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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体と、
　この装置本体に設けられ、商品の取引情報を入力する操作部と、
　この操作部によって入力された取引情報に基づいて商品販売処理を実行する制御手段と
、
　前記装置本体に必要に応じて着脱自在に取り付けられ、前記操作部をカバーするカバー
部材と、
　このカバー部材に設けられた決済端末と、
　前記装置本体に着脱自在に設けられ、顧客に対して商品の取引情報を表示する顧客側表
示器と、
　前記装置本体に設けられ、店員に対して商品の取引情報を表示する店員側表示器とを備
え、
　前記カバー部材の取付時には、前記顧客側表示器を取り外すとともに、前記カバー部材
に前記商品の情報を光学的に読取る固定スキャナを取り付けたことを特徴とするチェック
アウト端末装置。
【請求項２】
　前記操作部は、キーボードであることを特徴とする請求項１に記載のチェックアウト端
末装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、商品の販売に使用されるＰＯＳ（Point Of Sales）端末装置などのチェッ
クアウト端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンビニエンスストアーなどの店舗では、レジカウンタに多くの買物客が押し寄せても
対応できるように、通常、ＰＯＳ端末装置を複数台（例えば、５台程度）配置している。
【０００３】
　しかしながら、全てのＰＯＳ端末装置を稼動させるには、店員を全てのＰＯＳ端末装置
に補充しなければならず、補充できない場合には、混雑に対応できない。
【０００４】
　そこで、顧客自身が利用できるようにしたセルフチェックアウト用のＰＯＳ端末装置を
別途配置して混雑に対応することが考えられている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平７―１２１７５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、セルフ用のＰＯＳ端末装置を別途特別に備えた場合には、その分、配置
スペースが広く必要になるとともに、コストも高くなってしまうという問題がある。
【０００６】
　この発明は、上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、容易にセ
ルフ用の端末装置として兼用できるようにした安価なチェックアウト端末装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、装置本体と、この装置本体に設けら
れ、商品の取引情報を入力する操作部と、この操作部によって入力された取引情報に基づ
いて商品販売処理を実行する制御手段と、前記装置本体に必要に応じて着脱自在に取り付
けられ、前記操作部をカバーするカバー部材と、このカバー部材に設けられた決済端末と
、前記装置本体に着脱自在に設けられ、顧客に対して商品の取引情報を表示する顧客側表
示器と、前記装置本体に設けられ、店員に対して商品の取引情報を表示する店員側表示器
とを備え、前記カバー部材の取付時には、前記顧客側表示器を取り外すとともに、前記カ
バー部材に前記商品の情報を光学的に読取る固定スキャナを取り付けた。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、容易にセルフ用の端末装置として兼用でき、コストを低減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。　
　図１は、この発明の一実施の形態であるチェックアウト端末装置、たとえばＰＯＳ（Po
int Of Sales）端末装置１を示す外観図である。
【００１０】
　ＰＯＳ端末装置１は装置本体１ａを備え、その下部側は現金等を収容するための引出し
２ａを有するドロワ２で、店舗の例えばレジカウンタに設置される。
【００１１】
　ＰＯＳ端末装置１の装置本体１ａの正面側には、操作部としてのキーボード３、モード
スイッチ４、カードリーダ５、および店員側表示器（カラー液晶表示器）６が設けられ、
背面側には顧客側表示器（カラー液晶表示器）７が着脱自在に設けられている。
【００１２】



(3) JP 4751938 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

　また、ＰＯＳ端末装置１の装置本体１ａには、ジャーナルを電子媒体に保存する電子ジ
ャーナル８、およびレシート及びジャーナルをプリントするプリンタ９などが設けられて
いる。
【００１３】
　さらに、ＰＯＳ端末装置１の装置本体１ａから商品情報入力手段としてスキャナたとえ
ばハンドスキャナ１１が導出されている。このハンドスキャナ１１は商品に付されている
情報、すなわち商品のラベル等に印刷されているバーコードを光学的に読取る。
【００１４】
　上記キーボード３は預かり金額などを置数するための置数キー、１取引として販売登録
された商品の合計出力を指示する小計キー、１取引の代金を現金決済することを宣言して
当該取引の締めを指示する預／現計キー、置数データのクリアを指示するクリアキー等を
備えている。
【００１５】
　上記モードスイッチ４は「登録」、「点検」、「精算」、「設定」などの各種業務モー
ドを選択するためのスイッチで、専用の鍵で操作される。
【００１６】
　上記カードリーダ５は、非現金決済に用いるカードが挿入されてスライド操作されるこ
とにより、そのカードに記録されているデータを読取る。上記店員側表示器６は商品登録
手段により販売登録された商品の品名、価格や、商品販売登録の終了が宣言され登録締め
手段により１取引の合計金額、預かり金額、釣り銭額などを表示する。
【００１７】
　上記顧客側表示器７は、カラー写真やカラー動画によるコマーシャル情報、たとえば『
いらっしゃいませ』などの顧客案内情報、取引明細（商品名、単価、個数）、取引結果（
合計金額，預かり金額、釣り銭額）等を表示する。
【００１８】
　このような構成のＰＯＳ端末装置１の制御回路を図２に示す。　
　ＣＰＵ（Central Processing Unit）２０およびチップセット２１に、商品の販売に関
わる種々の処理を実行するマイクロコンピュータ２２、当該ＰＯＳ端末装置１の動作電圧
を出力する電源回路２３、サスペンド時にバックアップ用動作電圧を出力するバックアッ
プ電源回路２４が接続されている。そして、マイクロコンピュータ２２にハードディスク
ドライブ（ＨＤＤ）３１、ファームウェアメモリ３２、バックアップ用メモリ３３、ハン
ドスキャナ１１、キーボード３、顧客側表示器７、Ｉ／Ｏ（Input／Output）ポート３４
、カードリーダ５、店員側表示器６、電子ジャーナル８、およびプリンタ９が接続されて
いる。
【００１９】
　そして、マイクロコンピュータ２２は主要な機能として、ハンドスキャナ１１及び後述
する固定スキャナの読取情報、さらにキーボード３の操作に応じて商品販売処理を順次に
実行する制御手段を有している。
【００２０】
　上記した構成において、顧客がレジカウンタに商品を持ち込むと、ＰＯＳ端末装置１が
設置されているレジカウンタで店員が顧客に対峙し、顧客が持ち込んだ全ての商品のバー
コードをハンドスキャナ１１で順に読取り、次にキーボード３において登録や精算のため
の所定の操作を行う。このときのハンドスキャナ１１の読取情報は、マイクロコンピュー
タ２２に取込まれる。マイクロコンピュータ２２は取込んだ読取情報および店員による上
記キーボード操作に基づき、顧客の商品に関する登録や精算など一連の処理を実行する。
この処理の実行に伴って表示が必要となる情報は店員側表示器６および顧客側表示器７で
適宜に表示される。
【００２１】
　ところで、図３は上記したＰＯＳ端末装置１をセルフ用の端末装置１として利用する場
合に用いられるカバー部材３５を示すものである。
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【００２２】
　カバー部材３５はボトムカバー３６と、このボトムカバー３６の上部側に着脱自在に取
り付けられるメインカバー３７と、このメインカバー３７に着脱自在に取り付けられるリ
アカバー３８とによって構成されている。
【００２３】
　メインカバー３７は水平カバー部４０と、この水平カバー部４０に一体的に形成され所
定の角度で立ち上がる立上カバー部４１とから構成されている。立上カバー部４１には開
口窓４１ａ及びレシート発行口４４が形成されている。水平カバー部４０にはカードなど
の決済端末４５が設けられている。リアカバー３８はメインカバー３７の立上カバー部４
１の裏面側に着脱自在に取り付けられている。このカバー部材３５の使用時には、そのボ
トムカバー３６、メインカバー３７、リアカバー３８はそれぞれ分解されてから装置本体
１ａに取り付けられる。
【００２４】
　即ち、ボトムカバー３６はその両側壁の内面側に突起部（図示しない）を有し、これら
突起部をドロワ２の両側壁に穿設された穴部（図示しない）に差し込んで取り付けられ、
ドロワ２を覆うようになっている。
【００２５】
　メインカバー３７はその水平カバー部４０の前面下端側に複数個の爪部を有し、これら
爪部をボトムカバー３６の上端内側に差し込むとともに、水平カバー部４０の後端両側部
側をボトムカバー３６にネジ止めされて取り付けられ、キーボードなどの操作部をカバー
するようになっている。
【００２６】
　上記したように構成されるＰＯＳ端末装置１は、レジカウンタに複数台（例えば、５台
程度）配置され、店舗の混雑時に多くの買物客がレジカウンタに押し寄せてきても対応で
きるようにしている。しかしながら、店員の数が少ない場合には、全てのＰＯＳ端末装置
１に店員を補充することができない。
【００２７】
　このような場合には、５台あるＰＯＳ端末装置１のうち例えば３台程度をセルフ用の端
末装置１として利用できるようにする。
【００２８】
　次に、ＰＯＳ端末装置１をセルフ用の端末装置１に変更する場合について説明する。
【００２９】
　この場合には、まず、装置本体１ａから顧客用表示器７を取り外すとともに、ハンドス
キャナ１１を取り外す。ついで、上記したカバー部材３５をボトムカバー３６、メインカ
バー３７、リアカバー３８のそれぞれに分解する。この分解後、図４に示すようにボトム
カバー３６をドロワ２に取り付けて固定し、ドロワ２をカバーする。このボトムカバー３
６を取り付けたのち、メインカバー３７の立上カバー部４１を店員側表示器６、水平カバ
ー部４０をキーボード３などの操作部にそれぞれ重なる状態にメインカバー３７を被せ、
水平カバー部４０をボトムカバー３６に固定する。これにより、キーボード３などの操作
部が水平カバー部４０によりカバーされ、店員側表示器６は立上カバー部４１の開口窓４
１ａを介して外部に露出される。このメインカバー３７の取り付け後、店員側表示器６の
裏面側にリアカバー３８を取り付けてカバーする。ついで、図５に示すようにメインカバ
ー３７の立上カバー部４１の前面一端部側に固定スキャナ１２を取り付ける。
【００３０】
　これにより、顧客はキーボード３などの操作部やドロワ２に接触することができなくな
り、セルフ用の端末装置１としての利用が可能となる。（なお、顧客がキーボード３など
を操作してしまうと、商品の取引情報を正確に管理できなくなってしまう。）
　カバー部材３５を取り付けたのちは、店員側表示器６が顧客側を向くようにＰＯＳ端末
装置１の向きを顧客側に変更し、店員側表示器６を顧客側表示器として利用できるように
する。
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【００３１】
　このようにセルフ用に変更されたＰＯＳ端末装置１を顧客が利用する場合には、手持ち
の商品のバーコードを固定スキャナ１２に翳して読み取らせ、顧客側表示器として用いら
れる表示器６を見て精算額などを確認したのち、カードを決済端末４５に翳し、取引を終
える。
【００３２】
　上記したように、この実施の形態によれば、通常のＰＯＳ端末装置１にカバー部材３５
を取り付けるだけで、セルフ用の端末装置としての利用が可能となるため、従来のように
セルフ用の端末装置を専用に別途設置することなく混雑に対応でき、人員の削減は勿論の
ことコストの低減が可能となる。
【００３３】
　なお、この発明は上記実施形態に限定されるものではなく、要旨を変えない範囲で種々
変形実施可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の一実施の形態であるＰＯＳ端末装置の外観を示す斜視図。
【図２】図１のＰＯＳ端末装置の制御回路を示すブロック図。
【図３】図１のＰＯＳ端末装置をセルフ用の端末装置に変更する場合に用いられるカバー
部材を示す斜視図。
【図４】図３のカバー部材が図１のＰＯＳ端末装置に取り付けられてられた状態を示す図
。
【図５】図４のカバー部材に固定スキャナが取り付けられた状態を示す図。
【符号の説明】
【００３５】
　１ａ…装置本体、３…キーボード（操作部）、６…店員側表示器、１２…固定スキャナ
、７…顧客側表示器、２２…マイクロコンピュータ（制御手段）、３５…カバー部材。
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