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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子棚札と、
　管理データベースにより前記電子棚札を管理する管理装置と前記電子棚札とを中継する
中継装置とを有する電子棚札システムにおいて、
　前記中継装置は、未登録呼び出しを送信し、
　前記電子棚札は、前記未登録呼び出しを受信すると、前記管理装置に前記電子棚札が登
録されているか否かを前記電子棚札の記憶装置を参照して判断し、未登録である場合に前
記電子棚札の情報を前記中継装置に送信し、
　前記中継装置は、前記電子棚札から前記電子棚札の情報を受信すると、前記電子棚札の
情報を前記管理装置に通知し、前記電子棚札が前記管理データベースに登録されたことを
前記管理装置から受信し、
　前記電子棚札は、前記電子棚札が前記管理データベースに登録されたことを前記中継装
置から受信して前記記憶装置に設定する、ことを特徴とする電子棚札システム。
【請求項２】
　前記管理装置は、前記中継装置に前記電子棚札の生存確認要求を通知し、
　前記中継装置は、前記管理装置からの前記生存確認要求に応じて前記電子棚札に生存確
認要求を送信し、
　前記電子棚札は、前記中継装置からの生存確認要求を受信すると前記中継装置に生存確
認応答を送信し、
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　前記中継装置は、前記電子棚札からの応答結果を前記管理装置に通知し、
　前記管理装置は、前記中継装置から通知された応答結果に基づいて前記管理データベー
スから前記電子棚札に関する情報を削除することを特徴とする請求項１記載の電子棚札シ
ステム。
【請求項３】
　前記管理装置は、前記中継装置から通知される応答結果としてエラー通知が所定回数通
知された場合に前記管理データベースから前記電子棚札に関する情報を削除することを特
徴とする請求項２記載の電子棚札システム。
【請求項４】
　中継装置を介して管理装置と通信を行う電子棚札であって、
　前記中継装置と通信を行う通信手段と、
　前記管理装置に前記電子棚札が登録されているか否かを記憶する記憶手段と、
　前記通信手段を介して未登録呼び出しを受信したときに前記記憶手段を参照して、前記
管理装置に前記電子棚札が登録されているか否かを判断し、前記通信手段を介して未登録
である場合に前記電子棚札の情報を前記中継装置に送信し、前記電子棚札が前記管理装置
に登録されたことを前記中継装置から受信して前記記憶手段に設定する処理手段とを有す
ることを特徴とする電子棚札。
【請求項５】
　前記処理手段は、前記中継装置からの生存確認要求を受信すると前記中継装置に生存確
認応答を送信することを特徴とする請求項４記載の電子棚札。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子棚札と、管理データベースにより前記電子棚札を管理する管理装置と前
記電子棚札とを中継する中継装置とを有する電子棚札システムに関する。また、中継装置
を介して管理装置と通信を行う電子棚札に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　電子棚札システムは、表示情報を書き換え可能な電子棚札をホストコンピュータに登録
した後に商品棚に設置し、ホストコンピュータからアクセスポイントを通して電子棚札に
アクセスすることによりホストコンピュータから電子棚札の表示情報を書き換えることが
可能なシステムである（特許文献１～５参照）。
【０００３】
　このような電子棚札システムでは、電子棚札を商品棚に設置する前にイニシャライザと
呼ばれる機器を使って電子棚札に予め設定されたＩＤ情報をホストコンピュータに登録す
る。ホストコンピュータは、設定されたいＩＤ情報に基づいてアクセスポイントから電子
棚札にアクセスして電子棚札に表示される情報の設定を行っている。
【０００４】
　なお、従来、電子棚札を撤去する場合には、同様にイニシャライザによって電子棚札情
報を読み出し、対応する電子棚札のＩＤ情報をホストコンピュータから削除することによ
り、電子棚札情報を削除していた。
【特許文献１】特開２００２－３０４６７３号公報
【特許文献２】特開２００５－９９８８８号公報
【特許文献３】特開２００２－１０９１７７号公報
【特許文献４】特開２００４－２６５１９６号公報
【特許文献５】特開平９－１３８８９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　従来の電子棚札システムでは、電子棚札を設置、あるいは、撤去する際にはＩＤ情報を
イニシャライザによってホストコンピュータに登録、あるいは、削除する作業が必要であ
ったため、電子棚札の設置、撤去作業の効率が悪かった。
【０００６】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、電子棚札の設置及び撤去作業の効率を向上
させることができる電子棚札システム、及び、電子棚札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】
【０００７】
　本発明は、電子棚札（１１３）と、電子棚札（１１３）と通信を行う中継装置（１１２
）と、電子棚札（１１３）に関する情報を管理データベース（１２１）により管理してお
り、管理データベース（１２１）に基づいて中継装置（１１２）を介して電子棚札（１１
３）と通信を行う管理装置（１１１）とを有する電子棚札システムにおいて、中継装置（
１１２）は未登録呼び出しを送信し、電子棚札（１１３）は未登録呼び出しを受信すると
、登録状態か否かを判断し、未登録状態である場合に未登録呼び出し応答を中継装置（１
１２）に送信し、中継装置（１１２）は電子棚札（１１３）から未登録呼び出し応答を受
信すると、未登録検出情報を管理装置（１１１）に通知し、管理装置（１１１）は中継装
置（１１２）から通知された未登録検出情報に基づいて管理データベース（１２１）に電
子棚札（１１３）に関する情報を登録することを特徴とする。
【０００８】
　また、管理装置（１１１）は中継装置（１１２）に電子棚札（１１３）の生存確認要求
を通知し、中継装置（１１２）は管理装置からの生存確認要求に応じて電子棚札（１１３
）に生存確認要求を送信し、電子棚札（１１３）は中継装置（１１２）からの生存確認要
求を受信すると中継装置（１１２）に生存確認応答を送信し、中継装置（１１２）は電子
棚札（１１３）からの応答結果を管理装置（１１１）に通知し、管理装置（１１１）は中
継装置（１１２）から通知された応答結果に基づいて管理データベース（１２１）から電
子棚札（１１３）に関する情報を削除することを特徴とする。
【０００９】
　さらに、管理装置（１１１）は中継装置（１１２）から通知される応答結果としてエラ
ー通知が所定回数通知された場合に管理データベース（１２１）から電子棚札（１１３）
に関する情報を削除することを特徴とする。
【００１０】
　なお、上記参照符号は、あくまでも参考であり、これによって特許請求の範囲の記載が
限定されるものではない。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、電子棚札を商品棚などの中継装置と通信可能な位置に設置、あるいは
、電子棚札を商品棚などの中継装置と通信可能な位置から撤去するだけで、管理装置に電
子棚札に関する情報が自動的に登録、あるいは、削除され、イニシャライザなどを用いた
登録、削除の作業が不要となり、よって、電子棚札の設置及び撤去作業の効率を向上させ
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　〔システム構成〕
　図１は本発明の一実施例のシステム構成図を示す。
【００１３】
　本実施例の電子棚札システム１００は、管理装置１１１、中継装置１１２、電子棚札１
１３から構成されている。電子棚札システム１００は、電子棚札１１３と、電子棚札１１
３を管理する管理装置１１１とを中継する中継装置１１２とを有し、商品棚に設置される
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電子棚札１１３を管理するシステムである。
【００１４】
　〔管理装置１１１〕
　図２は管理装置１１１のブロック構成図を示す。
【００１５】
　管理装置１１１は、例えば、コンピュータシステムから構成されており、管理データベ
ース１２１、処理部１２２、通信制御部１２３、入力装置１２４、表示装置１２５、記憶
装置１２６を含む構成とされている。
【００１６】
　管理データベース１２１は、電子棚札１１３に関する情報が登録されている。
【００１７】
　処理部１２２は、ＣＰＵなどから構成され、記憶装置１２６に予めインストールされて
いるプログラムに基づいて電子棚札１１３を管理するための処理を実行する。
【００１８】
　通信部１２３は、ＬＡＮ、ＷＡＮ、専用線などのネットワークを介して中継装置１１２
と接続されており、中継装置１１２と通信を行うための装置である。
【００１９】
　入力装置１２４は、マウス、キーボードなどから構成されており、各種のコマンドの入
力やデータの入力などに用いられる。
【００２０】
　表示装置１２５は、ＬＣＤ、ＣＲＴなどから構成されており、管理データベース１２１
を表示する。
【００２１】
　記憶装置１２６は、ハードディスクドライブなどから構成されており、処理部１２２で
実行されるプログラムなどがインストールされている。
【００２２】
　図３は管理データベース１２１のデータ構成図を示す。
【００２３】
　管理データベース１２１は、電子棚札情報１３１、設定情報１３２から構成されている
。
【００２４】
　電子棚札情報１３１は、電子棚札１１３を識別し、管理するための情報であり、例えば
、棚札ＩＤ、商品コードなどを含む構成とされている。
【００２５】
　設定情報１３２は、商品名、価格など電子棚札１１３に表示すべき情報などが含まれて
おり、管理装置１１１により設定が可能な情報である。
【００２６】
　図４は電子棚札情報１３１のデータ構成図を示す。
【００２７】
　電子棚札情報１３１は、ＵＩＤ、ＳＩＤ、ＧＴＩＮ、ＡＰＩＤ、ＭＩＤ（ModelＩＤ）
、ＶＩＤ（VersionＩＤ）、電池電圧、通信回数、通信失敗回数、通信リトライ回数、連
続失敗回数、最終通信時刻、最終通信状態などから構成されている。
【００２８】
　ＵＩＤは、棚札に製造時につけられたユニークなＩＤである。ＳＩＤは、管理装置１１
１が棚札に割り当てる通信に使用するＩＤである。ＧＴＩＮは、商品コード(Global Trad
e Item Number)である。ＡＰＩＤは、中継装置１１２（ＡＰ：Access Point）を識別する
ためのＩＤである。
【００２９】
　ＭＩＤは、電子棚札１１３の機種を示すＩＤである。ＶＩＤは、電子棚札１１３のFWの
バージョンを示すＩＤである。電池電圧は、電子棚札１１３に内蔵された電池の電圧を示
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す情報である。
【００３０】
　通信回数は、電子棚札１１３と中継装置１１２との通信回数を示す情報である。通信失
敗回数は、電子棚札１１３と中継装置１１２との通信失敗回数を示す情報である。
【００３１】
　通信リトライ回数は、電子棚札１１３と中継装置１１２との通信リトライ回数を示す情
報である。連続失敗回数は、電子棚札１１３と中継装置１１２との連続通信失敗回数を示
す情報である。
【００３２】
　最終通信時刻は、電子棚札１１３と中継装置１１２とが最後に通信した時刻を示す情報
である。最終通信状態は、電子棚札１１３と中継装置１１２とが最後に通信したときの状
態を示す情報である。
【００３３】
　管理装置１１１は、上記の電子棚札情報１３１に基づいて電子棚札１１３を管理してい
る。
【００３４】
　〔中継装置１１２〕
　図５は中継装置１１２のブロック構成図を示す。
【００３５】
　中継装置１１２は、通信部１４１、処理部１４２、記憶部１４３、無線通信部１４４、
電源回路１４５、電池１４６から構成されている。
【００３６】
　通信部１４１は、ＬＡＮ、ＷＡＮ、専用線などのネットワークを介して管理装置１１１
と接続されており、管理装置１１１と通信を行うための装置である。
【００３７】
　処理部１４２は、マイコンなどから構成されており、記憶装置１４３にインストールさ
れたプログラムに基づいて管理装置１１１と電子棚札１１３との通信を中継する処理など
を実行する。
【００３８】
　記憶部１４３は、例えば、ＥＥＰＲＯＭなどの書き換え可能な不揮発性メモリ、ＲＯＭ
、ＲＡＭなどから構成されており、通信制御プログラムのほかに通信可能な範囲の電子棚
札情報１３１が記憶されている。
【００３９】
　無線通信部１４４は、電子棚札１１３との無線通信を行うための装置である。
【００４０】
　電源回路１４５は、外部から商用電源などの交流電源が接続され、接続された交流電源
を直流電圧に変換して、駆動電圧として通信部１４１、処理部１４２、記憶装置１４３、
無線通信部１４４に供給する。
【００４１】
　電池１４６は、Ｎｉ－Ｃｄ電池、リチウムイオン電池、電気二重層キャパシタなど充電
可能な蓄電手段であり、電源回路１４５で生成される直流電圧により充電され、交流電源
が切断されたときに終了プログラムを実行できりようにするために一定時間、通信部１４
１、処理部１４２、記憶装置１４３、無線通信部１４４が駆動するための電源を供給する
。
【００４２】
　〔電子棚札１１３〕
　図６は電子棚札１１３のブロック構成図を示す。
【００４３】
　電子棚札１１３は、無線通信部１５１、処理部１５２、記憶部１５３、表示装置１５４
、電池１５５から構成されている。
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【００４４】
　無線通信部１５１は、中継装置１１２と無線通信を行う装置である。
【００４５】
　処理部１５２は、ＣＰＵなどから構成されており、記憶部１５３に記憶されたプログラ
ムに基づいて中継装置１５３との通信制御を行うとともに、表示装置１５４の表示制御を
行う。
【００４６】
　記憶部１５３は、例えば、ＥＥＰＲＯＭなどの書き換え可能な不揮発性記憶装置から構
成されており、処理部１５２で実行するためのプログラムがインストールされているとと
もに、棚札ＩＤ及び商品コードが記憶されている。棚札ＩＤの一部及び商品コードは予め
登録されており、中継装置１１２により変更可能である。
【００４７】
　表示装置１５４は、ＬＣＤ、ＥＬパネル、電子ペーパーなどから構成されており、処理
部１５２からの指示により商品名、商品コード、価格など表示される。
【００４８】
　電池１５５は、小型電池であり、無線通信部１５１、処理部１５２、記憶部１５３、表
示装置１５４の駆動電力を供給する。
【００４９】
　〔動作〕
　〔自動登録処理〕
　次に本実施例の電子棚札システム１００の自動登録処理動作について説明する。
【００５０】
　図７は電子棚札システム１００による自動登録処理の動作説明図を示す。
【００５１】
　まず、ステップＳ１－１で、中継装置１１２から未登録呼出を送信する。
【００５２】
　電子棚札１１３は、中継装置１１２からの未登録呼出を受信すると、自装置が未登録か
否かを判断して、未登録である場合にはステップＳ１－２で未登録呼出に対する応答を中
継装置１１２に送信する。
【００５３】
　中継装置１１２は、電子棚札１１３から未登録呼び出し応答を受信すると、電子棚札１
１３から送信された応答に含まれる電子端札情報に基づいて未登録検出情報作成し、ステ
ップＳ１－３で管理装置１１１に通知する。
【００５４】
　管理装置１１１は中継装置１１２から未登録検出情報を受信すると、通知された未登録
検出情報に基づいて管理データベース１２１に電子棚札に関する情報を新規に登録する。
【００５５】
　次に、中継装置１１２、電子棚札１１３、管理装置１１１の各の処理動作を説明する。
【００５６】
　まず、中継装置１１２の処理動作を説明する。
【００５７】
　図８は中継装置１１２の自動登録動作処理の処理フローチャートを示す。
【００５８】
　中継装置１１２の処理部１４２は、ステップＳ２－１で所定時間経過すると、ステップ
Ｓ２－２で未登録呼出を無線通信部１４４から送信する。
【００５９】
　処理部１４２は、ステップＳ１－３で無線通信部１４４により未登録応答を受信すると
ステップＳ２－４で未登録検出情報を作成する。
【００６０】
　次に処理部１４２は、ステップＳ２－５で未登録検出情報を管理装置１１１に通知する
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。処理部１４２は、ステップＳ２－６で管理装置１１１から登録完了通知を受信すると、
ステップＳ２－７で登録を行った電子棚札１１３に登録完了通知を送信する。
【００６１】
　次に電子棚札１１３の処理動作を説明する。
【００６２】
　図９は電子棚札１１３の自動登録動作処理の処理フローチャートを示す。
【００６３】
　電子棚札１１３の処理部１５２は、ステップＳ３－１で中継装置１１２から未登録呼出
を受信すると、ステップＳ３－２で記憶装置１５３を参照して、自装置の状態を示す情報
を確認する。記憶装置１５３に記憶される装置の状態としては、管理装置１１１に登録さ
れており、中継装置１１２と通信が可能な状態である通常状態、管理装置１１１への登録
を待機している登録待ち状態、中継装置１１２によるＩＤの割り当てを待機しているＩＤ
割り当て待ち状態などがある。電子棚札１１３は、例えば、自装置の状態が登録待ち状態
、ＩＤ割り当て待ち状態のとき未登録状態を判断する。
【００６４】
　処理部１５２は、状態確認の結果、ステップＳ３－３で自装置の状態が未登録状態であ
ると判断した場合には、ステップＳ３－４で未登録呼出に対する応答を作成する。未登録
呼出に対する応答は、記憶装置１５３に予め登録された自装置の電子棚札情報を含む構成
とされている。電子棚札情報は、図４に示すＵＩＤ、ＳＩＤ、ＧＴＩＮ、ＡＰＩＤ、ＭＩ
Ｄ（ModelＩＤ）、ＶＩＤ（VersionＩＤ）、電池電圧、通信回数、通信失敗回数、通信リ
トライ回数、連続失敗回数、最終通信時刻、最終通信状態などの情報を含む。
【００６５】
　処理部１５２は、ステップＳ３－５で未登録呼出に対する応答を中継装置１１２に送信
し、登録完了応答を待機する。処理部１５２は、ステップＳ３－６で登録完了応答を受信
すると、ステップＳ３－７で記憶装置１５３に記憶される自装置の状態を示す情報を通常
状態に設定する。
【００６６】
　次に管理装置１１１の処理動作を説明する。
【００６７】
　図１０は管理装置１１１の自動登録動作処理の処理フローチャートを示す。
【００６８】
　管理装置１１１の処理部１２２は、ステップＳ４－１で中継装置１１２から未登録検出
情報を受信すると、ステップＳ４－２で受信した未登録検出情報を管理データベース１２
１に登録する。処理部１２２は、ステップＳ４－３で管理データベース１２１に未登録情
報が登録されると、登録完了通知を中継装置１１２に通知する。
【００６９】
　以上により未登録の電子棚札１１３が中継装置１１２の通信エリアに存在すれば、自動
的に管理装置１１１の管理データベース１２１に登録される。
【００７０】
　〔自動削除処理〕
　次に、本実施例の電子棚札システム１００の自動削除処理について説明する。
【００７１】
　図１１は電子棚札システム１００による自動削除処理の動作説明図を示す。
【００７２】
　まず、管理装置１１１はステップＳ５－１で中継装置１１２に定期的に電子棚札１１３
の生存確認する生存確認要求を発行する。中継装置１１２はステップＳ５－２で管理装置
１１１からの生存確認要求に応じて電子棚札１１３に生存確認要求を送信する。中継装置
１１２は電子棚札１１３から応答がなければ、ステップＳ５－３で管理装置１１１にエラ
ー通知を行う。
【００７３】
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　また、管理装置１１１及び中継装置１１２は、ステップＳ５－４～Ｓ５－７で電子棚札
１１３に生存確認要求を行い、電子棚札１１３から正常応答があれば、電子棚札１１３は
生存すると判断し、管理データベース１２１からの削除は行わない。
【００７４】
　また、管理装置１１１及び中継装置１１２はステップＳ５－８～Ｓ５－１０で所定回数
、電子棚札１１３に生存確認要求を行い、すべてエラー通知が行われた場合に管理データ
ベース１２１から電子棚札情報を削除する。
【００７５】
　次に、管理装置１１１、中継装置１１２、電子棚札１１３のそれぞれの処理動作を説明
する。
【００７６】
　まず、管理装置１１１の処理動作を説明する。
【００７７】
　図１２は管理装置１１１の自動削除処理動作の処理フローチャートを示す。
【００７８】
　管理装置１１１の処理部１２２は、ステップＳ６－１で一定時間経過すると、ステップ
Ｓ６－２で生存確認要求を中継装置１１２に通知する。処理部１２２は、ステップＳ６－
３で中継装置１１２から生存確認要求の結果を受信すると、ステップＳ６－４で中継装置
１１２からの通知がエラー通知か否かを判定する。
【００７９】
　処理部１２２は、ステップＳ６－４で中継装置１１２からの通知がエラー通知である場
合には、ステップＳ６－５で対応する電子棚札情報のエラー通知の回数を確認し、エラー
通知が所定回数であれば、ステップＳ６－６で対応する電子棚札情報を管理データベース
１２１から削除する。
【００８０】
　図１３は中継装置１１２の自動削除処理動作の処理フローチャートを示す。
【００８１】
　中継装置１１２の処理部１４２は、ステップＳ７－１で管理装置１１１から生存確認要
求を受信すると、ステップＳ７－２で生存確認要求を電子棚札１１３に送信する。処理部
１４２はステップＳ７－３で電子棚札１１３から生存確認応答を所定時間内に受信できれ
ば、ステップＳ７－４で正常応答を作成し、ステップＳ７－５で管理装置１１１に送信す
る。
【００８２】
　また、処理部１４２は、ステップＳ７－４で電子棚札１１３から生存確認応答を所定時
間内に受信できなれば、ステップＳ７－６でエラー応答を作成し、ステップＳ７－５で管
理装置１１１に送信する。
【００８３】
　図１４は電子棚札１１３の自動削除処理動作の処理フローチャートを示す。
【００８４】
　電子棚札１１３の処理部１５２は、ステップＳ８－１で中継装置１１２から生存確認要
求を受信すると、ステップＳ８－２で生存確認応答を作成し、ステップＳ８－３で中継装
置１１２に送信する。生存確認応答は、電子棚札情報を含むものであり、応答した電子棚
札１１３を識別できるものである。
【００８５】
　本実施例によれば、電子棚札を商品棚に設置、あるいは、電子棚札を商品棚から撤去す
るだけで、ホストコンピュータに電子棚札が自動的に登録、あるいは、削除され、イニシ
ャライザなどを用いた登録、削除の作業が不要となり、よって、電子棚札の設置及び撤去
作業の効率を向上させることができる。
【００８６】
　以上、本発明について好ましい実施の形態によって説明してきたが、本発明は上述した
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実施の形態に限定しないのは勿論である。例えば、上述では電子棚札を実施例として説明
したが電子棚札に限らず、別の無線通信システムにも適用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の一実施例のシステム構成図である。
【図２】管理装置１１１のブロック構成図である。
【図３】管理データベース１２１のデータ構成図である。
【図４】電子棚札情報１３１のデータ構成図である。
【図５】中継装置１１２のブロック構成図である。
【図６】電子棚札１１３のブロック構成図である。
【図７】電子棚札システム１００による自動登録処理の動作説明図である。
【図８】中継装置１１２の自動登録動作処理の処理フローチャートである。
【図９】電子棚札１１３の自動登録動作処理の処理フローチャートである。
【図１０】管理装置１１１の自動登録動作処理の処理フローチャートである。
【図１１】電子棚札システム１００による自動削除処理の動作説明図である。
【図１２】管理装置１１１の自動削除処理動作の処理フローチャートである。
【図１３】中継装置１１２の自動削除処理動作の処理フローチャートである。
【図１４】電子棚札１１３の自動削除処理動作の処理フローチャートである。
【符号の説明】
【００８８】
　１００　電子棚札システム
　１１１　管理装置、１１２　中継装置、１１３　電子棚札
　１２１　管理データベース、１２２　処理部、１２３　通信部、１２４　入力装置
　１２５　表示装置、１２６　記憶装置
　１３１　電子棚札情報、１３２　設定情報
　１４１　通信部、１４２　処理部、１４３　記憶部、１４４　無線通信部
　１４５　電源回路、１４６　電池
　１５１　無線通信部、１５２　処理部、１５３　記憶部、１５４　表示部
　１５５　電池
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