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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する商品登録者および顧客によって操作可能な商品販売データ処理装置であって、
　前記商品登録者側に入力部を向けて設けられた操作受付部と、
　前記商品登録者側に表示面を向けて設けられた第１の表示部と、
　前記顧客側に表示面を向けて設けられた第２の表示部と、
　前記顧客側に入金口および出金口を向けて設けられた釣銭機と、
　商品の登録をするための商品登録処理と前記釣銭機への入金後の会計処理とを実行する
制御部と
を備え、
　前記操作受付部の入力部または前記第１の表示部が、前記制御部に前記会計処理を実行
させる会計キーを備え、
　前記第２の表示部が、前記制御部に前記会計処理を実行させる会計キーを備え、
　前記制御部は、第１の顧客による前記釣銭機への入金中に次客である第２の顧客に対す
る商品登録処理が実行可能であり、前記第１の顧客による前記釣銭機への入金中に前記第
２の顧客に対する商品登録処理を実行した場合、前記第２の顧客に対する前記商品登録処
理の実行中において、前記第１の顧客に対する前記商品登録処理に基づいて得られる合計
金額以上の金額が入金され、前記いずれかの会計キーが押下されることにより前記第１の
顧客に対する前記会計処理を実行する商品販売データ処理装置。
【請求項２】
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　前記制御部は、前記第１の顧客に対する前記商品登録処理に基づいて得られる合計金額
以上の金額が入金された後、前記いずれかの会計キーが押下されず所定時間が経過するこ
とにより前記第１の顧客に対する前記会計処理を実行する請求項１に記載の商品販売デー
タ処理装置。
【請求項３】
　対向する商品登録者および顧客によって操作可能であり、前記商品登録者側に入力部を
向けて設けられた操作受付部と、前記商品登録者側に表示面を向けて設けられた第１の表
示部と、前記顧客側に表示面を向けて設けられた第２の表示部と、前記顧客側に入金口お
よび出金口を向けて設けられた釣銭機とを備え、商品の登録をするための商品登録処理と
前記釣銭機への入金後の会計処理とを実行する商品販売データ処理装置であって、前記操
作受付部の入力部または前記第１の表示部が、前記会計処理を実行させる会計キーを備え
、前記第２の表示部が、前記会計処理を実行させる会計キーを備え、第１の顧客による前
記釣銭機への入金中に次客である第２の顧客に対する商品登録処理が実行可能な商品販売
データ処理装置としてコンピュータを機能させるプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記商品登録処理を実行するための商品登録手段、
　前記会計処理を実行するための会計処理手段
として機能させ、
　前記会計処理手段において、前記第１の顧客による前記釣銭機への入金中に前記第２の
顧客に対する商品登録処理を実行した場合、前記第２の顧客に対する前記商品登録処理の
実行中において、前記第１の顧客に対する前記商品登録処理に基づいて得られる合計金額
以上の金額が入金され、前記いずれかの会計キーが押下されることにより前記第１の顧客
に対する前記会計処理を実行するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品販売データ処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　パンやケーキを販売するベーカリーでは、店員がＰＯＳ（Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　Ｓａｌｅ
ｓ）レジスタを操作して商品の登録作業および会計作業を行い、更にパン等食品の袋詰め
作業を行う場合がある。この場合、パン等食品を手で扱う店員は、その手で貨幣を直接触
らないよう留意して作業を行っている。例えば、従来、ベーカリー等の店舗では、店員は
、パン等食品を袋詰めするときには手袋をはめ、顧客と金銭のやり取りをするときは手袋
を外すという作業を行っている。また、例えば、このような店舗においては、商品登録処
理を実行する商品登録装置と会計処理を実行する会計装置とを有する二人制のＰＯＳレジ
スタシステムを用いて（例えば、特許文献１参照）、商品登録を行って商品の袋詰めを行
う一方の店員と、会計を行って貨幣を扱う他方の店員とを分けることにより、衛生面の問
題を解消することも考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１６８９７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、二人制のＰＯＳレジスタシステムを用いる場合、ＰＯＳカウンタに二人
の店員を配置する必要があり、また、買上げ商品の動線に沿って商品登録装置および会計
装置を設置するための広めのスペースが必要である。
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、省スペース化を実現するとともに衛
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生的に会計作業を行うことができる、商品販売データ処理装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　［１］上記の課題を解決するため、本発明の一態様である商品販売データ処理装置は、
対向する商品登録者および顧客によって操作可能な商品販売データ処理装置であって、前
記商品登録者側に入力部を向けて設けられた操作受付部と、前記商品登録者側に表示面を
向けて設けられた第１の表示部と、前記顧客側に表示面を向けて設けられた第２の表示部
と、前記顧客側に入金口および出金口を向けて設けられた釣銭機と、商品の登録をするた
めの商品登録処理と前記釣銭機への入金後の会計処理とを実行する制御部とを備え、前記
操作受付部の入力部または前記第１の表示部が、前記制御部に前記会計処理を実行させる
会計キーを備え、前記第２の表示部が、前記制御部に前記会計処理を実行させる会計キー
を備え、前記制御部は、第１の顧客による前記釣銭機への入金中に次客である第２の顧客
に対する商品登録処理が実行可能であり、前記第１の顧客による前記釣銭機への入金中に
前記第２の顧客に対する商品登録処理を実行した場合、前記第２の顧客に対する前記商品
登録処理の実行中において、前記第１の顧客に対する前記商品登録処理に基づいて得られ
る合計金額以上の金額が入金され、前記いずれかの会計キーが押下されることにより前記
第１の顧客に対する前記会計処理を実行する。
　［２］上記［１］記載の商品販売データ処理装置において、前記制御部は、前記第１の
顧客に対する前記商品登録処理に基づいて得られる合計金額以上の金額が入金された後、
前記いずれかの会計キーが押下されず所定時間が経過することにより前記第１の顧客に対
する前記会計処理を実行するようにしてもよい。
【０００６】
　［３］上記の課題を解決するため、本発明の一態様であるプログラムは、対向する商品
登録者および顧客によって操作可能であり、前記商品登録者側に入力部を向けて設けられ
た操作受付部と、前記商品登録者側に表示面を向けて設けられた第１の表示部と、前記顧
客側に表示面を向けて設けられた第２の表示部と、前記顧客側に入金口および出金口を向
けて設けられた釣銭機とを備え、商品の登録をするための商品登録処理と前記釣銭機への
入金後の会計処理とを実行する商品販売データ処理装置であって、前記操作受付部の入力
部または前記第１の表示部が、前記会計処理を実行させる会計キーを備え、前記第２の表
示部が、前記会計処理を実行させる会計キーを備え、第１の顧客による前記釣銭機への入
金中に次客である第２の顧客に対する商品登録処理が実行可能な商品販売データ処理装置
としてコンピュータを機能させるプログラムであって、前記コンピュータを、前記商品登
録処理を実行するための商品登録手段、前記会計処理を実行するための会計処理手段とし
て機能させ、前記会計処理手段において、前記第１の顧客による前記釣銭機への入金中に
前記第２の顧客に対する商品登録処理を実行した場合、前記第２の顧客に対する前記商品
登録処理の実行中において、前記第１の顧客に対する前記商品登録処理に基づいて得られ
る合計金額以上の金額が入金され、前記いずれかの会計キーが押下されることにより前記
第１の顧客に対する前記会計処理を実行する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、省スペース化を実現するとともに衛生的に会計作業を行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１の実施形態である商品販売データ処理装置の外観の斜視図である。
【図２】第１の実施形態である商品販売データ処理装置の別の視点による外観の斜視図で
ある。
【図３】顧客側から見た場合の、第１実施形態である商品販売データ処理装置の平面図で
ある。
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【図４】商品販売データ処理装置の電気的な構成の例を表すブロック図である。
【図５】制御部による商品登録処理の実行に伴い、顧客用表示部に表示される商品登録画
面の例である。
【図６】店員によって小計キーが押下された場合に、顧客用表示部に表示される商品登録
終了画面の例である。
【図７】顧客によって貨幣が投入されて釣銭機が紙幣および貨幣を計数した状態の、顧客
用表示部に表示される会計開始画面の例である。
【図８】顧客によって会計キーが押下された場合の、顧客用表示部に表示される会計画面
の例である。
【図９】レシート発行部が会計レシートを排出した場合の、顧客用表示部に表示される会
計終了画面の例である。
【図１０】商品販売データ処理の処理手順の例を示すフローチャートである。
【図１１】商品販売データ処理の処理手順の例を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第２の実施形態である商品販売データ処理装置の外観の斜視図である
。
【図１３】第２の実施形態である商品販売データ処理装置の別の視点による外観の斜視図
である。
【図１４】顧客側から見た場合の、第２の実施形態の商品販売データ処理装置の平面図で
ある。
【図１５】第３の実施形態である商品販売データ処理装置の外観の斜視図である。
【図１６】第３の実施形態である商品販売データ処理装置の別の視点による外観の斜視図
である。
【図１７】制御部による第１の顧客に対する商品登録処理および決済処理の実行に伴い、
店員用表示部に表示される画面の例を示した図である。
【図１８】制御部による第１の顧客に対する商品登録処理および決済処理の実行に伴い、
顧客用表示部に表示される画面の例を示した図である。
【図１９】第１の顧客に対する商品登録が完了して小計キーが押下されたときの店員用表
示部の表示の例を示した図である。
【図２０】第１の顧客に対する商品登録が完了して小計キーが押下されたときの顧客用表
示部の表示の例を示した図である。
【図２１】図１９の画面において次客登録キーが押下された場合の、制御部による第２の
顧客に対する商品登録処理および決済処理の実行に伴い、店員用表示部に表示される画面
の例を示した図である。
【図２２】小計キーが押下された後、第１の顧客により合計金額以上の金額の貨幣が釣銭
機に投入された場合の顧客用表示部の表示の例を示す図である。
【図２３】図２２の画面において終了キーが押下された場合の、顧客用表示部の表示の例
である。
【図２４】第１の顧客に対する決済処理が完了していない状態で、第２の顧客に対する登
録画面上で小計キーが押下された場合に店員用表示部に表示されるエラー情報の例を示す
図である。
【図２５】第２の顧客に対する商品販売データ処理の商品登録処理の手順の例を示すフロ
ーチャートである。
【図２６】商品販売データ処理の決済処理の手順の例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照して詳細に説明する。
　［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態である商品販売データ処理装置の外観の斜視図である
。図１は、顧客側斜め前上方から見た場合の斜視図である。図１には、直交座標系ＸＹＺ
の座標軸が表されている。Ｘ軸は、水平面に対して水平な、商品販売データ処理装置１の
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横方向の軸である。Ｙ軸は、水平面に対して水平な、商品販売データ処理装置１の奥行き
方向、言い換えると、顧客側に向かう方向の軸である。Ｚ軸は、水平面に直交する、商品
販売データ処理装置１の高さ方向の軸である。
【００１０】
　図２は、商品販売データ処理装置１の別の視点による外観の斜視図である。図２は、店
員側斜め前上方から見た場合の斜視図である。図２には、カウンタ台８０を挟んで対向す
る店員Ｓ（商品登録者）と、顧客Ｃとが表されている。以下、図１および図２を参照して
、商品販売データ処理装置１の構成について説明する。
【００１１】
　図１および図２において、同一の構成には同一の符号を付してある。図１および図２に
示すように、商品販売データ処理装置１は、店員用表示部１０（第１の表示部）と、操作
受付部２０と、スキャナ部３０と、筐体４０と、支持部４１と、顧客用表示部５０（第２
の表示部）と、釣銭機６０と、レシート発行部７０とを含む。また、商品販売データ処理
装置１は、図示しない制御部を含む。この制御部は、筐体４０またはカウンタ台８０に収
納される。例えば、カウンタ台８０は、移動可能にキャスタを備えてもよい。
【００１２】
　制御部は、商品の買上げの登録をするための商品登録処理と釣銭機６０への入金後の会
計処理とを実行する。
【００１３】
　店員用表示部１０は、制御部が実行する商品登録処理に伴う商品登録表示情報を表示し
たり、その制御部が実行する会計処理に伴う会計表示情報を表示したりする表示装置であ
る。例えば、商品登録表示情報は、買上げ商品の商品名、単価、値引額、数量等の情報を
含む。例えば、会計表示情報は、合計金額、預かり金額、差額（おつり金額）、買上数量
等の情報を含む。店員用表示部１０は、これら表示情報を店員Ｓに提示する。
【００１４】
　例えば、店員用表示部１０は、操作受付機能を有したタッチパネル付液晶表示装置によ
り実現される。この場合、制御部は、商品登録処理および会計処理を実行することによっ
て、例えば、プリセットボタン等のＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ）ボタンを店員用表示部１０に表示させる。そして、タッチパネルは、ＧＵＩボ
タンの操作入力を受け付けて、操作に応じた操作情報を制御部に供給する。つまり、タッ
チパネルにおけるＧＵＩボタンは、入力部である。このＧＵＩボタンが押される（タッチ
される）ことを、「押下される」と表現する。
【００１５】
　操作受付部２０は、キー等の入力部を備える。例えば、入力部は、販売価格や数量を入
力する数字キー、予め定められた処理に対応付けられたプリセットキー、制御部に商品登
録処理を終了させる小計キー（商品登録完了キー）等を備える。なお、操作受付部２０は
、制御部に会計処理を実行開始させる現計キーを備えてもよい。操作受付部２０は、制御
部による商品登録処理および会計処理の実行にしたがって、店員Ｓによる入力部の操作入
力を受け付ける。
【００１６】
　スキャナ部３０は、制御部による商品登録処理の実行中に、商品に対応付けられたバー
コード状の商品コードを読み取り、商品コードの情報を制御部に供給する光学式読取装置
である。例えば、スキャナ部３０は、ハンディスキャナにより実現される。スキャナ部３
０は、筐体４０の側面に設けられた台座に掛止される。なお、スキャナ部３０を、店員Ｓ
側のカウンタ台８０の台上に設置した固定型スキャナにより実現してもよい。
【００１７】
　顧客用表示部５０は、制御部が実行する商品登録処理に伴う商品登録表示情報を表示し
たり、その制御部が実行する会計処理に伴う会計表示情報を表示したりする表示装置であ
る。顧客用表示部５０は、これら表示情報を顧客Ｃに提示する。例えば、顧客用表示部５
０は、操作受付機能を有したタッチパネル付液晶表示装置により実現される。この場合、
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制御部は、会計処理を実行することによって、会計キー（会計ボタン）としてのＧＵＩボ
タンを顧客用表示部５０に表示させる。そして、タッチパネルは、そのＧＵＩボタンの操
作入力を受け付けて、操作に応じた操作情報を制御部に供給する。
　なお、顧客Ｃに操作させる会計キーを、ＧＵＩボタンではなくハードウェアキーにより
実現してもよい。この場合、会計キーを有するキーボードは、顧客用表示部５０の近傍（
例えば、顧客用表示部５０の直横または直前）に設けられる。
【００１８】
　カウンタ台８０の台上には、筐体４０が設置される。ただし、カウンタ台８０の台上に
は、筐体４０より店員Ｓ前に、買上げ商品が置かれる載置面８１が確保されている。
　また、カウンタ台８０の台上には、筐体４０より顧客Ｃ前に、顧客用表示部５０が顧客
Ｃ側に表示面を向けて配設される。顧客用表示部５０は、その表示面と顧客用表示部５０
の設置面とのなす角度を変更可能に設けられてもよい。顧客用表示部５０の設置面と載置
面８１とは、同一平面内であってもよいし、異なっていてもよい。例えば、顧客用表示部
５０は、載置面８１より上方、且つ釣銭機６０の近傍の位置に配設される。
【００１９】
　カウンタ台８０の台上に設置された筐体４０の設置面側と逆側の端部（上端）には、支
持部４１を介して店員用表示部１０が取り付けられている。つまり、店員用表示部１０は
、載置面８１より上方の位置に、載置面８１に対して固定された支持部４１により支持さ
れる。店員用表示部１０は、店員Ｓ側に表示面を向けて設けられる。また、操作受付部２
０は、支持部４１または店員用表示部１０に取り付けられ、店員Ｓ側に入力部を向けて設
けられる。
【００２０】
　店員用表示部１０は、支持部４１の垂直方向の中心軸（Ｚ軸と平行な軸）に対して回動
可能である。例えば、図１によれば、店員用表示部１０は、筐体４０にぶつからない範囲
内で首振り可能である。なお、例えば、店員用表示部１０を、店員Ｓに対して正面の向き
から略１８０度（１８０度を含む。）回動可能に設けてもよい。
　また、店員用表示部１０は、支持部４１の垂直方向の中心軸と直交し、且つ表示面に平
行な軸に対して、例えば０度から略１２０度（１２０度を含む。）までの範囲内で回動可
能であってもよい。ただし、ここでいう表示面に平行な軸とは、例えば、表示面が鉛直軸
を含む位置における当該表示面に平行な軸である。なお、例えば、店員用表示部１０を、
支持部４１の垂直方向の中心軸と直交し、且つ表示面に平行な軸に対して１２０度回動さ
せた場合、店員用表示部１０は、上下が逆に設置されることとなる。よって、この場合、
制御部は、表示画面の走査が逆になるよう店員用表示部１０を制御することによって、表
示が逆にならないようにする。
【００２１】
　筐体４０の顧客Ｃ側の面には、広告４２が設けられる。広告４２は、紙媒体や樹脂媒体
あってもよいし、映像や静止画像を表示する表示装置であってもよい。
【００２２】
　釣銭機６０は、紙幣および硬貨の顧客Ｃによる投入を受け付けて入金処理を行い、釣金
、返金、またはリジェクトされる場合の紙幣および硬貨を排出する自動釣銭機である。釣
銭機６０は、紙幣管理部６１と、硬貨投入口６４と、硬貨排出口６５と、リジェクト口６
６とを備える。硬貨投入口６４と、硬貨排出口６５と、リジェクト口６６とは、硬貨管理
部に含まれる。紙幣管理部６１は、紙幣投入口６２と、紙幣排出口６３とを備える。紙幣
投入口６２は、顧客Ｃにより投入される紙幣を取り込む口である。紙幣排出口６３は、紙
幣およびリジェクト紙幣を排出する口である。紙幣投入口６２および紙幣排出口６３は、
二段に構成される。例えば、紙幣管理部６１において、上段が紙幣投入口６２、下段が紙
幣排出口６３である。
　なお、釣銭機６０は、硬貨管理部のみを備えてもよい。
【００２３】
　硬貨投入口６４は、顧客Ｃにより投入される硬貨を取り込む口である。硬貨排出口６５
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は、おつりとしての硬貨、釣銭機６０が備える貨幣識別部が識別に失敗した場合の硬貨、
貨幣識別部が偽造硬貨として識別した場合の硬貨を排出する口である。リジェクト口６６
は、入金後、キャンセルの操作をした場合に、硬貨を排出する口である。紙幣投入口６２
および硬貨投入口６４が入金口である。紙幣排出口６３、硬貨排出口６５、およびリジェ
クト口６６が出金口である。
【００２４】
　レシート発行部７０は、制御部が会計処理を実行したことによって得た会計情報を紙媒
体であるレシート用紙に印刷し、この印刷後のレシート（会計レシート）をレシートの排
出口から出力する。
【００２５】
　釣銭機６０およびレシート発行部７０は、紙幣投入口６２と、紙幣排出口６３と、硬貨
投入口６４と、硬貨排出口６５と、リジェクト口６６と、レシートの排出口とを顧客Ｃ側
に向けて、カウンタ台８０の顧客Ｃ側側面（ＸＺ平面と平行な面）に突設される。この配
置により、顧客Ｃが釣銭機６０に近接して立った場合に、顧客Ｃのつま先がカウンタ台８
０にあたるおそれが低減される。例えば、釣銭機６０およびレシート発行部７０が一体の
筐体に収納され、この筐体がカウンタ台８０の顧客Ｃ側側面に突設される。
【００２６】
　図３は、顧客Ｃ側から見た場合の、商品販売データ処理装置１の平面図である。図３に
おいて、図１と同一の構成について同一の符号を付している。図３には、直交座標系ＸＺ
の座標軸が表されている。Ｘ軸は、水平面に対して水平な、商品販売データ処理装置１の
横方向の軸である。商品販売データ処理装置１の幅（横幅）は、Ｘ軸方向のサイズである
。Ｚ軸は、水平面に直交する、商品販売データ処理装置１の高さ方向の軸である。
【００２７】
　釣銭機６０は、顧客用表示部５０が設けられる位置よりも下方、且つ顧客用表示部５０
の近傍の位置に配設される。図１および図３に示すように、顧客用表示部５０が設置され
る面と載置面８１とが同一平面内である場合、釣銭機６０は、設置面８１より下方、且つ
顧客用表示部５０の近傍の位置に配設される。
【００２８】
　釣銭機６０において、硬貨投入口６４は、紙幣管理部６１の横、且つ紙幣管理部６１に
対して下方の位置に配設される。具体的に、図３に示すように、ＸＺ平面に直交し、且つ
Ｚ軸に平行な線Ａを含む平面を境に、左側に紙幣管理部６１、右下側に硬貨投入口６４が
配設される。また、紙幣管理部６１の下方の位置には、硬貨排出口６５が配設される。こ
の配置により、商品販売データ処理装置１を上面側から見た場合、つまり、顧客Ｃの視野
において、紙幣投入口６２に投入される紙幣および紙幣排出口６３から排出される紙幣に
よって、硬貨投入口６４が遮られない。よって、紙幣および硬貨の投入がし易い。
【００２９】
　また、硬貨投入口６４の下方の位置には、リジェクト口６６が配設される。
　また、紙幣管理部６１の下方の位置には、硬貨排出口６５が配設される。
　例えば、硬貨排出口６５とリジェクト口６６とは、横方向（Ｘ軸方向）において隣接し
て配設される。
【００３０】
　レシート発行部７０は、顧客用表示部５０および釣銭機６０の近傍に配設される。具体
的に、図３に示すように、レシート発行部７０は、ＸＺ平面に直交し且つＺ軸に平行な線
Ａを含む平面を境に右側であり、且つ硬貨投入口６４の上方の位置に配設される。
【００３１】
　図１から図３により明らかなように、顧客Ｃと対向する側における、操作受付部２０と
店員用表示部１０と顧客用表示部５０とは、釣銭機６０の略幅内に収まるように配設され
ている。紙幣管理部６１と硬貨排出口６５とを縦二段に配置したことにより、釣銭機６０
の幅を飛躍的に狭めることができ、よって、商品販売データ処理装置１を、格別にコンパ
クトなサイズで実現することができる。
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【００３２】
　図４は、商品販売データ処理装置１の電気的な構成の例を表すブロック図である。図４
において、図１と同一の構成については同一の符号を付し、その説明を省略する。図４に
示すように、商品販売データ処理装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ）１００と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１０と、Ｒ
ＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２０と、通信部１３０と、店員用
表示部１０と、操作受付部２０と、スキャナ部３０と、顧客用表示部５０と、釣銭機６０
と、レシート発行部７０とを含む。
　ＣＰＵ１００と、ＲＯＭ１１０と、ＲＡＭ１２０と、通信部１３０と、店員用表示部１
０と、操作受付部２０と、スキャナ部３０と、顧客用表示部５０と、釣銭機６０と、レシ
ート発行部７０とは、信号線およびバスを介して接続されている。
【００３３】
　ＣＰＵ１００は、ＲＯＭ１１０に記憶されたプログラムを読み込んで実行することによ
り、商品登録機能および会計機能を実現する。ＲＡＭ１２０は、例えば、店舗に設置され
たストアコンピュータから読み込んだ商品情報（商品コード、商品名、単価、値引額等の
情報）を記憶する。また、ＲＡＭ１２０は、商品登録表示情報および会計表示情報を記憶
する。つまり、制御部は、ＣＰＵ１００と、ＲＯＭ１１０と、ＲＡＭ１２０とを含んで構
成される。通信部１３０は、ストアコンピュータや他の商品販売データ処理装置と通信す
るインターフェースである。
【００３４】
　次に、図５から図９を参照して、顧客用表示部５０の表示の例を説明する。
　図５は、制御部による商品登録処理の実行に伴い、顧客用表示部５０に表示される商品
登録画面の例である。図５は、１個の商品「パン・オ・ショコラ」が商品登録される場合
の画面の例である。図５に示すように、商品登録画面には、最新の登録商品の商品名「パ
ン・オ・ショコラ」が数量および単価とともに大きなフォントで表示される。商品名およ
び単価の情報は、登録情報である。また、制御部により、商品登録画面には、登録商品の
履歴（登録済の商品情報）が小さなフォントで表示される。また、制御部により、商品登
録画面には、合計金額、合計点数（買上げ商品の合計数）、値引計（値引額の合計金額）
も表示される。
　なお、制御部は、登録商品の履歴を表示させないように設定することができる。
【００３５】
　図６は、店員Ｓによって小計キーが押下された場合に、顧客用表示部５０に表示される
商品登録終了画面の例である。この商品登録終了画面は、会計情報の画面である。店員Ｓ
によって操作受付部２０の小計キーが押下されることにより、制御部は、買上げ商品の合
計金額を算出し、この合計金額と、合計点数と、値引計とを顧客用表示部５０に表示させ
る。また、制御部は、現時点での預かり金額と、おつりの金額とを、顧客用表示部５０に
表示させる。更に、制御部は、買い上げ金額に相当する金銭の額の貨幣の投入を顧客Ｃに
促す案内情報（例えば、「合計金額を確認してお金をいれてください」）を、顧客用表示
部５０に表示させる。
【００３６】
　図７は、顧客Ｃによって貨幣が投入されて釣銭機６０が紙幣および貨幣を計数した状態
の、顧客用表示部５０に表示される会計開始画面の例である。顧客Ｃによって紙幣および
硬貨またはいずれかが釣銭機６０に投入されると、釣銭機６０は、投入された貨幣を計数
し、制御部に通知する。次に、制御部は、投入された貨幣の金額（預かり金額）と、預か
り金額と合計金額とに差額がある場合にはその差額とを、顧客用表示部５０に表示させる
。制御部は、預かり金額が合計金額以上の金額である場合に、ＧＵＩボタンである会計キ
ー（“お会計”）と、会計キーの押下を顧客Ｃに促す案内情報（例えば、「よろしければ
お会計ボタンを押してください」）とを、顧客用表示部５０に表示させる。ここで、例え
ば、制御部は、会計キーが顧客Ｃによって押下されるまで、会計キーを強調表示させても
よい。例えば、強調表示として、会計キーを立体的に浮き上がらせたように表示（エンボ
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ス表示）させたり、時間とともに会計キーの表示色を変化させたりする方法がある。なお
、預かり金額が合計金額に満たない場合は、制御部は、会計キーを表示させないようにし
てもよい。図５から図７の表示情報は、商品登録表示情報である。
【００３７】
　図８は、顧客Ｃによって会計キーが押下された場合の、顧客用表示部５０に表示される
会計画面の例である。顧客Ｃによって会計キーが押下されると、制御部は、差額がある場
合には、差額分の紙幣および硬貨またはいずれかを釣銭機６０に排出し、おつりの受け取
りを顧客Ｃに促す案内情報（例えば、「おつりをお受け取りください」）を、顧客用表示
部５０に表示させる。
【００３８】
　図９は、レシート発行部７０が会計レシートを排出した場合の、顧客用表示部５０に表
示される会計終了画面の例である。レシート発行部７０が当該取引についての会計情報を
印刷した会計レシートを排出口に排出すると、制御部は、会計レシートの受け取りを顧客
Ｃに促す案内情報（例えば、「レシートをお受け取りください」）を、顧客用表示部５０
に表示させる。図８および図９の表示情報は、会計表示情報である。
【００３９】
　次に、商品販売データ処理装置１の動作について説明する。
　図１０および図１１は、商品販売データ処理１の処理手順の例を示すフローチャートで
ある。ＣＰＵ１００がＲＯＭ１１０に記憶されたプログラムを読み込んで実行することに
より、本フローチャートによる処理が開始される。
【００４０】
　制御部は、操作受付部２０における入力部のキーの押下、またはスキャナ部３０による
バーコードのスキャンが行われるまで待機している。スキャナ部３０によって買上げの商
品に対応付けられたバーコードのスキャンが行われた場合（ステップＳ１：スキャン）は
ステップＳ２の処理に移し、操作受付部２０における入力部のキーが押下された場合（ス
テップＳ１：キー）はステップＳ５の処理に移す。
【００４１】
　ステップＳ２において、制御部は、バーコードを読み取ったスキャナ部３０が供給する
商品コードを取り込む。
　次に、ステップＳ３において、制御部は、商品コードをキーとして、ストアコンピュー
タから予め取得した商品マスター情報（商品情報のデータテーブル）を検索し、商品コー
ドに対する商品情報（例えば、商品名、単価、値下額等）を抽出する。
　次に、ステップＳ４において、制御部は、商品情報を顧客用表示部５０に表示させる。
次に、制御部は、ステップＳ１の処理に戻す。
【００４２】
　一方、ステップＳ５において、制御部は、操作受付部２０から操作情報を取得し、この
操作情報に基づき、数字キーが押下されたと判定した場合（ステップＳ５：ＹＥＳ）はス
テップＳ６の処理に移し、数字キー以外のキーが押下されたと判定した場合（ステップＳ
５：ＮＯ）はステップＳ７の処理に移す。
【００４３】
　ステップＳ６において、制御部は、操作情報（数の情報）により数量を取得し、この数
量を顧客用表示部５０に表示させる。次に、ステップＳ１の処理に戻す。
【００４４】
　ステップＳ７において、制御部は、操作情報に基づき、小計キーが押下されたと判定し
た場合（ステップＳ７：ＹＥＳ）はステップＳ８の処理に移し、小計キー以外のキーが押
下されたと判定した場合（ステップＳ７：ＮＯ）はステップＳ１の処理に戻す。
【００４５】
　ステップＳ８において、制御部は、会計情報を顧客用表示部５０に表示させる。
　次に、ステップＳ９において、制御部は、顧客Ｃにより紙幣および硬貨またはいずれか
が釣銭機６０に投入されるまで待機する（ステップＳ９：ＮＯ）。
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【００４６】
　ステップＳ１０において、顧客Ｃにより紙幣および硬貨またはいずれかが釣銭機６０に
投入されると、制御部は、会計開始画面を顧客用表示部５０に表示させて会計キーが押下
されるまで待機する（ステップＳ１０：ＮＯ）。ステップＳ１からステップＳ１０：ＮＯ
までの処理が、商品登録処理である。
【００４７】
　顧客Ｃによって会計キーが押下されると（ステップＳ１０：ＹＥＳ）、ステップＳ１２
において、制御部は、会計処理の実行を開始する。ただし、顧客Ｃによって会計キーが押
下される前に、店員Ｓによって操作受付部２０の現計キーが押下されることによっても、
制御部は、ステップＳ１２において、会計処理の実行を開始する。
　なお、制御部は、紙幣および硬貨またはいずれかが釣銭機６０に投入されてから（ステ
ップＳ９：ＹＥＳ）一定時間（例えば、１秒間）が経過した後、ステップＳ１２の処理に
移してもよい。
【００４８】
　次に、ステップＳ１２において、預かり金額と合計金額とに差額がある場合（ステップ
Ｓ１２：ＹＥＳ）はステップＳ１３の処理に移し、差額がない場合（ステップＳ１２：Ｎ
Ｏ）はステップＳ１４の処理に移す。
【００４９】
　ステップＳ１３において、制御部は、差額分の紙幣および硬貨またはいずれかを釣銭機
６０に排出する。釣銭機６０は、紙幣排出口６３および硬貨排出口６５から紙幣および硬
貨が取り去られたか否かをセンサにより検出し、検出結果を制御部に通知する。制御部は
、紙幣および硬貨が取り去られたとの検出結果にしたがってステップＳ１４の処理に移す
。
【００５０】
　次に、ステップＳ１４において、レシート発行部７０は、会計情報をレシート用紙に印
刷し、この印刷後のレシートをレシートの排出口から出力する。なお、ステップＳ１３に
よるおつりの排出と、ステップＳ１４による会計レシートの排出とを略同時（同時を含む
。）に実行してもよい。ステップＳ１０：ＹＥＳからステップＳ１４までの処理が、会計
処理である。
【００５１】
　なお、図１０および図１１のフローチャートは、数量を示す数字キーを押下してバーコ
ードをスキャンする操作にしたがう処理の流れを示したが、例えば、数字キーの押下によ
って割引や値引の置数を行った後、所定のプリセットキー（「×」、「％」、「円引き」
）の押下によって割引や値引を指定するようにしてもよい。
【００５２】
　以上、説明したとおり、第１の実施形態である商品販売データ処理装置１は、対向する
商品登録者（店員Ｓ）および顧客Ｃによって操作可能な商品販売データ処理装置である。
この商品販売データ処理装置１は、商品登録者側に入力部を向けて設けられた操作受付部
２０と、商品登録者側に表示面を向けて設けられた店員用表示部１０と、顧客Ｃ側に表示
面を向けて設けられた顧客用表示部５０と、顧客Ｃ側に入金口および出金口を向けて設け
られた釣銭機６０とを備える。商品販売データ処理装置１においては、店員用表示部１０
が、商品が載置される載置面８１より上方の位置に配設され、操作受付部２０が、載置面
８１より上方の位置に設けられる。
【００５３】
　商品販売データ処理装置１は、商品登録者側に入力部を向けて設けられた操作受付部２
０と、商品登録者側に表示面を向けて設けられた店員用表示部１０と、商品登録者に対向
する顧客Ｃ側に表示面を向けて設けられた顧客用表示部５０と、顧客Ｃ側に入金口および
出金口を向けて設けられた釣銭機６０とを備えたことにより、一人の店員Ｓにより運用可
能である。また、商品販売データ処理装置１によれば、店員Ｓが貨幣を触ることがなく、
衛生的に会計作業を行うことができる。
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【００５４】
　また、商品販売データ処理装置１において、店員用表示部１０が、商品が載置される載
置面８１より上方の位置に配設され、操作受付部２０が、載置面８１より上方の位置に配
設される。これにより、商品登録者である店員Ｓは、商品の登録や商品の袋詰め等の作業
を楽な姿勢で行うことができる。
【００５５】
　また、顧客Ｃと対向する側における、操作受付部２０と店員用表示部１０と顧客用表示
部５０とが、釣銭機６０の略幅内に収まるように配設されたことにより、商品販売データ
処理装置１を、コンパクトなサイズで実現することができる。第１の実施形態では、紙幣
管理部６１と硬貨排出口６５とを縦二段に配置したことにより、釣銭機６０の幅を飛躍的
に狭めることができ、商品販売データ処理装置１のサイズのコンパクト化に、特に有利で
ある。
【００５６】
　なお、顧客Ｃ側に入金口および出金口を向けて設けられた釣銭機６０が、載置面８１よ
り下方の位置に配設され、顧客Ｃ側に表示面を向けて設けられた顧客用表示部５０が、釣
銭機６０の近傍に配設されてもよい。これにより、顧客Ｃが手元を向いたときの視野内に
、顧客用表示部５０の表示面と釣銭機６０の入金口とを入れることができ、顧客Ｃの操作
性が向上する。
【００５７】
　また、商品販売データ処理装置１は、顧客Ｃ側にレシートの排出口を向けて設けられた
レシート発行部７０を更に備えてもよい。この場合、レシート発行部７０が、顧客用表示
部５０および釣銭機６０の近傍に配設されてもよい。
　この構成により、店員Ｓが会計レシートを直接触る必要がなく、衛生的である。また、
顧客Ｃがおつりを取ったすぐ後に、姿勢を大きく変えることなく会計レシートを取ること
ができ、操作性が優れている。
【００５８】
　また、商品販売データ処理装置１において、顧客用表示部５０が、載置面８１より上方
の位置に配設されてもよい。
　この構成により、顧客Ｃは、見易い姿勢で顧客用表示部５０の表示面を見ることができ
る。
【００５９】
　また、商品販売データ処理装置１において、店員用表示部１０が、載置面８１に対して
固定された支持部４１の垂直方向の中心軸に対して回動可能、または、その中心軸と直交
する所定の軸に対して回動可能に、支持部４１に取り付けられてもよい。日締め作業等の
締め作業においては、店員用表示部１０を顧客Ｃの向きに回動させて用いる。締め作業時
において、顧客Ｃの位置に立った店員Ｓによる店員用表示部１０の操作によって貨幣回収
指示を行うことにより、釣銭機６０の紙幣排出口６３および硬貨排出口６５から回収金が
払い出され、レシート発行部７０から閉めレポートが発行される。
　つまり、例えば、日締めした際の会計情報の集計を行う締め操作時に、店員用表示部１
０を、レシート発行部７０のレシート排出口および釣銭機６０の出金口と同じ向きに変え
ることができる。よって、店員Ｓによる締め操作がし易くなる。
【００６０】
　また、商品販売データ処理装置１は、商品の登録をするための商品登録処理と釣銭機６
０への入金後の会計処理とを実行する制御部、を更に備え、操作受付部２０の入力部また
は店員用表示部１０が、制御部が実行中の商品登録処理を終了させる小計キーを備え、顧
客用表示部５０が、制御部に会計処理を実行開始させる会計キーを備えてもよい。
　この構成によれば、商品登録の完了作業については店員Ｓが行い、会計処理の開始作業
については顧客Ｃが行う。したがって、顧客Ｃは、自身のペースで、買上げの金額を確認
して、支払のための貨幣を釣銭機６０に投入することができる。また、チェックカウンタ
の客捌きが効率化される。
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【００６１】
　また、商品販売データ処理装置１では、制御部は、商品が登録開始されると、釣銭機６
０に入金処理を開始させるようにしてもよい。
【００６２】
　また、商品販売データ処理装置１では、制御部が、小計キーが押下されると、釣銭機６
０に入金処理を開始させ、商品登録処理に基づいて得られる合計金額以上の金額の入金が
された場合に、顧客用表示部５０に表示させる会計キーの押下を許可するようにしてもよ
い。
【００６３】
　また、商品販売データ処理装置１では、操作受付部２０の入力部または店員用表示部１
０が、制御部に会計処理を実行開始させる会計キーを備え、制御部が、商品登録処理に基
づいて得られる合計金額以上の金額の入金がされた後、いずれかの会計キーが押下される
ことにより会計処理を実行するようにしてもよい。
【００６４】
　また、商品販売データ処理装置１では、制御部が、商品登録処理に基づいて得られる合
計金額以上の金額の入金がされた後、いずれかの会計キーが押下されず所定時間が経過す
ることにより会計処理を実行するようにしてもよい。
【００６５】
　［第２の実施形態］
　上述した第１の実施形態に対して本発明の第２の実施形態は、釣銭機およびレシート発
行部の配置が異なる。第２の実施形態において、第１の実施形態と同一の構成については
同一の符号を付してその説明を省略する。
【００６６】
　図１２は、本発明の第２の実施形態である商品販売データ処理装置の外観の斜視図であ
る。図１２は、顧客側斜め前上方から見た場合の斜視図である。図１２には、直交座標系
ＸＹＺの座標軸が表されている。Ｘ軸は、水平面に対して水平な、商品販売データ処理装
置１ａの横方向の軸である。Ｙ軸は、水平面に対して水平な、商品販売データ処理装置１
ａの奥行き方向、言い換えると、顧客側に向かう方向の軸である。Ｚ軸は、水平面に直交
する、商品販売データ処理装置１ａの高さ方向の軸である。
【００６７】
　図１３は、商品販売データ処理装置１ａの別の視点による外観の斜視図である。図１３
は、店員側斜め前上方から見た場合の斜視図である。図１３には、カウンタ台８０ａを挟
んで対向する店員Ｓ（商品登録者）と、顧客Ｃとが表されている。以下、図１２および図
１３を参照して、商品販売データ処理装置１ａの構成について説明する。
【００６８】
　図１２および図１３に示すように、商品販売データ処理装置１ａは、店員用表示部１０
（第１の表示部）と、操作受付部２０と、スキャナ部３０と、筐体４０ａと、支持部４１
と、顧客用表示部５０（第２の表示部）と、釣銭機６０ａと、レシート発行部７０ａと、
制御部９０とを含む。例えば、カウンタ台８０ａは、移動可能にキャスタを備えてもよい
。
【００６９】
　制御部９０は、商品の買上げの登録をするための商品登録処理と釣銭機６０ａへの入金
後の会計処理とを実行する。制御部９０は、カウンタ台８０ａの収納棚に収納される。
【００７０】
　店員用表示部１０は、支持部４１の垂直方向の中心軸（Ｚ軸と平行な軸）に対して回動
可能である。例えば、図１２によれば、店員用表示部１０は、筐体４０ａにぶつからない
範囲内で首振り可能である。なお、例えば、店員用表示部１０を、店員Ｓに対して正面の
向きから略１８０度（１８０度を含む。）回動可能に設けてもよい。
　また、店員用表示部１０は、支持部４１の垂直方向の中心軸と直交し、且つ表示面に平
行な軸に対して、例えば０度から略１２０度（１２０度を含む。）までの範囲内で回動可
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能であってもよい。ただし、ここでいう表示面に平行な軸とは、例えば、表示面が鉛直軸
を含む位置における当該表示面に平行な軸である。なお、例えば、店員用表示部１０を、
支持部４１の垂直方向の中心軸と直交し、且つ表示面に平行な軸に対して１２０度回動さ
せた場合、店員用表示部１０は、上下が逆に設置されることとなる。よって、この場合、
制御部は、表示画面の走査が逆になるよう店員用表示部１０を制御することによって、表
示が逆にならないようにする。
【００７１】
　筐体４０ａの顧客Ｃ側の面には、広告が設けられてもよい。この広告は、紙媒体や樹脂
媒体あってもよいし、映像や静止画像を表示する表示装置であってもよい。
【００７２】
　釣銭機６０ａは、紙幣および硬貨の顧客Ｃによる投入を受け付けるとともに、釣金、返
金、またはリジェクトされる場合の紙幣および硬貨を排出する自動釣銭機である。第１の
実施形態と同様に、釣銭機６０ａは、紙幣管理部６１と、硬貨投入口６４と、硬貨排出口
６５と、リジェクト口６６とを備える。紙幣管理部６１は、紙幣投入口６２と、紙幣排出
口６３とを備える。
【００７３】
　レシート発行部７０ａは、制御部９０が会計処理を実行したことによって得た会計情報
を紙媒体であるレシート用紙に印刷し、この印刷後のレシート（会計レシート）をレシー
トの排出口から出力する。
【００７４】
　釣銭機６０ａは、紙幣投入口６２と、紙幣排出口６３と、硬貨投入口６４と、硬貨排出
口６５と、リジェクト口６６と、レシートの排出口とを顧客Ｃ側に向けて、カウンタ台８
０ａの顧客Ｃ側側面（ＸＺ平面と平行な面）に突設される。この配置により、顧客Ｃが釣
銭機６０ａに近接して立った場合に、顧客Ｃのつま先がカウンタ台８０ａにあたるおそれ
が低減される。
【００７５】
　図１４は、顧客Ｃ側から見た場合の、商品販売データ処理装置１ａの平面図である。図
１４において、図１２と同一の構成について同一の符号を付している。図１４には、直交
座標系ＸＺの座標軸が表されている。Ｘ軸は、水平面に対して水平な、商品販売データ処
理装置１ａの横方向の軸である。商品販売データ処理装置１ａの幅（横幅）は、Ｘ軸方向
のサイズである。Ｚ軸は、水平面に直交する、商品販売データ処理装置１ａの高さ方向の
軸である。
【００７６】
　釣銭機６０ａは、顧客用表示部５０が設けられる位置よりも下方、且つ顧客用表示部５
０の近傍の位置に配設される。図１２および図１４に示すように、顧客用表示部５０が設
置される面と載置面８１とが同一平面内である場合、釣銭機６０ａは、設置面８１より下
方、且つ顧客用表示部５０の近傍の位置に配設される。
【００７７】
　釣銭機６０ａにおいて、硬貨排出口６５と硬貨投入口６４と紙幣管理部６１とは、横並
びに配列される。具体的に、図１４に示すように、硬貨排出口６５と硬貨投入口６４と紙
幣管理部６１とは、Ｘ軸方向に配列される。この配置により、紙幣投入口６２と紙幣排出
口６３と硬貨投入口６４と硬貨排出口６５とは、顧客用表示部５０の近傍に集中すること
となり、顧客Ｃの視線の動きを最小化させることができるとともに、貨幣の授受の操作性
を良好に保つことができる。
【００７８】
　なお、硬貨排出口６５と硬貨投入口６４と紙幣管理部６１との並び順は、図１４の例に
限定されず任意の順序でよい。
【００７９】
　硬貨投入口６４の下方の位置には、リジェクト口６６が配設される。
【００８０】
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　レシート発行部７０ａは、顧客用表示部５０および釣銭機６０ａの近傍に配設される。
具体的に、図１２および図１４に示すように、レシート発行部７０ａは、筐体４０ａに組
み込まれてカウンタ台８０ａの台上に配設される。ただし、レシート発行部７０ａおよび
顧客用表示部５０は、横方向（Ｘ軸方向）において重ならないよう配置される。
【００８１】
　図１２から図１４により明らかなように、顧客Ｃと対向する側における、操作受付部２
０と店員用表示部１０と顧客用表示部５０とは、釣銭機６０ａの略幅内に収まるように配
設されている。よって、商品販売データ処理装置１を、コンパクトなサイズで実現するこ
とができる。
【００８２】
　以上、説明したとおり、第２の実施形態である商品販売データ処理装置１ａについても
、一人の店員Ｓにより運用可能である。また、商品販売データ処理装置１ａによれば、当
該店員Ｓが貨幣を触ることがなく、衛生的に会計作業を行うことができる。
　また、顧客Ｃが手元を向いたときの視野内に、顧客用表示部５０の表示面と釣銭機６０
ａの入金口とを入れることができる。したがって、商品販売データ処理装置１ａによれば
、顧客Ｃの操作性が優れている。
【００８３】
　また、顧客Ｃと対向する側における、操作受付部２０と店員用表示部１０と顧客用表示
部５０とが、釣銭機６０ａの略幅内に収まるように配設されたことにより、商品販売デー
タ処理装置１ａを、コンパクトなサイズで実現することができる。
　また、商品販売データ処理装置１ａによれば、店員Ｓが会計レシートを直接触る必要が
なく、衛生的である。また、顧客Ｃがおつりを取ったすぐ後に、姿勢を大きく変えること
なく会計レシートを取ることができ、操作性が優れている。
【００８４】
　なお、筐体４０ａを中空に形成し、レシート発行部７０ａを、垂直方向の中心軸に対し
て回動可能に設けてもよい。例えば、レシート発行部７０ａを、顧客Ｃに対して正面の向
きから略１８０度（１８０度を含む。）回動可能に設けてもよい。日締め作業等の締め作
業においては、店員用表示部１０およびレシート発行部７０ａを顧客Ｃの向きに回動させ
て用いる。締め作業時において、顧客Ｃの位置に立った店員Ｓによる店員用表示部１０の
操作によって貨幣回収指示を行うことにより、釣銭機６０ａの紙幣排出口６３および硬貨
排出口６５から回収金が払い出され、レシート発行部７０ａから閉めレポートが発行され
る。
　つまり、例えば、日締めした際の会計情報の集計を行う締め操作時に、店員用表示部１
０およびレシート発行部７０ａを、釣銭機６０の出金口と同じ方向に変えることができる
。よって、店員Ｓによる締め操作がし易くなる。
【００８５】
　また、第１の実施形態における釣銭機６０において、紙幣管理部６１と硬貨管理部とを
縦方向に配設してもよい。例えば、図３を参照して説明すると、ＸＺ平面において、硬貨
投入口６４と、硬貨排出口６５と、リジェクト口６６とを含む硬貨管理部を、紙幣管理部
６１の下側（下段）に配設してもよい。具体的に、例えば、紙幣管理部６１の下側に硬貨
投入口６４、更に下側に硬貨排出口６５およびリジェクト口６６を配設してもよい。この
場合、例えば、上段の紙幣管理部６１に対して、下段の硬貨管理部を顧客Ｃ側に突設して
もよい。
【００８６】
　また、上述した第１の実施形態および第２の実施形態において、操作受付部２０も、支
持部４１の垂直方向の中心軸に対して回動可能としてもよい。例えば、図１によれば、操
作受付部２０は、筐体４０にぶつからない範囲内で首振り可能である。また、例えば、操
作受付部２０を、店員Ｓに対して正面の向きから略１８０度（１８０度を含む。）回動可
能に設けてもよい。
【００８７】
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　また、顧客用表示部５０における会計キー、または操作受付部２０における現計キーが
押下されたにも関わらず貨幣が釣銭機６０の入金口に投入されてしまった場合のその貨幣
をリジェクトするためのリジェクトキーを、顧客用表示部５０の商品登録終了画面（貨幣
を投入する時点の画面）におけるＧＵＩボタンとして設けるとともに、操作受付部２０の
入力部に設けてもよい。顧客用表示部５０における会計キー、または操作受付部２０にお
ける現計キーが押下されたにも関わらず貨幣が釣銭機６０の入金口に投入されてしまった
場合、リジェクトキーが押下されることによって、その投入された貨幣は、硬貨について
は硬貨排出口６５、紙幣については紙幣排出口６３に排出される。なお、制御部は、リジ
ェクトキーが押下されることによって、一時預かりとして入金処理を実行してもよい。リ
ジェクトするか入金するかのいずれかについては、設定により選択可能である。
【００８８】
　また、クレジットカードのＩＣカードリーダや、非接触型ＩＣカード（電子マネー）の
ＩＣカードリーダライタを、カウンタ台８０，８０ａの台上または上方の顧客Ｃ側であっ
て、且つ顧客用表示部５０の近傍に配設してもよい。例えば、第１の実施形態において、
クレジットカードのＩＣカードリーダや、非接触型ＩＣカード（電子マネー）のＩＣカー
ドリーダライタを筐体４０に組み込んでもよい。
【００８９】
　［第３の実施形態］
　図１５は、第３の実施形態である商品販売データ処理装置の外観の斜視図である。図１
５において、図１に示した構成と同一の構成には、同一の符号を付し、その説明を省略す
る。図１５に示すように、筐体４０ｂには、クレジットカードのＩＣカードリーダが組み
込まれており、ＩＣカードの挿入口８５が筐体４０ｂの顧客Ｃ側の面に設けられている。
　筐体４０ｂの顧客Ｃ側の面には、広告４２ｂが設けられる。広告４２ｂは、紙媒体や樹
脂媒体あってもよいし、映像や静止画像を表示する表示装置であってもよい。
【００９０】
　また、スキャナ部３０を、筐体４０，４０ａ，４０ｂ内に設置したスキャナにより実現
してもよい。
　図１６は、第３の実施形態である商品販売データ処理装置の別の視点による外観の斜視
図である。図１６において、図２に示した構成と同一の構成には、同一の符号を付し、そ
の説明を省略する。図１６に示すように、図２におけるスキャナ部３０の代わりとして、
筐体４０の店員Ｓ側の面には、スキャナ部３０ｃが設けられている。スキャナ部３０ｃの
店員Ｓ側の面には、スキャナ窓８７が設けられている。スキャナ部３０ｃは、その側面か
ら見た場合に、くさび形状を有する。つまり、スキャナ部３０ｃは、載置面８１から上方
に向かうにしたがって厚みが増す形状を有する。よって、スキャナ窓８７は、その窓面を
貫く中心軸が水平面に対して下方に傾いた状態となる。この構成により、載置面８１の面
積を広く確保できるとともに、店員Ｓによる商品に付されたバーコードのスキャン操作を
し易くすることができる。
【００９１】
　また、制御部は、顧客用表示部５０に各種案内情報を表示させる際に、会計情報や当該
案内情報の内容を音声とした合成音声を、スピーカから出力させてもよい。
【００９２】
　また、制御部は、顧客用表示部５０に各種案内情報を表示させる場合に、決済種別（例
えば、現金、クレジットカード、電子マネー）に応じた操作方法を表す動画またはアニメ
ーションを更に表示させてもよい。
【００９３】
　また、制御部は、商品登録処理および会計処理を実行中に、エラーが発生した場合に、
このエラーを示す情報、またはエラー内容を示す情報を、店員用表示部１０に表示させて
もよい。さらに、制御部は、そのエラーを示す情報、またはエラー内容を示す情報を、顧
客用表示部５０に表示させてもよい。これらのエラーとしては、例えば、店員Ｓによる操
作エラー、顧客Ｃによる操作エラー、貨幣ニアエンド、貨幣ニアフル、レシート用紙のニ



(16) JP 6044627 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

アエンドがある。
【００９４】
　また、顧客Ｃにより貨幣が投入された時点で、制御部は、顧客用表示部５０に領収書の
要否キーを顧客用表示部５０に表示させてもよい。この場合、その要否キーが会計キーの
代わりとなる。もちろん、操作受付部２０にも領収書発行キーを備えることにより、会計
終了後に領収書を発行することが可能である。
【００９５】
　また、商品販売データ処理装置１では、顧客Ｃが会計を行っている最中にも商品の登録
操作が可能である。そこで、制御部は、現在会計中であることを示す情報を、商品登録画
面とともに店員用表示部１０に表示させてもよい。
【００９６】
　また、制御部は、商品登録処理を除き、店員用表示部１０および顧客用表示部５０に同
一内容の表示を行ってもよい。
【００９７】
　また、顧客用表示部５０に表示させる商品登録画面には、最新の登録商品の商品名、数
量、および単価を含み、更に、登録商品の履歴、合計金額、合計点数、および値引計も含
めてもよい。なお、商品登録画面において、最新の登録商品の商品名、数量、単価、登録
商品の履歴、合計金額、合計点数、および値引計を同一のフォントで表示させてもよいし
、最新の登録商品の商品名をより目立つフォントで表示させてもよいし、各エリア別に目
立つ様に色分けして表示させてもよい。
【００９８】
　また、第１の実施形態において、釣銭機６０および顧客用表示部５０を２台ずつ並列に
配置し、２名の顧客により並行して会計処理が行えるようにしてもよい。この場合、店員
用表示部１０には、少なくとも２名分の顧客の処理を並行して行えるよう、各顧客の画面
をタブにより表示さる。これにより、ある顧客について商品登録処理中であっても、タブ
を選択することによって他の顧客の画面に切替えることができる。例えば、タブには、顧
客が買上げた商品の買上点数、合計金額が表示される。第２の実施形態においても同様の
構成としてもよい。
【００９９】
　［第４の実施形態］
　図１および図２を用いて、第４の実施形態である商品販売データ処理装置の構成を説明
する。
　制御部は、商品を登録するための商品登録処理と、登録された商品についての釣銭機６
０を用いた決済処理とを、実行する。制御部は、第１の顧客に対する決済処理と、第２の
顧客（第１の顧客の次の顧客）に対する商品登録処理とを、並列に実行可能である。また
、制御部は、第１の顧客に対する商品登録処理と、第２の顧客に対する商品登録処理とを
、並列に実行可能である。また、制御部は、第１の顧客に対する決済処理を実行している
間は、第２の顧客に対する決済処理の実行を禁止する。
【０１００】
　店員用表示部１０は、制御部が実行する商品登録処理に伴う購入情報を表示したり、制
御部が実行する決済処理に伴う会計情報を表示したりする表示装置である。購入情報は、
例えば、買上げ対象の商品（買上げ商品と記載する。）の商品名、価格（例えば、内税価
格）、数量、合計金額等の情報を含む。また、会計情報は、決済処理の実行に基づく決済
状態を示す情報である。会計情報は、例えば、合計金額、預かり金額、不足金額、おつり
の金額等の情報を含む。店員用表示部１０は、これらの情報を店員Ｓに提示する。
【０１０１】
　例えば、店員用表示部１０は、操作受付機能を有するタッチパネル付液晶表示装置によ
り実現される。この場合、制御部は、商品登録処理および決済処理を実行することによっ
て、例えば、プリセットキー等のＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ）ボタンを店員用表示部１０に表示させる。そして、タッチパネルは、ＧＵＩボタ
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ンの操作入力を受け付けて、操作に応じた操作情報を制御部に供給する。つまり、タッチ
パネルにおけるＧＵＩボタンは、入力部である。本実施形態では、ＧＵＩボタンが押され
る（タップされる）ことを、「押下される」と表現する。
【０１０２】
　制御部は、第１の顧客の購入情報および会計情報と、第２の顧客の購入情報および会計
情報とを、例えば、ページ（取引情報表示領域）の切り替えにより店員用表示部１０に表
示させる。各ページには、第１の顧客のページと第２の顧客のページとを切替え可能な選
択領域（タブ）が設けられており、店員Ｓにより押下された選択領域に対応するページが
店員用表示部１０に表示される。ページは階層構造になっており、選択領域が選択される
と、この選択された選択領域と対応するページとを最上層にして配列し表示を行う。なお
、選択された選択領域は、他の選択領域に対して大きさまたは形状を異ならせて表示して
もよい。ページ本体には、購入情報が含まれる。また、選択領域とページとは一体化して
いてもよいし区分されていてもよい。また、選択領域には、会計情報が含まれる。購入情
報および会計情報の具体例については、後述する。
【０１０３】
　操作受付部２０は、キー等の入力部を備える。例えば、この入力部は、販売価格や数量
を入力する数字キー、入力された情報をクリア（取消）させるクリアキー、制御部により
実行されている商品登録処理を終了させる小計キーを備える。また、入力部は、第１の顧
客に対する商品登録処理と第２の顧客に対する商品登録処理とを制御部が実行している場
合において、第１の顧客に対する決済処理と第２の顧客に対する決済処理との順番を変更
可能な切替キーを備える。店員Ｓによって切替キーが操作されることにより、第１の顧客
の次客である第２の顧客についての決済処理を第１の顧客よりも先に行うことができる。
　なお、操作受付部２０は、制御部に決済処理の実行を開始させる現計キーを備えてもよ
い。
【０１０４】
　操作受付部２０の入力部と、店員用表示部１０に表示されるＧＵＩボタンとは、店員側
操作受付部（第１の操作受付部）である。
【０１０５】
　スキャナ部３０は、制御部による商品登録処理の実行中に、商品に対応付けられたバー
コード状の商品コードを読み取り、商品コードの情報を制御部に供給する光学式読取装置
である。例えば、スキャナ部３０は、ハンディスキャナにより実現される。スキャナ部３
０は、筐体４０の側面に設けられた台座に掛止される。なお、スキャナ部３０を、店員Ｓ
側のカウンタ台８０の台上に設置した固定型スキャナにより実現してもよい。
【０１０６】
　顧客用表示部５０は、制御部が実行する商品登録処理に伴う顧客側購入情報を表示した
り、制御部が実行する決済処理に伴う顧客側会計情報を表示したりする表示装置である。
顧客側購入情報は、例えば、買上げ商品の商品名、価格、数量、合計金額等の情報を含む
。また、顧客側会計情報は、決済処理の実行に基づく決済状態を示す情報である。顧客側
会計情報は、例えば、数量、合計金額、預かり金額、不足金額、おつりの金額等の情報を
含む。顧客用表示部５０は、これらの情報を顧客Ｃに提示する。
【０１０７】
　例えば、顧客用表示部５０は、操作受付機能を有するタッチパネル付液晶表示装置によ
り実現される。この場合、制御部は、合計金額以上の額の貨幣（硬貨および紙幣またはい
ずれか）が釣銭機６０に投入された場合に、ＧＵＩボタンである終了キーを顧客用表示部
５０に表示させる。終了キーは、制御部により実行されている決済処理を完了（決済を完
了）させるためのＧＵＩボタンである。そして、タッチパネルは、その終了キーの操作入
力を受け付けて、操作に応じた操作情報を制御部に供給する。
【０１０８】
　なお、顧客Ｃに操作させる終了キーを、ＧＵＩボタンではなくハードウェアキーにより
実現してもよい。この場合、終了キーを有するキーボードは、顧客用表示部５０の近傍（
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例えば、顧客用表示部５０の直横または直前）に設けられる。
【０１０９】
　顧客用表示部５０に表示されるＧＵＩボタンは、顧客側操作受付部（第２の操作受付部
）である。
【０１１０】
　カウンタ台８０の台上には、筐体４０が設置される。ただし、カウンタ台８０の台上に
は、筐体４０より店員Ｓ前に、買上げ商品が置かれる載置面８１が確保されている。
　また、カウンタ台８０の台上には、筐体４０より顧客Ｃ前に、顧客用表示部５０が顧客
Ｃ側に表示面を向けて配設される。顧客用表示部５０は、その表示面と顧客用表示部５０
の設置面とのなす角度を変更可能に設けられてもよい。顧客用表示部５０の設置面と載置
面８１とは、同一平面内であってもよいし、異なっていてもよい。例えば、顧客用表示部
５０は、載置面８１より上方、且つ釣銭機６０の近傍の位置に配設される。
【０１１１】
　カウンタ台８０の台上に設置された筐体４０の設置面側と逆側の端部（上端）には、支
持部４１を介して店員用表示部１０が取り付けられている。つまり、店員用表示部１０は
、載置面８１より上方の位置に、載置面８１に対して固定された支持部４１により支持さ
れる。店員用表示部１０は、店員Ｓ側に表示面を向けて設けられる。また、操作受付部２
０は、支持部４１または店員用表示部１０に取り付けられ、店員Ｓ側に入力部を向けて設
けられる。
【０１１２】
　店員用表示部１０は、支持部４１の垂直方向の中心軸（Ｚ軸と平行な軸）に対して回動
可能である。例えば、図１によれば、店員用表示部１０は、筐体４０にぶつからない範囲
内で首振り可能である。なお、例えば、店員用表示部１０を、店員Ｓに対して正面の向き
から略１８０度（１８０度を含む。）回動可能に設けてもよい。
【０１１３】
　また、店員用表示部１０は、支持部４１の垂直方向の中心軸と直交し、且つ表示面に平
行な軸に対して、例えば０度から略１２０度（１２０度を含む。）までの範囲内で回動可
能であってもよい。ただし、ここでいう表示面に平行な軸とは、例えば、表示面が鉛直軸
を含む位置における当該表示面に平行な軸である。なお、例えば、店員用表示部１０を、
支持部４１の垂直方向の中心軸と直交し、且つ表示面に平行な軸に対して１２０度回動さ
せた場合、店員用表示部１０は、上下が逆に設置されることとなる。よって、この場合、
制御部は、表示画面の走査が逆になるよう店員用表示部１０を制御することによって、表
示が逆にならないようにする。
【０１１４】
　筐体４０の顧客Ｃ側の面には、広告４２が設けられる。広告４２は、紙媒体や樹脂媒体
あってもよいし、映像や静止画像を表示する表示装置であってもよい。
【０１１５】
　釣銭機６０は、顧客Ｃによる貨幣の投入を受け付けて入金処理を行い、つり金、返金、
またはリジェクトの紙幣および硬貨を排出する自動釣銭機である。つまり、釣銭機６０は
、現金による決済部である。決済部としては、釣銭機６０の他、例えば、クレジットカー
ドの決済機、電子マネーの決済機があるが、本実施形態では、決済部として釣銭機６０を
例として説明する。
【０１１６】
　釣銭機６０は、紙幣管理部６１と、硬貨投入口６４と、硬貨排出口６５と、リジェクト
口６６とを備える。硬貨投入口６４と、硬貨排出口６５と、リジェクト口６６とは、硬貨
管理部に含まれる。紙幣管理部６１は、紙幣投入口６２と、紙幣排出口６３とを備える。
紙幣投入口６２は、顧客Ｃにより投入される紙幣を取り込む口である。紙幣排出口６３は
、紙幣およびリジェクト紙幣を排出する口である。紙幣投入口６２および紙幣排出口６３
は、二段に構成される。例えば、紙幣管理部６１において、上段が紙幣投入口６２、下段
が紙幣排出口６３である。
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【０１１７】
　なお、釣銭機６０は、硬貨管理部のみを備えるものであってもよい。また、紙幣管理部
６１は、紙幣投入口６２および紙幣排出口６３に代えて、紙幣の投入口と排出口とを兼用
する一つの紙幣排出投入口を備えるものであってもよい。
【０１１８】
　硬貨投入口６４は、顧客Ｃにより投入される硬貨を取り込む口である。硬貨排出口６５
は、おつりとしての硬貨、釣銭機６０が備える貨幣識別部が識別に失敗した場合の硬貨、
貨幣識別部が偽造硬貨として識別した場合の硬貨を排出する口である。リジェクト口６６
は、入金後、キャンセルの操作がされた場合に、硬貨を排出する口である。紙幣投入口６
２および硬貨投入口６４が入金口である。紙幣排出口６３、硬貨排出口６５、およびリジ
ェクト口６６が出金口である。
【０１１９】
　紙幣排出口６３には、排出された紙幣を検出するセンサが設けられている。また、硬貨
排出口６５には、排出された硬貨を検出するセンサが設けられている。なお、リジェクト
口６６にも、排出された硬貨を検出するセンサが設けられてもよい。
【０１２０】
　紙幣投入口６２と、紙幣排出口６３と、硬貨投入口６４と、硬貨排出口６５とのそれぞ
れの近傍には、インジケータが設けられている。インジケータは、例えば、発光ダイオー
ド（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ；ＬＥＤ）により実現される。インジケ
ータの態様としては、例えば、文字（例えば、「硬貨おつり」、「硬貨投入口」、「お札
おつり」、「お札投入口」）形状に光るＬＥＤインジケータである。制御部は、入金を受
け付けている状態において、紙幣投入口６２および硬貨投入口６４それぞれの近傍のイン
ジケータを、例えば“白色”に点灯または点滅させる。なお、制御部は、合計金額以上の
貨幣が投入されたと判定した場合に、インジケータを、例えば“緑色”に点灯または点滅
させてもよい。また、おつりがある場合、制御部は、紙幣排出口６３および硬貨排出口６
５のうちおつりが排出される排出口の近傍のインジケータを、センサが検知しなくなるま
で、例えば“赤色”に点灯または点滅させる。
【０１２１】
　制御部は、登録画面を表示させる（つまり、登録モードに入る）、または第１の顧客に
対する商品登録処理を開始すると、釣銭機６０を動作可能な状態、つまり、入金受付状態
に制御する。つまり、第１の顧客に対する商品登録が開始されると、第１の顧客は、釣銭
機６０への入金が可能となる。
【０１２２】
　レシート発行部７０は、制御部が決済処理を実行したことによって得た会計の明細情報
を紙媒体であるレシート用紙に印刷し、この印刷後の明細レシートを出力（発行）する。
レシート発行部７０が明細レシートを出力するタイミングは、おつりがない場合は、終了
キーが押下された後であり、また、おつりがある場合は、終了キーが押下された後で、且
つ、おつりの貨幣が排出されたままになっていることをセンサが検知しなくなった後であ
る。ただし、おつりの貨幣が排出された場合において、所定時間（例えば、１０秒間）を
経過してもセンサが貨幣を検知し続ける場合、すなわち、おつりが取り去られない場合、
レシート発行部７０は、明細レシートを出力する。
【０１２３】
　釣銭機６０およびレシート発行部７０は、紙幣投入口６２と、紙幣排出口６３と、硬貨
投入口６４と、硬貨排出口６５と、リジェクト口６６と、レシートの排出口とを顧客Ｃ側
に向けて、カウンタ台８０の顧客Ｃ側側面（ＸＺ平面と平行な面）に突設される。この配
置により、顧客Ｃが釣銭機６０に近接して立った場合に、顧客Ｃのつま先がカウンタ台８
０にあたるおそれが低減される。例えば、釣銭機６０およびレシート発行部７０が一体の
筐体に収納され、この筐体がカウンタ台８０の顧客Ｃ側側面に突設される。
【０１２４】
　釣銭機６０は、顧客用表示部５０が設けられる位置よりも下方、且つ顧客用表示部５０
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の近傍の位置に配設される。
　釣銭機６０において、硬貨投入口６４は、紙幣管理部６１の横、且つ紙幣管理部６１に
対して下方の位置に配設される。また、紙幣管理部６１の下方の位置には、硬貨排出口６
５が配設される。この配置により、商品販売データ処理装置１を上面側から見た場合、つ
まり、顧客Ｃの視野において、紙幣投入口６２に投入される紙幣および紙幣排出口６３か
ら排出される紙幣によって、硬貨投入口６４が遮られない。よって、紙幣および硬貨の投
入がし易い。また、硬貨投入口６４の下方の位置には、リジェクト口６６が配設される。
また、紙幣管理部６１の下方の位置には、硬貨排出口６５が配設される。
　レシート発行部７０は、顧客用表示部５０および釣銭機６０の近傍に配設される。
【０１２５】
　図４を用いて、商品販売データ処理装置１の内部構成について説明する。ＣＰＵ１００
は、ＲＯＭ１１０に記憶されたプログラムを読み込んで実行することにより、商品登録処
理機能および決済処理機能を実現する。ＲＡＭ１２０は、例えば、店舗に設置されたスト
アコンピュータから読み込んだ商品情報（商品コード、商品名、価格、税種別、値引額等
の情報）を記憶する。また、ＲＡＭ１２０は、顧客ごとの購入情報および会計情報、なら
びに顧客側購入情報および顧客側会計情報を記憶する。制御部は、ＣＰＵ１００がＲＯＭ
１１０に記憶されたプログラムを読み込んで実行することにより実現される機能部である
。通信部１３０は、ストアコンピュータや他の商品販売データ処理装置と通信するインタ
ーフェースである。
【０１２６】
　制御部は、第１の顧客に対する商品登録処理を開始させるとともに、この第１の顧客に
対する決済処理を開始させる。制御部は、店員Ｓによって小計キーが押下されたことに応
じて、第１の顧客に対する商品登録処理を終了させる。そして、制御部は、ＧＵＩボタン
である次客登録キー（宣言部）および入金取消キーを顧客用表示部５０に表示させて、タ
ッチパネルによる操作を受け付けさせる。次客登録キーは、第２の顧客に対する商品登録
処理を開始させるためのキーである。入金取消キーは、決済処理を中止し、預かり金を釣
銭機６０から排出させるためのキーである。
　なお、小計キーが押下されたことに応じて、制御部は、第１の顧客の会計情報（例えば
、買上げ商品の合計金額、および釣銭機６０に投入された金額）を、次客登録キーおよび
入金取消キーとともに店員用表示部１０に表示させてもよい。
【０１２７】
　また、次客登録キーおよび入金取消キーを、ＧＵＩボタンではなくハードウェアキーに
より実現してもよい。
　つまり、制御部は、第２の顧客に対する商品登録処理を開始させるための次客登録キー
を第１の操作受付部において有効化させて、次客登録キーの操作を受け付けさせる。
【０１２８】
　次客登録キーが押下された後、制御部は、第２の顧客に対する商品登録処理を開始させ
るとともに、第１の顧客に対する決済処理を継続実行させる。つまり、商品販売データ処
理装置１は、第１の顧客による釣銭機６０を用いた決済を行いながら、第２の顧客に対す
る商品登録を行うことができる。
【０１２９】
　制御部は、顧客用表示部５０に各種情報を表示させる際に、顧客側会計情報や案内情報
の内容を音声とした合成音声を、音出力部から出力させる。
【０１３０】
　また、制御部は、商品登録処理および決済処理を実行中にエラーが発生した場合に、こ
のエラーを示す情報、またはエラー内容を示す情報を、店員用表示部１０に表示させる。
なお、制御部は、そのエラーを示す情報、またはエラー内容を示す情報を、顧客用表示部
５０に表示させてもよい。エラーとしては、例えば、店員Ｓによる操作エラー、顧客Ｃに
よる操作エラー、貨幣ニアエンド、貨幣ニアフル、レシート用紙のニアエンドがある。
【０１３１】
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　次に、図１７から図２４を参照して、商品販売データ処理装置１の店員用表示部１０お
よび顧客用表示部５０の表示の例を説明する。
　図１７は、制御部による第１の顧客に対する商品登録処理および決済処理の実行に伴い
、店員用表示部１０に表示される画面の例を示した図である。図１７は、第１の顧客に対
するページの画面であり、第３品目の商品「１０種野菜のグリーンポタージュ」が登録さ
れたときの様子を表している。このページ本体には、各商品の登録ＧＵＩキーが含まれて
いる。つまり、店員Ｓによって商品に対応する登録ＧＵＩキーが押下されることにより、
当該商品が登録される。また、このページ本体には、第１の顧客の購入情報（買上げ商品
の商品名、価格、数量、合計金額、および商品登録リスト）の表示領域が含まれている。
また、このページの上部の選択領域３００には、第１の顧客の会計情報（合計金額３０２
および預かり金額３０１）と、第１の顧客を表すキャラクタ３０３（図１７では、猫）と
が含まれている。なお、選択領域３００に、不足金額または過剰金額、および第１の顧客
の決済が完了したか否かを示すステータス情報を含めてもよい。図１７（図１９等他図も
同様）に示した次客登録キーは、１客目が商品登録中であっても次客の商品登録作業を可
能とするキーである。次客登録キーを押下することにより、次客用の登録画面である第２
の顧客のページが表示される。なお、図１７（図１９等他図も同様）に示した画面は、次
客登録キー押下で次客用のページ（表示領域）を追加表示するが、複数の客（１客目、及
び、少なくとも次客）用の複数のページを常に表示しておき、次客登録キーの押下で有効
になるようでもよい。
【０１３２】
　なお、図１７（図１９等他図も同様）の下段の釣機状態キー３０５は、釣銭機の状態（
ステータス）に関するキーである。例えば、釣銭機の状態として、例えば、「ニアエンド
」、「入金中」、「釣銭払出中」等を表示する。図１７の例では、釣機状態キー３０５に
、「ニアエンド」と記載したバッジ（またはラベル、札）のような表示３０７を付すこと
により、釣銭機がニアエンドである旨を表示している。釣機状態キー３０５キーの押下に
より、釣銭機の状態の詳細情報（例えば、ニアエンドに関する詳細としてはニアエンドと
なっている金種、残枚数等）が表示される。また、図１７（図１９等他図も同様）の下段
の入金返却キー３０６は、釣銭機に入金したお金の返却に関するキーである。入金返却キ
ー３０６の押下により、商品登録前に入金したお金や、商品登録中に入金したお金をいつ
でも払い出すことができる。
【０１３３】
　図１８は、制御部による第１の顧客に対する商品登録処理および決済処理の実行に伴い
、顧客用表示部５０に表示される画面の例を示した図である。図１８は、第１の顧客に対
する画面であり、第３品目の商品「１０種野菜のグリーンポタージュ」が登録されたとき
の様子を表している。この画面には、第１の顧客の顧客側購入情報（買上げ商品の商品名
、価格、数量、合計金額）と、第１の顧客の顧客側会計情報（預かり金額）とが含まれて
いる。また、この画面には、お金を投入することができる旨を案内する案内情報が含まれ
ている。また、画面左上には、商品の登録点数が表示されている。図１８は、３点目が登
録された例を示している。このように、第２の顧客の商品登録処理を開始しても第１の顧
客に対する精算情報を表示し続けるため、第１の顧客は、迷うことなく決済を行うことが
できる。なお、第１の顧客に対する精算情報を表示している一部に第２の顧客に対する登
録情報を表示させてもよい。
【０１３４】
　図１９は、第１の顧客に対する商品登録が完了して小計キーが押下されたときの店員用
表示部１０の表示の例を示した図である。図１９は、３品の買上げ商品が登録された後に
小計キーが押下され、第１の顧客のページ上に、第１の顧客の会計情報（合計金額および
預かり金額）と、次客登録キーと、入金取消キーとを含むウィンドウが表示された例であ
る。ここで、入金取消キーが押下されると、制御部は、決済処理を中止し、預かり金（図
１９の例では、５００円）を釣銭機６０の硬貨排出口６５から排出させる。ウィンドウが
表示されている間は、第１の顧客のページ(ウインドウの背面)にある次客登録キーの押下
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は禁止されている。なお、以下の説明において、図１９に示したように第１の顧客のペー
ジ(ウインドウの背面)にある次客登録キーを「第１の次客登録キー」とも称し、ウィンド
ウに表示されている次客登録キーを第２の次客登録キーとも称する場合がある。
【０１３５】
　図２０は、第１の顧客に対する商品登録が完了して小計キーが押下されたときの顧客用
表示部５０の表示の例を示した図である。図２０は、第１の顧客に対する画面である。こ
の画面には、第１の顧客の顧客側会計情報（数量、合計金額、預かり金額、不足金額）が
含まれている。また、この画面には、不足金を投入することを促す案内情報と、貨幣を投
入する様子を表すアニメーション（動画）が含まれている。
【０１３６】
　図２１は、図１９の画面において次客登録キー（第２の次客登録キー）が押下された場
合の、制御部による第２の顧客に対する商品登録処理および決済処理の実行に伴い、店員
用表示部１０に表示される画面の例を示した図である。図２１は、第２の顧客に対するペ
ージの画面であり、商品「ふっくらロコモコ丼」が登録されたときの様子を表している。
この第２の顧客のページは、第１の顧客のページの手前（上層）にある。第２の顧客のペ
ージ本体には、第２の顧客の購入情報（買上げ商品の商品名、価格、数量、および合計金
額）が含まれている。また、第２の顧客のページを選択する領域（選択領域３２０）には
、第２の顧客の会計情報（合計金額３２２および預かり金額３２１）と、第２の顧客を表
すキャラクタ３２３（図２１では、牛）と、現在表示している順番を示す□（四角）３２
４に「１」とが表されている。
【０１３７】
　図２１において、第１の顧客のページ本体は、第２の顧客のページに隠されている。た
だし、第１の顧客のページを選択する領域（選択領域３３０）が選択可能に表示されてい
る。この第１の顧客のページを選択する選択領域３３０には、第１の顧客を表すキャラク
タ３３３（図２１では、猫）と、第１の顧客の会計情報（合計金額３３２および預かり金
額３３１）とが含まれる。これにより、店員は、第１の顧客が精算中であることを認識す
ることができる。
　なお、第１の顧客のページを選択する選択領域３３０に、不足金額または過剰金額、お
よび決済が完了したか否かを示すステータス情報を含めてもよい。また、同様に、第２の
顧客のページを選択する選択領域３２０に、不足金額または過剰金額、および決済が完了
したか否かを示すステータス情報を含めてもよい。
　また、これら選択領域３２０，３３０を押下することによって、第１の顧客の精算中ペ
ージと第２の顧客の登録中のページとを切替えることができる。
【０１３８】
　図２２（ａ）は、小計キーが押下された後、第１の顧客により合計金額以上の金額の貨
幣が釣銭機６０に投入された場合の顧客用表示部５０の表示の例を示す図である。制御部
は、合計金額以上の額（図２２（ａ）では、１５００円）の貨幣が釣銭機６０に投入され
たと判定した場合、預かり金額と、おつりの金額と、ＧＵＩボタンである終了キー（図２
２（ａ）では「終わり」ボタン）とを表示させ、タッチパネルによる終了キーの押下を受
け付けさせる。また、この画面には、終了キーを押下することを促す案内情報が含まれて
いる。なお、「おわり」ボタンの他に、領収書を要する旨のボタン（領収書発行を指示す
るボタン）である「領収書あり」ボタンや、レシートを要しない旨のボタン（レシートの
非発行を指示するボタン）である「レシート不要」ボタンを一緒に表示してもよい。例え
ば、図２２（ｂ）に示すように、「終わり」ボタンの高さを半分程度にして、「終わり」
ボタンの下方に、「領収書あり」ボタンと、「レシート不要」ボタンを並べて表示しても
よい。
【０１３９】
　図２３は、図２２（ａ）又は図２２（ｂ）の画面において終了キーが押下された場合の
、顧客用表示部５０の表示の例である。この画面には、第１の顧客の顧客側会計情報（数
量、合計金額、預かり金額、おつりの金額）が含まれている。また、この画面には、おつ
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りおよび明細レシートを受け取ることを促す案内情報と、貨幣および明細レシートが排出
される様子を表すアニメーションとが含まれている。
【０１４０】
　図２４は、第１の顧客に対する決済処理が完了していない状態で、第２の顧客に対する
登録画面上で小計キーが押下された場合に店員用表示部１０に表示されるエラー情報の例
を示す図である。制御部は、第１の顧客に対する決済処理を実行している間は、第２の顧
客に対する登録画面で小計キーが押下されても第２の顧客の決済処理の実行を禁止し、エ
ラー情報を店員用表示部１０に表示させる。このエラー情報が表示されている状態でクリ
アキーが押下されることにより、制御部は、例えば、第２の顧客に対する登録画面を表示
させる。すなわち、このエラー情報は、第１の顧客の精算を先に行うよう促すメッセージ
である。本実施形態のように１台の釣銭機６０を用いた場合には、第２の顧客が第１の顧
客の精算を追い抜けないことを意味している。また、これにより、第１の顧客の精算と第
２の顧客の精算の混在を避けることができる。
【０１４１】
　次に、ページの切り替えについて図１７、図１９、図２１、および図２４を参照して説
明する。
　図１７を例に説明すると、登録画面に入ると、最初、選択領域３００にはキャラクタ３
０３のみ表示される。店員Ｓによって１品目（例えば、１００円の商品）が登録されると
、選択領域３００の上段に預かり金額３０１として「￥０」、下段に合計金額３０２とし
て「￥１００」、１客目であることを表す□（四角）３０４に「１」がキャラクタ３０３
と共に表示される。顧客Ｃがお金を入金すると、預かり金額３０１は入金金額に対応して
更新され、合計金額３０２は店員Ｓによる商品登録の進みに対応して更新される。
　なお、預かり金額３０１が「０円」、合計金額３０２が「０円」の場合は、選択領域３
００の金額欄は空欄であってもよいし、「￥０」円の表示があってもよい。
【０１４２】
　登録が完了し店員によって小計キーが押下されると図１９の画面が表示され、合計金額
、入金金額、次客登録キー（第２の次客登録キー）、および入金取り消しキーが表示され
る。ここで、選択領域３１０には、合計金額３１１が表示される。
　なお、この画面に、登録画面へ戻るキーが表示されてもよいし、ハードウェアキーであ
るクリアキーで登録画面へ戻るようにしてもよい。
【０１４３】
　次客登録キー（第２の次客登録キー）が押下されると、図２１に示すような第２の顧客
の登録画面が表示される。第２の顧客の選択領域３２０には、キャラクタ３２３（図２１
の場合は「牛」）が表示される。第２の顧客の商品登録が開始されるまでは図２１の合計
金額は「０円」表示でもよいし、空欄であってもよい。商品が登録されると、第２の顧客
の選択領域３２０には預かり金額３２１と合計金額３２２、現在処理を行っている顧客を
示す□（四角）３２４の中に「１」が表示される。なお、第２の顧客を示す□（四角）３
２４の中に「２」が表示されてもよい。
【０１４４】
　また第２の顧客の登録作業中の第１の顧客の選択領域３３０には、第１の顧客に対応し
た預かり金額３３１および合計金額３３２が表示される。このように、第１の顧客に対応
した第１の顧客の預かり金額３３１および合計金額３３２が表示され、第１の顧客の入金
が進むにしたがって預かり金額３３１が更新され、店員Ｓに決済状態を認識させるように
なっている。
　なお、第２の顧客の登録作業中の第１の顧客の選択領域３３０に、何も表示させなくて
もよい。このように表示させないことによって、店員Ｓが、作業している顧客を間違える
おそれがなくなる。
　第１の顧客が決済処理中であれば、第１の顧客の選択領域３３０を押下すると、第１の
顧客の決済処理画面が表示される。この様に、顧客を選択する選択領域３２０，３３０を
押下することによって第１の顧客と第２の顧客に対応するページを切り替えることができ
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る。
【０１４５】
　ここで、第１の顧客の決済処理中に第２の顧客に対しての決済処理を開始する小計キー
を押下すると図２４に示すようにエラー情報が表示される。
　なお、小計キー押下時に「前客の決済処理が終了するまでお待ち下さい。」等の表示と
ともに、登録画面へ戻るための戻るキーを表示させてもよい。その後、第１の顧客の決済
処理が終了すると自動的に第２の顧客の取引を表すページ(図２４では、牛)から、第１の
顧客を表す(図２４では、猫)のページに移行する。
【０１４６】
　次に、第１の顧客による決済処理が終了すると、第２の顧客の取引を表すページ(図２
４では、牛)から、第１の顧客を表す(図２４では、猫)のページに移行し第２の顧客に対
する決済処理を開始する小計キーの押下が許可される。これにより、第２の顧客に続く第
３の顧客への登録作業が開始可能となる。
　なお、第１の顧客の決済が完了した場合、顧客の選択領域に表示されている入金金額お
よび合計金額を「０円」としてもよい。
　また、図２４では顧客の選択領域は右から左方向に増えていく態様であるが、顧客を裁
く動線に合わせて、例えば左から右方向に増えていく態様であってもよい。
【０１４７】
　次に、商品販売データ処理装置１の動作について説明する。
　図２５は、第２の顧客に対する商品販売データ処理１の商品登録処理の手順の例を示す
フローチャートである。ＣＰＵ１００がＲＯＭ１１０に記憶されたプログラムを読み込ん
で実行することにより、本フローチャートによる処理が実行される。
【０１４８】
　制御部は、操作受付部２０における入力部のキーの押下、またはスキャナ部３０による
バーコードのスキャンが行われるまで待機している。スキャナ部３０によって買上げの商
品に対応付けられたバーコードのスキャンが行われた場合（ステップＳ２１：スキャン）
はステップＳ２２の処理に進め、操作受付部２０における入力部のキーが押下された場合
（ステップＳ２１：キー）はステップＳ２５の処理に進める。
【０１４９】
　ステップＳ２２において、制御部は、バーコードを読み取ったスキャナ部３０が供給す
る商品コードを取り込む。
　次に、ステップＳ２３において、制御部は、商品コードをキーとして、ストアコンピュ
ータから予め取得した商品マスター情報（商品情報のデータテーブル）を検索し、商品コ
ードに対する商品情報（例えば、商品名、価格、税種別、値引額等）を抽出する。
　次に、ステップＳ２４において、制御部は、商品情報を顧客用表示部５０に表示させる
。次に、制御部は、ステップＳ２１の処理に戻す。
【０１５０】
　一方、ステップＳ２５において、制御部は、操作受付部２０から操作情報を取得し、こ
の操作情報に基づき、数字キーが押下されたと判定した場合（ステップＳ２５：ＹＥＳ）
はステップＳ２６の処理に進め、数字キー以外のキーが押下されたと判定した場合（ステ
ップＳ２５：ＮＯ）はステップＳ２７の処理に進める。
【０１５１】
　ステップＳ２６において、制御部は、操作情報（数の情報）により数量を取得し、この
数量を顧客用表示部５０に表示させる。次に、制御部は、ステップＳ２１の処理に戻す。
【０１５２】
　ステップＳ２７において、制御部は、操作情報に基づき、小計キーが押下されたと判定
した場合（ステップＳ２７：ＹＥＳ）はステップＳ２８の処理に進め、小計キー以外のキ
ーが押下されたと判定した場合（ステップＳ２７：ＮＯ）はステップＳ２１の処理に戻す
。
【０１５３】
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　ステップＳ２８において、制御部は、第１の顧客に対する決済処理が完了したか否かを
判定する。そして、制御部は、第１の顧客に対する決済処理が実行中であると判定した場
合（ステップＳ２８：ＹＥＳ）はステップＳ９の処理に進め、決済処理が完了していると
判定した場合（ステップＳ２８：ＮＯ）はステップＳ３０の処理に進める。
【０１５４】
　ステップＳ２９において、制御部は、第１の顧客について未精算であることを示すエラ
ー情報を店員用表示部１０に表示させる。次に、制御部は、クリアキーが押下されたこと
に応じて、ステップＳ２１の処理に戻す。
【０１５５】
　ステップＳ３０において、制御部は、第１の顧客の会計情報および次客登録キーを店員
用表示部１０に表示させる。そして、制御部は、本フローチャートによる処理を終了させ
る。
【０１５６】
　なお、図２５のフローチャートは、数量を示す数字キーを押下してバーコードをスキャ
ンする操作にしたがう処理の流れを示したが、例えば、数字キーの押下によって割引や値
引の置数を行った後、所定のプリセットキー（例えば、「×」、「％」、「値引」）の押
下によって、割引や値引を指定するようにしてもよい。
【０１５７】
　図２６は、商品販売データ処理１の決済処理の手順の例を示すフローチャートである。
ＣＰＵ１００がＲＯＭ１１０に記憶されたプログラムを読み込んで実行することにより、
本フローチャートによる処理が実行される。
　ステップＳ３１において、制御部は、顧客Ｃにより貨幣が釣銭機６０に投入されるまで
待機する（ステップＳ３１：ＮＯ）。
【０１５８】
　ステップＳ３２において、顧客Ｃにより貨幣が釣銭機６０に投入されると、制御部は、
図２０に示したような第１の顧客の顧客側会計情報を顧客用表示部５０に表示させる。
　次に、ステップＳ３３において、制御部は、合計金額以上の額の貨幣が釣銭機６０に投
入されたか否かを判定する。制御部は、合計金額以上の額の貨幣が釣銭機６０に投入され
たと判定した場合（ステップＳ３３：ＹＥＳ）はステップＳ３４の処理に進め、合計金額
未満の額しか釣銭機６０に投入されていないと判定した場合（ステップＳ３３：ＮＯ）は
ステップＳ３１の処理に戻す。
【０１５９】
　ステップＳ３４において、制御部は、図２２（ａ）又は図２２（ｂ）に示したような終
了キーを含む画面を顧客用表示部５０に表示させて、タッチパネルにより終了キーの操作
を受け付けさせる（ステップＳ３４：ＮＯ）。
　ステップＳ３４において終了キーが押下された場合（ステップＳ３４：ＹＥＳ）、ステ
ップＳ３５において、制御部は、おつりがあるか否かを判定する。制御部は、おつりがあ
ると判定した場合（ステップＳ３５：ＹＥＳ）はステップＳ３６の処理に進め、おつりが
ないと判定した場合（ステップＳ３５：ＮＯ）はステップＳ３８の処理に進める。
【０１６０】
　ステップＳ３６において、制御部は、おつりの貨幣を釣銭機６０に排出する。
　次に、ステップＳ３７において、釣銭機６０は、紙幣排出口６３および硬貨排出口６５
から紙幣および硬貨が取り去られたか否かをセンサにより検出し、検出結果を制御部に通
知する。制御部は、紙幣および硬貨が取り去られたとの検出結果にしたがってステップＳ
３８の処理に進める。
　なお、ステップＳ３７の処理において、制御部は、タイムアウト時間を設けておき、お
つりがタイムアウト時間を経過しても取り去られない場合は、ステップＳ３８の処理に進
めてもよい。
【０１６１】
　ステップＳ３８において、制御部は、明細レシート（会計レシート）をレシート発行部
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７０から発行させる。
【０１６２】
　第１の顧客によって釣銭または明細レシートが取り去られた後、制御部は、第２の顧客
の取引を表すページ(図２１では、牛)から、第１の顧客を表す(図２１では、猫)のページ
に移行する。それとともに、釣銭機６０は、第２の顧客からの入金の受け付けが可能にな
る。従って、第１の顧客の精算が完了した直後から、第２の顧客は、当該第２の顧客の商
品の登録が開始される前であっても、釣銭機６０に入金することができる。つまり、従来
は、例えば、第２の顧客の商品登録処理を終了させる小計キーを押下しなければ、第２の
顧客は釣銭機６０に入金することができなかったが、第２の顧客の商品の登録が開始され
る状態（第１の顧客の精算が完了し登録モードになっていれば）、第２の顧客は釣銭機６
０に入金することができる。
　このように、登録モードに入るだけで入金を許可したので、即ち、合計金額が確定する
前（つまり、購入商品の登録中や登録前）であっても釣銭機６０への入金を許可したので
、お客は、合計金額の確定に先だって支払金額を投入できることになり、会計時間(客捌
き時間)の短縮に繋がる。
【０１６３】
　なお、店員Ｓによる所定の操作（例えば、第２の顧客に対するページの選択領域等の押
下等）が行われることを条件に、第２の顧客からの入金を受け付けるようにしてもよい。
例えば、店員Ｓによる所定の操作が行われる前に第１の顧客によって釣銭または明細レシ
ートが取り去られた場合には、店員Ｓによる所定の操作が行われた後に、釣銭機６０は、
第２の顧客からの入金を受け付けるようにしてもよい。また例えば、第１の顧客によって
釣銭または明細レシートが取り去られる前に店員Ｓによる所定の操作が行われた場合には
、第１の顧客によって釣銭または明細レシートが取り去られた後に、釣銭機６０は、第２
の顧客からの入金を受け付けるようにしてもよい。つまり、第２の顧客がいることを条件
に、できるだけ早く第２の顧客からの入金を許可するようにしてもよい。
　これにより、好適に、会計時間(客捌き時間)の短縮を図ることができる。即ち、お客が
並んでいない場合には不要な入金を禁止しつつ、お客が並んでいる場合には会計時間(客
捌き時間)の短縮を図ることができる。
【０１６４】
　以上、説明したとおり、本実施形態である商品販売データ処理装置１は、対向する店員
Ｓおよび顧客Ｃによって操作可能な商品登録精算装置である。商品販売データ処理装置１
は、店員Ｓ側に設けられた第１の操作受付部と、店員Ｓ側に設けられた店員用表示部１０
と、顧客Ｃ側に設けられた釣銭機６０と、商品を登録するための商品登録処理と登録され
た商品についての釣銭機６０を用いた決済処理とを実行する制御部と、を備える。また、
第１の操作受付部は、制御部により実行されている商品登録処理を終了させるための小計
キーを備える。そして、制御部は、第１の顧客に対する商品登録処理を開始させた後、小
計キーが押下されたことに応じて、第１の顧客に対する商品登録処理を終了させて第１の
顧客に対する決済処理を開始させるとともに、第２の顧客に対する商品登録処理を開始さ
せるための次客登録キー（第２の次客登録キー）を第１の操作受付部において有効化させ
て、次客登録キー（第２の次客登録キー）の操作を受け付けさせる。
【０１６５】
　また、商品販売データ処理装置１は、店員側に設けられ、商品を登録する第１の操作受
付部と、店員側に設けられた店員側表示部１０と、登録された商品の代金精算を行う決済
部と、商品を登録するための商品登録処理と登録された商品の代金精算の決済部を用いた
決済処理とを実行する制御部を有する商品販売データ処理装置であって、制御部は、第１
の顧客に対する決済処理実行中に、次客である第２の顧客に対する商品登録処理を実行す
る。
　この構成により、商品販売データ処理装置１は、第１の顧客に対する決済処理を実行し
ながら、第２の顧客に対する商品登録処理を実行させることができる。
【０１６６】



(27) JP 6044627 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

　また、商品販売データ処理装置１において、第２の顧客に対する商品登録処理の実行を
宣言する宣言部を更に備え、制御部は、店員用表示部１０の第１の顧客に対する決済処理
を実行中の画面領域内に宣言部を表示してもよい。
　この構成により、商品販売データ処理装置１は、第１の顧客に対する決済処理を実行し
ながら、第２の顧客に対する商品登録処理を実行開始させることができる。
【０１６７】
　また、商品販売データ処理装置１において、制御部は、宣言部が宣言されると、第２の
顧客に対する商品登録処理を開始させるとともに、第１の顧客に対する決済処理を継続実
行させてもよい。
　この構成により、商品販売データ処理装置１は、第１の顧客に対する決済処理を実行し
ながら、第２の顧客に対する商品登録処理を実行することができる。つまり、商品販売デ
ータ処理装置１によれば、第１の顧客に対する決済を行いながら、第２の顧客に対する商
品登録を行うことができる。
【０１６８】
　また、商品販売データ処理装置１において、決済部を店員Ｓと対向した顧客Ｃ側に配置
し、制御部は、登録画面を表示させると（つまり、登録モードに移行すると）、第１の顧
客による決済部への入金処理を許可してもよい。
　この構成により、登録モードに移行後は入金待ち状態となるので、第１の顧客は、登録
画面の表示中はいつでも（１個目の商品の登録前であっても）、決済部への入金を行うこ
とができる。
　なお、上述したように登録モードに移行後は入金待ち状態となるが、一定時間経過(時
間の設定可能)に入金待ち状態を自動的に解除するようにしてもよい。また、入金待ち状
態を自動的に解除した後に、商品が登録されるなどした場合に、釣銭機は自動的に入金待
ち状態となるようにしてもよい。これにより、好適に、会計時間(客捌き時間)の短縮を図
ることができる。即ち、お客が並んでいない場合には不要な入金可能状態の継続を制限し
つつ、お客が並んでいる場合には、直ちに入金可能状態に移行し、会計時間(客捌き時間)
の短縮を図ることができる。
【０１６９】
　また、商品販売データ処理装置１において、決済部を店員Ｓと対向した顧客Ｃ側に配置
し、制御部は、第１の顧客に対する商品登録処理が開始されると、第１の顧客による決済
部への入金処理を許可してもよい。
　この構成により、第１の顧客は、商品登録処理が開始されると同時に、登録された商品
を確認しつつ、決済部への入金を行うことができる。
【０１７０】
　また、商品販売データ処理装置１において、第１の顧客の会計処理が終わると、自動で
第２の顧客のページに移行すると共に第２の顧客の入金を受け付けるようにしてもよい。
　この構成により、店員の余計な操作が不要となる。また、第２の顧客はすぐに入金作業
が可能となるため会計時間の短縮となる。
【０１７１】
　また、商品販売データ処理装置１において、顧客Ｃ側に設けられた顧客用表示部５０、
を更に備え、制御部は、第１の顧客に対する決済処理の実行に基づく入金状態を示す情報
を、店員用表示部１０内および顧客用表示部５０内に表示させてもよい。
　この構成により、店員Ｓは、第２の顧客の商品登録を行いながら、第１の顧客の決済状
況を把握することができる。
【０１７２】
　また、商品販売データ処理装置１において、店員用表示部１０に第１の顧客と第２の顧
客の取引情報を選択させる選択領域を有し、制御部は、少なくとも第１の顧客の選択領域
または第２の顧客の選択領域に登録処理または決済処理の状態を表示させてもよい。
　この構成により、店員Ｓは、第１の顧客および第２の顧客の登録処理または決済処理の
状態を同時に把握することができる。
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【０１７３】
　また、商品販売データ処理装置１において、制御部は、前記第１の顧客に対する精算処
理が完了するまで、前記第２の顧客に対する決済処理の実行を禁止してもよい。
　この構成により、第１の顧客に対する決済処理を優先させることができる。
【０１７４】
　また、商品販売データ処理装置１において、第１の操作受付部は、第１の顧客に対する
商品登録処理と第２の顧客に対する商品登録処理とを制御部が実行している場合において
、第１の顧客に対する決済処理と第２の顧客に対する決済処理との順番を変更可能な切替
キー、を更に備えてもよい。
　この構成により、次客である第２の顧客の決済処理を、第１の顧客よりも先に実行させ
ることができる。
【０１７５】
　なお、制御部は、顧客用表示部５０に各種案内情報を表示させる場合に、決済種別（例
えば、現金、クレジットカード、電子マネー）に応じた操作方法を表すアニメーションま
たは動画を表示させてもよい。
【０１７６】
　また、おつりがない場合に、レシート発行部７０が明細レシートを出力するタイミング
は、所定時間（例えば、１０秒間）経過後に自動で出力してもよい。また、おつりがある
場合は、レシート発行部７０は、終了キーが押下された後、おつりの貨幣が排出されたと
略同時（同時を含む。）に明細レシートを出力してもよい。
【０１７７】
　また、第１の顧客に対する商品登録が完了して小計キーが押下されたとき、制御部は、
店員用表示部１０の第１の顧客のページ上に、第１の顧客の会計情報（合計金額および預
かり金額）と、次客登録キー（第２の次客登録キー）と、入金取消キーと、登録画面へ戻
る為のキーを含むウィンドウを表示させてもよい。
【０１７８】
　また、店員用表示部１０および操作受付部２０またはいずれかに、会計処理を実行開始
させる現計キーを備えてもよい。顧客Ｃによって会計キーが押下される前に、店員Ｓによ
って店員用表示部１０または操作受付部２０の現計キーが押下されることによっても、制
御部は、会計処理の実行を開始するようにしてもよい。
【０１７９】
　また、クレジットカードのＩＣカードリーダや、非接触型ＩＣカード（電子マネー）の
ＩＣカードリーダライタを、カウンタ台８０の台上または上方の顧客Ｃ側であって、且つ
顧客用表示部５０の近傍や筐体４０に組み込んでもよい。
【０１８０】
　また、顧客Ｃにより貨幣が投入された時点で、制御部は、顧客用表示部５０に領収書の
要否キーを顧客用表示部５０に表示させてもよい。この場合、その要否キーが会計キーの
代わりとなる。もちろん、店員用表示部１０および操作受付部２０またはいずれかにも領
収書発行キーを備えることにより、会計終了後に領収書を発行させることが可能である。
【０１８１】
　また、制御部は、次客登録キーを、クレジット決済や非接触型ＩＣカード（電子マネー
）の決済処理中画面と一緒に表示させてもよい。
【０１８２】
　また、登録画面に移動、または商品登録開始とともに、制御部は、顧客用表示部５０に
、いつでもお金を投入できる旨をテキストにより表示させたり入金を表すアニメーション
を表示させたりしてもよい。
【０１８３】
　以上のように、従来は、第１の顧客（１客目）の決済処理が完了するまでは第２の顧客
（次客）の商品登録作業を行なうことができなかったが、上記実施形態の商品販売データ
処理装置によれば、第１の顧客に対する決済処理が完了するまでの間に（第１の顧客に対
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する決済処理と並行しながら）、第２の顧客に対する商品登録処理を先行して実行させる
ことができる。また、第２の顧客に対する商品登録処理を先行して実行している最中に、
第１の顧客に対する決済処理に関する情報を適宜確認することもできる。つまり、オペレ
ータ一人制での効率的な客捌きが実現できる。
【０１８４】
　以上、本発明の実施の形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はその実
施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。以
下に付記を開示する。
　［付記１］本発明の一態様である商品販売データ処理装置は、対向する商品登録者およ
び顧客によって操作可能な商品販売データ処理装置であって、前記商品登録者側に入力部
を向けて設けられた操作受付部と、前記商品登録者側に表示面を向けて設けられた第１の
表示部と、前記顧客側に表示面を向けて設けられた第２の表示部と、前記顧客側に入金口
および出金口を向けて設けられた釣銭機と、を備え、前記第１の表示部が、商品が載置さ
れる載置面より上方の位置に配設され、前記操作受付部が、前記載置面より上方の位置に
配設される。
　［付記２］上記［付記１］記載の商品販売データ処理装置において、前記操作受付部と
前記第１の表示部と前記第２の表示部とが、前記釣銭機の略幅内に収まるように配設され
る。
　［付記３］上記［付記１］または［付記２］いずれか記載の商品販売データ処理装置に
おいて、前記顧客側にレシートの排出口を向けて設けられたレシート発行部、を更に備え
、前記レシート発行部が、前記第２の表示部および前記釣銭機の近傍に配設される。
　［付記４］上記［付記１］から［付記３］いずれか一項記載の商品販売データ処理装置
において、前記第２の表示部が、前記載置面より上方の位置に配設される。
　［付記５］上記［付記１］から［付記４］いずれか一項記載の商品販売データ処理装置
において、前記第１の表示部が、前記載置面に対して固定された支持部の垂直方向の中心
軸に対して回動可能、または、前記中心軸と直交する所定の軸に対して回動可能に、前記
支持部に取り付けられる。
　［付記６］上記［付記１］から［付記５］いずれか一項記載の商品販売データ処理装置
において、商品の登録をするための商品登録処理と前記釣銭機への入金後の会計処理とを
実行する制御部、を更に備え、前記操作受付部の入力部または前記第１の表示部が、前記
制御部が実行中の前記商品登録処理を終了させる小計キーを備え、前記第２の表示部が、
前記制御部に前記会計処理を実行開始させる会計キーを備える。
　［付記７］上記［付記６］記載の商品販売データ処理装置において、前記制御部は、前
記商品が登録開始されると、前記釣銭機に入金処理を開始させる。
　［付記８］上記［付記６］または［付記７］いずれか記載の商品販売データ処理装置に
おいて、前記制御部は、前記小計キーが押下されると、前記釣銭機に入金処理を開始させ
、前記商品登録処理に基づいて得られる合計金額以上の金額の入金がされた場合に、前記
第２の表示部に表示させる前記会計キーの押下を許可する。
　［付記９］上記［付記６］から［付記８］いずれか一項記載の商品販売データ処理装置
において、前記操作受付部の入力部または前記第１の表示部が、前記制御部に前記会計処
理を実行開始させる会計キーを備え、前記制御部は、前記商品登録処理に基づいて得られ
る合計金額以上の金額の入金がされた後、前記いずれかの会計キーが押下されることによ
り前記会計処理を実行する。
　［付記１０］上記［付記６］から［付記９］いずれか一項記載の商品販売データ処理装
置において、前記制御部は、前記商品登録処理に基づいて得られる合計金額以上の金額の
入金がされた後、前記いずれかの会計キーが押下されず所定時間が経過することにより前
記会計処理を実行する。
　［付記１１］本発明の他の態様である商品販売データ処理装置は、対向する商品登録者
および顧客によって操作可能な商品販売データ処理装置であって、前記商品登録者側に入
力部を向けて設けられた操作受付部と、前記商品登録者側に表示面を向けて設けられた第
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１の表示部と、前記顧客側に表示面を向けて設けられた第２の表示部と、前記顧客側に入
金口および出金口を向けて設けられた釣銭機と、商品の登録をするための商品登録処理と
前記釣銭機への入金後の会計処理とを実行する制御部とを備え、前記操作受付部の入力部
または前記第１の表示部が、前記制御部に前記会計処理を実行開始させる会計キーを備え
、前記第２の表示部が、前記制御部に前記会計処理を実行開始させる会計キーを備え、前
記制御部は、前記商品登録処理に基づいて得られる合計金額以上の金額の入金がされた後
、前記いずれかの会計キーが押下されることにより前記会計処理を実行する。
　［付記１２］上記［付記１１］記載の商品販売データ処理装置において、前記制御部は
、前記商品登録処理に基づいて得られる合計金額以上の金額の入金がされた後、前記いず
れかの会計キーが押下されず所定時間が経過することにより前記会計処理を実行する。
　［付記１３］本発明の他の態様であるプログラムは、対向する商品登録者および顧客に
よって操作可能な商品販売データ処理装置であって、前記商品登録者側に入力部を向けて
設けられた操作受付部と、前記商品登録者側に表示面を向けて設けられた第１の表示部と
、前記顧客側に表示面を向けて設けられた第２の表示部と、前記顧客側に入金口および出
金口を向けて設けられた釣銭機とを備え、前記操作受付部の入力部または前記第１の表示
部が、前記釣銭機への入金後の会計処理を実行開始させる会計キーを備え、前記第２の表
示部が、前記会計処理を実行開始させる会計キーを備える商品販売データ処理装置として
コンピュータを機能させるプログラムであって、前記コンピュータを、商品の登録をする
ための商品登録処理を実行するための商品登録手段、前記会計処理を実行するための会計
処理手段として機能させ、前記会計処理手段において、前記商品登録処理に基づいて得ら
れる合計金額以上の金額の入金がされた後、前記いずれかの会計キーが押下されることに
より前記会計処理を実行する。
【符号の説明】
【０１８５】
　１…商品販売データ処理装置、１ａ…商品販売データ処理装置、１０…店員用表示装置
（第１の表示装置）、２０…操作受付部、３０…スキャナ部、３０ｃ…スキャナ部、４０
…筐体、４０ａ…筐体、４０ｂ…筐体、４１…支持部、５０…顧客用表示部（第２の表示
部）、６０…釣銭機、６０ａ…釣銭機、６１…紙幣管理部、６２…紙幣投入口、６３…紙
幣排出口、６４…硬貨投入口、６５…硬貨排出口、６６…リジェクト口、７０…レシート
発行部、７０ａ…レシート発行部、８５…挿入口、８７…スキャナ窓、９０…制御部、１
００…ＣＰＵ、１１０…ＲＯＭ、１２０…ＲＡＭ、１３０…通信部
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