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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録する記録部と、
　ＰＯＳ端末と通信する第１通信部と、
　サーバーと通信する第２通信部と、
　前記第１通信部により受信した一の会計の合計金額情報とメインレシートを示すメイン
識別情報とを含むメイン印刷データに基づき、前記記録部を制御して前記メインレシート
を記録し、前記メイン印刷データと記録装置の識別情報を示す記録装置識別情報とを前記
第２通信部により前記サーバーに送信する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　前記第１通信部により受信した前記一の会計に係る人数に応じた枚数分の前記一の会計
の前記合計金額情報を前記一の会計に係る人数に応じて除算した値とサブレシートを示す
サブ識別情報とを含むサブ印刷データに基づき、前記記録部を制御して前記サブレシート
を記録し、前記サブ印刷データと前記記録装置識別情報とを前記第２通信部により前記サ
ーバーに送信し、
　前記サブ識別情報は少なくとも前記メイン識別情報の一部を含み、一の前記サブ識別情
報は代表サブレシートを示す代表サブ識別情報を含み、他の前記サブ識別情報は前記人数
に応じて従属サブレシートを示す従属サブ識別情報を含む、
　ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
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　前記制御部は、
　前記サブ識別情報、及び、前記サーバーのアドレスが付加されたコードが記録された前
記サブレシートを前記記録部に発行させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　ＰＯＳ端末と、前記ＰＯＳ端末と通信し、記録媒体に記録する記録部を有する記録装置
と、前記記録装置とネットワークを介して接続された制御サーバーと、を備え、
　前記ＰＯＳ端末は、
　一の会計の合計金額情報とメインレシートを示すメイン識別情報とを含むメイン印刷デ
ータを前記記録装置へ送信し、前記一の会計の前記合計金額情報を前記一の会計に係る人
数に応じて除算した値とサブレシートを示すサブ識別情報とを含むサブ印刷データを前記
人数に応じた枚数分前記記録装置へ送信し、
　前記記録装置は、
　前記ＰＯＳ端末から前記メイン印刷データを受信して前記メインレシートを記録し、前
記メイン印刷データと記録装置の識別情報を示す記録装置識別情報とを前記制御サーバー
に送信し、前記ＰＯＳ端末から前記サブ印刷データを受信して前記サブレシートを記録し
、前記サブ印刷データと前記記録装置識別情報とを前記制御サーバーに送信し、
　前記制御サーバーは、
　前記記録装置から受信した前記メイン印刷データまたは前記サブ印刷データに基づく情
報を、前記メイン識別情報または前記サブ識別情報と前記記録装置識別情報と対応付けて
記憶し、
　前記サブ識別情報は少なくとも前記メイン識別情報の一部を含み、一の前記サブ識別情
報は代表サブレシートを示す代表サブ識別情報を含み、他の前記サブ識別情報は前記人数
に応じて従属サブレシートを示す従属サブ識別情報を含む、
　ことを特徴とする会計システム。
【請求項４】
　前記記録装置が記録する前記サブレシートは、前記サブ識別情報、及び、前記制御サー
バーのアドレスが付加されたコードが記録され、
　前記サブレシートに記録された前記コードを読み取って、前記コードに付加された前記
制御サーバーのアドレスにアクセスし、前記コードに付加された前記サブ識別情報、及び
、自身が管理するユーザー識別情報を送信する端末を備え、
　前記制御サーバーは、
　前記端末からアクセスがあった場合、前記端末から受信した前記サブ識別情報及び前記
ユーザー識別情報と、前記サブ識別情報と対応付けて記憶した情報に基づいて所定の処理
を実行することを特徴とする請求項３に記載の会計システム。
【請求項５】
　前記制御サーバーが実行する所定の処理は、前記ユーザー識別情報と、前記サブ印刷デ
ータに基づく情報とを対応付けて記憶する処理であることを特徴とする請求項４に記載の
会計システム。
【請求項６】
　記録装置の制御方法であって、
　一の会計の合計金額情報とメインレシートを示すメイン識別情報とを含むメイン印刷デ
ータを受信して前記メインレシートを記録し、前記メイン印刷データと記録装置の識別情
報を示す記録装置識別情報とをサーバーに送信し、
　前記一の会計の前記合計金額情報を前記一の会計に係る人数に応じて除算した値とサブ
レシートを示すサブ識別情報とを含むサブ印刷データを前記人数に応じた枚数分受信して
前記サブレシートを記録し、前記サブ印刷データと前記記録装置識別情報とを前記サーバ
ーに送信し、
　前記サブ識別情報は少なくとも前記メイン識別情報の一部を含み、一の前記サブ識別情
報は代表サブレシートを示す代表サブ識別情報を含み、他の前記サブ識別情報は前記人数
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に応じて従属サブレシートを示す従属サブ識別情報を含む、
　ことを特徴とする記録装置の制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録装置、会計システム、及び、記録装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　店舗等で行われる会計において、割り勘が行われる場合がある。そして、割り勘が行わ
れた場合に発行されるレシートに関する技術について、特許文献１に開示がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－３３０４８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　会計時に割り勘が行われる場合、割り勘に対応する処理を行って、割り勘を行った顧客
のそれぞれに割り勘に基づくサービスを提供できれば、顧客満足度の向上につながる。
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、記録装置、会計システム、記録
装置の制御方法について、割り勘に対応する処理を実行できるようにすることを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の記録装置は、記録媒体に記録する記録部と、会計
で割り勘が行われる場合に発行されるレシートであるサブレシートの発行を指示し、前記
サブレシートを識別するサブ識別情報を含むサブ印刷データを受信し、受信した前記サブ
印刷データに基づいて、前記サブ識別情報が付加されたコードが記録された前記サブレシ
ートを前記記録部に発行させる制御部と、を備えることを特徴とする。
　本発明の構成によれば、割り勘に対応する処理を実行できる。
【０００６】
　また、本発明の記録装置は、前記制御部は、前記サブ識別情報、及び、外部装置のアド
レスが付加されたコードが記録された前記サブレシートを前記記録部に発行させることを
特徴とする。
　本発明の構成によれば、コードを読み取った装置によって外部装置にアクセスさせて、
外部装置に所定の処理を実行させることができる。
【０００７】
　また、本発明の会計システムは、ＰＯＳ端末と、前記ＰＯＳ端末と通信し、記録媒体に
記録する記録部を有する記録装置と、前記記録装置とネットワークを介して接続された制
御サーバーと、を備え、前記ＰＯＳ端末は、会計で割り勘が行われる場合に発行されるレ
シートであるサブレシートの発行を指示し、前記サブレシートを識別するサブ識別情報を
含むサブ印刷データを生成し、前記記録装置に送信し、前記記録装置は、前記ＰＯＳ端末
から前記サブ印刷データを受信し、受信した前記サブ印刷データに基づいて、前記サブ識
別情報及び前記制御サーバーのアドレスが付加されたコードが記録された前記サブレシー
トを前記記録部に発行させ、また、前記サブ印刷データを前記制御サーバーに送信し、前
記制御サーバーは、前記記録装置から受信した前記サブ印刷データに基づく情報を、前記
サブ印刷データに含まれる前記サブ識別情報と対応付けて記憶することを特徴とする。
　本発明の構成によれば、割り勘に対応する処理を実行できる。
【０００８】
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　また、本発明の会計システムは、前記サブレシートに記録された前記コードを読み取っ
て、前記コードに付加された前記制御サーバーのアドレスにアクセスし、前記コードに付
加された前記サブ識別情報、及び、自身が管理するユーザー識別情報を送信する端末を備
え、前記制御サーバーは、前記端末からアクセスがあった場合、前記端末から受信した前
記サブ識別情報及び前記ユーザー識別情報と、前記サブ識別情報と対応付けて記憶した情
報に基づいて所定の処理を実行することを特徴とする。
　本発明の構成によれば、端末は、コードを読み取ることによって制御サーバーにアクセ
スでき、また、制御サーバーは、端末からアクセスがあった場合、端末から受信したサブ
識別情報、ユーザー識別情報、及び、サブ印刷データに基づく情報に基づいて、対応する
処理を実行できる。
【０００９】
　また、本発明の会計システムは、前記制御サーバーが実行する所定の処理は、前記ユー
ザー識別情報と、前記サブ印刷データに基づく情報とを対応付けて記憶する処理であるこ
とを特徴とする。
　本発明の構成によれば、制御サーバーは、コードを読み取った端末からアクセスがあっ
た場合に、ユーザー識別情報と、サブ印刷データに基づく情報とを対応付けて記憶できる
。
【００１０】
　また、上記目的を達成するために、本発明は、記録装置の制御方法であって、会計で割
り勘が行われる場合に発行されるレシートであるサブレシートの発行を指示し、前記サブ
レシートを識別するサブ識別情報を含むサブ印刷データを受信し、受信した前記サブ印刷
データに基づいて、前記サブ識別情報が付加されたコードが記録された前記サブレシート
を記録部により発行することを特徴とする。
　本発明の構成によれば、割り勘に対応する処理を実行できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係る会計システムの構成を示す図。
【図２】会計システムが備える各装置の機能的構成を示すブロック図。
【図３】会計システムが備える各装置の動作を示すフローチャート。
【図４】メインレシートを示す図。
【図５】会計情報管理データベースの一例を示す図。
【図６】サブレシートを示す図。
【図７】会計情報管理データベースの一例を示す図。
【図８】会計情報管理データベースの一例を示す図。
【図９】端末、及び、制御サーバーの動作を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本実施形態に係る会計システム１の構成を示す図である。
　図１に示すように、会計システム１は、複数の店舗システム１１を備える。店舗システ
ム１１は、スーパーマーケットや、コンビニエンスストア、デパート、飲食店等の店舗に
用いられるシステムである。
　店舗システム１１は、顧客が購入した商品に応じた会計を行う機能、会計に応じてレシ
ートを発行する機能等を備える。
【００１３】
　店舗システム１１が適用される店舗には、顧客が会計を行なうレジカウンターＬが設け
られる。レジカウンターＬには、記録媒体に記録する機能を有する記録装置１２（記録制
御装置）と、記録装置１２と通信し、記録装置１２を制御するＰＯＳ端末１３とが設けら
れる。
　レジカウンターＬにおける会計に際し、レジ担当者は、ＰＯＳ端末１３に接続されたバ
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ーコードリーダーＢＲで商品や商品の包装に付されたバーコードを読み取り、また、ＰＯ
Ｓ端末１３に対して会計に対応する入力を行う。ＰＯＳ端末１３は、バーコードリーダー
ＢＲからの入力や、レジ担当者による会計に対応する入力に基づいて、記録装置１２を制
御して、レシートを発行させる。記録装置１２により発行されたレシートは、レジ担当者
により顧客に引き渡される。
　記録装置１２、及び、ＰＯＳ端末１３の構成、機能、及び、機能に基づく処理について
は後述する。
【００１４】
　店舗システム１１は、ローカルエリアネットワークＬＮを備える。
　記録装置１２は、ＬＡＮに係る通信規格に従って、ローカルエリアネットワークＬＮと
接続する。
　ローカルエリアネットワークＬＮには、通信装置１４が接続される。通信装置１４は、
ローカルエリアネットワークＬＮと、インターネットを含むグローバルネットワークＧＮ
（ネットワーク）とを接続するインターフェース装置である。通信装置１４は、モデム（
又は、ＯＮＵ（Optical Network Unit））に係る機能、ルーター機能、ＮＡＴ（Network 
Address Translation）機能、及び、ＤＨＣＰ（Dynamic Host Configuration Protocol）
サーバー機能等を有する。通信装置１４は、ローカルエリアネットワークＬＮに接続され
た機器と、グローバルネットワークＧＮに接続された機器との間で行われる通信に際し、
機器間で送受信されるデータを転送する。なお、図１では、通信装置１４を１つのブロッ
クで表現するが、通信装置１４は、機能に応じた複数の装置を有する構成でもよい。
　記録装置１２は、通信装置１４を介して、グローバルネットワークＧＮにアクセス可能
である。
【００１５】
　グローバルネットワークＧＮには、制御サーバー１５（情報処理装置）が接続される。
制御サーバー１５は、記録装置１２をクライアントとする、クラウドシステムのクラウド
サーバーである。すなわち、制御サーバー１５は、クライアントからの要求等をトリガー
として、所定の演算処理を実行し、演算処理の結果に基づくデータを、クライアントに送
信する。なお、図１では、制御サーバー１５を、１つのブロックによって表現するが、こ
れは制御サーバー１５が単一のサーバー装置により構成されることを意味するものではな
い。例えば、制御サーバー１５は、複数のサーバー装置を含んで構成されたものでもよい
。すなわち、制御サーバー１５は、後述する各種処理を実行可能な構成であれば、その形
態を問わない。
【００１６】
　グローバルネットワークＧＮには、端末１６が接続される。端末１６は、顧客が所有す
るタブレット型の携帯電話（スマートフォン）である。端末１６は、以下で説明する処理
を実行する機能を有していればよく、例えば、端末１６として、タブレット型のコンピュ
ーター等を用いることができる。
【００１７】
　図２は、ＰＯＳ端末１３、記録装置１２、及び、制御サーバー１５の機能的構成を示す
ブロック図である。
【００１８】
　ＰＯＳ端末１３は、会計に関する各種処理を実行し、記録装置１２を制御するホストコ
ンピューターである。
　図２に示すように、ＰＯＳ端末１３は、ＰＯＳ端末制御部２０と、ＰＯＳ端末通信部２
１と、ＰＯＳ端末入力部２２と、ＰＯＳ端末デバイス通信部２３と、を備える。
【００１９】
　ＰＯＳ端末制御部２０は、ＣＰＵや、ＲＯＭ、ＲＡＭ、その他周辺回路等を備え、ＰＯ
Ｓ端末１３を制御する。ＰＯＳ端末制御部２０は、ＰＯＳアプリケーション実行部２０１
と、プリンタードライバー実行部２０２とを備える。ＰＯＳアプリケーション実行部２０
１の機能は、ＰＯＳ端末制御部２０が、インストールされたＰＯＳアプリケーションを読
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み出して実行することにより実現される。また、プリンタードライバー実行部２０２の機
能は、ＰＯＳ端末制御部２０が、インストールされたプリンタードライバーを読み出して
実行することにより実現される。これら機能ブロックの処理については後述する。
　ＰＯＳ端末通信部２１は、ＰＯＳ端末制御部２０の制御で、記録装置１２と所定の通信
規格に従って通信する。
　ＰＯＳ端末入力部２２は、テンキーや、操作スイッチ等の入力手段を備え、入力手段に
対する入力を検出し、ＰＯＳ端末制御部２０に出力する。ＰＯＳ端末制御部２０は、ＰＯ
Ｓ端末入力部２２からの入力に基づいて、入力に対応する処理を実行する。
【００２０】
　ＰＯＳ端末デバイス通信部２３は、ＵＳＢの規格に従ったポートや、ＵＳＢ以外のシリ
アル通信規格に従ったポート、その他ポートを備えるインターフェースボードを備える。
各ポートには、デバイスが接続可能である。ＰＯＳ端末デバイス通信部２３は、ＰＯＳ端
末制御部２０の制御で、ポートを介してＰＯＳ端末１３に接続されたデバイスと通信する
。
　なお、ＰＯＳ端末デバイス通信部２３が無線通信機能を備え、デバイスと無線通信する
構成でもよい。
　ＰＯＳ端末１３には、デバイスとして、バーコードリーダーＢＲ、及び、カスタマーデ
ィスプレーＣＤが接続される。
　バーコードリーダーＢＲは、商品や、商品の包装に付されたバーコードを読み取り、読
取結果を示すデータをＰＯＳ端末デバイス通信部２３に出力する。ＰＯＳ端末デバイス通
信部２３は、バーコードリーダーＢＲから入力されたデータを、ＰＯＳ端末制御部２０に
出力する。
　カスタマーディスプレーＣＤは、ＰＯＳ端末制御部２０の制御で、ＰＯＳ端末制御部２
０の制御で、会計に関する情報を表示する。カスタマーディスプレーＣＤに表示された情
報は、レジカウンターＬで会計を行う顧客が視認できる。
【００２１】
　記録装置１２は、ロール紙を収容し、収容したロール紙にライン型のサーマルヘッドで
ドットを形成して画像を記録するラインサーマルプリンターである。
　図２に示すように、記録装置１２は、記録装置制御部３０（制御部）と、記録装置記録
部３１（記録部）と、記録装置記憶部３２と、記録装置通信部３３と、記録装置ネットワ
ーク通信部３４と、を備える。
【００２２】
　記録装置制御部３０は、ＣＰＵや、ＲＯＭ、ＲＡＭ、その他周辺回路等を備え、記録装
置１２を制御する。
　記録装置記録部３１は、記録装置１２の筐体に収容されたロール紙を搬送する搬送機構
や、サーマルヘッドによってロール紙にドットを形成して画像を記録する記録機構、ロー
ル紙を所定の位置で切断する切断機構等のロール紙への記録に関する各種機構を備える。
記録装置記録部３１は、記録装置制御部３０の制御で、搬送機構によりロール紙を搬送し
つつ、記録機構によりロール紙にレシートに係る画像を記録し、切断機構により所定の位
置でロール紙を切断して、レシートを発行する。
　記録装置記憶部３２は、不揮発性メモリーを備え、各種データを記憶する。
　記録装置通信部３３は、記録装置制御部３０の制御で、ＰＯＳ端末１３と所定の通信規
格に従って通信する。
　記録装置ネットワーク通信部３４は、記録装置制御部３０の制御で、グローバルネット
ワークＧＮと接続する機器（制御サーバー１５を含む。）と所定の通信規格に従って通信
する。
【００２３】
　制御サーバー１５は、記録装置１２をクライアントとするクラウドサーバーである。
　図２に示すように、制御サーバー１５は、制御サーバー制御部４０（制御部）と、制御
サーバーネットワーク通信部４１と、制御サーバー記憶部４２と、を備える。
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【００２４】
　制御サーバー制御部４０は、ＣＰＵや、ＲＯＭ、ＲＡＭ、その他周辺回路等を備え、制
御サーバー１５を制御する。
　制御サーバーネットワーク通信部４１は、制御サーバー制御部４０の制御で、グローバ
ルネットワークＧＮと接続する機器（記録装置１２を含む。）と所定の通信規格に従って
通信する。
　制御サーバー記憶部４２は、不揮発性メモリーを備え、各種データを記憶する。制御サ
ーバー記憶部４２が記憶するデータについては後述する。
【００２５】
　図２に示すように、端末１６は、端末制御部５０と、タッチパネル５１と、端末ネット
ワーク通信部５３と、端末記憶部５４と、カメラ装置５５と、を備える。
【００２６】
　端末制御部５０は、ＣＰＵや、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備え、端末１６を制御する。
【００２７】
　タッチパネル５１は、端末１６の前面に設けられた表示パネルと、表示パネルに重ねて
設けられたタッチセンサーとを備える。表示パネルは、液晶表示パネルや、有機ＥＬパネ
ル等のディスプレーである。タッチセンサーは、静電容量式や、感圧式等のセンサーであ
り、ユーザーの手指やペン型操作デバイスによるタッチ操作を検出して、端末制御部５０
に出力する。
【００２８】
　端末ネットワーク通信部５３は、端末制御部５０の制御で、所定の通信規格に従って、
グローバルネットワークＧＮを介して、当該ネットワークと接続する機器（制御サーバー
１５を含む）と通信する。
【００２９】
　カメラ装置５５は、ＣＣＤイメージセンサーやＣＭＯＳイメージセンサー等の撮像素子
、撮影レンズ群、ズームやフォーカス等の調整の際に撮影レンズ群を駆動するレンズ駆動
部等を備え、撮影を行う。カメラ装置５５は、撮影に基づいて、撮影画像データを生成し
、端末制御部５０に出力する。
【００３０】
　端末記憶部５４は、不揮発性メモリーを備え、データを記憶する。
【００３１】
　端末１６には、所定のアプリケーション（以下、「端末アプリケーションＡＰ」と表現
する。）が予めインストールされる。端末１６の端末制御部５０は、端末アプリケーショ
ンＡＰの機能によって処理を実行する端末アプリケーション実行部５０１を備える。端末
アプリケーション実行部５０１の処理については、後述する。
【００３２】
　ところで、レジカウンターＬで行われる会計に際し、割り勘が行われる場合がある。本
実施形態に係るＰＯＳ端末１３、記録装置１２、及び、制御サーバー１５は、会計時に割
り勘が行われる場合があることを踏まえ、以下の処理を実行する。
【００３３】
　図３は、ＰＯＳ端末１３、記録装置１２、及び、制御サーバー１５の動作を示すフロー
チャートであり、（Ａ）はＰＯＳ端末１３の動作を、（Ｂ）は記録装置１２の動作を、（
Ｃ）は制御サーバー１５の動作をそれぞれ示す。
【００３４】
　図３（Ａ）に示すように、ＰＯＳ端末１３のＰＯＳ端末制御部２０は、顧客の会計に応
じて決済処理を行い、決済処理に基づいて印刷データを生成する（ステップＳＡ１）。印
刷データは、レシートの発行を指示する制御データである。
　ステップＳＡ１の処理について詳述すると、ＰＯＳ端末制御部２０のＰＯＳアプリケー
ション実行部２０１は、顧客の会計に応じて、レシート情報を生成する。レシート情報と
は、記録装置１２に発行させるレシートに記録する情報である。
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　次いで、ＰＯＳアプリケーション実行部２０１は、生成したレシート情報をプリンター
ドライバー実行部２０２に出力する。
　プリンタードライバー実行部２０２は、ＰＯＳアプリケーション実行部２０１から入力
されたレシート情報に基づいて、印刷データを生成する。印刷データは、レシート情報が
所定の態様で記録されたレシートの発行を指示する制御データであり、記録装置１２のコ
マンド体系に従った複数の制御コマンドを含んで構成される。
【００３５】
　以下の説明では、ステップＳＡ１でＰＯＳ端末１３が生成した印刷データを、「メイン
印刷データ」と表現し、後述する「サブ印刷データ」と区別する。メイン印刷データは、
割り勘が反映されないレシートを発行させる印刷データである。
【００３６】
　印刷データの生成後、ＰＯＳ端末制御部２０は、ＰＯＳ端末通信部２１を制御して、生
成したメイン印刷データを、記録装置１２に送信する（ステップＳＡ２）。
【００３７】
　図３（Ｂ）に示すように、記録装置１２の記録装置制御部３０は、記録装置通信部３３
を制御して、メイン印刷データを受信する（ステップＳＢ１）。
　次いで、記録装置制御部３０は、受信したメイン印刷データに基づいて、記録装置記録
部３１を制御して、レシートを発行させる（ステップＳＢ２）。以下、ステップＳＢ２の
処理と、発行されるレシートについて詳述する。
【００３８】
　以下の説明では、ステップＳＢ２で記録装置１２が発行したレシートを「メインレシー
ト」と表現し、後述する「サブレシート」と区別する。メインレシートは、メイン印刷デ
ータに基づいて発行される、割り勘が反映されないレシートである。図４で例示したレシ
ートＲ１は、メインレシートである。
【００３９】
　図４は、レシートの一例であるレシートＲ１を示す図である。
　図４で例示するレシートＲ１は、店舗の名称や、住所、電話番号、ＦＡＸ番号等を示す
情報（以下、「店舗情報」という。）を含む店舗関連情報Ｊ１が記録される。
　また、レシートＲ１は、レシートを識別する識別情報であるレシートＩＤを含むレシー
トＩＤ関連情報Ｊ２が記録される。
　また、レシートＲ１は、レジカウンターＬで会計を行うレジ担当者の名前を示す情報（
以下、「担当者名情報」という。）を含むレジ担当者関連情報Ｊ３を含む。レジ担当者の
名前を示す情報は、会計が行われる前の所定のタイミングで、所定の方法で、ＰＯＳ端末
１３に登録される。
　また、レシートＲ１は、レシートが発行された日時を示す情報（以下、「発行日時情報
」という。）を含む発行日時関連情報Ｊ４が記録される。
　また、レシートＲ１は、顧客が購入した商品に関する情報（以下、「購入商品情報」と
いう。）を含む明細関連情報Ｊ５が、１又は複数、記録される。明細関連情報Ｊ５は、顧
客が購入した商品について、商品の購入数量を示す情報（以下、「購入数量情報」という
。）、商品の名称を示す情報（以下、「商品名情報」という。）、及び、商品の単価を示
す情報（以下、「単価情報」という。）を含む。
　また、レシートＲ１は、小計を示す情報（以下、「小計情報」という。）を含む小計関
連情報Ｊ６が記録される。
　また、レシートＲ１は、発生する税金を示す情報（以下、「税情報」という。）を含む
税関連情報Ｊ７が記録される。
　また、レシートＲ１は、合計金額を示す情報（以下、「合計金額情報」という。）を含
む合計金額関連情報Ｊ８が記録される。
　また、レシートＲ１は、顧客に対する所定のメッセージを示すメッセージ情報Ｊ９が記
録される。
　また、レシートＲ１において、発行日時関連情報Ｊ４と１つ目の明細関連情報Ｊ５との
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間、及び、最後の明細関連情報Ｊ５と小計関連情報Ｊ６との間には、レシートＲ１を区切
る区切情報Ｋが記録される。
【００４０】
　レシートＲ１の例では、店舗関連情報Ｊ１～メッセージ情報Ｊ９、及び、２つの区切情
報Ｋが、レシート情報に相当する。
【００４１】
　以下の説明では、メインレシートを識別するレシートＩＤを、「メイン識別情報」と表
現し、後述するサブレシートを識別するレシートＩＤである「サブ識別情報」と区別する
。
【００４２】
　メインレシートには、二次元コードであるメインコードが記録される。図４の例では、
レシートＲ１に、二次元コードであるメインコードＭＣ１が記録される。メインコードＭ
Ｃ１は、制御サーバー１５の所定のＵＲＬ（アドレス）に、ＵＲＬクエリパラメーターと
してメイン識別情報が付加された情報が付加された二次元コードである。
　以下、制御サーバー１５の所定のＵＲＬを、「制御サーバーＵＲＬ」と表現する。
　ステップＳＢ２で、記録装置制御部３０は、メイン印刷データに基づいて、レシート情
報を所定の態様で記録する。さらに、記録装置制御部３０は、予め所定の記憶領域に記憶
された制御サーバーＵＲＬを読み出し、ＵＲＬクエリパラメーターにメイン識別情報を付
加する。さらに、記録装置制御部３０は、制御サーバーＵＲＬが付加された二次元コード
の画像データを生成し、生成した画像データに基づいて、ロール紙にメインコードを記録
する。
【００４３】
　ステップＳＢ２で発行されたメインレシートは、レジ担当者によって顧客に引き渡され
る。ただし、サブレシートが発行される場合は、メインレシートに代えてサブレシートが
顧客に引き渡される。
【００４４】
　メインレシートの発行後、記録装置制御部３０は、記録装置識別情報を取得する（ステ
ップＳＢ３）。記録装置識別情報は、記録装置１２を識別する識別情報であり、記録装置
１２ごとに異なる値の記録装置識別情報が割り振られる。例えば、記録装置識別情報は、
記録装置１２の製造段階で記録装置１２に割り振られるシリアル番号である。記録装置識
別情報は、記録装置記憶部３２の所定の記憶領域に記憶されており、ステップＳＢ３で、
記録装置制御部３０は、当該所定の記憶領域から記録装置識別情報を読み出す。
　次いで、記録装置制御部３０は、記録装置ネットワーク通信部３４を制御して、メイン
印刷データ、及び、記録装置識別情報を示す識別情報データを制御サーバー１５に送信す
る（ステップＳＢ４）。
【００４５】
　図３（Ｃ）に示すように、制御サーバー１５の制御サーバー制御部４０は、制御サーバ
ーネットワーク通信部４１を制御して、メイン印刷データ、及び、識別情報データを受信
する（ステップＳＣ１）。
　次いで、制御サーバー制御部４０は、受信したメイン印刷データから会計情報を抽出す
る（ステップＳＣ２）。会計情報は、レシートに記録される情報のうち、予め定められた
情報である。本実施形態では、図４で例示したレシートＲ１について、店舗情報、レシー
トＩＤ、担当者名情報、発行日時情報、購入商品情報（購入数量情報、商品名情報、単価
情報）、小計情報、税情報、及び、合計金額情報が会計情報である。
【００４６】
　次いで、制御サーバー制御部４０は、制御サーバー記憶部４２が記憶する会計情報管理
データベース４２１にアクセスし、当該データベースに、ステップＳＣ２で抽出した会計
情報に基づくレコードを生成する（ステップＳＣ３）。
【００４７】
　図５は、会計情報管理データベース４２１のデータ構造の一例を示す図である。
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　図５で例示する会計情報管理データベース４２１の１件のレコードは、記録装置識別情
報と、会計情報とを含む。また、会計情報は、店舗情報、レシートＩＤ、担当者名情報、
発行日時情報、購入商品情報（購入数量情報、商品名情報、単価情報）、小計情報、税情
報、及び、合計金額情報を含む。
　ステップＳＣ３において、制御サーバー制御部４０は、会計情報管理データベース４２
１に１件のレコードを生成し、ステップＳＣ１で受信した識別情報データが示す記録装置
識別情報を生成したレコードの対応するフィールドに格納する。また、制御サーバー制御
部４０は、ステップＳＣ２で抽出した各会計情報を、生成したレコードの対応する各フィ
ールドに格納する。
　なお、図５のレコードＲＣ１は、図４のレシートＲ１の発行を指示するメイン印刷デー
タに基づいて生成されるレコードを示す。
【００４８】
　一方、図３（Ａ）に示すように、メイン印刷データの送信後、ＰＯＳ端末１３のＰＯＳ
端末制御部２０は、サブレシートを発行するか否かを判別する（ステップＳＡ３）。
　以下、サブレシートについて説明し、その後、ステップＳＡ３の処理について説明する
。
【００４９】
　図６（Ａ）～（Ｃ）は、それぞれ、図４で例示したメインレシートが発行された後、３
人で割り勘が行われる場合に発行されるサブレシートの一例を示す図である。図６（Ａ）
はサブレシートの１つであるレシートＲＳ１を示し、（Ｂ）はサブレシートの１つである
レシートＲＳ２を示し、（Ｃ）はサブレシートの１つであるレシートＲＳ３を示す。
　図４と図６との比較で明らかなとおり、サブレシートは、対応するメインレシートにお
ける購入数量情報、単価情報、小計情報、税情報、及び、合計金額情報の値について、割
り勘する人数に応じて除算された値が記録されたレシートである。
　例えば、図４のレシートＲ１（メインレシート）の先頭の（１件目の）明細関連情報Ｊ
５の購入数量情報の値は「１」であり、単価情報の値は「３．００」である。この場合、
図６（Ａ）、（Ｂ）、及び、（Ｃ）に示すように、発行される各サブレシートの購入数量
情報の値は、レシートＲ１における購入数量情報の値である「１」を、割り勘する人数で
ある「３」で除算した値である。また、発行される各サブレシートの合計金額情報の値は
、レシートＲ１における単価情報の値である「３．００」を、割り勘する人数である「３
」で除算した値である。なお、メインシートに係る情報の値が、割り勘する人数で割り切
れない場合は、所定の方法により値が調整される。
　なお、「メインレシートとサブレシートとが対応する」とは、メインレシートとサブレ
シートとが共通する１の会計に応じて発行されたものであることを意味する。
【００５０】
　割り勘は複数人で行われるため、サブレシートは、割り勘する人数に応じた枚数、発行
される。つまり、複数のサブレシートが発行される。
　そして、本実施形態では、サブレシートの種類として、代表サブレシートと、従属サブ
レシートとがある。そして、発行される複数のサブレシートのうち、１枚のサブレシート
が「代表サブレシート」とされ、他のサブレシートが「従属サブレシート」とされる。例
えば、３人で割り勘が行われるため３枚のサブレシートが発行される場合、３枚のうちの
１枚が代表サブレシートとされ、残りの２枚が従属サブレシートとされる。
　図６において、（Ａ）のレシートＲＳ１は代表サブレシートであり、（Ｂ）のレシート
ＲＳ２は従属サブレシートであり、（Ｃ）のレシートＲＳ３は従属サブレシートである。
　そして、本実施形態では、対応するメインレシートと代表サブレシートとは、レシート
ＩＤについて、以下の関係を有し、代表サブレシートと従属サブレシートとは、レシート
ＩＤについて、以下の関係を有する。
　以下、メインレシートのレシートＩＤをメイン識別情報といい、サブレシートのレシー
トＩＤをサブ識別情報という。また、代表サブレシートのサブ識別情報を、代表サブ識別
情報といい、従属サブレシートのサブ識別情報を、従属サブ識別情報という。



(11) JP 6375853 B2 2018.8.22

10

20

30

40

50

【００５１】
　図４に例示するメインレシートのメイン識別情報の値は、文字列「ＳＡＭＰＬＥＳＴＯ
ＲＥ５１７１１７」である。このように、メイン識別情報は、アルファベットの連続した
組み合わせからなるアルファベット部（図４の場合、文字列「ＳＡＭＰＬＥＳＴＯＲＥ」
に対応する部分）と、アルファベット部にスペースをあけないで連続し、数値の連続した
組み合わせからなる数値部（図４の場合、文字列「５１７１１７」に対応する部分）とを
有する。
　図６（Ａ）に例示する代表サブレシートの代表サブ識別情報の値は、文字列「ＳＡＭＰ
ＬＥＳＴＯＲＥ５１７１１７△△…△ＢＡＳＥ」（ただし、「△△…△」は、連続する複
数のスペース文字を示す。以下同じ。）である。このように、代表サブ識別情報の値は、
対応するメインレシートのメイン識別情報の値からなる代表サブ識別情報部（図６（Ａ）
の場合、文字列「ＳＡＭＰＬＥＳＴＯＲＥ５１７１１７」に対応する部分）と、複数のス
ペース文字と、文字列「ＢＡＳＥ」とを有する。従って、レシートについて、レシートＩ
Ｄに文字列「ＢＡＳＥ」が含まれていか否かを判別することにより、レシートが代表サブ
レシートか否かを判別することができる。また、サブレシートについて、代表サブ識別情
報の代表サブ識別情報部により、対応するメインレシートのレシートＩＤ（メイン識別情
報）を取得可能である。
【００５２】
　図６（Ｂ）に例示する従属サブレシートの従属サブ識別情報の値は、文字列「ＳＡＭＰ
ＬＥＳＴＯＲＥ５１７１１８△△…△５１７１１７」である。
　また、図６（Ｃ）に例示する従属サブレシートの従属サブ識別情報の値は、文字列「Ｓ
ＡＭＰＬＥＳＴＯＲＥ５１７１１９△△…△５１７１１７」である。
　このように、従属サブ識別情報の値は、従属サブ識別情報部（図６（Ｂ）の場合、文字
列「ＳＡＭＰＬＥＳＴＯＲＥ５１７１１８」に相当する部分。また、図６（Ｃ）の場合、
文字列「ＳＡＭＰＬＥＳＴＯＲＥ５１７１１９」に相当する部分。）と、複数のスペース
文字と、対応識別情報明示部（図６（Ｂ）、（Ｃ）の場合、文字列「５１７１１７」に相
当する部分）と、を有する。
　従属サブ識別情報部の値は、代表サブレシートの代表サブ識別情報部の値（＝対応する
メインレシートのメイン識別情報の値）に、発行される従属サブレシートの数に応じて、
値が「１」ずつ加算された値である。例えば、本例のように、２枚の従属サブレシートが
発行される場合、図６（Ｂ）に示す１枚目の従属サブレシートであるレシートＲＳ２の従
属サブ識別情報部の値は、代表サブレシートの代表サブ識別情報部の値（＝対応するメイ
ンレシートのメイン識別情報の値）に「１」を加算した値である。また、図６（Ｃ）に示
す２枚目の従属サブレシートであるレシートＲＳ３の従属サブ識別情報部の値は、１枚目
の従属サブレシートである従属サブ識別情報部の値に、「１」を加算した値である。
　また、対応識別情報明示部の値は、代表サブレシートの代表サブ識別情報部の数値部の
値（＝対応するメインレシートのメイン識別情報の数値部の値）である。
【００５３】
　サブレシートには、サブコードが記録される。サブコードについては後述する。
【００５４】
　さて、ステップＳＡ３において、ＰＯＳ端末制御部２０は、サブレシートを発行するか
否かを判別する。判別は、例えば、以下のような方法で行われる。
　ここで、レジ担当者は、ＰＯＳ端末１３に設けられた所定の入力手段を利用して、割り
勘に応じたサブレシートの発行の指示の入力と、割り勘する人数の入力とを可能である。
レジ担当者は、顧客からの要請があった場合、当該所定の入力手段を利用して、サブレシ
ートの発行の指示と、割り勘する人数を入力する。
　そして、ステップＳＡ３において、ＰＯＳ端末制御部２０は、メインレシートの発行後
、所定の期間内に、サブレシートの発行の指示の入力、及び、割り勘する人数の入力が行
われた場合に、サブレシートを発行すると判別する。所定の期間は、事前に定められた期
間でもよいし、次の会計が開始されるまでの間でもよい。次の会計の開始は、例えば、新
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たにバーコードリーダーＢＲによるバーコードの読み取りが行われたタイミングとしても
よい。
【００５５】
　サブレシートを発行しない場合（ステップＳＡ３：ＮＯ）、ＰＯＳ端末制御部２０は、
処理を終了する。
　一方、サブレシートを発行する場合（ステップＳＡ３：ＹＥＳ）、ＰＯＳ端末制御部２
０は、割り勘する人数に応じて発行するサブレシートごとに、サブレシートの発行を指示
する印刷データ（以下、「サブ印刷データ」という。）を生成する（ステップＳＡ４）。
　ステップＳＡ４で、ＰＯＳ端末制御部２０は、サブ印刷データを、発行するサブレシー
トごとに生成する。また、各サブ印刷データにおいて、記録を指示するサブ識別情報（代
表サブ識別情報、及び、従属サブ識別情報）の値は、上述したように、メイン識別情報の
値と所定の関係を有する値とされる。また、各サブ印刷データでは、購入数量情報、単価
情報、小計情報、税情報、及び、合計金額情報の値について、対応するメインレシートの
各情報を割り勘する人数に応じて除算した値の記録を指示する。
【００５６】
　次いで、ＰＯＳ端末制御部２０は、ＰＯＳ端末通信部２１を制御して、生成した複数の
サブ印刷データを、記録装置１２に送信する（ステップＳＡ５）。
【００５７】
　図３（Ｂ）に示すように、記録装置１２の記録装置制御部３０は、記録装置通信部３３
を制御して、複数のサブ印刷データを受信する（ステップＳＢ５）。
　次いで、記録装置制御部３０は、複数のサブ印刷データのそれぞれに基づいて、記録装
置記録部３１を制御して、複数のサブレシートを発行する（ステップＳＢ６）。
　記録装置制御部３０は、サブレシートのそれぞれに、二次元コードであるサブコードを
記録する。図６（Ａ）に例示するレシートＲＳ１には、サブコードＳＣ１が記録され、（
Ｂ）に例示するレシートＲＳ２には、サブコードＳＣ２が記録され、（Ｃ）に例示するレ
シートＲＳ３には、サブコードＳＣ３が記録される。
　サブコードは、上述した制御サーバーＵＲＬに、ＵＲＬクエリパラメーターとしてサブ
識別情報が付加された情報が付加された二次元コードである。例えば、レシートＲＳ１に
記録されるサブコードＳＣ１は、制御サーバーＵＲＬに、レシートＲＳ１を識別するサブ
識別情報がＵＲＬクエリパラメーターとして情報が付加される。
　ステップＳＢ６で、記録装置制御部３０は、それぞれのサブ印刷データに基づいて、制
御サーバーＵＲＬが付加された二次元コードの画像データを生成し、生成した画像データ
に基づいて、ロール紙にサブコードを記録する。
【００５８】
　発行された複数のサブレシートは、メインレシートに代えて、割り勘を行った顧客のそ
れぞれに引き渡される。つまり、サブレシートが発行される場合、顧客には、メインレシ
ートは引き渡されず、サブレシートが引き渡される。
【００５９】
　次いで、記録装置制御部３０は、記録装置識別情報を取得する（ステップＳＢ７）。
　次いで、記録装置制御部３０は、記録装置ネットワーク通信部３４を制御して、複数の
サブ印刷データのそれぞれを、記録装置識別情報を示す識別情報データと対応付けて送信
する（ステップＳＢ８）。
【００６０】
　図３（Ｃ）に示すように、制御サーバー１５の制御サーバー制御部４０は、制御サーバ
ーネットワーク通信部４１を制御して、複数のサブ印刷データを受信する（ステップＳＣ
４）。
　次いで、制御サーバー制御部４０は、サブ印刷データのそれぞれから会計情報を抽出す
る（ステップＳＣ５）。
　以下の説明では、代表サブレシートの発行を指示するサブ印刷データから抽出された会
計情報を「代表会計情報」と表現し、従属サブレシートの発行を指示するサブ印刷データ
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から抽出された会計情報を「従属会計情報」と表現する。
【００６１】
　次いで、制御サーバー制御部４０は、ステップＳＣ５で、サブ印刷データごとに生成し
た会計情報のうち、代表会計情報を特定する（ステップＳＣ６）。ここで、上述したよう
に会計情報は、レシートＩＤを含む。また、代表サブレシートの発行を指示するサブ印刷
データのレシートＩＤ（代表サブ識別情報）は、文字列「ＢＡＳＥ」を含む。これを踏ま
え、ステップＳＣ６で、制御サーバー制御部４０は、文字列「ＢＡＳＥ」をキーとする文
字列検索等を行って、会計情報のうち、レシートＩＤに文字列「ＢＡＳＥ」を含むものを
特定することにより、代表会計情報を特定する。
【００６２】
　次いで、制御サーバー制御部４０は、会計情報管理データベース４２１にアクセスし、
ステップＳＣ７で特定した代表会計情報に基づくレコードによって、ステップＳＣ３で生
成したレコード（対応するメインレシートの印刷を指示するメイン印刷データに基づいて
生成されたレコード）を上書きする（ステップＳＣ７）。
　ステップＳＣ７の処理について詳述すると、制御サーバー制御部４０は、ステップＳＣ
６で特定した代表会計情報に含まれるレシートＩＤ（代表サブ識別情報）の代表サブ識別
情報部の値を取得する。上述したように、代表サブ識別情報部の値は、対応するメインレ
シートのレシートＩＤ（メイン識別情報）の値と一致する。次いで、制御サーバー制御部
４０は、会計情報管理データベース４２１にアクセスし、当該データベースが有するレコ
ードのうち、レシートＩＤの値が、取得した代表サブ識別情報部の値と一致するレコード
を特定する。次いで、制御サーバー制御部４０は、特定したレコードを、ステップＳＣ７
で特定した代表会計情報に基づくレコードによって上書きする。
　この結果、会計情報管理データベース４２１から、メインレシートに係るメイン印刷デ
ータに基づくレコードが削除され、当該データベースに、代表サブレシートに係るサブ印
刷データに基づくレコードが登録された状態となる。
　図７（Ａ）は、図５のレコードＲＣ１を、ステップＳＣ７の処理によって、レシートＲ
Ｓ１（代表サブレシート）に係るサブ印刷データに基づくレコードＲＢ１によって上書き
した様子を示す。
【００６３】
　次いで、制御サーバー制御部４０は、会計情報管理データベース４２１にアクセスし、
ステップＳＣ５で取得した１又は複数の従属会計情報に基づいて、従属会計情報ごとに、
レコードを生成する（ステップＳＣ８）。
　この結果、会計情報管理データベース４２１には、発行されたサブレシートのそれぞれ
に対応するレコードが登録された状態となる。
　図７（Ｂ）は、ステップＳＣ８の処理によって、レシートＲＳ２（従属サブレシート）
、及び、レシートＲＳ３（従属サブレシート）に係るサブ印刷データに基づくレコードＲ
Ｂ２、及び、レコードＲＢ３が生成され、登録された様子を示す。
【００６４】
　以上のように、本実施形態では、メインレシートの発行に応じて、制御サーバー制御部
４０は、メインレシートに係る会計情報に基づくレコードを会計情報管理データベース４
２１に生成する。また、サブレシートが発行された場合、制御サーバー制御部４０は、メ
インレシートに係るレコードを、代表サブレシートに係るレコードで上書きし、発行した
サブレシートに係るレコードを、会計情報管理データベース４２１に生成する。
　これにより、以下の効果を奏する。
　すなわち、会計情報管理データベース４２１は、後に、特定の期間における特定の店舗
の売上や、特定のレジカウンターＬにおける売上、特定の商品の売上等の分析に用いられ
る。
　図８は、本例において、サブレシートが発行された場合に、メインレシートに係るレコ
ードが、代表サブレシートに係るレコードにより上書きされない場合の会計情報管理デー
タベース４２１の様子を示す図である。
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　図８に示すように、メインレシートに係るレコードと、サブレシートに係るレコードと
が会計情報管理データベース４２１に共に登録された状態の場合、同一の会計に基づくレ
コードが重複して登録された状態となる。この場合、売上を集計し、分析する際に、メイ
ンレシートに基づく売上、及び、サブレシートに基づく売上が重複して集計され、誤った
集計結果が算出される可能性がある。このことは、販売した特定の商品の総数等を集計し
、分析する場合も同様である。
　一方、本実施形態では、会計情報管理データベース４２１に、メインレシートに係るレ
コードと、サブレシートに係るレコードとが重複して登録されないため、上述したような
売上等の集計について誤った集計結果が算出されることを防止できる。
【００６５】
　次に、割り勘を行った顧客が、当該顧客に引き渡されたサブレシートのサブコードを、
当該顧客が有する端末１６により読み取った場合の端末１６と、制御サーバー１５との処
理について説明する。
　図９は、端末１６と、制御サーバー１５との動作を示すフローチャートであり、（Ａ）
は端末１６の動作を、（Ｂ）は制御サーバー１５の動作を示す。
【００６６】
　図９（Ａ）に示すように、端末１６の端末アプリケーション実行部５０１は、カメラ装
置５５から入力される撮影画像データを分析し、撮影画像データに、２次元コードの画像
データが含まれるか否かを監視する（ステップＳＤ１）。
　以下の説明では、顧客が、端末１６により、サブコードを撮影する（読み取る）ものと
する。
【００６７】
　含まれる場合（ステップＳＤ１：ＹＥＳ）、端末アプリケーション実行部５０１は、撮
影画像データに含まれる２次元コードの画像データを分析し、２次元コードに付加された
制御サーバーＵＲＬを取得する（ステップＳＤ２）。上述したように、制御サーバーＵＲ
Ｌには、ＵＲＬクエリパラメーターとして、顧客に引き渡されたサブレシートのサブ識別
情報が付加される。
【００６８】
　次いで、端末アプリケーション実行部５０１は、顧客ＩＤ（ユーザー識別情報）を取得
する（ステップＳＤ３）。顧客ＩＤは、制御サーバー１５からサービスを受けることが可
能なユーザーごとに事前に付与された識別情報であり、事前に、端末アプリケーション実
行部５０１が参照可能な状態で、所定の記憶領域に記憶される。
【００６９】
　次いで、端末アプリケーション実行部５０１は、ステップＳＤ２で取得した制御サーバ
ーＵＲＬに、ＵＲＬクエリパラメーターとして、ステップＳＤ３で取得した顧客ＩＤを付
加する（ステップＳＤ４）。これにより、制御サーバーＵＲＬに、ＵＲＬクエリパラメー
ターとして、サブ識別情報、及び、顧客ＩＤが付加された状態となる。
【００７０】
　次いで、端末アプリケーション実行部５０１は、制御サーバーＵＲＬにアクセスする（
ステップＳＤ５）。
　ステップＳＤ５の処理は、端末１６が、サブコード（コード）に付加されたサブ識別情
報、及び、当該端末１６が管理する顧客ＩＤ（ユーザー識別情報）を制御サーバー１５に
送信する処理に相当する。
【００７１】
　図９（Ｂ）に示すように、制御サーバー１５の制御サーバー制御部４０は、端末１６に
より制御サーバーＵＲＬへのアクセスに応じて、ＵＲＬクエリパラメーターとして付加さ
れたサブ識別情報、及び、顧客ＩＤを取得する（ステップＳＥ１）。
【００７２】
　次いで、制御サーバー制御部４０は、会計情報管理データベース４２１を参照する（ス
テップＳＥ２）。
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　次いで、制御サーバー制御部４０は、ステップＳＥ１で取得したサブ識別情報をキーと
して、会計情報管理データベース４２１が有するレコードから、レシートＩＤとして、ス
テップＳＥ１で取得したサブ識別情報を有するレコードを特定する（ステップＳＥ３）。
　次いで、制御サーバー制御部４０は、特定したレコードに、ステップＳＥ１で取得した
顧客ＩＤを付加する（ステップＳＥ４）。すなわち、制御サーバー制御部４０は、サブレ
シート（サブ印刷データ）に係る会計情報と、顧客ＩＤとを対応付けて記憶する。
　ここで、会計情報管理データベース４２１の１件のレコードは、顧客ＩＤを格納するフ
ィールドを有する。ステップＳＥ４で、制御サーバー制御部４０は、当該フィールドに顧
客ＩＤを格納することにより、ステップＳＥ３で特定したレコードに、顧客ＩＤを付加す
る。
【００７３】
　次いで、制御サーバー制御部４０は、ステップＳＥ５で会計情報管理データベース４２
１に生成したレコードに基づいて、顧客に対してサービスを提供する（ステップＳＥ５）
。
　本実施形態では、サービスは、ポイントの付与である。ポイントの付与で行われる処理
について、例を挙げて説明する。制御サーバー１５の制御サーバー記憶部４２は、顧客Ｉ
Ｄと、顧客が保有するポイントの残高とを関連付けて記憶するデータベースを記憶する。
また、会計の合計購入金額に応じて、付与されるポイントがあらかじめ設定される。制御
サーバー制御部４０は、会計情報に基づいて、会計の合計購入金額を取得し、取得した合
計購入金額に基づいて付与するポイントを決定する。次いで、制御サーバー制御部４０は
、上記データベースにアクセスし、顧客ＩＤをキーとして、対応するレコードを特定し、
特定したレコードが有するポイントの残高を、付与するポイントに応じて、増大させる。
【００７４】
　ここで、本実施形態では、会計時に割り勘が行われた場合、割り勘を行った顧客に対応
してサブレシートが発行され、各顧客に引き渡される。また、制御サーバー１５は、会計
情報管理データベース４２１に、サブレシートごとに、会計情報を有するレコードを生成
する。
　そして、割り勘を行った顧客が、当該顧客に引き渡されたサブレシートに記録されたサ
ブコードの読み取りを行った場合、制御サーバー１５は、当該サブレシートに係る会計情
報に基づいて、当該顧客にサービス（本例では、ポイントの付与）を提供する。このため
、割り勘を行った顧客は、割り勘による当該顧客の支払いに応じたサービスの提供を受け
ることができる。
　すなわち、割り勘を行った顧客のそれぞれが、割り勘に対応するサービスの提供を受け
ることができ、顧客が不公平感を感じることがなく、また、顧客満足度を向上できる。
【００７５】
　なお、制御サーバー１５が提供するサービスは、例示したサービスに限らない。ステッ
プＳＥ４で、顧客ＩＤと会計情報とが関連付けて記憶されるため、これを利用して様々な
サービスを提供可能である。例えば、上述した電子レシートの発行のほか、会計で購入し
た商品に応じた、クーポンの発行や、広告や商品の宣伝の提供が可能である。
　また、ステップＳＥ４で、顧客ＩＤと会計情報とが関連付けて記憶されるため、顧客ご
との会計を分析でき、分析結果に基づいたサービスの提供が可能である。
【００７６】
　以上説明したように、本実施形態に係る会計システム１は、ＰＯＳ端末１３と、ＰＯＳ
端末１３と通信し、記録媒体に記録する記録装置記録部３１（記録部）を有する記録装置
１２と、記録装置１２とグローバルネットワークＧＮを介して接続された制御サーバー１
５と、を備える。
　ＰＯＳ端末１３は、サブ印刷データを生成し、記録装置１２に送信する。
　記録装置１２は、ＰＯＳ端末１３からサブ印刷データを受信し、受信したサブ印刷デー
タに基づいて、サブ識別情報及び制御サーバー１５のＵＲＬ（アドレス）が付加されたサ
ブコード（コード）が記録されたサブレシートを記録装置記録部３１に発行させる。また
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　制御サーバー１５は、記録装置１２から受信したサブ印刷データに基づく会計（情報）
を、サブ印刷データに含まれるサブ識別情報と対応付けて記憶する。
　この構成によれば、制御サーバー１５は、サブレシートに記録されたサブコードが読み
取られて、アクセスがあった場合、サブ識別情報に基づいて、対応する会計情報（会計情
報管理データベース４２１のレコード）を特定し、特定した会計情報に基づいて、割り勘
に対応する会計情報に応じたサービスを提供できる。つまり、会計システム１は、割り勘
に対応する処理を実行できる。
【００７７】
　また、本実施形態では、制御サーバー１５は、端末１６からサブコードの読み取りに基
づくアクセスがあった場合、アクセスに応じて取得するサブ識別情報及び顧客ＩＤ（ユー
ザー識別情報）と、サブ識別情報と対応付けて記憶した会計情報に基づいて所定の処理を
実行する。
　この構成によれば、制御サーバー１５は、会計を行った顧客ごとに、顧客が行った会計
に基づく会計情報を利用した処理を実行できる。
【００７８】
　また、本実施形態では、制御サーバー１５は、顧客ＩＤと、サブ印刷データに基づく会
計情報とを対応付けて記憶する。
　この構成によれば、顧客ＩＤと、会計情報とを対応付けて管理し、所定の顧客ＩＤの顧
客に対して、当該顧客が行った会計に対応するサービスを提供できる。
【００７９】
　なお、上述した実施の形態は、あくまでも本発明の一態様を示すものであり、本発明の
範囲内で任意に変形および応用が可能である。
　上述した実施形態では、適宜、レシートの一例としてレシートＲ１、レシートＲＳ１～
ＲＳ３を例示し、適宜、例示したレシートを用いて各種処理について説明した。一方、レ
シートのレイアウトは例示したものに限らず、また、レシートから抽出する会計情報も例
示したものに限らない。
　また、上述した実施形態では、「サブ印刷データに基づく情報」は、会計情報であった
が、サブ印刷データ自体でもよい。
【符号の説明】
【００８０】
　１…会計システム、１２…記録装置、１３…ＰＯＳ端末、１５…制御サーバー、３０…
記録装置制御部（制御部）、３１…記録装置記録部（記録部）、ＧＮ…グローバルネット
ワーク（ネットワーク）。
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