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(57)【要約】
【課題】簡単に物品の引き渡しを行えるようにする。
【解決手段】本発明のある態様における物品収容システ
ムは、物品収容のためのストレージ体と、ストレージ体
に接続するサーバとを含む物品収容システムであって、
サーバは、ユーザによる物品の照会に関するユーザイン
ターフェースをユーザ端末に提供するインターフェース
提供部、を備え、ストレージ体は、ストレージ装置内の
物品をユーザへ引き渡すための動作を行う動作部、を備
える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品収容のためのストレージ体と、前記ストレージ体に接続するサーバとを含む物品収
容システムであって、
　前記サーバは、
　ユーザによる物品の照会に関するユーザインターフェースをユーザ端末に提供するイン
ターフェース提供部、を備え、
　前記ストレージ体は、
　前記ストレージ体内の前記物品を前記ユーザへ引き渡すための動作を行う動作部、を備
えることを特徴とする物品収容システム。
【請求項２】
　前記サーバは、
　前記ストレージ体が設置されている位置を特定するストレージ位置情報を記憶するスト
レージ位置記憶部、をさらに備え、
　前記インターフェース提供部は、前記物品を収容している前記ストレージ体が設置され
ている前記位置を表示するデータを前記ユーザ端末へ送信することを特徴とする請求項１
に記載の物品収容システム。
【請求項３】
　物品収容のためのストレージ体と、前記ストレージ体に接続する情報処理装置とを含む
物品収容システムであって、
　前記ストレージ体は、
　ユーザに引き取られた物品と、前記物品を引き取った前記ユーザとの紐付け情報を前記
情報処理装置へ通知する第１通知部、を備え、
　前記情報処理装置は、
　前記紐付け情報に基づいて、前記ユーザによる前記ストレージ体からの前記物品の引き
取りを記録する記録部、を備えることを特徴とする物品収容システム。
【請求項４】
　前記ストレージ体は、
　収容している前記物品を前記情報処理装置へ通知する第２通知部、をさらに備え、
　前記情報処理装置は、
　前記ストレージ体に収容されている前記物品を前記ユーザの端末へ通知する第３通知部
、をさらに備えることを特徴とする請求項３に記載の物品収容システム。
【請求項５】
　前記物品収容システムは、複数のストレージ体を含み、
　前記情報処理装置は、
　前記複数のストレージ体のうち、前記ユーザ向けのストレージ体を選択する選択部、を
さらに備え、
　前記第３通知部は、前記ユーザ向けに選択された前記ストレージ体に収容されている前
記物品を前記ユーザの端末へ通知することを特徴とする請求項４に記載の物品収容システ
ム。
【請求項６】
　前記第３通知部は、前記ユーザ向けに選択された前記ストレージ体に収容されている前
記物品に関して、推奨される前記物品の組み合わせを前記ユーザの端末へ通知することを
特徴とする請求項５に記載の物品収容システム。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、
　前記ユーザが引き取る前記物品を収容している２以上のストレージ体を通るルートを前
記ユーザの端末へ通知する第４通知部、をさらに備えることを特徴とする請求項５または
６に記載の物品収容システム。
【請求項８】
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　前記情報処理装置は、
　前記ストレージ体からの前記ユーザによる前記物品の引き取り許可を前記ユーザの端末
へ発行する許可発行部、をさらに備え、
　前記ストレージ体は、
　前記引き取り許可を確認した場合に、前記ユーザによる前記物品の引き取りのための動
作を行う動作部、をさらに備えることを特徴とする請求項３から７のいずれかに記載の物
品収容システム。
【請求項９】
　前記許可発行部は、
　前記ユーザが物品購入を申し込み、あるいは前記ユーザが前記物品購入を予約した場合
に、前記ユーザによる前記物品の前記引き取り許可を発行することを特徴とする請求項８
に記載の物品収容システム。
【請求項１０】
　前記許可発行部は、
　前記ユーザの端末からの前記物品の引き取り要求に応じて、前記ユーザによる前記物品
の前記引き取り許可を発行することを特徴とする請求項８に記載の物品収容システム。
【請求項１１】
　前記情報処理装置は、
　前記ユーザによる前記ストレージ体からの前記物品の引き取りの記録に基づいて、前記
ユーザによる前記物品購入の決済を行う決済部、をさらに備えることを特徴とする請求項
３から１０のいずれかに記載の物品収容システム。
【請求項１２】
　収容している物品をユーザへ引き渡すための動作を行う動作部を備えるストレージ体と
接続するサーバであって、
　ユーザ端末から前記ストレージ体内に収容されている前記物品の照会要求を受け付ける
受付部と、
　前記ストレージ体内に収容されている前記物品を前記ユーザ端末へ提示する提示部と、
を備えることを特徴とするサーバ。
【請求項１３】
　物品収容のためのストレージ体と、前記ストレージ体に接続するサーバとを含む物品収
容システムによる物品収容方法であって、
　前記サーバが、ユーザによる物品の照会に関するユーザインターフェースをユーザ端末
に提供するステップと、
　前記ストレージ体が、前記ストレージ体内の前記物品を前記ユーザへ引き渡すための動
作を行うステップと、を含むことを特徴とする物品収容方法。
【請求項１４】
　収容している物品をユーザへ引き渡すための動作を行う動作部を備えるストレージ体と
接続するサーバに、
　ユーザ端末から前記ストレージ体内に収容されている前記物品の照会要求を受け付ける
機能と、
　前記ストレージ体内に収容されている前記物品を前記ユーザ端末へ提示する機能と、を
発揮させることを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　物品収容のためのストレージ体に接続する情報処理装置であって、
　前記ストレージ体から、ユーザに引き取られた物品と、前記物品を引き取った前記ユー
ザとの紐付け情報を受信する受信部と、
　受信した前記紐付け情報に基づいて、前記ユーザによる前記ストレージ体からの前記物
品の引き取りを記録する記録部と、を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項１６】
　物品収容のためのストレージ体と、前記ストレージ体に接続する情報処理装置とを含む
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物品収容システムによる物品収容方法であって、
　前記ストレージ体が、ユーザに引き取られた物品と、前記物品を引き取った前記ユーザ
との紐付け情報を前記情報処理装置へ通知するステップと、
　前記情報処理装置が、前記紐付け情報に基づいて、前記ユーザによる前記ストレージ体
からの前記物品の引き取りを記録するステップと、を含むことを特徴とする物品収容方法
。
【請求項１７】
　物品収容のためのストレージ体に接続する情報処理装置に、
　前記ストレージ体から、ユーザに引き取られた物品と、前記物品を引き取った前記ユー
ザとの紐付け情報を受信する機能と、
　受信した前記紐付け情報に基づいて、前記ユーザによる前記ストレージ体からの前記物
品の引き取りを記録する機能と、を発揮させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品の収容を管理する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特定のユーザに商品や荷物などの物品を引き渡す場合、ユーザが店舗や取次所などの保
管先へ出向いて受け取るか、業者が物品を自宅や勤務先へ配達する方法がとられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１８／０４２６６８号
【特許文献２】特開２０１１－０２２７９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ユーザが保管先へ出向くことは労力が大きい。また、物品を自宅や勤務先へ配
達する方法も、業者への負担が大きい。
【０００５】
　本発明は、上記課題認識に基づいて完成された発明であり、その主たる目的は、簡単に
物品の引き渡しを行えるようにする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のある態様における物品収容システムは、物品収容のためのストレージ体と、ス
トレージ体に接続するサーバとを含む物品収容システムであって、サーバは、ユーザによ
る物品の照会に関するユーザインターフェースをユーザ端末に提供するインターフェース
提供部、を備え、ストレージ体は、ストレージ体内の物品をユーザへ引き渡すための動作
を行う動作部、を備える。
【０００７】
　本発明の別の態様における物品収容システムは、物品収容のためのストレージ体と、ス
トレージ体に接続する情報処理装置とを含む物品収容システムであって、ストレージ体は
、ユーザに引き取られた物品と、物品を引き取ったユーザとの紐付け情報を情報処理装置
へ通知する第１通知部、を備え、情報処理装置は、紐付け情報に基づいて、ユーザによる
ストレージ体からの物品の引き取りを記録する記録部、を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、物品の引き渡しを簡単に行えるようになる。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】ストレージ装置の構成図である。
【図２】ストレージ装置の撮影画像の例を示す図である。
【図３】ストレージ装置に含まれるコンピュータの機能ブロック図である。
【図４】ストレージ装置の動作過程を示すフローチャートである。
【図５】ストレージ装置の配置図である。
【図６】ネットワーク構成図である。
【図７】ストレージ内商品の事前購入方式を表す概要図である。
【図８】ユーザ端末の機能ブロック図である。
【図９】サーバの機能ブロック図である。
【図１０】ストレージ配置画面の例である。
【図１１】ストレージ確認画面の例である。
【図１２】商品購入画面の例である。
【図１３】ルートナビ画面の例である。
【図１４】ストレージ内商品リストのデータ構造図である。
【図１５】チケットテーブルのデータ構造図である。
【図１６】売上テーブルのデータ構造図である。
【図１７】店員端末の機能ブロック図である。
【図１８】店員がストレージ装置に商品を収納するときのシーケンス図である。
【図１９】ユーザ端末からサーバのサイトにアクセスしてユーザがストレージ装置にある
商品を購入するときのシーケンス図である。
【図２０】ユーザ端末からサーバのサイトにアクセスしてユーザがストレージ装置にある
商品を購入するときのシーケンス図である。
【図２１】ユーザがストレージ装置から購入した商品を取り出すときのシーケンス図であ
る。
【図２２】ストレージ内商品の予約購入方式を表す概要図である。
【図２３】ストレージ内商品の任意購入方式を表す概要図である。
【図２４】ストレージ装置の配置図である。
【図２５】店舗在庫商品の事前購入方式を表す概要図である。
【図２６】店舗端末の機能ブロック図である。
【図２７】ユーザ端末からサーバのサイトにアクセスしてユーザが店舗にある商品を購入
するときのシーケンス図である。
【図２８】店舗在庫商品の予約購入方式を表す概要図である。
【図２９】紙チケットによる先決済方式を表す概要図である。
【図３０】キャッシュレジスターの機能ブロック図である。
【図３１】レジでのやり取りに関するシーケンス図である。
【図３２】商品の取り出しに関するシーケンス図である。
【図３３】紙チケットによる後決済方式を表す概要図である。
【図３４】紙チケットの発行に関するシーケンス図である。
【図３５】商品の取り出しと決済に関するシーケンス図である。
【図３６】店舗商品の予約購入方式を表す概要図である。
【図３７】ユーザ端末からサーバのサイトにアクセスしてユーザが店舗にある商品（ホッ
トスナック）を予約するときのシーケンス図である。
【図３８】ユーザがストレージ装置から購入した商品を取り出すときのシーケンス図であ
る。
【図３９】店舗商品の事前購入方式を表す概要図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本実施形態では、商品の引き渡しにストレージ装置を用いる。ストレージ装置は、自動
販売機や冷蔵庫などと同じ程度の大きさなので、狭い場所にも設置できる。
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【００１１】
　図１は、ストレージ装置１００の構成図である。
　ストレージ装置１００は、開き戸式の扉１０２を備え、複数段の棚に商品１０４を収容
する。扉１０２の開閉状態は、開閉センサ１０６によって検知される。また、扉１０２は
、ロック機構１０８によってロックされる。棚に設置された商品１０４は、カメラ１１０
によって撮影される。撮影画像によって、収容されている商品１０４が識別される。スト
レージ装置１００は、温度調整装置１１２を備えており、内部の温度・湿度を調整するこ
とができる。さらに、ストレージ装置１００は、チケットリーダー１１４を備えている。
チケットリーダー１１４は、操作者によって提示された電子チケットを読み取る。電子チ
ケットは、ＱＲコード（登録商標）やバーコードのような図形コードや接触・非接触型Ｉ
Ｃカ－ド等である。以下では、電子チケットがＱＲコードであるものとして説明する。ス
トレージ装置１００は、ネットワークを介してサーバと接続しており、サーバと通信を行
う。また、ストレージ装置１００は、操作案内、警告メッセージや警告音を発するスピー
カー１１６を備えている。
【００１２】
　ストレージ装置１００は、ストレージ装置１００の使用を許可されている操作者に付与
されている電子チケットのリストを記憶しており、チケットリーダー１１４によって読み
取られた電子チケットがチケットリストに含まれるいずれかの電子チケットと一致した場
合に、ロックを解除して扉１０２を開けられるように制御する。電子チケットは、１回の
使用だけ許可するタイプのものと、何回でも繰り返し使用できるタイプのものがある。ま
た、ストレージ装置１００は、制御用のコンピュータ２００を有している。
　なお、カメラ１１０の種類、個数、位置、配置、付加機能等は適宜設定しうる。付加機
能として、精度向上等のためのセンサ（重量センサにより重さも加えた上で認識精度を向
上させる）も適宜採用しうる。また、カメラは静止画に限らず動画を撮影できるものも含
む。
【００１３】
　図２は、ストレージ装置１００の撮影画像の例を示す図である。
　商品１０４の表面には、商品バーコード１１８が印刷されたラベルが貼り付けられてい
る。撮影画像から商品バーコード１１８を読み取ることによって、収容されている商品１
０４を識別することができる。この例における商品１０４は、弁当、サンドイッチ、サラ
ダなどの総菜パックや飲み物であるものとする。ただし、これら以外の種類の商品１０４
であってもよい。
　なお、本実施形態では商品バーコード１１８により商品１０４を識別することを前提で
説明を進めるが、本発明において、商品バーコード１１８は必須ではなく、撮影画像から
商品１０４の形状等を直接読み取ることにより、収容されている商品１０４を識別するよ
うにしてもよい。
【００１４】
　図３は、ストレージ装置１００に含まれるコンピュータ２００の機能ブロック図である
。
　コンピュータ２００の各構成要素は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）および各種
コプロセッサなどの演算器、メモリやストレージといった記憶装置、それらを連結する有
線または無線の通信線を含むハードウェアと、記憶装置に格納され、演算器に処理命令を
供給するソフトウェアによって実現される。コンピュータプログラムは、デバイスドライ
バ、オペレーティングシステム、それらの上位層に位置する各種アプリケーションプログ
ラム、また、これらのプログラムに共通機能を提供するライブラリによって構成されても
よい。図示した各ブロックは、ハードウェア単位の構成ではなく、機能単位のブロックを
示している。後述するユーザ端末、サーバ、店員端末、店舗端末およびキャッシュレジス
ターについても同様である。
【００１５】
　コンピュータ２００は、ユーザインターフェース処理部２１０、データ処理部２４０、
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通信部２５０およびデータ格納部２８０を含む。ユーザインターフェース処理部２１０は
、チケットリーダー１１４やスピーカー１１６等を介したユーザインターフェース処理を
担当する。通信部２５０は、ネットワークを介した通信処理を担当する。データ格納部２
８０は各種データを格納する。データ処理部２４０は、通信部２５０により取得されたデ
ータおよびデータ格納部２８０に格納されているデータに基づいて各種処理を実行する。
データ処理部２４０は、ユーザインターフェース処理部２１０、通信部２５０およびデー
タ格納部２８０のインターフェースとしても機能する。
【００１６】
　ユーザインターフェース処理部２１０は、操作者による操作入力を受け付ける入力部２
２０と、操作者の情報提示を行う出力部２３０とを含む。
　入力部２２０は、チケットを読み取るチケット読取部２２２を含む。出力部２３０は、
スピーカー１１６から警告メッセージや警告音を出力させる警告出力部２３２を含む。な
お、ここでいう操作者とは、後述する例で商品を購入するユーザあるいはストレージ装置
１００を管理する店舗の店員に相当する。
【００１７】
　データ処理部２４０は、チケット認証部２４２、商品検出部２４４、ロック制御部２４
６、開閉検出部２４８およびチケットリスト管理部２５２を含む。チケット認証部２４２
は、読み取った電子チケットの認証を行う。商品検出部２４４は、扉１０２の開閉の間に
収納された商品１０４または取り出された商品１０４を検出する。具体的には、扉１０２
が閉じられた時点で増えている商品１０４が、収納された商品１０４であり、同じく減っ
ている商品１０４が取り出された商品１０４であると判断される。ロック制御部２４６は
、ロック機構１０８を制御する。開閉検出部２４８は、開閉センサ１０６を用いて、スト
レージ装置１００の扉１０２の開閉を検出する。チケットリスト管理部２５２は、チケッ
トリスト管理部は、チケットリストを管理する。
【００１８】
　通信部２５０は、データを送信する送信部２６０とデータを受信する受信部２７０を含
む。
　送信部２６０は、収納通知送信部２６２および取出通知送信部２６４を含む。収納通知
送信部２６２は、収納通知を送信する。収納通知については、図４に関連して後述する。
取出通知送信部２６４は、取出通知を送信する。取出通知については、図４に関連して後
述する。受信部２７０は、チケット受信部２７２および認否通知受信部２７４を含む。チ
ケット受信部２７２は、電子チケットを受信する。認否通知受信部２７４は、認否通知を
受信する。認否通知については、図４に関連して後述する。
【００１９】
　データ格納部２８０は、チケットリスト記憶部２８２を含む。チケットリスト記憶部２
８２は、チケットリストを記憶する。チケットリストには、サーバから受信した電子チケ
ットのデータが登録される。紙チケットを用いる変形例の場合には、ＱＲコードに変換さ
れるデータ（以下、「紙チケットのデータ」という）がチケットリストに登録される。
【００２０】
　図４は、ストレージ装置の動作過程を示すフローチャートである。
　チケット読取部２２２が、チケットリーダー１１４における電子チケットの読み取りを
検出すると（Ｓ１０）、チケット認証部２４２は、読み取ったチケットの認証を行う（Ｓ
１２）。チケットリーダー１１４によって読み取られた電子チケットがチケットリストに
含まれるいずれかの電子チケットと一致した場合には、認証が成功する。一方、読み取ら
れた電子チケットがチケットリストに含まれるいずれかの電子チケットとも一致しない場
合には、認証が失敗する。認証が失敗した場合には、以降の処理を行わない。認証が失敗
した場合に、警告出力部２３２が「このチケットは使えません。」のような警告メッセー
ジや警告音を出力してもよい。
【００２１】
　認証が成功すると、商品検出部２４４は、現時点で内部に収容されている商品１０４を
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検出する（Ｓ１４）。そして、ロック制御部２４６は、ロック機構１０８を制御して扉１
０２のロックを解除させる（Ｓ１６）。これにより、操作者がストレージ装置１００の扉
１０２を開けられるようになる。
【００２２】
　ストレージ装置１００の扉１０２が開けられると、開閉検出部２４８は、開閉センサ１
０６を用いて扉オープンを検出する（Ｓ１８）。商品１０４を購入するユーザであれば、
棚から商品１０４を取り出す。商品１０４を設置するために訪れた店員であれば、棚へ商
品１０４を収納する。そして、操作者がストレージ装置１００の扉１０２を閉じると、開
閉検出部２４８は、開閉センサ１０６を用いて扉クローズを検出する（Ｓ２０）。
【００２３】
　商品検出部２４４は、ストレージ装置１００の扉１０２が閉じられた時点で内部に収容
されている商品１０４を検出する。そして、商品検出部２４４は、Ｓ１４で検出された商
品１０４との差分を割り出す。棚から商品１０４が取り出された場合には、商品検出部２
４４は、減った商品１０４が取り出された商品１０４であると判断する。棚へ商品１０４
が収納された場合には、商品検出部２４４は、増えた商品１０４が収納された商品１０４
であると判断する（Ｓ２２）。
【００２４】
　商品１０４が取り出された場合には、取出通知送信部２６４は、取出通知をサーバ４０
０へ送信する。取出通知には、取り出された商品１０４の商品バーコード１１８のデータ
と、使用された電子チケットが含まれる。商品１０４が収納された場合には、収納通知送
信部２６２は、収納通知をサーバ４００へ送信する（Ｓ２４）。収納通知には、収納され
た商品１０４の商品バーコード１１８のデータと、使用された電子チケットが含まれる。
【００２５】
　サーバ４００が、ストレージ装置１００から取出通知あるいは収納通知を受信すると、
電子チケットで特定される操作者との関係で、取り出された商品１０４あるいは収納され
た商品１０４が正当であるか否かを判断する。正当である場合には、承認を示す通知をス
トレージ装置１００へ送る。正当でない場合には、否認を示す通知をストレージ装置１０
０へ送る。たとえば、店員が予定外の商品１０４を収納した場合には、否認を示す通知が
送られる。あるいは、ユーザが購入していない商品１０４を取り出した場合には、否認を
示す通知が送られる。承認または否認を示す通知を、認否通知という。
【００２６】
　ストレージ装置１００の認否通知受信部２７４は、サーバ４００から認否通知を受信す
る（Ｓ２６）。認否通知が否認を示している場合には、警告出力部２３２は警告を出力す
る（Ｓ３０）。取り出された商品１０４が正当でない場合には、たとえば「誤った商品を
取り出しました。取り直してください。」という警告メッセージや警告音を発する。収納
された商品１０４が正当でない場合には、たとえば「正しい商品を入れていません。入れ
直してください。」という警告メッセージや警告音を発する。そして、Ｓ１８の処理に戻
る。
【００２７】
　一方、受信した認否通知が承認を示している場合には、ロック制御部２４６は、ロック
機構１０８による施錠を行う（Ｓ３２）。また、１回の使用だけ許可するタイプの電子チ
ケットが用いられた場合には、使用された電子チケットをチケットリストから消去する（
Ｓ３４）。
【００２８】
　以下では、オフィス街に勤務するユーザが、昼食時に弁当、サンドイッチ、サラダなど
の総菜パックや飲み物を購入する例を想定する。ただし、他の目的で他の商品１０４を購
入する場合にも、同様に運用することができる。前提となるストレージ装置の配置例につ
いて説明する。
【００２９】
　図５は、ストレージ装置の配置図である。
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　ユーザ１２２が勤務するオフィスがあるオフィスビルＡの４階にストレージ装置１００
ａが設置され、同じく１階にストレージ装置１００ｂが設置されている。また、オフィス
ビルＡの隣のオフィスビルＢの３階にストレージ装置１００ｃが設置され、同じく１階に
ストレージ装置１００ｄが設置されている。
【００３０】
　さらにオフィスビルＢの隣のオフィスビルＣの１階には、店舗がある。この店舗は、弁
当、サンドイッチ、サラダなどの総菜パックや飲み物などを売っている。ストレージ装置
１００ａ～１００ｄは、この店舗によって管理されている。つまり、ストレージ装置１０
０ａ～１００ｄに収容される商品１０４は、この店舗によって供給される。店舗内の売り
場の他に、ストレージ装置１００ａ～１００ｄにおいても商品１０４を売れるので、店舗
としての売上アップが見込まれる。また、商品１０４の売れ残りの解消も期待できる。
【００３１】
　店舗では、近隣の需要者を対象として、弁当、サンドイッチ、サラダなどの総菜パック
や飲み物をストレージ装置１００ａ～１００ｄにおいて提供し、需要者はこれらを購入す
る。ストレージ装置１００ａ～１００ｄに分散的に配置された商品を引き渡すことによっ
て、店舗における混雑を解消し、購入を円滑に行えるようにする。なお、店舗の店員１２
０が、ストレージ装置１００ａ～１００ｄを巡回して商品１０４を補充する。以下では、
店員１２０がストレージ装置１００ａ～１００ｄに商品１０４を収納し、ユーザ１２２が
ストレージ装置１００ａ～１００ｄに収容されている商品１０４を購入することを想定す
る。
【００３２】
　この例では、一軒の店舗のみ示しているが、複数の店舗が同様にストレージ装置１００
を担当してもよい。店舗は、コンビニエンスストアやファミリーレストランなどのチェー
ン店でもよいし、デパートやスーパーマーケットあるいは商店街の組合に属する組合員の
商店、物流センターや配送センターなどでもよい。
　なお、店舗自体をなくしてメーカー直送等でもよい。
【００３３】
　図６は、ネットワーク構成図である。
　ストレージ装置１００ａ～１００ｄは、ネットワーク（たとえば、インターネットや専
用線）を介してサーバ４００と接続している。また、ユーザ１２２が使用するユーザ端末
３００ａ～３００ｃ（たとえば、スマートフォン、モバイル端末やパーソナルコンピュー
タ）は、インターネットを介してサーバ４００に接続することができる。ユーザ端末３０
０ａ～３００ｃ等をまとめて言うときや特に区別しないときには「ユーザ端末３００」と
総称する。
【００３４】
　サーバ４００は、ネットワーク（たとえば、インターネットや専用線）を介して店舗の
情報システム（以下、「店舗システム」という）と接続している。店舗システム５００は
、店員端末６００（たとえば、スマートフォン、モバイル端末やパーソナルコンピュータ
）、店舗端末７００、キャッシュレジスター８００およびストレージ装置１００ｅを含む
。また、キャッシュレジスター８００とストレージ装置１００ｅは、たとえばＬＡＮ（Lo
cal Area Network）を介して店舗端末７００に接続している。キャッシュレジスター８０
０とストレージ装置１００ｅについては、後述する変形例において用いられる。
【００３５】
　サーバ４００のサイトでは、店舗、ストレージ装置１００や商品１０４に関する情報を
提供する。ユーザ端末３００は、サーバ４００へアクセスして種々のデータをダウンロー
ドして画面を表示したり、ユーザ操作によって入力された種々のデータをサーバ４００へ
アップロードしたりするアプリケーションプログラムを有している。つまり、ユーザ端末
３００が有するアプリケーションプログラムでユーザ端末３００の動作を制御するネイテ
ィブアプリの方式を想定している。ただし、Ｗｅｂページに含まれるスクリプトでユーザ
端末３００の動作を制御するＷｅｂアプリの方式を採用してもよい。Ｗｅｂアプリの方式
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では、ユーザ端末３００は、ブラウザにおいてＷｅｂページに含まれるスクリプトを実行
することによって、ネイティブアプリの場合と同様の処理を行う。
【００３６】
　本実施形態では、ユーザ１２２がユーザ端末３００ａを用いてストレージ装置１００ａ
～ｄに収容されている商品１０４をチェックし、Ｗｅｂ上で気に入った商品１０４を購入
する。そして、後にストレージ装置１００ａ～１００ｄのところへ行って、購入した商品
１０４を受け取る。この取引態様を「ストレージ内商品の事前購入方式」という。
【００３７】
　本実施形態で用いられる電子チケットは、商品１０４を購入したユーザ１２２に対して
発行される。ユーザ端末３００ａのアプリケーションプログラムによって、サーバ４００
から受信した電子チケットが保存され、電子チケットをＱＲコードとしてディスプレイに
表示させる機能が実現される。
【００３８】
　図７は、ストレージ内商品の事前購入方式を表す概要図である。
　この例では、昼休憩前の１１時３０分に店員１２０がストレージ装置１００ａに商品１
０４を収納する。この例における商品１０４は、弁当などである。収納される商品１０４
は、店舗側が選んだものである。収納された商品１０４の情報は、サーバ４００に通知さ
れ、サーバ４００のサイトで開示される。これにより、ユーザ端末３００がサーバ４００
のサイトにアクセスして、ストレージ装置１００ａに収容されている商品１０４をリアル
タイムで閲覧することができる。
【００３９】
　その後、１１時４０分にユーザ１２２が、ユーザ端末３００でストレージ装置１００ａ
内の商品１０４を閲覧し、気に入った商品１０４を選んで購入する。この時点で取引が成
立し、サーバ４００では売上を計上する。そして、購入された商品１０４は、ユーザ１２
２が所有することになる。ただし、この商品１０４は、まだストレージ装置１００ａの中
に収容されたままである。また、ユーザ１２２が商品１０４を購入すると、サーバ４００
はユーザ端末３００へ電子チケットを送信する。ユーザ端末３００は、受信した電子チケ
ットを記憶しておく。
【００４０】
　昼休憩の１２時１０分に、ユーザ１２２が、ユーザ端末３００を携帯してストレージ装
置１００ａの設置場所へ移動する。ユーザ１２２は、ユーザ端末３００を操作して、電子
チケットのＱＲコードを表示させ、そのＱＲコードをストレージ装置１００ａのチケット
リーダー１１４にかざす。チケットリーダー１１４が電子チケットのＱＲコードを読み取
ると、扉１０２のロックが解除される。そして、ユーザ１２２はストレージ装置１００ａ
の扉１０２を開けて、自ら購入した商品１０４を取り出す。ユーザ１２２がストレージ装
置１００ａの扉１０２を閉じると、扉１０２はロックされる。ユーザ１２２が購入してい
ない商品１０４を取り出したときには警告が発せられ、ユーザ１２２は商品１０４を取り
直す。この例における電子チケットは１回に限り有効であるので、購入した商品１０４を
取り出した時点でチケットリストから消去される。つまり、同じ電子チケットを使って、
ユーザ１２２がもう一度ストレージ装置１００ａの扉１０２を開けることはできない。な
お、支払いについては、前払いあるいは後払いの電子決済や現金決済などの従来方法でよ
い。以下、この方式における処理について詳述する。
【００４１】
　図８は、ユーザ端末３００の機能ブロック図である。
　ユーザ端末３００は、ユーザインターフェース処理部３１０、データ処理部３４０、通
信部３５０およびデータ格納部３８０を含む。ユーザインターフェース処理部３１０は、
タッチパネルなどを介してユーザからの操作を受け付けるほか、画像表示や音声出力など
、ユーザインターフェース処理を担当する。通信部３５０は、ネットワークを介した通信
処理を担当する。データ格納部３８０は各種データを格納する。データ処理部３４０は、
通信部３５０により取得されたデータおよびデータ格納部３８０に格納されているデータ
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に基づいて各種処理を実行する。データ処理部３４０は、ユーザインターフェース処理部
３１０、通信部３５０およびデータ格納部３８０のインターフェースとしても機能する。
【００４２】
　ユーザインターフェース処理部３１０は、ユーザによる操作入力を受け付ける入力部３
２０と、ユーザに情報提示を行う出力部３３０とを含む。入力部３２０は、ユーザ操作を
受け付ける操作受付部３２２を含む。出力部３３０は、チケット出力部３３２および画像
出力部３３４を含む。チケット出力部３３２は、電子チケットをＱＲコードで表示する。
画像出力部３３４は、各種画面を表示する。
【００４３】
　データ処理部３４０は、ユーザ端末３００の現在位置を検出する位置検出部３４２を含
む。位置検出部３４２は、たとえばサーバ４００から現在位置を要求されたときに動作す
る。
【００４４】
　通信部３５０は、データを送信する送信部３６０とデータを受信する受信部３７０を含
む。
　送信部３６０は、要求送信部３６２、位置送信部３６４およびアカウント情報送信部３
６６を含む。要求送信部３６２は、各種の要求を送信する。位置送信部３６４は、ユーザ
端末３００の現在位置を送信する。アカウント情報送信部３６６は、アカウント情報を送
信する。
【００４５】
　受信部３７０は、画面データ受信部３７２およびチケット受信部３７４を含む。画面デ
ータ受信部３７２は、各種画面のデータを受信する。チケット受信部３７４は、電子チケ
ットを受信する。
【００４６】
　データ格納部３８０は、サーバ４００から付与された電子チケットを記憶するチケット
記憶部３８２およびアカウント情報を記憶するアカウント情報記憶部３８４を含む。
【００４７】
　図９は、サーバ４００の機能ブロック図である。
　サーバ４００は、データ処理部４４０、通信部４５０およびデータ格納部４８０を含む
。通信部４５０は、ネットワークを介した通信処理を担当する。データ格納部４８０は各
種データを格納する。データ処理部４４０は、通信部４５０により取得されたデータおよ
びデータ格納部４８０に格納されているデータに基づいて各種処理を実行する。データ処
理部４４０は、通信部４５０およびデータ格納部４８０のインターフェースとしても機能
する。
【００４８】
　データ処理部４４０は、商品リスト管理部４４２、ユーザ認証部４４３、画面データ生
成部４４４、ストレージ選択部４４５、チケット生成部４４６、取引管理部４４８および
商品検証部４４９を含む。
　商品リスト管理部４４２は、ストレージ装置１００で収容している商品１０４のリスト
（以下、「ストレージ内商品リスト」という）を管理する。ユーザ認証部４４３は、ユー
ザ端末３００からアクセスを受け付けたときに、ユーザ認証処理を行う。ユーザ認証処理
で、不正なアクセスを排除するとともに、正当なアクセスにおいてユーザＩＤを特定する
。ユーザ認証処理は、従来技術でよい。画面データ生成部４４４は、ユーザ端末３００に
おいて表示される各種画面のデータを生成する。ストレージ選択部４４５は、ストレージ
装置１００を選択する。チケット生成部４４６は、電子チケットを生成する。なお、チケ
ット生成部４４６は、後述する変形例で紙チケットのデータを生成することもある。取引
管理部４４８は、商品１０４の売上や予約などの取引を管理する。商品検証部４４９は、
ストレージ装置１００から取り出された商品１０４あるいはストレージ装置１００へ収納
された商品１０４が正当であるか否かを判断する。
【００４９】
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　通信部４５０は、データを送信する送信部４６０とデータを受信する受信部４７０を含
む。
　送信部４６０は、画面データ送信部４６２、チケット送信部４６４、認否通知送信部４
６６、取置指示送信部４６８および予約通知送信部４５２を含む。
　画面データ送信部４６２は、ユーザ端末３００において表示される各種画面のデータを
送信する。チケット送信部４６４は、電子チケットを送信する。認否通知送信部４６６は
、認否通知を送信する。取置指示送信部４６８については、後述する変形例４において説
明する。予約通知送信部４５２については、後述する変形例８において説明する。
【００５０】
　受信部４７０は、収納通知受信部４７２、要求受信部４７４、取出通知受信部４７６、
位置受信部４７８およびアカウント情報受信部４７９を含む。
　収納通知受信部４７２は、収納通知を受信する。要求受信部４７４は、各種要求を受信
する。取出通知受信部４７６は、取出通知を受信する。位置受信部４７８は、ユーザ端末
３００の現在位置を受信する。アカウント情報受信部４７９は、アカウント情報を受信す
る。
【００５１】
　データ格納部４８０は、店舗テーブル記憶部４８１、商品マスタテーブル記憶部４８２
、ストレージテーブル記憶部４８３、ストレージ内商品リスト記憶部４８４、ユーザテー
ブル記憶部４８５、チケットテーブル記憶部４８６、売上テーブル記憶部４８８および予
約テーブル記憶部４９０を含む。
【００５２】
　店舗テーブル記憶部４８１は、店舗テーブルを記憶する。店舗テーブルは、店舗毎のレ
コードを有する。レコードには、店舗ＩＤ、店舗名および店舗位置などが格納されている
。店舗ＩＤは、情報処理のために用いられる店舗の識別子であって、外部に公開しなくて
もよい。店舗名は、たとえば「中央駅前店」などである。店舗位置は、住所、ビル名と階
数、緯度経度などを含む。
【００５３】
　商品マスタテーブル記憶部４８２は、商品マスタテーブルを記憶する。商品マスタテー
ブルは、ストレージ装置１００で取り扱う商品１０４毎のレコードを有する。レコードに
は、商品ＩＤ、商品の種類、商品名、商品バーコード１１８のデータ、価格および写真デ
ータなどが格納されている。商品ＩＤは、情報処理のために用いられる商品１０４の識別
子であって、外部に公開しなくてもよい。商品の種類とは、たとえば弁当、サラダや飲み
物などである。商品名は、たとえば「天ぷら弁当」や「すき焼き弁当」などである。写真
のデータは、ユーザ端末３００において表示される商品購入画面に商品１０４の外観を含
めるために用いられる。商品購入画面については、図１２に関連して後述する。
【００５４】
　ストレージテーブル記憶部４８３は、ストレージテーブルを記憶する。ストレージテー
ブルは、ストレージ装置１００毎のレコードを有する。レコードには、ストレージＩＤ、
ストレージ名、設置場所、管理店舗ＩＤおよびフロア見取り図などが格納されている。ス
トレージＩＤは、情報処理のために用いられるストレージ装置１００の識別子であって、
外部に公開しなくてもよい。ストレージ名は、たとえば「ビルＡ－Ｆ４」や「ビルＡ－Ｆ
１」などである。設置場所は、住所、ビル名と階数、緯度経度などを含む。管理店舗ＩＤ
は、ストレージ装置１００を管理する店舗の店舗ＩＤである。フロア見取り図は、ユーザ
端末３００において表示されるストレージ確認画面に含められる。フロア見取り図につい
ては、図１１に関連して後述する。
【００５５】
　ストレージ内商品リスト記憶部４８４は、ストレージ内商品リストを記憶する。ストレ
ージ内商品リストについては、図１４に関連して後述する。
【００５６】
　ユーザテーブル記憶部４８５は、ユーザテーブルを記憶する。ユーザテーブルは、事前
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登録されたユーザ、つまり会員毎のレコードを有する。レコードには、ユーザＩＤ、ユー
ザ名、アカウント情報、勤務地近くのストレージ装置１００のストレージ装置ＩＤ、自宅
近くのストレージ装置１００のストレージ装置ＩＤおよび電子決済手段の情報などが格納
されている。勤務地近くのストレージ装置１００は、在勤を想定した商品紹介の対象とな
る。自宅近くのストレージ装置１００は、在宅を想定した商品紹介の対象となる。なお、
在勤を想定する条件は、時間帯でもよいし、ユーザ端末３００の現在位置でもよい。同じ
く在宅を想定する条件は、時間帯で判断してもよいし、現在位置で判断してもよい。勤務
地近くのストレージ装置１００および自宅近くのストレージ装置１００は、ユーザが操作
して登録することができる。これらのストレージ装置１００の登録については、図１０に
関連して後述する。
【００５７】
　チケットテーブル記憶部４８６は、チケットテーブルを記憶する。チケットテーブルに
ついては、図１５に関連して後述する。
【００５８】
　売上テーブル記憶部４８８は、売上テーブルを記憶する。売上テーブルについては、図
１６に関連して後述する。
【００５９】
　予約テーブル記憶部４９０は、予約テーブルを記憶する。予約テーブルについては、後
述する変形例１において説明する。
【００６０】
　図１０は、ストレージ配置画面の例である。
　ユーザ端末３００からサーバ４００にアクセスすると、ストレージ配置画面が表示され
る。この例は、在勤を想定している。現在位置（図中の黒丸）の近くのストレージ装置１
００の設置場所が地図上に表示される。特に、勤務地近くのストレージ装置１００として
登録されているストレージ装置１００は、強調表示される。そして、これらのストレージ
装置１００が商品紹介の対象となる。勤務地近くのストレージ装置１００は、デフォルト
として勤務地から所定の範囲内のものが設定されてもよい。ストレージ確認ボタンがタッ
チされると、ストレージ確認画面（図１１）が表示される。商品メニューボタンがタッチ
されると、商品購入画面（図１２）が表示される。
【００６１】
　図１１は、ストレージ確認画面の例である。
　ストレージ確認画面には、フロア見取り図が表示される。フロア見取り図には、フロア
内のストレージ装置１００の位置が示されている。フロア見取り図は、ストレージ装置１
００が設置されている建屋または敷地内の位置を表示するデータの例である。この例では
、勤務地近くのストレージ装置１００として登録されているので、登録ボタンにパターン
が付されている。ユーザが、解除ボタンをタッチすると、このストレージ装置１００の登
録は解除される。反対に、勤務地近くのストレージ装置１００として登録されていない場
合には、解除ボタンにパターンが付され、登録ボタンをタッチすると、このストレージ装
置１００が登録される。
【００６２】
　図１２は、商品購入画面の例である。
　この例における商品購入画面は、商品紹介の対象となっているストレージ装置１００に
おいて購入可能な商品１０４が表示される。図１２の商品購入画面は、ユーザ端末３００
に表示される。購入可能な商品１０４のうち、たとえば弁当が選び出されて、その商品名
、価格、写真およびストレージ装置名が表示される。さらに、商品１０４に対応して購入
を申し込むための購入ボタンも表示される。たとえば「天ぷら弁当」の購入ボタンをユー
ザ１２２がタッチすると、ユーザ１２２がストレージ装置１００ａに収容されている「天
ぷら弁当」を購入したことになる。購入済みの商品１０４については、商品購入画面に表
示されない。この例で当初から「天ぷら弁当」が１個しか無ければ、ユーザ１２２の購入
後に「天ぷら弁当」は商品購入画面に表示されなくなる。
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【００６３】
　サラダボタンや飲み物ボタンのように他の商品１０４の種類を示すボタンをタッチする
と、その種類の商品１０４の一覧に切り替わる。
【００６４】
　おすすめボタンにタッチすると、推奨される商品１０４の組み合わせが表示される。た
とえば、「てんぷら弁当」と「大根サラダ」と「緑茶」の組み合わせが表示される。推奨
される商品１０４の組み合わせは、サーバ４００において記憶されている。推奨される商
品１０４の組み合わせの設定は、サーバ４００の運営者が行ってもよいし、店舗の管理者
が行ってもよい。時刻に応じて商品１０４の組み合わせを決めてもよい。推奨される組み
合わせの商品１０４の全体カロリーと、その全体カロリーに応じて運動によって消費すべ
きカロリーを表示してもよい。また、消費すべきカロリーに基づいて、歩くべき距離や登
るべき階段数を算出して表示してもよい。
【００６５】
　定番ボタンにタッチすると、購入回数が多い商品１０４の一覧に切り替わる。ユーザ個
人の購入履歴に基づいて商品１０４を決めてもよいし、ユーザ属性（たとえば、性別や年
齢など）が共通するユーザ層における購入履歴に基づいて商品１０４を決めてもよい。ま
た、すべてのユーザにおける購入履歴に基づいて商品１０４を決めてもよい。その他、無
人店舗での購入履歴などを参考にしてもよい。
【００６６】
　値引きボタンにタッチすると、値引きされている商品１０４の一覧が表示される。サー
バ４００は、消費期限に応じて自動的に値引きを設定してもよい。売れ残り数に応じて自
動的に値引きを設定してもよい。ストレージ装置１００の近くにいるユーザに優先的に値
引きを行ってもよい。ユーザの消費額に応じて値引きを設定してもよい。
【００６７】
　ユーザが、確定ボタンにタッチすると、商品購入画面が閉じられてルートナビ画面が表
示される。
【００６８】
　図１３は、ルートナビ画面の例である。
　ルートナビ画面には、ユーザ購入した商品が収容されているストレージ装置１００をつ
なぐ順路が示される。順路の決め方は、限定されない。最短距離の順路を示してもよい。
あるいは、基準の距離以上となる順路を示して、運動を促進するようにしてもよい。また
事前購入あるいは事前予約した商品が当該ストレージ装置１００で品切れになった場合や
より近いストレージ装置１００に納品された場合などに順路を再計算して表示してもよい
。
【００６９】
　図１４は、ストレージ内商品リストのデータ構造図である。
　ストレージ内商品リストは、各ストレージ装置１００に収容されている商品を把握する
ために用いられる。ストレージ内商品リストは、ストレージ装置１００毎に設けられる。
ストレージ内商品リストでは、そのストレージ装置１００に収容されている各商品の商品
ＩＤと購入状況を記憶している。購入状況は、未購入あるいは購入済みのいずれかを示す
。この例では、商品ＩＤがＬＢ０１、ＬＢ０２、ＬＢ０３およびＬＢ０４である４種の弁
当が、ストレージ装置ＩＤがＳＴ００１であるストレージ装置１００ａに収容されている
ことを示している。ＬＢ０１とＬＢ０２の商品１０４は、未購入であって現時点で購入可
能であることを示し、ＬＢ０３とＬＢ０４の商品１０４は、購入済みであって現時点で購
入不可であることを示している。
【００７０】
　図１５は、チケットテーブルのデータ構造図である。
　チケットテーブルは、サーバ４００が発行した電子チケットを管理するために用いられ
る。チケットテーブルは、サーバ４００が発行した電子チケット毎のレコードを有する。
レコードには、電子チケットＩＤ、電子チケットのデータおよびユーザＩＤなどが格納さ
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れる。電子チケットＩＤは、情報処理のために用いられる電子チケットの識別子であって
、外部に公開しなくてもよい。電子チケットのデータは、ＱＲコードの図形に変換される
一意なコード列である。ユーザＩＤは、この電子チケットが付与されたユーザを特定する
。電子チケットのデータに、ユーザＩＤを含めてもよいし、購入された商品１０４の商品
ＩＤや商品バーコードのデータを含めてもよい。電子チケットのデータは、電子チケット
ＩＤでもよい。
【００７１】
　図１６は、売上テーブルのデータ構造図である。
　販売取引によって成立した売上を管理するためのテーブルである。売上テーブルは、販
売取引毎のレコードを有する。レコードには、取引ＩＤ、商品ＩＤ、ユーザＩＤ、販売価
格、電子チケットＩＤ、ストレージ装置ＩＤおよび取出状況などが格納される。取引ＩＤ
は、販売取引毎に割り振られる。商品ＩＤは、販売した商品１０４を識別する。ユーザＩ
Ｄは、購入したユーザ１２２を特定する。電子チケットＩＤは、この販売で使用される電
子チケットを特定する。ストレージ装置ＩＤは、この販売で使用されるストレージ装置１
００を特定する。取出状況は、ストレージ装置１００から商品１０４がとりだされたか否
かの状況、つまり未取出あるいは取出済みを示す。
【００７２】
　図１７は、店員端末６００の機能ブロック図である。
　店員端末６００は、ユーザインターフェース処理部６１０、データ処理部６４０、通信
部６５０およびデータ格納部６８０を含む。ユーザインターフェース処理部６１０は、タ
ッチパネルなどを介して店員からの操作を受け付けるほか、画像表示や音声出力など、ユ
ーザインターフェース処理を担当する。通信部６５０は、ネットワークを介した通信処理
を担当する。データ格納部６８０は各種データを格納する。データ処理部６４０は、通信
部６５０により取得されたデータおよびデータ格納部６８０に格納されているデータに基
づいて各種処理を実行する。データ処理部６４０は、ユーザインターフェース処理部６１
０、通信部６５０およびデータ格納部６８０のインターフェースとしても機能する。
【００７３】
　ユーザインターフェース処理部６１０は、店員による操作入力を受け付ける入力部６２
０と、店員に情報提示を行う出力部６３０とを含む。入力部６２０は、店員による操作を
受け付ける操作受付部６２２を含む。
　出力部６３０は、チケット出力部６３２および取置リスト出力部６３４を含む。チケッ
ト出力部６３２は、店員チケットをＱＲコードとしてディスプレイに表示する。店員１２
０には、業務としてストレージ装置１００の扉１０２を開けるための店員チケットが付与
されている。店員チケットは、ユーザ１２２に付与される電子チケットと同様に店員端末
６００においてＱＲコードとして表示される。店員チケットは、何回でも繰り返し使用で
きるタイプのチケットである。取置リスト出力部６３４については、後述する変形例４に
おいて説明する。
【００７４】
　通信部６５０は、データを送信する送信部６６０とデータを受信する受信部６７０を含
む。送信部６６０は、店舗端末６００に取置リストを要求する取置リスト要求部６６２を
含む。受信部６７０は、取置リスト受信部６７２を含む。取置リスト要求部６６２と取置
リスト受信部６７２については、後述する変形例４において説明する。
【００７５】
　データ格納部６８０は、チケット記憶部６８２と取置リスト記憶部６８４を含む。チケ
ット記憶部６８２は、店員チケットを記憶している。取置リスト記憶部６８４については
、後述する変形例４において説明する。
【００７６】
　図１８は、店員１２０がストレージ装置１００ａに商品１０４を収納するときのシーケ
ンス図である。
　店員１２０が、店舗から持ち出した商品をストレージ装置１００ａに収納しようとする
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とき、店員端末６００を操作して電子チケットを表示させ、そのＱＲコードをストレージ
装置１００ａのチケットリーダー１１４にかざす（Ｓ４０）。
【００７７】
　ストレージ装置１００ａの基本動作については、図４で説明したとおりである。ここで
は、基本動作のうち一部の処理についてのみ説明する。
【００７８】
　ストレージ装置１００ａのチケット読取部２２２によって得られた店員チケットに関し
て認証が成功して（Ｓ４２）、店員１２０が商品１０４の収納を終えると、収納通知送信
部２６２は、収納通知をサーバ４００へ送信する（Ｓ４４）。収納通知には、収納された
商品１０４の商品バーコード１１８のデータと、使用された店員チケットが含まれる。
【００７９】
　サーバ４００の収納通知受信部４７２が収納通知を受信すると、商品リスト管理部４４
２は、収納された商品１０４の商品バーコード１１８に対応する商品ＩＤをストレージ内
商品リストに追加する（Ｓ４６）。対応する購入状況には、未購入が設定される。そして
、認否通知送信部４６６は、承認を示す通知をストレージ装置１００ａへ送信する。
【００８０】
　図１９と図２０は、ユーザ端末３００ａからサーバ４００のサイトにアクセスしてユー
ザ１２２がストレージ装置１００ａにある商品１０４を購入するときのシーケンス図であ
る。
　ユーザ端末３００ａのアプリケーションプログラムが起動されると、アカウント情報送
信部３６６が、アカウント情報記憶部３８４に記憶されているアカウント情報をサーバ４
００へ送信する（Ｓ３００）。
【００８１】
　サーバ４００のアカウント情報受信部４７９がアカウント情報を受信すると、ユーザ認
証部４４３は、ユーザ認証を行う（Ｓ３０２）。ユーザ認証が成功すると、ストレージ選
択部４４５は、表示するストレージ装置１００を選択する（Ｓ３０４）。具体的には、勤
務地近くのストレージ装置１００として登録されているものを選択する。あるいは、ユー
ザ端末３００ａの現在地を取得して、ユーザ端末３００ａと一定距離内にあるストレージ
装置１００を抽出してもよい。
【００８２】
　サーバ４００の画面データ生成部４４４は、ストレージテーブルを参照して、ストレー
ジ配置画面を生成する（Ｓ３０６）。画面データ送信部４６２は、ストレージ配置画面の
データをユーザ端末３００ａへ送信する（Ｓ３０８）。
【００８３】
　ユーザ端末３００ａの画面データ受信部３７２がストレージ配置画面のデータを受信す
ると、画像出力部３３４は、ストレージ配置画面を表示する（Ｓ３１０）。操作受付部３
２２がストレージ確認ボタンのタッチを受け付けると（Ｓ３１２）。要求送信部３６２が
、ストレージ確認要求をサーバ４００へ送信する。
【００８４】
　サーバ４００の要求受信部４７４がストレージ確認要求を受信すると、画面データ生成
部４４４は、ストレージテーブルを参照して、ストレージ確認画面を生成する（Ｓ３１４
）。画面データ送信部４６２は、ストレージ確認画面のデータをユーザ端末３００ａへ送
信する（Ｓ３１６）。
【００８５】
　画面データ受信部３７２がストレージ確認画面のデータを受信すると、画像出力部３３
４は、ストレージ確認画面を表示する（Ｓ３１８）。操作受付部３２２は、閉じるボタン
のタッチを受け付けると（Ｓ３２０）、ストレージ確認画面が閉じられ、ストレージ配置
画面が再表示される。
【００８６】
　操作受付部３２２がストレージ配置画面の商品メニューボタンのタッチを受け付けると
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、要求送信部３６２は、商品メニュー要求をサーバ４００へ送信する。（Ｓ３２２）。
【００８７】
　図２０に移る。サーバ４００の要求受信部４７４が商品メニュー要求を受信すると、画
面データ生成部４４４は、選択されているストレージ装置１００のストレージ内商品リス
トに基づいて商品購入画面を生成する（Ｓ５０）。そして、画面データ送信部４６２は、
生成した商品購入画面のデータをユーザ端末３００ａへ送信する（Ｓ５２）。
【００８８】
　ユーザ端末３００の画面データ受信部３７２が商品購入画面のデータを受信すると、画
像出力部３３４は、商品購入画面を表示する。商品購入画面でユーザ１２２が商品１０４
を選んで購入ボタンをタッチすると、操作受付部３２２は、購入ボタンのタッチを受け付
けて、購入対象の商品１０４に相当する商品ＩＤとストレージ装置ＩＤを特定する（Ｓ５
４）。要求送信部３６２は、この商品ＩＤとストレージ装置ＩＤを含む購入要求をサーバ
４００へ送信する。事前購入した後に商品１０４が引き取られるので、購入要求は、商品
１０４の引き取り要求の意味もある。
【００８９】
　サーバ４００の要求受信部４７４が購入要求を受信すると、チケット生成部４４６は、
商品１０４を購入したユーザ１２２用の電子チケットを生成する（Ｓ５６）。一つの電子
チケットは一人のユーザ１２２に対して発行され、異なるユーザ１２２に同じ電子チケッ
トが発行されることはない。一人のユーザ１２２に繰り返し発行される電子チケットは、
その都度異なってもよいし、共通であってもよい。会員認証コードのように同じ電子チケ
ットを使いまわす場合には、電子チケット自体を送らずに、ユーザ端末３００で保持して
いる電子チケットを有効にさせる指示だけを送るようにしてもよい。チケット生成部４４
６は、チケットテーブル記憶部４８６に新たな電子チケットのレコードを追加する。そし
て、チケット送信部４６４は、電子チケットをストレージ装置１００ａとユーザ端末３０
０へ送信する（Ｓ５８）。
【００９０】
　ストレージ装置１００ａのチケット受信部２７２が電子チケットを受信すると、チケッ
トリスト管理部２５２は、受信した電子チケットをチケットリストに追加する（Ｓ６０）
。また、ユーザ端末３００のチケット受信部３７４が電子チケットを受信すると、チケッ
ト記憶部３８２に電子チケットを記憶する。
【００９１】
　Ｓ５８に続いて、サーバ４００の取引管理部４４８は、購入された商品の売上処理とし
て売上テーブルに新たなレコードを追加する（Ｓ６２）。商品リスト管理部４４２は、ス
トレージ装置１００ａのストレージ内商品リストのうち、購入された商品１０４の購入状
況を購入済に変更する（Ｓ６４）。取引管理部４４８は、売上処理とともに、決済処理を
行ってもよい。決済処理は、前払いあるいは後払いの電子決済や現金決済などの従来方法
でよい。後述する変形例についても、同様に売上処理とともに、決済処理を行ってもよい
。
【００９２】
　図２１は、ユーザ１２２がストレージ装置１００ａから購入した商品１０４を取り出す
ときのシーケンス図である。
　操作受付部３２２が、ＱＲコードの表示指示の操作を受け付けると、チケット出力部３
３２は、チケット記憶部３８２に記憶されている電子チケットをＱＲコードの図形に変換
してディスプレイに表示する（Ｓ７０）。ユーザ１２２が、表示されたＱＲコードをスト
レージ装置１００ａのチケットリーダー１１４にかざす。
【００９３】
　ストレージ装置１００ａのチケット読取部２２２が、このＱＲコード（電子チケット）
を読み取ると、チケット認証部２４２は、読み取った電子チケットの認証を行う（Ｓ７２
）。チケットリストに含まれる電子チケットのいずれかと一致すれば、認証が成功する。
チケットリストに含まれる電子チケットのいずれとも一致しなければ、認証が失敗する。
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この例では、図２０のＳ６０で記憶された電子チケットと一致するので、認証が成功する
。この後、ユーザ１２２が商品１０４を取り出して扉１０２を閉めると、取出通知送信部
２６４は、取出通知をサーバ４００へ送信する（Ｓ７４）。取出通知には、取り出された
商品１０４の商品バーコード１１８のデータと、使用された電子チケットが含まれる。
【００９４】
　サーバ４００の取出通知受信部４７６が取出通知を受信すると、商品検証部４４９は、
ストレージ装置１００から取り出された商品１０４が正当であるか否かを判断する（Ｓ７
５）。具体的には、商品検証部４４９は、商品マスタテーブルを参照して、商品バーコー
ド１１８に対応する商品ＩＤを特定する。この商品ＩＤは、ストレージ装置１００ａから
取り出された商品に相当する。次に、商品検証部４４９は、チケットテーブルを参照して
、電子チケットに対応するユーザＩＤを特定し、さらに売上テーブルを参照して、取出通
知の送信元に相当するストレージ装置ＩＤとユーザＩＤの組に対応する商品ＩＤを特定す
る。この商品ＩＤは、ストレージ装置１００ａでユーザ１２２が購入した商品に相当する
。両方の商品ＩＤが一致すれば、ユーザ１２２が購入した商品を取り出したことになるの
で検証が成功する。一方、両方の商品ＩＤが一致しなければ、ユーザが購入した商品以外
の商品を取り出したことになるので検証が失敗する。検証が失敗した場合には、認否通知
送信部４６６が否認を示す通知をストレージ装置１００ａへ送り、Ｓ７４の処理に戻る。
【００９５】
　一方、検証が成功した場合には、商品リスト管理部４４２は、ストレージ内商品リスト
において、ストレージ装置１００ａから取り出された商品に相当する商品ＩＤのレコード
を削除する（Ｓ７６）。さらに、取引管理部４４８は、売上テーブルにおいて、ユーザが
購入した商品に相当する商品ＩＤに対応する取出状況を取出済みに変更する（Ｓ７８）。
そして、認否通知送信部４６６は、承認を示す通知をストレージ装置１００ａへ送信する
（Ｓ８０）。
【００９６】
　ストレージ装置１００ａの認否通知受信部２７４が承認を示す通知を受信すると、チケ
ットリスト管理部２５２は、使用された電子チケットをチケットリストから削除する（Ｓ
８２）。
【００９７】
　取引管理部４４８は、売上テーブルにおける取出済みを確認してから決済処理を行うよ
うにしてもよい。
【００９８】
［変形例１］
　変形例１では、ユーザ端末３００から商品１０４の予約を行う。つまり、ユーザ１２２
がユーザ端末３００を操作してストレージ装置１００に収容されている商品１０４をチェ
ックし、Ｗｅｂ上で気に入った商品１０４を予約する。そして、後にストレージ装置１０
０のところへ行って、予約した商品１０４を取り出して購入する。この取引態様を「スト
レージ内商品の事前予約方式」という。変形例１における電子チケットは、商品１０４を
予約したユーザ１２２に対して発行される。
【００９９】
　図２２は、ストレージ内商品の予約購入方式を表す概要図である。
　図７の場合と同様に、昼休憩前の１１時３０分に店員１２０がストレージ装置１００ａ
に商品１０４を収納する。
【０１００】
　その後、１１時４０分にユーザ１２２が、ユーザ端末３００ａでストレージ装置１００
ａ内の商品１０４を閲覧し、気に入った商品１０４を選んで予約する。この時点で未だ取
引が成立していない。ユーザ１２２が商品１０４を予約すると、サーバ４００はユーザ端
末３００ａへ電子チケットを送信する。ユーザ端末３００は、受信した電子チケットを記
憶しておく。
【０１０１】
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　昼休憩の１２時１０分に、ユーザ１２２が、ユーザ端末３００ａを携帯してストレージ
装置１００ａの設置場所へ移動する。ユーザ１２２は、ユーザ端末３００ａを操作して、
電子チケットのＱＲコードを表示させ、そのＱＲコードをストレージ装置１００ａのチケ
ットリーダー１１４にかざすと、扉１０２のロックが解除される。ユーザ１２２がストレ
ージ装置１００ａの扉１０２を閉じると、扉１０２はロックされる。ユーザ１２２が予約
していない商品１０４を取り出したときには警告が発せられ、ユーザ１２２は商品１０４
を取り直す。ユーザ１２２が自ら予約した商品１０４を取り出すと、チケットリストから
電子チケットが消去される。この例における電子チケットは１回に限り有効であるものと
する。この時点で取引が成立し、サーバ４００では売上を計上する。
【０１０２】
　店員１２０がストレージ装置１００ａに商品１０４を収納するときのシーケンスについ
ては、図１８に示したとおりである。
【０１０３】
　変形例１の場合、ストレージ内商品リストでは、そのストレージ装置１００に収容され
ている各商品の商品ＩＤと予約状況を記憶する。予約状況は、未予約あるいは予約済みの
いずれかを示す。すでに予約されている商品は、重複予約されない。
【０１０４】
　変形例１の場合、商品購入画面に代えて、商品予約画面が用いられる。商品予約画面で
は、購入ボタンに代えて、予約ボタンが表示される。図２０のＳ５４で、操作受付部３２
２は、予約ボタンのタッチを受け付けて、予約対象の商品１０４に相当する商品ＩＤを特
定する。そして、要求送信部３６２は、この商品ＩＤとストレージ装置ＩＤを含む予約要
求をサーバ４００へ送信する。予約した後に商品１０４が引き取られるので、予約要求は
、商品１０４の引き取り要求の意味もある。
【０１０５】
　変形例１の場合、図２０のＳ６２で、購入商品の売上処理に代えて、サーバ４００の取
引管理部４４８が、予約テーブルへ新しい予約情報を追加する。
【０１０６】
　変形例１の場合、売上テーブルに加えて予約テーブルも用いる。予約テーブルは、購入
予約を管理するためのテーブルである。予約テーブルは、購入予約毎のレコードを有する
。レコードには、予約ＩＤ、商品ＩＤ、ユーザＩＤ、販売価格、電子チケットＩＤおよび
ストレージ装置ＩＤなどの予約情報が格納される。予約ＩＤは、購入予約毎に割り振られ
る。商品ＩＤは、予約された商品１０４を識別する。ユーザＩＤは、予約したユーザ１２
２を特定する。電子チケットＩＤは、予約された商品の受け渡しに使用される電子チケッ
トを特定する。ストレージ装置ＩＤは、予約された商品が収容されているストレージ装置
１００を特定する。
【０１０７】
　変形例１の場合、図２１のＳ７５で、サーバ４００の取出通知受信部４７６が取出通知
を受信すると、商品検証部４４９は、ストレージ装置１００から取り出された商品１０４
ａが正当であるか否かを判断する（Ｓ７５）。具体的には、商品検証部４４９は、商品マ
スタテーブルを参照して、商品バーコード１１８に対応する商品ＩＤを特定する。この商
品ＩＤは、ストレージ装置１００から取り出された商品に相当する。次に、商品検証部４
４９は、チケットテーブルを参照して、電子チケットに対応するユーザＩＤを特定し、さ
らに予約テーブルを参照して、取出通知の送信元に相当するストレージ装置ＩＤとユーザ
ＩＤの組に対応する商品ＩＤを特定する。この商品ＩＤは、ストレージ装置１００でユー
ザ１２２が予約した商品に相当する。両方の商品ＩＤが一致すれば、ユーザ１２２が予約
した商品を取り出したことになるので検証が成功する。一方、両方の商品ＩＤが一致しな
ければ、ユーザが予約した商品以外の商品を取り出したことになるので検証が失敗する。
検証が失敗した場合には、認否通知送信部４６６が否認を示す通知をストレージ装置１０
０へ送り、Ｓ７４の処理に戻る。
【０１０８】
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　変形例１の場合、図２１のＳ７８の後に、サーバ４００の取引管理部４４８は、購入さ
れた商品の売上処理として売上テーブルに新たなレコードを追加する。変形例１の場合は
、売上テーブルで取出状況を管理しなくてもよい。さらに、取引管理部４４８は、予約テ
ーブルにおける予約情報を消去する。
【０１０９】
［変形例２］
　変形例２では、ユーザ端末３００から商品１０４を閲覧するだけで、購入や予約を行わ
ない。つまり、ユーザ１２２がユーザ端末３００を操作して、ストレージ装置１００に気
に入る商品１０４があるかを確認する。ユーザ１２２がストレージ装置１００にあるいず
れかの商品１０４を購入しようと思った場合には、ユーザ端末３００から電子チケットの
発行を要求して、ストレージ装置１００を開くための電子チケットを取得する。変形例２
の場合には、早い者勝ちで、実際にストレージ装置１００から先に取り出した人が購入す
ることになる。したがって、ユーザ端末３００で閲覧した商品１０４を購入できないこと
もある。この取引態様を「ストレージ内商品の任意購入方式」という。
【０１１０】
　図２３は、ストレージ内商品の任意購入方式を表す概要図である。
　図７の場合と同様に、昼休憩前の１１時３０分に店員１２０がストレージ装置１００ａ
に商品１０４を収納する。
【０１１１】
　その後、１２時００分にユーザ１２２が、ユーザ端末３００でストレージ装置１００ａ
の商品１０４を閲覧してそれを購入しようとする場合には、電子チケットの発行を要求す
る。変形例２における電子チケットは、事前にストレージ装置１００ａ内の商品１０４を
閲覧したユーザ１２２に対して発行される。サーバ４００は、電子チケットの発行を要求
されると、ユーザ端末３００へ電子チケットを送信する。ユーザ端末３００は、受信した
電子チケットを記憶しておく。
【０１１２】
　１２時１０分に、ユーザ１２２がストレージ装置１００ａの設置場所へ到着すると、ユ
ーザ端末３００を操作して、電子チケットのＱＲコードを表示させ、そのＱＲコードをス
トレージ装置１００ａのチケットリーダー１１４にかざす。ユーザ１２２は、ロックが解
除された扉１０２を開けて、自由に買いたい商品１０４を取り出す。ストレージ装置１０
０ａに収容されている商品１０４は、すべて購入可能である。ユーザ１２２がストレージ
装置１００ａの扉１０２を閉じると、電子チケットはチケットリストから消去される。こ
の例における電子チケットは１回に限り有効であるものとする。ただし、扉１０２の２回
以上の開閉を許可するようにしてもよい。いずれかの扉１０２が取り出され、扉１０２が
閉じられた時点で取引が成立し、サーバ４００では売上を計上する。
【０１１３】
　店員１２０がストレージ装置１００ａに商品１０４を収納するときのシーケンスについ
ては、図１８に示したとおりである。
【０１１４】
　変形例２の場合、ストレージ内商品リストでは、そのストレージ装置１００に収容され
ている各商品の商品ＩＤを管理するが、購入状況や予約状況は管理しなくてもよい。
【０１１５】
　変形例２の場合、商品購入画面に代えて、商品閲覧画面が用いられる。商品閲覧画面で
は、一つのチケット発行ボタンが表示される。図２０のＳ５４で、操作受付部３２２は、
チケット発行ボタンのタッチを受け付けると、要求送信部３６２は、チケット要求をサー
バ４００へ送信する。ユーザ１２２は、電子チケットを取得することによって、その商品
１０４が収められているストレージ装置１００の使用が許可される。
【０１１６】
　変形例２の場合、図２０のＳ６２に示した商品の売上処理は行わない。また、Ｓ６４に
示したストレージ内商品リストにおける購入状況の更新も行わない。
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【０１１７】
　変形例２の場合、図２１のＳ７５で、商品検証部４４９は、いずれの場合もストレージ
装置１００から取り出された商品１０４は正当であると判断し、検証が成功する。
【０１１８】
　変形例２の場合、図２１のＳ７８の後に、サーバ４００の取引管理部４４８は、購入さ
れた商品の売上処理として売上テーブルに新たなレコードを追加する。変形例２の場合は
、売上テーブルで取出状況を管理しなくてもよい。
【０１１９】
［変形例３］
　変形例３では、ストレージ内商品の任意購入方式の変形として会員認証コードのように
同じ電子チケットを使いまわす。つまり、チケットの発行を省く。ユーザ１２２は、スト
レージ装置１００の商品１０４を閲覧せずに、直接ストレージ装置１００から商品１０４
を取り出してもよい。
【０１２０】
　変形例３の場合、サーバ４００は、そのユーザ１２２の電子チケットを、登録されてい
る勤務地近くのストレージ装置１００へ送付しておく。ストレージ装置１００は、送付さ
れた電子チケットをチケットリストで永続的に保持し、図２１のＳ８２に示した電子チケ
ットの削除を行わない。
【０１２１】
　また、電子チケットに代えて、カードや紙に印刷されたＱＲコードをチケットとして使
用してもよい。
【０１２２】
［変形例４］
　上述した例では、ストレージ装置１００に収容されている商品１０４を購入する例を示
した。つまり、ストレージ装置１００にない商品１０４は、購入できない。これに対して
、変形例４では、店舗から商品１０４を取り寄せるようにする。具体的には、ユーザ１２
２が店舗の在庫として購入可能な商品１０４の中から所望の商品１０４を選んで、所定の
ストレージ装置１００に配達してもらう。このように、店舗在庫の商品１０４を事前に購
入して、後からストレージ装置１００に配達してもらう取引態様を「店舗在庫商品の事前
購入方式」という。
【０１２３】
　上述したように昼食時に弁当を購入する場合にも変形例４を適用可能であるが、ここで
は、自宅近くのストレージ装置１００に商品１０４を配達してもらう例について説明する
。
【０１２４】
　図２４は、ストレージ装置１００の配置図である。
　オフィスビルＡから離れたマンションＰの５階にユーザ１２２の自宅がある。図示する
ように、マンションＰの１階から５階にストレージ装置１００ｐ～ｔが設置されている。
【０１２５】
　マンションＰの隣には店舗があり、この店舗は、弁当、サンドイッチ、サラダなどの総
菜パックや飲み物などを売っている。ストレージ装置１００ｐ～ｔは、この店舗によって
管理されている。つまり、ストレージ装置１００ｐ～ｔに収容される商品１０４は、この
店舗によって供給される。
【０１２６】
　店舗は、マンションＰの入居者を対象として、弁当、サンドイッチ、サラダなどの総菜
パックや飲み物を随時販売する。ユーザ１２２がユーザ端末３００を操作して店舗内の商
品１０４をチェックし、Ｗｅｂ上で気に入った商品１０４を注文する。店舗の店員１２０
は、ユーザ１２２によって注文された商品１０４を、そのユーザ１２２が使うストレージ
装置１００に配達する。入居者は、店舗に立ち寄らなくても商品１０４を購入できるので
、便利である。店舗内の売り場の他に、ストレージ装置１００ｐ～ｔにおいても商品１０
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４を売れるので、店舗としての売上アップが見込まれる。また、商品１０４の売れ残りの
解消も期待できる。
【０１２７】
　店舗は、ストレージ装置１００ｐ～ｔ以外にも近隣の複数のストレージ装置１００を管
理しており、店員は周期的にこれらのストレージ装置１００への配達をまとめて行うもの
とする。たとえば、１７時００分、１７時３０分、１８時００分、１８時３０分のように
３０分毎に配達に出る。注文を受けてから配達に出るまでの間に、注文された商品１０４
が売り切れると困るので、店員は商品１０４の取り置きを行う。
【０１２８】
　図２５は、店舗在庫商品の事前購入方式を表す概要図である。
　この例では、退社前の１７時４０分にユーザ１２２が、ユーザ端末３００ａで自宅近く
のストレージ装置１００ｐを管理する店舗内の商品１０４を閲覧し、気に入った商品１０
４を選んで購入する。この時点で取引が成立し、サーバ４００では売上を計上する。ユー
ザ１２２が商品１０４を購入すると、サーバ４００はユーザ端末３００ａへ電子チケット
を送信する。ユーザ端末３００ａは、受信した電子チケットを記憶しておく。ただし、こ
の段階で、商品１０４はまだ店舗にある。
【０１２９】
　購入された商品１０４の情報が店舗へ伝えられ、１７時４５分に、店員がその商品１０
４の取り置きを行う。
【０１３０】
　配達時刻の１８時００分になると、店員は取り置きした商品１０４の配達に向かう。１
８時０５分には、店員がマンションＰの５階に到着し、ストレージ装置１００ｐに商品１
０４を収納する。
【０１３１】
　１８時２０分にマンションＰに戻ったユーザ１２２は、ユーザ端末３００を操作して、
電子チケットのＱＲコードを表示させ、そのＱＲコードをストレージ装置１００ｐのチケ
ットリーダー１１４にかざす。そして、ロックが解除された扉１０２を開けて、自ら購入
した商品１０４を取り出す。この例における電子チケットは１回に限り有効であるので、
購入した商品１０４を取り出した時点でチケットリストから消去される。ただし、何回で
も繰り返し使用できるタイプの電子チケットを用いる場合には、チケットリストから電子
チケットを削除しなくてもよい。同様に、カードや紙に印刷されたＱＲコードを、繰り返
し使用できるチケットとして用いる場合にも、チケットのデータを削除しなくてもよい。
【０１３２】
　なお、店舗端末７００は、店舗の在庫である商品１０４をリストとして常時管理してい
る。このリストを店舗在庫リストという。また、サーバ４００は、店舗端末７００とデー
タ同期を行い、同じ店舗在庫リストを保持しているものとする。サーバ４００は、店舗Ｉ
Ｄに対応付けて店舗在庫リストを記憶する店舗在庫リスト記憶部（不図示）を有する。
【０１３３】
　在庫があって販売できる商品１０４は、サーバ４００のサイトで開示される。これによ
り、ユーザ端末３００がサーバ４００のサイトにアクセスして、ストレージ装置１００ｐ
に配達可能な商品１０４をリアルタイムで閲覧することができる。以下、この方式におけ
る処理について説明する。
【０１３４】
　図２６は、店舗端末７００の機能ブロック図である。
　店舗端末７００は、ユーザインターフェース処理部７１０、データ処理部７４０、通信
部７５０およびデータ格納部７８０を含む。ユーザインターフェース処理部７１０は、タ
ッチパネルなどを介して店舗管理者からの操作を受け付けるほか、画像表示や音声出力な
ど、ユーザインターフェース処理を担当する。通信部７５０は、ネットワークを介した通
信処理を担当する。データ格納部７８０は各種データを格納する。データ処理部７４０は
、通信部７５０により取得されたデータおよびデータ格納部７８０に格納されているデー
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タに基づいて各種処理を実行する。データ処理部７４０は、ユーザインターフェース処理
部７１０、通信部７５０およびデータ格納部７８０のインターフェースとしても機能する
。
【０１３５】
　ユーザインターフェース処理部７１０は、店舗管理者による操作入力を受け付ける入力
部７２０および店舗管理者に情報提示を行う出力部７３０を含む。
【０１３６】
　データ処理部７４０は、取置リスト管理部７４２、取引管理部７４４、商品検証部７４
６及び決済部７４８を含む。取置リスト管理部７４２は、取置リストを管理する。取引管
理部７４４は、商品１０４の売上や予約などの取引を管理する。商品検証部７４６は、取
り出された商品を検証する。決済部７４８は、決済処理を行う。なお、取引管理部７４４
、商品検証部７４６および決済部７４８は、後述する変形例９において用いられる。
【０１３７】
　通信部７５０は、データを送信する送信部７６０とデータを受信する受信部７７０を含
む。
　送信部７６０は、取置リスト送信部７６２および認否通知送信部７６４を含む。取置リ
スト送信部７６２は、取置リストを送信する。認否通知送信部７６４は、認否通知を送信
する。なお、認否通知送信部７６４は、後述する変形例８において用いられる。
【０１３８】
　受信部７７０は、取置指示受信部７７２、予約通知受信部７７４および取出通知受信部
７７６を含む。取置指示受信部７７２は、取置指示を受信する。予約通知受信部７７４は
、予約通知を受信する。取出通知受信部７７６は、取出通知を受信する。なお、予約通知
受信部７７４および取出通知受信部７７６は、後述する変形例８において用いられる。
【０１３９】
　データ格納部７８０は、取置リスト記憶部７８２、予約テーブル記憶部７８４および売
上テーブル記憶部７８６を含む。取置リスト記憶部７８２は、取置リストを記憶する。取
置リストは、取置対象の商品１０４毎のレコードを有する。レコードには、商品ＩＤとス
トレージ装置ＩＤが格納される。商品ＩＤは、配達される商品を特定する。ストレージ装
置ＩＤは、配達先のストレージ装置を特定する。
【０１４０】
　予約テーブル記憶部７８４は、予約テーブルを記憶する。売上テーブル記憶部７８６は
、売上テーブルを記憶する。なお、予約テーブル記憶部７８４と売上テーブル記憶部７８
６は、後述する変形例８において用いられる。
【０１４１】
　図２７は、ユーザ端末３００ａからサーバ４００のサイトにアクセスしてユーザ１２２
が店舗にある商品１０４を購入するときのシーケンス図である。
　この例では、ユーザ１２２が予め登録しておいた自宅近くストレージ装置１００ｐが自
動的に選択されたものとする。
【０１４２】
　サーバ４００の画面データ生成部４４４は、ストレージテーブルから、ストレージ装置
１００ｐに対応する管理店舗ＩＤを読み取り、管理店舗ＩＤで特定される店舗在庫リスト
に基づいて商品購入画面を生成する（Ｓ９０）。そして、画面データ送信部４６２は、生
成した商品購入画面のデータをユーザ端末３００ａへ送信する（Ｓ９２）。
【０１４３】
　ユーザ端末３００ａの画像出力部３３４は、商品購入画面を表示する。商品購入画面で
ユーザ１２２が商品１０４を選んで購入ボタンをタッチすると、操作受付部３２２は、購
入対象の商品１０４に相当する商品ＩＤを特定する（Ｓ９４）。要求送信部３６２は、こ
の商品ＩＤを含む購入要求をサーバ４００へ送信する。
【０１４４】
　サーバ４００の要求受信部４７４が購入要求を受信すると、サーバ４００の取引管理部



(24) JP 2021-140740 A 2021.9.16

10

20

30

40

50

４４８は、購入された商品の売上処理として売上テーブルに新たなレコードを追加する（
Ｓ９６）。そして、取置指示送信部４６８は、購入商品の取置指示を店舗端末７００へ送
信する（Ｓ９８）。取置指示には、配達される商品を特定する商品ＩＤと配達先のストレ
ージ装置１００ｐ（自宅近くのストレージ装置）を特定するストレージ装置ＩＤが含まれ
る。
【０１４５】
　店舗端末７００の取置指示受信部７７２が取置指示を受信すると、取置リストに商品Ｉ
Ｄとストレージ装置ＩＤが登録される（Ｓ１００）。
【０１４６】
　チケット生成部４４６は、商品１０４を購入したユーザ１２２用の電子チケットを生成
する（Ｓ１０２）。そして、画面データ送信部４６２は、電子チケットをストレージ装置
１００ｐとユーザ端末３００ａへ送信する（Ｓ１０４）。
【０１４７】
　ストレージ装置１００ｐのチケット受信部２７２が電子チケットを受信すると、チケッ
トリスト管理部２５２は、受信した電子チケットをチケットリストに追加する。また、ユ
ーザ端末３００のチケット受信部３７４が電子チケットを受信すると、チケット記憶部３
８２に電子チケットを記憶する。
【０１４８】
　店舗端末７００の受信部７７０が取置リストの要求を受信すると、取置リスト送信部７
６２が、取置リストを店員端末６００へ送信する。このとき、取置リスト送信部７６２は
、取置リストに含まれる商品ＩＤを商品名に変換し、ストレージ装置ＩＤをストレージ装
置名に変換する。なお、店舗端末７００は、サーバ４００と同様のストレージテーブル記
憶部と商品マスタテーブル記憶部を有する。
【０１４９】
　店員端末６００の取置リスト受信部６７２が取置リストを受信すると、取置リスト記憶
部６８４が取置リストを記憶し、取置リスト出力部６３４が取置リストを表示する。店員
の操作によって、店員端末６００の取置リスト要求部６６２が取置リストを要求してもよ
い。
【０１５０】
　店員１２０がストレージ装置１００ｐに商品１０４を収納するときのシーケンスについ
ては、図１８と同様である。
【０１５１】
　ユーザ１２２がストレージ装置１００ｐから購入した商品１０４を取り出すときのシー
ケンスは、図２１の場合と同様である。
【０１５２】
［変形例５］
　変形例４で配達してもらう商品１０４をＷｅｂ上で購入せずに、予約してもよい。この
取引態様を「店舗在庫商品の予約購入方式」という。
【０１５３】
　図２８は、店舗在庫商品の予約購入方式を表す概要図である。
　１７時４０分に、ユーザ１２２は商品１０４を予約する。この時点で、売上は計上され
ない。１７時４５分および１８時０５分の店員１２０の作業は、図２５の場合と同様であ
る。１８時２０分に、ユーザ１２２が商品１０４を取り出すと売上が計上される。
【０１５４】
　変形例５では、変形例４の商品購入画面に代えて、商品予約画面が用いられる。予約さ
れた商品１０４については、変形例４の購入商品と同様に取り置きされ、配達される。
【０１５５】
　ストレージ内商品リスト、予約テーブルおよび売上テーブルに関する処理は、ストレー
ジ内商品の予約購入方式の場合と同様である。
【０１５６】
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［変形例６］
　上述の例は、いずれも店舗の外にストレージ装置１００を設置することを想定したが、
ストレージ装置１００ｅを店舗内に設置してもよい。この例では、レジスター設置場所（
以下、「レジ」と略する）におけるホットスナックの販売を支援する。ホットスナックと
は、フライドポテト、コロッケや唐揚げのように温かい状態で食される軽食や総菜である
。
【０１５７】
　レジ係の店員１２０がホットスナックをケースから取り出して袋詰めして、ユーザ１２
２に手渡しする作業は面倒であり、また客が列をなしている場合に後ろの客に遠慮してホ
ットスナックを購入しにくいという問題があった。変形例６では、ホットスナックの取り
出しをユーザ１２２に任せて、レジ係の作業を減らす。レジ付近でのやりとりが早まれば
、遠慮しがちな客もホットスナックを購入しやすくなる。
【０１５８】
　ストレージ装置１００ｅで、商品としてホットスナックを収容する。ホットスナックを
あらかじめ袋や容器に詰めて置き、袋や容器に付された商品バーコードを認識して商品を
検出する。あるいは、ホットスナックの種類ごとに設置範囲を設定しておき、その範囲に
おける商品の個数を検出して、取り出された商品の種類と数量を特定してもよい。
【０１５９】
　変形例６では、ユーザ端末３００を使用しない。キャッシュレジスター８００でＱＲコ
ードを印刷した紙チケットを発行して、この紙チケットによってストレージ装置１００ｅ
の使用を許可する。この取引形態を、「紙チケットによる先決済方式」という。
【０１６０】
　図２９は、紙チケットによる先決済方式を表す概要図である。
　１５時００分に、ユーザ１２２は、購入したいホットスナックの種類と数量をレジ係の
店員１２０に告げて、料金を支払う。そのとき、キャッシュレジスター８００から紙チケ
ットが出力される。紙チケットには、一意なＱＲコードが印刷されている。紙チケットは
、ユーザ１２２に手渡される。
【０１６１】
　１５時０２分に、ユーザ１２２は、紙チケットをストレージ装置１００ｅのチケットリ
ーダー１１４に読み取らせて、購入したホットスナックを取り出す。このとき、取り出さ
れたホットスナックが、購入したホットスナックと一致しない場合には、警告が発せられ
る。これにより、商品１０４の取り間違いが防がれる。
【０１６２】
　図３０は、キャッシュレジスター８００の機能ブロック図である。
　キャッシュレジスター８００は、ユーザインターフェース処理部８１０、データ処理部
８４０、通信部８５０およびデータ格納部８８０を含む。ユーザインターフェース処理部
８１０は、タッチパネルなどを介してレジスター担当者からの操作を受け付けるほか、画
像表示や音声出力など、ユーザインターフェース処理を担当する。通信部８５０は、ネッ
トワークを介した通信処理を担当する。データ格納部８８０は各種データを格納する。デ
ータ処理部８４０は、通信部８５０により取得されたデータおよびデータ格納部８８０に
格納されているデータに基づいて各種処理を実行する。データ処理部８４０は、ユーザイ
ンターフェース処理部８１０、通信部８５０およびデータ格納部８８０のインターフェー
スとしても機能する。
【０１６３】
　ユーザインターフェース処理部８１０は、レジ係の店員１２０による操作入力を受け付
ける入力部８２０と、レジ係の店員１２０に情報提示を行う出力部８３０とを含む。
　入力部８２０は、商品入力部８２２およびチケット読取部８２４を含む。商品入力部８
２２は、購入商品（ホットスナック）の種類と数量を入力する。チケット読取部８２４は
、紙チケットおよび電子チケットを読み取る。なお、チケット読取部８２４は、後述する
変形例７において用いられる。出力部８３０は、紙チケットを出力するチケット出力部８
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３２を含む。
【０１６４】
　データ処理部８４０は、決済部８４２、チケット生成部８４４、チケット管理部８４６
および商品検証部８４８を含む。決済部８４２は、決済処理を行う。決済処理は、従来の
現金決済や電子決済でよい。チケット生成部８４４は、紙チケットのデータを生成する。
チケット管理部８４６は、チケットテーブルを管理する。商品検証部８４８は、購入され
る商品を検証する。
【０１６５】
　通信部８５０は、データを送信する送信部８６０とデータを受信する受信部８７０を含
む。送信部８６０は、チケット送信部８６２および認否通知送信部８６４を含む。チケッ
ト送信部８６２は、電子チケットを送信する。認否通知送信部８６４は、認否通知を送信
する。受信部８７０は、取出通知を受信する取出通知受信部８７２を含む。
【０１６６】
　データ格納部８８０は、チケットテーブルを記憶するチケットテーブル記憶部８８２を
含む。変形例６におけるチケットテーブルは、サーバ４００が発行した紙チケット毎のレ
コードを有する。レコードには、紙チケットのデータに対応付けて購入商品の種類と数量
が格納される。
【０１６７】
　図３１は、レジでのやり取りに関するシーケンス図である。
　キャッシュレジスター８００の商品入力部８２２は、購入商品（ホットスナック）の種
類と数量を入力する（Ｓ１１０）。決済部８４２は、従来と同様の決済処理を行う（Ｓ１
１２）。
【０１６８】
　チケット生成部８４４は、紙チケットのデータを決める（Ｓ１１４）。ＱＲコードに変
換されるデータは、一意であれば足りるので、単なる連番であってもよい。チケット管理
部８４６は、紙チケットのデータと購入商品の種類および数量を対応付けてチケットテー
ブルに登録する（Ｓ１１６）。チケット送信部８６２は、紙チケットのデータをストレー
ジ装置１００ｅへ送信する（Ｓ１１８）。そして、チケット出力部８３２は、紙チケット
を印刷して出力する（Ｓ１２０）。紙チケットはレジ係の店員１２０からユーザに手渡さ
れる。
【０１６９】
　ストレージ装置１００ｅのチケット受信部２７２が紙チケットのデータを受信すると、
チケットリスト管理部２５２は、紙チケットのデータをチケットリストに登録する（Ｓ１
２２）。
【０１７０】
　図３２は、商品１０４の取り出しに関するシーケンス図である。
　チケット読取部２２２が紙チケットを読み取ると（Ｓ１３０）、チケット認証部２４２
は、紙チケットの認証を行う（Ｓ１３２）。読み取った紙チケットのデータが、チケット
リストに記憶されている紙チケットのデータと一致しない場合には、認証が失敗してロッ
クが解除されない。一方、チケットリストに記憶されている紙チケットのデータと一致す
る場合には、認証が成功してロックが解除される。
【０１７１】
　ユーザが商品１０４（ホットスナック）を取り出して扉１０２を閉じると、取出通知送
信部２６４は、取出通知をサーバ４００へ送信する（Ｓ１３４）。取出通知には、取り出
された商品１０４の種類および数量と、使用された紙チケットのデータが含まれる。
【０１７２】
　キャッシュレジスター８００の取出通知受信部８７２が取出通知を受信すると、商品検
証部８４８は、購入商品の検証を行う（Ｓ１３６）。具体的には、商品検証部８４８は、
取出通知に含まれる紙チケットのデータに対応する購入商品の種類および数量をチケット
テーブルから読み取る。そして、取り出された商品１０４の種類および数量が購入商品の
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種類および数量と一致する場合には、検証が成功する。検証が成功すると、認否通知送信
部８６４は、承認を示す通知をストレージ装置１００ｅへ送信する（Ｓ１３８）。
【０１７３】
　ストレージ装置１００ｅの認否通知受信部２７４が承認を示す通知を受信すると、チケ
ットリスト管理部２５２は、使用された紙チケットのデータをチケットリストから削除す
る（Ｓ１４０）。
【０１７４】
　取り出された商品１０４の種類および数量が購入商品の種類および数量と一致せずに、
キャッシュレジスター８００の商品検証部８４８が検証失敗と判定した場合には、認否通
知送信部８６４は、否認を示す通知をストレージ装置１００ｅへ送信する。そして、スト
レージ装置１００ｅの警告出力部２３２は、警告を出力する。
【０１７５】
［変形例７］
　変形例６では、商品１０４（ホットスナック）を取り出す前に決済を済ませたが、商品
１０４を取り出した後に決済を行うようにしてもよい。この取引形態を、「紙チケットに
よる後決済方式」という。
【０１７６】
　図３３は、紙チケットによる後決済方式を表す概要図である。
　１５時００分に、ユーザ１２２は、レジ係の店員１２０にホットスナックの購入を申し
出る。このとき、ホットスナックの種類と数量を告げなくてもよい。つまり、ユーザ１２
２は、自由に買いたいホットスナックを選んでよい。このとき、キャッシュレジスター８
００から紙チケットが出力される。紙チケットには、一意なＱＲコードが印刷されている
。紙チケットは、ユーザ１２２に手渡される。
【０１７７】
　１５時０２分に、ユーザ１２２は、紙チケットをストレージ装置１００ｅのチケットリ
ーダー１１４に読み取らせて、買いたいホットスナックを取り出す。ユーザ１２２が扉１
０２を閉じると、取り出されたホットスナックの種類と数量が、ストレージ装置１００ｅ
からキャッシュレジスター８００へ伝えられる。
【０１７８】
　１５時０４分に、ホットスナックの取り出しを終えたユーザ１２２は、紙チケットをレ
ジ係の店員１２０に戻す。そして、取り出されたホットスナックの種類と数量に応じて決
済が行われる。
【０１７９】
　変形例７の場合も、チケットテーブルは、サーバ４００が発行した紙チケット毎のレコ
ードを有する。ただし、レコードには、紙チケットのデータに対応付けて購入商品の種類
と数量の他、決済状況が格納される。決済状況は、未決済あるいは決済済みのいずれかを
示す。
【０１８０】
　図３４は、紙チケットの発行に関するシーケンス図である。
　チケット生成部８４４は、変形例６と同様に紙チケットのデータを決定する（Ｓ１５０
）。チケット管理部８４６は、紙チケットのデータをチケットテーブルに登録する（Ｓ１
５２）。この段階で、ホットスナックの種類と数量は未定である。チケット送信部８６２
は、紙チケットのデータをストレージ装置１００ｅへ送信する（Ｓ１５４）。そして、チ
ケット出力部８３２は、紙チケットを印刷して出力する（Ｓ１５６）。紙チケットはレジ
係の店員１２０からユーザに手渡される。
【０１８１】
　ストレージ装置１００ｅのチケット受信部２７２が紙チケットのデータを受信すると、
チケットリスト管理部２５２は、紙チケットのデータをチケットリストに登録する（Ｓ１
５８）。
【０１８２】
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　図３５は、商品１０４の取り出しと決済に関するシーケンス図である。
　チケット読取部２２２が紙チケットを読み取ると（Ｓ１６０）、チケット認証部２４２
は、紙チケットの認証を行う（Ｓ１６２）。
【０１８３】
　認証が成功するとロックが解除される。ユーザが商品１０４（ホットスナック）を取り
出して扉１０２を閉じると、取出通知送信部２６４は、取出通知をサーバ４００へ送信す
る（Ｓ１６４）。取出通知には、取り出された商品１０４の種類および数量と、使用され
た紙チケットのデータが含まれる。
【０１８４】
　キャッシュレジスター８００の取出通知受信部８７２が取出通知を受信すると、チケッ
ト管理部８４６は、取り出された商品１０４の種類および数量を、使用された紙チケット
のデータに対応する購入商品の種類および数量としてチケットテーブルに登録する（Ｓ１
６６）。この時点で、決済状況は未決済を示す。そして、認否通知送信部８６４は、承認
を示す通知をストレージ装置１００ｅへ送信する（Ｓ１６８）。
【０１８５】
　ストレージ装置１００ｅの認否通知受信部２７４が承認を示す通知を受信すると、チケ
ットリスト管理部２５２は、使用された紙チケットのデータをチケットリストから削除す
る（Ｓ１７０）。
【０１８６】
　ユーザが紙チケットをレジ係の店員１２０に手渡すと、キャッシュレジスター８００の
チケット読取部８２４に紙チケットを読み取らせる（Ｓ１７２）。そして、決済部８４２
は、チケットテーブル参照して、読み取った紙チケットに対応する購入商品の種類と数量
を特定する（Ｓ１７４）。決済部８４２は、購入商品の種類と数量に従って決済処理を行
う（Ｓ１７６）。決済処理を終えると、決済状況が決済済みに改まる（Ｓ１７８）。
【０１８７】
［変形例８］
　ホットスナックのような店舗商品の購入に関して、紙チケットではなく、電子チケット
を用いてもよい。変形例８では、ユーザ端末３００から商品１０４（ホットスナック）を
予約する。この取引形態を「店舗商品の予約購入方式」という。
【０１８８】
　図３６は、店舗商品の予約購入方式を表す概要図である。
　店舗に行く前の１４時３０分に、ユーザ１２２が、ユーザ端末３００ａで店舗内の商品
（ホットスナック）を閲覧し、商品（ホットスナック）の種類と数量を決めて予約する。
ユーザ１２２が商品１０４を予約すると、サーバ４００はユーザ端末３００ａへ電子チケ
ットを送信する。ユーザ端末３００ａは、受信した電子チケットを記憶しておく。
【０１８９】
　１４時３５分に、予約商品の情報が店舗へ伝えられ、店員がその商品１０４の準備状況
を確認し、準備ができていなければ調理して商品（ホットスナック）を補充する。
【０１９０】
　ユーザ１２２は店舗に到着するとレジに立ち寄ることなく、そのままストレージ装置１
００ｅに向かう。そして、電子チケットを提示して、ストレージ装置１００ｅから予約し
た商品を取り出す。取り出した商品が正当であれば、そのまま売上が計上される。支払い
については、前払いあるいは後払いの電子決済や現金決済などの従来方法でよい。
【０１９１】
　図３７は、ユーザ端末３００ａからサーバ４００のサイトにアクセスしてユーザ１２２
が店舗にある商品１０４（ホットスナック）を予約するときのシーケンス図である。
【０１９２】
　サーバ４００の画面データ生成部４４４は、店舗ＩＤで特定される店舗在庫リストに基
づいて商品購入画面を生成する（Ｓ１８０）。そして、画面データ送信部４６２は、生成
した商品購入画面のデータをユーザ端末３００ａへ送信する（Ｓ１８２）。
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【０１９３】
　画像出力部３３４は、商品購入画面を表示する。商品購入画面には、購入可能な商品１
０４（ホットスナック）が表示される。商品購入画面でユーザ１２２が商品１０４を選ん
で予約ボタンをタッチすると、操作受付部３２２は、予約対象の商品１０４に相当する商
品ＩＤを特定する（Ｓ１８４）。要求送信部３６２は、この商品ＩＤとストレージ装置Ｉ
Ｄを含む予約要求をサーバ４００へ送信する。
【０１９４】
　サーバ４００の要求受信部４７４が予約要求を受信すると、チケット生成部４４６は、
商品１０４を予約したユーザ１２２用の電子チケットを生成する（Ｓ１８６）。そして、
チケット送信部４６４は、電子チケットをストレージ装置１００ｅとユーザ端末３００ａ
へ送信する（Ｓ１８８）。
【０１９５】
　ストレージ装置１００ｅのチケット受信部２７２が電子チケットを受信すると、チケッ
トリスト管理部２５２は、受信した電子チケットをチケットリストに追加する。また、ユ
ーザ端末３００ａのチケット受信部３７４が電子チケットを受信すると、チケット記憶部
３８２に電子チケットを記憶する。
【０１９６】
　Ｓ１８８の処理の後、予約通知送信部４５２は、予約通知を店舗端末７００へ送信する
（Ｓ１９２）。予約通知には、電子チケットと予約された商品（ホットスナック）の種類
と数量が含まれる。
【０１９７】
　店舗端末７００の予約通知受信部７７４が予約通知を受信すると、取引管理部７４４は
、予約テーブルに予約情報を登録する（Ｓ１９４）。予約テーブルは、購入予約毎のレコ
ードを有する。レコードには、予約ＩＤ、商品種類と数量、ユーザＩＤ、販売価格、電子
チケットＩＤ、ストレージ装置ＩＤおよび取出状況などの予約情報が格納される。
【０１９８】
　図３８は、ユーザ１２２がストレージ装置１００ｅから購入した商品１０４を取り出す
ときのシーケンス図である。
　ユーザ端末３００ａの操作受付部３２２が、ＱＲコードの表示指示の操作を受け付ける
と、チケット出力部３３２は、チケット記憶部３８２に記憶されている電子チケットをＱ
Ｒコードの図形に変換してディスプレイに表示する（Ｓ２００）。ユーザ１２２が、表示
されたＱＲコードをストレージ装置１００ｅのチケットリーダー１１４にかざす。
【０１９９】
　ストレージ装置１００ｅのチケット読取部２２２が、このＱＲコード（電子チケット）
を読み取ると、チケット認証部２４２は、読み取った電子チケットの認証を行う（Ｓ２０
２）。認証が成功して、ユーザ１２２が商品１０４を取り出して扉１０２を閉めると、取
出通知送信部２６４は、取出通知を店舗端末７００へ送信する（Ｓ２０４）。取出通知に
は、取り出された商品１０４（ホットスナック）の種類と数量、および使用された電子チ
ケットが含まれる。
【０２００】
　店舗端末７００の取出通知受信部７７６が取出通知を受信すると、商品検証部７４６は
、ストレージ装置１００ｅから取り出された商品１０４（ホットスナック）の種類と数量
が正当であるか否かを判断する（Ｓ２０８）。具体的には、商品検証部７４６は、チケッ
トテーブルを参照して、電子チケットに対応するユーザＩＤを特定し、さらに予約テーブ
ルを参照して、取出通知の送信元に相当するストレージ装置ＩＤとユーザＩＤの組に対応
する商品の種類と数量を特定する。この商品ＩＤは、ユーザ１２２が予約した商品の種類
と数量に相当する。商品の種類と数量が一致すれば、ユーザ１２２が予約した商品を取り
出したことになるので検証が成功する。一方、商品の種類と数量が一致しなければ、予約
した商品を正しく取り出していないことになるので検証が失敗する。検証が失敗した場合
には、認否通知送信部７６４が否認を示す通知をストレージ装置１００ｅへ送り、Ｓ２０
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４の処理に戻る。
【０２０１】
　一方、検証が成功した場合には、店舗端末７００の認否通知送信部７６４は、承認を示
す通知をストレージ装置１００ｅへ送信する（Ｓ２０８）。
【０２０２】
　ストレージ装置１００ｅの認否通知受信部２７４が承認を示す通知を受信すると、チケ
ットリスト管理部２５２は、使用された電子チケットをチケットリストから削除する（Ｓ
２１０）。
【０２０３】
　Ｓ２０８の処理に続き、店舗端末７００の予約通知受信部７７４は、予約テーブルの予
約情報を消去する（Ｓ２１２）。そして、決済部７４８は、決済処理を行う（Ｓ２１４）
。
【０２０４】
［変形例９］
　変形例８における予約に代えて、事前購入を行ってもよい。この取引形態を「店舗商品
の事前購入方式」という。
【０２０５】
　図３９は、店舗商品の事前購入方式を表す概要図である。
　１４時３０分に、ユーザ１２２は商品１０４を予約する。この時点で、売上は計上され
ない。１４時３５分の作業は、図３６の場合と同様である。１５時００分に、ユーザ１２
２が商品１０４を取り出すと売上が計上される。
【０２０６】
　変形例８の場合、図３７のＳ１９２に示した処理に代えて、サーバ４００の購入通知送
信部（不図示）は、購入通知を店舗端末７００へ送信する（Ｓ１９２）。購入通知には、
電子チケットと購入された商品（ホットスナック）の種類と数量が含まれる。
【０２０７】
　変形例８の場合、図３７のＳ１９４に示した処理に代えて、店舗端末７００の購入通知
受信部（不図示）が購入通知を受信すると、店舗端末７００の決済部７４８は、決済処理
を行う。
【０２０８】
　変形例８の場合、図３８のＳ２１４に示した決済処理は行われない。
【０２０９】
［サーバ４００でチケット認証を行う変形例］
　実施形態および上述の変形例では、ストレージ装置１００においてチケット認証を行う
例を示した。具体的には、ストレージ装置１００のチケット読取部２２２で電子チケット
を読み取り（図４のＳ１０）、ストレージ装置１００のチケット認証部２４２でその電子
チケットの認証を行う（図４のＳ１２）。チケットの認証を行うために、ストレージ装置
１００は、チケットリスト記憶部２８２（図３）を有している。
【０２１０】
　但し、ストレージ装置１００ではなくサーバ４００において、チケット認証を行うよう
に変形してもよい。つまり、サーバ４００において、各ストレージ装置１００のチケット
リストを管理して、電子チケットの認証を集中的に行ってもよい。
【０２１１】
　この変形例では、図３に示したストレージ装置１００のコンピュータ２００の機能ブロ
ックのうち、チケットリスト記憶部２８２は省かれる。その代わりに、サーバ４００は、
各ストレージ装置１００に対応するチケットリストを記憶するチケットリスト記憶部（不
図示）を有する。
【０２１２】
　図４に示したストレージ装置１００の動作過程について、変更点を説明する。
　図４に示したチケット認証（Ｓ１２）を省き、その代わりに、電子チケットの送信と、
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認証結果の受信を追加する。チケット消去（Ｓ３４）も省く。
【０２１３】
　この変形例で、サーバ４００は、チケットリストを管理するチケットリスト管理部（不
図示）、電子チケットを受信するチケット受信部（不図示）、電子チケットの認証を行う
チケット認証部（不図示）及び電子チケットの認証結果を送信する認証結果送信部（不図
示）を有する。また、ストレージ装置１００は、電子チケットを送信するチケット送信部
（不図示）及び電子チケットの認証結果を受信する認証結果受信部（不図示）を有する。
【０２１４】
　以下、サーバ４００のチケットリストに電子チケットを追加する処理、サーバ４００で
チケット認証を行う処理、およびサーバ４００のチケットリストの電子チケットを削除す
る処理について、順に説明する。ここでは、実施形態をベースとして変更点を説明するが
、上述した変形例１～変形例５などにおいてサーバ４００でチケット認証を行うようにし
てもよい。
【０２１５】
　ユーザ端末３００ａを操作して事前購入するときのシーケンス（図２０）を参照して、
電子チケット追加に関する変更点を説明する。
　サーバ４００における電子チケットの送信（Ｓ５８）を省く。また、ストレージ装置１
００ａにおける電子チケットのリスト登録（Ｓ６０）も省く。その代わりに、電子チケッ
トの生成（Ｓ５６）の後に、サーバ４００のチケットリスト管理部（不図示）は、電子チ
ケットのリスト登録を行う。つまり、チケットリスト管理部は、生成した電子チケットを
、ストレージ装置１００ａに対応するチケットリストに追加する。事前予約方式など他の
変形例の場合も同様である。
【０２１６】
　事前購入した商品１０４をストレージ装置１００ａから取り出すときのシーケンス（図
２１）を参照して、チケット認証に関する変更点を説明する。
　ストレージ装置１００ａにおける電子チケットの認証（Ｓ７２）を省く。その代わりに
、ストレージ装置１００ａがユーザ端末３００ａから電子チケットを受信した後に、スト
レージ装置１００ａのチケット送信部（不図示）は、その電子チケットをサーバ４００へ
送信する。サーバ４００のチケット受信部（不図示）が電子チケットを受信すると、サー
バ４００のチケット認証部（不図示）は、受信した電子チケットの認証を行う。電子チケ
ットの送信元であるストレージ装置１００ａに対応するチケットリストに含まれる電子チ
ケットのいずれかと、受信した電子チケットが一致すれば、認証が成功する。一方、スト
レージ装置１００ａに対応するチケットリストに含まれる電子チケットのいずれとも、受
信した電子チケットが一致しなければ、認証が失敗する。サーバ４００の認証結果送信部
（不図示）は、認証結果をストレージ装置１００ａ（電子チケットの送信元）へ送信する
。ストレージ装置１００ａの認証結果受信部（不図示）は、認証結果を受信し、ストレー
ジ装置１００ａは、受信した認証結果に基づいてＳ７４以降の処理を行う。事前予約方式
など他の変形例の場合も同様である。
【０２１７】
　続けて図２１を参照して、電子チケット削除に関する変更点を説明する。
　ストレージ装置１００ａにおける電子チケットのリスト削除（Ｓ８２）を省く。そして
、サーバ４００からストレージ装置１００ａへ承認通知を送信した後に、サーバ４００の
チケットリスト管理部２５２は、認証が成功した電子チケットを、ストレージ装置１００
ａ（電子チケットの送信元）に対応するチケットリストから削除する。事前予約方式など
他の変形例の場合も同様である。
【０２１８】
［複合方式１］
　複合方式１として、「ストレージ内商品の事前購入方式」（実施形態）と「ストレージ
内商品の任意購入方式」（変形例２または変形例３）を併せて実現してもよい。
　ユーザ１２２が、自分で事前購入した商品１０４を取り出したときには、「ストレージ
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内商品の事前購入方式」で処理される。ユーザ１２２が、誰も事前購入していない商品１
０４を取り出したときには、「ストレージ内商品の任意購入方式」で処理される。また、
ユーザ１２２が、他人が事前購入した商品１０４を取り出したときには、警告メッセージ
や警告音が発せられる。
【０２１９】
［複合方式２］
　複合方式２として、「ストレージ内商品の事前予約方式」（変形例１）と「ストレージ
内商品の任意購入方式」（変形例２または変形例３）を併せて実現してもよい。
　ユーザ１２２が、自分で事前予約した商品１０４を取り出したときには、「ストレージ
内商品の事前予約方式」で処理される。ユーザ１２２が、誰も事前予約していない商品１
０４を取り出したときには、「ストレージ内商品の任意購入方式」で処理される。また、
ユーザ１２２が、他人が事前予約した商品１０４を取り出したときには、警告メッセージ
や警告音が発せられる。
【０２２０】
［複合方式３］
　複合方式３として、「ストレージ内商品の事前購入方式」（実施形態）と「ストレージ
内商品の事前予約方式」（変形例１）と「ストレージ内商品の任意購入方式」（変形例２
または変形例３）を併せて実現してもよい。
　ユーザ１２２が、自分で事前購入した商品１０４を取り出したときには、「ストレージ
内商品の事前購入方式」で処理される。ユーザ１２２が、自分で事前予約した商品１０４
を取り出したときには、「ストレージ内商品の事前予約方式」で処理される。ユーザ１２
２が、誰も事前購入及び事前予約していない商品１０４を取り出したときには、「ストレ
ージ内商品の任意購入方式」で処理される。また、ユーザ１２２が、他人が事前購入また
は事前予約した商品１０４を取り出したときには、警告メッセージや警告音が発せられる
。
【０２２１】
［ストレージ体］
　実施形態と上述の変形例で説明したストレージ装置１００は、商品１０４などの物品を
収容し、物品をユーザに引き渡すための動作をするストレージ体の例である。ストレージ
体は、ストレージ装置１００のような装置であってもよいし、部屋のような建屋内区域で
あってもよいし、店舗のような施設であってもよい。以下、ストレージ体の例について説
明する。
【０２２２】
［多扉型のストレージ装置１００］
　図１では、扉１０２が１つである形態を示したが、ストレージ装置１００は、扉１０２
を複数有してもよい。それぞれの扉１０２の奥に、図１と同様に棚及びカメラ１１０を有
する収容空間を形成してもよい。収容空間の境界は、通気孔を有する壁材で区切られ、１
台の温度調整装置１１２ですべての収容空間の温度及び湿度を調整することができるよう
にしてもよい。
【０２２３】
　チケットリーダー１１４、開閉センサ１０６及びロック機構１０８は、扉１０２毎に設
けられるが、コンピュータ２００とスピーカー１１６は、それぞれ１台でもよい。
【０２２４】
［ストレージ部屋］
　ストレージ体は、商品１０４を保管し、ユーザ１２２にその商品１２２を引き渡す機能
を有する部屋でもよい。この部屋を「ストレージ部屋」という。ストレージ部屋は、たと
えば学校内の売店、駅構内の小売店及びビル内の自動販売機コーナーなどに代わる役割を
果たすことができる。
【０２２５】
　ユーザ端末３００を使用して、ユーザ１２２が、ストレージ部屋内にある商品１０４を
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閲覧したり、事前購入や事前予約などを行ったりする点は、実施形態や上述の変形例の場
合と同様である。ユーザ１２２は、ストレージ装置１００に代わって、ストレージ部屋か
ら事前購入や事前予約した商品１０４、あるいは任意に選択した商品１０４などを取り出
すことができる。但し、一人ずつ入室して、商品１０４を取り出すものとする。
【０２２６】
　ストレージ部屋の内部には、商品１０４を置くための複数の棚が設けられている。棚に
置かれた商品１０４は、ストレージ装置１００の場合と同様に、棚の上方に設置されてい
るカメラで撮影される。ストレージ部屋内の空間は、温度調整装置１１２で調整され、ス
トレージ装置１００の場合と同様に、コンピュータ２００が動作を制御する。コンピュー
タ２００は、機能モジュールとして自動ドア制御部（不図示）を有する。
【０２２７】
　ストレージ部屋の動作について、ストレージ装置１００の動作を示す図４を参照して説
明する。
　実施形態や上述の変形例の場合と同様に、事前購入や事前予約などの操作を済ませてい
るものとする。ストレージ部屋に来たユーザ１２２は、電子チケットのＱＲコードを自動
ドアの外側に設置されているチケットリーダー１１４にかざす。これにより、チケット読
取部２２２が、チケットリーダー１１４における電子チケットの読み取りを検出し（Ｓ１
０）、チケット認証部２４２は、読み取ったチケットの認証を行う（Ｓ１２）。
【０２２８】
　ストレージ装置１００の場合と同様に、図４に示した内部商品検出（Ｓ１４）を行う。
そして、ロック解除（Ｓ１６）に代えて、自動ドア制御部（不図示）が自動ドアにオープ
ン動作を指示する。ユーザ１０４が入室すると、自動ドアは通常動作としてクローズする
。このとき、扉オープン検出（Ｓ１８）に代えて、入退室センサ（不図示）がユーザ１２
２の入室を検出し、自動ドア制御部（不図示）が自動ドアにドアロックを指示する。
【０２２９】
　ストレージ部屋の中で、ユーザ１０４は、事前購入あるいは事前予約した商品１０４を
探し出して、それを手に取る。任意購入方式の場合には、ユーザ１０４は、所望の商品１
０４を選んで、それを手に取る。そして、ユーザ１０４は、そのまま自動ドアの内側へ向
かう。
【０２３０】
　扉クローズ検出（Ｓ２０）に代えて、入退室センサが自動ドアの内側の人物（ユーザ１
０４）を検出すると、商品検出部２４４は、その時点でストレージ部屋の内部に収容され
ている商品１０４を検出する。そして、商品検出部２４４は、Ｓ１４で検出された商品１
０４との差分を割り出す。
【０２３１】
　ストレージ装置１００の場合と同様に、取出通知送信部２６４は、取出通知をサーバ４
００へ送信し（Ｓ２４）、認否通知受信部２７４は、サーバ４００から認否通知を受信す
る（Ｓ２６）。認否通知が否認を示している場合には、警告出力部２３２は警告を出力す
る（Ｓ３０）。
【０２３２】
　一方、受信した認否通知が承認を示している場合には、ロック施錠（Ｓ３２）に代えて
、自動ドア制御部（不図示）が自動ドアにドアロック解除とオープン動作を指示する。ユ
ーザ１０４が退室すると、自動ドアは通常動作としてクローズする。このとき、入退室セ
ンサ（不図示）が人物（ユーザ１０４）の退室を検出すると、ストレージ装置１００の場
合と同様に、チケット消去を行う（Ｓ３４）。
【０２３３】
［無人店舗（商品チェック機方式）］
　無人店舗は、商品１０４を保管し、ユーザ１２２にその商品１０４を引き渡す機能を有
し、ストレージ体の一種であるととらえることができる。ユーザ端末３００を使用して、
ユーザ１２２が、無人店舗内にある商品１０４を閲覧したり、事前購入や事前予約などを
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行ったりする点は、実施形態や上述の変形例の場合と同様である。但し、ユーザ１２２は
、ストレージ装置１００に代わって、無人店舗から事前購入や事前予約した商品１０４、
あるいは任意に選択した商品１０４などを持ち出すことができる。
【０２３４】
　商品チェック機方式の無人店舗は、ユーザ１２２によって持ち出される商品１０４をチ
ェックする商品チェック機を備えている。商品チェック機は、出入口の近辺に設置され、
最終的にユーザ１２２が持ち出そうとする商品１０４のバーコードを読み取って、持ち出
される商品１０４が適正であるか否かを判定するために用いられる。商品チェック機は、
セルフレジやセミセルフレジが兼ねてもよい。
【０２３５】
　商品チェック機方式の無人店舗におけるユーザ１２２の動きおよび商品チェック機の動
作について説明する。
　実施形態や上述の変形例の場合と同様に、事前購入や事前予約などの操作を済ませてい
るものとする。事前購入や事前予約した商品１０４、あるいは任意の商品１０４を取りに
来たユーザ１２２が、無人店舗に入店するときに、入店チェックなどは行わない。自由に
入店したユーザ１２２は、事前購入や事前予約した商品１０４、あるいは任意に選択した
商品１０４を持って、商品チェック機のところへ行って、商品チェック機を自ら操作する
。
【０２３６】
　商品チェック機は、ストレージ装置１００と同様に、チケットリーダー１１４、スピー
カー１１６およびコンピュータ２００を備える。商品チェック機は、商品を保管する機能
を備えないので、扉１０２、カメラ１１０、開閉センサ１０６、ロック機構１０８および
温度調節装置１１２を有しない。商品チェック機は、持ち出される商品１０４を検出する
ために、バーコードリーダー（不図示）を備える。バーコードリーダーは、持ち出される
商品１０４に付された商品バーコード１１８を読み取って、その商品ＩＤを特定する。商
品バーコード１１８に代えてＱＲコードなどの図形コードを読み取ってもよい。また、商
品１０４に付されたＩＣタグから送信される商品ＩＤを受信するタグリーダを用いてもよ
い。チケットリーダー１１４が、バーコードリーダーを兼ねてもよいし、チケットリーダ
ー１１４と別にバーコードリーダーを設けてもよい。バーコードリーダーは、商品チェッ
ク機の筐体に組み込まれていてもよいし、コードでつながった手持ち式のものでもよい。
商品チェック機は、ディスプレイ（たとえば、液晶ディスプレイ）も備える。また、商品
チェック機のコンピュータ２００は、機能モジュールとして、ユーザに操作の仕方をガイ
ドするメッセージを表示する処理を行う操作ガイド表示処理部（不図示）を有する。
【０２３７】
　商品チェック機の動作について、ストレージ装置１００の動作を示す図４を参照して説
明する。
　商品チェック機のコンピュータ２００の操作ガイド表示処理部（不図示）は、待機状態
において、たとえば「スマートフォンの電子チケットを、チケットリーダーにかざしてく
ださい。」というメッセージをディスプレイに表示している。
【０２３８】
　商品１０４を持って商品チェック機のところに来たユーザ１２２は、ユーザ端末３００
を操作して、電子チケットのＱＲコードを表示させ、そのＱＲコードをストレージ装置１
００のチケットリーダー１１４にかざす。これにより、チケット読取部２２２が、チケッ
トリーダー１１４における電子チケットの読み取りを検出し（Ｓ１０）、チケット認証部
２４２は、読み取ったチケットの認証を行う（Ｓ１２）。チケット認証の方法は、ストレ
ージ装置１００の場合と同様である。上述のとおり、サーバ４００でチケット認証を行う
ようにしてもよい。認証が失敗した場合には、以降の処理を行わない。認証が失敗した場
合に、警告出力部２３２が警告メッセージや警告音を出力してもよい。認証が成功した場
合には、操作ガイド表示処理部（不図示）は、たとえば「商品のバーコードをバーコード
リーダーにかざしてください。」あるいは、「バーコードリーダーで商品のバーコードを
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読み取ってください。」などというメッセージをディスプレイに表示する。
【０２３９】
　商品チェック機では、図４に示した内部商品検出（Ｓ１４）、ロック解除（Ｓ１６）、
扉オープン検出（Ｓ１８）および扉クローズ検出（Ｓ２０）に相当する動作を行わない。
【０２４０】
　商品チェック機では、Ｓ２２においてストレージ装置１００の場合とは異なる方法で、
持ち出される商品を検出する。ユーザ１２２が、持ち出そうとする商品１０４の商品バー
コード１１８をバーコードリーダーにかざすと、商品検出部２４４は、バーコードリーダ
ーによって読み取られた商品バーコード１１８を検出し、商品ＩＤを特定する。
【０２４１】
　ストレージ装置１００の場合と同様に、ストレージ装置１００のコンピュータ２００の
取出通知送信部２６４は、取出通知をサーバ４００へ送信する（Ｓ２４）。取出通知には
、持ち出される商品１０４の商品バーコード１１８のデータと、使用された電子チケット
が含まれる。
【０２４２】
　ストレージ装置１００の場合と同様に、ストレージ装置１００のコンピュータ２００の
認否通知受信部２７４は、サーバ４００から認否通知を受信する（Ｓ２６）。認否通知が
否認を示している場合には、警告出力部２３２は警告を出力する（Ｓ３０）。持ち出され
る商品１０４が適正でない場合に、たとえば「この商品は持ち出せません。棚に戻してく
ださい。」という警告メッセージや警告音が発せられる。
【０２４３】
　一方、受信した認否通知が承認を示している場合には、ストレージ装置１００の場合と
同様に、チケット消去を行う（Ｓ３４）。なお、商品チェック機では、図４に示したロッ
ク解除（Ｓ３２）に相当する動作はない。
【０２４４】
［無人店舗（自動チェック方式）］
　無人店舗に商品チェック機を置かずに、無人店舗内で撮影された画像を解析して、ユー
ザ１２２と商品１０４を紐づけるようにしてもよい。このようにすれば、商品１０４のチ
ェックを自動的に行うことができる。
【０２４５】
　自動チェック方式の無人店舗には、店内をいろいろな角度から撮影する多数の監視カメ
ラが設置されている。各監視カメラは、撮影した動画をコンピュータ２００に提供する。
また、無人店舗の入り口には、チケットリーダー１１４を備えたゲートが設けられる。コ
ンピュータ２００は、追跡処理部（不図示）と、アクション検出部（不図示）と、商品特
定部（不図示）とを有する。
【０２４６】
　自動チェック方式の無人店舗におけるユーザ１２２の動きおよびコンピュータ２００の
動作について、ストレージ装置１００の動作を示す図４を参照して説明する。
　実施形態や上述の変形例の場合と同様に、事前購入や事前予約などの操作を済ませてい
るものとする。自動チェック方式の無人店舗に来たユーザ１２２は、まずユーザ端末３０
０を操作して、電子チケットのＱＲコードを表示させ、そのＱＲコードをゲートのチケッ
トリーダー１１４にかざす。これにより、チケット読取部２２２が、チケットリーダー１
１４における電子チケットの読み取りを検出し（Ｓ１０）、チケット認証部２４２は、読
み取ったチケットの認証を行う（Ｓ１２）。チケット認証の方法は、ストレージ装置１０
０の場合と同様である。上述のとおり、サーバ４００でチケット認証を行うようにしても
よい。認証が失敗した場合には、以降の処理を行わない。認証が失敗した場合に、警告出
力部２３２が「このチケットは使えません。」のような警告メッセージや警告音を出力し
てもよい。
【０２４７】
　図４に示した内部商品検出（Ｓ１４）と扉オープン検出（Ｓ１８）は、省く。ロック解



(36) JP 2021-140740 A 2021.9.16

10

20

30

40

50

除（Ｓ１６）に代えて、ゲートが開く。これにより、ユーザ１２２は入店できる。また、
この時点で、コンピュータ２００において、入店したユーザ１２２のユーザＩＤが特定さ
れている。
【０２４８】
　追跡処理部は、入口に設置されている監視カメラで撮影された動画に基づいて、ユーザ
１２２を追跡して、随時ユーザ１２２の店内位置を特定する。別の監視カメラの撮影範囲
にユーザ１２２が移動した場合には、その監視カメラで撮影された動画に基づいて、ユー
ザ１２２の追跡を継続して、ユーザ１２２の店内位置を特定し続ける。この処理を、ユー
ザ１２２が店外に出るまで続ける。
【０２４９】
　アクション検出部は、動画に写っているユーザ１２２の挙動から、商品取り出しのアク
ションが行われたことを検出する。アクション検出部（不図示）は、たとえば、ユーザ１
２２の手が棚に伸び、その後手に何かが持たれていれば、商品取り出しのアクションが行
われたものと判定する。
【０２５０】
　商品取り出しのアクションが行われた場合には、商品特定部が、ユーザ１２２によって
取り出された商品を特定する処理を行う。商品特定部は、たとえば、動画でユーザ１２２
の手に写っている物と、店舗内の各商品１０４のサンプル画像とのマッチングによって、
いずれの商品１０４が取り出されたかを判定する。あるいは、商品特定部は、ユーザ１２
２が手を伸ばした位置にある商品１０４が動画から消えたことによって、その商品１０４
が取り出されたと判定してもよい。そして、取り出された商品ＩＤが、ユーザＩＤに対応
する商品リストとして記憶される。
【０２５１】
　このように、ユーザ１０４は、事前購入あるいは事前予約した商品１０４を探し出して
、それを手に取る。任意購入方式の場合には、ユーザ１０４は、所望の商品１０４を選ん
で、それを手に取る。いずれの商品１０４の商品ＩＤも同様に、商品リストに追加される
。そして、ユーザ１０４は、無人店舗の外へ出る。退去するときにはゲートを通らなくて
もよい。このとき、追跡処理部は、図４に示した扉クローズ検出（Ｓ２０）に代えて、ユ
ーザ１０４の退去を検出する。
【０２５２】
　ストレージ装置１００の場合と同様に、取出通知送信部２６４は、取出通知をサーバ４
００へ送信し（Ｓ２４）、認否通知受信部２７４は、サーバ４００から認否通知を受信す
る（Ｓ２６）。自動チェック方式の無人店舗では、少なくとも任意購入方式が採用される
と想定されるので、否認されることはない。原則としてサーバ４００からの確認応答とし
て、承認を示す認否通知が届く。但し、ユーザ１０４が事前購入した商品を取り出してい
ない場合や事前予約した商品を取り出していない場合には、サーバ４００からユーザ端末
３００へその旨を注意する通知（たとえば、「事前購入された○○（商品名）を持って行
ってください。」あるいは「事前予約された○○（商品名）を持って行ってください。」
などのメッセージを含む）を送るようにしてもよい。
【０２５３】
　図４に示したロック施錠（Ｓ３２）は、省く。ユーザ１０４が退去すると、ストレージ
装置１００の場合と同様に、チケット消去を行う（Ｓ３４）。
【０２５４】
　複数のユーザ１０４が来店した場合には、各ユーザ１０４に関して並行して処理する。
つまり、ユーザ１０４毎に、追跡処理、アクション検出処理および商品特定処理などが、
同時に行われる。
【０２５５】
［有人店舗］
　有人店舗も、無人店舗と同様に、商品１０４を保管し、ユーザ１２２に商品１０４を引
き渡す機能を有するので、ストレージ体の一種であるととらえることができる。有人店舗
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は、無人店舗の場合と同様に、商品チェック機方式であってよいし、自動チェック方式で
あってもよい。
【０２５６】
　有人店舗の場合には、商品チェック機における商品１０４の商品バーコード１１８の読
み取り操作を、店員が行うようにしてもよい。店員が、ユーザ１２２によって事前購入又
は事前予約された商品１０４を取り置くようにしてもよい。また、店員が、棚に置かれて
いない商品１０４を、ユーザ１２２に渡すようにしてもよい。商品チェック機は、セルフ
レジ、セミセルフレジの他、ＰＯＳ（Point of sale）レジが兼ねてもよい。
【０２５７】
［ストレージ装置１００を限定しない予約方式］
　複数のストレージ装置１００が属するグループを仮想店舗とみなして、仮想店舗に属す
る任意のストレージ装置１００から予約商品を取り出せるようにしてもよい。
【０２５８】
　たとえば、ユーザが、近くのストレージ装置１００（ＳＴ－Ａ）内のある商品１０４を
予約したが、事情が変わって他のストレージ装置１００（ＳＴ－Ｂ）からその商品１０４
を取りたくなることも考えられる。この方式によれば、そのような場合に、予約したスト
レージ装置１００（ＳＴ－Ａ）以外からも予約商品を取り出せるようになる。
【０２５９】
　具体的には、あるストレージ装置１００（ＳＴ－Ａ）の商品１０４に関して予約を受け
付けた場合に、サーバ４００のチケット送信部４６４は、ストレージ装置１００（ＳＴ－
Ａ）のみならず、グループ内の他のストレージ装置１００（ＳＴ－Ｂ）とストレージ装置
１００（ＳＴ－Ｃ）にも電子チケットを送信する。同じグループに属するストレージ装置
１００の情報は、サーバ４００のグループ記憶部（不図示）に記憶されている。
【０２６０】
　ストレージ装置１００（ＳＴ－Ｂ）のチケット受信部２７２が電子チケットを受信する
と、チケットリスト管理部２５２は、受信した電子チケットをチケットリストに追加する
。ストレージ装置１００（ＳＴ－Ｃ）も同様である。
【０２６１】
　当初予約されたストレージ装置１００（ＳＴ－Ａ）以外のストレージ装置１００（ＳＴ
－Ｂ）で予約商品が取り出された場合には、事前予約に基づく購入として処理される。ま
た、予約商品が取り出されたストレージ装置１００（ＳＴ－Ｂ）から送られた取出通知を
サーバ４００の取出通知受信部４７６が受信すると、サーバ４００の取消通知送信部（不
図示）は、取出通知に含まれる電子チケットに関する取消通知を、取出通知の送信元であ
るストレージ装置１００（ＳＴ－Ｂ）と同じグループに属するその他のストレージ装置１
００（ＳＴ－Ａ）とストレージ装置１００（ＳＴ－Ｃ）へ送信する。取消通知には、取消
対象の電子チケットが含まれる。
【０２６２】
　ストレージ装置１００（ＳＴ－Ａ）の取消通知受信部（不図示）が取消通知を受信する
と、チケットリスト管理部２５２は、取消通知に含まれる電子チケットと同じものをチケ
ットリストから削除する。ストレージ装置１００（ＳＴ－Ｃ）も同様である。
【０２６３】
　上述のとおり、サーバ４００でチケット認証を行うようにしてもよい。その場合には、
サーバ４００内で、当初予約されたストレージ装置１００（ＳＴ－Ａ）のチケットリスト
を更新すると共に、同じグループ内のストレージ装置１００（ＳＴ－Ｂ）およびストレー
ジ装置１００（ＳＴ－Ｃ）のチケットリストも更新する。
【０２６４】
　地理的に近い範囲内のストレージ装置１００をグループとしてもよいし、同種の商品１
０４を保管しているストレージ装置１００をグループとしてもよい。また、同じ運営者に
よって運営されるすべてのストレージ装置１００を一つのグループとしてもよい。
【０２６５】
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　当初予約されたストレージ装置１００（ＳＴ－Ａ）に関しては、予約者以外の者による
予約商品の取り出しを制限し、それ以外のストレージ装置１００（ＳＴ－Ｂ）とストレー
ジ装置１００（ＳＴ－Ｃ）に関しては、その予約商品を仮予約として扱って、予約者以外
の者が自由に予約商品を取り出せるようにしてもよい。
【０２６６】
［その他の変形例］
　電子チケットの認証については、予約や購入を条件としなくてもよい。事前に会員登録
されていることを条件として、会員を特定できる電子チケットを読み取った場合に、必ず
ロックを解除するようにしてもよい。
【０２６７】
　ストレージ装置１００の近くに監視カメラを設置して、録画してもよい。録画を分析し
て、不正を行ったユーザと不正の内容を特定してもよい。
【０２６８】
　ストレージ装置１００を宅配ボックスとして利用してもよい。運送業者の配達者は、配
達員のチケットでストレージ装置１００を開けて荷物を収納する。荷受人は、自らのチケ
ットでストレージ装置１００を開けて荷物を引き出す。ストレージ装置１００を複数人で
共用する場合には、他の人宛の荷物を取り出した場合に警告を行うようにしてもよい。ま
た、サーバ１００から荷受人が着荷の通知を受けて、サーバ１００に対して受け取りを予
告した場合に、受け取りのためのチケットが付与されるようにしてもよい。
　また、ストレージ装置１００の内部に、人間が入れるようにしてもよい。
【０２６９】
　ストレージ装置１００の扉１０２は、引き戸式でもよい。
【０２７０】
　操作案内や警告メッセージを表示するディスプレイを備えてもよい。警告出力部２３２
は、警告メッセージをディスプレイに表示させてもよい。
【０２７１】
　スピーカー１１６から操作案内メッセージを発し、あるいはディスプレイに操作案内メ
ッセージを表示させる操作案内部を設けてもよい。
【０２７２】
　電子チケットは、近距離無線で伝送される電子データでもよい。チケットリーダー１１
４は、近距離無線の受信装置でもよい。
【０２７３】
　商品バーコード１１８に代えて、商品ＱＲコードを用いてもよい。また、ＩＣタグを用
いてもよい。ＩＣタグを用いる場合には、ストレージ装置１００に設けられるタグリーダ
によってＩＣタグから商品タグコードを読み取る。
【０２７４】
　店員チケットは、店員に付与される紙チケットであってもよい。あるいは、店員証カー
ドに印刷されているＱＲコードであってもよい。
【０２７５】
　ストレージ内商品リストあるいは店舗在庫リストを参照して欠品が生じたと判断した場
合に、推奨する商品１０４の組み合わせやストレージ装置１００に収納する商品１０４を
自動的に調整するようにしてもよい。
【０２７６】
　なお、本発明は上記実施形態や変形例に限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範
囲で構成要素を変形して具体化することができる。上記実施形態や変形例に開示されてい
る複数の構成要素を適宜組み合わせることにより種々の発明を形成してもよい。また、上
記実施形態や変形例に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除してもよい。
【符号の説明】
【０２７７】
 １００　ストレージ装置、１０２　扉、１０４　商品、１０６　開閉センサ、１０８　
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ロック機構、１１０　カメラ、１１２　温度調整装置、１１４　チケットリーダー、１１
６　スピーカー、１１８　商品バーコード、１２０　店員、１２２　ユーザ、２００　コ
ンピュータ、２１０　ユーザインターフェース処理部、２２０　入力部、２２２　チケッ
ト読取部、２３０　出力部、２３２　警告出力部、２４０　データ処理部、２４２　チケ
ット認証部、２４４　商品検出部、２４６　ロック制御部、２４８　開閉検出部、２５０
　通信部、２５２　チケットリスト管理部、２６０　送信部、２６２　収納通知送信部、
２６４　取出通知送信部、２７０　受信部、２７２　チケット受信部、２７４　認否通知
受信部、２８０　データ格納部、２８２　チケットリスト記憶部、３００　ユーザ端末、
３１０　ユーザインターフェース処理部、３２０　入力部、３２２　操作受付部、３３０
　出力部、３３２　チケット出力部、３３４　画像出力部、３４０　データ処理部、３４
２　位置検出部、３５０　通信部、３６０　送信部、３６２　要求送信部、３６４　位置
送信部、３６６　アカウント情報送信部、３７０　受信部、３７２　画面データ受信部、
３７４　チケット受信部、３８０　データ格納部、３８２　チケット記憶部、３８４　ア
カウント情報記憶部、４００　サーバ、４１０　ユーザインターフェース処理部、４２０
　入力部、４３０　出力部、４４０　データ処理部、４４２　商品リスト管理部、４４３
　ユーザ認証部、４４４　画面データ生成部、４４５　ストレージ選択部、４４６　チケ
ット生成部、４４８　取引管理部、４４９　商品検証部、４５０　通信部、４５２　予約
通知送信部、４６０　送信部、４６２　画面データ送信部、４６４　チケット送信部、４
６６　認否通知送信部、４６８　取置指示送信部、４７０　受信部、４７２　収納通知受
信部、４７４　要求受信部、４７６　取出通知受信部、４７８　位置受信部、４７９　ア
カウント情報受信部、４８０　データ格納部、４８１　店舗テーブル記憶部、４８２　商
品マスタテーブル記憶部、４８３　ストレージテーブル記憶部、４８４　ストレージ内商
品リスト記憶部、４８５　ユーザテーブル記憶部、４８６　チケットテーブル記憶部、４
８８　売上テーブル記憶部、４９０　予約テーブル記憶部、５００　店舗システム、６０
０　店員端末、６１０　ユーザインターフェース処理部、６２０　入力部、６２２　操作
受付部、６３０　出力部、６３２　チケット出力部、６３４　取置リスト出力部、６４０
　データ処理部、６５０　通信部、６６０　送信部、６７０　受信部、６７２　取置リス
ト受信部、６８０　データ格納部、６８２　チケット記憶部、６８４　取置リスト記憶部
、７００　店舗端末、７１０　ユーザインターフェース処理部、７２０　入力部、７３０
　出力部、７４０　データ処理部、７４２　取置リスト管理部、７４４　取引管理部、７
４６　商品検証部、７４８　決済部、７５０　通信部、７６０　送信部、７６２　取置リ
スト送信部、７６４　認否通知送信部、７７０　受信部、７７２　取置指示受信部、７７
４　予約通知受信部、７７６　取出通知受信部、７８０　データ格納部、７８２　取置リ
スト記憶部、７８４　予約テーブル記憶部、７８６　売上テーブル記憶部、８００　キャ
ッシュレジスター、８１０　ユーザインターフェース処理部、８２０　入力部、８２２　
商品入力部、８２４　チケット読取部、８３０　出力部、８３２　チケット出力部、８４
０　データ処理部、８４２　決済部、８４４　チケット生成部、８４６　チケット管理部
、８４８　商品検証部、８５０　通信部、８６０　送信部、８６２　チケット送信部、８
６４　認否通知送信部、８７０　受信部、８７２　取出通知受信部、８８０　データ格納
部、８８２　チケットテーブル記憶部
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