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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品識別コードの入力によりそのコードで識別される商品の販売データを取得し表示部
に表示させる商品販売データ処理装置において、
　前記商品に付された第１の媒体から前記商品識別コードを読み取る第１の読取手段と、
　前記商品に付された第２の媒体から前記商品識別コードを読み取る第２の読取手段と、
　入力された商品識別コードが前記第１の読取手段で読み取られたコードなのか前記第２
の読取手段で読み取られたコードなのかを判別する読取判別手段と、
　この読取判別手段により前記第１の読取手段で読み取られたと判別された商品識別コー
ドから得られた商品販売データと前記第２の読取手段で読み取られたと判別された商品識
別コードから得られた商品販売データとを前記表示部に区別して表示させる商品表示制御
手段と、
　前記商品販売データの販売点数を、商品毎に、前記第１の読取手段で読み取られたと判
別された商品識別コードから得られた商品販売データの点数である第１の点数と前記第２
の読取手段で読み取られたと判別された商品識別コードから得られた商品販売データの点
数である第２の点数とに分けて計数する点数計数手段と
　を具備し、
　前記商品表示制御手段は、前記表示部の画面を分割し、前記第１の点数が１以上の商品
の商品名とその第１の点数とをその分割された画面の１つの領域に表示させ、前記第２の
点数が１以上の商品の商品名とその第２の点数とをその分割された画面の他の１つの領域
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に表示させる
　ことを特徴とする商品販売データ処理装置。
【請求項２】
　前記第１の読取手段は、商品に付されたバーコードから商品識別コードを読み取る手段
であり、
　前記第２の読取手段は、商品に付された無線タグから商品識別コードを読み取る手段で
あることを特徴とする請求項１に記載の商品販売データ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品に付されたバーコード，無線タグ等の媒体から販売商品の商品識別コー
ドを取得し、商品販売データを処理するＰＯＳ（Point Of Sales）端末等の商品販売デー
タ処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＰＯＳシステムでは、一般に、バーコード方式が採用されている。この方式は、
各商品にそれぞれその商品固有の商品識別コードを表わすバーコードを付すとともに、Ｐ
ＯＳ端末にはバーコードスキャナを接続し、バーコードスキャナを介して客が買上げる商
品のバーコードを読み取ると、ＰＯＳ端末がそのバーコードから商品識別コードを得、こ
の商品識別コードで識別される商品の販売データを登録処理するというものである。
【０００３】
　一方、近年では、無線タグ方式の採用が検討されている。この方式は、各商品にそれぞ
れ無線タグを付してそのメモリに商品識別コード等の商品情報を格納するとともに、ＰＯ
Ｓ端末には無線タグリーダを接続し、無線タグリーダを介して客が買上げる商品に付され
た無線タグから商品情報を読み取ると、ＰＯＳ端末がその商品情報から商品識別コードを
得、この商品識別コードで識別される商品の販売データを登録処理するというものである
。
【０００４】
　バーコード方式の場合は、商品に付されたバーコードを１品ずつ読取操作しなければな
らないが、無線タグ方式の場合は、複数商品の無線タグを一括して読み取ることができる
ので、１客の会計に要する処理時間を大幅に短縮できる等の効果を奏する。
【０００５】
　ただし、全ての商品に無線タグを付して販売するように商品販売方式を変更することは
、コスト面等から甚だ困難であるので、過渡期には、無線タグが付された商品とバーコー
ドが付された商品とが混在されて販売されることが予想される。このため、無線タグ方式
だけでなくバーコード方式にも対応できるＰＯＳ端末等の商品販売データ処理装置が提案
されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－１３９３９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来のバーコード方式と無線タグ方式の両方に対応できる商品販売データ処理装置は、
バーコードスキャナで読み取ったバーコードから商品識別コードを得た後と、無線タグリ
ーダで読み取った無線タグデータから商品識別コードを得た後のＰＯＳ端末での処理は共
通であった。このため、ＰＯＳ端末では、商品識別コードに基づいて登録処理した商品販
売データの商品名，単価，販売点数，金額等が表示部に表示されるが、その表示内容から
は、その商品がバーコード方式で登録処理されたのか無線タグ方式で登録処理されたのか
を区別することができなかった。
【０００７】
　一般に、無線タグが付されている商品は、無線タグ方式で登録処理される。しかし、無
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線タグは電子部品であるため、壊れていた場合には無線タグデータを読み取れない。この
ような場合は、通常、無線タグが付されている商品にもバーコードは付されているので、
バーコード方式で登録処理することとなる。
【０００８】
　しかしながら、客やオペレータは、ＰＯＳ端末の表示部に表示された内容からは、その
商品がバーコード方式で登録処理されたのか無線タグ方式で登録処理されたのかを見分け
ることができなかったので、同一商品が無線タグ方式とバーコード方式とにより二重に登
録処理されてしまったのではないかと不安に感じるおそれがあった。
【０００９】
　本発明はこのような事情に基づいてなされたもので、その目的とするところは、商品識
別コード入力方式の違いを、その商品識別コードに基づいて登録処理される商品販売デー
タの表示からユーザが見分けることで、同一商品の二重登録や登録漏れを防止する商品販
売データ処理装置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】
　本発明は、商品識別コードの入力によりそのコードで識別される商品の販売データを取
得し表示部に表示させる例えばＰＯＳ端末等の商品販売データ処理装置において、商品に
付された第１の媒体、例えばバーコードから商品識別コードを読み取る第１の読取手段、
例えばバーコードスキャナと、商品に付された第２の媒体例えば無線タグから商品識別コ
ードを読み取る第２の読取手段、例えば無線タグリーダと、入力された商品識別コードが
第１の読取手段で読み取られたコードなのか第２の読取手段で読み取られたコードなのか
を判別する読取判別手段と、この読取判別手段により第１の読取手段で読み取られたと判
別された商品識別コードから得られた商品販売データと第２の読取手段で読み取られたと
判別された商品識別コードから得られた商品販売データとを表示部に区別して表示させる
商品表示制御手段と、商品販売データの販売点数を、商品毎に、第１の読取手段で読み取
られたと判別された商品識別コードから得られた商品販売データの点数である第１の点数
と第２の読取手段で読み取られたと判別された商品識別コードから得られた商品販売デー
タの点数である第２の点数とに分けて計数する点数計数手段とを備えたものである。商品
表示制御手段は、表示部の画面を分割し、第１の点数が１以上の商品の商品名とその第１
の点数とをその分割された画面の１つの領域に表示させ、第２の点数が１以上の商品の商
品名とその第２の点数とをその分割された画面の他の１つの領域に表示させる。
【発明の効果】
【００１１】
　かかる手段を講じた本発明によれば、商品識別コード入力方式の違いを、その商品識別
コードに基づいて登録処理される商品販売データの表示からユーザが見分けることができ
るので、同一商品の二重登録や登録漏れを防止できる効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。　
　なお、この実施の形態は、バーコード方式と無線タグ方式の両方に対応したＰＯＳ端末
に本発明を適用した場合である。
【００１３】
　図１は本実施の形態におけるＰＯＳ端末の要部構成を示すブロック図である。ＰＯＳ端
末は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等で構成されたＰＯＳ制御部１を搭載している。そして、
このＰＯＳ制御部１に、キーボード２、バーコードスキャナ３、無線タグリーダ４、プリ
ンタ５、オペレータ用表示器６及び客用表示器７の各種入出力デバイスのコントローラ８
～１３と、通信インターフェイス１４とを接続している。
【００１４】
　キーボード２は、置数キー、小計キー、登録締めキー等の商品販売登録に必要な種々の
キーを配置したものである。バーコードスキャナ３は、商品に付されたバーコード２１を
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光学的に操作して読み取るものである。無線タグリーダ４は、商品に付された無線タグ２
２のメモリに記憶されているデータを無線を利用して非接触で読み取るものである。プリ
ンタ５は、レシート印字等を行うものである。オペレータ用表示器６は、キャッシャと称
されるＰＯＳ端末のオペレータに対して、商品販売データや取引合計データ等を表示する
ものである。客用表示器７は、買物客に対して商品販売データや取引合計データ等を表示
するものである。
【００１５】
　また、ＰＯＳ端末は、商品ファイル３０を搭載している。商品ファイル３０は、図２に
示すように、各商品を識別する商品識別コード（以下、商品コードと称する）に対応して
、商品名，単価等の商品データがプリセットされたものである。ＰＯＳ制御部１は、商品
コードが入力されると、商品ファイル３０を検索してその商品コードに対応する商品デー
タを取り込み、この商品データに基づいて商品販売データを登録処理するものとなってい
る。なお、商品ファイル３０は、ＰＯＳ端末に搭載するのでなく、通信インターフェイス
１４を介して接続される外部コンピュータに搭載し、ＰＯＳ制御部１が通信インターフェ
イス１４を介して商品ファイル３０をアクセスするようにしてもよい。
【００１６】
　ＰＯＳ制御部１に商品コードを入力する方式としては、バーコードスキャナ３で読み取
ったバーコードから商品コードを入力するバーコード方式と、無線タグリーダ４で読み取
った無線タグ２２のメモリデータから商品コードを入力する無線タグ方式とがある。本実
施の形態のＰＯＳ端末は、バーコード方式と無線タグ方式の２つの方式に対応している。
【００１７】
　すなわち、商品に付されたバーコード２１には、その商品を識別するための商品コード
が含まれている。バーコードスキャナ３でバーコード２１をスキャニングして読み取ると
、このバーコードデータはスキャナコントローラ９に送られる。バーコードデータを取り
込んだスキャナコントローラ９は、そのバーコードデータを解析して商品コードを取得す
る。そして、図３に示すように、その取得した商品コードに所定の識別子Ｆ０を付して、
ＰＯＳ制御部１に与えるようになっている。
【００１８】
　商品に付された無線タグ２２には、少なくともその商品を識別するための商品コードが
メモリに記憶されている。無線タグリーダ４で無線タグ２２のメモリデータを読み取ると
、この無線タグデータはタグリーダコントローラ１０に送られる。無線タグデータを受取
ったタグリーダコントローラ１０は、その無線タグデータを解析して商品コードを取得す
る。そして、図４に示すように、その取得した商品コードに所定の識別子Ｆ１を付して、
ＰＯＳ制御部１に与えるものとなっている。
【００１９】
　ここに、バーコードスキャナ３及びスキャナコントローラ９は、商品に付された第１の
媒体すなわちバーコード２１から商品コードを読み取る第１の読取手段を構成する。無線
タグリーダ４及びタグリーダコントローラ１０は、商品に付された第２の媒体すなわち無
線タグ２２から商品コードを読み取る第２の読取手段を構成する。
【００２０】
　因みに、スキャナコントローラ９及びタグリーダコントローラ１０の上述した機能、す
なわち商品コードにそれぞれ異なる識別子Ｆ０，Ｆ１を付してＰＯＳ制御部１に与える機
能は、ドライバ・ソフトウェアによって実現される。なお、無線タグリーダ４は、無線タ
グ２２に対してデータを非接触で書き込むことが可能な無線タグリーダ・ライタであって
もよい。
【００２１】
　かかる構成のＰＯＳ端末は、図５に示す商品登録テーブル４０と、図６に示す表示モー
ド設定テーブル５０とを、ＰＯＳ制御部１内蔵のメモリ領域に形成している。　
　商品登録テーブル４０は、１客が買上げる商品の商品コード，商品名，単価，販売点数
及び金額からなる商品販売データと、販売点数及び金額の合計データとを格納する。販売
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点数の記憶エリアは、点数Ａ，点数Ｂ及び点数Ｃの３つのエリアに区分されている。点数
エリアＡはバーコードスキャナ３で読み取られた商品と無線タグリーダ４で読み取られた
商品の合計点数を記憶するエリアである。点数エリアＢは、バーコードスキャナ３で読み
取られた商品の合計点数を記憶するエリアである。点数エリアＣは、無線タグリーダ４で
読み取られた商品の合計点数を記憶するエリアである。
【００２２】
　表示モード設定テーブル５０は、オペレータ用表示器６及び客用表示器７の商品登録画
面に対する商品販売データ表示形式を特定するための商品表示モードＭを格納する。商品
表示モードＭには、データ“０”で特定される標準モードと、データ“１”で特定される
領域区分モードと、データ“２”で特定される色分割モードと、データ“３”で特定され
る個数分割モードの４つがある。各モードの表示形式については、後述する。
【００２３】
　表示モード設定テーブル５０には、ＰＯＳ端末のユーザ（店側）が所望の商品表示モー
ドＭを設定できるようになっている。そこで先ず、この商品表示モードＭの設定手順につ
いて、図７の流れ図を用いて説明する。
【００２４】
　ＰＯＳ端末は、電源を立ち上げると、各種業務メニューの選択が可能なアイドル状態と
なる。このアイドル状態において、ユーザは、キーボード２を操作して、商品表示モード
設定業務を選択する。そうすると、ＰＯＳ制御部１は、図７の流れ図に示す処理を開始す
る。
【００２５】
　先ず、ＳＴ（ステップ）１として商品表示モード設定業務が選択されたことを確認する
と、ＳＴ２として数値ｎが置数されるのを待機する。そして、キーボード２の置数キーに
より数値ｎが置数されると、その数値ｎが商品表示モードＭとして有効な０～３のいずれ
かであるか否かを判断する。ここで、数値ｎが０～３以外であった場合には、キー入力を
エラーとする。
【００２６】
　数値ｎが０～３のいずれかであった場合には、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ４としてその数
値を商品表示モードＭとして表示モード設定テーブル５０に格納する。以上で、ＰＯＳ端
末は、アイドル状態に戻る。
【００２７】
　したがって、ユーザは、商品表示モードＭとして標準モードを設定する場合には数値“
０”を、領域区分モードを設定する場合には数値“１”を、色分割モードを設定する場合
には数値“２”を、個数分割モードを設定する場合には数値“３”を置数入力すればよい
。
【００２８】
　次に、１客が買上げる商品の登録手順について、図８の流れ図を用いて説明する。登録
操作を行う店員、いわゆるキャッシャは、アイドル状態にあるＰＯＳ端末のキーボード２
を操作して、商品登録業務を選択する。そうすると、ＰＯＳ制御部１は、図８の流れ図に
示す処理を開始する。
【００２９】
　すなわちＰＯＳ制御部１は、ＳＴ１１として商品コードが入力されるのを待機する。商
品コードが入力されると、ＳＴ１２として登録中フラグがセットされているか否かを判断
する。登録中フラグは、１客が買上げる商品の登録が開始されたか否かを識別する情報で
ある。商品１点目の登録時にはリセットされているので、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ１３と
して商品登録テーブル４０を初期化する。また、ＳＴ１４として登録中フラグをセットす
る。２点目以降の登録時にはセットされているので、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ１３，１４
の処理を実行しない。
【００３０】
　ＳＴ１４にて登録中フラグをセットするか、ＳＴ１２にて既にセットされていたならば



(6) JP 4383471 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ１５として入力された商品コードで商品ファイル３０を検索す
る。そして、その商品コードに対応して記憶されている商品名，単価等の商品データを取
り込む。
【００３１】
　次に、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ１６として入力された商品コードで商品登録テーブル４
０を検索する。そして、ＳＴ１７として同一の商品コードが商品登録テーブル４０に格納
されているか否かを判断する。格納されていない場合には、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ１８
としてその入力された商品コードと、商品ファイル３０から取り込んだ商品名及び単価と
を、同一のテーブル番号（Ｎｏ）に関連付けて格納する。格納されていた場合には、ＰＯ
Ｓ制御部１は、ＳＴ１８の処理を実行しない。
【００３２】
　次に、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ１９として入力された商品コードに付加されている識別
子を判別する（読取判別手段）。
【００３３】
　ここで、識別子がＦ０であった場合は、入力された商品コードはバーコードスキャナ３
で読み取られたコードなので、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ２０として商品登録テーブル４０
の入力された商品コードが格納されているテーブル番号の点数Ａエリアと点数Ｂエリアと
に、それぞれ登録商品の点数を加算する。これに対し、識別子がＦ１であった場合は、入
力された商品コードは無線タグリーダ４で読み取られたコードなので、ＰＯＳ制御部１は
、ＳＴ２１として商品登録テーブル４０の入力された商品コードが格納されているテーブ
ル番号の点数Ａエリアと点数Ｃエリアとに、それぞれ登録商品の点数を加算する（点数計
数手段）。
【００３４】
　なお、登録商品の点数は、商品コードの入力直前にキーボード２を介して数値データが
置数されていた場合はその数値であり、置数されていない場合は“１”である。
【００３５】
　次に、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ２２として商品登録テーブル４０のテーブル番号毎に、
単価データと点数Ａとを乗算して金額データを算出し、同一テーブル番号の金額エリアに
格納する。また、ＳＴ２３として商品登録テーブル４０の点数Ａ～Ｃ及び金額の各エリア
毎にそのエリア内の数値の合計を算出し、それぞれの合計エリアに格納する。
【００３６】
　しかる後、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ２４としてオペレータ用表示器６及び客用表示器７
に対する商品情報表示処理を実行する（商品表示制御手段）。この商品情報表示処理につ
いては後述する。
【００３７】
　商品情報表示処理が終了すると、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ２５として締め入力があった
か否かを判断する。キャッシャは、客が買上げる商品の登録を終了すると、キーボード２
の登録締めキーを押下する。締め入力がないと判断した場合には、ＰＯＳ制御部１は、Ｓ
Ｔ１１の処理に戻り、次の商品コードが入力されるのを待機する。
【００３８】
　締め入力があった場合には、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ２６として代金精算、レシート発
行等の登録締め処理を実行する。そして、この登録締め処理を終了すると、ＰＯＳ制御部
１は、ＳＴ２７として登録中フラグをリセットして、アイドル状態に戻る。
【００３９】
　前記商品情報表示処理について、図９の流れ図を用いて説明する。すなわちＰＯＳ制御
部１は、この商品情報表示処理に入ると、表示モード設定テーブル５０に設定されている
商品表示モードＭを調べる。
【００４０】
　商品表示モードＭが“０”、すなわち標準モードが設定されていた場合には（ＳＴ３１
のＹＥＳ）、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ３２として商品登録テーブル４０からテーブル番号
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順に商品名，単価，点数Ａ及び金額の各データを読み出すとともに、点数Ａエリアの合計
データ及び金額エリアの合計データを読み出す。そして、これらのデータをオペレータ用
表示器６及び客用表示器７の各登録画面に表示させる。
【００４１】
　商品表示モードＭが“１”、すなわち領域分割モードが設定されていた場合には（ＳＴ
３３のＹＥＳ）、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ３４として商品登録テーブル４０を検索して点
数Ｂが１以上のテーブル番号エリアから商品名，単価及び点数Ｂを読み出す。そして、こ
れらのデータをオペレータ用表示器６及び客用表示器７の各登録画面における左側領域に
表示させる。また、ＳＴ３５として商品登録テーブル４０を検索して点数Ｃが１以上のテ
ーブル番号エリアから商品名，単価及び点数Ｃを読み出す。そして、これらのデータをオ
ペレータ用表示器６及び客用表示器７の各登録画面における右側領域に表示させる。さら
に、ＳＴ３６として商品登録テーブル４０から点数Ａエリアの合計データと金額エリアの
合計データとを読み出す。そして、これらのデータをオペレータ用表示器６及び客用表示
器７の各登録画面における最下行に表示させる。
【００４２】
　商品表示モードＭが“２”、すなわち色分割モードが設定されていた場合には（ＳＴ３
７のＹＥＳ）、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ３８として商品登録テーブル４０からテーブル番
号順に商品名，単価，点数Ａ及び金額の各データを読み出すとともに、点数Ａエリアの合
計データ及び金額エリアの合計データを読み出す。そして、これらのデータをオペレータ
用表示器６及び客用表示器７の各登録画面に表示させる。このとき、ＳＴ３９として点数
Ｂが０のテーブル番号エリアから読み出した商品名，単価，点数Ａ及び金額の各データに
ついては、文字表示色を第１の色（黒）とする。点数Ｃが０のテーブル番号エリアから読
み出した商品名，単価，点数Ａ及び金額の各データについては、文字表示色を第２の色（
青）とする。点数Ｂ及びＣが何れも１以上のテーブル番号エリアから読み出した商品名，
単価，点数Ａ及び金額の各データについては、文字表示色を第３の色（赤）とする。
【００４３】
　商品表示モードＭが“３”、すなわち個数分割モードが設定されていた場合には（ＳＴ
３７のＮＯ）、ＰＯＳ制御部１は、ＳＴ４０として商品登録テーブル４０からテーブル番
号順に商品名，単価，点数Ａ，点数Ｂ，点数Ｃ及び金額の各データを読み出すとともに、
点数Ａエリア，点数Ｂエリア，点数Ｃエリアの各合計データと金額エリアの合計データと
を読み出す。そして、これらのデータをオペレータ用表示器６及び客用表示器７の各登録
画面に表示させる。
【００４４】
　今、１人の客が、単価１，０００円の商品［ＡＡＡＡ］を１０点と、単価２，０００円
の商品［ＢＢＢＢ］を９点と、単価３，０００円の商品［ＣＣＣＣ］を８点購入した場合
を例示する。ここで、商品［ＡＡＡＡ］と商品［ＢＢＢＢ］はバーコード２１と無線タグ
２２の両方が付されており、商品［ＣＣＣＣ］はバーコード２１のみ付されているものと
する。ただし、商品［ＢＢＢＢ］の９点のうちいずれか１点に付されている無線タグ２２
は壊れているものとする。
【００４５】
　この場合、先ず、キャッシャは、商品［ＡＡＡＡ］１０点と商品［ＢＢＢＢ］９点につ
いては、それぞれに付された無線タグ２２のデータを無線タグリーダ４で一括読み取りす
ることによって登録し、商品［ＣＣＣＣ］８点については、数値「８」を置数後、任意に
抽出した商品［ＣＣＣＣ］１点に付されたバーコード２１をスキャナ３で読み取らせるこ
とによって登録することとなる。なお、商品［ＣＣＣＣ］８点については、１点ずつバー
コード２１をスキャナ３で読み取らせることによって登録してもよい。
【００４６】
　このとき、商品［ＢＢＢＢ］が９点あるにも拘らず登録点数の表示が８点となっている
ことから、キャッシャは、商品［ＢＢＢＢ］のいずれか１点に付されている無線タグ２２
が壊れていると認識できる。



(8) JP 4383471 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

【００４７】
　その場合は、商品［ＢＢＢＢ］に対する商品コードは全て共通なので、商品［ＢＢＢＢ
］の中から１点を任意に抽出し、この商品［ＢＢＢＢ］に付されたバーコード２１をスキ
ャナ３で読み取らせることによって登録する。そうすることにより、当該客が買上げた全
２７点の登録が完了する。
【００４８】
　さて、この２７点の登録を完了した時点において、商品表示モードＭが“０”、すなわ
ち標準モードが設定されていた場合のオペレータ用表示器６及び客用表示器７の表示画面
例を図１０に示す。また、商品表示モードＭが“１”、すなわち領域分割モードが設定さ
れていた場合の表示画面例を図１１に、商品表示モードＭが“２”、すなわち色分割モー
ドが設定されていた場合の表示画面例を図１２に、商品表示モードＭが“３”、すなわち
個数分割モードが設定されていた場合の表示画面例を図１３にそれぞれ示す。
【００４９】
　図１０に画面例を示した標準モードは、従来のパターンである。図から明らかなように
、各商品がバーコード方式で登録されたのか無線タグ方式で登録されたのかが不明である
。
【００５０】
　これに対し、図１１に画面例を示した領域分割モードは、本発明に係る第１のパターン
である。この表示パターンであれば、商品［ＡＡＡＡ］１０点と商品［ＢＢＢＢ］８点は
無線タグ方式で登録され、商品［ＢＢＢＢ］１点と商品［ＣＣＣＣ］８点はバーコード方
式で登録されていることが一目でわかる。
【００５１】
　また、図１２に画面例を示した色分割モードは、本発明に係る第２のパターンである。
この表示パターンであれば、文字色が黒の商品［ＡＡＡＡ］は全１０点が無線タグ方式で
登録され、文字色が青の商品［ＣＣＣＣ］は全８点がバーコード方式で登録され、文字色
が赤の［ＢＢＢＢ］は全９点がバーコード方式と無線タグ方式で登録されたことが分かる
。この場合は、バーコード方式と無線タグ方式で登録された点数までは分からないものの
、どの商品がどのような方式で登録されたものは容易に判別することができる。
【００５２】
　次に、図１３に画面例を示した個数分割モードは、本発明に係る第３のパターンである
。この表示パターンであれば、商品［ＡＡＡＡ］は全１０点が全て無線タグ方式で登録さ
れ、商品［ＢＢＢＢ］は全９点のうち１点がバーコード方式で登録され、残りの８点が無
線タグ方式で登録され、商品［ＣＣＣＣ］は全８点が全てバーコード方式で登録されたこ
とが一目で分かる。
【００５３】
　このように本実施の形態によれば、商品表示モードとして領域分割モード、色分割モー
ドあるいは個数分割モードを選択することによって、商品がバーコード方式で登録された
のか無線タグ方式で登録されたのかをキャッシャや客が容易に見分けることができる。し
たがって、例えば無線タグ２２が壊れていたために同一商品をバーコード方式で登録しな
おした場合に、無線タグ方式で登録された商品とバーコード方式で登録された商品との表
示内容が区別されるので、二重登録でないことを明確にできる。また、登録漏れが生じる
こともなくなる。
【００５４】
　特に、領域分割モードか個数分割モードを選択することによって、バーコード方式で登
録された点数と無線タグ方式で登録された点数までも明確になるので、そのメリットは大
きい。
【００５５】
　なお、この発明は前記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
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。
【００５６】



(9) JP 4383471 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

　例えば前記実施の形態では、バーコード方式と無線タグ方式の２つの商品コード読取方
式に対応した商品販売データ処理装置に本発明を適用したが、商品コード読取方式は上記
２つの方式に限定されるものではない。また、３つ以上の商品コード読取方式に対応した
ものであってもよい。
【００５７】
　また、前記実施の形態では、商品表示モードＭが“２”のときは、バーコード方式だけ
の商品と無線タグ方式だけの商品と両方式が混在した商品とでそれぞれ表示文字の色を変
えることで区別したが、文字処理を変えるのでなく、他の文字属性、例えば文字サイズや
文字修飾を変えることで区別するようにしてもよい。
【００５８】
　また、前記実施の形態では、商品表示モードとして標準モード以外に領域分割モード、
色分割モード及び個数分割モードの３つのモードを有した場合を示したが、これら３つの
モードのうち少なくとも１つのモードを有してさえいればよい。
【００５９】
　また、前記実施の形態では、オペレータ用表示器６と客用表示器７に表示される画面を
同一として説明したが、表示モード設定テーブル５０をオペレータ用表示器６用の商品表
示モードエリアと客用表示器７用の商品表示モードエリアとに区分し、それぞれに任意の
商品表示モードを設定できるようにして、オペレータ用表示器６と客用表示器７とで画面
の内容を異ならせるようにしてもよい。
【００６０】
　この他、前記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組合せにより種々の発
明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除し
てもよい。さらに、異なる実施形態に亘る構成要素を組合わせてもよい。　
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。　
　［付記１］商品識別コードの入力によりそのコードで識別される商品の販売データを取
得し表示部に表示させる商品販売データ処理装置において、該商品販売データ処理装置は
、下記を具備する：　
　前記商品に付された第１の媒体から前記商品識別コードを読み取る第１の読取手段と、
　前記商品に付された第２の媒体から前記商品識別コードを読み取る第２の読取手段と、
　入力された商品識別コードが前記第１の読取手段で読み取られたコードなのか前記第２
の読取手段で読み取られたコードなのかを判別する読取判別手段と、
　この読取判別手段により前記第１の読取手段で読み取られたと判別された商品識別コー
ドから得られた商品販売データと前記第２の読取手段で読み取られたと判別された商品識
別コードから得られた商品販売データとを前記表示部に区別して表示させる商品表示制御
手段。　
　［付記２］前記商品販売データの販売点数を、商品毎に、前記第１の読取手段で読み取
られたと判別された商品識別コードから得られた商品販売データの点数である第１の点数
と前記第２の読取手段で読み取られたと判別された商品識別コードから得られた商品販売
データの点数である第２の点数とに分けて計数する点数計数手段、をさらに具備する［付
記１］の商品販売データ処理装置。　
　［付記３］　前記商品表示制御手段は、前記表示部の画面を分割し、前記第１の点数が
１以上の商品の商品名とその第１の点数とをその分割された画面の１つの領域に表示させ
、前記第２の点数が１以上の商品の商品名とその第２の点数とをその分割された画面の他
の１つの領域に表示させる、［付記２］の商品販売データ処理装置。
　［付記４］　前記商品表示制御手段は、前記第１の点数がゼロである商品に関わる商品
販売データの表示属性と、前記第２の点数がゼロである商品に関わる商品販売データの表
示属性と、前記第１の点数及び第２の点数が何れもゼロでない商品に関わる商品販売デー
タの表示属性とのうち、少なくとも１つの表示属性を他と異ならせる［付記２］の商品販
売データ処理装置。
　［付記５］　前記商品表示制御手段は、前記点数計数手段により計数される第１の点数
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　［付記６］　前記第１の読取手段は、商品に付されたバーコードから商品識別コードを
読み取る手段であり、　
　前記第２の読取手段は、商品に付された無線タグから商品識別コードを読み取る手段で
ある［付記１］～［付記５］のうちいずれか１に記載の商品販売データ処理装置。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の一実施の形態であるＰＯＳ端末の要部構成を示すブロック図。
【図２】同実施の形態のＰＯＳ端末に搭載される商品ファイルの模式図。
【図３】同実施の形態において、ＰＯＳ端末のスキャナコントローラからＰＯＳ制御部に
与えられる商品データのデータ構造図。
【図４】同実施の形態において、ＰＯＳ端末のタグリーダコントローラからＰＯＳ制御部
に与えられる商品データのデータ構造図。
【図５】同実施の形態において、ＰＯＳ端末のメモリに形成される商品登録テーブルの模
式図。
【図６】同実施の形態において、ＰＯＳ端末のメモリに形成される表示モード設定テーブ
ルの模式図。
【図７】同実施の形態において、ＰＯＳ端末のＰＯＳ制御部が実行する商品表示モード設
定手順を示す流れ図。
【図８】同実施の形態において、ＰＯＳ端末のＰＯＳ制御部が実行する商品登録手順を示
す流れ図。
【図９】図８における商品情報表示処理の手順を具体的に示す流れ図。
【図１０】同実施の形態において、商品表示モードとして標準モードが設定されている場
合の登録画面例を示す図。
【図１１】同実施の形態において、商品表示モードとして領域分割モードが設定されてい
る場合の登録画面例を示す図。
【図１２】同実施の形態において、商品表示モードとして色分割モードが設定されている
場合の登録画面例を示す図。
【図１３】同実施の形態において、商品表示モードとして個数分割モードが設定されてい
る場合の登録画面例を示す図。
【符号の説明】
【００６２】
　１…ＰＯＳ制御部、２…キーボード、３…バーコードスキャナ、４…無線タグリーダ、
５…プリンタ、６…オペレータ用表示器、７…客用表示器、８…キーボードコントローラ
、９…スキャナコントローラ、１０…タグリーダコントローラ、１１…プリンタコントロ
ーラ、１２，１３…表示コントローラ、１４…通信インターフェイス、２１…バーコード
、２２…無線タグ、３０…商品ファイル、４０…商品登録テーブル、５０…表示モード設
定テーブル。
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