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(57)【要約】
【課題】売上データ及び決済データを関連付けて処理す
ることである。
【解決手段】情報処理センタサーバ１０は、通信機能を
有するＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂ及び決済センタサーバ５０
と通信する通信手段と、情報を記憶する記憶手段と、前
記通信手段を介して売上に関する売上データをＥＣＲ２
０Ａ，２０Ｂから受信して前記記憶手段に記憶し、前記
通信手段を介して決済に関する決済データをＥＣＲ２０
Ａ，２０Ｂから受信して決済センタサーバ５０に送信す
るとともに当該決済データを前記記憶手段に記憶し、前
記記憶手段に記憶された前記売上データ及び前記決済デ
ータを関連付けて処理を行う制御手段と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信機能を有する売上データ処理装置及び決済サーバ装置と通信する通信手段と、
　情報を記憶する記憶手段と、
　前記通信手段を介して売上に関する売上データを前記売上データ処理装置から受信して
前記記憶手段に記憶し、前記通信手段を介して決済に関する決済データを前記売上データ
処理装置から受信して前記決済サーバ装置に送信するとともに当該決済データを前記記憶
手段に記憶し、前記記憶手段に記憶された前記売上データ及び前記決済データを関連付け
て処理を行う制御手段と、を備える情報サーバ装置。
【請求項２】
　前記売上データは、売上金額を含み、
　前記決済データは、決済金額を含み、
　前記制御手段は、予め設定された締めのタイミングであるか否かを判別し、締めのタイ
ミングである場合に、当該締めの期間に対応する前記決済データから前記売上データ処理
装置の所属先に振込む振込金額を含む振込データを生成し、当該締めの期間に応じた前記
売上データを取得し、当該取得した売上データの売上金額と前記振込データの振込金額と
の一致を比較可能な管理データを生成する請求項１に記載の情報サーバ装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記記憶手段に記憶された売上データ及び決済データの少なくとも一
つに対して、集計処理及び分析処理の少なくとも一つを行い、その処理結果を生成する請
求項１又は２に記載の情報サーバ装置。
【請求項４】
　前記通信手段は、アクセス装置と通信接続し、
　前記制御手段は、前記通信手段を介して前記アクセス装置から集計処理及び分析処理の
少なくとも一つの要求を受信し、当該要求に応じて集計処理及び分析処理の少なくとも一
つを行い、その処理結果を生成し、前記通信手段を介して当該処理結果を前記アクセス装
置に送信する請求項３に記載の情報サーバ装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の情報サーバ装置と、
　前記売上データ処理装置と、を備え、
　前記売上データ処理装置は、
　前記情報サーバ装置と通信する売上データ処理装置側通信手段と、
　当該売上データ処理装置側通信手段を介して売上金額を含む売上データを前記情報サー
バ装置に送信し、当該売上データ処理装置側通信手段を介して決済金額を含む決済データ
を前記情報サーバ装置に送信する売上データ処理装置側制御手段と、を備える決済システ
ム。
【請求項６】
　前記売上データ処理装置に通信接続され、電子決済を行う電子決済端末を備え、
　前記売上データ処理装置側制御手段は、前記決済データを前記電子決済端末から受信し
て取得する請求項５に記載の決済システム。
【請求項７】
　コンピュータを、
　決済サーバ装置及び通信機能を有する売上データ処理装置と通信する通信手段、
　情報を記憶する記憶手段、
　前記通信手段を介して売上に関する売上データを前記売上データ処理装置から受信して
前記記憶手段に記憶し、前記通信手段を介して決済に関する決済データを前記売上データ
処理装置から受信して前記決済サーバ装置に送信するとともに当該決済データを前記記憶
手段に記憶し、前記記憶手段に記憶された前記売上データ及び前記決済データを関連付け
て処理を行う制御手段、
　として機能させるためのプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報サーバ装置、決済システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、商品を販売する店舗に設置され、販売された商品の売上データを処理する売上デ
ータ処理装置としてＥＣＲ（Electronic Cash Resister）やＰＯＳ（Point Of Sales）端
末が知られている。また、ＥＣＲやＰＯＳ端末ごとの売上データを収集・分析するＡＳＰ
（Application Service Provider）サービスや、システムが考えられている（例えば、特
許文献１参照）。
【０００３】
　また、会計時に顧客のクレジットカードや、電子決済機能付きの携帯電話機により購入
商品を電子決済するシステムが考えられている（例えば、特許文献２参照）。このシステ
ムは、決済端末を電話回線、専用線、通信ネットワーク等を介して決済センタサーバに接
続する構成である。
【０００４】
　ここで、図２０を参照して、売上データ集計機能と、決済機能とを有する従来の決済シ
ステム２を説明する。図２０に、従来の決済システム２の構成を示す。
【０００５】
　図２０に示すように、決済システム２は、電子決済端末３０ａ～３０ｃと、決済センタ
サーバ５０と、カード会社サーバ６０と、ＥＣＲ２０ａ～２０ｃと、本部サーバ５００と
、を備えて構成される。電子決済端末３０ａ～３０ｃは、ＩＮＦＯＸ等の通信ネットワー
クＮ１を介してＣＡＦＩＳ（Credit And Finance Information System：全国の店舗・企
業とカード会社・銀行とを結ぶカード決済システム）（登録商標）等の決済センタサーバ
５０に接続される。決済センタサーバ５０は、カード会社サーバ６０に通信接続される。
ＥＣＲ２０ａ～２０ｃは、専用線等の通信ネットワークＮ２を介して本部サーバ５００に
通信接続される。
【０００６】
　例えば、ある企業の本部が３店舗を統括し、その本部に本部サーバ５００が設置される
。また、店舗に、電子決済端末３０ａ及びＥＣＲ２０ａと、電子決済端末３０ｂ及びＥＣ
Ｒ２０ｂと、電子決済端末３０ｃ及びＥＣＲ２０ｃと、がそれぞれ設置される。
【０００７】
　本部サーバ５００は、３店舗のＥＣＲ２０ａ～２０ｃから売上データを受信し、その売
上データを用いて集計・分析処理を行う。
【０００８】
　また、電子決済時には、電子決済端末３０ａ～３０ｃにより、顧客のカードや携帯電話
機からカード情報が読み取られる。そのカード情報を含む決済データが電子決済端末３０
ａ～３０ｃから決済センタサーバ５０に送信される。決済センタサーバ５０は、対応する
カード会社サーバ６０に決済データを送信し、カード会社サーバ６０が決済の承認を行う
。そして、カード会社サーバ６０から決済センタサーバ５０へ承認結果が送信される。そ
して、決済センタサーバ５０から電子決済端末３０ａ～３０ｃへ承認結果が送信され、電
子決済端末３０ａ～３０ｃにより決済処理が実行される。
【特許文献１】特開２００３－３０８３７５号公報
【特許文献２】特開２００４－１３９３０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、従来の決済システム２では、売上データを集計するＰＯＳ（Point Of Sales）
システム部分（本部サーバ５００、ＥＣＲ２０ａ～２０ｃ）と、電子決済を行う決済シス
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テム部分（電子決済端末３０ａ～３０ｃ、決済センタサーバ５０等）と、が独立していた
。
【００１０】
　ＰＯＳシステム部分では、独自の通信ネットワーク構成（通信ネットワークＮ２）と、
専用サーバ（本部サーバ５００）と、専用ソフトウェアが必要であった。
【００１１】
　また、ＰＯＳシステム部分は、本部サーバ５００で一括して商品登録管理を行い、一処
理毎にＥＣＲ２０ａ～２０ｃからＰＯＳレジデータを本部サーバ５００に上げる仕組みで
ある。このため、ＰＯＳシステム部分は、統一した商品管理、登録、リアルタイムでの売
上管理を行うシステムである。従って、ＰＯＳシステム部分が大規模なシステムとなり、
ＥＣＲが高価になる。このため、一般の小売店や数店舗規模の経営者がＰＯＳシステムを
導入することは難しかった。
【００１２】
　また、低価格帯のＥＣＲを利用する店舗では、リアルタイムで売上管理を行わなくても
よいという面がある。しかし、こういった店舗でも、一日の売上集計を行う必要がある。
この場合は、ＥＣＲに保存されている売上データをメモリカード又はシリアル通信を介し
てＰＣ（Personal Computer）に取り込み、そのＰＣで実行する会計ソフト等により売上
集計を行っていた。メモリカードを介する場合には、管理者がメモリカードを持って各Ｅ
ＣＲをまわり、売上データを集めなくてはならなかった。また、シリアル通信を行う場合
には、各店舗のＥＣＲ付近にＰＣを設置することが必要であった。
【００１３】
　また、決済システム２では、ＰＯＳシステム部分と決済システム部分とが分離している
ため、ＥＣＲ２０ａ～２０ｃでのキー入力と、電子決済端末３０ａ～３０ｃでのキー入力
とを行わねばならず、二度打ちにより、操作者負担が大きく、また入力ミスが発生するお
それがあった。
【００１４】
　さらに、決済システム２では、売上データが本部サーバ５００に保存され、決済データ
が決済センタサーバ５０で保存されるため、売上データと決済データとを関連付けて処理
することができなかった。
【００１５】
　本発明の課題は、売上データ及び決済データを関連付けて処理することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明の情報サーバ装置は、
　通信機能を有する売上データ処理装置及び決済サーバ装置と通信する通信手段と、
　情報を記憶する記憶手段と、
　前記通信手段を介して売上に関する売上データを前記売上データ処理装置から受信して
前記記憶手段に記憶し、前記通信手段を介して決済に関する決済データを前記売上データ
処理装置から受信して前記決済サーバ装置に送信するとともに当該決済データを前記記憶
手段に記憶し、前記記憶手段に記憶された前記売上データ及び前記決済データを関連付け
て処理を行う制御手段と、を備える。
【００１７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の情報サーバ装置において、
　前記売上データは、売上金額を含み、
　前記決済データは、決済金額を含み、
　前記制御手段は、予め設定された締めのタイミングであるか否かを判別し、締めのタイ
ミングである場合に、当該締めの期間に対応する前記決済データから前記売上データ処理
装置の所属先に振込む振込金額を含む振込データを生成し、当該締めの期間に応じた前記
売上データを取得し、当該取得した売上データの売上金額と前記振込データの振込金額と
の一致を比較可能な管理データを生成する。
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【００１８】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の情報サーバ装置において、
　前記制御手段は、前記記憶手段に記憶された売上データ及び決済データの少なくとも一
つに対して、集計処理及び分析処理の少なくとも一つを行い、その処理結果を生成する。
【００１９】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の情報サーバ装置において、
　前記通信手段は、アクセス装置と通信接続し、
　前記制御手段は、前記通信手段を介して前記アクセス装置から集計処理及び分析処理の
少なくとも一つの要求を受信し、当該要求に応じて集計処理及び分析処理の少なくとも一
つを行い、その処理結果を生成し、前記通信手段を介して当該処理結果を前記アクセス装
置に送信する。
【００２０】
　請求項５に記載の発明の決済システムは、
　請求項１から４のいずれか一項に記載の情報サーバ装置と、
　前記売上データ処理装置と、を備え、
　前記売上データ処理装置は、
　前記情報サーバ装置と通信する売上データ処理装置側通信手段と、
　当該売上データ処理装置側通信手段を介して売上金額を含む売上データを前記情報サー
バ装置に送信し、当該売上データ処理装置側通信手段を介して決済金額を含む決済データ
を前記情報サーバ装置に送信する売上データ処理装置側制御手段と、を備える。
【００２１】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の決済システムにおいて、
　前記売上データ処理装置に通信接続され、電子決済を行う電子決済端末を備え、
　前記売上データ処理装置側制御手段は、前記決済データを前記電子決済端末から受信し
て取得する。
【００２２】
　請求項７に記載の発明のプログラムは、
　コンピュータを、
　決済サーバ装置及び通信機能を有する売上データ処理装置と通信する通信手段、
　情報を記憶する記憶手段、
　前記通信手段を介して売上に関する売上データを前記売上データ処理装置から受信して
前記記憶手段に記憶し、前記通信手段を介して決済に関する決済データを前記売上データ
処理装置から受信して前記決済サーバ装置に送信するとともに当該決済データを前記記憶
手段に記憶し、前記記憶手段に記憶された前記売上データ及び前記決済データを関連付け
て処理を行う制御手段、
　として機能させる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、売上データ及び決済データを関連付けて処理できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、添付図面を参照して本発明に係る好適な実施の形態を詳細に説明する。なお、本
発明は、図示例に限定されるものではない。
【００２５】
　先ず、図１～図５を参照して、本実施の形態の装置構成を説明する。図１に、本実施の
形態の決済システム１の構成を示す。
【００２６】
　図１に示すように、決済システム１は、情報サーバ装置としての情報センタサーバ１０
と、売上データ処理装置としてのＥＣＲ（Electronic Cash Resister）２０Ａ，２０Ｂと
、電子決済端末３０Ａ，３０Ｂと、アクセス装置としてのＰＣ（Personal Computer）４
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０Ａ，４０Ｂと、決済サーバ装置としての決済センタサーバ５０と、カード会社サーバ６
０と、アクセス装置としての携帯電話機７０と、基地局８０と、を備えて構成される。情
報センタサーバ１０は、通信ネットワークＮを介して、ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂ、ＰＣ４０
Ａ，４０Ｂ、基地局８０と、通信接続されている。ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂは、それぞれ、
電子決済端末３０Ａ，３０Ｂと接続されている。決済センタサーバ５０は、情報センタサ
ーバ１０及びカード会社サーバ６０と接続されている。
【００２７】
　ＥＣＲ２０Ａ、電子決済端末３０Ａ、ＰＣ４０Ａは、第１のオーナーが経営する会社の
第１の店舗に所属するものとする。ＥＣＲ２０Ｂ、電子決済端末３０Ｂ、ＰＣ４０Ｂは、
第１のオーナーとは別の第２のオーナーが経営する会社の第２の店舗に所属するものとす
る。また、携帯電話機７０は、第１のオーナーが所有するものとして説明するが、他のオ
ーナーも同様に携帯電話機を使用してもよい。
【００２８】
　また、ＥＣＲ２０Ａ、電子決済端末３０Ａが、第１の店舗に設置され、ＰＣ４０Ａが第
１のオーナーの事務所等に設置されているものとする。また、ＥＣＲ２０Ｂ、電子決済端
末３０Ｂが、第２の店舗に設置され、ＰＣ４０Ｂが第２のオーナーの事務所等に設置され
ているものとする。なお、オーナーの数と、一人のオーナーが経営する店舗数と、店舗に
設置されるＥＣＲ及び電子決済端末の台数とは、図１の例に限定されない。
【００２９】
　ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂは、各店舗の売上データ処理を行う売上データ処理装置である。
ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂは、売上データ処理で入力された売上データを保存するとともに、
例えば１日の営業時間終了ごとに情報センタサーバ１０に送信する。
【００３０】
　電子決済端末３０Ａ，３０Ｂは、それぞれ、ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂに接続される。電子
決済端末３０Ａ，３０Ｂは、後述する顧客のクレジットカードＣ１又は携帯電話機Ｃ２か
らカード情報を読み取り、そのカード情報を含む決済データ及び決済承認要求をカード会
社サーバ６０へ送信する。クレジットカードＣ１としては、磁性体のストライプラインを
有する磁気カード、ＩＣ（Integrated Circuit）チップを有するＩＣカード等の接触式又
は非接触式に通信を行うカードである。携帯電話機Ｃ２は、例えば、非接触式に通信を行
う機能を有する。
【００３１】
　ＰＣ４０Ａ，４０Ｂは、情報センタサーバ１０に蓄積された売上データの集計や分析を
行う端末装置として機能する。携帯電話機７０も、ＰＣ４０Ａ，４０Ｂと同様の機能を有
する。
【００３２】
　情報センタサーバ１０は、電子決済端末３０Ａ，３０Ｂから送信された売上データを記
憶する。また、情報センタサーバ１０は、ＰＣ４０Ａ，４０Ｂ又は携帯電話機７０からの
集計、分析要求に応じて、自機に記憶している売上データを集計、分析して、その集計、
分析結果のデータを返信する売上データ管理機能を有する。さらに、情報センタサーバ１
０は、電子決済端末３０Ａ，３０Ｂから送信された決済の承認要求等をカード会社サーバ
６０へ送信し、カード会社サーバ６０から送信された承認結果を電子決済端末３０Ａ，３
０Ｂへ送信し、その決済に関する情報を売上データに関連付けて記憶する決済管理機能を
有する。
【００３３】
　決済センタサーバ５０は、カード会社サーバ６０と情報センタサーバ１０との間の決済
に関する情報の通信を管理する。カード会社サーバ６０は、各カード会社に所属するサー
バ装置である。図１では、カード会社サーバ６０を１台でまとめて表現したが、実際には
、複数のカード会社それぞれに設けられている。
【００３４】
　決済センタサーバ５０は、情報センタサーバ１０から電子決済端末３０Ａ、３０Ｂの決



(7) JP 2008-282321 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

済データ及び承認要求を受信し、この決済データ及び承認要求を、対応するカード会社の
カード会社サーバ６０に送信する。カード会社サーバ６０は、決済センタサーバ５０から
電子決済端末３０Ａ、３０Ｂの決済データ及び承認要求を受信し、当該決済データ及び承
認要求に応じて承認の可否を判別し、その結果に承認番号を付与して承認結果を生成して
決済センタサーバ５０に送信する。決済センタサーバ５０は、カード会社サーバ６０から
承認結果を受信して情報センタサーバ１０に送信する。
【００３５】
　通信ネットワークＮは、例えば、ＷＡＮ（Wide Area Network）やインターネット等の
通信ネットワークにより構成されているが、ＬＡＮ（Local Area Network）等を含めても
よく、電話回線、専用線、移動体通信網、通信衛星網、ＣＡＴＶ（Cable Television）回
線、インターネットプロバイダ等を含めてもよい。
【００３６】
　次いで、情報センタサーバ１０の構成を説明する。図２に、情報センタサーバ１０の内
部構成を示す。
【００３７】
　図２に示すように、情報センタサーバ１０は、制御手段としてのＣＰＵ（Central Proc
essing Unit）１１と、入力部１２と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３と、表示部
１４と、記憶手段としての記憶部１５と、通信手段としての通信部１６と、計時部１７と
、を備えて構成され、各部がバス１８を介して接続される。
【００３８】
　ＣＰＵ１１は、情報センタサーバ１０の各部を中央制御する。ＣＰＵ１１は、記憶部１
５に記憶されているシステムプログラム及び各種アプリケーションプログラムの中から指
定されたプログラムをＲＡＭ１３に展開し、ＲＡＭ１３に展開されたプログラムとの協働
で、各種処理を実行する。
【００３９】
　ＣＰＵ１１は、後述する情報センタサーバプログラムとの協働で、電子決済（クレジッ
ト決済）時にＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂから送信される決済データを決済センタサーバ５０に
中継し、決済センタサーバ５０から送信される承認結果をＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂに中継し
、それらの決済データを記憶部１５に記憶する。また、ＣＰＵ１１は、情報センタサーバ
プログラムとの協働で、一日の売上データ処理の終了時に、ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂから送
信される売上データを受信して記憶部１５に記憶する。また、ＣＰＵ１１は、ＰＣ４０Ａ
，４０Ｂ、携帯電話機７０の要求に応じて、売上データ及び決済データの集計処理を行い
、また、定期的に売掛管理表２００の生成を行う。
【００４０】
　入力部１２は、カーソルキー、文字、数字入力キー及び各種機能キーなどを備えたキー
ボードを含む構成とし、操作者により各キーが押下された操作信号をＣＰＵ１１に出力す
る。また、入力部１２は、マウス等のポインティングデバイスを含み、位置入力信号を受
け付けてＣＰＵ１１に送信することとしてもよい。
【００４１】
　ＲＡＭ１３は、揮発性のメモリである。また、ＲＡＭ１３は、実行される各種プログラ
ムやこれら各種プログラムに係るデータ等を格納するワークエリアを有する。
【００４２】
　表示部１４は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）等で
構成され、ＣＰＵ１１からの表示制御信号に従って画面表示を行う。
【００４３】
　記憶部１５は、磁気記録媒体を有するＨＤＤ（Hard Disk Drive）等により構成され、
各種プログラム及び各種データを記録媒体から読み出し及び書き込み可能に記憶する。記
憶部１５は、売上データ１００、売掛管理表２００、決済データ格納部３００の決済デー
タ、情報センタサーバプログラム、電子決済端末３０Ａ，３０Ｂと対の鍵を記憶する。こ
の鍵は、共通鍵方式、公開鍵方式等の鍵とする。
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【００４４】
　通信部１６は、モデム、ＴＡ（Terminal Adapter）、ルータ、ネットワークカード等に
より構成される。通信部１６は、接続される通信ネットワークＮ上のＥＣＲ２０Ａ，２０
Ｂ、ＰＣ４０Ａ，４０Ｂ等の外部機器、決済センタサーバ５０と情報を送受信する。また
、通信部１６は、決済センタサーバ５０と情報を送受信する。計時部１７は、計時回路を
内蔵し、現在時刻及び現在日付を計時して出力する。
【００４５】
　次いで、売上データ処理装置の実施の形態として、ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂの構成を説明
する。図３に、ＥＣＲ２０Ａの内部構成を示す。ここでは、ＥＣＲ２０Ａを代表して説明
するが、ＥＣＲ２０Ｂも同様である。
【００４６】
　図３に示すように、ＥＣＲ２０Ａは、売上データ処理装置側制御手段としてのＣＰＵ２
１と、入力部２２と、ＲＡＭ２３と、表示部２４と、記憶部２５と、売上データ処理装置
側通信手段としての通信部２６と、接続部２７と、ドロア２８と、プリント部２９ａと、
計時部２９ｂと、を備えて構成され、各部がバス２９ｃを介して接続される。
【００４７】
　ＣＰＵ２１、ＲＡＭ２３、通信部２６については、それぞれ、情報センタサーバ１０の
ＣＰＵ１１、ＲＡＭ１３、通信部１６の構成と同様であり、異なる部分を主として説明す
る。
【００４８】
　ＣＰＵ２１は、記憶部２５に記憶されたＥＣＲプログラムとの協働で、売上データ処理
を行い、電子決済を行う場合に、電子決済端末３０Ａ，３０Ｂから受信した暗号化決済デ
ータを情報センタサーバ１０へ送信し、情報センタサーバ１０から受信した承認結果を電
子決済端末３０Ａ，３０Ｂへ送信し、暗号化決済データ及び売上データを記憶部２５に記
憶する。また、ＣＰＵ２１は、ＥＣＲプログラムとの協働で、現金等決済を行う場合に、
売上データを記憶部２５に記憶する。また、ＣＰＵ２１は、ＥＣＲプログラムとの協働で
、売上データを情報センタサーバ１０へ送信する。
【００４９】
　入力部２２は、カーソルキー、文字、数字入力キー及び各種機能キーなどを備えたレジ
用のキーボードを含む構成とし、操作者により各キーが押下された操作信号をＣＰＵ２１
に出力する。表示部２４は、ＬＣＤ等で構成され、ＣＰＵ２１からの表示制御信号に従っ
て画面表示を行う。また、入力部２２は、表示部２４と一体的にタッチパネルを構成する
こととしてもよい。また、入力部２２は、商品に設けられたバーコードを読み取るバーコ
ードリーダやバーコードスキャナ等を備えることとしてもよい。
【００５０】
　記憶部２５は、ＲＯＭやフラッシュメモリ等により構成される。記憶部２５は、各種プ
ログラム及び各種データを、ＲＯＭから読み出し可能に、フラッシュメモリから読み出し
及び書き込み可能に記憶する。また、記憶部２５は、ＨＤＤ等により構成してもよい。ま
た、記憶部２５は、ＥＣＲ識別番号、売上データ９０、ＥＣＲプログラムを記憶する。
【００５１】
　通信部２６は、通信ネットワークＮ上の情報センタサーバ１０等の外部機器と通信を行
う。接続部２７は、電子決済端末３０Ａと有線又は無線で通信接続され、情報を送受信す
る。ＥＣＲ２０Ｂの接続部２７は、電子決済端末３０Ｂと通信接続される。
【００５２】
　ドロア２８は、硬貨や紙幣等の現金を収納する引出しである。ドロア２８は、例えば、
ＣＰＵ２１の指示により、引出しを開ける。
【００５３】
　プリント部２９ａは、例えば、サーマルプリンタであり、レシート用、ジャーナル用の
ロール紙を有し、ＣＰＵ２１から入力される指示に従って、各ロール紙に対して金額等の
データをプリントアウトする。計時部２９ｂは、計時回路を内蔵し、現在時刻及び現在日



(9) JP 2008-282321 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

付を計時して出力する。
【００５４】
　次いで、電子決済端末３０Ａ，３０Ｂの構成を説明する。図４に、電子決済端末３０Ａ
の内部構成を示す。ここでは、電子決済端末３０Ａを代表して説明するが、電子決済端末
３０Ｂも同様である。
【００５５】
　図４に示すように、電子決済端末３０Ａは、ＣＰＵ３１と、入力部３２と、ＲＡＭ３３
と、表示部３４と、記憶部３５と、接続部３６と、カードリーダ３７と、を備えて構成さ
れ、各部がバス３８を介して接続される。
【００５６】
　ＣＰＵ３１、ＲＡＭ３３、記憶部３５、接続部３６については、それぞれ、ＥＣＲ２０
ＡのＣＰＵ２１、ＲＡＭ２３、記憶部２５、接続部２７の構成と同様であり、異なる部分
を主として説明する。
【００５７】
　ＣＰＵ３１は、記憶部３５に記憶された電子決済端末プログラムとの協働で、電子決済
時に、カード情報を読み取り、決済データを暗号化し、暗号化決済データをＥＣＲ２０Ａ
，２０Ｂに送信し、承認結果をＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂから受信し、承認結果とともに暗号
化決済データを記憶部３５に記憶する。
【００５８】
　入力部３２は、数字入力キー及び各種機能キーなどを備えたキーパッドを含む構成とし
、操作者により各キーが押下された操作信号をＣＰＵ３１に出力する。また、入力部３２
は、表示部３４と一体的にタッチパネルを構成することとしてもよい。
【００５９】
　記憶部３５は、電子決済端末識別番号、電子決済端末プログラム、情報センタサーバ１
０と対の鍵を記憶する。
【００６０】
　接続部３６は、有線又は無線でＥＣＲ２０Ａと通信接続され、情報を送受信する。電子
決済端末３０Ｂの接続部３６は、ＥＣＲ２０Ｂと通信接続される。
【００６１】
　カードリーダ３７は、図示しないＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ、情報読
み取り部等を備える。カードリーダ３７において、ＲＯＭから読み出されＲＡＭに展開さ
れたプログラムとＣＰＵとの協働で各種処理を実行する。また、情報読み取り部は、接触
式又は非接触式で接続されたクレジットカードＣ１又は携帯電話機Ｃ２の情報を読み取る
。
【００６２】
　次いで、ＰＣ４０Ａ，４０Ｂの構成を説明する。図５に、ＰＣ４０Ａの内部構成を示す
。ここでは、ＰＣ４０Ａを代表して説明するが、ＰＣ４０Ｂも同様である。
【００６３】
　図５に示すように、ＰＣ４０Ａは、ＣＰＵ４１と、入力部４２と、ＲＡＭ４３と、表示
部４４と、記憶部４５と、通信部４６と、を備えて構成され、各部がバス４７を介して接
続される。
【００６４】
　ＣＰＵ４１、入力部４２、ＲＡＭ４３、表示部４４、記憶部４５、通信部４６について
は、それぞれ、情報センタサーバ１０のＣＰＵ１１、入力部１２、ＲＡＭ１３、表示部１
４、記憶部１５、通信部１６の構成と同様であり、異なる部分を主として説明する。
【００６５】
　ＣＰＵ４１は、記憶部４５に記憶されたアクセスプログラムとの協働で、入力部４２を
介して売上集計要求が入力されると、売上集計要求を情報センタサーバ１０へ送信して売
上集計結果を受信し表示部４４に表示して記憶部４５に記憶する。また、ＣＰＵ４１は、
アクセスプログラムとの協働で、入力部４２を介して決済集計要求が入力されると、決済
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集計要求を情報センタサーバ１０へ送信して決済集計結果を受信し表示部４４に表示して
記憶部４５に記憶する。
【００６６】
　記憶部４５は、アクセスプログラムを記憶する。通信部４６は、通信ネットワークＮ上
の情報センタサーバ１０等の外部機器と通信を行う。
【００６７】
　次に、図６～図８を参照して、決済システム１で扱うデータを説明する。図６（ａ）に
、ＥＣＲ２０Ａに記憶される売上データ９０の構成を示す。図６（ｂ）に、情報センタサ
ーバ１０に記憶される売上データ１００の構成を示す。図７に、情報センタサーバ１０に
記憶される売掛管理表２００の構成を示す。図８に、情報センタサーバ１０に記憶される
決済データ格納部３００の構成を示す。
【００６８】
　ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂは、自機が設置された店舗において、顧客が購入する商品の会計
ごとに、入力部２２を介して担当者（店員）に入力されたデータに対応して売上データ９
０を記憶部２５に記憶（更新）していく。また、ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂは、店舗の営業終
了時等に、記憶部２５に記憶された一日分の売上データ９０を情報センタサーバ１０へ送
信する。
【００６９】
　情報センタサーバ１０は、ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂから受信した一日分の売上データ９０
に対応して、売上データ１００を記憶部１５に記憶（更新）する。一日分の売上データを
一世代とする。記憶部２５に記憶される売上データ９０は、会計毎に随時更新される当日
分の売上データと、５世代分（最後に更新した日からその４日前までの分）の売上データ
と、を含む。但し、記憶部２５に記憶される当日分以外の売上データは、５世代に限定さ
れるものではない。また、記憶部２５に記憶される５世代分の売上データは、先入れ先出
し方式で日々更新される。
【００７０】
　図６（ａ）に示すように、ＥＣＲ２０Ａの記憶部２５に記憶される売上データ９０は、
部門別売上集計ファイル９１と、商品別売上集計ファイル９２と、価格帯別売上集計ファ
イル９３と、担当者別売上集計ファイル９４と、レジ売上表ファイル９５と、を有する。
【００７１】
　ＥＣＲ２０Ａにおいて、各会計時に入力又は使用されるデータ項目は、売上日時（日付
及び時間）、項目、客数、部門、商品名、（商品の）個数、商品単価、金額、担当者、カ
ード種別等である。
【００７２】
　項目とは、（一日の）売上総額、現金残高、商品券在高、クレジット残高、釣銭準備金
、消費税対象額、消費税額等の売上実績と、取引キーと、の２種類の項目を含む。取引キ
ーとは、入力部２２に設けられる取引の種類を示すキーである。取引キーとは、大きく分
けて、現金、商品券、クレジット（カード決済）の３種類があり、会計ごとに対応するキ
ーが担当者に押下入力される。項目が、取引キーである場合には、取引キーの種類を示す
。
【００７３】
　客数とは、会計ごとの客数である。部門とは、商品を分類した区分（グループ）である
。例えば、部門が、食品と飲み物とを有する例を考える。このとき商品名が、オレンジジ
ュースＡＡ、お茶ＢＢであると、両方とも部門が飲み物となる。金額は、売上金額（商品
の単価×個数）、消費税金額等となる。担当者とは、会計時にＥＣＲ２０Ａを操作した店
員の識別情報である。カード種別は、カード決済を行った場合のカード会社を識別する情
報である。
【００７４】
　上記複数のデータ項目のレコードについて、部門別の売上金額、売上個数を集計（累計
加算）したファイルが部門別売上集計ファイル９１である。また、上記複数のデータ項目
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のレコードについて、商品別の売上金額、売上個数を集計（累計加算）したファイルが商
品別売上集計ファイル９２である。また、上記複数のデータ項目のレコードについて、商
品単価の価格帯別の売上金額、売上個数を集計（累計加算）したファイルが価格帯別売上
集計ファイル９３である。
【００７５】
　また、上記複数のデータ項目のレコードについて、項目（総売上金額、現金残高、取引
キー等）別の売上金額、売上個数を集計（累計加算）したファイルがレジ売上表ファイル
９５である。
【００７６】
　図６（ｂ）に示すように、記憶部１５に記憶される売上データ１００は、部門別売上集
計ファイル１０１と、商品別売上集計ファイル１０２と、価格帯別売上集計ファイル１０
３と、担当者別売上集計ファイル１０４と、レジ売上表ファイル１０５と、を有する。
【００７７】
　部門別売上集計ファイル１０１、商品別売上集計ファイル１０２、価格帯別売上集計フ
ァイル１０３、担当者別売上集計ファイル１０４、レジ売上表ファイル１０５は、どのＥ
ＣＲでの売上データであるかを示すＥＣＲ識別番号によりＥＣＲ別にデータが分けられて
いる。
【００７８】
　また、情報センタサーバ１０において、カード決済に関する売掛管理表２００が記憶部
１５に記憶される。なお、後述する情報センタサーバ処理の実行により、売掛管理表２０
０が作成及び記憶（更新）される。図７に示すように、売掛管理表２００は、売上データ
２１０と、決済振込明細データ２２０と、を有する。売上データ２１０は、電子決済の売
上データである。決済振込明細データ２２０は、電子決済について、情報センタサーバ１
０の管理会社から店舗（オーナー）の口座への売掛金の振込みに関するデータである。
【００７９】
　売上データ２１０は、年月日２１１、件数２１２、売掛金額２１３、手数料２１４、売
掛金額－手数料２１５、カード種別２１６、備考２１７と、を有する。売掛金額－手数料
２１５は、売掛金額２１３－手数料２１４である。売上データ２１０は、年月日２１１及
びカード種別２１６を主キーとして、レコードを有する。
【００８０】
　決済振込明細データ２２０は、集計日２２１、件数２２２、振込金額２２３、カード種
別２２４、差額２２５、備考２２６等を有する。集計日２２１は、決済された情報センタ
サーバ１０が売上データを受信した年月日（売上の年月日と同じ）である。振込金額２２
３は、情報センタサーバ１０の管理会社から店舗（オーナー）の口座に振り込まれた金額
である。差額２２５は、売掛金額２１３と振込金額２２３との差分である。
【００８１】
　また、電子決済端末３０Ａ，３０Ｂにおける顧客の電子決済時に、情報センタサーバ１
０は、決済に関する暗号化決済データをＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂから受信し、復号化してカ
ード会社サーバ６０へ中継する。図８に示すように、情報センタサーバ１０は、この中継
に用いた暗号化決済データとして決済データ３０１ａ，３０１ｂ…を記憶部１５の決済デ
ータ格納部３００に記憶する。
【００８２】
　決済データ３０１ａ，３０１ｂは、それぞれ、１件の電子決済におけるデータである。
決済データ３０１ａは、電子決済した年月日３０２、金額３０３、カード情報３０４、電
子決済した電子決済端末の電子決済端末識別番号３０５と、を有する。決済データ格納部
３００の各決済データを使用する場合には、その都度、その暗号化された読み出しデータ
を読み出し、復号化して使用される。カード情報３０４は、カード番号、カード種別等を
含む。
【００８３】
　次に、図９～図１９を参照して、決済システム１の動作を説明する。以下の説明でも、
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ＥＣＲ２０Ａ、電子決済端末３０Ａ，ＰＣ４０Ａの動作を代表的に説明するが、ＥＣＲ２
０Ｂ、電子決済端末３０Ｂ，ＰＣ４０Ｂでも同様である。
【００８４】
　先ず、図９及び図１０を参照して、ＥＣＲ２０Ａで実行されるＥＣＲ処理を説明する。
図９に、ＥＣＲ２０Ａで実行されるＥＣＲ処理の流れを示す。図１０（ａ）に、電子決済
のレシートＰ１を示す。図１０（ｂ）に、現金決済のレシートＰ２を示す。
【００８５】
　ＥＣＲ２０Ａにおいて、例えば、店舗の営業開始前に、ＥＣＲ２０Ａの電源が投入され
、入力部２２を介してＥＣＲ処理の実行指示が入力されたことをトリガとして、記憶部２
５から読み出されて適宜ＲＡＭ２３に展開されたＥＣＲプログラムと、ＣＰＵ２１との協
働でＥＣＲ処理が実行される。
【００８６】
　先ず、情報センタサーバ１０に開始の問合せの情報が送信される（ステップＳ１１）。
そして、情報センタサーバ１０から送信される開始処理データがあるか否かが判別される
（ステップＳ１２）。開始処理データがある場合（ステップＳ１２；ＹＥＳ）、開始処理
データが情報センタサーバ１０から受信され、受信した開始処理データに応じた処理が実
行される（ステップＳ１３）。
【００８７】
　開始処理データは、例えば、使用できないクレジットカードのカード番号のリスト等が
含まれる。このとき、ＥＣＲ２０Ａでは、使用できないカード番号のリストが電子決済端
末３０Ａに送信され、電子決済端末３０Ａの記憶部３５に記憶される処理が実行される。
こうして、電子決済端末３０Ａでは、カード会社サーバ６０に利用者の照会を行う前に、
記憶部３５に記憶された使用できないカード番号のリストを用いて許可されていない利用
者をチェックできる。
【００８８】
　そして、顧客が購入する商品の種類及び個数等の入力を入力部２２を介して受け付ける
売上データ処理が実行される（ステップＳ１４）。開始処理データがない場合（ステップ
Ｓ１２；ＮＯ）、ステップＳ１４に移行される。そして、ステップＳ１４において、入力
部２２の決済の種別（現金、商品券又はクレジットの決済）を示す取引キーの押下入力が
受け付けられる（ステップＳ１５）。ここでは、現金又は商品券の場合に合計キーが押下
される。電子決済の場合に電子決済キーが押下される。
【００８９】
　そして、ステップＳ１５で押下された取引キーの種類に基づいて、クレジットカードＣ
１又は携帯電話機Ｃ２により電子決済を行うか否かが判別される（ステップＳ１６）。
【００９０】
　電子決済を行う場合（ステップＳ１６；ＹＥＳ）、ステップＳ１４で入力された決済対
象の商品の合計金額が算出される（ステップＳ１７）。そして、電子決済要求が電子決済
端末３０Ａに送信され、ステップＳ１７で算出された合計金額が電子決済端末３０Ａに送
信される（ステップＳ１８）。
【００９１】
　そして、暗号化決済データが電子決済端末３０Ａから受信されたか否かが判別される（
ステップＳ１９）。暗号化決済データは、電子決済端末３０Ａにより読み取られた顧客の
クレジットカードＣ１又は携帯電話機Ｃ２のカード情報と、（合計）金額と、年月日と、
電子決済端末識別番号と、を含む決済データが、電子決済端末３０Ａの鍵で暗号化された
データである。暗号化決済データが受信されていない場合（ステップＳ１９；ＮＯ）、ス
テップＳ１９に移行される。
【００９２】
　暗号化決済データが受信された場合（ステップＳ１９；ＹＥＳ）、暗号化決済データが
情報センタサーバ１０へ送信される（ステップＳ２０）。情報センタサーバ１０は、暗号
化決済データを決済センタサーバ５０を介してカード会社サーバ６０へ送信する。また、
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情報センタサーバ１０は、決済利用の承認結果をカード会社サーバ６０から決済センタサ
ーバ５０を介して受信し、ＥＣＲ２０Ａに送信する。承認結果には、承認番号が含まれる
。そして、承認結果が情報センタサーバ１０から受信されたか否かが判別される（ステッ
プＳ２１）。承認結果が受信されていない場合（ステップＳ２１；ＮＯ）、ステップＳ２
１に移行される。
【００９３】
　承認結果が受信された場合（ステップＳ２１；ＹＥＳ）、電子決済端末３０Ａに承認結
果が送信される（ステップＳ２２）。そして、電子決済端末３０Ａから承認結果が取得さ
れ、承認結果及びカード情報がＯＫであるか否かが判別される（ステップＳ２３）。承認
結果がＮＧである場合（ステップＳ２３；ＮＯ）、決済承認できない旨が表示部２４に表
示され（ステップＳ２４）、ステップＳ１５に移行される。
【００９４】
　承認結果がＯＫである場合（ステップＳ２３；ＹＥＳ）、商品が電子決済され、プリン
ト部２９ａにより決済結果がレシートにプリントされるとともに、このカード決済に関す
る売上データが記憶部２５の当日分の売上データ９０に記憶（更新）される（ステップＳ
２５）。レシートは、担当者により顧客に手渡される。また、レシートには、日時、商品
名、部門、個数、金額、合計金額等の通常のレシートのプリント情報に加え、カード番号
、カードの種別（カード会社）、有効期限、支払方法、承認番号、電子決済端末識別番号
（端末番号）もプリントされる。支払い方法は、一括払い、分割払い等である。例えば、
図１０（ａ）に示すレシートＰ１のようにプリントされる。電子決済端末識別番号は、例
えば、電子決済端末３０Ａから取得される。
【００９５】
　電子決済で無い場合（ステップＳ１６；ＮＯ）、現金又は商品券の決済となり、決済対
象の商品の合計金額が算出される（ステップＳ２６）。担当者は、顧客から現金又は商品
券を受け取る。そして、担当者からの受け取り金額の入力が入力部２２を介して受け付け
られ、預かり金額キーが押下されると、ドロア２８が開けられる（ステップＳ２７）。担
当者は、受け取った現金をドロア２８に収容し、お釣りを取り出して顧客に手渡す。
【００９６】
　そして、現金又は商品券の決済に関する売上データが記憶部２５の当日分の売上データ
９０に記憶（更新）されるとともに、プリント部２９ａにより決済結果がレシート等にプ
リントされる（ステップＳ２８）。レシートは、担当者により顧客に手渡される。レシー
トのプリント内容は、通常の現金決済の内容である。例えば、図１０（ｂ）に示すレシー
トＰ２のようにプリントされる。
【００９７】
　ステップＳ２５又はＳ２８の実行後、計時部２９ｂが計時している現在日付及び現在時
刻が一日の売上データ処理の終了時刻か否かが判別される（ステップＳ２９）。なお、担
当者等が終了の旨を入力する構成としてもよい。売上データ処理の終了時刻でない場合（
ステップＳ２９；ＮＯ）、ステップＳ１４に移行される。売上データ処理の終了時刻であ
る場合（ステップＳ２９；ＹＥＳ）、記憶部２５に予め記憶されたＥＣＲ識別番号ととも
に、記憶部２５に記憶された当日分の売上データ９０が情報センタサーバ１０へ送信され
、記憶部２５に記憶された５世代分の売上データ９０が、当日分の売上データ９０を用い
て先入れ先出し方式で更新され（ステップＳ３０）、ＥＣＲ処理を終了する。つまり、記
憶部２５に記憶された５世代分の売上データ９０は、当日分の売上データ９０を最後に格
納したデータとする５世代分の売上データ９０に更新される。
【００９８】
　次いで、図１１を参照して、電子決済端末３０Ａで実行される電子決済端末処理を説明
する。図１１に、電子決済端末３０Ａで実行される電子決済端末処理の流れを示す。
【００９９】
　電子決済端末３０Ａにおいて、例えば、店舗の営業開始前に、電子決済端末３０Ａの電
源が投入され、入力部３２を介して電子決済端末処理の実行指示が入力されたことをトリ
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ガとして、記憶部３５から読み出されて適宜ＲＡＭ３３に展開された電子決済端末プログ
ラムと、ＣＰＵ３１との協働で電子決済端末処理が実行される。
【０１００】
　先ず、ＥＣＲ処理のステップＳ１８に対応して、ＥＣＲ２０Ａから電子決済要求が受信
されて電子決済要求があるか否かが判別される（ステップＳ３１）。電子決済要求がない
場合（ステップＳ３１；ＮＯ）、ステップＳ３１に移行される。電子決済要求がある場合
（ステップＳ３１；ＹＥＳ）、ＥＣＲ処理のステップＳ１８に対応して、商品の合計金額
がＥＣＲ２０Ａから受信される（ステップＳ３２）。このとき、合計金額とともに、現在
の年月日もＥＣＲ２０Ａから取得される。
【０１０１】
　そして、ステップＳ３２で受信された合計金額が表示部３４に表示される（ステップＳ
３３）。そして、カードリーダ３７により、顧客のクレジットカードＣ１又は携帯電話機
Ｃ２のカード情報が読み取られる（ステップＳ３４）。カード情報には、カード番号、有
効期限等が含まれる。そして、カード情報の読み取りがＯＫであるか否かが判別される（
ステップＳ３５）。カード情報の読み取りがＯＫでない場合（ステップＳ３５；ＮＯ）、
ステップＳ３４に移行される。
【０１０２】
　カード情報の読み取りがＯＫである場合（ステップＳ３５；ＹＥＳ）、カード情報と、
年月日と、合計金額と、記憶部３５に予め記憶された電子決済端末識別番号と、を含む決
済データが生成され、記憶部３５に記憶された鍵で暗号化され、暗号化決済データが生成
される（ステップＳ３６）。記憶部３５に記憶された鍵は、情報センタサーバ１０の記憶
部１５に記憶される鍵と対になっている。
【０１０３】
　そして、暗号化決済データがＥＣＲ２０Ａに送信される（ステップＳ３７）。そして、
ＥＣＲ処理のステップＳ２１に対応して、ＥＣＲ２０Ａから承認結果が受信されたか否か
が判別される（ステップＳ３８）。承認結果が受信されていない場合（ステップＳ３８；
ＮＯ）、ステップＳ３８に移行される。
【０１０４】
　承認結果が受信された場合（ステップＳ３８；ＹＥＳ）、その承認結果がＯＫであるか
否かの情報とカード情報とをＥＣＲ２０Ａに送信するとともに、暗号化決済データが承認
結果（承認番号）に対応付けられて記憶部３５に記憶（タンキング）され（ステップＳ３
９）、電子決済端末処理を終了する。
【０１０５】
　次いで、図１２を参照して、情報センタサーバ１０で実行される情報センタサーバ処理
を説明する。図１２に、情報センタサーバ１０で実行される情報センタサーバ処理の流れ
を示す。
【０１０６】
　情報センタサーバ処理は、周期的に繰り返し実行される。情報センタサーバ１０におい
て、例えば、情報センタサーバ処理の実行タイミングになったことをトリガとして、記憶
部１５から読み出されて適宜ＲＡＭ１３に展開された情報センタサーバプログラムと、Ｃ
ＰＵ１１との協働で情報センタサーバ処理が実行される。
【０１０７】
　先ず、ＥＣＲ処理のステップＳ１１に対応して、ＥＣＲ２０Ａ又は２０Ｂから開始要求
が受信されたか否かが判別される（ステップＳ４１）。開始要求が受信された場合（ステ
ップＳ４１；ＹＥＳ）、開始要求元のＥＣＲに送信する開始処理データがあるか否かが判
別される（ステップＳ４２）。開始処理データがある場合（ステップＳ４２；ＹＥＳ）、
開始処理データが開始要求元のＥＣＲへ送信される（ステップＳ４３）。
【０１０８】
　そして、ＥＣＲ処理のステップＳ２０に対応して、ＥＣＲ２０Ａ又は２０Ｂから決済要
求が受信された（暗号化決済データが受信開始された）か否かが判別される（ステップＳ
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４４）。開始要求が受信されていない場合（ステップＳ４１；ＮＯ）、又は開始処理デー
タがない場合（ステップＳ４２；ＮＯ）、ステップＳ４４に移行される。決済要求が受信
された場合（ステップＳ４４；ＹＥＳ）、決済要求元の暗号化決済データが受信完了され
る（ステップＳ４５）。そして、暗号化決済データが、記憶部１５に予め記憶された鍵で
復号化され、復号化決済データとして決済センタサーバ５０へ送信される（ステップＳ４
６）。復号化決済データは、決済センタサーバ５０において、対応するカード会社サーバ
６０に送信される。
【０１０９】
　そして、決済センタサーバ５０から承認結果を受信したか否かが判別される（ステップ
Ｓ４７）。承認結果を受信した場合（ステップＳ４７；ＹＥＳ）、決済要求元のＥＣＲに
承認結果が送信される（ステップＳ４８）。そして、暗号化決済データが承認結果（承認
番号）と対応付けられて、記憶部３５の決済データ格納部３００に記憶される（ステップ
Ｓ４９）。
【０１１０】
　そして、ＥＣＲ処理のステップＳ３０に対応して、ＥＣＲ２０Ａ又は２０Ｂから売上デ
ータ送信要求が受信された（売上データが受信開始された）か否かが判別される（ステッ
プＳ５０）。決済要求が受信されていない場合（ステップＳ４４；ＮＯ）、ステップＳ５
０に移行される。売上データ送信要求が受信された場合（ステップＳ５０；ＹＥＳ）、要
求元のＥＣＲから売上データが受信完了され、売上データが記憶部１５に記憶される（ス
テップＳ５１）。具体的には、受信した一日分の売上データが記憶部１５の売上データ１
００として記憶（更新）される。
【０１１１】
　そして、後述する売上データ処理が実行される（ステップＳ５２）。そして、ＰＣ４０
Ａ又は４０Ｂから集計処理要求が受信されたか否かが判別される（ステップＳ５３）。売
上データ送信要求が受信されていない場合（ステップＳ５０；ＮＯ）、ステップＳ５３に
移行される。集計処理要求が受信された場合（ステップＳ５３；ＹＥＳ）、集計処理が実
行される（ステップＳ５４）。
【０１１２】
　集計処理では、先ず、ＰＣ４０Ａ、４０Ｂ又は携帯電話機７０からログイン要求があり
、ログインによる通信が確立される。そして、ログインした装置から売上集計要求が受信
されると、売上集計要求の要求内容に応じて、記憶部１５に記憶された売上データ１００
が集計され、その集計結果が売上集計処理要求元の装置へ送信される。また、ログインし
た装置から決済集計要求が受信されると、決済集計要求の要求内容に応じて、記憶部１５
に記憶された決済データ格納部３００の決済データが集計され、その集計結果が決済集計
処理要求元の装置へ送信される。
【０１１３】
　そして、計時部１７が計時している現在日付及び現在時刻が定期処理タイミングか否か
が判別される（ステップＳ５５）。定期処理は、一日に一度のタイミングで実行されるも
のとして説明するが、これに限定されるものではない。
【０１１４】
　集計処理要求が受信されていない場合（ステップＳ５３；ＮＯ）、ステップＳ５５に移
行される。定期処理タイミングである場合（ステップＳ５５；ＹＥＳ）、後述する定期処
理が実行され（ステップＳ５６）、情報センタサーバ処理が終了する。定期処理タイミン
グでない場合（ステップＳ５５；ＮＯ）、情報センタサーバ処理が終了する。
【０１１５】
　次いで、図１３を参照して、情報センタサーバ処理のステップＳ５２の売上データ処理
を説明する。図１３に、情報センタサーバ処理の売上データ処理の流れを示す。
【０１１６】
　先ず、記憶部１５の売上データ１００から一日分の売上データが読み出される（ステッ
プＳ５２１）。そして、読み出した売上データのクレジット売掛に関する項目のデータが
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取得される（ステップＳ５２２）。具体的には、対象日付の売上日時で、項目が電子決済
を示す売上日時の日付、金額、カード種別が取得される。売上日時の日付、金額は、年月
日、売掛金額とする。また、対象の売上データの決済の回数が件数として取得される。
【０１１７】
　そして、ステップＳ５２２で取得されたカード種別に対応して予め設定されている手数
料の割合が記憶部１５から読み出され、その割合を用いてステップＳ５２２で取得された
売掛金額について手数料が算出される（ステップＳ５２３）。例えば、割合が５％である
と、売掛金額×０．０５が手数料となる。そして、売掛金額－手数料が算出される（ステ
ップＳ５２４）。
【０１１８】
　そして、ステップＳ５２２～Ｓ５２４で取得又は算出された、年月日、件数、売掛金額
、手数料、（売掛金額－手数料）、カード種別が、備考の欄とともに、記憶部１５の売掛
管理表２００の売上データ２１０の年月日２１１、件数２１２、売掛金額２１３、手数料
２１４、（売掛金額－手数料）２１５、カード種別２１６、備考２１７として追加更新さ
れる（ステップＳ５２５）。最初にステップＳ５２５が実行される場合には、売掛管理表
２００の売上データ２１０として生成されて記憶部１５に記憶される。
【０１１９】
　次いで、図１４及び図１５を参照して、情報センタサーバ処理のステップＳ５６の定期
処理を説明する。図１４に、情報センタサーバ処理の定期処理の流れを示す。図１５（ａ
）に、決済データ３１０を示す。図１５（ｂ）に、決済データ３２０を示す。
【０１２０】
　先ず、記憶部１５に記憶された決済データ格納部３００の決済データが複合化され、カ
ード情報３０４内のカード種別が参照され、カード会社別に集計され、記憶部１５に記憶
される（ステップＳ５６１）。例えば、図１５（ａ）に示すように、決済データ格納部３
００内の各決済データから、日付（集計日）及びカード種別ごとにレコードを有する決済
データ３１０が集計結果として生成される。
【０１２１】
　そして、ステップＳ５６１のカード会社別の集計結果に基づき、カード会社別に売掛金
額の請求データが生成され、決済センタサーバ５０を介して各カード会社のカード会社サ
ーバ６０に送信されることにより、一日の合計金額の請求がなされる（ステップＳ５６２
）。
【０１２２】
　そして、計時部１７が計時している現在日付が、予め設定された締め日処理のタイミン
グであるか否かが判別される（ステップＳ５６３）。締め日処理のタイミングである場合
（ステップＳ５６３；ＹＥＳ）、記憶部１５に記憶された一日ごとでカード会社ごとの集
計結果について、カード種別が参照され、カード会社ごとに、前回の締め日の次の日から
今回の締め日までの売上金額が合計されて合計金額として集計され、記憶部１５に記憶さ
れる（ステップＳ５６４）。例えば、図１５（ｂ）に示すように、決済データ３１０から
、前回の締め日の次の日から今回の締め日までの日付（集計日）と一種類のカード種別に
おけるレコードと、合計金額とを有する決済データ３２０が集計結果として生成される。
【０１２３】
　そして、ステップＳ５６４のカード会社別の集計結果に基づき、カード会社別に合計金
額の請求データが生成され、決済センタサーバ５０を介して各カード会社のカード会社サ
ーバ６０に送信されることにより、前回の締め日の次の日から今回の締め日までの合計金
額の請求がなされる（ステップＳ５６５）。
【０１２４】
　そして、記憶部１５に記憶された決済データ格納部３００の決済データについて、電子
決済端末識別番号が参照され、電子決済端末ごとに、前回の締め日の次の日から今回の締
め日までの売上金額が合計されて合計金額として集計され、記憶部１５に記憶される（ス
テップＳ５６６）。そして、ステップＳ５６６の電子決済端末ごとの集計結果に基づき、
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電子決済端末ごとの合計金額から手数料が差し引かれ、決済振込明細データが生成される
（ステップＳ５６７）。決済振込明細データには、前回の締め日の次の日から今回の締め
日までの日付、振込金額（＝各合計金額－手数料）、カード種別を項目として、日付ごと
のレコードと、合計振込金額とを含む。この決済振込明細データがプリントアウトされ、
振込明細書として対象店舗に郵送される。
【０１２５】
　そして、ステップＳ５６７の決済振込明細データに基づいて、各店舗の口座へ売掛合計
金額の振込処理がなされる（ステップＳ５６８）。例えば、情報センタサーバ１０の管理
会社の口座から各店舗の口座への振込指示データが生成され、図示しない金融機関のサー
バへ送信される。
【０１２６】
　そして、後述する決済振込明細データ処理が実行され（ステップＳ５６９）、定期処理
が終了する。締め日処理のタイミングでない場合（ステップＳ５６３；ＮＯ　）、定期処
理が終了する。
【０１２７】
　図１４に示すように、決済振込明細データ処理では、先ず、前回の締め日の次の日から
今回の締め日までの決済振込明細データが記憶部１５から読み出されて取得される（ステ
ップＳ５６９１）。そして、前回の締め日の次の日から今回の締め日までの売掛管理表２
００が記憶部１５から読み出され。そして、取得された締め日の決済振込明細データの日
付ごとの件数がカウントされ、取得された決済振込明細データの日付、件数、振込金額、
カード種別が、備考とともに、上記取得された売掛管理表２００の決済振込明細データ２
２０の集計日２２１、件数２２２、振込金額２２３、カード種別２２４、備考２２６とし
て格納されて更新される（ステップＳ６９２）。
【０１２８】
　そして、売掛管理表２００について、日付ごとに、売掛金額－手数料２１５と、振込金
額２２３との差分が算出されて、売掛管理表２００の差額２２５に格納される（ステップ
Ｓ６９３）。そして、売掛管理表２００の件数２１２、売掛金額２１３、手数料、売掛金
額－手数料２１５、件数２２２、振込金額２２３、差額２２５の項目が合計され、売掛管
理表２００に格納される（ステップＳ５６９４）。
【０１２９】
　そして、ステップＳ５６９１～Ｓ５６９４で生成した売掛管理表２００が記憶部１５に
記憶され（ステップＳ５６９５）、決済振込明細データ処理が終了する。
【０１３０】
　次いで、図１６を参照して、情報センタサーバ処理のステップＳ５４の集計処理に対応
し、ＰＣ４０Ａ，ＰＣ４０Ｂ又は携帯電話機７０で実行されるアクセス処理を説明する。
ここでは、ＰＣ４０Ａがアクセス処理を実行する場合を代表的に説明する。図１６に、Ｐ
Ｃ４０Ａで実行されるアクセス処理の流れを示す。
【０１３１】
　ＰＣ４０Ａにおいて、例えば、入力部４２を介してユーザ（オーナー）からのアクセス
処理の実行指示が入力されたことをトリガとして、記憶部４５から読み出されて適宜ＲＡ
Ｍ４３に展開されたアクセスプログラムと、ＣＰＵ４１との協働でアクセス処理が実行さ
れる。
【０１３２】
　先ず、情報センタサーバ１０にログイン接続要求が送信され、ログインに要する情報の
入力が入力部４２を介して受け付けられ、その情報が情報センタサーバ１０に送信されて
承認されることにより、情報センタサーバ１０にログイン接続される（ステップＳ６１）
。
【０１３３】
　そして、ユーザからの売上集計要求の条件の入力が入力部４２を介して受け付けられ、
その条件情報を含む売上集計要求が生成されて情報センタサーバ１０に送信される（ステ
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ップＳ６２）。売上集計要求は、売上データ１００に対する集計、分析の条件を含む要求
の情報となる。
【０１３４】
　そして、売上集計要求に対応する売上集計結果が情報センタサーバ１０から受信され、
その売上集計結果が表示部４４に表示される（ステップＳ６３）。そして、ステップＳ６
３の売上集計結果の表示が完了したか否かが判別される（ステップＳ６４）。売上集計結
果の表示が完了していない場合（ステップＳ６４；ＮＯ）、ステップＳ６３に移行される
。
【０１３５】
　売上集計結果の表示が完了した場合（ステップＳ６４；ＹＥＳ）、売上集計結果が記憶
部４５に記憶される（ステップＳ６５）。そして、入力部４２を介するユーザの入力等に
基づき、他に売上集計要求がなされるか否かが判別される（ステップＳ６６）。他に売上
集計要求がなされる場合（ステップＳ６６；ＹＥＳ）、ステップＳ６２に移行される。
【０１３６】
　他に売上集計要求がなされない場合（ステップＳ６６；ＮＯ）、ユーザからの決済集計
要求の条件の入力が入力部４２を介して受け付けられ、その条件情報を含む決済集計要求
が生成されて情報センタサーバ１０に送信される（ステップＳ６７）。決済集計要求は、
決済データ格納部３００の決済データに対する集計、分析の条件を含む要求の情報となる
。
【０１３７】
　そして、決済集計要求に対応する決済集計結果が情報センタサーバ１０から受信され、
その決済集計結果が表示部４４に表示される（ステップＳ６８）。そして、ステップＳ６
８の売上集計結果の表示が完了したか否かが判別される（ステップＳ６９）。決済集計結
果の表示が完了していない場合（ステップＳ６９；ＮＯ）、ステップＳ６８に移行される
。
【０１３８】
　決済集計結果の表示が完了した場合（ステップＳ６９；ＹＥＳ）、決済集計結果が記憶
部４５に記憶される（ステップＳ７０）。そして、入力部４２を介するユーザの入力等に
基づき、他に決済集計要求がなされるか否かが判別される（ステップＳ７１）。他に決済
集計要求がなされる場合（ステップＳ７１；ＹＥＳ）、ステップＳ６７に移行される。他
に決済集計要求がなされない場合（ステップＳ７１；ＮＯ）、アクセス処理が終了する。
【０１３９】
　次に、図１７～図１９を参照して、アクセス端末の情報センタサーバ１０の集計処理の
具体例を説明する。図１７（ａ）に、入力画面４４１を示す。図１７（ｂ）に、入力画面
４４２を示す。図１７（ｃ）に、入力画面４４３を示す。図１８に、集計範囲の選択の一
例を示す。
【０１４０】
　アクセス処理のステップＳ６２、Ｓ６７において、例えば、図１７（ａ）～図１７（ｃ
）に示すような、集計範囲の入力画面４４１～４４３が表示されて入力部４２を介して集
計範囲が入力される。入力画面４４１は、売上データ又は決済データを集計する店舗を、
ＤＤ店舗～ＨＨ店舗からチェックボックスにより選択入力可能な画面である。また、入力
画面４４１は、合算表示するか否かをチェックボックスにより選択入力可能な画面である
。
【０１４１】
　入力画面４４２は、集計する期間を入力可能な画面である。入力画面４４３は、集計す
る単位（月報（日別）、月報（曜日別）、月報（時間帯別）、日報（時間帯別詳細））を
チェックボックスにより選択入力可能な画面である。
【０１４２】
　図１８に示すように、例えば、ＤＤ店舗について４月１日を集計範囲として日報とし、
ＥＥ店舗について３月を集計範囲として月報とし、ＦＦ店舗について今年を集計範囲とし
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て年報とするように設定入力できる。図１８中の各売上データは、日ごとの売上データ１
００となる。日報としては、例えば、売上実績、取引キー別合計金額、在高（ＥＣＲの現
金残高）、部門別売上金額、時間帯別売上個数等、売上データ１００から集計、分析可能
な情報となる。
【０１４３】
　月報としては、例えば、日別売上集計表、曜日別売上集計表、時間帯別売上集計表、部
門別売上集計表、商品別売上集計表、価格帯別売上集計表、担当者別売上集計表等、売上
データ１００から集計、分析可能な情報となる。年報としては、例えば、月別売上集計表
、対前年売上比較等、売上データ１００から集計、分析可能な情報となる。
【０１４４】
　図１９を参照して、情報センタサーバ１０の情報センタ処理のステップＳ５４の集計処
理の一部の一例としての分析処理を説明する。図１９に、分析処理の流れを示す。
【０１４５】
　例えば、対象店舗（ＥＣＲ）及び期間についての売上個数のランキングを分析する例を
考える。ＰＣ４０Ａにおいて、対象店舗（ＥＣＲ）及び期間と、ランキング分析指示とが
入力部４２を介して入力され、その入力情報を含む売上集計要求が情報センタサーバ１０
に送信される。
【０１４６】
　情報センタサーバ１０において、先ず、売上集計要求が受信される。そして、売上集計
要求が参照され、その中の対象店舗（ＥＣＲ）及び期間に対応する売上データ１００が、
記憶部１５に記憶された売上データ１００から抽出される（ステップＳ５４１）。そして
、抽出された売上データ中の商品名、売上個数、売上金額をデータ項目とするレコードが
、売上個数をキーとして降順にソートされる（Ｓ５４２）。
【０１４７】
　そして、対象店舗（ＥＣＲ）及び期間に対応する総売上個数が算出され、総売上個数に
対する各レコードの売上個数の構成比が算出され、その構成比が各レコードにデータ項目
として追加される（ステップＳ５４３）。そして、売上個数の順位（ソートしたレコード
の順番）に応じて、レコード毎にランク付けがなされ、そのランクが各レコードに追加さ
れる（ステップＳ５４４）。例えば、上位１０番をランクＡとし、上位１１～２５番をラ
ンクＢとし、それより下をランクＣとする。
【０１４８】
　そして、ステップＳ５４１～Ｓ５４４で生成された全レコードが分析結果としての分析
表とされ、その分析表が集計要求元のＰＣ４０Ａに送信され（ステップＳ５４５）、分析
処理が終了する。そして、その分析表は、ＰＣ４０Ａにおいて受信され表示部４４に表示
される。
【０１４９】
　以上、本実施の形態によれば、情報センタサーバ１０は、ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂと決済
センタサーバ５０との間の決済データ中継、及びＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂから送信される売
上データ受信及び記憶管理の処理を行い、記憶部１５に決済データ格納部３００の決済デ
ータ及び売上データ１００を記憶する。また、情報センタサーバ１０は、決済データ格納
部３００の決済データ及び売上データ１００を用いて、締めの期間に対応する売掛管理表
２００を作成する。このため、売上データ及び決済データを関連付けて売掛管理表２００
の作成処理をすることができる。
【０１５０】
　また、売掛管理表２００により、年月日及びカード種別毎に、売掛管理表２００の売上
データの売上金額－手数料２１５と、決済振込明細データ２２０の振込金額２２３とを比
較して、売上データの入力ミス等を発見できる。これに関し、情報センタサーバ１０は、
売上金額－手数料２１５と振込金額２２３との差額を算出して差額２２５とする。このた
め、差額２２５により、売上金額－手数料２１５と振込金額２２３との比較をより容易に
行うことができる。
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【０１５１】
　また、ＰＣ４０Ａ，４０Ｂ，携帯電話機７０からの要求に応じて、情報センタサーバ１
０が、記憶部１５に記憶された決済データ格納部３００の決済データ及び売上データ１０
０の少なくとも一つの集計（分析）処理を行うことができ、その処理結果を要求元に送信
できる。
【０１５２】
　また、ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂは、電子決済端末３０Ａ，３０Ｂと接続される。このため
、電子決済端末３０Ａ，３０Ｂと情報センタサーバ１０との間の決済データの中継を行う
ことができる。
【０１５３】
　なお、上記各実施の形態及び変形例における記述は、本発明に係るサーバ装置、決済シ
ステム及びプログラムの一例であり、これに限定されるものではない。
【０１５４】
　上記実施の形態では、アクセス端末として、ＰＣ、携帯電話機を備える構成としたが、
これに限定されるものではない。例えば、ＰＤＡ（Personal Digital Assitant）等、他
のアクセス端末としてもよい。
【０１５５】
　また、アクセス端末が、携帯電話機７０等の携帯機器である場合に、売上データ、決済
データ等の集計・分析を情報センタサーバ１０に要求して結果を取得することにより、携
帯電話機７０等を所有するユーザ（オーナー等）が出先でも集計・分析結果を取得及び表
示できる。また、情報センタサーバ１０がアクセス端末に送信する集計・分析結果のデー
タ形式は、電子メール形式等としてもよい。
【０１５６】
　また、上記実施の形態では、売上データ及び決裁データを連動させて用いる処理として
、売掛管理表２００を作成する処理としたが、これに限定されるものではなく、売上デー
タ及び決裁データを連動させて用いる他の処理としてもよい。
【０１５７】
　また、情報センタサーバ１０では、売上データと、仕入・経費等の入力データに基づい
て、損益計算書等、会計に必要な帳簿データを作成する機能を有してもよい。また、情報
センタサーバ１０において、ＥＣＲ２０Ａ，２０Ｂのレシートにプリントする、タイムサ
ービス等のメッセージ、ロゴマーク、経営メッセージ、商品名（メニュー名）、価格等の
追加・変更を遠隔制御する構成としてもよい。
【０１５８】
　また、上記実施の形態における決済システム１の各構成要素の細部構成及び細部動作に
関しては、本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能であることは勿論であ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１５９】
【図１】本発明に係る実施の形態の決済システムの構成を示すブロック図である。
【図２】情報センタサーバの内部構成を示すブロック図である。
【図３】ＥＣＲの内部構成を示すブロック図である。
【図４】電子決済端末の内部構成を示すブロック図である。
【図５】ＰＣの内部構成を示すブロック図である。
【図６】（ａ）は、ＥＣＲに記憶される売上データの構成を示す図である。（ｂ）は、情
報センタサーバに記憶される売上データの構成を示す図である。
【図７】情報センタサーバに記憶される売掛管理表の構成を示す図である。
【図８】情報センタサーバに記憶される決済データ格納部の構成を示す図である。
【図９】ＥＣＲで実行されるＥＣＲ処理を示すフローチャートである。
【図１０】（ａ）は、電子決済のレシートを示す図である。（ｂ）は、現金決済のレシー
トを示す図である。
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【図１１】電子決済端末で実行される電子決済端末処理を示すフローチャートである。
【図１２】情報センタサーバで実行される情報センタサーバ処理を示すフローチャートで
ある。
【図１３】情報センタサーバ処理の売上データ処理を示すフローチャートである。
【図１４】情報センタサーバ処理の定期処理を示すフローチャートである。
【図１５】（ａ）は、決済データを示す図である。（ｂ）は、決済データを示す図である
。
【図１６】ＰＣで実行されるアクセス処理を示すフローチャートである。
【図１７】（ａ）は、入力画面を示す。（ｂ）は、入力画面を示す図である。（ｃ）は、
入力画面を示す図である。
【図１８】集計範囲の選択の一例を示す図である。
【図１９】分析処理を示すフローチャートである。
【図２０】従来の決済システムの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１６０】
１，２　決済システム
１０　情報センタサーバ
１１　ＣＰＵ
１２　入力部
１３　ＲＡＭ
１４　表示部
１５　記憶部
１６　通信部
１７　計時部
１８　バス
２０Ａ，２０Ｂ，２０ａ，２０ｂ，２０ｃ　ＥＣＲ
２１　ＣＰＵ
２２　入力部
２３　ＲＡＭ
２４　表示部
２５　記憶部
２６　通信部
２７　接続部
２８　ドロア
２９ａ　プリント部
２９ｂ　計時部
２９ｃ　バス
３０ａ，３０ｂ，３０ｃ，３０Ａ，３０Ｂ　電子決済端末
３１ ＣＰＵ
３２　入力部
３３　ＲＡＭ
３４　表示部
３５　記憶部
３６　接続部
３７　カードリーダ
３８　バス
４０Ａ，４０Ｂ　ＰＣ
４１　ＣＰＵ
４２　入力部
４３　ＲＡＭ
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４４　表示部
４５　記憶部
４６　通信部
４７　バス
５０　決済センタサーバ
６０　カード会社サーバ
５００　本部サーバ
Ｎ，Ｎ１，Ｎ２　通信ネットワーク

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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