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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品の販売取引に関する商品データを入力する入力手段と、１商品販売取引として商品
データの登録終了を宣言する登録締め手段と、この登録締め手段により登録終了が宣言さ
れた１商品販売取引の登録商品明細データと決済詳細データと当該取引に固有のレシート
コードとを含むレシートデータを生成するレシートデータ生成手段と、このレシートデー
タ生成手段により生成されたレシートデータをプリンタによりレシート用紙に印字発行す
るレシート印字発行手段と、前記レシートデータ生成手段により生成されたレシートデー
タを外部の電子レシート管理装置へ送信するレシートデータ送信手段と、を備えた商品販
売データ処理装置において、
　前記レシートデータを記憶するレシートデータ記憶手段と、
　前記入力手段により入力された１商品販売取引の商品データの販売点数を記憶する販売
点数記憶手段と、
　前記入力手段により商品データが入力される毎に、当該販売点数を計数する販売点数計
数手段と、
　この販売点数計数手段により計数された当該販売点数が予め設定された設定値を超えた
かを判定する販売点数判定手段と、
　この販売点数判定手段により当該販売点数が前記設定値を超えたと判定すると、前記レ
シートデータ記憶手段により記憶したレシートデータに含まれるレシートコードおよび前
記電子レシート管理装置のＵＲＬを２次元コード化した２次元コードレシートデータを生
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成する２次元コードレシートデータ生成手段と、
　この２次元コードレシートデータ生成手段により生成された前記２次元コードレシート
データを前記プリンタにより前記レシート用紙に印字発行する２次元コードレシートの印
字発行手段と、
　を備え、
　前記１商品販売取引において、前記販売点数が前記設定値を超えた場合、前記登録商品
明細データの印字に代えて前記２次元コードと前記決済詳細データを印字したレシートを
発行することを特徴とする商品販売データ処理装置。
【請求項２】
　前記２次元コードは、前記電子レシート管理装置と通信を可能にした携帯電話の２次元
コード読み取り機能により読み取り可能であり、前記携帯電話は、前記２次元コードを読
み取り、読み取った２次元コードに含まれるＵＲＬをもとに前記電子レシート管理装置に
接続して、前記電子レシート管理装置から、前記２次元コードに含まれるレシートコード
に対応した登録商品明細データの印字イメージを取得可能である請求項１記載の商品販売
データ処理装置。
【請求項３】
　前記登録商品明細データは、商品コードと商品名と単価を含み、前記決済詳細データは
、小計金額と合計金額を含み、前記レシートコードは、前記登録商品明細データおよび前
記前記決済詳細データを特定する１商取引のレシートに固有のレシート識別情報である請
求項１に記載の商品販売データ処理装置。
【請求項４】
　通信ネットワークを介して商品販売データ処理装置と電子レシート管理装置とが接続可
能となる電子レシート管理システムにおいて、
　前記商品販売データ処理装置は、
　商品の販売取引に関する商品データを入力する入力手段と、
　１商品販売取引として商品データの登録終了を宣言する登録締め手段と、
　この登録締め手段により登録終了が宣言された１商品販売取引の登録商品明細データと
決済詳細データと当該取引に固有のレシートコードとを含むレシートデータを生成するレ
シートデータ生成手段と、
　このレシートデータ生成手段により生成されたレシートデータをプリンタによりレシー
ト用紙に印字発行するレシート印字発行手段と、
　前記レシートデータ生成手段により生成されたレシートデータを前記通信ネットワーク
を介して前記電子レシート管理装置へ送信するレシートデータ送信手段と、
　前記レシートデータを記憶するレシートデータ記憶手段と、
　前記入力手段により入力された１商品販売取引の商品データの販売点数を記憶する販売
点数記憶手段と、
　前記入力手段により商品データが入力される毎に、当該販売点数を計数する販売点数計
数手段と、
　この販売点数計数手段により計数された当該販売点数が予め設定された設定値を超えた
かを判定する販売点数判定手段と、
　この販売点数判定手段により当該販売点数が前記設定値を超えたと判定すると、前記レ
シートデータ記憶手段により記憶したレシートデータに含まれるレシートコードおよび前
記電子レシート管理装置のＵＲＬを２次元コード化した２次元コードレシートデータを生
成する２次元コードレシートデータ生成手段と、
　この２次元コードレシートデータ生成手段により生成された前記２次元コードレシート
データを前記プリンタにより前記レシート用紙に印字発行する２次元コードレシートの印
字発行手段と、
　を備え、
　前記電子レシート管理装置は、
　前記通信ネットワークを介して前記商品販売データ処理装置から受信するレシートデー



(3) JP 5454952 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

タを１商品販売取引のレシートコード別に蓄積保存するレシートデータ保存手段と、
　前記２次元コードを読み取った携帯電話から前記レシートコードが入力されると、その
入力されたレシートコードによって特定されるレシートデータを前記レシートデータ保存
手段によって保存されているレシートデータの中から抽出するレシートデータ抽出手段と
、
　このレシートデータ抽出手段により抽出したレシートデータに基づいて電子レシートの
データを編集する電子レシート編集手段と、
　この電子レシート編集手段により編集した電子レシートのデータを前記通信ネットワー
クを介し前記携帯電話へ送信する電子レシート送信手段と、
　を備え、
　前記商品販売データ処理装置は、前記１商品販売取引において、前記販売点数が前記設
定値を超えた場合、前記登録商品明細データの印字に代えて前記２次元コードと前記決済
詳細データを印字したレシートを発行し、
　前記電子レシート管理装置は、前記２次元コードに含まれるレシートコードを受けて当
該レシートコードをもとに１商品販売取引の登録商品明細データと決済詳細データを含む
電子レシートのレシートデータを発行する
ことを特徴とする電子レシート管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ＰＯＳ（Point Of Sales：販売時点情報管理）端末等の商品販売
データ処理装置および電子レシート管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ＰＯＳ端末等の商品販売データ処理装置は、商品データの入力手段により商品
データが入力され、続いて、登録締め手段により１商品販売取引として販売商品の登録終
了が宣言されると、１商品販売取引として販売商品の商品名、単価、販売点数、小計金額
、合計金額、取引日時、担当者コード、取引番号等を店名とともに印字したレシートを発
行するレシート発行する機能を有する。
【０００３】
　このレシート発行機能により印字発行されたレシートは、通常、買物客に渡される。買
物客は、受け取ったレシートをみて登録内容に間違いがないか、また、決済情報などを確
認したり、返品処理時に利用したりすることができる。
【０００４】
　ところが、レシートを保管する必要性が低いと感じた場合、買物客は、その場でレシー
トを破棄してしまうことが多い。
【０００５】
　そこで、レシート印字にかかる諸経費を削減するとともに、環境負荷を低減するために
も、レシートに用いられる紙資源の削減が望まれている。
【０００６】
　例えば、従来技術としては、レシート発行ボタンを押した場合にのみレシートを発行す
る技術が開示されている（たとえば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平６－３１４３７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来技術においては、レシートを発行する場合にレシート用紙の使用量



(4) JP 5454952 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

を削減することができないという課題がある。
【０００９】
　本発明の実施形態は、レシートを発行する場合にレシート用紙の使用量を削減すること
が可能となる商品販売データ処理装置および電子レシート管理システムを提供しようとす
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施形態は、商品の販売取引に関する商品データを入力する入力手段と、１商
品販売取引として商品データの登録終了を宣言する登録締め手段と、この登録締め手段に
より登録終了が宣言された１商品販売取引の登録商品明細データと決済詳細データと当該
取引に固有のレシートコードとを含むレシートデータを生成するレシートデータ生成手段
と、このレシートデータ生成手段により生成されたレシートデータをプリンタによりレシ
ート用紙に印字発行するレシート印字発行手段と、前記レシートデータ生成手段により生
成されたレシートデータを外部の電子レシート管理装置へ送信するレシートデータ送信手
段と、を備えた商品販売データ処理装置において、前記レシートデータを記憶するレシー
トデータ記憶手段と、前記入力手段により入力された１商品販売取引の商品データの販売
点数を記憶する販売点数記憶手段と、前記入力手段により商品データが入力される毎に、
当該販売点数を計数する販売点数計数手段と、この販売点数計数手段により計数された当
該販売点数が予め設定された設定値を超えたかを判定する販売点数判定手段と、この販売
点数判定手段により当該販売点数が前記設定値を超えたと判定すると、前記レシートデー
タ記憶手段により記憶したレシートデータに含まれるレシートコードおよび前記電子レシ
ート管理装置のＵＲＬを２次元コード化した２次元コードレシートデータを生成する２次
元コードレシートデータ生成手段と、この２次元コードレシートデータ生成手段により生
成された前記２次元コードレシートデータを前記プリンタにより前記レシート用紙に印字
発行する２次元コードレシートの印字発行手段と、備え、前記１商品販売取引において、
前記販売点数が前記設定値を超えた場合、前記登録商品明細データの印字に代えて前記２
次元コードと前記決済詳細データを印字したレシートを発行することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の実施形態は、通信ネットワークを介して商品販売データ処理装置と電子
レシート管理装置とが接続可能となる電子レシート管理システムにおいて、前記商品販売
データ処理装置は、商品の販売取引に関する商品データを入力する入力手段と、１商品販
売取引として商品データの登録終了を宣言する登録締め手段と、この登録締め手段により
登録終了が宣言された１商品販売取引の登録商品明細データと決済詳細データと当該取引
に固有のレシートコードとを含むレシートデータを生成するレシートデータ生成手段と、
このレシートデータ生成手段により生成されたレシートデータをプリンタによりレシート
用紙に印字発行するレシート印字発行手段と、前記レシートデータ生成手段により生成さ
れたレシートデータを前記通信ネットワークを介して前記電子レシート管理装置へ送信す
るレシートデータ送信手段と、前記レシートデータを記憶するレシートデータ記憶手段と
、前記入力手段により入力された１商品販売取引の商品データの販売点数を記憶する販売
点数記憶手段と、前記入力手段により商品データが入力される毎に、当該販売点数を計数
する販売点数計数手段と、この販売点数計数手段により計数された当該販売点数が予め設
定された設定値を超えたかを判定する販売点数判定手段と、この販売点数判定手段により
当該販売点数が前記設定値を超えたと判定すると、前記レシートデータ記憶手段により記
憶したレシートデータに含まれるレシートコードおよび前記電子レシート管理装置のＵＲ
Ｌを２次元コード化した２次元コードレシートデータを生成する２次元コードレシートデ
ータ生成手段と、
　この２次元コードレシートデータ生成手段により生成された前記２次元コードレシート
データを前記プリンタにより前記レシート用紙に印字発行する２次元コードレシートの印
字発行手段と、を備え、前記電子レシート管理装置は、前記通信ネットワークを介して前
記商品販売データ処理装置から受信するレシートデータを１商品販売取引のレシートコー
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ド別に蓄積保存するレシートデータ保存手段と、前記２次元コードを読み取った携帯電話
から前記レシートコードが入力されると、その入力されたレシートコードによって特定さ
れるレシートデータを前記レシートデータ保存手段によって保存されているレシートデー
タの中から抽出するレシートデータ抽出手段と、このレシートデータ抽出手段により抽出
したレシートデータに基づいて電子レシートのデータを編集する電子レシート編集手段と
、この電子レシート編集手段により編集した電子レシートのデータを前記通信ネットワー
クを介し前記携帯電話へ送信する電子レシート送信手段と、を備え、前記商品販売データ
処理装置は、前記１商品販売取引において、前記販売点数が前記設定値を超えた場合、前
記登録商品明細データの印字に代えて前記２次元コードと前記決済詳細データを印字した
レシートを発行し、前記電子レシート管理装置は、前記２次元コードに含まれるレシート
コードを受けて当該レシートコードをもとに１商品販売取引の登録商品明細データと決済
詳細データを含む電子レシートのレシートデータを発行することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】電子レシート管理システムの構成を示す模式図。
【図２】ＰＯＳ端末の主要部構成を示すブロック図。
【図３】ＰＯＳ端末のＲＡＭに形成される主要なメモリエリアを示す模式図。
【図４】ＰＯＳ端末で印字発行されるレシートの一例を示す平面図。
【図５】ＰＯＳ端末で印字発行される２次元コードを含むレシートの一例を示す平面図。
【図６】携帯電話のディスプレイに表示される電子レシートの一例を示す平面図。
【図７】電子レシート管理ウェブサーバの主要部構成を示すブロック図。
【図８】携帯電話の主要部構成を示すブロック図。
【図９】ＰＯＳ端末のＣＰＵが実行する商品販売取引処理のステップを説明するフローチ
ャート。
【図１０】携帯電話のＣＰＵが実行する処理のステップを説明するフローチャート。
【図１１】電子レシート管理ウェブサーバのＣＰＵが実行する処理のステップを説明する
フローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態について図面を用いて説明する。
【００１４】
　なお、本発明の実施形態は、各店舗のＰＯＳシステムのＰＯＳ端末において販売商品の
販売点数が予め設定された設定値を超えた場合には、２次元コードレシートを印字発行す
る。携帯電話は、２次元コードレシートをコード読取機能により読取った２次元コードの
ネットワークアドレス（ＵＲＬ：Uniform Resource Locator）に基づいて電子レシート管
理ウェブサーバにレシートコードによりレシートデータのアクセス要求を行い、アクセス
応答された電子レシートのイメージを携帯電話のブラウザ機能により閲覧する電子レシー
ト管理システムに本発明を適用した場合である。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態における電子レシート管理システム１１の主要部構成を示す
模式図である。
【００１６】
　図１に示すように、電子レシート管理システム１１は、インターネット通信網１２上に
接続されたＰＯＳシステム１３と電子レシート管理ウェブサーバ１４とから構成されてい
る。また、携帯電話１５がインターネット通信網１２上に基地局（不図示）を介して接続
可能となっている。
【００１７】
　ＰＯＳシステム１３は、各店舗に導入されており、店舗のレジカウンタに設置された複
数台の商品販売データ処理装置としてのＰＯＳ端末１６と、店舗のバックヤードに設置さ
れたストアコンピュータ１７とが通信回線であるＬＡＮ（Local Area Network）１８を介
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して接続されている。そして、ＬＡＮ１８は、インターネット通信網１２上に接続されて
いる。
【００１８】
　電子レシート管理ウェブサーバ１４は、レシート管理センタに設置され、レシートデー
タベース１９が設けられている。このレシートデータベース１９には、特に、ＰＯＳ端末
１６の商品販売データ処理によって印字発行されたレシート２０のレシートデータが蓄積
保存されるようになっている。このレシートデータベース１９は、レシートデータ保存手
段として機能する。
【００１９】
　ＰＯＳ端末１６は、１商品販売取引における取引明細データの販売点数が予め設定され
た設定値を超えた場合には、２次元コード２１で印字したレシート２０（図５参照）を発
行するようになっている。
【００２０】
　レシート２０は、２次元コード２１が印字されている。この２次元コード２１には、イ
ンターネット通信網１２上の電子レシート管理ウェブサーバ１４へアクセスするためのネ
ットワークアドレス（ＵＲＬ）とレシート識別情報であるレシートコードがセットされて
いる。
【００２１】
　携帯電話１５は、２次元コードのコード読取機能とブラウザ機能を有する。
【００２２】
　そして、レシート２０に印字された２次元コード２１をコード読取機能によりスキャニ
ング入力し、入力され読取られたＵＲＬおよびレシートコードに基づいて、ＵＲＬを指定
することによりインターネット通信網１２上を介して電子レシート管理ウェブサーバ１４
と通信を行うことが可能になる。
【００２３】
　そして、レシート識別情報であるレシートコードで識別される電子レシート２３（図６
参照）のイメージを電子レシート管理ウェブサーバ１４から選択的にダウンロードする機
能を有するともに、ダウンロードした電子レシート２３のイメージ内容をブラウザ機能で
閲覧できるようになっている。
【００２４】
　また、ストアコンピュータ１７には、商品マスタファイル２２が設けられている。この
商品マスタファイル２２には、商品コード、商品名、単価等の項目情報からなる商品情報
が店で販売されている商品数分、蓄積保存されている。
【００２５】
　図２は、本実施形態におけるＰＯＳ端末１６のハードウェアの主要部構成を示すブロッ
ク図である。
【００２６】
　ＰＯＳ端末１６は、制御部本体としてＣＰＵ（Central Processing Unit）３１を備え
ている。
【００２７】
　また、このＣＰＵ３１が制御する主記憶部としてプログラムデータ等の固定的データを
予め格納したＲＯＭ（Read Only Memory）３２、商品の販売データを登録するための各種
メモリエリアの記憶部を形成したＲＡＭ（Random Access Memory）３３とを備えている。
【００２８】
　前記ＲＡＭ３３は、特に、図３に示すように、取引明細データＭ１、レシートデータＭ
２、２次元コードレシートデータＭ３、販売点数Ｎ１および販売点数の設定値Ｎ２等のメ
モリエリアが形成されている。
【００２９】
　取引明細データＭ１は、１商品販売取引として商品販売データ処理の取引情報データの
（レシートコード、店コード、端末（ＴＭ）番号、担当者コード、取引番号、取引日時等



(7) JP 5454952 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

）と、登録商品明細データの（商品コード、商品名、単価、販売点数、販売金額）と、決
済明細データの（小計金額、税額、合計金額、預かり金額、釣銭額等）を一時的に記憶す
るエリアである。
【００３０】
　レシートデータＭ２は、１商品販売取引としての取引情報データ、登録商品明細データ
および決済明細データを一時的に記憶するエリアである。
【００３１】
　２次元コードレシートデータＭ３は、２次元コードデータとして、たとえば、前記電子
レシート管理ウェブサーバ１４にアクセスするためのＵＲＬとレシート識別情報としての
レシートコードを一時的に記憶するメモリエリアである。
【００３２】
　レシートコードは、店舗を識別する店コードと、ＰＯＳ端末１６を識別する端末番号お
よび取引番号等からなる組み合わせたコードを記憶する。なお、取引番号は、１商品販売
取引ごとにＣＰＵ３１によってインクリメントされる。
【００３３】
　販売点数Ｎ１は、１商品販売取引としての商品販売データ処理による商品登録された販
売点数をカウントするエリアである。販売点数Ｎ１は、販売点数計数手段として機能する
。
【００３４】
　設定値Ｎ２は、レシート２０に２次元コード２１を印字するかを判定するための販売点
数の設定値を格納するエリアである。
【００３５】
　また、ＰＯＳ端末１６は、現在の日時を計時する時計部３４、前記ＬＡＮ１８を介して
外部機器とのデータ通信を制御する通信インターフェース（Ｉ／Ｆ）３５、「登録」、「
点検」、「精算」、「設定」等の各種業務モードを選択するためのモードスイッチ３６か
ら選択信号を入力するとともに現金等を収容するためのドロワを自動開放させるドロワ装
置３７へ駆動信号を出力するＩ／Ｏポート３８、商品販売取引に関する商品データを入力
する入力手段として置数キー、ＰＬＵキー、小計キー、登録締め手段としての預／現計キ
ー等が配設されたキーボード３９から信号を取り込むキーボードコントローラ４０、タッ
チパネルが取り付けられた前面表示部４１に販売登録された商品の品名、価格や、登録締
め手段により商品登録の終了が宣言された１商品販売取引の合計金額、釣銭額などの各種
情報を表示させる第１表示コントローラ４２、タッチパネルが取り付けられた客面表示部
４３に客向けの各種情報を表示させ第２表示コントローラ４４、レシート印字発行手段と
してのプリンタ４５によるレシート用紙へ印字とそれを制御するプリンタコントロール４
６、バーコードを光学的に読み込み、商品データを入力する入力手段として機能するスキ
ャナ４７を接続して情報を取り込むスキャナインターフェース（Ｉ／Ｆ）４８、カードリ
ーダ４９で読み取られたカードデータを読み取りデータの入力を行うカードリーダコント
ローラ５０を備えている。
【００３６】
　そして、前記ＣＰＵ３１と、ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、時計部３４、通信インターフェ
ース（Ｉ／Ｆ）３５、Ｉ／Ｏポート３８、キーボードコントローラ４０、第１表示コント
ローラ４２、第２表示コントローラ４４、プリンタコントローラ４６、スキャナインター
フェース（Ｉ／Ｆ）４８、カードリーダコントローラ５０の各部とは、アドレスバス、デ
ータバスなどのバスライン５１により電気的に接続している。
【００３７】
　図４は、本実施形態のＰＯＳ端末１６のプリンタ４５が印字発行するレシート２４であ
る。
【００３８】
　図４に示すように、レシート２４は、１商品販売取引において販売商品の販売点数Ｎ１
が設定値Ｎ２を超えない場合には、通常のテキストデータのレシート２４をプリンタ４５
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で印字発行する。
【００３９】
　図５は、１商品販売取引において販売商品の販売点数Ｎ１が予め設定した設定値Ｎ２を
超えた場合には、登録商品明細データを印字せずに決済詳細データをテキストデータで記
述するとともに２次元コード２１をプリンタ４５で印字しレシート２０を発行する。
【００４０】
　本実施態様では、２次元コード２１には、ＵＲＬおよびレシート識別情報であるレシー
トコードがセットされている。
【００４１】
　図６は、携帯電話１５のディスプレイ５０６（図８参照）に表示される電子レシート２
３のイメージである。この電子レシート２３は、携帯電話１５から電子レシート管理ウェ
ブサーバ１４へアクセス要求したレシート識別情報に基づき電子レシート管理ウェブサー
バ１４から応答された情報である。
【００４２】
　つぎに、電子レシート管理装置である電子レシート管理ウェブサーバ１４について説明
する。
【００４３】
　図７は、電子レシート管理ウェブサーバ１４の主要部構成を示すブロック図である。
【００４４】
　電子レシート管理ウェブサーバ１４には、各部を制御するＣＰＵ１０１を備えている。
このＣＰＵ１０１には、バスライン１０２を介してウェブサーバソフトウェア等のプログ
ラムを記憶するＲＯＭ１０３、可変データを書き換え自在に記憶したワークエリアとして
使用するＲＡＭ１０４、通信インターフェース１０５、レシートデータベース１９のレシ
ートデータ保存手段であるＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）１０６が接続されている。
【００４５】
　通信インターフェース１０５は、通信ネットワークであるインターネット通信網１２を
介して携帯電話１５やＰＯＳ端末１６と通信を行う。
【００４６】
　ＨＤＤ１０６には、各ＰＯＳ端末１６からインターネット通信網１２を介してレシート
データを格納するためのレシートデータ保存手段と、このレシートデータ保存手段に保存
されているレシートデータから電子レシートに生成し、電子レシートを管理するための電
子レシート管理プログラムが予めインストールされている。
【００４７】
　図８は、携帯電話機１５のハードウェアの主要部構成を示すブロック図である。
【００４８】
　携帯電話機１５は、各部を制御するＣＰＵ５０１を備えている。ＣＰＵ５０１には、２
次元コード２１を読取るための２次元コードリーダ用ソフトウェア、通信制御プログラム
等の固定プログラムを記憶保存するＲＯＭ５０２、可変データを書き換え自在に記憶して
ワークエリアとして使用するＲＡＭ５０３がバスライン５０４を介して接続している。
【００４９】
　ＣＰＵ５０１には、キー入力部５０５、ディスプレイ５０６、マイク５０７、カメラ５
０８、通信インターフェース５０９およびスピーカ５１０がバスライン５０４を介して接
続している。各部はＣＰＵ５０１によりプログラムに従い制御を受ける。
【００５０】
　カメラ５０８とＲＯＭ５０２に格納されている２次元コードリーダ用ソフトウェアとに
よって、２次元コードをリードするコード読取機能が構成されている。
【００５１】
　本実施形態の携帯電話１５は、カメラ５０８から入力される２次元コードを読み取って
、その２次元コードのデータをデコードするデコード機能を有する。
【００５２】
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　また、携帯電話１５には、ブラウザ機能を有する。ブラウザ機能は、電子レシート管理
ウェブサーバ１４と通信を行い、携帯電話１５に２次元コードにより指定されたＵＲＬに
対応するデータを取得し、解析し、解析結果に基づきテキスト、画像を適切に配置し、テ
キストの文字サイズ調整等を行い、ディスプレイ５０６への表示を行うものである。
【００５３】
　このような、コード読取機能とブラウザ機能とは、ＲＯＭ５０２等に記憶されているプ
ログラムをＣＰＵ５０１が実行することにより実現されるものである。その他の機能は、
一般的な携帯電話機に相当する。
【００５４】
　また、この携帯電話１５の通信インターフェース５０９は、インターネット通信網１２
を介してレシート管理ウェブサーバ１４と通信を行うための通信手段である。
【００５５】
　図９は、各ＰＯＳ端末１６のＣＰＵ３１が実行する１商品販売取引の商品販売データ処
理を行うステップを示すフローチャートである。
【００５６】
　すなわち、ＣＰＵ３１は、キーボード３９、スキャナ４７等の入力手段により販売商品
の商品データが入力されるのを待機する（ステップＳＴ１１）。
【００５７】
　そして、スキャナ４７により商品データのバーコードが入力されると（ステップＳＴ１
１のＹＥＳ）、ＣＰＵ３１は、商品販売データ処理を実行する（ステップＳＴ１２）。
【００５８】
　すなわち、この処理は、入力された商品データに対応してプリセットされている商品名
、単価等の商品情報をストアコンピュータ１７の商品マスタファイル２２から読み出す。
そして、取引情報データ（レシートコード、店コード、端末番号、担当者コード、取引番
号等）および登録商品明細データ（商品コード、商品名、単価等）を取引明細データＭ１
に格納する。そして、単価と販売点数を乗算して販売金額を算出する。その後、販売点数
と販売金額も取引明細データＭ１に格納する。さらに、商品名、単価、販売点数および販
売金額の各データを取引明細データＭ１から読み出し、前面表示部４１および客面表示部
４３に表示させる。
【００５９】
　次に、１商品販売取引としての商品販売データ処理の登録締めが宣言されるのを待機す
る（ステップＳＴ１３）。
【００６０】
　そして、商品販売データ処理の登録締めが宣言されない場合には（ステップＳＴ１３の
ＮＯ）、ステップＳＴ１１に戻る。
【００６１】
　そして、ＣＰＵ３１は、登録締めが入力されるまでの間、販売商品の商品データが入力
されるごとに商品販売データ処理を繰り返し、商品販売データ処理を行った商品の商品コ
ード、商品名、単価、販売点数、販売金額等からなる登録商品明細データを取引明細デー
タＭ１に入力順に格納するとともに商品名、単価、販売点数、販売金額等を前面表示部４
１と客面表示部４３へ表示させる。さらに、登録商品明細データをレシートデータＭ２に
格納する。
【００６２】
　ＣＰＵ３１は、預／現計キー等の登録締め手段により締めが宣言されると（ステップＳ
Ｔ１３のＹＥＳ）、ＣＰＵ３１は、登録締め処理を実行する（ステップＳＴ１４）。
【００６３】
　この処理は、預かり金額から合計金額を減算して釣銭額を算出する。そして、この釣銭
額を前面表示部４１および客面表示部４３に表示させる。その後、１商品販売取引として
の小計金額、税額、合計金額、預かり金額、釣銭額等からなる決済明細データを取引明細
データＭ１に格納するとともに、レシートデータを生成し、レシートデータＭ２に格納す



(10) JP 5454952 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

る。
【００６４】
　次に、ＣＰＵ３１は、販売点数Ｎ１に格納されている当該販売点数Ｎ１と設定値Ｎ２と
を比較して販売点数Ｎ１が設定値Ｎ２を超えているかを判定する（ステップＳＴ１５）。
【００６５】
　そして、販売点数Ｎ１が設定値Ｎ２を超えていた場合には（ステップＳＴ１５のＹＥＳ
）、ＣＰＵ３１は、図５に示すように、レシート２０のテキストレシートデータと２次元
コード２１の２次元コードレシートデータを生成する（ステップＳＴ１６）。
【００６６】
　ＣＰＵ３１は、ステップＳＴ１６にて生成したテキストレシートデータをプリンタ４５
によりレシート用紙に印字させ、続いて、２次元コードレシートデータをプリンタ４５に
より印字発行させる（ステップＳＴ１７）。
【００６７】
　ＣＰＵ３１は、１商品販売取引の商品販売データ処理を実行する毎に、レシートデータ
Ｍ２に格納されているレシートコード、店コード、端末番号、担当者コード、取引番号、
商品コード、商品名、単価、販売点数、販売金額、小計金額、税額、合計金額、預かり金
額、釣銭額等のレシートデータがＬＡＮ１８を介して接続されたストアコンピュータ１７
へ送信する（ステップＳＴ１８）。
【００６８】
　このようにして、ストアコンピュータ１７の記憶装置に記憶保存されるとともに、イン
ターネット通信網１２を通じて電子レシート管理ウェブサーバ１４に送信され、レシート
データベース１９に蓄積保存されるものとなっている。
【００６９】
　一方、ＣＰＵ３１は、ステップＳＴ１５の販売点数Ｎ１と設定値Ｎ２とを比較して販売
点数Ｎ１が設定値Ｎ２を超えない場合には（ステップＳＴ１５のＮＯ）、ＣＰＵ３１は、
レシートデータＭ２に格納されているレシートデータのテキストデータをプリンタ４５に
出力して図４のレシート２４を印字発行させる（ステップＳＴ１９）。
【００７０】
　次に、ＣＰＵ３１は、１商品販売取引の商品販売データ処理を実行する毎に、レシート
データＭ２に格納されているレシートデータがＬＡＮ１８を介して接続されたストアコン
ピュータ１７へ送信する（ステップＳＴ１８）。
【００７１】
　ＣＰＵ３１は、１商品販売取引の商品販売データ処理を終了する。
【００７２】
　次に、レシート２０に印字されている１商品販売取引の商品販売データ処理のレシート
データＭ２を確認するために２次元コード２１に記述されているＵＲＬおよびレシートコ
ードにより電子レシート２３の内容を買物客が確認する仕組みについて携帯電話１５を用
いて説明する。
【００７３】
　図１０は、携帯電話１５のＣＰＵ５０１が実行する処理のステップのフローチャートで
ある。
【００７４】
　先ず、携帯電話１５の２次元コードリーダ用ソフトウェアを起動させる。
【００７５】
　そして起動後、携帯電話１５のＣＰＵ５０１は、カメラ５０８の撮像領域にレシート２
０の２次元コード２１がディスプレイ５０６に映し出した２次元コード２１を読み取る（
ステップＳＴ１０１）。
【００７６】
　ＣＰＵ５０１は、携帯電話１５で読取られた２次元コード２１の解析が行われて文字、
数字列情報として電子レシート管理ウェブサーバ１４のＵＲＬとレシートコードをディス
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プレイ５０６へ表示する（ステップＳＴ１０２）。
【００７７】
　ＣＰＵ５０１は、ディスプレイ５０６に表示されたＵＲＬへ接続する「接続」ボタンが
操作されると（ステップＳＴ１０３のＹＥＳ）、ブラウザ機能が起動して、２次元コード
２１の文字、数字列情報に含まれるＵＲＬが指定する電子レシート管理ウェブサーバ１４
へのアクセス要求信号が発信する（ステップＳＴ１０４）。
【００７８】
　図１１は、電子レシート管理ウェブサーバ１４のＣＰＵ５０１が実行する処理のステッ
プのフローチャートである。すなわち、ＣＰＵ１０１は、携帯電話１５から通信ネットワ
ークとしてのインターネット通信網１２を介してアクセス要求信号を受信すると（ステッ
プＳＴ５０１のＹＥＳ）、ＣＰＵ１０１は、携帯電話１５からインターネット通信網１２
を介して発信されたアクセス要求信号に組み込まれている電子レシート２３のレシートコ
ードを取得する（ステップＳＴ５０２）。
【００７９】
　ＣＰＵ１０１は、携帯電話１５から受信したレシートコードでレシートデータベース１
９から当該レシートデータを抽出する（ステップＳＴ５０３）。
【００８０】
　ＣＰＵ１０１は、レシートデータベース１９に保存されているレシートデータから抽出
された当該レシートデータを携帯電話１５で閲覧可能な閲覧ウェブページの電子レシート
２３に編集する（ステップＳＴ５０４）。
【００８１】
　そして、ＣＰＵ１０１は、編集された電子レシート２３のイメージを送信元の携帯電話
１５へインターネット通信網１２を介して送信し応答処理を行うようになっている（ステ
ップＳＴ５０５）。ＣＰＵ１０１は、応答処理を行い携帯電話１５からの電子レシート２
３のアクセス要求を終了することになる。
【００８２】
　そして、図１０の携帯電話１５のＣＰＵ５０１が実行する処理のステップのフローチャ
ートに戻る。
【００８３】
　携帯電話１５のＣＰＵ５０１は、電子レシート管理ウェブサーバ１４から電子レシート
２３の閲覧ウェブページを受信する（ステップＳＴ１０５）。
【００８４】
　ＣＰＵ５０１は、受信した閲覧ウェブページの電子レシート２３のイメージがディスプ
レイ５０６に表示させる（ステップＳＴ１０６）。
【００８５】
　携帯電話１５のディスプレイ５０６には、図６に示すように、取引情報データのレシー
トコード、店コード、端末番号、担当者コード、取引番号と、登録商品明細データの商品
名、単価、販売点数と、決済明細データの小計金額、合計金額、預り金額、釣銭額等の１
商品販売取引のレシートデータが表示される。
【００８６】
　そこで買物客は、携帯電話１５から１商品販売取引の電子レシート２３のイメージ内容
を容易に確認することが可能となる。
【００８７】
　本発明の実施の形態では、ＰＯＳ端末１６により２次元コードのレシート２０を発行す
ることにより、レシート用紙の使用量を削減することが可能になる。
【００８８】
　また、本実施の形態では、ＰＯＳ端末１６で実現するように説明をしたがこれに限定す
ることなく、セルフチェックアウト装置に利用することも可能となる。
【００８９】
　また、本実施の形態では、販売商品の販売点数Ｎ１の設定値Ｎ２をＮ２＝１１の販売点
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なる。
【００９０】
　また、本実施の形態では、客面表示部４３のタッチパネルにレシート発行、２次元コー
ドレシート発行のボタンを表示させて買物客が操作入力を行ってもよい。たてえば、販売
点数が設定値Ｎ２を超えていない場合でも２次元コードレシート発行のボタンをタッチす
ると、２次元コードレシートが発行されるようにしてもよい。
【００９１】
　また、本実施の形態では、コードシンボルを２次元コードに設定したが２次元コードに
限ることなく他のコードシンボルであってもよい。
【００９２】
　なお、この実施形態に限定されるものではなく、実施の段階ではその要旨を逸脱しない
範囲で構成要素を変形して具体化できる。
【００９３】
　また、本実施の形態では、２次元コード２１には、ＵＲＬおよびレシートコードのデー
タを含ませたが、これに限定されないのは言うまでもなく、たとえば図４に示すレシート
２４の登録商品明細データの商品Ａから商品Ｈまで含ませた２次元コード２１を印字させ
てもよい。この場合には、登録商品明細データの販売点数が多い場合には、２次元コード
２１を複数個であってもよい。２次元コード２１は、携帯電話１５のコード読取機能を使
用してテキストデータにより確認することも可能となる。また、ＰＯＳ端末１６にコード
読取機能を取り付け、コード読取機能で２次元コードを確認してもよい。
【００９４】
　また、本実施の形態では、レシート識別情報としてのレシートコードを、店コード、端
末番号、取引番号の各データとしたがレシートデータを特定できるものであればこれに限
定されないのは言うまでもなく、たとえば、店コード、端末番号、取引番号、担当者コー
ド、取引日時等、他の組み合わせにしてもよい。
【００９５】
　以上説明したように、前記実施形態に限定されるものではなく、実施の段階ではその趣
旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能であるのは勿論である。
【符号の説明】
【００９６】
　１１…電子レシート管理システム、１４…電子レシート管理ウェブサーバ（電子レシー
ト管理装置）、１５…携帯電話、１６…ＰＯＳ端末（商品販売データ処理装置）、１９…
レシートデータベース、２０…レシート、２１…２次元コード、２３…電子レシート、４
５…プリンタ、４７…スキャナ。
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