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(57)【要約】
【課題】　顧客がＰＯＳレジスタに接続されたリーダ／
ライタに携帯通信端末をかざすだけで電子レシートと画
像を同時に受け取ることができて使い勝手が極めて良い
だけでなく、視覚的な表現性、訴求性を得ることができ
てシステムの利用に魅力を感じさせる電子レシートシス
テムを提供する。
【解決手段】　ＰＯＳレジスタは、顧客が購入しようと
する物品の清算情報からレシート情報を生成するレシー
ト情報生成手段と、所定のファイルに前記レシート情報
を挿入し挿入済ファイルを生成するレシート情報挿入手
段とを有し、携帯通信端末は、前記リーダ／ライタを介
して、前記挿入済ファイルに挿入されているレシート情
報を抽出し、そのレシート情報を保存するレシート情報
抽出手段を有する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＰＯＳレジスタと、そのＰＯＳレジスタのリーダ／ライタと、顧客の携帯通信端末とが協
調動作する電子レシートシステムであって、
　ＰＯＳレジスタは、顧客が購入しようとする物品の価格、個数、物品名を含む情報を入
力し物品情報を生成する物品情報入力手段と、前記物品情報に基づく清算金額、清算日時
、店舗名を含む清算情報を生成する清算情報生成手段と、前記物品情報と前記清算情報か
らレシート情報を生成するレシート情報生成手段と、所定のファイルに前記レシート情報
を挿入し挿入済ファイルを生成するレシート情報挿入手段と、その挿入済ファイルを前記
リーダ／ライタに転送するリーダ／ライタ通信手段とを有し、
　リーダ／ライタは、前記転送された挿入済ファイルを受信し一時保存するＰＯＳレジス
タ通信手段と、前記携帯通信端末と通信接続して前記携帯通信端末に前記挿入済ファイル
を転送する携帯通信端末通信手段とを有し、
　携帯通信端末は、前記リーダ／ライタに通信接続して前記挿入済ファイルを受信し保存
するリーダ／ライタ通信手段と、前記挿入済ファイルに挿入されているレシート情報を抽
出し、そのレシート情報を保存するレシート情報抽出手段を有する、
　ことを特徴とする電子レシートシステム。
【請求項２】
請求項１に記載の電子レシートシステムにおいて、前記ＰＯＳレジスタは前記レシート情
報から用紙に印字したレシートを模擬したレシート画像を生成するレシート画像生成手段
を有し、前記所定のファイルは前記レシート画像であることを特徴とする電子レシートシ
ステム。
【請求項３】
請求項１に記載の電子レシートシステムにおいて、前記所定のファイルは商標画像、キャ
ラクター画像、商品広告画像、割引券画像、抽選券画像いずれかであることを特徴とする
電子レシートシステム。
【請求項４】
請求項１に記載の電子レシートシステムにおいて、前記協調動作に加えられ、前記携帯通
信端末から家計簿サービスを利用する環境を提供するＷｅｂサーバを備え、
　前記携帯通信端末は前記Ｗｅｂサーバと通信するＷｅｂ通信手段と、その通信において
、家計簿サービスを利用するための認証処理を行って、前記レシート情報の登録を要求し
、前記レシート情報を送信するレシート情報登録手段とを有し、
　前記Ｗｅｂサーバは前記携帯通信端末と通信する携帯通信端末通信手段と、その通信に
おいて、家計簿サービスを利用する環境を提供するための認証処理を行って、前記レシー
ト情報の登録の要求を受付け、前記レシート情報を受信し、前記認証処理によって特定さ
れた利用者の家計簿情報に前記レシート情報を追加し新たな家計簿情報を生成する家計簿
情報更新手段を有する、
　ことを特徴とする電子レシートシステム。
【請求項５】
請求項４に記載の電子レシートシステムにおいて、前記レシート情報生成手段が生成する
レシート情報は、前記携帯通信端末のディスプレイに表示するレシート情報の部分と家計
簿サービスを利用するためのレシート情報の部分２つの部分から成ることを特徴とする電
子レシートシステム。
【請求項６】
請求項４または５に記載の電子レシートシステムにおいて、
　前記携帯通信端末は家計簿サービスを利用するための認証処理を行って、利用者である
前記顧客の家計簿情報の閲覧を要求し、その要求の応答として受信した家計簿情報をディ
スプレイに表示する家計簿情報閲覧手段を有し、
　前記Ｗｅｂサーバは家計簿サービスを利用する環境を提供するための認証処理を行って
、前記家計簿情報の閲覧の要求を受付け、前記認証処理によって特定された利用者の家計
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簿情報を送信する家計簿情報提供手段を有する、
　ことを特徴とする電子レシートシステム。
【請求項７】
請求項４～６のいずれかに記載の電子レシートシステムにおいて、前記協調動作に加えら
れ、前記家計簿サービスを利用する顧客ＰＣを備え、
　前記顧客ＰＣは前記Ｗｅｂサーバと通信するＷｅｂ通信手段と、その通信により前記顧
客ＰＣは家計簿サービスを利用するための認証処理を行って、利用者である前記顧客の家
計簿情報の閲覧を要求し、その要求の応答として受信した家計簿情報をディスプレイに表
示する家計簿情報閲覧手段を有し、
　前記Ｗｅｂサーバは前記顧客ＰＣと通信する顧客ＰＣ通信手段と、その通信により前記
Ｗｅｂサーバは家計簿サービスを利用する環境を提供するための認証処理を行って、前記
家計簿情報の閲覧の要求を受付け、前記認証処理によって特定された利用者の家計簿情報
を送信する家計簿情報提供手段を有する、
　ことを特徴とする電子レシートシステム。
【請求項８】
ＰＯＳレジスタと、そのＰＯＳレジスタのリーダ／ライタと、顧客の携帯通信端末とを利
用する電子レシート発行方法であって、
前記ＰＯＳレジスタにおいて、
顧客が購入しようとする物品の価格、個数、物品名を含む情報を取得し物品情報を生成す
る物品情報生成ステップ、
前記物品情報に基づく清算金額、清算日時、店舗名を含む清算情報を生成する清算情報生
成ステップ、
前記物品情報と前記清算情報からレシート情報を生成するレシート情報生成ステップ、
所定の画像ファイルに前記レシート情報を挿入し挿入済ファイルを生成するレシート情報
挿入ステップ、
その挿入済ファイルを前記リーダ／ライタを通じて前記携帯通信端末に送信する画像ファ
イル送信ステップ、
　を含んだ手順からなる電子レシート発行方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子レシートの技術分野に属する。特に、顧客がＰＯＳレジスタに接続された
リーダ／ライタに携帯通信端末をかざすだけで電子レシートと画像を同時に受け取ること
ができて使い勝手が極めて良いだけでなく、画像による視覚的な表現性、訴求性を得るこ
とができてシステムの利用に魅力を感じさせる電子レシートシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　顧客が店舗において買い物をすると、店舗は顧客に対してレシートを発行する。通常、
レシートはＰＯＳ（Pointofsale）システムのレジスタ（ＰＯＳレジスタ）においてロー
ル紙等に印字を行った紙媒体のレシート（以下、本発明においては紙媒体レシートと呼ぶ
）として清算時に発行が行われる。その紙媒体レシートには、購入年月日、購入品目、購
入数、購入金額等の精算内容が印字されている。したがって、紙媒体レシートによってそ
の店舗において購入したことを証明することができる。また、顧客は紙媒体レシートによ
って精算内容が適切であるか否かを確認することができる。また、紙媒体レシートに印字
された情報は、家計簿等に転記したり、家計簿ソフトを搭載したＰＣ（PersonalComputer
）に入力して、衣服、食料、等の項目別に購入金額を集計することにより、家計管理のた
めの情報としても使用することができる。
【０００３】
　しかしながら、紙媒体レシートの場合、家計簿等に記入するまでその紙媒体レシートを
紛失しないように保持管理する必要がある。また、紙媒体レシートに記載されている大量
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の情報を家計簿等に転記する作業、あるいはＰＣに入力する作業は煩雑である。そこで、
近年、紙媒体レシートに印字された清算内容に相当するデータを電子データ（以下、本発
明においては電子レシートと呼ぶ）として携帯電話、ＩＣカード、等に送信することの提
案がある。
　たとえば、電子レシート発行サービスの一形態として、顧客毎の電子レシートデータを
インターネットに接続されたサーバに記憶しておき、顧客が有するパソコン端末から電子
レシートの配信要求アクセスがあったときに、顧客ＩＤ（識別番号）等を認証した上で、
電子レシートを配信する方法が公知である（特許文献１）。
　また、精算動作の流れに従って随時に、かつ、顧客の受信時の端末操作なしで領収書デ
ータをＰＯＳレジスタと携帯通信端末との間で送受信可能とする電子領収書システムの提
案がある。そのときの近距離無線通信としては、ブルートゥース（Bluetooth）、Ｈｏｍ
ｅＲＦや伝送媒体として赤外線を利用したＩｒＤＡ（Infrared Data Association）方式
の近距離無線通信が使用される（特許文献２）。
　また、特許文献１よりもシステム構成が簡易となるシステムとして、店舗において電子
レシートをＲＦＩＤ（Radio Frequency-Identification:電波方式認識）付き会員カード
に記憶させることにより発行し、顧客はこの会員カードを自宅６０に保有するＲＦＩＤリ
ーダ／ライタで読み込み、これと接続されたパソコン内に電子レシートデータを読み出す
システムが公知である（特許文献３）。
　また、ＩＣカードを使用する引用文献３におけるメモリ不足、等の問題を解決するシス
テムとして、ＰＯＳレジスタは非接触通信により携帯通信端末あるいはＩＣカードにレシ
ート情報を送信し、書き込みを行う。顧客は、自宅でＰＣに接続されたリーダ／ライタに
かざし、レシート情報をＰＣに送信する。顧客は、ＰＣからネットワーク２３を介して、
レシート情報をセンターのＷｅｂサーバに送信する。顧客は、家計簿Ｗｅｂサービスを利
用する（引用文献４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－７７０６４号公報
【特許文献２】特開２００４－２１６０７号公報
【特許文献３】特開２００５－５６１４３号公報
【特許文献４】特開２００９－２５１９８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、このような従来の電子レシートシステムにおいては、必ずしも使い勝手の良
いシステムとはなってはいない。たとえば、引用文献１においては電子レシートを取得す
るためにはネットワークを通じてサーバにアクセスしなければならないという問題がある
。また、特許文献２，３，４の従来の電子レシートシステムにおいては、電子レシートを
得るためにネットワーク上のサーバにアクセスする必要はないが、電子レシートに係わる
処理に限定され、そのシステムの利用が、店舗、顧客の両者にとって特に魅力を感じさせ
るものではなかった。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、顧客がＰＯＳレジスタに接続されたリーダ／ライタに携帯通
信端末をかざすだけで電子レシートを受け取ることができて使い勝手が極めて良いだけで
なく、画像による視覚的な表現性、訴求性を得ることができてシステムの利用に魅力を感
じさせる電子レシートシステムを提供することにある。またそのような電子レシートの発
行方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明の請求項１に係る電子レシートシステムは、店舗のＰＯＳレジスタと、そのＰ
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ＯＳレジスタのリーダ／ライタと、顧客の携帯通信端末とが協調動作する電子レシートシ
ステムであって、ＰＯＳレジスタは、顧客が購入しようとする物品の価格、個数、物品名
を含む情報を入力し物品情報を生成する物品情報入力手段と、前記物品情報に基づく清算
金額、清算日時、店舗名を含む清算情報を生成する清算情報生成手段と、前記物品情報と
前記清算情報からレシート情報を生成するレシート情報生成手段と、所定のファイルに前
記レシート情報を挿入し挿入済ファイルを生成するレシート情報挿入手段と、その挿入済
ファイルを前記リーダ／ライタに転送するリーダ／ライタ通信手段とを有し、リーダ／ラ
イタは、前記転送された挿入済ファイルを受信し一時保存するＰＯＳレジスタ通信手段と
、前記携帯通信端末と通信接続して前記携帯通信端末に前記挿入済ファイルを転送する携
帯通信端末通信手段とを有し、携帯通信端末は、前記リーダ／ライタに通信接続して前記
挿入済ファイルを受信し保存するリーダ／ライタ通信手段と、前記挿入済ファイルに挿入
されているレシート情報を抽出し、そのレシート情報を保存するレシート情報抽出手段を
有するようにしたものである。
　また、本願発明の請求項２に係る電子レシートシステムは、請求項１に係る電子レシー
トシステムにおいて、前記ＰＯＳレジスタは前記レシート情報から用紙に印字したレシー
トを模擬したレシート画像を生成するレシート画像生成手段を有し、前記所定のファイル
は前記レシート画像であるようにしたものである。
　また、本願発明の請求項３に係る電子レシートシステムは、請求項１に係る電子レシー
トシステムにおいて、前記所定のファイルは商標画像、キャラクター画像、商品広告画像
、割引券画像、抽選券画像いずれかであるようにしたものである。
　また、本願発明の請求項４に係る電子レシートシステムは、請求項１に係る電子レシー
トシステムにおいて、前記協調動作に加えられ、前記携帯通信端末から家計簿サービスを
利用する環境を提供するＷｅｂサーバを備え、前記携帯通信端末は前記Ｗｅｂサーバと通
信するＷｅｂ通信手段と、その通信において、家計簿サービスを利用するための認証処理
を行って、前記レシート情報の登録を要求し、前記レシート情報を送信するレシート情報
登録手段とを有し、前記Ｗｅｂサーバは前記携帯通信端末と通信する携帯通信端末通信手
段と、その通信において、家計簿サービスを利用する環境を提供するための認証処理を行
って、前記レシート情報の登録の要求を受付け、前記レシート情報を受信し、前記認証処
理によって特定された利用者の家計簿情報に前記レシート情報を追加し新たな家計簿情報
を生成する家計簿情報更新手段を有するようにしたものである。
　また、本願発明の請求項５に係る電子レシートシステムは、請求項４に係る電子レシー
トシステムにおいて、前記レシート情報生成手段が生成するレシート情報は、前記携帯通
信端末のディスプレイに表示するレシート情報の部分と家計簿サービスを利用するための
レシート情報の部分２つの部分から成るようにしたものである。
　また、本願発明の請求項６に係る電子レシートシステムは、請求項４または５に係る電
子レシートシステムにおいて前記携帯通信端末は家計簿サービスを利用するための認証処
理を行って、利用者である前記顧客の家計簿情報の閲覧を要求し、その要求の応答として
受信した家計簿情報をディスプレイに表示する家計簿情報閲覧手段を有し、前記Ｗｅｂサ
ーバは家計簿サービスを利用する環境を提供するための認証処理を行って、前記家計簿情
報の閲覧の要求を受付け、前記認証処理によって特定された利用者の家計簿情報を送信す
る家計簿情報提供手段を有するようにしたものである。
　また、本願発明の請求項７に係る電子レシートシステムは、請求項４～６のいずれかに
係る電子レシートシステムにおいて、前記協調動作に加えられ、前記家計簿サービスを利
用する顧客ＰＣを備え、
　前記顧客ＰＣは前記Ｗｅｂサーバと通信するＷｅｂ通信手段と、その通信により前記顧
客ＰＣは家計簿サービスを利用するための認証処理を行って、利用者である前記顧客の家
計簿情報の閲覧を要求し、その要求の応答として受信した家計簿情報をディスプレイに表
示する家計簿情報閲覧手段を有し、
　前記Ｗｅｂサーバは前記顧客ＰＣと通信する顧客ＰＣ通信手段と、その通信により前記
Ｗｅｂサーバは家計簿サービスを利用する環境を提供するための認証処理を行って、前記
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家計簿情報の閲覧の要求を受付け、前記認証処理によって特定された利用者の家計簿情報
を送信する家計簿情報提供手段を有する、
　ことを特徴とする電子レシートシステム。
また、本願発明の請求項８に係る発明は、ＰＯＳレジスタと、そのＰＯＳレジスタのリー
ダ／ライタと、顧客の携帯通信端末とを利用する電子レシート発行方法であって、
前記ＰＯＳレジスタにおいて、
顧客が購入しようとする物品の価格、個数、物品名を含む情報を取得し物品情報を生成す
る物品情報生成ステップ、
前記物品情報に基づく清算金額、清算日時、店舗名を含む清算情報を生成する清算情報生
成ステップ、
前記物品情報と前記清算情報からレシート情報を生成するレシート情報生成ステップ、
所定の画像ファイルに前記レシート情報を挿入し挿入済ファイルを生成するレシート情報
挿入ステップ、
その挿入済ファイルを前記リーダ／ライタを通じて前記携帯通信端末に送信する画像ファ
イル送信ステップ、
　を含んだ手順からなる電子レシート発行方法である。
【０００８】
　本発明によれば、顧客がＰＯＳレジスタに接続されたリーダ／ライタに携帯通信端末を
かざすだけで電子レシートと画像を同時に受け取ることができて使い勝手が極めて良いだ
けでなく、視覚的な表現性、訴求性を得ることができてシステムの利用に魅力を感じさせ
る電子レシートシステムが提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の電子レシートシステムにおける全体構成および利用方法の一例を示す説
明図である。
【図２】本発明の電子レシートシステムにおけるＰＯＳレジスタの構成の一例を示すブロ
ック図である。
【図３】本発明の電子レシートシステムにおけるリーダ／ライタの構成の一例を示すブロ
ック図である。
【図４】本発明の電子レシートシステムにおける携帯通信端末の構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図５】本発明の電子レシートシステムにおけるＷｅｂサーバの構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図６】本発明の電子レシートシステムにおける顧客ＰＣの構成の一例を示すブロック図
である。
【図７】本発明の電子レシートシステムにおけるレシート情報をＰＯＳレジスタから携帯
通信端末に転送する過程の一例を示すフロー図である。
【図８】本発明の電子レシートシステムにおけるレシート情報を携帯通信端末からＷｅｂ
サーバに転送しＷｅｂサーバが利用者の家計簿情報に追加する過程と、携帯通信端末が家
計簿サービスを利用する環境の提供をＷｅｂサーバから受けて家計簿情報を閲覧する過程
を示すフロー図である。
【図９】顧客ＰＣが家計簿サービスを利用する環境の提供をＷｅｂサーバから受けて家計
簿情報を顧客ＰＣに取込む過程を示すフロー図である。
【図１０】転送された挿入済ファイルからレシート情報を抽出しＷｅｂサーバに登録する
過程における携帯通信端末のディスプレイに表示される画面を示す図である。
【図１１】ＪＰＥＧファイルのコメントセグメント（ＣＯＭ）へのレシート情報の挿入す
る過程を示す説明図である。
【図１２】アプリで使用するレシート情報の構成の一例を示す説明図である。
【図１３】ファイルに挿入するレシート情報の構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　次に、本発明の実施の形態について図を参照しながら説明する。本発明の電子レシート
システムにおける全体構成および利用方法の一例を図１に示す。最初に、電子レシートシ
ステムの全体像について図１を参照して概要を説明し、詳細については後述する。
　店員は店舗のＰＯＳレジスタにおいて顧客が購入しようとする物品に印刷されたバーコ
ードを読取らせる。そのバーコードに基づいて、ＰＯＳレジスタは、顧客が購入しようと
する物品の価格、個数、物品名を含む情報を入力し物品情報を生成する。また、ＰＯＳレ
ジスタは、物品情報に基づく清算金額、清算日時、店舗名を含む清算情報を生成する。さ
らに、ＰＯＳレジスタは、物品情報と清算情報からレシート情報を生成する。ＰＯＳレジ
スタは、レシート情報（テキスト）を、たとえば画像データのコメント領域に挿入し挿入
済画像データを生成する。図１に示す一例において、ＪＰＥＧ画像（挿入済ファイル）が
生成される（Ｓ１）。ＰＯＳレジスタは、そこに接続されたリーダ／ライタにＪＰＥＧ画
像（挿入済ファイル）を転送する。リーダ／ライタは、転送されたＪＰＥＧ画像（挿入済
ファイル）を受信して一時保存する。
【００１１】
　そして、顧客が携帯通信端末（携帯電話）をリーダ／ライタにかざすと、リーダ／ライ
タから携帯通信端末にＪＰＥＧ画像が転送される。図１に示す一例において、通信プロト
コルＦＡＬＰ（FeliCa Ad-hoc Link Protocol）によってＪＰＥＧ画像が転送される（Ｓ
２）。携帯通信端末がおサイフケータイ（登録商標）であれば、ＰＯＳレジスタにけるお
サイフケータイによる清算処理に引き続いてＪＰＥＧ画像の転送が一連の処理として行わ
れる。すなわち、顧客はＪＰＥＧ画像の転送を受けるための余分の操作を全く必要としな
い。そして、携帯通信端末は転送されたＪＰＥＧ画像を携帯通信端末のメモリ（ローカル
ＤＢ）に保存する。
　なお、レシート情報を挿入する所定のファイル、たとえば画像データとしては、レシー
ト情報から用紙に印字したレシートを模擬したレシート画像をＰＯＳレジスタが生成し、
そのレシート画像を用いることができる。その場合には、顧客はそのレシート画像を携帯
通信端末のディスプレイに表示することで紙媒体レシートを手にしたのと同様の感覚を得
ることができ違和感が少ない。また、商標、キャラクター、商品広告、割引券、抽選券、
等の画像であってもよい。その場合には、顧客はレシート情報だけではなく、各々の画像
に付随する特別なサービスを受けることができる。
【００１２】
　携帯通信端末にはアプリ（家計簿携帯アプリケーション）がインストールされており、
そのアプリを起動して、ＪＰＥＧ画像（挿入済ファイル）に挿入されているレシート情報
を抽出し、そのレシート情報を携帯通信端末のメモリ（ローカルＤＢ）に保存する（Ｓ３
）。抽出したレシート情報は携帯通信端末のディスプレイに表示が行われる。
　また、携帯通信端末のアプリを利用してレシート情報をＷｅｂサーバ（家計簿管理サー
バ）にアップロードすることができる（Ｓ４）。このＷｅｂサーバは携帯通信端末から家
計簿サービスを利用する環境を提供するＷｅｂサーバである。Ｗｅｂサーバは携帯通信端
末からのレシート情報の登録の要求を受付け、レシート情報を受信し、認証処理によって
特定された利用者の家計簿情報にレシート情報を追加し新たな家計簿情報を生成する。
　顧客は家計簿サービスの利用者として、携帯通信端末から利用者の家計簿情報の閲覧を
要求をすることができる。Ｗｅｂサーバは認証処理を行って、家計簿情報の閲覧の要求を
受付け、認証処理によって特定された利用者の家計簿情報を送信する。携帯通信端末は受
信した家計簿情報をディスプレイに表示する。
　また、携帯通信端末だけでなく、顧客ＰＣ（顧客が所有するパーソナルコンピュータ）
からＷｅｂサーバが提供する家計簿サービスを利用することができる。
【００１３】
　以上、全体構成と利用方法の概要を説明した。以上の説明から明らかなように、本発明
の電子レシートシステムはＰＯＳレジスタ、リーダ／ライタ、携帯通信端末、Ｗｅｂサー
バ、顧客ＰＣの各々が直接的あるいは間接的に協調して動作するシステムである。次に、
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それら各々の構成について説明する。
　ＰＯＳシステムの構成の一例をブロック図として図２に示す。図２において、ＰＯＳレ
ジスタ１は処理部１１と記憶部１２を有しており、処理部１１には、物品情報入力手段１
１１、清算情報入力手段１１２、レシート情報生成手段１１３、レシート画像生成手段１
１４、レシート情報挿入手段１１５、リーダ／ライタ通信手段１１６が存在し、記憶部１
２には物品情報１２１、清算情報１２２、レシート情報１２３、レシート画像１２４、そ
の他画像１２５、挿入済ファイル１２６が存在する。
　物品情報入力手段１１１は、顧客が購入しようとする物品の価格、個数、物品名を含む
情報を入力し物品情報１２１を生成し記憶部１２に記憶する。店員が物品に印字されたバ
ーコードを読取り、バーコードをキー情報としてＰＯＳシステムの販売物品データベース
を参照することで、物品情報入力手段１１１は、物品の価格、個数、物品名を含む情報を
入力する。
【００１４】
　清算情報入力手段１１２は、物品情報１２１に基づく清算金額、清算日時、店舗名を含
む清算情報１２２を生成し記憶部１２に記憶する。
　レシート情報生成手段１１３は、物品情報１２１と清算情報か１２２からレシート情報
を１２３生成し記憶部１２に記憶する。
　レシート画像生成手段１１４は、レシート情報１２３から用紙に印字したレシートを模
擬したレシート画像１２４を生成し記憶部１２に記憶する。
　レシート情報挿入手段１１５は、所定のファイルにレシート情報１２３を挿入し挿入済
ファイル１２６を生成し記憶部１２に記憶する。ここで所定のファイルとはレシート情報
を挿入するファイルのことであり、テキストファイルであっても画像ファイルであっても
その他の形式のファイルであってもよい。たとえば、レシート画像１２４、その他の画像
１２５のファイルである。その他の画像としては、商標画像、キャラクター画像、商品広
告画像、割引券画像、抽選券画像、等である。その他の画像はＰＯＳレジスタ１が外部（
たとえばＰＯＳシステムのサーバ）から読み込み記憶部１２に記憶したものである。レシ
ート情報の挿入は、それらのファイルのヘッダー、フッター、コメント領域、等のファイ
ルの主要なデータに影響しない部分に挿入すると好適である。
　リーダ／ライタ通信手段１１６は、その挿入済ファイル１２６をリーダ／ライタに転送
する。
ここで図示しないが、ＰＯＳレジスタ１には、キーボードやバーコードリーダのような入
力装置、リーダ／ライタとデータをやり取りする通信インターフェース、記憶部１２に記
録されているコンピュータプログラムを読み出し解釈実行することによりＰＯＳレジスタ
１の各種ハードウエア資源を駆動制御するＣＰＵ、等のハードウエアを含む。また、記憶
部１２には、ＣＰＵの制御に従い情報の読み出し書き込みを制御するハードウエアとして
のメモリ制御機構を含む。物品情報入力手段１１１、清算情報入力手段１１２、レシート
情報生成手段１１３、レシート画像生成手段１１４、レシート情報挿入手段１１５、リー
ダ／ライタ通信手段１１６の処理部１１に含まれる各手段は、ＰＯＳレジスタ１の特定の
ハードウエア資源がコンピュータプログラムに記述された一連の命令の実行によって駆動
制御され、必要に応じて他のハードウエア資源と協調動作したり、別の命令の実行を促し
たりすることによりその機能が実現される。
【００１５】
　リーダ／ライタの構成の一例をブロック図として図３に示す。図３において、リーダ／
ライタ２は処理部２１と記憶部２２を有しており、処理部２１には、ＰＯＳレジスタ通信
手段２１１、携帯通信端末通信手段２１２が存在し、記憶部２２には挿入済ファイル２２
１が存在する。
　ＰＯＳレジスタ通信手段２１１は、転送された挿入済ファイル１２６を受信し挿入済フ
ァイル２２１として記憶部２２に一時保存する。
　携帯通信端末通信手段２１２は、携帯通信端末３と通信接続して携帯通信端末３に挿入
済ファイル２２１を転送する。携帯通信端末通信手段２１２は、たとえば、通信プロトコ
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ルＦＡＬＰ（FeliCa Ad-hoc Link Protocol）によって挿入済ファイル２２１を携帯通信
端末３に転送する。携帯通信端末３にファイル転送を行うことができる通信方式としては
、赤外線を利用したＩｒＤＡ（Infrared Data Association）方式、ブルートゥース（Blu
etooth）が知られている。両者にはオブジェクト交換プロトコルとしてＩｒＤＡが策定し
たＯＢＥＸ（infrared object exchange protocol）が適用されている。ＦＡＬＰにおい
てもＯＢＥＸが適用されている。ＦＡＬＰにおいては、リーダ／ライタに携帯通信端末３
をかざすだけで通信接続を行うことができ、使い勝手が良く、携帯通信端末通信手段２１
２の通信方式として好適である。
【００１６】
　携帯通信端末の構成の一例をブロック図として図４に示す。図４において、携帯通信端
末３は処理部３１と記憶部３２を有しており、処理部３１には、リーダ／ライタ通信手段
３１１、レシート情報抽出手段３１２、表示処理手段３１３、Ｗｅｂ通信手段３１４、レ
シート情報登録手段３１５、家計簿情報閲覧手段３１６が存在し、記憶部２２には挿入済
ファイル３２１、レシート情報３２２、閲覧用家計簿情報３２３が存在する。
　リーダ／ライタ通信手段３１１は、リーダ／ライタ２に通信接続して挿入済ファイルを
受信し記憶部３２に挿入済ファイル３２１として保存する。勿論、リーダ／ライタ通信手
段３１１の通信方式は前述した携帯通信端末通信手段２１２の通信方式（たとえばＦＡＬ
Ｐ）と一致している。
　レシート情報抽出手段３１２は、挿入済ファイル３２１に挿入されているレシート情報
を抽出し、そのレシート情報をレシート情報３２２として記憶部３２に保存する。
　表示処理手段３１３は携帯通信端末３のディスプレイに挿入済ファイル３２１における
主要なデータ（レシート情報以外のデータ、たとえば画像データ）の表示、レシート情報
３２２、閲覧用家計簿情報３２３、等を表示する処理を行う。
【００１７】
　Ｗｅｂ通信手段３１４は、携帯通信端末３から家計簿サービスを利用する環境を提供す
るＷｅｂサーバと通信する。すなわち、Ｗｅｂ通信手段３１４は、携帯通信端末３におけ
るＷＷＷ（World Wide Web）システムを利用する機能すなわちインターネット接続機能で
、携帯通信端末３の通信サービスを提供する会社によって提供される。
　レシート情報登録手段３１５は、携帯通信端末３とＷｅｂサーバとの通信において、家
計簿サービスを利用するための認証処理を行って、レシート情報３２２の登録を要求し、
レシート情報３２２をＷｅｂサーバに送信する。
　家計簿情報閲覧手段３１６は、携帯通信端末３とＷｅｂサーバとの通信において、家計
簿サービスを利用するための認証処理を行って、利用者である顧客の家計簿情報の閲覧を
要求し、その要求の応答として家計簿情報を受信し記憶部３２に閲覧用家計簿情報３２３
として保存し、保存した閲覧用家計簿情報３２３をディスプレイに表示する。家計簿情報
閲覧手段３１６は、ＷＷＷシステムにおけるクライアントのブラウザを適用することがで
きる。
尚、図示しないが、携帯通信端末３には、キーボードや液晶表示器またはタッチパネルな
どの入出力部、リーダ／ライタとデータをやり取りする通信インターフェース、記憶部１
２に記録されているコンピュータプログラムを読み出し解釈実行することによりＰＯＳレ
ジスタ１の各種ハードウエア資源を駆動制御するＣＰＵ、基地局（図示せず）との無線通
信を制御する無線通信部等のハードウエアを含む。また、記憶部１２には、ＣＰＵの制御
に従い情報の読み出し書き込みを制御するハードウエアとしてのメモリ制御機構を含む。
リーダ／ライタ通信手段３１１、レシート情報抽出手段３１２、表示処理手段３１３、Ｗ
ｅｂ通信手段３１４、レシート情報登録手段３１５、家計簿情報閲覧手段３１６の各手段
は、携帯通信端末３の特定のハードウエア資源がコンピュータプログラムに記述された一
連の命令の実行によって駆動制御され、必要に応じて他のハードウエア資源と協調動作し
たり、別の命令の実行を促したりすることによりその機能が実現される。
【００１８】
　Ｗｅｂサーバの構成の一例をブロック図として図５に示す。図５において、Ｗｅｂサー
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バ４は処理部４１と記憶部４２を有しており、処理部４１には、携帯通信端末通信手段４
１１、家計簿情報更新手段４１２、家計簿情報加工手段４１３、家計簿情報提供手段４１
４、顧客ＰＣ通信手段４１５が存在し、記憶部４２にはレシート情報４２１、家計簿情報
４２２、閲覧用家計簿情報４２３、グラフ形式家計簿情報４２４、ＣＳＶ形式家計簿情報
４２５が存在する。
　携帯通信端末通信手段４１１は、携帯通信端末３と通信する。
　家計簿情報更新手段４１２は、携帯通信端末３とＷｅｂサーバ４との通信において、家
計簿サービスを利用する環境を提供するための認証処理を行って、レシート情報３２２の
登録の要求を受付け、レシート情報３２２を受信しレシート情報４２１として記憶部４２
に保存し、認証処理によって特定された利用者の家計簿情報にレシート情報を追加し新た
な家計簿情報４２２を生成する。
　家計簿情報加工手段４１３は、家計簿情報４２２から閲覧用家計簿情報４２３、グラフ
形式家計簿情報４２４、ＣＳＶ形式家計簿情報４２５、等を生成する。閲覧用家計簿情報
４２３、グラフ形式家計簿情報４２４、ＣＳＶ形式家計簿情報４２５の各々は、携帯通信
端末４、顧客ＰＣから閲覧の要求（各形式の家計簿情報の送信の要求を含む）を受けたと
きに提供する家計簿情報である。
　家計簿情報提供手段４１４は、携帯通信端末３または顧客ＰＣからの家計簿情報の閲覧
の要求を受付け、認証処理によって特定された利用者の家計簿情報を送信する。その送信
するときの家計簿情報は閲覧用家計簿情報４２３、グラフ形式家計簿情報４２４、ＣＳＶ
形式家計簿情報４２５、等の形態の家計簿情報である。
　顧客ＰＣ通信手段４１５は、顧客ＰＣと通信する。
尚、図示しないが、Ｗｅｂサーバ４には、ネットワークを通じて他の機器とデータをやり
取りする通信インターフェース、記憶部４２に記録されているＯＳやその他のコンピュー
タプログラムを読み出し解釈実行することによりＷｅｂサーバ４の各種ハードウエア資源
を駆動制御するＣＰＵ、等のハードウエアを含む。また、記憶部４２には、ＣＰＵの制御
に従い情報の読み出し書き込みを制御するハードウエアとしてのメモリ制御機構を含む。
携帯通信端末通信手段４１１、家計簿情報更新手段４１２、家計簿情報加工手段４１３、
家計簿情報提供手段４１４、顧客ＰＣ通信手段４１５の処理部４１に含まれる各手段は、
Ｗｅｂサーバ４の特定のハードウエア資源がコンピュータプログラムに記述された一連の
命令の実行によって駆動制御され、必要に応じて他のハードウエア資源と協調動作したり
、別の命令の実行を促したりすることによりその機能が実現される。
【００１９】
　Ｗｅｂサーバ４は、多数の顧客のレシート情報４２１と家計簿情報４２２を保存し、要
求に応じて特定の顧客の情報を読み出し、必要に応じて閲覧用家計簿情報４２３等に加工
を行ってその特定の顧客に提供する。したがって、レシート情報４２１と家計簿情報４２
２を保存しておく記憶部４２としては、通常のメモリを使用することができるが、その通
常のメモリとともにデータベース（ＤＢ）を好適に使用する（併用する）ことができる。
データベースにおいては、特定の顧客の情報の登録、検索、等ができるように、顧客を特
定するキー情報と、その顧客のレシート情報４２１と、その顧客の家計簿情報４２２とは
紐付けされて保存されている。データベース（リレーショナルデータベース）については
周知であるから詳細な説明を省略する。
　なお、データベースを使用するときには、たとえば、レシート情報（レコード）は、属
性（フィールド）として、店舗、購入日時、商品リスト、合計金額、通貨、税、署名、等
を有する。商品リストの属性値（フィールデータ）はレコード番号等のキー情報であり、
そのキー情報で紐付けされたレコード（商品リスト）は、属性として商品名、金額、商品
点数、等を有する。
　また、家計簿情報は、たとえば、各月別の属性として、収入、支出、収支計、等を有す
る。さらに、支出の細目として、食事、交際費、交通、生活用品、公共料金、医療費、雑
費、等の属性を有する。
【００２０】
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　それらの属性値の入力は、たとえば、収入の属性値については顧客の手操作入力により
行われる。また、支出と収支計の属性値についてはレシート情報が追加されると、その合
計金額の属性値に基づいて自動的に更新が行われる。
　また、食事、交際費、交通、生活用品、公共料金、医療費、雑費、等の属性値について
は、レシート情報が新たに登録されると、家計簿情報更新手段４１２によってレシート情
報における店舗の属性値（たとえば、○○○レストラン、××書店、等の店舗名）と合計
金額の属性値（たとえば、９８０円、６８０円、等の金額）に基づいて家計簿情報の更新
が行われる。たとえば、レシート情報における店舗の属性値と合計金額の属性値を、家計
簿情報におけるどの支出の細目の属性（食事、雑費、等の分類）に振り分けるかは、初回
においては、顧客の手操作入力による指定に基づいて決定される。次回からは、顧客は、
手操作入力、自動入力のいずれかを設定しておくことができる。自動入力が設定されてい
ると、家計簿情報更新手段４１２は家計簿情報の更新履歴（図示せず）を参照し、店舗の
属性値と支出の細目の属性との紐付情報を得て、その紐付情報にしたがって自動でその振
り分けを行う。なお、ここで振り分けとは、レシート情報の合計金額の属性値を、たとえ
ば食費の属性値（各月別の食費の合計金額）に加算し、更新した各月別の食費の合計金額
を得ることを言う。
【００２１】
　顧客ＰＣの構成の一例をブロック図として図６に示す。図６において、顧客ＰＣ５は処
理部５１と記憶部５２を有しており、処理部５１には、家計簿情報閲覧手段５１１、Ｗｅ
ｂ通信手段５１２が存在し、記憶部５２には閲覧用家計簿情報５２１、グラフ形式家計簿
情報５２２、ＣＳＶ形式家計簿情報５２３が存在する。
　家計簿情報閲覧手段５１１は、顧客ＰＣ５とＷｅｂサーバ４との通信において、家計簿
サービスを利用するための認証処理を行って、利用者である顧客の家計簿情報の閲覧を要
求し（各形式の家計簿情報の送信の要求を含む）、その要求の応答として家計簿情報を受
信し記憶部３２に閲覧用家計簿情報５２１、グラフ形式家計簿情報５２１、ＣＳＶ形式家
計簿情報５２２として保存し、保存した家計簿情報をディスプレイに表示する。
尚、図示しないが、顧客ＰＣ５には、ネットワークを通じて他の機器とデータをやり取り
する通信インターフェース、記憶部５２に記録されているＯＳやその他のコンピュータプ
ログラムを読み出し解釈実行することにより顧客ＰＣ５の各種ハードウエア資源を駆動制
御するＣＰＵ、等のハードウエアを含む。また、記憶部５２には、ＣＰＵの制御に従い情
報の読み出し書き込みを制御するハードウエアとしてのメモリ制御機構を含む。家計簿情
報閲覧手段５１１、Ｗｅｂ通信手段５１２の各手段は、顧客ＰＣ５の特定のハードウエア
資源がコンピュータプログラムに記述された一連の命令の実行によって駆動制御され、必
要に応じて他のハードウエア資源と協調動作したり、別の命令の実行を促したりすること
によりその機能が実現される。
【００２２】
　以上、構成について説明した。次に、本発明の電子レシートシステムにおける動作につ
いて説明する。本発明の電子レシートシステムにおけるレシート情報をＰＯＳレジスタか
ら携帯通信端末に転送する過程の一例を示すフロー図として図７に示す。
　まず、図７のステップＳ１０１（物品情報入力）において、顧客が購入しようとする物
品に印刷されたバーコードを読取らせる等の店舗の店員の操作により、また、そのバーコ
ードをキー情報としてＰＯＳシステムの販売物品データベースを参照する等により、ＰＯ
Ｓレジスタ１の物品情報入力手段１１１は、顧客が購入しようとする物品の価格、個数、
物品名を含む情報を入力し、それらの情報を含む物品情報１２１を生成し記憶する。
　次に、ステップＳ１０２（清算情報入力）において、購入する物品の代金を計算し、現
金、カード、おサイフケータイ等によって顧客がその代金を支払い、・・・等のＰＯＳレ
ジスタ１における一連の清算する操作を店員と顧客が行うと、ＰＯＳレジスタ１の清算情
報入力手段１１２は、物品情報１２１に基づく清算金額（代金）、清算方法、清算日時、
店舗名を含む清算情報１２２を生成し記憶する。
　次に、ステップＳ１０３（レシート情報生成）において、ＰＯＳレジスタ１のレシート
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情報生成手段１１３は、物品情報１２１と清算情報１２２からレシート情報１２３を生成
し記憶する。レシート情報１２３には、たとえば、店舗名、店舗住所、電話番号、清算日
時、購入した物品のリスト、個数、金額、割引金額、合計金額、精算したレジスタ（ＰＯ
Ｓレジスタ１）を特定する情報、担当店員名、等が含まれている（図１１の「レシート情
報の例」を参照）。
【００２３】
　次に、ステップＳ１０４（レシート情報をファイルに挿入）において、ＰＯＳレジスタ
１のレシート情報挿入手段１１５は、所定のファイルにレシート情報１２３を挿入し挿入
済ファイル１２６を生成する。
　ここで所定のファイルは、たとえば、レシート画像１２４、その他の画像１２５のファ
イルである。レシート画像１２４は、ＰＯＳレジスタ１のレシート画像生成手段１１４が
レシート情報１２３から用紙に印字したレシートを模擬した画像を生成し記憶した画像フ
ァイルである。また、その他の画像１２５は、たとえば、ＰＯＳシステムのサーバから読
み込んだ商標画像、キャラクター画像、商品広告画像、割引券画像、抽選券画像、等であ
る。
　レシート画像１２４、その他の画像１２５が、ＪＰＥＧファイルであるときには、ＪＰ
ＥＧファイルのコメントセグメントをレシート情報１２３を挿入する部位とすると、ファ
イルの主要なデータに影響せず好適である。一例として、所定のファイルがＪＰＥＧファ
イルであるとして説明する。
【００２４】
　ＪＰＥＧファイルのコメントセグメントを利用してレシート情報を挿入する方法を説明
図として図１１～図１２に示す。ＪＰＥＧファイルのコメントセグメント（ＣＯＭ：Comm
ent）は、マーカＦＦＦＦ（Ｈｅｘ）で始まり、ＪＰＥＧファイルに注釈文（ＡＳＣＩＩ
テキスト）を埋め込むためのセグメントで画像表示に影響しない。ＪＰＥＧファイルの構
造については周知であるからここでは詳細な説明を省略する。
　コメントセグメント内に、レシート情報を挿入する（記載する）ときのフォーマットの
一例について説明する。この一例においてはレシート情報は携帯通信端末３において表示
するためのレシート情報すなわち顧客が知る必要がある（知っておくべき）内容のレシー
ト情報と、携帯通信端末３において非表示とするレシート情報すなわち電子レシートシス
テムが管理するための情報等を含む顧客が知る必要のない内容を含むレシート情報の２つ
が存在する。携帯通信端末３の表示処理手段３１３が携帯通信端末３のディスプレイに表
示するレシート情報は開始タグ〈receiptView〉と終了タグ〈/receiptView〉で囲む。ま
た、携帯通信端末３のレシート情報登録手段３１５が家計簿サービスを利用するための認
証処理を行って、レシート情報３２２の登録を要求し、レシート情報３２２をＷｅｂサー
バに送信するレシート情報は開始タグ〈receiptHidden〉と終了タグ〈/receiptHidden〉
で囲む。
【００２５】
　このフォーマットでＪＰＥＧファイルのコメントセグメントに挿入するレシート情報の
一例を図１３に示す。図１３に示すように、レシート情報は、開始タグ〈receiptView〉
と終了タグ〈/receiptView〉で囲む部分と、開始タグ〈receiptHidden〉と終了タグ〈/re
ceiptHidden〉で囲む部分とが存在する。
　このように、レシート情報を２つの独立したレシート情報の部分によって構成すること
により、携帯通信端末３において表示する等により顧客に通知するレシート情報の部分す
なわち開始タグ〈receiptView〉と終了タグ〈/receiptView〉で囲む部分と、顧客に家計
簿サービスを提供するＷｅｂサーバにおいて管理するレシート情報の部分すなわち開始タ
グ〈receiptHidden〉と終了タグ〈/receiptHidden〉で囲む部分とにレシート情報を完全
に分離することができる。したがって、各々の用途に適合した記述形式のレシート情報を
各々の部分に独立して記述することができ、また、各々の用途のために記述された部分だ
けを各々において利用することができて好適である。
　なお、レシート画像１２４にレシート情報を挿入するときには、開始タグ〈receiptVie
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w〉と終了タグ〈/receiptView〉で囲む部分のレシート情報を省略する構成としてもよい
。
【００２６】
　説明を図７に戻し、次に、ステップＳ１０５（挿入済ファイル転送）において、ＰＯＳ
レジスタ１のリーダ／ライタ通信手段１１６は、上記のようにして生成された挿入済ファ
イル１２６（挿入済ＪＰＥＧ画像ファイル）をリーダ／ライタ２に転送する。
　次に、ステップＳ１０６（転送ファイル保存）において、リーダ／ライタ２のＰＯＳレ
ジスタ通信手段２１１は、転送された挿入済ファイル１２６を受信し挿入済ファイル２２
１として記憶部２２に一時保存する。
　次に、ステップＳ１０７（ファイル転送待受）において、リーダ／ライタ２は転送先で
ある携帯通信端末３と通信接続できていないときには通信接続を待受ける。すなわち、携
帯通信端末３がリーダ／ライタ２にかざされるのを待受ける。なお、通信接続できている
ときには携帯通信端末３に直ちに転送される。
　次に、ステップＳ１０８（携帯通信端末をかざす）において、利用者である顧客は携帯
通信端末３をリーダ／ライタ２にかざす。
【００２７】
　次に、ステップＳ１０９（携帯通信端末検知、ＦＡＬＰ転送開始）において、リーダ／
ライタ２の携帯通信端末通信手段２１２は、携帯通信端末３と通信接続して携帯通信端末
３に挿入済ファイル２２１の転送を開始する。この転送は、たとえば通信プロトコルＦＡ
ＬＰ（FeliCa Ad-hoc Link Protocol）によって行われる。
　次に、ステップＳ１１０（ファイルを転送）において、リーダ／ライタ２の携帯通信端
末通信手段２１２は、携帯通信端末３に挿入済ファイル２２１を転送する。
　次に、ステップＳ１１１（受信成功）において、携帯通信端末３のリーダ／ライタ通信
手段３１１は、リーダ／ライタ２に通信接続して挿入済ファイルを受信する。そして、リ
ーダ／ライタ通信手段３１１は、受信成功の通知をリーダ／ライタ２の携帯通信端末通信
手段２１２に送信する。
　次に、ステップＳ１１２（受信ファイルを保存）において、携帯通信端末３のリーダ／
ライタ通信手段３１１は、受信した挿入済ファイルを記憶部３２に挿入済ファイル３２１
として保存する。
　次に、ステップＳ１１３（ファイル転送終了）において、リーダ／ライタ２の携帯通信
端末通信手段２１２は、ファイル転送を終了する。
　次に、ステップＳ１１４（ファイル転送成功通知）において、リーダ／ライタ２のＰＯ
Ｓレジスタ通信手段２１１は、ファイル転送成功の通知をＰＯＳレジスタ１のリーダ／ラ
イタ通信手段１１６に送信する。
【００２８】
　次に、ステップＳ１１５（アプリ起動）において、受信した挿入済ファイル３２１に関
係付けられるアプリ（家計簿携帯アプリケーション）を起動する（図１０（１）を参照）
。アプリの起動は挿入済ファイル３２１の保存に連動して自動で行うことができる。また
、アプリの起動を行うか否かの選択を利用者である顧客に携帯通信端末３から通知する方
法で行うことができる。また、アプリの起動を利用者である顧客がマニュアル操作（ファ
イルを開く装置）で行うことができる。以下、ステップＳ１１５～Ｓ１１７は携帯通信端
末３にインストールしたアプリを使用した動作とすることができる。
　次に、ステップＳ１１６（レシート情報抽出、表示）において、携帯通信端末３のレシ
ート情報抽出手段３１２は、挿入済ファイル３２１に挿入されているレシート情報３２２
を抽出する（図１０（２）、（３）を参照）。そして、表示処理手段３１３は携帯通信端
末３のディスプレイにレシート情報３２２、を表示する処理を行う。ここで表示されるレ
シート情報は、図１３に一例を示すレシート情報における開始タグ〈receiptView〉と終
了タグ〈/receiptView〉で囲む部分に相当する部分である（図１０（４）を参照）。
　なお、このステップにおいて、レシート情報を表示するだけでなく、挿入済ファイル３
２１そのものを表示することができる。その場合には、挿入したレシート情報の代わりに
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、挿入済ファイル３２１の生成過程で使用された所定のファイルが表示される。たとえば
、レシート画像生成手段１１４がレシート情報１２３から用紙に印字したレシートを模擬
して生成したレシート画像１２４、商標画像、キャラクター画像、商品広告画像、割引券
画像、抽選券画像、等であるその他の画像１２５が表示される。
　次に、ステップＳ１１７（レシート情報をローカルメモリへ保存）において、携帯通信
端末３のレシート情報抽出手段３１２は、抽出したレシート情報をレシート情報３２２と
して記憶部３２に保存する。ここで保存されるレシート情報は、図１３に一例を示すレシ
ート情報の全体に相当する部分である。
【００２９】
　本発明の電子レシートシステムにおいては、上記のＳ１０１～Ｓ１１７において説明し
たように、リーダ／ライタ２に携帯通信端末３をかざすだけでレシート情報の転送を受け
ることができ、利用者（顧客）はそのための特別な操作、たとえば通信接続のための操作
、レシート情報を読込むための操作、等を必要としない。したがって、店舗における自然
な清算処理の流れの中で作業負荷を全く感じることなくレシート情報の転送を受けること
ができるという作用効果を有している。また、挿入済ファイルを画像ファイルとすること
ができ、それの画像を表示することにより、視覚的な表現性、訴求性を得ることができて
システムの利用に魅力を感じさせることができる。
【００３０】
　以上、レシート情報をＰＯＳレジスタから携帯通信端末に転送する過程について説明し
た。次に、本発明の電子レシートシステムにおけるレシート情報を携帯通信端末からＷｅ
ｂサーバに転送しＷｅｂサーバが利用者の家計簿情報に追加する過程と、携帯通信端末が
家計簿サービスを利用する環境の提供をＷｅｂサーバから受けて家計簿情報を閲覧する過
程について説明する。その２つの過程の一例をフロー図として図８に示す。
　図８のステップＳ２０１（アプリ起動）、ステップＳ２０２（レシート情報抽出、表示
）、ステップＳ２０３（レシート情報をローカルメモリへ保存）は、前記のステップＳ１
１５～ステップＳ１１７と同一過程として図８に記載されている。すなわち、図８に示す
過程は図７に示す過程に引き続いて行われる一連の過程として示されている。ステップＳ
２０１～Ｓ２０７は携帯通信端末３にインストールしたアプリを使用した動作とすること
ができる。
【００３１】
　まず、図８のステップＳ２０４（レシート情報登録要求）において、携帯通信端末３の
Ｗｅｂ通信手段３１４は、携帯通信端末３から家計簿サービスを利用する環境を提供する
Ｗｅｂサーバと通信する。携帯通信端末３のレシート情報登録手段３１５は、そのＷｅｂ
通信手段３１４による携帯通信端末３とＷｅｂサーバ４との通信において、家計簿サービ
スを利用するための認証処理を行って、レシート情報３２２の登録を要求し、レシート情
報３２２をＷｅｂサーバに送信する（図１０（５）を参照）。
　次に、ステップＳ２０５（ユーザ認証）において、Ｗｅｂサーバ４の携帯通信端末通信
手段４１１は、携帯通信端末３と通信する。Ｗｅｂサーバ４の家計簿情報更新手段４１２
は、携帯通信端末通信手段４１１による携帯通信端末３とＷｅｂサーバ４との通信におい
て、家計簿サービスを利用する環境を提供するための認証処理を行って、レシート情報３
２２の登録の要求を受付ける。
　次に、ステップＳ２０６（レシート情報をＤＢ（データベース）に保存）において、Ｗ
ｅｂサーバ４の家計簿情報更新手段４１２は、レシート情報３２２を受信しレシート情報
４２１として記憶部４２に保存し、認証処理によって特定された利用者の家計簿情報にレ
シート情報を追加し新たな家計簿情報４２２を生成する。
　次に、ステップＳ２０７（登録完了返答）において、Ｗｅｂサーバ４の家計簿情報更新
手段４１２は、携帯通信端末３のレシート情報登録手段３１５によるレシート情報３２２
の登録を要求に対する返答として、登録完了を携帯通信端末３に送信し、携帯通信端末３
はそれを受信する（図１０（６）を参照）。
【００３２】
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　次に、ステップＳ２０８（ブラウザ起動）において、携帯通信端末３においてＷＷＷシ
ステムが提供するＨＴＭＬドキュメントを閲覧するブラウザを起動する（図１０（７）を
参照）。家計簿情報閲覧手段３１６はそのブラウザによって実現することができ、ここで
は、ブラウザを起動することと、そのブラウザの実施形態（Ｗｅｂサーバ４のＨＴＭＬド
キュメントの閲覧）として家計簿情報閲覧手段３１６を起動することは同じである。
　次に、ステップＳ２０９（マイページログイン要求）において、その携帯通信端末３の
家計簿情報閲覧手段３１６が開いたＷｅｂサーバ４へのログイン画面を開き、利用者であ
る顧客は、ＩＤ、パスワードをログイン画面に入力する。携帯通信端末３の家計簿情報閲
覧手段３１６は、携帯通信端末３とＷｅｂサーバ４との通信において、Ｗｅｂサーバ４へ
のログインを要求する。
　次に、ステップＳ２１０（ユーザ認証）において、Ｗｅｂサーバ４の家計簿情報提供手
段４１４は、携帯通信端末３からのログインの要求に対して認証処理を行い正規の利用者
であるときにはその要求を受付ける。
　次に、ステップＳ２１１（ログイン画面返答）において、Ｗｅｂサーバ４にログインし
たときの最初の画面であるログイン画面（メニュー画面）を、Ｗｅｂサーバ４の家計簿情
報提供手段４１４は携帯通信端末３に送信する。
【００３３】
　次に、ステップＳ２１２（家計簿情報要求）において、携帯通信端末３の家計簿情報閲
覧手段３１６は、家計簿情報の閲覧の要求をＷｅｂサーバ４に対して行う。
　次に、ステップＳ２１３（家計簿情報ＤＢ参照）において、Ｗｅｂサーバ４の家計簿情
報提供手段４１４は、家計簿情報（レシート情報を含む）ＤＢ（データベース）を参照し
、認証処理によって特定された利用者の家計簿情報を取出し、その家計簿情報を家計簿情
報提供手段４１３によって閲覧用家計簿情４２３に加工する。
　次に、ステップＳ２１４（家計簿情報返答）において、Ｗｅｂサーバ４の家計簿情報提
供手段４１４は、閲覧用家計簿情４２３を携帯通信端末３に送信する。携帯通信端末３の
家計簿情報閲覧手段３１６は、前述の要求の応答として家計簿情報を受信し記憶部３２に
閲覧用家計簿情報３２３として保存する。
　次に、ステップＳ２１５（家計簿情報表示）において、携帯通信端末３の家計簿情報閲
覧手段３１６は、記憶部３２に保存した閲覧用家計簿情報３２３をディスプレイに表示す
る。
【００３４】
　以上、レシート情報をＷｅｂサーバの家計簿情報に追加する過程と、携帯通信端末３に
おいてＷｅｂサーバの家計簿情報閲覧する過程について説明した。次に、顧客ＰＣ５が家
計簿サービスを利用する環境の提供をＷｅｂサーバ４から受けて家計簿情報を顧客ＰＣ５
に取込む過程を説明する。その過程をフロー図として図９に示す。
　まず、図９のステップＳ３１１（ブラウザ起動）において、顧客ＰＣ５においてＷＷＷ
システムが提供するＨＴＭＬドキュメントを閲覧するブラウザを起動する。家計簿情報閲
覧手段５１１はそのブラウザによって実現することができ、ここでは、ブラウザを起動す
ることと、家計簿情報閲覧手段５１１を起動することは同じである。
　次に、ステップＳ３１２（マイページログイン要求）において、その顧客ＰＣ５の家計
簿情報閲覧手段５１１が開いたＷｅｂサーバ４へのログイン画面を開き、利用者である顧
客は、ＩＤ、パスワードをログイン画面に入力する。顧客ＰＣ５の家計簿情報閲覧手段５
１１は、顧客ＰＣ５とＷｅｂサーバ４との通信において、Ｗｅｂサーバ４へのログインを
要求する。
　次に、ステップＳ３１３（ユーザ認証）において、Ｗｅｂサーバ４の家計簿情報提供手
段４１４は、顧客ＰＣ５からのログインの要求に対して認証処理を行い正規の利用者であ
るときにはその要求を受付ける。
【００３５】
　次に、ステップＳ３１４（ログイン画面返答）において、Ｗｅｂサーバ４にログインし
たときの最初の画面であるログイン画面（メニュー画面、ホームページ）を、Ｗｅｂサー
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バ４の家計簿情報提供手段４１４は顧客ＰＣ５に送信する。
　次に、ステップＳ３１５（グラフ形式家計簿情報要求）において、顧客ＰＣ５の家計簿
情報閲覧手段５１１は、グラフ形式家計簿情報の閲覧の要求をＷｅｂサーバ４に対して行
う。
　次に、ステップＳ３１６（家計簿情報ＤＢ参照）において、Ｗｅｂサーバ４の家計簿情
報提供手段４１４は、家計簿情報ＤＢ（データベース）を参照し、認証処理によって特定
された利用者の家計簿情報４２２を取出し、その家計簿情報４２２を家計簿情報提供手段
４１３によってグラフ形式家計簿情４２４に加工する。
　次に、ステップＳ３１７（グラフ形式家計簿情報返答）において、Ｗｅｂサーバ４の家
計簿情報提供手段４１４は、グラフ形式家計簿情４２４を顧客ＰＣ５に送信する。顧客Ｐ
Ｃ５の家計簿情報閲覧手段５１１は、前述の要求の応答としてグラフ形式家計簿情を受信
し記憶部３２にグラフ形式家計簿情５２２として保存する。
【００３６】
　次に、ステップＳ３１８（ＣＳＶ形式家計簿情報要求）において、顧客ＰＣ５の家計簿
情報閲覧手段５１１は、ＣＳＶ形式家計簿情報の閲覧の要求をＷｅｂサーバ４に対して行
う。
　次に、ステップＳ３１９（家計簿情報ＤＢ参照）において、Ｗｅｂサーバ４の家計簿情
報提供手段４１４は、家計簿情報ＤＢ（データベース）を参照し、認証処理によって特定
された利用者の家計簿情報４２２を取出し、その家計簿情報４２２を家計簿情報提供手段
４１３によってＣＳＶ式家計簿情４２５に加工する。
　次に、ステップＳ３２０（グラフ形式家計簿情報返答）において、Ｗｅｂサーバ４の家
計簿情報提供手段４１４は、グラフ形式家計簿情４２４を顧客ＰＣ５に送信する。顧客Ｐ
Ｃ５の家計簿情報閲覧手段５１１は、前述の要求の応答としてグラフ形式家計簿情を受信
する。
　次に、ステップＳ３２１（ＣＳＶ形式家計簿情報保存）において、顧客ＰＣ５の家計簿
情報閲覧手段５１１は、受信したグラフ形式家計簿情を記憶部３２にグラフ形式家計簿情
５２３として保存する。
　次に、ステップＳ３２２（ブラウザ終了）において、ステップＳ３１１において、起動
したブラウザを終了する。
　次に、ステップＳ３２３（家計簿アプリ起動）において、顧客ＰＣ５のアプリ（家計簿
ＰＣアプリケーション）を起動する。
　次に、ステップＳ３２４（ＣＳＶ形式家計簿情報取込）において、顧客ＰＣ５のアプリ
において保存されたＣＳＶ形式家計簿情報を開き、そのアプリにおける形式で表示、加工
、保存、等を行う。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　紙媒体レシートを発行する従来の店舗のＰＯＳシステムにおいて、電子レシートに置き
換えるとき、または紙媒体レシートと電子レシートを併用するときに利用可能である。
【符号の説明】
【００３８】
　　１　ＰＯＳレジスタ
　１１　処理部
　１２　記憶部
１１１　物品情報入力手段
１１２　清算情報入力手段
１１３　レシート情報生成手段
１１４　レシート画像生成手段
１１５　レシート情報挿入手段
１１６　リーダ／ライタ通信手段
１２１　物品情報
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１２２　清算情報
１２３　レシート情報
１２４　レシート画像
１２５　その他画像
１２６　挿入済ファイル
　　２　リーダ／ライタ
　２１　処理部
　２２　記憶部
２１１　ＰＯＳレジスタ通信手段
２１２　携帯通信端末通信手段
２２１　挿入済ファイル
　　３　携帯通信端末
　３１　処理部
　３２　記憶部
３１１　リーダ／ライタ通信手段
３１２　レシート情報抽出手段
３１３　表示処理手段
３１４　Ｗｅｂ通信手段
３１５　レシート情報登録手段
３１６　家計簿情報閲覧手段
３２１　挿入済ファイル
３２２　レシート情報
３２３　閲覧用家計簿情報
　　４Ｗｅｂサーバ
　４１　処理部
　４２　記憶部
４１１　携帯通信端末通信手段
４１２　家計簿情報更新手段
４１３　家計簿情報加工手段
４１４　家計簿情報提供手段
４１５　顧客ＰＣ通信手段
４２１　レシート情報
４２２　家計簿情報
４２３　閲覧用家計簿情報
４２４　グラフ形式家計簿情報
４２５　ＣＳＶ形式家計簿情
　　５　顧客ＰＣ
　５１　処理部
　５２　記憶部
５１１　家計簿情報閲覧手段
５１２　Ｗｅｂ通信手段
５２１　閲覧用家計簿情報
５２２　グラフ形式家計簿情報
５２３　ＣＳＶ形式家計簿情報
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