からなるグループから選択さ
れた方向に向けて製品を供給することを特徴とする請求項２２に記載の装置。
【請求項２７】
　前記スキャン装置は、前記コントローラの一部を構成することを特徴とする請求項２２
に記載の装置。
【請求項２８】
　顧客が製品を購入するよう刺激する表示を含むことを特徴とする請求項２２に記載の購
買機。
【請求項２９】
　前記本体は、複数の異なる菓子製品を含むことを特徴とする請求項２２に記載の購買機
。
【請求項３０】
　前記複数の異なる菓子製品はガムを含むことを特徴とする請求項２２に記載の購買機。
【請求項３１】
　ＲＦＩＤタグを識別する自動購買機とともに作動する店頭装置は、前記店頭装置によっ
て、顧客は、レジ係りの手を借りずには顧客が入手できない消耗品を購入でき、商品の価
格を累算し、製品の支払いをすることができる店頭装置であって、
　前記消耗品を収容する本体と、
　前記本体に接続されたコントローラと、
　前記顧客が発した前記コントローラからの信号に応じて、前記本体から前記消耗品を供
給するディスペンサーを含み、
　前記製品の価格は、ＲＦＩＤタグを含む複数の商品の価格に加算されることを特徴とす
る店頭装置。
【請求項３２】
　前記本体は、前記自動購買機とは物理的に独立したモジュラーであることを特徴とする
請求項３１に記載の店頭装置。
【請求項３３】
　前記コントローラと通信して、前記顧客が前記消耗品を購入するよう刺激する表示を含
むことを特徴とする請求項３１に記載の店頭装置。
【請求項３４】
　小売店員がＲＦＩＤタグを使用して購入可能な商品を入力し、前記購入可能な商品の価
格を累算することができる自動購買機とともに作動する店頭装置であって、
　店頭に配された菓子製品の在庫を収容する本体であって、前記菓子製品の在庫が本体か
ら供給されるまで顧客が手に取ることができない構成の本体と、
　前記本体内に保持されたコントローラと、
　顧客が小売店員に対して菓子製品を要求するように誘導するプロンプトと、
　小売店員が発したコントローラからの信号に応じて、在庫から菓子製品を供給する、前
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記本体内部に配されたディスペンサーを含み、
　前記製品の価格は、前記コントローラによって、ＲＦＩＤタグを有する複数の購入可能
な商品の価格に自動的に加算されることを特徴とする店頭装置。
【請求項３５】
　前記自動購買機はスキャナとレジとを含むことを特徴とする請求項３４に記載の店頭装
置。
【請求項３６】
　前記コントローラと通信し、顧客が製品を購入するよう刺激する表示を含むことを特徴
とする請求項３４に記載の店頭装置。
【請求項３７】
　前記本体は、前記自動購買機とは物理的に独立したモジュラーであることを特徴とする
請求項３４に記載の店頭装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　自動購買機は、ますます多様化してきている。顧客は、銀行取引のための現金自動預け
払い機（ＡＴＭ）の利便性と迅速性を信頼するようになっている。同様に重要なことは、
顧客が電子資金決済の安全性を信頼するようになってきていることである。この迅速性、
利便性、および信用が自動購買機で提供され始めている。当然のことながら、ガソリンス
タンド、食料品店、ファーストフード・レストラン、映画館、空港、およびその他の小売
店も、事業を行う上での標準様式として自動購買機を取り入れている。その利点を考える
と、人々がこれらの自動購買機に慣れてきているため、自動購買機は、引き続き急増する
傾向にある。
【０００２】
　自動購買機には本来多数の利点がある。まず、自動化された機器は便利で、待ち時間を
軽減する。例えば、自動燃料ポンプによって、顧客は、自動車周りを離れることなく、自
動車に燃料を充填し、決済を済ませることができる。次に、自動化された機器は、他の支
払い方法を提供することができる。例えば、多くの食料品店の精算機にはカード・リーダ
ーがあり、このカード・リーダーによって、顧客は、銀行口座から、またはクレジットを
利用して食料品の支払いを行うことができる。また、自動化された機器は労働力を削減す
る。例えば、銀行では、ＡＴＭにより、人間による窓口を削減することができる。さらに
、自動化された機器は、スループットを増大させる。例えば、自動燃料ポンプにより、車
をポンプ脇に停めておく無為な時間を短縮する。
【０００３】
　自動購買機業界に新規投入されたのは、セルフ・スキャン清算機である。このセルフ・
スキャン清算機は、様々な食料品店およびスーパーマーケットで提供されている。セルフ
・スキャン清算機によって、買い物客は、店員の手助けをほとんど受けずに、あるいは全
く受けずに、買い物袋をスキャンして商品の支払いを済ませることができる。顧客は、い
つもどおりのやり方で食料品店に入って、購入する商品を選択する。顧客は、レジ係によ
る標準的な清算機に接近する代わりに、自動セルフ・スキャン清算機の列に接近する。こ
こでは、一人のレジ係りが機械の列の稼働状況を監督している。顧客は、自分で商品をス
キャンして、小切手、クレジットカード、デビットカード、または現金を機械に投入して
商品の支払いをする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　自動購買機に関する問題の一つは、販売場所での購入に不都合な影響をもたらす可能性
があることである。例えば、顧客は、自動燃料ポンプの前に、ガソリンスタンドと関係の
あるコンビニエンス・ストアまたは店舗に入らねばならなかった。顧客にとっては不便で
あるが、支払い時に店舗（かつて店頭であった場所）に立ち寄ることによって、ガム、キ
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ャンディ、ソフト・ドリンク等の菓子類、さらには雑誌または新聞等の非消耗品を購入し
たい衝動を引き起こす。自動燃料ポンプは、店頭（point of purchase）をガソリンスタ
ンドに変え、そこでは店頭製品（point of purchase products）は陳列も宣伝もされない
。
【０００５】
　食料品店およびスーパーマーケットでは、セルフ・スキャン清算機は、また、２，３の
理由によって、店頭販売を縮小するために置かれている。まず、顧客は、製品をスキャン
するのに夢中になり、店頭製品を詳細に調べたり選択したりする十分な時間がなくなる。
さらに、第一の利点としては、セルフ・スキャン清算機は、食料品店やスーパーマーケッ
トのフロアスペースを削減することができる。例えば、４台のセルフ・スキャン清算機は
、４台の標準的な清算機と比べると、その７５％のスペースですむ。標準的な清算機に関
連して通常必要とされて、店頭の製品を陳列するラックスペースも、同様に削減される。
セルフ・スキャン清算機は、食料品店およびスーパーマーケットの清算機の列の高さ、幅
およびラックの数を削減するために置かれる。ラックスペースが減少すると、必然的に、
店頭製品の露出が少なくなる。
【０００６】
　店頭製品の販売員は、一般的に、自動購買機のますますの急増を十分に利用する必要が
ある。様々な小売エリア内にある店頭は、清算機カウンターからますます離れて、自動購
買機の方に移動しているので、新しい店頭に店頭製品を陳列および補給する装置や方法を
提供する必要がある。
【０００７】
　特に、食料品店やスーパーマーケットのセルフ・スキャン清算機と組み合わせて店頭製
品を陳列、提供する装置や方法を提供する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、店頭製品の販売を向上させる装置および方法を提供する。例えば、店頭製品
が自動的に供給されるような装置を提供する。さらに、店頭製品の購入を自動化する装置
および器具を提供する。
【０００９】
　この目的のために、本発明の一実施形態においては、顧客が他の小売品を集めて店頭に
運び購入するときに、店頭製品が供給されるようになっている。店頭製品は、店頭におい
て、顧客に対して即座に供給かつ提供される。供給された製品の価格はその他の小売品の
価格に加算される。顧客は、供給された製品と他の小売品の両方の支払いを一回で行う。
【００１０】
　一実施形態において、顧客がレジ係りの手を借りずに、製品を購入できる装置を提供す
る。この装置は内部を画定する本体を有する。この装置はコントローラを有する。このコ
ントローラはスキャン装置と接続され、通信する。このスキャン装置により、顧客は、顧
客が装置まで運んだ購入可能な商品をスキャンし、それらの商品の価格を集積することが
できる。本体は、供給可能な製品を保持し、製品に対する顧客の要求に応じて、本体から
製品を供給するディスペンサー（供給装置）を含む。コントローラは、商品の価格に製品
の価格を加算する。
【００１１】
　一実施形態において、本体はコントローラを収容している。
【００１２】
　一実施形態において、コントローラは本体に電気接続されている。
【００１３】
　一実施形態において、スキャン装置はコントローラに電気接続されている。
【００１４】
　一実施形態において、スキャン装置はコントローラに光学接続されている。
【００１５】
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　一実施形態において、スキャン装置はコントローラの一部を構成する。
【００１６】
　一実施形態において、購買機は顧客が製品を購入するよう刺激する表示を含む。
【００１７】
　一実施形態において、購買機は、複数の異なる製品を含み、コントローラは選択された
製品をディスペンサーに伝える。異なる製品とは、例えば、菓子製品、定期刊行物、タバ
コ用ライター、電池、キーチェーン、筆記用具、フィルム、化粧品類、または玩具でよい
。
【００１８】
　一実施形態において、自動購買機とともに作動する独立型の店頭装置を提供する。この
自動購買機は、顧客が購入可能な商品をスキャンして商品の価格を集積できるコントロー
ラを有する。店頭装置は、製品を収容する本体を含む。店頭装置は、自動購買機に接続す
るための部材を含む。店頭装置は、また、顧客の要求に応じて収納部から製品を供給する
ディスペンサーを含む。製品の価格は商品の価格に加算される。
【００１９】
　一実施形態において、自動購買機とともに作動する店頭装置が提供される。この店頭装
置は、製品を収容する本体を含む。この店頭装置は、本体に接続されたコントローラを含
む。この店頭装置は、また、コントローラからの信号に応じて、本体から製品を供給する
ディスペンサーを含む。顧客が信号を送る。その後、製品の価格は、顧客が購入する商品
の価格に加算される。
【００２０】
　一実施形態において、自動購買機とともに作動する店頭装置が提供される。この自動購
買機によって、小売業者は購入可能な商品を入力して、その購入可能な商品の価格を集積
することができる。店頭装置は、コントローラからの信号に応じて、在庫から製品を供給
するディスペンサーを含む。小売業者が信号を送る。製品の価格は、購入可能な商品の価
格に自動的に加算される。
【００２１】
　一実施形態において、自動購買機はスキャナである。
【００２２】
　一実施形態において、自動購買機はレジである。
【００２３】
　一実施形態において、店頭装置は、購入可能な商品を小売業者が入力できる装置と接続
されている。店頭装置は、製品の在庫を収容する本体を含む。コントローラは本体内に保
持される。本体は、また、コントローラからの信号に応じて、在庫から製品を供給するデ
ィスペンサーを含む。小売業者が信号を送る。製品の価格は、購入可能な商品の価格に加
算される。
【００２４】
　一実施形態において、クレジット／デビットカード照合装置を作動する店頭装置が提供
される。このクレジット／デビットカード照合装置は、顧客が購入した商品の価格を認証
する。店頭装置は、クレジット／デビットカード照合装置と通信するコントローラを含む
。このコントローラは、コントローラに送られた信号に応じて消耗品を供給するディスペ
ンサーに接続される。顧客は、クレジット／デビットカード照合装置を介して信号を送る
。消耗品の価格は、顧客が購入した商品の価格に加算される。
【００２５】
　一実施形態において、クレジット／デビットカード照合装置は小売清算機の列に配置さ
れる。
【００２６】
　一実施形態において、店頭装置が提供される。この店頭装置は、製品の在庫を収容する
本体を含む。本体は、独立した自動購買機に物理的に接続されている。自動購買機は、顧
客が物理的に自動購買機まで運んだ購入商品を自動購入できるようにする。この店頭装置
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は、本体に接続された通貨受渡し機を含む。本体は、顧客が予め決められた金額を通貨受
渡し機に投入すると、在庫から製品を供給するディスペンサーを収容している。
【００２７】
　一実施形態において、自動購買装置は小売店に配置される。この自動購買装置は、小売
清算機、レストランのレジ、または電子チケット発行所でよい。
【００２８】
　一実施形態において、通貨受渡し機は、現金受渡し機、硬貨受渡し機、またはクレジッ
ト／デビットカード受渡し機から選択される。
【００２９】
　一実施形態において、消耗品および非消耗品を供給する装置が提供される。この装置は
本体を含む。この本体は、消耗品の在庫を収容する。この本体は、また、非消耗品の在庫
も収容する。この装置は、消耗品を供給するディスペンサーを含む。この装置は、消耗品
および非消耗品の購入額を総計する機器も含む。この装置は、また、顧客が消耗品および
非消耗品の支払いを１回で行えるようにする支払機を含む。
【００３０】
　一実施形態において、非消耗品は、映画のチケット、航空券、定期刊行物、ビデオテー
プ、ＣＤ、ＤＶＤおよび新聞であってもよい。
【００３１】
　一実施形態において、自動清算機の操作方法が提供されている。この方法では、顧客は
購入可能な商品を自動清算機まで運ぶことができる。顧客は、購入可能な商品をスキャン
して、スキャンされた表示上の商品の価格を累算する。顧客は、自動清算機に併設された
供給装置から製品を購入することができる。この方法は、供給装置から製品を供給するこ
と、および製品の価格をスキャンされた商品の表示上の総額に加算することを含む。
【００３２】
　一実施形態において、清算機台の操作方法が提供される。この方法において、顧客は購
入可能な商品を店員まで運ぶことができる。店員は、この購入可能な商品をスキャンし、
スキャンされた商品の価格を累算することができる。顧客は、供給装置から製品を個別に
購入することができる。この方法は、供給装置から製品を供給すること、および供給され
た製品の価格をスキャンされた商品の価格に自動的に加算することを含む。
【００３３】
　一実施形態において、購入品を入力する装置を操作する方法が提供されている。この方
法は、購入可能な商品をレジに入力し、入力された商品の価格を累算するために店員を雇
用することを含む。顧客は、供給装置から製品を購入することができる。製品は、供給装
置から供給され、製品の価格は、入力された商品の価格に加算される。
【００３４】
　一実施形態において、レジ係りの手を借りずに店頭製品を提供する方法が提供されてい
る。この方法において、製品は店頭で提供される。顧客が購入した他の商品の価格は累算
される。顧客は、製品が店頭で入手可能であるとの情報を得る。顧客が製品を購入するこ
とを承認すると、店頭で製品が供給される。追加された製品の価格は、その他の購入済み
商品の価格に加算される。
【００３５】
　一実施形態において、この方法は、この製品および他の購入済み商品を取引する場合に
、支払いを１回で済ませることを含む。
【００３６】
　一実施形態において、製品が入手可能であることを顧客に知らせることは、製品の広告
を表示することを含む。
【００３７】
　一実施形態において、製品が入手可能であることを顧客に知らせることは、顧客に対し
て、同時に他の商品の購入を刺激することを含む。
【００３８】
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　一実施形態において、この方法は、小売業者が、顧客が製品の購入を承認したことを入
力できるようにすることを含む。
【００３９】
　一実施形態において、この方法は、顧客が、製品の購入を承認したことを入力できるよ
うにすることを含む。
【００４０】
　一実施形態において、店頭で異なる製品を提供する方法が提供される。この方法では、
複数の異なる製品が店頭に置かれる。顧客が購入した他の消耗品の価格は累算される。顧
客は、店頭で製品が入手可能であることを自動的に通知される。この方法は、顧客が製品
のうちの少なくとも１つを購入することを承認したことを自動的に受け付けることを含む
。この方法は、店頭で、顧客に対して少なくとも１つの製品を自動的に供給すること、お
よび少なくとも１つの製品の価格を加えることにより自動的に累算価格を増額することを
含む。
【００４１】
　一実施形態において、製品が入手可能であることを顧客に通知することは、異なる製品
を切り替えて見せる動的表示を表示することを含む。
【００４２】
　一実施形態において、消耗品および非消耗品を提供する方法が提供されている。この方
法において、消耗品および非消耗品は単一装置に貯蔵されている。顧客は、レジ係りの手
を借りずに、この単一装置から消耗品を購入することができる。顧客は、レジ係りの手を
借りずに、この単一装置から非消耗品を購入することができる。顧客は、現金を必要とせ
ずに、消耗品および非消耗品の支払いをすることができる。
【００４３】
　一実施形態において、顧客は、消耗品および非消耗品の支払いを１回で行うことができ
る。
【００４４】
　一実施形態において、小売購買機の資金供給方法が提供されている。この方法において
、小売購買機とともに作動される店頭装置が提供される。店頭装置から製品が供給できる
ようにする代わりに、製品の提供者から報酬が支払われる。
【００４５】
　一実施形態において、小売購買機は、セルフ・スキャン購買機、燃料供給ガソリンポン
プ、デビット／クレジットカード・リーダーまたはレジでよい。
【００４６】
　一実施形態において、提供者は、製品の製造業者または製品の流通業者でよい。
【００４７】
　一実施形態において、商品の購入方法が提供されている。この方法において、複数の商
品が清算機台に運ばれる。複数の商品の購入代金を設定するために、商品の価格を確認す
る装置が使用される。顧客は、店頭製品を購入するよう刺激される。ディスペンサーは店
頭製品を供給する。店頭製品の価格は、人間の店員の手を借りずに、購入代金に自動的に
加算される。
【００４８】
　一実施形態において、店頭製品の価格は、複数の商品の価格が全て総計される前に、購
入代金に加算される。
【００４９】
　一実施形態において、価格を確認する装置は光学スキャナである。
【００５０】
　一実施形態において、店頭製品は価格を確認する装置を構成する装置から供給される。
【００５１】
　一実施形態において、店頭製品を提供するためのシステムが提供される。このシステム
は、商品の価格を確認する装置と商品の購入代金を設定することを含む。このシステムは
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、顧客が店頭製品を購入するよう刺激する手段を有する。このシステムは、また、顧客の
要求に応じて、店頭製品を供給するための装置およびディスペンサーを含む。この装置は
、また、店頭製品の価格を購入代金に加算する。
【００５２】
　一実施形態において、刺激手段は広告である。
【００５３】
　一実施形態において、確認装置はスキャナである。
【００５４】
　一実施形態において、刺激手段はクレジット／デビットカード装置である。
【００５５】
　一実施形態において、このシステムは購入代金の総額の支払いを受ける装置を含む。購
入代金の総額は、店頭製品の価格および商品の購入代金を含む。
【００５６】
　一実施形態において、刺激手段は装置およびディスペンサーの一部である。
【００５７】
　一実施形態において、商品の購入代金は、確認装置が全ての商品を確認したときに発生
する購入代金の総額である。
【００５８】
　一実施形態において、小売品を供給する装置が提供されている。この装置は、店頭近く
に配置された小売客ターミナルを含む。この小売客ターミナルは、購入可能な商品および
店頭製品の選択を可能にする入力機を有する。小売品プロセッサは小売客ターミナルと電
気通信され、顧客が選択した購入可能な物品および店頭製品を取引する。供給ターミナル
は店頭近くに配置され、小売客ターミナルおよび小売品プロセッサと電気通信されている
。供給ターミナルは、顧客が店頭製品を選択すると、店頭製品を掴んで貯蔵場所から供給
場所に供給する。
【００５９】
　一実施形態において、供給ターミナルは、さらに、小売客に対して、少なくとも１枚の
硬貨を掴んで、つり銭として供給できるように構成されている。
【００６０】
　一実施形態として、小売品供給装置が提供されている。この装置は、内部に貯蔵される
店頭製品を収容、放出する貯蔵部を含む。供給場所は、店頭近くであり、顧客は購入可能
な商品をこの場所に運ぶ。供給場所には、店頭製品を運搬する運搬面がある。小売品供給
装置は、顧客が選択した購入可能な商品および店頭製品を入力する顧客選択入力機を含む
。この入力機は店頭近くに配置される。小売品供給装置は、入力機および貯蔵部と電気通
信する小売品プロセッサを含む。供給装置もまた含まれており、放出された店頭製品を貯
蔵部から店頭近くの供給場所に送るよう構成されている。
【００６１】
　一実施形態において、清算機は、例えば、タグ等の無線認証（ＲＦＩＤ）部材が取り付
けられた購入可能な商品と、このＲＦＩＤタグを検知するためのスキャナを含む。スキャ
ナ近くのディスペンサーは、清算機の使用者が選択すると、店頭製品を供給する。スキャ
ナおよびディペンサーと通信操作状態にあるコントローラは、次に、購入品および店頭製
品の価格を計算する。一実施形態において、コントローラと通信操作状態にあるディスプ
レイ装置は清算機を使用している人物に対して価格を表示する。
【００６２】
　一実施形態において、商品の購入方法が提供されている。この方法は、店頭製品を供給
する供給装置近くにあるスキャナを有する清算機を提供すること、スキャナを用いてＲＦ
ＩＤタグを有する購入可能な商品を検知すること、およびディペンサーから店頭製品を供
給することを含む。次に、清算機は、検知された購入可能な商品および供給された店頭製
品の価格を計算する。この清算機は、清算機の使用者に価格を表示するディスプレイ装置
を含んでいてもよい。
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【００６３】
　本発明の更なる実施形態において、清算機から商品を購入する方法が提供される。この
方法は、スキャナを用いてＲＦＩＤタグを有する購入可能な製品を検知すること、および
スキャナ近くに配置されたディスペンサーから顧客に店頭製品を提供することを含む。デ
ィスペンサーは、顧客の選択に応じて、店頭製品を供給し、清算機は検知された購入可能
な商品および選択された店頭商品の価格を計算する。
【発明の効果】
【００６４】
　つまり、本発明の利点は、店頭製品を提供することである。
【００６５】
　本発明の他の利点は、顧客が回収して店頭に運ぶ小売品と合わせて、店頭製品を提供す
ることである。
【００６６】
　本発明の他の利点は、小売品と合わせて店頭製品を提供し、かつ両方の価格を累算する
ことである。
【００６７】
　さらに、本発明の利点は、顧客が回収した店頭製品と小売品の支払いを１回で済ませる
ことができるようにしたことである。
【００６８】
　さらに、本発明の利点は、顧客が店頭製品を購入するよう刺激する店頭装置を提供する
ことである。
【００６９】
　さらに、本発明の利点は、顧客が店頭へ運んだ商品に基づいて、ある種の製品を購入す
るよう顧客を刺激し、その製品を供給するようなスマート・プロンプト能力を有する店頭
装置を提供することである。
【００７０】
　さらに、本発明の利点は、顧客のプロフィールに基づいて、ある種の製品を購入するよ
う顧客を刺激し、その製品を供給するようなスマート・プロンプト能力を有する店頭装置
を提供することである。
【００７１】
　本発明の更なる利点は、店頭製品の供給人が店頭製品を広告できる装置を提供すること
である。
【００７２】
　同様に、本発明の利点は、それぞれの供給人が、店頭製品に関して、異なる比率で広告
スペースおよび／または時間を購入できる装置を提供することである。
【００７３】
　本発明の利点は、やはり、それぞれの供給人が遠隔地からリアルタイムで広告を変更で
きる装置を提供することである。
【００７４】
　他の利点は、ほとんどスペースを取らずに、店頭に運ばれた商品の価格を入力する装置
に接続される店頭装置を提供することである。
【００７５】
　さらに、他の利点は、物理的に現存する小売清算機の一部を構成し、小売業者が容易に
供給可能で、顧客が容易に使用可能な店頭装置を提供することである。
【００７６】
　さらに、他の利点は、店頭に運ばれた商品の価格を自動的に検知する装置と接続されて
も、その装置の一体性に影響しないようなモジュラー形式の店頭装置を提供することであ
る。
【００７７】
　さらに、本発明の利点は、小売清算機に接続されても、その清算機の処理フローに悪影
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響を及ぼさないモジュラー形式の店頭装置を提供することである。
【００７８】
　さらに、本発明の他の利点は、他の商品を含む買い物袋または簡易トレイの中に製品を
供給するモジュラー形式の店頭装置を提供し、小売業者または顧客が容易に製品を入手で
きるようにすることである。
【００７９】
　本発明の利点は、ＲＦＩＤ清算機台に接続可能な店頭装置を提供することである。
【００８０】
　本発明の他の利点は、小売現場で操作可能な店頭装置を提供することである。
【００８１】
　本発明の更なる利点は、小売商品レジに接続可能な店頭装置を提供することである。
【００８２】
　本発明の他の利点は、クレジット／デビットカード・リーダーに接続可能な店頭装置を
提供することである。
【００８３】
　さらに、本発明の更なる利点は、消耗品および非消耗品を提供する単一装置を提供する
ことである。
【００８４】
　本発明の他の利点は、店頭製品とその店頭製品用のディスペンサーからなるＲＦＩＤ清
算機を提供することである。
【００８５】
　さらに、本発明の他の利点は、装置から供給された複数の製品を在庫管理する店頭装置
を提供することである。
【００８６】
　さらに、本発明の利点は、装置が提供する製品の複数の納入業者に、リアルタイムでデ
ータを送信する店頭装置を提供することである。
【００８７】
　さらに、本発明の利点は、店頭装置を自動両替可能な供給装置と組み合わせることであ
る。
【００８８】
　本発明の更なる利点は、自動購買機に資金を供給する方法を提供する。
【００８９】
　さらに、本発明の利点は、様々なＲＦＩＤ清算機とともに使用する店頭装置を提供する
ことである。
【００９０】
　本発明のさらなる特徴および利点は、下記の発明の詳細な説明および図面に記載されて
いるので、これらから明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００９１】
　セルフ・スキャン清算機はスーパーマーケットや食料品店に急増し始めている。今日の
セルフ・スキャン清算機は、（ｉ）顧客が製品をスキャンするのに夢中になるので、店頭
製品を詳細に調べたり選択したりする時間が十分にとれない、（ｉｉ）標準的な店頭ラッ
クの設置可能フロアスペースが削減される、さらには、（ｉｉｉ）近年普及しているセル
フ・スキャン清算機は、構造上、標準ラックを低背にする必要がある等の理由で、店頭販
売を縮小するために設置される。
【００９２】
　近年のセルフ・スキャン清算機を用いて、顧客は自ら進んで店頭に運ぶ商品の価格を累
算する。即ち、レジ係りが顧客の商品の価格を入力している間、列に並んで店頭製品であ
ふれたラックを見つめている代わりに、顧客は、セルフ・スキャン清算機の前で、ショッ
ピング・カートまたは他の貯蔵スペースから商品を取り出して、各々の商品を別々にスキ
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ャンし、商品とその値段が正しく累算されていることを確認するためにビデオ・モニタを
チェックし、スキャンした商品を買い物袋に詰めて、その商品の代金を支払う。要するに
、顧客が現在陳列されている店頭製品を目にする時間は大幅に短くなり、同様に重要なこ
とには、顧客がそのことを覚えていないかもしれないということである。
【００９３】
　近年のセルフ・スキャン清算機周りで店頭製品に割くことができるスペースについては
２つの問題点がある。まず、割くことができるスペースが少なくなってきていること。さ
らには、割くことができるスペースが、特に顧客の注意を引くような場所に位置していな
いこと。即ち、ラックを現行のスキャナ、現行のモニタ、現行の支払機および現行の袋詰
めエリアの片側に置くか、さもなければ、それらから離れた位置、即ち、顧客の注意の向
かない位置に置かねばならない。
【００９４】
　ラックスペースの削減は、店頭製品の納入業者間で手ごわい競争が起きるであろうこと
を意味している。セルフ・スキャン清算機を使用する小売業者にとっては、与えられたラ
ックスペースに置く製品を注意深く選択することが、いまや、もっとも重要なことでさえ
ある。小売業者は、売れ残った商品の在庫やそこそこの売れ行きの商品の在庫すら抱える
余裕がないので、売れ行きのよい商品や高利潤商品が大きなスペースを得がちである。
【００９５】
　製品納入業者および小売業者は、両者とも、店頭製品の売り上げ減少をこうむることに
なるであろう。ブランドによる評価は崩れ始め、小売業者は付加的な売り上げを失うこと
になる。よって、小売業者は、近年、セルフ・スキャン清算機による効果を得るか、ある
いは店頭販売を維持するかのいずれかに決めることを強いられている。
【００９６】
　クイック・サービス・レストラン（「ＱＳＲｓ」）は、似てはいるが、ちょっと異なる
挑戦をしている。ＱＳＲもまた店頭製品のためのフロアスペースが制限されている。ＱＳ
Ｒのカウンター・スペースは、制限されているが、ファーストフードを取引するために自
由なアクセスを必要とする。カウンター前のフロアスペースは、食品を作り上げたり、顧
客が食品を選んだりするための列を作れるよう空けておく必用がある。ファーストフード
・フロアの中央に標準の店頭製品ラックを配置することや、顧客が店頭製品をカウンター
まで運ぶよう求めたりすることと、カウンター越しにファーストフードを取引することと
は上手く調和しない。
【００９７】
　多くのＱＳＲもまた、熟練した一流の労働力の不足を経験している。ＱＳＲは、労働移
動率が高く、訓練費用もかかる傾向にある。製品収縮もまたＱＳＲにとって問題である。
このため、ＱＳＲは、限られたスペースおよび労働者の問題を解決し、作業効率を上げ、
製品収縮を軽減するために多数の技術を調査している。既知の解決策の一つは、従来のレ
ジを廃止したキオスクの販売場所である。他の解決策は、「スピードパス（ｓｐｅｅｄｐ
ａｓｓ）」支払いシステムによって、「ワンド（ｗａｎｄ）」を顧客に提供することであ
る。ワンドは無線（ＲＦ）に作用して、ファーストフードの取引情報をクレジット／デビ
ットカード口座に送信する。スピードパス・システムは小型に設計されており、カウンタ
ー・スペースをほとんど必要としないし、フロアスペースはまったく必要としない。また
、従来の「ＱＳＲ」取引よりも素早く操作でき、効率よく取引できる。
【００９８】
　ＱＳＲが店頭製品の納入業者に提案している試みは、従来の、例えばレジ、装置および
何か代わりの初期のファーストフード製品購買システムとともに作動する解決策を提供す
ることである。いずれにしても、店頭システムは、（ｉ）顧客やファーストフード店の従
業員にとって使い勝手がよく、（ｉｉ）労働力にかかる経費を増大させない、あるいは極
端に増大させない、（ｉｉｉ）カウンター・スペースをほとんど必要としない、さらに、
フロアスペースをほとんど必要としない、または全く必要としない、（ｉｖ）製品収縮を
軽減する、（ｖ）初期のあらゆるファーストフード商品購買システムと統合される、（ｖ
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ｉ）店頭の在庫データをシステムに提供することによって在庫管理に役立つのが好ましい
。
【００９９】
　次に、図面、特に図１を参照すると、本発明の実施形態が図示されている。図示された
ように、セルフ・スキャン清算機１０が設けられている。標準的なセルフ・スキャン清算
機は、例えば、ＮＣＲ　Ｃｏｒｐ．およびＯｐｔｉｍａｌ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ　Ｃｏｒｐ
．のものが既知で、これらの会社から入手可能である。セルフ・スキャン清算機１０は、
コントローラ１２を含む。コントローラ１２は、プロセッサ１４、メモリ・デバイス１６
および電源１８を含む。プロセッサ１４は、ある実施形態では、ペンティアム（ＴＭ）・
プロセッサ等のウインドウズＮＴ（ＴＭ）・ソフトウエアを実行するものである。メモリ
・デバイス１６は、人が操作することによりコントローラ１２に接続される周辺機器と相
互接続するプログラムを実行する。
【０１００】
　コントローラ１２は、モジュールとしての入出力（「Ｉ／Ｏ」）カード２０を含み、こ
れに複数のワイヤ２２（例えば、リボンケーブルの形状で、または他のワイヤを束ねる技
術で）接続される。ワイヤ２２は、複数の周辺機器に延びている。周辺機器は、典型的に
は、クレジット／デビットカード・リーダー２４、キャッシュ・ディスペンサー２６、ス
キャン装置２８、およびタッチスクリーンと相互接続されたディスプレイ装置（「タッチ
スクリーン・ディスプレイ３０」）を含む。さらに、ＲＳ－２３２ケーブルまたはＲＳ－
４８５ケーブルが、独自の処理能力を有する場合には、コントローラ１２からこれ等の装
置へ延びていてもよい。一実施形態におけるスキャン装置２８は、コントローラ１２に光
学接続されるよう構成されていてもよい。このコントローラ１２は、また、ビデオグラフ
ィック・カードまたはモジュール（図示せず）を含み、さらに音源カードも含んでいても
よい。
【０１０１】
　クレジット／デビットカード・リーダー２４によって、顧客はクレジットカードかデビ
ットカードによる支払いを選択することができる。カード・リーダー２４は、挿入口３２
、カードリーダー・ディスプレイ３４および複数の数字入力ボタン３６を含む。カードを
挿入口３２に挿入してもリーダー２４がカード番号を読み取れない場合には、顧客は数字
入力ボタン３６を使用してカード番号をキー入力することができる。
【０１０２】
　タッチスクリーン・ディスプレイ３０または数字入力ボタン３６のどちらかは、顧客が
金額を入力できるように構成されていてもよい。これによって、セルフ・スキャン清算機
１０がキャッシュ・ディスペンサー２６から金額を分取する。キャッシュ・ディスペンサ
ー２６は、取引のために現金を供給または受領する複数の取り出し口３８を含む。
【０１０３】
　スキャン装置、即ちスキャナ２８は、透明カバー４０およびそのカバー４０の後ろ側に
はスーパーマーケットやコンビニまたはその他の小売店で見られる購入可能な商品４２の
大半に取り付けられたバーコードを読み取る電子機器を有する。顧客がカバー４０を通っ
た商品をスキャンすると、タッチスクリーン・ディスプレイ３０は、商品を表示または確
認し、その価格を表示する。一実施形態においては、自動音声で、顧客に商品４２を買い
物袋４４へ入れるよう指示する。顧客が複数の商品をスキャンした後に、タッチスクリー
ン・ディスプレイ３０は、商品、それらの価格およびそれらの総額のスクロール・リスト
、即ち、仮想リストを表示する。
【０１０４】
　一実施形態では、セルフ・スキャン清算機１０は、ビデオ・カメラ（図示せず）を採用
して、製品および他のバーコードがついていない商品４２を識別する。顧客は、購入可能
な商品４２を全てスキャンして買い物袋に入れ、クレジット／デビットカード・リーダー
２４を用いてカードの支払い方法を選択する。購買機１０は、また、顧客がビルアクセプ
ター（図示せず）を介して現金、小切手および／またはフードスタンプで支払うこともで
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きる。セルフ・スキャン清算機１０は、キャッシュ・ディスペンサー２６から現金で釣銭
を供給し、コイン・ディスペンサー（図示せず）から硬貨で釣銭を供給する。セルフ・ス
キャン清算機１０は、タッチスクリーン・ディスプレイ３０上に現れる商品４２のリスト
を示したレシートをプリントする。キャッシュ・ディスペンサー２６は、レシートを発行
するように構成されてもよいし、あるいはその代わりに、レシート印刷機（図示せず）か
らレシートを発行する個別の取り出し口（図示せず）が設けられていてもよい。
【０１０５】
　一実施形態においては、購買機１０は、製品の価格を自動入力するその他の方法、つま
り価格を入力するのを補助する手段を含んでいてもよい。例えば、購入可能な商品４２に
は無線認証タグ２０２が取り付けられていてもよいし、また、商品４２は、ＲＦＩＤタグ
を検知するスキャナ２００、スキャナ２００近くに店頭製品５２を供給するディスペンサ
ー５４、および購入品および店頭製品の価格を計算するためにスキャナ２００およびディ
スペンサー５４と通信操作状態にあるコントローラ１２を有する。この実施形態において
、スキャナ２００は、無線（ＲＦ）検知を用いて購入可能な商品を識別してもよい。図１
０に示されるように、スキャナ２００は、購入可能な商品４２に貼り付けるか、さもなけ
れば取り付けられた無線認証（ＲＦＩＤ）タグ２０２を検知するために用いられてもよい
。本明細書で使用されるとおり、ＲＦＩＤタグは、当該技術で一般的に知られているよう
に、情報を受信、格納、送信可能な装置である。「タグ」という用語が用いられているが
、この用語は、製品および／または価格を識別できる無線を送信または発生可能なあらゆ
る部材を含み得る。ＲＦＩＤタグ２０２は、アンテナ、ＲＦ信号を処理する回路、マイク
ロプロセッサ、メモリ、および任意に電源を含んでいてもよい。ＲＦＩＤタグ２０２は、
各商品の価格、購入可能な商品の店内の棚および通路の位置等の情報や、供給源、販売量
、在庫量、購入日、消費期限、位置、購買傾向およびそれらの組み合わせ等に関する在庫
データが事前にプログラムされていてもよい。
【０１０６】
　ＲＦＩＤタグ２０２は、粘着剤を含む様々な手段で購入可能な商品４２の表面に取り付
けられてもよく、または、当該技術において一般に知られているように購入可能な商品の
パッケージと一体にされていてもよい。ＲＦＩＤタグ２０２は、受動素子でも能動素子で
もよい。受動素子として、ＲＦＩＤタグは、ＲＦ呼掛機が発生する運転出力を用いてＲＦ
呼掛け信号を受信した場合にのみ、信号を送信する。能動素子として、ＲＦＩＤタグは、
専用の電源と共に構成されるので、単独で信号を送信できる。受動ＲＦＩＤタグは、一般
的に、能動ＲＦＩＤタグよりも小さくて軽量である。一実施形態において、ＲＦＩＤタグ
２０２は、受動ＲＦＩＤ素子である。
【０１０７】
　スキャナ２００は、当該技術において一般的に知られているようなＲＦ呼掛け機でよい
。スキャナ２００は、アンテナ、呼掛け信号をＲＦＩＤタグに送信し、ＲＦＩＤタグから
応答信号を受信するトランシーバー、およびＲＦＩＤタグからの信号に含まれる記号化さ
れた情報を読み取るためのデコーダを含んでいてもよい。スキャナ２００は、所定の周波
数で電磁場を発生する。ＲＦＩＤタグ２０２がその電磁場に入ると、電流が発生して、Ｒ
ＦＩＤタグ２０２に出力を与え、この電磁場を変調して、ＲＦＩＤタグ２０２のメモリに
記憶されている予めプログラムされた管理プロトコルデータをスキャナ２００に返信する
。その後、スキャナ２００は、このデータを復号して、コントローラ１２に送信する。
【０１０８】
　スキャナ２００とＲＦＩＤタグ２０２を含む購買機１０は、いくつかの利点を提供する
。ＲＦＩＤタグ２０２とスキャナ２００との間は、検知のために直線配置（ｌｉｎｅ－ｏ
ｆ－ｓｉｇｈｔ）にする必要はない。スキャナ２００を使用する人物は（例えば、顧客ま
たは店内スタッフ）、購入可能な製品４２を検知させるためにスキャナ２００が発生する
電磁場の範囲内に置くだけでよい。こうして、スキャナ２００がＲＦＩＤタグ２０２を検
知することにより、顧客または購入者は比較的簡単に商品の清算を行うことができる。さ
らに、スキャナ２００は、固定式でも、例えば、手持ち式スキャナのような可動式でもか
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まわない。
【０１０９】
　さらには、購入可能な製品４２とスキャナ２００は、検知のために接触する必要はない
。そのため、信号伝達コンポーネントを適切に検知するのに害をなす可能性のある状況を
十分に低減できる。例えば、購入可能な製品および／またはＲＦＩＤタグ２０２に付着し
た湿気、流体、ほこり、泥、またはその他の物理的な妨害物は、スキャナ２００がＲＦＩ
Ｄタグ２０２を適切に検知することにほとんど影響を与えない、または全く影響を与えな
い。
【０１１０】
　ディスペンサー５４は、スキャナ２００の近く、場合によっては隣に配されてもよい。
一実施形態において、ディスペンサー５４は、スキャナ２００を用いて購入可能な製品を
清算するときに、顧客または他の使用者から見えるところに配置される。一実施形態にお
いて、ディスペンサー５４は、下記に詳細に述べるように、使用者の選択に応じて店頭製
品５２を供給する。
【０１１１】
　さらなる実施形態において、清算機１０は、コントローラ１２と通信操作状態にあるデ
ィスプレイ３０を含んでいてもよい。ディスプレイ３０は、購入可能な製品の識別、購入
可能な製品の価格、店頭製品の識別、店頭製品の価格、およびそれらの組み合わせ等に関
する情報を表示するのに使用されてもよい。
【０１１２】
　ディスプレイ３０は、清算機１０を使用する人物が店頭製品５２を人に勧めるのに使用
されてもよい。顧客またはその他の使用者が、ボタン６２等のプロンプトを用いて欲しい
店頭製品を選択してもよい。選択すると、ディスペンサー５４は店頭製品を供給し、コン
トローラ１２は、検知された購入可能な製品および選択された店頭製品のランニングコス
トを計算する。
【０１１３】
　検知された、または明細を明らかにされた購入可能な製品４２を入れる入れ物４４は、
供給された店頭製品を受け取るためにディスペンサー５４近くに配されてもよい。そうす
ることで、ディスペンサー５４は、店頭製品を直接入れ物に供給する。
【０１１４】
　図１を参照すると、図示された本発明のセルフ・スキャン清算機１０は、好ましくは製
品５２の在庫とディスペンサー５４を有する、店頭装置５０を含む。本明細書中で使用さ
れている用語「店頭」は、顧客が製品の支払いをしたり、店舗または他の小売会場におい
て精算を済ませる場所を言う。セルフ・スキャン清算機１０の前パネルのセクション５５
は、一実施形態において、自動清算機１０が店頭装置５０を収容することを図示するため
に部分的に切取られている。他の実施形態においては、以下に述べるように、独立型店頭
装置がセルフ・スキャン清算機１０の外側に取り付けられている。
【０１１５】
　図示された実施形態において、製品５２の在庫は、４種類の製品ＡないしＤからの選択
を提供する。この在庫は、単一製品５２を含めて、明らかに、異なる店頭製品５２を複数
含んでいてもよい。店頭製品５２は、一律に販売することが可能であり、あるいは、清算
機の列、レジ、店頭キオスク、スピードパス・ステーション、タッチスクリーン入力機、
映画チケットや航空チケットの自動券売機を含む他のタイプの販売装置のところで、また
はそれらの近くで販売されているフロント・エンド製品との組み合わせで販売することも
可能である。店頭製品としては、ガムやキャンディ等の菓子製品、雑誌類、かみそりや小
さなポケット・ティッシュ等の生活雑貨類、電池、タバコ用ライター、キーチェーン、筆
記用具、フィルム、使い捨てカメラ、ビデオテープ、デジタルビデオ・ディスク（ＤＶＤ
ｓ）、小さな玩具等がある。
【０１１６】
　本発明は、この種の製品の納入業者が直面する多くの問題を解決する。まず、小売店で
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は、製品は、典型的には、決められた棚割り（ｐｌａｎａｇｒａｍ）に従って陳列される
。棚割りは注意深く構成され、審美的に好感を抱くように、整然と製品を陳列するよう意
図されている。店頭製品に関しては、顧客は他の商品を購入するまでに心を迷わせるので
、なおさら棚割りは重要な役割を果たす。その結果、棚割において納入業者の製品に割り
当てる場所が現在のところまったくないか、あるいは今後もないであろう場合、ある製品
納入業者はフロント・エンド市場から一時的あるいは永久的に締め出されるかもしれない
。本発明の店頭製品５２は装置から供給され、好ましい一実施形態においては、動的表示
によって広告されるので、棚割の必要がない。よって、本発明は、今まで以上に融通の効
くフロント・エンド市場を提供する。
【０１１７】
　次に、小規模納入業者は「割込み」の犠牲となる可能性があり、その一方で、大規模納
入業者は限られた店頭スペースを効果的に使用することができる。小規模納入業者は、棚
割を充足させる必要なしに、スペースや割込み場所を断続的に購入することができる。以
下に詳細に記載するように、納入業者は、中程度の広告用の割込み場所を購入することも
できる。小売店は、売れ行きのよい製品の納入業者が複数の割り込み場所を低価格で購入
するシステムを構築することができる。そのため、動きの早い製品を納入する小規模納入
業者は、競合するフロント・エンド市場に食い込む。
【０１１８】
　食料品店やスーパーマーケット等の小売店は、本発明のスループットを効果的にするた
めに大規模納入業者とも協力することができる。例えば、特に大規模な納入業者は、購入
可能なフロント・エンド割込み場所、即ちスペースを長期間取得あるいは貸借し続けるよ
う割増金３０％を支払うこともできる。納入業者は、この３０％の利益とスループットを
最大限に活用することを強いられ、また欲する。その結果、小売店は、納入業者にその３
０％を管理させて、売れ行きが早く利益が上がる店頭製品５２を割り込ませることによっ
て残りの７０％の利益とスループットを最大限に利用するよう専念する。そのパーセンテ
ージは、明らかに、この例と異なるかもしれないし、小売店は複数の所有者、または大手
の賃借人を得るかもしれない。
【０１１９】
　顧客が複数の店頭製品５２の購入を欲している場合、セルフ・スキャン清算機１０は、
自動清算機１０のパネルで画定された開口部５６から複数の製品５２を供給する。この開
口部５６は、製品供給トレイの上あるいは近くに並べて配されてもよい（図９）。一実施
形態における開口部５６およびトレイは、コイン両替機の開口およびトレイとしての役割
も果たす（図９）。製品５２を貯蔵ポイントから開口部５６またはトレイに送るために、
セルフ・スキャン清算機１０は、複数の傾斜路、即ち斜面５８を提供する。この傾斜路、
即ち斜面５８は、本明細書中では清算機１０の内部に完全に収容されているが、傾斜路、
即ち斜面５８の一部あるいは全部がセルフ・スキャン清算機１０の外側に配置されていて
もよい。この傾斜路、即ち斜面５８は、またローラ間をベルト張架した複数の搬送部を含
んでいてもよい（図９）。
【０１２０】
　図１において、開口部５６は、複数の製品５２を、店頭に運ばれた商品４２の買い物袋
４４の一つに直接供給する。他の実施形態においては、製品５２は、セルフ・スキャン清
算機１０の露出した表面のいずれの地点からでも供給できる。例えば、食料品店またはス
ーパーマーケットは、この開口部５６（および、できればトレイ）をビルアクセプターま
たはキャッシュ・ディスペンサー２６の近く、クレジット／デビットカード・リーダー２
４の近く、タッチスクリーン・ディスプレイ３０の近く、またはスキャナ２８の近く等に
配してもよい。ディスペンサーを支払機、即ちビルアクセプターまたはクレジット／デビ
ットカード・リーダー２４の近くに配することで、顧客は、商品４２や製品５２の支払い
をするときに、供給された製品５２を回収することができる。ディスペンサーをタッチス
クリーン・ディスプレイ３０の近くに配することによって、顧客は、供給された製品５２
の購入を選択した後でこの製品５２を直接回収することができる。ディスペンサーをスキ
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ャナ２８の近くに配することによって、顧客は、店頭に運ばれた他の商品４２を処理しな
がら供給された製品５２を回収することができる。
【０１２１】
　図示されたように、開口部５６の上または近くで、セルフ・スキャン清算機１０は、別
の製品５２（本明細書では、図中の切り取り部５５に図示されている）に関する広告また
は情報を提供する。広告では、顧客にタッチスクリーン・ディスプレイ３０を使用するこ
とによって、製品ＡないしＤを自動的に複数購入できることを知らせている。広告では、
また、自動清算機１０が製品をどこで供給するか（例えば、開口部５６から）を顧客に指
摘する。
【０１２２】
　セクション５５の専用広告は、別の店頭の製品５２を宣伝する一実施形態を図示する。
他の実施形態においては、セクション５５の広告は消去可能か、または変更可能であり、
店員または製品流通業者が他の製品を店頭装置５０に導入し、その導入した他の製品を広
告できるようにしている。他の実施形態においては、タッチスクリーン・ディスプレイ３
０、またはコントローラ１２と通信状態にある別の動的ビデオディスプレイは、製品Ａな
いしＤを宣伝し、複数の店頭製品５２を削除または追加するよう構成可能である。さらな
る実施形態においては、特に在庫が多い別の製品５２を含む場合には、動的ディスプレイ
は、この別の製品をスクロールし、１度に全部とはいかないが１つ以上の製品を表示する
よう構成されてもよい。静的または動的広告ディスプレイは、セルフ・スキャン清算機１
０の頂部または自動清算機１０の前などの店頭に、または店頭近くに（即ち、ディスプレ
イは、顧客が食料品店のアイル（ｉｓｌｅ）から清算機１０に近づくときに、顧客と相対
するように）取り付けられてもよい。
【０１２３】
　タッチスクリーン・ディスプレイ３０は、図示されるように、メッセージ６０、複数の
シミュレート・ボタン６２（製品ＡないしＤの各個ごとに）、および購入された商品４２
と供給された製品５２の一覧６４を現在のところ供給する。メッセージ６０は、顧客に現
在の総計を知らせ、顧客は取引中に、いつでも、ボタン６２のうちの一つを選択して製品
ＡないしＤのうちの一つを購入することができることを知らせる。図示された実施形態に
おいては、タッチスクリーン・ディスプレイ３０は、各店頭製品ＡないしＤ専用のボタン
６２を提供する。他の実施形態においては、タッチスクリーンはトグルボタンまたは「次
へ」ボタン（図示せず）を提供するよう構成され、ディスプレイ３０は、顧客が「次へ」
ボタンを押す度に新しい店頭製品５２を呼び出して表示する。この実施形態では、タッチ
スクリーン・ディスプレイは、また、選択ボタンまたは「購入」ボタンを提供し、顧客が
表示された店頭製品５２を１つあるいはそれ以上続けて購入できるようにする。
【０１２４】
　ディプレイ３０の一覧６４は、顧客がスーパーマーケットやコンビニの店内のどこかで
選択し、セルフ・スキャン清算機１０まで運んだ多数の商品４２をこの顧客が購入したこ
とを示す。一覧６４は、顧客がシリアル、スープ、セロリ、ケーキミックス、および小麦
粉を選択し、運び、セルフ・スキャンしたことを示す。一覧６４は、また、顧客が店頭で
購入したこと、例えば、製品ＡないしＤのうちの一つであるガムを購入したことを示す。
メッセージ６０が示す現在の顧客の総計である１２ドルは、店頭製品５２の価格である５
０セントを含む。好ましい一実施形態において、本発明は店頭に運ばれた商品４２の価格
とその後に購入された製品５２の価格とを合計する。このように、顧客は現金で支払いを
して一旦つり銭を受け取るか、小切手を一枚記入するか、またはクレジットまたはデビッ
トカードを一度機械に通す。そのため、セルフ・スキャン清算機１０はレシートを一枚だ
け支給するし、顧客はレシートを一枚だけ受け取る。
【０１２５】
　この図示された実施形態において、顧客は、顧客が望めば何度でも同じボタン６２を選
択して同じ製品５２を購入することができる。顧客は、異なるボタン６２を選択して、顧
客が望む分だけ異なる製品５２（異なるタイプの製品５２）を購入することができる。顧
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客がボタン６２を押す度に、ディスペンサー５４は、製品５２を一個供給する。他の実施
形態においては、タッチスクリーン・ディスプレイ３０は、シミュレートされたテンキー
を提供し、顧客が数量を入力するよう刺激する。顧客が１つ以上を入力した場合、ディス
ペンサー５４は、一度に複数の製品５２を供給する。本明細書中で説明された、上記のよ
うなボタン６２、「次へ」ボタン、「購入」ボタンおよびシミュレートされたテンキー等
のシミュレートされた入力装置はいずれも、本分野の技術で周知のように、自動清算機１
０のパネルに取り付けられ、モジュールとしてのＩ／Ｏカード２０への独立した入力装置
として配線で接続された電気機械入力装置として提供されてもよい。
【０１２６】
　次に図２を参照すると、本発明の第二の実施形態は、自動購買機７０とは別体の本体６
６内に収容される独立型店頭装置５０を提供する。本発明の目的を達成するためには、自
動購買機７０は、商品の価格を累算するか商品に対する支払いを受ける装置であればどの
ようなものでもよい。一実施形態において、自動購買機７０は、図１に記載されたセルフ
・スキャン清算機１０である。他の実施形態における自動購買機７０は、店員によって操
作される標準型の清算機でよい。即ち、自動購買機７０は、食料品店、ファーストフード
店、コンビニ、ドラッグ・ストア、ハードウエア・ストア、洋品店、スーパーストア等の
タイプの小売店向けの従業員操作型購買列で使用可能である。この場合、従業員が商品を
スキャンするか、あるいは店員がスキャナ４０を使用して商品をスキャンするか、レジ７
２、店頭のキオスクまたはタッチスクリーン入力装置に選択を入力する。自動購買機７０
は、クレジット／デビットカード・リーダーおよびビル・アクセプターも含む。自動購買
機７０は、スピードパスのような、店員を通さずに１または複数の価格を自動的にクレジ
ットまたはデビット口座に送る何らかのタイプの装置をさらに含む。
【０１２７】
　独立型店頭装置５０は、自動購買機７０に、またはその近くに取り付けられるのが好ま
しいので、この店頭装置５０は店頭に配される。自動購買機７０は、プロセッサ１４、メ
モリ・デバイス１６、電源１８およびモジュールとしてのＩ／Ｏカード２０を有するコン
トローラ１２を含む。自動購買機７０は、店頭装置５０が別体であることを除いて、図１
に関連して述べられているようなその他の構成および装置も含んでよい。
【０１２８】
　コントローラ１２は、ワイヤ２２を介してスキャナ２８と電気通信し、および／または
その代わりに、スキャナ２８と光学接続、またはＲＳ－２３２ケーブルまたはＲＳ－４８
５ケーブルによって接続されている。コントローラ１２は、あるいは、無線高周波（「Ｒ
Ｆ」）信号、マイクロ波信号、インターネットまたはその他の適当な通信リンクを介して
スキャナ２８と通信する。自動購買機７０がセルフ・スキャン清算機１０（図１）である
場合、顧客は食料品店のアイルの一つから商品４２を回収し、その商品をスキャナ２８へ
運び、その商品を透明カバー４０を通過させてスキャンする。自動購買機７０が店員制御
型清算機の場合、顧客は商品４２を食料品店のアイルの一つから回収し、その商品をスキ
ャナ２８まで運び、そこで、店員がその商品を透明カバー４０に通すことによってスキャ
ンする。いずれの場合も、ある実施形態におけるスキャナ２８は、図示されるような独立
型スキャナ２８であり、他の実施形態において、スキャナ４０は顧客も店員も保持できる
手持ち型スキャナであるため、手持ち型スキャナの小さい透明カバー４０が購入可能な商
品４２のバーコードを横断する。
【０１２９】
　コントローラ１２は、ワイヤ２２および／またはＲＳ－２３２接続またはＲＳ－４８５
接続によってレジ７２と電気通信する。コントローラ１２は、あるいは、ＲＦ信号、マイ
クロ波信号、インターネットまたはその他の適当な通信リンクを介してレジ７２と通信す
る。一実施形態におけるコントローラ１２は、スキャナ２８とだけ接続され、他の実施形
態においては、レジ７２とだけ接続され、更なる実施形態においては、スキャナ２８とレ
ジ７２の両方に接続される。
【０１３０】
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　コントローラ１２がレジ７２に接続される場合、店員はレジ７２を手作業で操作する。
食料品店、コンビニ、ドラッグ・ストア、ハードウエア・ストア、洋品店、スーパースト
ア等のある小売り作業では、顧客は、箱詰めの食料品等の商品４２を店舗のアイルの一つ
から回収して、その商品を、その商品またはその商品の価格をレジ７２に入力する店員ま
で運ぶ。ファーストフード・レストランや予約購入窓口等の他の小売り作業では、顧客は
、店員に近づきハンバーガーやフレンチフライ等の購入可能な商品４２を注文し、店員は
その商品またはその商品の価格をレジ７２に入力する。
【０１３１】
　コントローラ１２は、また、タッチスクリーン・ディスプレイ３０ａまたは３０ｂの一
方と通信する。本明細書では、ディスプレイ３０ａおよび３０ｂは、自動購買機７０の外
側に取り付けられているように図示されている。２つのタッチスクリーン・ディスプレイ
が図示されているが、上述のように必要なのは１つだけである。ディスプレイ３０ａは、
顧客が商品４２スキャンするときに、即ち、セルフ・スキャン清算機の位置に適合されて
いる（図１）。本明細書において、ディスプレイ３０ａは、顧客が全ての購入可能な商品
４２をスキャンした後で、製品ＡないしＤ等の店頭製品５２の一つを購入希望しているか
否か、顧客を刺激するのに適したメッセージ７４ａを提供する。ディスプレイ３０ａはシ
ミュレートされたボタン６２も提供する。図１において、タッチスクリーン・ディスプレ
イ３０によって、顧客はセルフ・スキャン作業のどの工程においても１つあるいはそれ以
上のボタン６２を選択することができる。タッチスクリーン・ディスプレイは、顧客が製
品５２を選択するよう刺激し、スキャン・シーケンスの前、その間または、本明細書中で
は、その後に即座に供給するよう構成されていてもよい。
【０１３２】
　ディスプレイ３０ａは顧客が供給可能な製品５２を購入するよう刺激するのに適したあ
らゆるメッセージを有してもよい。例えば、ディスプレイ３０ａは、現在の総額に、供給
された製品５２の価格を加えたものを表示するよう構成することも可能である。例えば、
ディスプレイ３０ａは、「総計は１２ドルになりました。ガム一箱を税混み４０セントで
追加することができます。下のボタンを１回押すと供給されます。」と表示するかもしれ
ない。ディスプレイ３０ａは、新しい総計を表示することもできる。例えば、「総計は１
２ドルになりました。ガム一箱を追加すると、総計は税込みで１２ドル４０セントとなり
ます。下のボタンを１回押すと供給されます。」という具合である。本明細書中に記載さ
れた全てのメッセージまたはプロンプトは、映像、音声またはオーディオ・ビジュアルと
することができる。
【０１３３】
　本明細書中に記載された全ての実施形態において、コントローラ１２のメモリ１６は、
プロンプトを「スマート・プロンプト」とすることができるコンピュータプログラムを格
納するよう構成されていてもよい。即ち、ソフトウエアは、（ｉ）顧客が選択して店頭へ
運んだ１つまたは複数の商品４２に基づいてプロンプトを選択し、（ｉｉ）顧客の食料品
店カードまたはコントローラが収集したデータから得られた顧客のプロフィールに基づい
てプロンプトを選択し、または（ｉｉｉ）（ｉ）と（ｉｉ）を組み合わせたアルゴリズム
に基づいてプロンプトを選択するよう構成されている。コントローラ１２のプロセッサ１
４は、メモリ１６に格納されたコンピュータプログラムによって作動し、ディスプレイ３
０ａまたは３０ｂ上にスマート・プロンプトを表示する。 
【０１３４】
　スマート・プロンプトが、顧客が選択して店頭に運んだ商品４２に基づいている場合、
一実施形態に使用されるプログラムは商品４２から供給されるパターンまたは信号を検索
する。例えば、顧客が、無糖、無脂肪、低脂肪、砂糖代替品含有等の複数の商品４２を集
めて店頭へ運んだ場合、スマート・プロンプトは、シュガーフリーガム等の無糖商品を含
んでもよい。他の例においては、多数のデザート類の商品が店頭に運ばれた場合には、ス
マート・プロンプトは、キャンディー・バー等のキャンディを含んでもよい。顧客が店内
のラックから雑誌を引き抜いた場合は、スマート・プロンプトは他の定期刊行物を含んで



(21) JP 2008-511909 A 2008.4.17

10

20

30

40

50

もよい。この分野における当業者であれば、確実に、ソフトウエアが多数の異なるタイプ
の検出を行うように構成することができる。
【０１３５】
　食料品店またはスーパーマーケットの顧客カードによって、店は特定の顧客の購買慣習
を含むデータを蓄積することができる。ソフトウエアはこの情報を使用して、スマート・
プロンプトを表示するように構成されてもよい。例えば、顧客カードが、顧客が過去に多
数の無糖または無脂肪商品を購入していることを示した場合、たとえ顧客が今そのような
商品を店頭に運んできていない場合であっても、スマート・プロンプトは無糖商品を含ん
でよい。
【０１３６】
　他の実施形態においては、別々の装置の複数のコントローラ１２が、食料品店またはス
ーパーマーケット内に保持されたサーバー・コンピュータとローカル・エリア・ネットワ
ーク（「ＬＡＮ」）でリンクできる。このサーバー・コンピュータは、顧客がクレジット
カードまたはデビットカードで支払いをする度に蓄積される購買慣習情報を格納している
。顧客番号はクレジットカードまたはデビットカード番号に内部的に与えられ、それによ
って、その顧客番号に基づいて情報が蓄積される。顧客が店舗内で標準的な清算機または
セルフ・スキャン清算機のいずれを使用するかにかかわらず、サーバー・コンピュータは
クレジット／デビット番号を認識して、顧客番号を呼び出し、その顧客番号に基づいて購
買慣習情報を更新する。さらに、顧客が標準的な清算機またはセルフ・スキャン清算機の
いずれを使用するかに関係なく、ソフトウエアは、顧客番号に基づいて、サーバー・コン
ピュータが蓄積した情報にアクセスして、スマート・プロンプトを提供することができる
。使用者が過去に店頭で特定の製品５２を購入している場合、例えば、スマート・メッセ
ージは以前に購入した製品５２を含むかもしれない。
【０１３７】
　他の実施形態において、顧客カードまたはサーバー・コンピュータは、顧客のポイント
が所定の閾値に達すると、「顧客ポイント」を累算し、１つまたはそれ以上の店頭製品５
２を自動的に供給するよう構成されている。ポイントは、顧客が店頭に運んだ商品４２に
対して、または販売製品５２の購入ポイントに対して、あるいはその両方に対して発行さ
れてよい。クイック・サービス・レストラン（「ＱＳＲ」）では、ポイントは購入された
ファーストフード商品に対して累算される。ポイントは、（ｉ）１つまたは複数の無料製
品を報酬とする、（ｉｉ）コンテストの参加につながる、かつ（ｉｉｉ）店の商品用のク
ーポン、店頭製品またはコンテストの参加を報酬とすることができる。ディスプレイ３０
は、顧客に対して、例えば、「おめでとうございます。ガム一箱が無料で提供されます。
」等の情報を視覚的および／または聴覚的に知らせるよう構成されてもよい。
【０１３８】
　ディスプレイ３０ｂは、店員がスキャナ２８を使用して商品４２をスキャンするか、ま
たはレジ７２を使用して商品を入力する場合に適合される。本明細書において、ディスプ
レイ３０ｂは、店員が購入可能な商品４２を全てスキャンするか入力するかした後、店員
が店頭製品５２である製品ＡないしＤの一つを購入したいか否かを尋ねるよう刺激する適
当なメッセージ７４ｂを提供する。あるいは、店員は、顧客が選択した商品をスキャンま
たは入力する前あるいはその間に顧客を刺激することもできる。ディスプレイ３０ｂは、
また、提供可能な製品５２の価格を知らせるか、または供給可能な製品５２の価格を含ん
だ場合の新たな総額を知らせるよう店員を刺激するよう構成されてもよい。さらに、店員
を刺激するディスプレイ３０ｂは、購入された製品または使用者のプロフィールに基づい
て構成されるスマート・プロンプトを含んでもよい。
【０１３９】
　ディスプレイ３０ｂは、また、顧客が店頭製品５２を即座に供給して欲しいと望む場合
に、店員が押すボタン６２を提供する。顧客制御型実施形態または店員制御型実施形態の
いずれの場合にも、静的または動的ディスプレイの形態をとる適当な広告が店頭製品の取
得可能性を顧客に知らせる。
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【０１４０】
　図２において、店頭装置５０には制御能力はない。即ち、店頭装置は、単独ではデータ
処理能力がない装置であるため、ディスペンサー５４に製品５２を供給するようコマンド
を送るにも完全にコントローラ１２に頼っている。このディスペンサー５４は、ガムまた
はキャンディ等の菓子類、雑誌、本または新聞等の定期刊行物、かみそりまたは小さなポ
ケット・ティッシュ等の生活雑貨、電池、タバコ用ライター、キーチェーン、筆記用具ま
たは小さな玩具を供給するのに適したタイプのディスペンサーであればよい。
【０１４１】
　図示された実施形態においては、ディスペンサー５４は、製品ＡないしＤの各々に対し
て独立型ソレノイド７２を含む。一実施形態におけるソレノイド７２は、プッシュ型のソ
レノイドであり、各々のソレノイドは、熱線７６と中性線７８を有する。同様に、コント
ローラのモジュールとしてのＩ／Ｏカード２０から延びるワイヤ２２は、熱線２２ａおよ
び中性線２２ｂを含む。ソレノイド７２の熱線７６および中性線７８は、ターミナル・ス
トリップ８０に接続され、中性線も一緒に「接続（ｊｕｍｐｅｒｅｄ）」されている。モ
ジュールとしてのＩ／Ｏカード２０から延びる中性線２２ｂはストリップ８０に接続され
た中性端子の一つに接続されている。モジュールとしてのＩ／Ｏカード２０から延びる熱
線２２ａは、それぞれ、ストリップ８０の熱線端子の一つに接続されている。
【０１４２】
　このような配線においては、顧客がスクリーン３０ａ上のボタン６２を押すか、または
店員がスクリーン３０ｂ上のボタンを押した場合に、モジュールとしてのＩ／Ｏカード２
０に入力信号が送られる。メモリ・デバイス１６に格納されたデバイス・ソフトウエアは
、その入力を確認して、指定された出力スイッチを閉じる。これによって、ソレノイド電
圧（例えば１２０ＶＡＣまたは２４ＶＤＣ）に定格された電源１８が対応する熱線２２ａ
と中性線２２ｂの間に通電する。通電された熱線２２ａと中性線２２ｂは、対応するソレ
ノイド７２の熱線７６と中性線７８の間に通電する。
【０１４３】
　ソレノイド７２の一つに通電することで、電気・機械エネルギー変換を発生させ、例え
ば、レバーを第一の位置から第二の位置に移動させるというような、機械的な動きを起こ
す。この点では、店頭製品５２を１つまたはそれ以上供給するために、あらゆる適当な機
械的連携が採用される。図示を容易にするために、ディスペンサーは、１つまたは複数の
製品ＡないしＤが引力によって、傾斜路、即ち斜面５８に向けて落下するのに十分な程度
に開き、製品５２がその開口部５６を通って供給される、ヒンジ式または摺動式のドア８
２を有するように図示されている。当然のことながら、当業者であれば、ソレノイド７２
の効果的な使用法またはそれらを全て組み合わせることを回避できるような、他の機械的
連携を考案することができるし、既に考案している。しかしながら、重要なことは、どの
器具も、特定のボタン６２を始動させることで、製品Ａ，Ｂ，ＣまたはＤのうちの１つを
特定の分量だけ供給するという独特の結果を有することである。
【０１４４】
　図２の独立型店頭装置５０は制御能力がないので、コントローラ１２が全ての価格計算
を行っていることが理解されねばならない。即ち、コントローラ１２は、フードボックス
、ファーストフード商品等の購入可能な商品４２およびガム等の店頭製品５２の価格を保
持していて、それを呼び出す。顧客制御型タッチスクリーン・ディスプレイ３０ａまたは
店員制御型タッチスクリーン・ディスプレイ３０ｂは、スキャンされた、または入力され
た商品４２および供給された製品５２の一覧を示す。
【０１４５】
　次に図３を参照すると、他の独立型店頭装置９０の実施形態が図示されている。店頭装
置９０は、初歩的なレベルの制御能力を有している。即ち、店頭装置９０は、処理能力ま
たはコンピュータプログラムを格納する能力を持たないが、店頭装置９０は電気的切替能
力は有している。店頭装置９０は、電源１８および複数のリレー９２を含む。リレーは周
知の電気的切替え装置であり、入口側に１つのコイルを含み、出口側に通常は開いた、ま
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たは通常は閉じた状態の１つまたは複数のコンタクトを含む。各リレー９２の出力側はソ
レノイド７２と電気接続され、各リレーの入力側は、一般的には「論理梯子図」と称され
る電気的フローチャートによる電気機械押しボタン９４に電気接続されている。
【０１４６】
　リレー９２を含む店頭装置９０は、顧客または店員が、店頭装置９０で決定を入力して
店頭製品５２を供給することができる能力を有している。電源１８は、リレー９４を介し
てソレノイド７２に、および、例えば、押しボタン９４が点灯している場合には、できれ
ば押しボタン９４に電源を供給する。ターミナル・ストリップ８０は、ワイヤリングを容
易にする。顧客または店員が押しボタン９４の一つを押した場合、リレー９２に対応する
コイルが励起こされ、リレー９２内のコンタクトが閉じ、対応するソレノイド７２が励起
こされる。ソレノイドのレバーが移動して、適当な機械接続によってヒンジ式または摺動
式のドア８２の一方を開き、その結果、店頭製品ＡないしＤの一つが指定された量だけ傾
斜路、即ち斜面５８に落下し、開口部５６を通って供給される。当業者であれば、顧客ま
たは店員が店頭装置９０から製品５２をそれぞれ供給できるようにするために必用なソレ
ノイド７２の数およびリレー９２の数は適切な数に設定できることが理解されるべきであ
る。
【０１４７】
　独立型店頭装置９０は電気的切替能力を有しているが処理能力は持たないので、別体の
外部コントローラ１２が全ての価格計算を行わねばならないことが理解されるべきである
。一実施形態において、別体の自動購買機７０内に保持されたコントローラ１２は、フー
ドボックスまたはファーストフード商品、および製品ＡないしＤ等の店頭製品５２等の購
入可能な商品４２の価格を保持しており、それらを呼び出す。店頭装置９０は、顧客また
は店員が製品を供給するたびに、ワイヤ２２を介してモジュールとしてのＩ／Ｏカード２
０へ信号を送る。製品ＡないしＤがそれぞれ異なる価格の場合、店頭装置９０は、多数の
信号のうちの一つを、特定の価格に対応するモジュールとしてのＩ／Ｏカード２０に送信
する能力がある。
【０１４８】
　独立型店頭装置９０は、自動購買機７０に、またはその近くに取り付けられ、店頭にあ
るのが好ましい。この自動購買機７０は、図２と関連して上述したようなセルフ・スキャ
ン清算機または標準型清算機でよい。図示することを目的として、顧客制御型タッチスク
リーン・ディスプレイ３０ａのみが示されているが、店員制御型タッチスクリーン・ディ
スプレイ３０ｂが、ワイヤ２２および／またはＲＳ－２３２リンクまたはＲＳ－４８５リ
ンクを介して、代わりにコントローラに接続されていてもよい。ディスプレイ３０ａまた
は３０ｂは、ＲＦ信号、マイクロ波信号、インターネットまたはその他の適当な通信リン
クを介してコントローラと選択的に通信してもよい。ディスプレイ３０ａまたは３０ｂは
、いずれも、スキャンまたは入力された商品４２および供給された製品５２の一覧を示す
。
【０１４９】
　プロセッサ１４、メモリ１６、電源１８およびモジュラーとしてのＩ／Ｏカード２０を
有するコントローラ１２は、ＲＳ－２３２、ＲＳ－４８５、ＲＦ信号、マイクロ波信号、
インターネットまたはその他の適当な通信リンクを介して、電気的、光学的に独立型また
は手持ち型のスキャナ２８および／またはレジ７２に接続されている。独立型または手持
ち型のスキャナ２８は透明カバー４０を含み、顧客または店員がこのカバーを横断して購
入可能な商品４２を通過させる。店員はレジ７２を作動させるのが好ましい。
【０１５０】
　次に図４を参照すると、独立型店頭装置１００の更なる実施形態が図示されている。店
頭装置１００は、完全制御能力を有する。即ち、店頭装置１００は、電気切替を行うこと
ができ、処理能力とコンピュータプログラムを格納する能力を有する。店頭装置１００は
、プロセッサ１４、メモリ・デバイス１６、電源１８およびモジュラーとしてのＩ／Ｏカ
ード２０を有するコントローラ１２を含む。コントローラ１２によって、店頭装置１００
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は、供給可能な製品ＡないしＤ用にシミュレートされたボタン６２を備えるタッチスクリ
ーン・ディスプレイ３０を有する。顧客または店員のいずれかがスクリーン３０上のボタ
ン６２を押すと、その結果、入力信号がモジュールとしてのＩ／Ｏカード２０に送信され
る。メモリ・デバイス１６に格納されたデバイス・ソフトウエアは、その入力を確認して
、Ｉ／Ｏ部の特定の出力スイッチを閉じるコマンドを送る。そうすることで、電源１８は
適切なソレノイド７２を励起する。選択された製品５２は、傾斜路、即ち斜面５８に落下
し、開口部５６を通って供給される。
【０１５１】
　ディスプレイ３０は、１つまたは複数の供給可能な製品５２および１つまたは複数の製
品５２の納入業者のために動的広告をディスプレイすることができる。動的ディスプレイ
は、ビデオ、ストリーミング・ビデオおよびアニメーション、ならびにあらゆるタイプの
聴覚表示、視覚表示またはオーディオ・ビジュアル表示を含む。ディスプレイ３０は、複
数の製品５２を一度に広告でき、複数の納入業者からの複数の異なる広告を順番に表示す
る一本のビデオを作動させることができる。
【０１５２】
　典型的な店頭環境においては、小規模な納入業者は店頭製品の広告をまかなう手段を持
たないかもしれない。例えば、厚紙製のディスプレイまたは複数の場所に据える物理的な
模型は、一般的には高価である。本発明は、納入業者の規模に関係なく、全ての納入業者
が少なくとも何らかの広告をまかなうことができる手段を提供する。各納入業者は、ディ
スプレイ３０が供給する総広告時間の一部に対して支払いをすることができる。ディスプ
レイ３０が一度に１つ以上の製品５２を広告することができれば、納入業者は、スクリー
ンの使用割合および「フル・スクリーン広告」または「ハーフ・スクリーン広告」、ある
いは、あらゆる適切な割合で広告に対して支払いをすることもできる。納入業者は、例え
ば、総広告時間の１５％分だけハーフ・スクリーン広告を出して、さらに総広告時間の１
５％分だけフル・スクリーン広告を出すこともできる。
【０１５３】
　コントローラ１２は、一般的に、広域ネットワーク、即ちＷＡＮと称されるリンク・シ
ステムによって、複数の製品５２の納入業者が保持する複数のサーバー・コンピュータに
接続されるように構成されていてもよい。ＷＡＮは、電話線、Ｔ－１接続またはＴ－３接
続、賃貸電話線、ＲＦ信号、マイクロ波またはインターネットによって、複数の製品納入
業者をつなぐ。ＷＡＮは、リアルタイムで広告を更新したり変更したりする能力を、納入
業者に提供する。ある納入業者はある広告を午前中に掲載し、他の広告を午後に掲載した
いと考えるかもしれない。ある納入業者は、在庫に基づいて広告を変更、あるいは、スー
パーマーケットまたは食料品店がセールまたは割引の対象にしている製品についての広告
を効率的に行いたいと考えるかもしれない。
【０１５４】
　納入業者はコントローラ１２のメモリ１６に多数の広告を格納できる。コントローラ１
２は、広告を表示するのに適当な音やグラフィックカードを含む。店頭装置は、また、コ
ントローラのプロセッサ１４と通信してプログラムされた音を再生するスピーカーを含む
。遠隔地の納入業者は、どの広告を表示するかを選択して、ＷＡＮを通じて信号を送る。
それによって、コントローラ１２は、所望の広告を呼び出して表示する。または、当業者
に既知のとおり、納入業者は、納入業者のロケーションまたはインターネットに保持され
ているファイルに広告を格納することができる。納入業者は、特定の広告を掲載したいと
考えた場合、遠隔サーバーまたはインターネットから一つまたは複数のファイルをコント
ローラ１２にダウンロードし、このコントローラが望みどおりの広告を表示する。
【０１５５】
　ＷＡＮのリンクによってもまた、製品５２の納入業者は在庫管理ができる。即ち、ＷＡ
Ｎは、リアルタイムで、または一定期間、例えば、数時間、数日、または数週間の間、製
品５２の動きをモニタする能力を納入業者に供給する。納入業者は、１日のうちの特定の
時間に、またはその週のうちの特定の日に、あるいは、その年の特定の時期に、どの製品
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が動くかを特定することができる。これは、納入業者にとっては、販売する製品５２を供
給したり、また、目標として焦点を絞った広告を提供するのに助けになる。コントローラ
１２は、店頭の製品供給があるレベルまで落ちたときに、納入業者または納入業者の流通
者に対して自動的に信号を送ったり電話をかけたりするよう構成することもできる。納入
業者または流通業者は、これによって、いつ店頭装置を補充すればよいかを自動的に知る
ことができる。
【０１５６】
　ＷＡＮ、インターネット等によって提供されるリアルタイムの在庫状況や、急いでまた
はリアルタイムに広告を変更する能力を使用して、納入業者は、強く売り込むべき特定の
製品の広告を調整することができる。納入業者は、特に売れ行きがよく、スループットが
最大限となる時間に製品５２を宣伝することができる。あるいは、納入業者は、特に売れ
行きがよくなかった時間に製品５２を宣伝することによって市場を作り上げようとするこ
ともできる。同様に、納入業者が、特定の製品５２に関して非常にたくさんの在庫がある
ことを特定すると、納入業者はその製品を宣伝、および／またはその製品をサービス品と
して掲載することができる。店頭装置によって、顧客が購入ポイントを獲得した場合には
、ソフトウエアは、顧客が、例えば無料のガム１パックを獲得したとき、供給豊富な製品
５２のうちの一つを供給するように構成することができる。
【０１５７】
　当然ながら、納入業者は、常に手作業で広告を入力するよう期待されてはいない。納入
業者のサーバー・コンピュータまたはコントローラ１２のメモリ１６のいずれかが、継続
的に繰り返される１件または複数の広告を含むシーケンスを格納している。納入業者は、
そのシーケンスを定期的に更新して、１つまたは複数の製品５２の広告を加え、削除し、
または割合を変更する。納入業者のシーケンスは、他の納入業者により提供されたシーケ
ンスと纏められる。納入業者のサーバーまたはコントローラ１２のメモリ１６のいずれか
が、特定の広告、または在庫レベルに基づくシーケンスを自動的に掲載するソフトウエア
も格納する。例えば、コントローラ１２が、製品Ｂ、製品Ｃおよび製品Ｄが製品Ａよりも
売れたことを検知すると、一実施形態におけるソフトウエアは、供給レベルが均等になる
ように製品Ａを宣伝するようプログラムされている。
【０１５８】
　独立型店頭装置１００は、クレジット／デビットカード・リーダー２４および／または
セルフ・スキャン清算機または標準清算機等の自動購買機７０（図示せず）と直接通信す
る能力を有する。タッチスクリーン・ディスプレイ３０によって、スキャン・シーケンス
またはレジ・シーケンスの前、その間またはその後のどの時点でも製品を供給することが
できる。
【０１５９】
　本明細書で使用されるように、「クレジット／デビットカード」という用語は、明らか
にクレジットカードおよびデビットカードを意味している。この用語は、また、顧客が、
現金、硬貨または小切手等のハードカレンシーを用いずに製品の支払いをすることができ
るタイプの証明書も意味する。よって、クレジット／デビットカードもまた、あらゆる種
類のカード、または、学生証、小売店カード等の特定の団体専用のスマートカードを含む
。クレジット／デビットカードは、また、顧客が現金のやり取りをしないでサービスおよ
び／または品物を購入することができるテレフォンカード、ホテルカード、カジノカード
またはその他の種類のサービスカードも含む。
【０１６０】
　または、顧客または店員が購入可能な商品を全てスキャンした後に、あるいは、店員が
各商品をレジに入力した後に、クレジット／デビットカード・リーダー２４が、カードリ
ーダー・ディスプレイ３４を介して、顧客が供給可能な製品５２を購入するよう刺激する
。ある実施形態においては、カードリーダー・ディスプレイ３４は、真空蛍光表示管（「
ＶＦＤ」）である。ある好ましい実施形態において、顧客は、電子資金決済が行われる前
、即ち、銀行またはクレジットカード会社が総額を認可する前であればいつでも供給可能
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な製品５２を選択することができる。このようにして、顧客は一括で支払いをすることが
できる。
【０１６１】
　クレジット／デビットカード・リーダー２４は、一つの挿入口３２と複数の数字入力ボ
タン３６を含む。カードを挿入口３２へ挿入した後に、カード・リーダー２４がカード番
号を読み取れない場合、顧客は数字入力ボタン３６を使用してカード番号をキー入力する
ことができる。数字入力ボタン３６は、どの製品（例えば、製品番号１から製品番号９）
を供給するか、あるいは製品５２をどのぐらいの量供給するかを特定するのにも使用され
る。カード・リーダー２４は、また、別体の製品ボタン１０２を複数個含むように構成さ
れてもよい。ＶＦＤ２４は、顧客が数字入力ボタン３６または専用の製品ボタン１０２を
使用して製品を入力するように誘導する。ある実施形態において、カード・リーダー２４
は、ワイヤ２２および／またはＲＳ－２３２ケーブルまたはＲＳ－４８５ケーブル１０４
を介して、独立型店頭装置１００のコントローラ１２と通信する。カード・リーダー２４
は、あるいは、ＲＦ信号、マイクロ波信号、インターネットを介して、またはその他の適
当な通信リンクを介して、コントローラ１２と通信する。他の実施形態においては、ＶＦ
Ｄ２４は、顧客が独立型店頭装置１００のタッチスクリーン・ディスプレイ３０を使用し
て、一つまたは複数の製品５２を選択するよう誘導する。
【０１６２】
　独立型店頭装置１００は、自動購買機（スキャナまたはレジ）に、またはその近くに取
り付けられ、店頭に配されるのが好ましい。店頭装置１００は、顧客が、顧客のクレジッ
ト／デビットカード口座から転送された資金を使用して、トランザクションから現金を引
き取ることができるように構成されてもよい。
【０１６３】
　上述のように、ある実施形態において、自動購入装置７０は、図１に図示されたような
セルフ・スキャン清算機１０である。店頭装置５０、９０または１００について上述され
た実施形態は、いずれも、セルフ・スキャン清算機１０に接続されるように構成されてよ
い。店頭装置５０、９０または１００は、セルフ・スキャン清算機１０の頂部、前部、後
部または側部を含めて、セルフ・スキャン清算機１０のいずれの露出面に取り付けられて
もよい。購買機は、製品を比較的高所または比較的低所、および／または新しい位置に水
平に供給するよう構成されていてもよい。
【０１６４】
　スーパーマーケットおよび食料品店は、横に並ぶ一列のセルフ・スキャン清算機１０を
据付けてもよい。そのような場合、２機のセルフ・スキャン清算機１０の間に１機の店頭
装置５０、９０または１００を据付けて、この清算機に製品を供給するのが望ましいかも
しれない。本明細書では、店頭装置５０、９０または１００は、セルフ・スキャン清算機
１０と他の清算機とが対向する側面に取り付けられてもよい。あるいは、店頭装置５０、
９０または１００は、隣り合うセルフ・スキャン清算機１０からは離れて、かつそれらの
間に取り付けられてもよい。
【０１６５】
　スーパーマーケットおよび食料品店は、一人の小売り店員が見渡せるように、セルフ・
スキャン清算機１０を互いに向き合い、平行する列状に据付けてもよい。そのような場合
、２列になったセルフ・スキャン清算機１０の間に１つ以上の店頭装置５０、９０または
１００を据付けて、２列になった複数の清算機に製品を供給するのが望ましい。そのよう
な場合、店頭装置５０、９０または１００は、独立型ユニットとして取り付けられ、いず
れのセルフ・スキャン清算機１０からも独立している。しかしながら、店頭装置は、店頭
の複数列のセルフ・スキャン清算機１０の間に配される。
【０１６６】
　次に図５を参照して、店頭装置（５０、９０または１００、便宜的に店頭装置５０のみ
が図示されている）に関する実施形態で従前に記載されたものは、いずれも、スキャナ２
８、レジ７２に直接接続されるよう構成されているか、またはスキャナ２８およびレジ７
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２に同時に接続されるように構成されていてもよい。または、従前に記載された店頭装置
５０、９０または１００は、いずれも、非消耗品１１２を供給する供給装置１１０に接続
され、またはその供給装置内に一体に構成されてもよい。
【０１６７】
　スキャナ２８、レジ７２および供給装置１１０は、それぞれ、プロセッサ１４、メモリ
・デバイス１６、電源１８およびモジュールとしてのＩ／Ｏカード２０を有するコントロ
ーラ１２を含む。これら各装置のコントローラ１２は、ワイヤ２２を介して、消耗品５２
を供給する店頭装置（５０、９０または１００）に光学接続されるか、または電気接続さ
れる。
【０１６８】
　スキャナ２８を構成するコントローラ１２は、ワイヤ２２および／またはＲＳ－２３２
ケーブルまたはＲＳ－４８５ケーブル１０４を介して、クレジット／デビットカード・リ
ーダー２４またはビルアクセプター（図示せず）に接続されるよう構成されてもよい。本
明細書中で使用されるように、用語「スキャナ」は、バーコード化された情報を読み取る
従来のスキャナを意味する。「スキャナ」は、また、小売り商品４２から提供されるあら
ゆるタイプの識別情報を読み取る、または受信する何らかの装置を含む。本明細書中で使
用される「スキャナ」は、ファーストフード商品またはその他の小売商品からの識別情報
を受信するスピードパスまたはワンドを含む。「スキャナ」は、また、商品から送信され
たあらゆるタイプの信号を読み取り、または受信する装置を含む。
【０１６９】
　スキャナ２８を構成するコントローラ１２は、あるいは、ＲＦ信号、マイクロ波信号、
インターネットまたはその他の適当な通信リンクを介して、カード・リーダー２４または
ビルアクセプターと通信するよう構成されてもよい。顧客または店員がスキャナ２８の透
明カバー４０を通過させて購入可能な商品４２をスキャンするとき、スキャナ２８のコン
トローラ１２は、それらの商品４２の価格を累算する。顧客が、クレジット／デビットカ
ード・リーダー２４上のボタン３６または１０２によって供給可能な製品５２を選択する
場合、スキャナ２８のコントローラ１２は、その入力を確認し、店頭装置５０、９０また
は１００へ信号を送り、製品５２を供給し、その供給された製品５２の価格を追加して累
算する。顧客または店員が、店頭装置９０および１００上に配置された入力装置によって
、供給可能な製品５２を選択する場合、スキャナ２８のコントローラ１２は、その入力を
確認し、供給された製品５２の価格を追加して累算する。
【０１７０】
　店員が購入可能な商品４２をレジ７２に入力すると、レジ７２のコントローラ１２はそ
の商品４２の価格を累算する。レジは、製品５２を供給するのに専用のボタン１０６を有
するように構成されていてもよい。店員が、レジ７２上のボタン１０６によって、供給可
能な製品５２を選択した場合、レジ７２のコントローラ１２は、その入力を認識し、店頭
装置５０、９０または１００に信号を送り、製品５２を供給させ、その供給された製品５
２の価格を加えて累算する。顧客または店員が、店頭装置９０および１００上に配された
入力装置によって、供給可能な製品５２を選択した場合、レジ７２のコントローラ１２は
、その入力を認識し、供給された製品５２の価格を加えて累算する。
【０１７１】
　非消耗品１１２を供給する供給装置１１０は、当業者に既知である。一般的に、供給装
置１１０を構成するコントローラ１２は、ディスペンサー（図示せず）を制御して、映画
のチケットまたは航空券等の非消耗品１１２を供給させる。非消耗品は、チケット、生活
雑貨、および雑誌、新聞および本を含む定期刊行物等の食べられない商品を含む。供給装
置１１０のコントローラ１２は、ワイヤ２２および／またはＲＳ－２３２ケーブルまたは
ＲＳ－４８５ケーブル１０４を介して、クレジット／デビットカード・リーダー２４また
はビルアクセプター（図示せず）に接続されるよう構成されてもよい。タッチスクリーン
・ディスプレイ３０は、ワイヤ２２および／またはケーブル１０４を介して、コントロー
ラ１２と電気通信する。または、ＲＦ信号、マイクロ波信号、インターネットまたはその
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他の適当な通信リンクが使用されてもよい。ディスプレイ３０は、顧客が店頭装置５０、
９０または１００から、一つまたは複数の非消耗品１１２および一つまたは複数の消耗品
５２を選択できるよう構成されたシミュレートされたボタン６２を有する。
【０１７２】
　顧客が、タッチスクリーン・ディスプレイ３０上のボタン６２によって非消耗品１１２
を選択すると、供給装置１１０のコントローラ１２は、その入力を認識し、非消耗品ディ
スペンサーに信号を送り、非消耗品１１２を供給し、供給された商品１１２の価格を加え
て累算する。顧客が、タッチスクリーン・ディスプレイ３０上のボタン６２によって消耗
品５２を選択すると、供給装置１１０のコントローラ１２は、その入力を認識し、ワイヤ
２２および／またはケーブル１０４を介して店頭装置５０、９０または１００に信号を送
り、消耗品５２を供給し、供給された製品５２の価格を加えて累算する。それによって、
顧客は、例えば、映画のチケットおよび菓子商品を購入し、現金またはクレジットで一括
してその支払いをする。
【０１７３】
　次に図６および図７を参照すると、店頭装置５０、９０または１００に関する前述の実
施形態は、いずれも、クイック・サービス・レストラン（「ＱＳＲ」）にも適合できる。
ＱＳＲは、限られたスペースや労働力の問題を緩和し、稼動効率を挙げ、製品収縮を軽減
する技術を継続的に模索している。一般的に、ＱＳＲは、レジ係りの前に空いたフロアス
ペースを必用とし、このスペースに、顧客が並び頭上のメニューを読み、レジ係りに近づ
いたところで食品を注文する。よって、ＱＳＲは、一方では店頭製品の専属市場を提供す
るが、標準的な食料品店のラックを配置する便利な場所は提供しない。
【０１７４】
　ドライブ・スルー・スタンドもまたキャプティブ・フロント・エンド市場を提供する。
しかしながら、店外にあるドライブ・スルー・スタンドは、製品用のラックとして適当な
位置を提供していない。店内およびドライブ・スルー・スタンドの両方における製品収縮
の問題は、フロント・エンド製品の導入に重大な障壁をもたらす。ＱＳＲのレジ係りは、
準備された食品を配達し、同時に代金を受け取り、代金と交換しなければならないので、
既成の商品が清算されていることを確認する時間的な余裕がない。しかしながら、店頭装
置５０、９０または１００は、いずれも、ＱＳＲ環境で操作可能であることは理解すべき
である。
【０１７５】
　図６は、レジ台にあるＱＳＲの内側に設置された店頭装置５０、９０または１００を図
示している。レジ係り１１４は、ＱＳＲカウンター１１６の後ろ側に立つ。顧客１１８は
、ＱＳＲが準備している多数のファーストフード商品４２を掲載してある頭上のディスプ
レイ１２２を見て店頭へ運ぶ。ディスプレイ１２２は、また、顧客１１８が購入可能で、
店頭で即座に供給されるであろう多数の製品５２を提示する。
【０１７６】
　ディスペンサー５４（図示せず）を含む店頭装置５０、９０または１００は、レジの後
面に面一に取り付けられ、タッチスクリーン・ディスプレイ３０を含む。レジ／店頭装置
５０、９０または１００は、プロセッサとプログラムを格納するメモリを有するコントロ
ーラを含む。一実施形態において、レジ係り１１４が顧客１１８の注文を入力し始めると
直ぐに、プログラムとプロセッサは協同してメッセージ１２４を表示し、シミュレートさ
れた入力ボタン６２を作動させる。レジ係り１１４が顧客１１８からの支払いを入力する
と、プログラムとプロセッサは協同してメッセージ１２４を中断し、シミュレートされた
入力ボタン６２を作動させないようにする。この間であればいつでも、顧客１１８は入力
ボタン６２の一つを選択することができるので、製品５２が開口部５６を通ってトレイ１
４２（硬貨用つり銭トレイとしても利用可能、図９を参照のこと）に供給され、製品５２
の価格は、ファーストフード商品４２の価格に自動的に累算される。
【０１７７】
　上記の処理は、レジ係り１１４には実際には見えない。ＱＳＲ雇用者または製品納入業
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者は、開業時間外に製品５２を補充することができる。他の実施形態においては、店頭装
置５０、９０または１００は、顧客１１８にもっと製品５２を購入するように尋ねるよう
にレジ係り１１４を刺激する。第二のディスペンサー１２６は、カウンター１１６の内側
に据付けられ、定期刊行物またはその他の消耗品または非消耗品５２を供給する。第二の
ディスペンサー１２６は、上述のようなコンピュータプログラムによって作動できる。こ
のとき、顧客１１８は、商品４２を注文している間にボタン６２を押して雑誌または新聞
を購入する。あるいは、顧客１１８がレジ係り１１４に定期刊行物を注文すると、レジ係
り１１４はレジ上のボタンを押す。すると、ディスペンサー１２６のドアが開いて、顧客
１１８は、選択された製品５２を取り上げ、その製品の価格は、ファーストフード商品４
２の価格に自動的に加えられる。各実施形態では、フロアスペースを必要とせず、レジ係
り１１４がわずかに努力を求められるだけである。
【０１７８】
　図７は、ＱＳＲのドライブ・アップ・ウインドウの外側に取り付けられた店頭装置５０
、９０または１００を図示する。ＱＳＲは、標準的には、図６に記載の頭上ディスプレイ
１２２等のディスプレイを、ドライブ・スルーの注文ステーション（図示せず）に採用し
ている。このディスプレイは、店頭製品５２を、図６のディスプレイ１２２の要領で表示
することができる。図示された実施形態において、ドライブ・アップの顧客１１８が交換
所で車を停めると、シミュレートされた入力ボタン６２を有するタッチスクリーン・ディ
スプレイ３０がある。顧客１１８がファーストフードを待つ間、メッセージ１２８が、例
えばガムを１パック買わせるように顧客１１８を刺激する。また、代わりに、レジ係り（
図示せず）が製品５２を購入するように顧客１１８を刺激することもできる。顧客がボタ
ン６２を選択した場合、製品５２は、開口部５６を通ってトレイ１４２（ある実施形態に
おいては、図９を参照して述べられたように両替機を備える）に供給され、製品５２の価
格はファーストフード商品４２の価格に自動的に累算される。顧客からお金を受け取る前
にボタン５２を自動的に使用できなくする等、製品収縮に対処するための適当な予防措置
が採用されるかもしれない。または、供給ボタン６２は、レジ係りの持ち場の内側に配さ
れることができる。その場合、顧客１１８は、自分に代わって製品５２を供給するように
レジ係りに要求する。
【０１７９】
　次に図８を参照すると、支払い方法を構成要素として含む独立型店頭装置１２０が他の
実施形態として図示されている。店頭装置１２０は、自動購買機７０（スキャナまたはレ
ジ）に、あるいはその近くに取り付けられ、店頭に配されている。店頭装置１２０は、複
数の取り付けブラケットまたは複数の部材を含み、これらが店頭装置１２０を自動購買機
７０に取り付けるのを容易にしている。
【０１８０】
　店頭装置１２０は、プロセッサ１４、メモリ・デバイス１６、電源１８およびモジュー
ルとしてのＩ／Ｏカード２０を有するコントローラ１２を含む。顧客は、タッチスクリー
ン・ディスプレイ３０上のシミュレートされた入力ボタン６２を押して、一つまたは複数
の製品ＡないしＤを選択する。このとき、入力ボタン６２は、モジュールとしてのＩ／Ｏ
カードに接続されている。店頭装置１２０は、開口部５６を通って、傾斜路、即ち斜面５
８上に製品５２を供給する。コントローラ１２はタッチスクリーン・ディスプレイ３０お
よびクレジット／デビットカード挿入口３２のいずれか、および現金／硬貨受領口（図示
せず）と通信する。他の購入可能な商品がスキャンされるか、またはレジに入力される前
、その間、またはその後に、顧客は一つまたは複数のボタンを選択して、一つまたは複数
の製品５２を購入することができる。プレイヤー（ｐｌａｙｅｒ）は、一つまたは複数の
供給された製品５２の支払いを、クレジットカード、デビットカードまたは現金で行う。
購入は、他の購入可能な商品の処理のため店頭で行われる。
【０１８１】
　次に図９を参照すると、独立型店頭装置１３０の他の実施形態が図示されている。店頭
装置１３０は、製品５２を供給し、硬貨でつり銭も供給する。店頭装置１３０は、上述の
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自動購買機のいずれかと電気接続される。店頭装置１３０は、供給可能な製品５２を保持
するために複数のスロット開口部１３２を含む。プロセッサ、メモリ、電源およびＩ／Ｏ
能力を有するコントローラ１２は、プッシュ型ソレノイド７２等のソレノイドを一つまた
は複数制御する。ソレノイド７２が通電されると、製品５２がスロット１３４を通って供
給される。図示された実施形態は、複数のスロット１３４を含むが、本明細書においては
、製品５２ごとに別のスロット１３４を含む。
【０１８２】
　店頭装置１３０は、駆動ローラ１３８と従動ローラ１４０の間で架橋されたコンベヤ・
ベルト１３６を含む。メモリは、プロセッサとともに作動するプログラムを格納している
ので、顧客または店員が入力すると製品５２の一つを供給し、プログラムとプロセッサに
よって、製品５２が対応するスロット１３４を通って供給される。同時に、プログラムと
コントローラ１２のプロセッサによって、駆動モータ（図示せず）が回転し、ベルト１３
６が動く。製品５２は、コンベヤ・ベルト１３６上に落下し、このコンベヤ・ベルトがそ
の製品をトレイ１４２に搬送する。
【０１８３】
　ベルトおよびローラは、供給された製品５２を搬送する唯一の手段として当業者に知ら
れている。例えば、モータは、親ねじに接続され、モータが回転すると製品運搬スライド
が移動する。素早く移動させるために、空気圧系統を採用することもができる。また、そ
の代わりに、傾斜路、即ち斜面を直角に配することができ、それによって、引力で製品５
２をトレイ１４２内に落下させる。いずれの実施形態においても、トレイ１４２は、一つ
または複数の他の購入可能な商品のために店頭に配置されている。
【０１８４】
　店頭装置１３０は、また、お釣りを供給する複数のコイン・ホルダ１４４も含む。プロ
グラムとプロセッサによって、複数のソレノイド７２が適当な量のペニー貨、ニッケル貨
、白銅貨および２５セント銀貨を、一つまたは複数のコイン・ホルダから供給できるよう
に制御する。そのため、店頭装置１３０は、スキャンされた商品またはレジに入力された
商品の取引を含む取引のために、一つまたはそれ以上の製品５２および硬貨のお釣りを顧
客に供給するように構成される。その結果、店頭装置は、この店頭装置１３０を揺すって
硬貨や製品５２を適切に供給するのを助けるようなコントローラ１２と通信状態にある攪
拌機（図示せず）を含むよう構成されていてもよい。
【０１８５】
　本明細書において提供されるいずれの実施形態においても、一人あるいは複数の店頭製
品販売者が複数の店頭製品５２を流通させることができる。即ち、販売者は、セルフ・ス
キャン清算機を介して、または独立型店頭装置の一機を介して、あるいは消耗品および非
消耗品組み合わせ型供給装置を介して、店頭製品を店内に並べ、表示し、販売する。
【０１８６】
　小売店が一機またはそれ以上の店頭装置を購入すると、これ等の店頭装置の製造業者は
利益を得る。店頭製品の販売者（製造業者および／または流通業者）は、こられの店頭装
置によって自らの製品を表示、流通させることができ、さらに、ブランド認識力を増大さ
せることができるので、これ等の店頭装置の販売によって利益を得る。小売店は、利便性
とスピードを提供し、労働コストを削減し、店頭での販売を売り込むことによって増大し
たスループットにより、これらの店頭装置による販売から利益を得る。しかしながら、店
頭装置は高価である。
【０１８７】
　本発明は、小売店のために、即ち装置の資金のために、これ等の店頭装置をより経済的
に製造する方法を含む。ある実施形態において、店頭製品の販売者は、小売業者に対して
、販売者の製品を貯蔵する権利と引き換えに、一括して総額を支払うか、または、その代
わりに、複数の継続するロイヤリティを支払う。このようにして、小売業者は、店頭装置
に対する自己負担の何がしかを回収する。他の実施形態においては、店頭製品の販売者は
、装置の製造業者に対して、継続的にロイヤリティを支払うか、あるいは、たいていは一
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できる（または、製品販売者は通常の価格の一部を支払う）ので、小売業者は、先行投資
の支払いを小さくすることができる。本明細書において、小売店は、先行投資を小さく抑
えるが、製品販売者は、在庫スペースの少なくとも一部を賃貸契約するよりはむしろ所有
する傾向にある。
【０１８８】
　本明細書中に記載された好ましい実施形態に様々な変更や改良を加えることは当業者に
とって自明であることを理解すべきである。本発明の主旨および範囲を逸脱することなく
、また、意図された利益を損なうことなく、そのような変更および改良は行うことができ
る。よって、そのような変更および改良は添付の請求項の範囲内にあるものと解釈する。
【図面の簡単な説明】
【０１８９】
【図１】店頭製品を供給するように構成されたセルフ・スキャン購買機を示す図である。
【図２】本発明の独立型店頭装置の実施形態を示す図である。
【図３】本発明の独立型店頭装置の他の実施形態を示す図である。
【図４】本発明の独立型店頭装置の他の実施形態を示す図である。
【図５】レジ、スキャナ、および非消耗品供給機とともに作動する独立型店頭装置を示す
図である。
【図６】クイック・サービス・レストラン環境下の独立型店頭装置を示す図である。
【図７】クイック・サービス・レストラン環境下の独立型店頭装置を示す図である。
【図８】累算支払い方法を含む独立型店頭装置の他の実施形態を示す図である。
【図９】両替機と一体に構成された独立型店頭装置の他の実施形態を示す図である。
【図１０】ＲＦＩＤタグが取り付けられた購入可能な商品を検知し、店頭製品を供給する
よう構成された購買機の更なる実施例を示す図である。

【図１】 【図２】
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