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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれの商品ごとに定められた基準単位重量を含んだ商品情報を記憶する記憶手段と
、
　所定の計量位置に載せられた商品の総重量を計量する計量手段と、
　計量した商品の個数を入力する個数入力手段と、
　前記計量手段によって計量された商品の総重量を前記個数入力手段によって入力された
個数で除して１個あたりの単位平均計量値を算出する単位平均計量値算出手段と、
　前記単位平均計量値を用いて、前記記憶手段から一定の重量偏差内に収まる商品を検索
する第１商品検索手段とを備え、
　前記計量手段により計量された総重量と、前記第１商品検索手段により検索された商品
の基準単位重量と前記個数入力手段により入力された個数とに基づいて、商品の個数の確
認に関するメッセージを表示する
　ことを特徴とする商品検索装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の商品検索装置において、
　前記記憶手段は、前記商品情報として光学的特徴データをさらに記憶し、
　前記計量位置に載せられた商品を撮像するように設けられ、当該計量位置に載せられた
商品の画像および色彩データの少なくとも一方を生成する撮像手段と、
　前記第１商品検索手段により検索された商品のみを対象に、前記画像または前記色彩デ
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ータを用いて、前記光学的特徴データと同一または近似する商品を検索する第２商品検索
手段と、
　を備えることを特徴とする商品検索装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の商品検索装置において、
　前記検索された商品候補を表示する表示手段と、
　前記表示手段により表示された前記商品候補の中から１つを前記計量位置に載せられた
商品として選択する選択手段と、
　を備えることを特徴とする商品検索装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の商品検索装置において、
　前記第１商品検索手段は、単位重量値が設定された商品のみを対象として検索すること
を特徴とする商品検索装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の商品検索装置において、
　前記商品情報は、対応付けされた商品が個数売りと量り売りのいずれであるのかを示す
販売単位情報をさらに記憶し、
　前記第１商品検索手段は、個数売りであることが前記販売単位情報に対応付けられた商
品のみを対象として検索する、
　ことを特徴とする商品検索装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の商品検索装置において、
　前記商品の個数の確認に関するメッセージを表示した場合に、前記個数入力手段による
商品の個数の再入力が行われる
　ことを特徴する商品検索装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の商品検索装置において、
　前記商品の個数の確認に関するメッセージを表示した場合に、前記第１商品検索手段に
より検索された商品とは別の商品の選択が行われる
　ことを特徴する商品検索装置。
【請求項８】
　それぞれの商品ごとに定められた基準単位重量を含んだ商品情報を記憶する記憶手段と
、
　所定の計量位置に載せられた商品の総重量を計量する計量手段と、
　計量した商品の個数を入力する個数入力手段と、
　前記計量手段によって計量された商品の総重量を前記個数入力手段によって入力された
個数で除して１個あたりの単位平均計量値を算出する単位平均計量値算出手段と、
　前記単位平均計量値を用いて、前記記憶手段から一定の重量偏差内に収まる商品を検索
する第１商品検索手段とを備え、
　前記単位平均計量値を用いて、前記記憶手段に記憶される当該商品情報の基準単位重量
値を補正し、商品情報の当該商品に対応付けられた基準単位重量値を更新することを特徴
とする商品検索装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の商品検索装置を具備し、
　前記商品情報の商品毎に重量単位で販売される商品については重量単位当たりの価格を
、個数単位で販売される商品については数量単位ごとの価格を持たせ、特定された商品の
重量または数量にこの単位価格を乗じることにより前記計量手段で計量した商品の価格を
算出することを特徴とする商品情報処理装置。
【請求項１０】
　それぞれの商品ごとに定められた基準単位重量を含んだ商品情報を記憶する記憶手段と



(3) JP 5799593 B2 2015.10.28

10

20

30

40

50

、
　所定の計量位置に載せられた商品の総重量を計量する計量手段と、
　計量した商品の個数を入力する個数入力手段と、
　前記計量手段によって計量された商品の総重量を前記個数入力手段によって入力された
個数で除して１個あたりの単位平均計量値を算出する単位平均計量値算出手段と、
　前記単位平均計量値を用いて、前記記憶手段から一定の重量偏差内に収まる商品を検索
する第１商品検索手段とを備え、
　前記計量手段により計量された総重量と、前記第１商品検索手段により検索された商品
の基準単位重量と前記個数入力手段により入力された個数とに基づいて、商品の個数の確
認に関するメッセージを表示し、
　前記商品情報の商品毎に重量単位で販売される商品については重量単位当たりの価格を
、個数単位で販売される商品については数量単位ごとの価格を持たせ、特定された商品の
重量または数量にこの単位価格を乗じることにより前記計量手段で計量した商品の価格を
算出し、
　算出された商品の価格を示すラベルを発行する
　ことを特徴とするラベル発行装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、事前包装をせずに、「個数売り」や「量り売り」といった、いわゆるバラ売
りにより供されている青果物や惣菜などの商品について、値付け処理や会計処理の際に商
品を特定する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　包装資材の節減要求や個々の消費者ニーズに対応する為、スーパーマーケットなどの食
品小売店ではバラ売り商品が増加している。しかしバラ売りでは商品を特定するバーコー
ドやＲＦＩＤタグなどを商品に添付することが困難であるため、商品情報処理装置（本願
では、ＰＯＳレジスタや対面計量器、セルフサービススケール、値付機などをいう）で値
付け処理や会計処理などを行う際に必要となる、商品の特定が難しくなる。特に、バラ売
り形態の商品数が数十種に及ぶと商品間違えによる会計ミスを起こすリスクが増大する。
【０００３】
　そこで、カメラを用いて商品の色や形状を認識することで商品の特定を行うシステムが
既に知られている（例えば、特許文献１参照）。また食品小売店での使用を前提としたも
のではないが、商品の重量を用いて商品を特定する装置も既に知られている。（例えば、
特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第２５９５４２７号公報
【特許文献２】特許第４０２４９２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の装置では、バラ売り形態のように購買数量がその都度変わり、加
えて商品の特定の際、顧客により商品がビニール袋に収納されている場合においては、商
品の特定の際撮像されたデータと、商品データベースに予め用意された商品撮像画像対照
データ（光学的特徴データ）とを照合して検索するだけでは、検索の精度が低くなってし
まうという欠点がある。
　また、特許文献２の装置は、商品の仕分けに用いることを目的としたものであり、商品
情報記憶部に記憶される設定重量値について、計量される商品ごとの重量や個数が予め決
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まっていることを前提として設定されたものとなっている。一方バラ売りにおいては、顧
客が購入する個数、重量がその都度異なるので販売個数、販売重量と予め用意された商品
情報に記録された重量との単純比較は意味をなさない。
【０００６】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、客に過度な操作負担を強
いることなく、バラ売り商品について容易に特定することが可能な商品検索装置および商
品情報処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、本発明の一態様は、それ
ぞれの商品ごとに定められた基準単位重量を含んだ商品情報を記憶する記憶手段と、所定
の計量位置に載せられた商品の総重量を計量する計量手段と、計量した商品の個数を入力
する個数入力手段と、前記計量手段によって計量された商品の総重量を前記個数入力手段
によって入力された個数で除して１個あたりの単位平均計量値を算出する単位平均計量値
算出手段と、前記単位平均計量値を用いて、前記記憶手段から一定の重量偏差内に収まる
商品を検索する第１商品検索手段とを備え、前記計量手段により計量された総重量と、前
記第１商品検索手段により検索された商品の基準単位重量と前記個数入力手段により入力
された個数とに基づいて、商品の個数の確認に関するメッセージを表示する
ことを特徴とする商品検索装置である。
　この発明によれば、商品の特定を行うにあたり、操作者は個数の入力を行いさえすれば
、計量手段による総計量値を、入力した個数で除することにより単位平均計量値が算出さ
れ、この単位平均計量値と記憶手段に記憶されている基準単位重量値を第１商品検索手段
によって一致または近似する値の商品の候補が検索されることになり、より少ない操作で
、該当する商品を選択することができるようになる。
【０００８】
　また、本発明の一態様は、上記の商品検索装置であって、前記記憶手段は、前記商品情
報として光学的特徴データをさらに記憶し、前記計量位置に載せられた商品を撮像するよ
うに設けられ、当該計量位置に載せられた商品の画像および色彩データの少なくとも一方
を生成する撮像手段と、前記第１商品検索手段により検索された商品のみを対象に、前記
画像または前記色彩データを用いて、前記光学的特徴データと同一または近似する商品を
検索する第２商品検索手段と、を備えることを特徴とする。
　この発明によれば、基準単位重量値による商品の検索だけでなく、撮像手段により得ら
れた画像データからも商品の検索を行うことになるため、計量手段単独、画像認識手段単
独で行うよりもさらに高い精度で商品の検索を行うことができるようになる。また、画像
データによる商品検索処理は、記憶手段に記憶されている商品データ全てから検索する場
合には、莫大な処理が必要となるため、商品の検索処理に長時間かかるという問題がある
が、この発明は、計量による検索処理により、予め画像データによる検索処理の対象とな
る商品数が限定されるため、短時間で検索処理が可能となる。
【０００９】
　また、本発明の一態様は、上記の商品検索装置であって、前記検索された商品候補を表
示する表示手段と、前記表示手段により表示された前記商品候補の中から１つを前記計量
位置に載せられた商品として選択する選択手段と、を備えることを特徴とする。
　この発明によれば、操作者は表示手段に表示された数少ない候補商品のなかから、計量
位置に載せた商品を容易に選択することができる。
　また、本発明の一態様は、上記の商品検索装置であって、前記第１商品検索手段は、単
位重量値が設定された商品のみを対象として検索することを特徴とする。
　この発明によれば、個数売りか量り売りかを問わず、個数入力と重量による商品の検索
は、１個の重量が一定しない量り売りの商品を検索の対象から除外することになるため、
商品検索の速度を高めることができるようになる。
【００１０】
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　また、本発明の一態様は、上記の商品検索装置であって、前記商品情報は、対応付けさ
れた商品が個数売りと量り売りのいずれであるのかを示す販売単位情報をさらに記憶し、
前記第１商品検索手段は、個数売りであることが前記販売単位情報に対応付けられた商品
のみを対象として検索する、ことを特徴とする。
　この発明によれば、個数売りと個数入力のできない商品について量り売りを同時に実施
している場合、個数入力と重量による商品の検索は商品データベースの販売単位情報で個
数売りであると設定されているものの中から行うことになるので、商品検索の速度を高め
る効果がある。
　また、本発明の一態様は、上記の商品検索装置であって、前記商品の個数の確認に関す
るメッセージを表示した場合に、前記個数入力手段による商品の個数の再入力が行われる
ことを特徴する。
　また、本発明の一態様は、上記の商品検索装置であって、前記商品の個数の確認に関す
るメッセージを表示した場合に、前記第１商品検索手段により検索された商品とは別の商
品の選択が行われる。
　また、本発明の一態様は、それぞれの商品ごとに定められた基準単位重量を含んだ商品
情報を記憶する記憶手段と、所定の計量位置に載せられた商品の総重量を計量する計量手
段と、計量した商品の個数を入力する個数入力手段と、前記計量手段によって計量された
商品の総重量を前記個数入力手段によって入力された個数で除して１個あたりの単位平均
計量値を算出する単位平均計量値算出手段と、前記単位平均計量値を用いて、前記記憶手
段から一定の重量偏差内に収まる商品を検索する第１商品検索手段とを備え、前記単位平
均計量値を用いて、前記記憶手段に記憶される当該商品情報の基準単位重量値を補正し、
商品情報の当該商品に対応付けられた基準単位重量値を更新することを特徴とする商品検
索装置である。
　この発明によれば、単位平均計量値算出手段により算出された商品の単位平均計量値の
データを、そのまま商品情報の基準単位重量のデータとして自動的に書き換えることがで
きるようになるため、更新のためのデータ変更操作をすることなく、最新の商品データに
更新することが可能となる。
　また、本発明の一態様は、上記の商品検索装置を具備し、前記商品情報の商品毎に重量
単位で販売される商品については重量単位当たりの価格を、個数単位で販売される商品に
ついては数量単位ごとの価格を持たせ、特定された商品の重量または数量にこの単位価格
を乗じることにより前記計量手段で計量した商品の価格を算出することを特徴とする商品
情報処理装置である。
　この発明によれば、個数売りはもちろんのこと、量り売りの場合であっても、商品が、
個数が数えられる形態のものである場合は、個数入力による商品検索処理は個数売りと量
り売りの両方に対応できるようになるという効果がある。
　また、本発明の一態様は、それぞれの商品ごとに定められた基準単位重量を含んだ商品
情報を記憶する記憶手段と、所定の計量位置に載せられた商品の総重量を計量する計量手
段と、計量した商品の個数を入力する個数入力手段と、前記計量手段によって計量された
商品の総重量を前記個数入力手段によって入力された個数で除して１個あたりの単位平均
計量値を算出する単位平均計量値算出手段と、前記単位平均計量値を用いて、前記記憶手
段から一定の重量偏差内に収まる商品を検索する第１商品検索手段とを備え、前記計量手
段により計量された総重量と、前記第１商品検索手段により検索された商品の基準単位重
量と前記個数入力手段により入力された個数とに基づいて、商品の個数の確認に関するメ
ッセージを表示し、前記商品情報の商品毎に重量単位で販売される商品については重量単
位当たりの価格を、個数単位で販売される商品については数量単位ごとの価格を持たせ、
特定された商品の重量または数量にこの単位価格を乗じることにより前記計量手段で計量
した商品の価格を算出し、算出された商品の価格を示すラベルを発行することを特徴とす
るラベル発行装置である。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明によれば、客に過度な操作負担を強いることなく、購入対象となる商品を容易に
特定することが可能な商品検索装置および商品情報処理装置を提供できるという効果が得
られる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態におけるラベル発行装置１００の外観例を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるラベル発行装置１００の構成例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態におけるラベル発行装置１００が備えられる店舗内の設備配
置例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態におけるラベル発行装置１００のタッチパネル付表示部１４
０に表示される操作画面６００（商品検索後）の一例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態におけるラベル発行装置１００のタッチパネル付表示部１４
０に表示される操作画面６００（商品検索前）の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態における記憶部１２０に記憶される商品データベース１２１
の構造例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態におけるラベル発行装置１００が実行する処理手順例
を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態におけるラベル発行装置１００が実行する処理手順例
を示す図である。
【図９】図８における商品検索処理(ステップＳ１０６)の処理手順例を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態の変形例に対応する操作画面６００の一例を示す図である
。
【図１１】本発明の実施の形態の変形例に対応する操作画面６００の一例を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　＜第１の実施の形態＞
　［ラベル発行装置の構成例］
　図１の斜視図は、本発明の第１の実施の形態におけるラベル発行装置１００の外観例を
示している。このラベル発行装置１００は、本発明における商品検索装置の一例である。
このラベル発行装置１００は、例えばスーパーマーケットなどの店舗における生鮮食品売
り場などに配置され、客が行う操作に応じて、その客が購入しようとする商品に対応する
ラベルを発行する。ラベルには、客が購入する商品ごとに、その識別コード、商品名、ま
た、商品の個数または重量に応じて算出した値段(購入金額)などがバーコード形式で印刷
されている。なお、このバーコードは、一次元バーコードであってもよいし、二次元バー
コードであってもよい。
【００１４】
　この図に示すラベル発行装置１００は、タッチパネル付表示部１４０、秤台１５１、カ
メラ１６１およびラベル排出口１７１を備える。タッチパネル付表示部１４０は、例えば
液晶ディスプレイデバイスにタッチパネルが組み合わされて成り、ラベルの発行に関連し
て客が操作するための各種操作画像が表示される。また、タッチパネル付表示部１４０は
、表示中の操作画像に対して行われた操作をタッチパネルにより検出する。
【００１５】
　秤台１５１は、ラベル発行装置１００が備える計量機能に応じて備えられるもので、客
が購入しようとする商品を計量のために載せる部位である。ラベル発行装置１００は、こ
の秤台１５１に載せられた商品の計量を行い、その計量値を得ることができる。
【００１６】
　カメラ１６１は、例えばＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｍ
ａｇｅ　Ｓｅｎｓｏｒ）やＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉ
ｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）センサなどの撮像素子を備えて撮像を行う部位であ
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る。このカメラ１６１は、秤台１５１が撮像範囲に収まるように設けられている。つまり
、秤台１５１に載せられた商品を撮像可能なように設けられている。このカメラ１６１に
より撮像された商品の画像は、後述するようにラベル発行装置１００が実行する商品検索
処理に利用される。
【００１７】
　ラベル発行装置１００は、後述のように、秤台１５１に載せられた商品について計量し
た重量と、客により入力された購入個数などの情報を利用して、商品の検索と検索した商
品の値段（購入価格）を算出する。そして、この商品の商品名や値段が示されるラベルを
発行する。ラベル排出口１７１は、このように発行されるラベルが排出される部位である
。客は、ラベル排出口１７１から排出された購入商品ごとのラベルを持ってレジスタに赴
いて精算する。
【００１８】
　図２は、ラベル発行装置１００の構成例を示している。この図に示すラベル発行装置１
００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１０、記憶部１
２０、ＲＡＭ１３０、タッチパネル付表示部１４０、計量部１５０、撮像部１６０および
ラベル発行部１７０を備える。
【００１９】
　ＣＰＵ１１０は、記憶部１２０に記憶されるプログラムを実行することにより、同図に
示した各部を制御する。記憶部１２０は、補助記憶装置として機能するもので、ＣＰＵ１
１０により実行されるプログラムや各種必要なデータを記憶する。同図には、記憶部１２
０に記憶されるデータの１つとして、商品データベース１２１が示される。ＣＰＵ１１０
は、後述するように商品検索処理を実行するにあたり商品データベース１２１を利用する
。商品データベース１２１の構造例については後述する。
【００２０】
　ＲＡＭ１３０は、ＣＰＵ１１０により記憶部１２０から読み出されて実行されるプログ
ラムやワークエリアが展開されるメモリである。また、ＲＡＭ１３０には、記憶部１２０
に格納された商品ファイルのデータが、プログラムの実行によって読み出されて展開され
る。
【００２１】
　計量部１５０は、先に図１に示した秤台１５１を含み、この秤台１５１に載せられた商
品の重量を計量して、その計量値を出力する部位である。出力された計量値は、後述する
ようにＣＰＵ１１０によって商品検索処理に利用される。
【００２２】
　タッチパネル付表示部１４０は、先に図１に説明したように、ＣＰＵ１１０の制御に応
じて客が操作する操作画面を表示する。また、タッチパネル付表示部１４０は、表示した
操作画面に対する操作をタッチパネルにより検知して操作信号を出力する。ＣＰＵ１１０
は、入力した操作信号に応じて所定の処理を実行する。
【００２３】
　ラベル発行部１７０は、図１に示したラベル排出口１７１を含み、ラベルとしての所定
の用紙に対して商品名や値段などの所定事項を例えばバーコード形式により印刷し、この
印刷されたラベルを、上記ラベル排出口１７１から排出することにより発行する。
【００２４】
　［店舗におけるラベル発行装置の使用例］
　次に、図３を参照して、店舗におけるラベル発行装置１００の使用例について説明する
。図３は、ラベル発行装置１００が設置される店舗内を平面方向から模式的に示している
。この図は、スーパーマーケットなどにおける生鮮食品の売り場を想定している。この売
り場においては、商品陳列台３００、３００・・・が配列されており、これらの商品陳列
台３００、３００・・・ごとに、野菜や果物などの商品４００、４００・・・が種類ごと
に分けられて陳列される。これらの商品４００、４００・・・は、例えば１個からのバラ
売りが行われている。また、商品陳列台３００、３００・・・ごとの近傍にはビニール袋
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入れ５００が設置されている。客は、ビニール袋入れ５００からビニール袋を取り出し、
商品４００の種類ごとに必要な個数をビニール袋に詰めていくようにする。
【００２５】
　これらの商品４００は前述のようにバラ売りであり、これに伴って、値段やバーコード
などを印刷したラベルが貼り付けられていない状態で商品陳列台３００に陳列されている
。客は、上記のように袋詰めにした商品を購入するには、ラベル発行装置１００の設置場
所に赴いて、ラベル発行装置１００により袋詰めした商品ごとの計量、商品の検索、検索
した商品の個数や重量に応じた値段の算出（値付け）およびラベルの発行を行わせる。そ
して、客は、商品ごとに発行されたラベルを商品が入った袋に貼ってＰＯＳ端末装置２０
０に赴く。そして、客は、ＰＯＳ端末装置２００にラベルを読み込ませて例えば買上総額
などを算出させたうえで精算を行う。この精算のためのＰＯＳ端末装置２００の操作は、
例えば店員が行う。また、セルフ会計のシステムであれば、客自身がＰＯＳ端末装置２０
０を操作して精算を行う。
【００２６】
　なお、図１に示したカメラ１６１および図２の撮像部１６０は、後述の第２の実施の形
態において用いられるものとなる。したがって、第１の実施の形態との対応では、カメラ
１６１および撮像部１６０は省略されてかまわない。
【００２７】
　［ラベル発行装置の動作例］
　次に、客によるラベル発行装置１００の使用例と、これに応じたラベル発行装置１００
の動作例について説明する。図４は、タッチパネル付表示部１４０において表示される操
作画面６００の表示態様例を示している。この図に示す操作画面は、選択商品情報エリア
６１０、商品選択エリア６２０、検索エリア６３０、ソフトキーエリア６４０およびラベ
ル発行ボタン６５０を有する。
【００２８】
　ラベル発行装置１００は、後述するように客が秤台１５１に載せた商品として推定され
る候補を１以上検索し、これらを提示する。客は、提示された商品の候補のうちから、実
際に客が載せた商品を選択する操作を行う。選択商品情報エリア６１０は、このように選
択された商品に関する情報が以下のように表示される。選択商品情報エリア６１０は、図
示するように、商品提示エリア６１１、単価エリア６１２、数量／重量エリア６１３およ
び値段エリア６１４から成る。
【００２９】
　商品提示エリア６１１は、選択された商品を客が視覚的に把握可能なように提示するた
めのエリアであり、例えば図示するように、商品の絵柄が示されるサムネイル画像と、「
りんご」のように商品名を示す文字が示される。また、この商品提示エリア６１１におい
て示される「０２０」の数値はＰＬＵ（Ｐｒｉｃｅ　Ｌｏｏｋ　Ｕｐ）コードであり、商
品の識別子である。
【００３０】
　単価エリア６１２は、商品提示エリア６１１において提示される対応の商品が個数売り
である場合には、１個あたりの価格が示される。また、量り売りである場合には、所定の
単位重量(例えば１００ｇ)あたりの価格が示される。数量／重量エリア６１３は、対応の
商品の個数（個数売りの場合）または重量（量り売りの場合）が示される。値段エリア６
１４には、単価エリア６１２に示される単価と、数量／重量エリア６１３に示される個数
または重量に基づいた、対応の商品の値段（（単価×数量）または（単価×重量）で表さ
れる）が示される。
【００３１】
　商品選択エリア６２０には、それぞれに異なる商品名が表示された所定複数の商品ボタ
ン６２１が表示される。客は、この商品選択エリア６２０に表示される複数の商品ボタン
６２１のうちから１つを選択してタッチ操作する。この操作により、客が購入対象とする
商品が選択決定されたことになる。なお、客の操作に応じた商品選択エリア６２０におけ
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る表示の遷移例については後述する。
【００３２】
　検索エリア６３０は、選択商品情報エリア６１０に表示させる商品を、商品名またはＰ
ＬＵコードにより直接検索する操作を行うための画像が表示される。これに応じて、検索
エリア６３０は、商品名を入力して検索を行うためのエリア部分と、ＰＬＵコードを入力
して検索を行うためのエリア部分とが表示される。この検索エリア６３０を備えることで
、例えば何らかの理由で客がラベル発行装置１００の商品検索機能を利用しない場合にお
いても、ラベルを発行させたい商品を選択してラベルを発行させることができる。
【００３３】
　ソフトキーエリア６４０は、ソフトウェアキーが表示される部位であり、例えば図示す
るように、かなキー部６４１と数字キー部６４２が表示されている。客は、必要に応じて
、かなキー部６４１または数字キー部６４２に対する操作を行って文字や数値入力を行う
ことができる。例えば、後述する商品検索に際しての商品の個数は、数字キー部６４２に
対する操作によって入力する。また、検索エリア６３０に対する商品名またはＰＬＵコー
ドの入力は、それぞれ、かなキー部６４１または数字キー部６４２に対する操作により行
うことができる。
【００３４】
　ラベル発行ボタン６５０は、ラベル発行操作のために表示されるボタンである。このラ
ベル発行ボタン６５０に対するタッチ操作が行われるのに応じて、ラベル発行装置１００
は、選択商品情報エリア６１０に表示されている商品の商品名や値段などをバーコード形
式で印刷したラベルを発行し、ラベル排出口１７１から排出させる。
【００３５】
　上記図４に示した操作画面６００は、選択商品情報エリア６１０に表示すべき商品の選
択が行われた結果を表示している状態に対応している。これに対して、図５は、例えば最
後のラベルの発行後において、次に客が秤台１５１に商品を載せるまでの間の待機状態に
おいて表示される操作画面６００を示している。
【００３６】
　図５の選択商品情報エリア６１０は、商品の選択操作が行われるのを待機する状態に対
応した表示内容を示している。つまり、客に商品を秤台１５１に置いてもらうことと、秤
台１５１に置いた商品が個数売りのものである場合には、数字キー部６４２に対する操作
によって、その秤台１５１に載せた商品の個数を入力してもらうことを促す表示が行われ
る。
【００３７】
　また、このときの商品選択エリア６２０は、例えば、図３に示した生鮮食品売り場で扱
っている全ての商品に対応して、商品ボタン６２１のすべてにおいて、所定の商品名が割
り当てられるように表示された状態となっている。
【００３８】
　上記状態のもとで、客がビニール袋に詰めた状態の３個のりんごを秤台１５１に載せる
。そして、客は数字キー部６４２に対する操作を行って、今回秤台１５１に載せたりんご
の個数である「３」を入力したとする。これに応じて、ラベル発行装置１００は、秤台１
５１に載せたりんご３個分の重量を計量する。そして、この重量を、入力されたりんごの
個数である「３」で除算することにより、りんご１個あたりの重量（単位平均計量値）を
算出する。
【００３９】
　記憶部１２０に記憶されている商品データベース１２１には、商品ごとに対応して１個
あたりの重量（基準単位重量）が格納されている。そこで、ラベル発行装置１００は、商
品データベース１２１から、上記単位平均計量値に基準単位重量が近い順に所定数の商品
を選択する。そして、これらの選択した商品を商品選択エリア６２０に表示させる。この
ように選択された商品は、その基準単位重量が算出された単位平均計量値と同等であると
みることができる。そして、具体例として、ここでは、基準単位重量が単位平均計量値に
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近い順により、りんご、なし、ほうれん草が選択されたものとする。これに応じて、商品
選択エリア６２０は、図５から先の図４に示すように遷移する。つまり、生鮮食品売り場
で扱うすべての商品名を各商品ボタン６２１に表示させた状態から、例えば左上段の３つ
の商品ボタン６２１のみに、それぞれ、りんご、なし、ほうれん草を表示させた状態とな
る。
【００４０】
　客は、上記３つの商品ボタン６２１のうちから、秤台１５１に載せた商品と一致する商
品ボタン６２１に対するタッチ操作を行う。具体的に、客は、秤台１５１にりんごを載せ
ているので、りんごが表示された商品ボタン６２１に対してタッチ操作を行う。
【００４１】
　このタッチ操作に応じて、選択商品情報エリア６１０には、同じ図５に示す内容が表示
される。つまり、商品提示エリア６１１には、りんごを提示する画像、名称、ＰＬＵコー
ドが表示され、単価エリア６１２には、りんごの単価が表示される。また、数量／重量エ
リア６１３には、客が入力した個数が表示される。値段エリアには、「単価×個数」によ
り求められた値段が表示される。
【００４２】
　客は、このように選択商品情報エリア６１０に表示された内容を確認する。なお、操作
ミスなどにより表示内容に間違いがあった場合には、操作画面６００に対する所定操作に
より、商品の選択をやりなおすことができる。そして、選択商品情報エリア６１０に表示
された内容に間違いがない場合、客は、ラベル発行ボタン６５０に対するタッチ操作を行
う。これにより、この３個のりんごに対応するラベルが発行される。発行されたラベルは
、ラベル排出口１７１から排出されるので、客はこれを取り出す。
【００４３】
　例えば上記のようにラベル発行装置１００により商品の検索処理が行われない場合、客
は、図４に示すように商品ボタン６２１のすべてに商品名が表示された状態の商品選択エ
リア６２０から、目的の商品に該当する商品ボタン６２１を探さねばならない。つまり、
客は非常に面倒な作業を強いられる。
【００４４】
　これに対して、本実施の形態の場合、客は、商品を秤台１５１に載せたうえで、載せた
商品の個数を入力する操作だけを行いさえすれば、ラベル発行装置１００により該当商品
の検索処理が行われ、その候補として数種類のみの商品の候補が提示される。つまり、客
は、少数の商品の候補のうちから目的の商品を選択すればよいことになるので、目的の商
品を即座に見つけ、これを選択する操作を行うことができる。また、本実施の形態では、
個数売りの商品の重量を計量し、この重量を商品の個数で除算することで商品１個あたり
の単位平均計量値を求め、この単位平均計量値と商品データベース１２１の基準単位重量
とを比較するようにしている。このために、１個あたりの重量が異なる多様な商品に適宜
対応して商品の検索が行えるようになっている。
【００４５】
　［商品データベースの構造例］
　続いて、上記図４および図５により説明したラベル発行装置１００の動作を実現するた
めの技術構成例について説明することとし、まず、図６を参照して、記憶部１２０に記憶
される商品データベース１２１の構造例について説明する。
【００４６】
　図６に示す商品データベース１２１は、商品ごとに、ＰＬＵコード、品名、単価、販売
単位、基準単位重量、アイコン表示データおよび撮像画像対照データを対応付けて形成さ
れる。
【００４７】
　ＰＬＵコードは、対応の商品に付されたＰＬＵコードを示す。品名は、対応の商品の品
名を示す。単価は、対応の商品の単価を示すもので、対応の商品が個数売り商品であれば
１個あたりの単価が示され、量り売り商品であれば所定の単位重量(例えば１００ｇ)あた
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りの単価が示される。販売単位は、単価に対応する単位が「個数」と「重量」のいずれで
あるのかを示すもので、対応の商品が個数売り商品であれば、販売単位は「個数」である
ことが示され、量り売り商品であれば「重量」であることが示される。なお、「個数」と
「重量」の区分は、例えば実際には「０」と「１」の値として定義すればよい。
【００４８】
　基準単位重量は、販売単位が「個数」の商品にのみ有意に設定される属性であって、対
応の商品１個あたりについての基準となる重量を示す。野菜などの生鮮食品の場合、個々
の重量にはばらつきがあるので、この基準単位重量については何らかの規則にしたがって
１つの値を特定する必要がある。このための手法としては特に限定されないが、例えば所
定のサンプル数の商品重量の平均値や正規分布などから求められた値により特定すること
が考えられる。アイコン表示データは、商品ボタン６２１に表示させる商品名や、商品提
示エリア６１１におけるサムネイル画像などの表示に用いるデータである。
【００４９】
　なお、撮像画像対照データは、後述の第２の実施の形態において利用されるデータであ
るので、ここでの説明は省略する。第１の実施の形態において、撮像画像対照データの属
性は、商品データベース１２１におけるレコードから省略されてよい。
【００５０】
　［処理手順例］
　次に、図７のフローチャートを参照して、第１の実施の形態におけるラベル発行装置１
００が実行する処理手順例について説明する。なお、この図に示す処理は、図２に示した
ＣＰＵ１１０が記憶部１２０に記憶されるプログラムを実行することにより実現されるも
のとしてみることができる。
【００５１】
　まず、ステップＳ１０１において、ＣＰＵ１１０は、タッチパネル付表示部１４０に待
機状態の操作画面６００(図５)を表示させる。この状態のもとでＣＰＵ１１０は、ステッ
プＳ１０２において、検索エリア６３０を利用した商品の検索操作が行われるのを待機し
ている。または、商品選択エリア６２０における商品ボタン６２１のいずれかを選択する
ためのタッチ操作（商品選択操作）が行われるのを待機している。待機状態の操作画面６
００における商品選択エリア６２０には、前述のように、その売り場にて取り扱っている
すべての商品ごとに対応する商品ボタン６２１が表示されるようになっている。
【００５２】
　ステップＳ１０２において、上記検索操作または商品ボタン６２１に対するタッチ操作
のいずれかが行われたと判定した場合、ＣＰＵ１１０は、後述のステップＳ１０９に進む
。また、上記検索操作または商品ボタン６２１に対するタッチ操作が行われていない場合
に、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ１０３において秤台１５１に載せた商品の個数を入力す
る操作(個数入力操作)が行われるのを待機している。客は、秤台１５１に載せた商品が個
数売りの場合に個数入力操作を行う。量り売り商品の場合には個数入力操作を行う必要が
ないので、例えば、検索操作により商品を検索して指定する。または、待機状態において
商品選択エリア６２０に表示される各取り扱い商品に対応する商品ボタン６２１のうちか
ら目的の商品ボタン６２１に対する選択操作を行うことにより商品を指定する。
【００５３】
　ＣＰＵ１１０は、ステップＳ１０３において、個数入力操作が行われたことを判定する
と、ステップＳ１０４およびステップＳ１０５の処理を実行する。ステップＳ１０４にお
いて、ＣＰＵ１１０は、そのときに秤台１５１に載せられている商品の重量を計量してそ
の重量値を取得する。次に、ステップＳ１０５において、ＣＰＵ１１０は、取得した重量
値を、ステップＳ１０３に対応して入力された商品個数の値により除算することで商品の
単位平均計量値を算出する。
【００５４】
　次のステップＳ１０６においてＣＰＵ１１０は、秤台１５１に載せられている商品の検
索処理を行う。このために、ＣＰＵ１１０は、商品データベース１２１から、その基準単
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位重量がステップＳ１０５にて算出された単位平均計量値の値に最も近いものから順に、
所定数の商品を選択する。具体的に、図４では、その単位平均計量値が基準単位重量に近
いものから順に、りんご、なし、ほうれん草の３つの商品を選択した例が示されている。
第１の実施の形態において、このように選択された１以上の商品は、秤台１５１に載置さ
れた商品の候補となるものであり、第１の実施の形態における商品検索処理の結果に相当
する。
【００５５】
　このように商品検索処理を実行した後、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ１０７において、
選択商品情報エリア６１０について、これらの検索された商品を示す商品ボタン６２１が
配列された表示に切り替えるための表示制御を実行する。つまり、図５から図４に示され
る選択商品情報エリア６１０の表示に切り替える。客は、このように表示された商品ボタ
ン６２１のうちから、実際に秤台１５１に載せた商品に一致する商品ボタン６２１を選択
してタッチ操作を行う。つまり、商品の選択指定操作を行う。そこで、ＣＰＵ１１０は、
ステップＳ１０８において、商品ボタン６２１に対する選択指定操作が行われるのを待機
し、この操作が行われるのに応じて、ステップＳ１０９に進む。
【００５６】
　ＣＰＵ１１０は、ステップＳ１０９において、上記ステップＳ１０８に応じて選択指定
された商品に対応付けられたＰＬＵコード、品名、アイコン表示データの各属性のデータ
を、商品データベース１２１から読み出す。
【００５７】
　そして、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ１１０において、図５の選択商品情報エリア６１
０において示すように、上記ステップＳ１０８において選択指定された商品に関する情報
を表示させる。つまり、商品提示エリア６１１、単価エリア６１２、数量／重量エリア６
１３および値段エリア６１４のそれぞれを表示させる。商品提示エリア６１１は、商品デ
ータベース１２１から読み出したＰＬＵコード、品名およびアイコン表示データに基づい
て表示される。単価エリア６１２は、商品データベース１２１から読み出した単価のデー
タに基づいて表示される。数量／重量エリア６１３は、ステップＳ１０３に対応して入力
された商品個数の値が表示される。値段エリア６１４については、ＣＰＵ１１０が商品デ
ータベース１２１から読み出した単価と、ステップＳ１０２に応じて入力された商品個数
を乗算する。そして、この乗算結果の値を値段エリア６１４に表示させる。
【００５８】
　上記のように選択商品情報エリア６１０において選択された商品の情報が表示されると
、客は、その表示内容に間違いがなければラベル発行ボタン６５０を操作してラベルを発
行させる。そこで、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ１１１においてラベル発行ボタン６５０
に対する操作が行われるのを待機する。そして、ラベル発行ボタン６５０に対する操作が
行われたことを判定すると、ステップＳ１１２においてラベルを発行するための処理を実
行する。つまり、ＣＰＵ１１０は、ラベル発行部１７０を制御して、ラベル用紙に対して
、選択された商品についての商品名、値段などをはじめとする所定の情報をバーコード形
式により印刷する。そして、この印刷されたラベルをラベル排出口１７１から排出させる
。
【００５９】
　上記のような処理手順により、第１の実施の形態のラベル発行装置１００は、客が秤台
１５１に載せた個数売りの購入対象商品についての個数を入力する操作に応じて、その商
品の候補を自動的に検索して提示することができる。また、この後において、ラベル発行
装置１００は、提示された商品のうちから購入対象商品を選択指定する操作に応じて、こ
の購入対象商品のラベルを発行することができる。
【００６０】
　＜第２の実施の形態＞
　［処理手順例］
　続いて、第２の実施の形態について説明する。第２の実施の形態において、ラベル発行
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装置１００の構成は、図１および図２と同様である。この第２の実施の形態では、図２に
示される撮像部１６０（図１のカメラ１６１を含む）により撮像して得られた画像データ
と、商品データベース１２１において格納される撮像画像対照データを、商品検索処理に
用いる。撮像画像対照データは、例えば対応の商品の画像内容を有するデータであり、後
述するように、商品検索のために、秤台１５１に載せられた商品を撮像部１６０により撮
像して得られた商品撮像画像と比較対照される画像である。なお、撮像画像対照データは
、例えば、比較対照処理の手法や方式に対応させて、画像の形状や周波数特性（スペクト
ル）などのように画像データを解析して得られる二次的データとされてもよい。
【００６１】
　図８のフローチャートは、第２の実施の形態におけるラベル発行装置１００が実行する
処理手順例を示している。この図において、図７と同様となる処理については同一符号を
付している。
【００６２】
　図８において、ステップＳ１０１～Ｓ１０５の処理は図７と同様となる。そして、ＣＰ
Ｕ１１０は、ステップＳ１０４およびステップＳ１０５による商品の計量と単位平均計量
値の算出とともに、ステップＳ１０５Ａの処理を実行する。このステップＳ１０５Ａにお
いて、ＣＰＵ１１０は、撮像部１６０により撮像を実行させて商品の画像を取得する。こ
のために、ＣＰＵ１１０は、撮像部１６０を制御して撮像を実行させる。前述のように撮
像部１６０におけるカメラ１６１は、例えば秤台１５１を上側から撮像するように設けら
れている。これにより、カメラ１６１により撮像して得られた撮像画像データには、秤台
１５１に載せられていた商品の画像が含まれることになる。ＣＰＵ１１０は、上記のよう
に得られた撮像画像から、秤台１５１に載せられた商品の画像部分(商品撮像画像)を抜き
出して検索する。
【００６３】
　第２の実施の形態におけるステップＳ１０６の商品検索処理は、上記ステップＳ１０５
により算出された単位平均計量値とともに、ステップＳ１０５Ａにより取得した商品撮像
画像データを利用する。この第２の実施の形態におけるステップＳ１０６の処理手順例に
ついては後述する。
【００６４】
　ステップＳ１０６により商品の検索が終了した後、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ１０７
～Ｓ１１２の処理を実行する。このステップＳ１０７～Ｓ１１２の処理は、第１の実施の
形態と同様となる。
【００６５】
　図９のフローチャートは、上記図８のステップＳ１０６としての商品検索処理の手順例
を示している。まず、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ２０１において、商品データベース１
２１に格納される基準単位重量がステップＳ１０５にて算出された単位平均計量値に近い
順にｎ個の商品を選択する。なお、第１の実施の形態においては、このステップＳ２０１
の処理によって選択されたｎ個の商品をステップＳ１０６における検索結果として出力し
ていたものである。
【００６６】
　ステップＳ２０２において、ＣＰＵ１１０は、商品データベース１２１から、上記ステ
ップＳ２０１により選択されたｎ個の商品それぞれに対応付けられている撮像画像対照デ
ータを読み出す。そして、この読み出した撮像画像対照データ（ｎ個）ごとに、図８のス
テップＳ１０５Ａにより取得された商品撮像画像と比較を行い、例えば撮像画像対照デー
タと商品撮像画像の近似度を求める。なお、この画像の近似度を求めるための手法として
は多様に考えられるものであり、特に限定されるものではない。近似度を求める手法とし
ては、例えば形状の情報に基づいて近似度を求める手法を用いてもよいし、あるいは、ス
ペクトラム特性などの色の情報に基づいて近似度を求める手法を用いてもよい。さらに、
これらの手法を組み合わせてもよい。
【００６７】
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　次に、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ２０３において、ステップＳ２０１にて検索された
ｎ個の商品のうちから、上記ステップＳ２０２において算出された近似度の高い順にした
がってさらにｍ（ｎ≧ｍ）個の商品を選別する。つまり、第２の実施の形態の商品特定処
理は、ステップＳ２０１において商品データベース１２１から検索（第１段階の検索）し
たｎ個の商品について、さらに商品撮像画像と撮像画像対照データとの比較結果に基づい
てｍ個に絞り込む（第２段階の検索）というものになる。そして、このように絞り込まれ
たｍ個の商品を検索結果として出力する。
【００６８】
　第２の実施の形態においては、このように撮像画像に基づいて商品の絞り込みが行われ
ることで、商品選択エリア６２０において表示させる商品ボタン６２１の数をさらに少な
くすることができる。また、このように表示される商品ボタン６２１の数が少なくなった
としても、これは撮像画像に基づいた絞り込みが行われた結果であるため、検索結果とし
ての精度は非常に高く信頼性の高いものとなっている。
【００６９】
　［変形例］
　続いて、図１０および図１１を参照して本実施の形態の変形例について説明する。この
変形例は、操作画面６００における商品選択エリア６２０の表示態様例に関する。この変
形例における商品選択エリア６２０は、商品ボタン６２１に代えて、商品がリスト形式に
より表示される。この場合には、商品ごとに対応して、ＰＬＵコード、品名、基準単位重
量が示されている。また、リストの右側には、秤台１５１に載せた商品を計量部１５０に
より計量して得られている計量値が示される。なお、この図に示されるリストにおける商
品ごとの表示項目は一例であり、これ以外の表示項目の組み合わせであってかまわない。
このように、商品選択エリア６２０において商品をリスト形式で表示することで、例えば
客は、選択候補として提示された商品ごとのより詳細な情報を知ることができる。
【００７０】
　図１０に示される操作画面６００は、例えばラベル発行装置１００による商品検索処理
が終了して、客による商品の選択操作を待機している状態に対応している。この例では、
客が商品を秤台１５１に載せて、商品個数として「３」を入力したことに応じて、「なし
」と「りんご」が検索されたことを示している。また、このリストにおいては、「なし」
、「りんご」の順で上から下にかけて配列されているが、これは、「なし」が第１候補と
して、「りんご」が第２候補として検索されたことを示している。これに応じて、リスト
における強調表示枠６２２は、「なし」の位置に配置され、選択商品情報エリア６１０に
は、「なし」に関する情報が表示されている。
【００７１】
　ここで、客が実際に秤台１５１に載せた商品はリンゴであったとする。そこで、客は、
選択操作として、商品選択エリア６２０のリストにおいて「りんご」が対応する行に対し
てタッチ操作を行う。この操作に応じて、「りんご」の商品が選択されたこととなり、操
作画面６００は図１０から図１１に示す表示に遷移する。つまり、商品選択エリア６２０
のリストにおいて強調表示枠６２２は、「なし」から「りんご」の位置に移動して表示さ
れる。また、選択商品情報エリア６１０は、「なし」に関する情報の表示から「りんご」
に関する情報の表示に切り替えられる。客は、例えば図１１に示される表示内容を確認し
てラベル発行ボタン６５０を操作する。
【００７２】
　なお、第１の実施の形態においては、商品検索処理にあたり、基準単位重量が算出され
た単位平均計量値に近い順にしたがってｎ個の商品を選択するようにしている。これに対
して、例えば、基準単位重量に対して所定の上限値と下限値によるマージンを設定し、こ
のマージンの範囲に単位平均計量値が収まる商品を選択するようにしてもよい。第２の実
施の形態において、撮像商品画像と撮像画像対照データの近似度に基づいて商品を選別す
る際にも、上記の手法を適用できる。また、上記第１および第２の実施の形態では、商品
検索処理の結果として、複数の商品の候補を提示することとしているが、最も近似する１
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つの商品を提示することも考えられる。特に第２の実施の形態は、撮像画像に基づく商品
検索が組み合わされるため、高い検索精度が期待できるため、検索結果として提示された
１つの商品が購入対象商品である確率は非常に高い。
【００７３】
　また、上記実施の形態において、本発明の商品検索装置はラベル発行装置１００に適用
されており、客が操作する装置を想定しているが、例えば、店舗のバックヤードにおいて
店員が操作して袋詰め商品の値付けを行うような装置に適用することも可能である。
【００７４】
　先述の実施例では、販売単位が個数売りに設定されている商品の中からのみ商品を検索
するという方式をとっていた。しかし、量り売りには、個数が数えられるもの（例えばジ
ャガイモなど）について個数売りをせずに量り売りする場合と、ひき肉などのようにそも
そも個数を数えることが困難なものについて量り売りする場合の２種類がある。つまり、
前者については販売単位が量り売りであっても個数を入力することが可能である。このと
き商品データベースに基準単位重量が設定されている商品についてのみ、個数入力による
商品検索処理を行うことにより、個数売り、量り売りを問わず、個数が入力できる商品に
限定して商品の検索処理を行うことになるため、より速く商品検索処理が行えることにな
る。
【００７５】
　また、上記実施の形態において、計量による商品検索処理の結果、計量された総重量値
と、商品データベース１２１に記憶された基準単位重量値と入力された個数値の積の値が
ある一定の範囲内を超えて異なる場合、例えば、基準単位重量値と入力された個数値の積
が総重量値の２倍以上になる場合には、入力された個数値が異なっていないか確認するメ
ッセージをタッチパネル付表示部に表示させるようにしてもよい。この場合、メッセージ
とともに個数の再入力ができるようにするとともに、別の商品の選択もできるようにする
。
　これにより、客がミスにより個数を間違えた場合もしくは不正に個数を減らして入力し
た場合に、正しい個数に入力しなおすことが期待できるようになる。
　これは第２の実施の形態の場合には、撮像画像対照データによる商品検索処理も加わる
ため、より高い精度で個数入力についてのミスや不正を防止できるようになる。
【００７６】
　また、実際に計量された単位平均計量値を用いて、商品データベース１２１に記憶され
る基準単位重量値の補正や更新を自動的に行う機能を備えていると、より望ましい。例え
ば、客が検索処理により絞り込まれた候補の中から秤台１５１に載せた商品を選択し、ラ
ベル発行ボタン６５０を操作したときに、商品データベース１２１の基準単位重量値を単
位平均計量値の値に更新する。これにより、客により最終的に特定された商品の単位平均
計量値を、商品データベース１２１の基準単位重量値とすることができるようになるため
、データ更新のための設定操作を行うことなく、重量による検索精度を実測値に基づき、
高めていくことができるようになる。なお、このような基準単位重量値の補正や更新を行
う機能については、最新の単位平均計量値の値に更新するという手法に限られるものでは
なく、過去一定回数分の単位平均計量値を予め記憶しておき、その平均値を基準単位重量
値として更新するという手法であってもよい。
【００７７】
　また、本実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法とし
て捉えることができる。また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラムまたはそのプログラムを記憶する記録媒体として捉えることができる。この記録媒
体としては、例えば、ブルーレイディスク（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（登録商標））、
ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）、ＨＤＤ（ハードディスク）
、メモリカード等を挙げることができる。
【符号の説明】
【００７８】
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　１００　ラベル発行装置
　１１０　ＣＰＵ
　１２０　記憶部
　１２１　商品データベース
　１３０　ＲＡＭ
　１４０　タッチパネル付表示部
　１５０　計量部
　１５１　秤台
　１６０　撮像部
　１６１　カメラ
　１７０　ラベル発行部
　１７１　ラベル排出口
　２００　端末装置
　３００　商品陳列台
　４００　商品
　５００　ビニール袋入れ
　６００　操作画面
　６１０　選択商品情報エリア
　６１１　商品提示エリア
　６１２　単価エリア
　６１３　重量エリア
　６１４　値段エリア
　６２０　商品選択エリア
　６２１　各商品ボタン
　６２１　商品ボタン
　６２２　強調表示枠
　６３０　検索エリア
　６４０　ソフトキーエリア
　６４１　キー部
　６４２　数字キー部
　６５０　ラベル発行ボタン
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