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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　購入する商品を登録する商品登録装置と、
　前記商品登録装置で登録された商品の代金の精算処理を行う精算装置と、
　を備え、
　前記商品登録装置は、
　　購入する商品を特定する商品特定部と、
　　取引期間後に、取引コードを特定する情報が印刷された精算券を出力する精算券出力
部と、
　　前記精算券から取引コードを特定する情報を読み取る第１の精算券読取部と、
　　取引期間中に前記商品特定部で特定された商品の情報を同じ取引コードに関連付けて
記憶装置に記憶させ、かつ、前記同じ取引コードと前記第１の精算券読取部で読み取られ
た情報から特定される取引コードとを関連付けて前記記憶装置に記憶させる登録部と、を
有し、
　前記精算装置は、
　　前記精算券から取引コードを特定する情報を読み取る第２の精算券読取部と、
　　前記第２の精算券読取部で読み取られた情報から特定される取引コード及び当該取引
コードに関連付けられた他の取引コードの各々毎に、取引コードに関連付けられた商品の
情報を一つの支払レシートに出力する明細出力部と、を有する、
ことを特徴とする精算システム。
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【請求項２】
　前記登録部は、同じ取引期間中に、前記第１の精算券読取部で複数の精算券から読み取
られた情報から特定される複数の取引コードを関連付けて前記記憶装置に記憶させる
ことを特徴とする請求項１に記載の精算システム。
【請求項３】
　前記精算券出力部は、取引期間後に、前記取引期間中に前記登録部が前記記憶装置に記
憶させた商品の情報に割り当てられた取引コードを特定する情報が印刷された精算券を出
力する
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の精算システム。
【請求項４】
　登録された商品の代金の精算処理を行い、取引コード毎にレシートを出力する精算装置
とともに精算システムを構成する、購入する商品を登録する商品登録装置であって、
　購入する商品を特定する商品特定部と、
　取引期間後に、取引コードを特定する情報が印刷された精算券を出力する精算券出力部
と、
　前記精算券から取引コードを特定する情報を読み取る精算券読取部と、
　取引期間中に前記商品特定部で特定された商品の情報を同じ取引コードで関連付けて記
憶装置に記憶させ、かつ、前記同じ取引コードと前記精算券読取部で読み取られた情報か
ら特定される取引コードとを関連付けて前記記憶装置に記憶させる登録部と、を備える
ことを特徴とする商品登録装置。
【請求項５】
　前記登録部は、同じ取引期間中に、前記精算券読取部で複数の精算券から読み取られた
情報から特定される複数の取引コードを関連付けて前記記憶装置に記憶させる
ことを特徴とする請求項４に記載の商品登録装置。
【請求項６】
　前記精算券出力部は、取引期間後に、前記取引期間中に前記登録部が前記記憶装置に記
憶させた商品の情報に割り当てられた取引コードを特定する情報が印刷された精算券を出
力する
ことを特徴とする請求項４または請求項５に記載の商品登録装置。
【請求項７】
　登録された商品の代金の精算処理を行い、取引コード毎にレシートを出力する精算装置
とともに精算システムを構成する商品登録装置の商品登録方法であって、
　購入する商品を特定し、
　取引期間中に特定した商品の情報を同じ取引コードで関連付けて記憶装置に記憶させ、
　取引期間後に取引コードを特定する情報が印刷された精算券を出力し、
　前記精算券から取引コードを特定する情報を読み取り、
　前記精算券から読み取られた情報から特定される取引コードと前記同じ取引コードとを
関連付けて前記記憶装置に記憶させる
ことを特徴とする商品登録方法。
【請求項８】
　登録された商品の代金の精算処理を行い、取引コード毎にレシートを出力する精算装置
とともに精算システムを構成する商品登録装置の商品登録用のプログラムであって、
　購入する商品を特定し、
　取引期間中に特定した商品の情報を同じ取引コードで関連付けて記憶装置に記憶させ、
　取引期間後に取引コードを特定する情報が印刷された精算券を出力し、
　前記精算券から取引コードを特定する情報を読み取り、
　前記精算券から読み取られた情報から特定される取引コードと前記同じ取引コードとを
関連付けて前記記憶装置に記憶させる
処理をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、購入する商品を登録する商品登録装置、購入する商品の登録と商品の代金の
支払いを別々の装置で行う精算システム、購入する商品を登録する方法及びそのプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、小売業者の店舗では、レジの混雑の解消や業務の効率化を図るために、商品登録
はレジ係りが商品登録装置で行ない、代金の支払いは顧客自身が商品登録装置とは異なる
装置である精算装置で行なうセルフペイメントシステムと称される精算システムが導入さ
れ始めている。セルフペイメントシステムに関連する技術は、例えば、特許文献１に開示
されている。
【０００３】
　特許文献１には、友人に頼まれて買い物をする場合に、精算装置は自身のために購入し
た商品用の明細シートと友人のために購入した商品の明細シートを発行するが、登録装置
は、精算漏れを防止するために精算装置への入力である精算券を一枚のみ出力する精算シ
ステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１６８９３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、親子や夫婦など家族で小売業者の店舗を訪れた場合に、各人が購入を希望す
る商品をレジに持ち込んで商品登録を行なうものの、精算は代表者（例えば、親）が一括
して行いたいといった場合がある。この場合も、個人毎の支出を管理するためには、各人
が購入した商品の情報を含む支払レシート（明細シート）が個人毎に発行されることが望
ましい。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示される精算システムでは、商品登録は単一の登録装置
で一括して行われることが想定されているため、上記のような要求に応えることは困難で
ある。
【０００７】
　以上のような実情を踏まえ、別々に登録した商品の代金を一括して支払い、且つ、登録
単位で支払レシートを発行するための商品登録装置、精算システム、商品登録方法、及び
、プログラム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】
【０００８】
　本発明の一態様は、購入する商品を登録する商品登録装置と、前記商品登録装置で登録
された商品の代金の精算処理を行う精算装置と、を備え、前記商品登録装置は、購入する
商品を特定する商品特定部と、取引期間後に、取引コードを特定する情報が印刷された精
算券を出力する精算券出力部と、前記精算券から取引コードを特定する情報を読み取る第
１の精算券読取部と、取引期間中に前記商品特定部で特定された商品の情報を同じ取引コ
ードで関連付けて記憶装置に記憶させるとともに、同じ取引期間中に前記記憶装置に記憶
させた商品の情報に割り当てられた取引コードと前記第１の精算券読取部で読み取られた
情報から特定される取引コードとを関連付けて前記記憶装置に記憶させる登録部と、を備
え、前記精算装置は、前記精算券から取引コードを特定する情報を読み取る第２の精算券
読取部と、前記第２の精算券読取部で読み取られた情報から特定される取引コード及び当
該取引コードに関連付けられた取引コードの各々毎に、取引コードで関連付けられた商品
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の情報を一つの支払レシートに出力する明細出力部と、を備える精算システムを提供する
。
【０００９】
　本発明の別の一態様は、登録された商品の代金の精算処理を行う精算装置とともに精算
システムを構成する、購入する商品を登録する商品登録装置であって、購入する商品を特
定する商品特定部と、取引期間後に、取引コードを特定する情報が印刷された精算券を出
力する精算券出力部と、前記精算券から取引コードを特定する情報を読み取る精算券読取
部と、取引期間中に前記商品特定部で特定された商品の情報を同じ取引コードで関連付け
て記憶装置に記憶させるとともに、同じ取引期間中に前記記憶装置に記憶させた商品の情
報に割り当てられた取引コードと前記精算券読取部で読み取られた情報から特定される取
引コードとを関連付けて前記記憶装置に記憶させる登録部と、を備える商品登録装置を提
供する。
【００１０】
　本発明の更に別の一態様は、登録された商品の代金の精算処理を行う精算装置とともに
精算システムを構成する商品登録装置の商品登録方法であって、購入する商品を特定し、
取引期間中に特定した商品の情報を同じ取引コードで関連付けて記憶装置に記憶させ、取
引期間後に取引コードを特定する情報が印刷された精算券を出力し、前記精算券から取引
コードを特定する情報を読み取り、同じ取引期間中に、前記精算券から読み取られた情報
で特定される取引コードと前記記憶装置に記憶させた商品の情報に割り当てられた取引コ
ードとを関連付けて前記記憶装置に記憶させる商品登録方法を提供する。
【００１１】
　本発明の更に別の一態様は、登録された商品の代金の精算処理を行う精算装置とともに
精算システムを構成する商品登録装置の商品登録用のプログラムであって、購入する商品
を特定し、取引期間中に特定した商品の情報を同じ取引コードで関連付けて記憶装置に記
憶させ、取引期間後に取引コードを特定する情報が印刷された精算券を出力し、前記精算
券から取引コードを特定する情報を読み取り、同じ取引期間中に、前記精算券から読み取
られた情報で特定される取引コードと前記記憶装置に記憶させた商品の情報に割り当てら
れた取引コードとを関連付けて前記記憶装置に記憶させる処理をコンピュータに実行させ
るプログラムプログラムを提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、別々に登録した商品の代金を一括して支払い、且つ、登録単位で支払
レシートを発行するための商品登録装置、精算システム、商品登録方法、及び、プログラ
ムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る精算システムの構成を示す図である。
【図２】図１に示す精算システムを構成するスキャニングステーションの外観図である。
【図３】図２に示すスキャニングステーションの構成を示すブロック図である。
【図４】図１に示す精算システムを構成するペイメントステーションの外観図である。
【図５】図４に示すペイメントステーションの構成を示すブロック図である。
【図６】図２に示すスキャニングステーションで実行される登録処理のフローチャートで
ある。
【図７】図１に示す精算システムを構成する管理サーバに記憶される取引データの例を示
した図である。
【図８】図１に示す精算システムを構成する管理サーバに記憶される取引データの別の例
を示した図である。
【図９】図２に示すスキャニングステーションから出力される精算券を例示した図である
。
【図１０】図４に示すペイメントステーションで実行される精算処理のフローチャートで
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ある。
【図１１】図４に示すペイメントステーションから出力される支払レシートを例示した図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、本発明の一実施形態に係る精算システム１００の構成を示す図である。図１に
示す精算システム１００は、セルフペイメントシステムなどと称されるものであり、スキ
ャニングステーション（スキャニングステーション１０ａ、スキャニングステーション１
０ｂ、以降、これらを区別しない場合にはスキャニングステーション１０と記す。）と、
ペイメントステーション（ペイメントステーション２０ａ、ペイメントステーション２０
ｂ、以降、これらを区別しない場合にはペイメントステーション２０と記す。）と、それ
らを管理する管理サーバ３０とを含んでいる。
【００１５】
　精算システム１００を構成するこれらの装置は、例えば、スーパーなどの小売店舗内に
設置されていて、互いにネットワーク４０を通じて接続されている。なお、ネットワーク
４０は、例えばＬＡＮ（Local Area Network）であるが、ネットワークの種類は特に限定
されない。管理サーバ３０が、例えばデータセンターなど、スキャニングステーション１
０やペイメントステーション２０とは異なるロケーションに設置されている場合には、ネ
ットワーク４０は例えばＷＡＮ（Wide Area Network）などであってもよい。
【００１６】
　図２は、図１に示す精算システム１００を構成するスキャニングステーション１０の外
観図である。図３は、図２に示すスキャニングステーション１０の構成を示すブロック図
である。
【００１７】
　図２及び図３に示すスキャニングステーション１０は、顧客の購入する商品を登録して
精算券を発行する商品登録装置であり、通常はレジ係によって操作されるものである。
【００１８】
　スキャニングステーション１０は、図２に示されるように、商品に付加されたバーコー
ドを読み取るスキャナ（固定スキャナ１６ａ、ハンドスキャナ１６ｂ）と、スキャナで読
み取った商品の情報を表示するタッチパネルディスプレイ１７と、必要な情報や指示を入
力するキーボード１８と、精算券を発行するプリンタ１９を備えている。
【００１９】
　固定スキャナ１６ａ、ハンドスキャナ１６ｂは、いずれも読み取ったバーコードから商
品番号を取得して購入する商品を特定する、商品特定部として機能する。スキャニングス
テーション１０が取得した商品番号が、その他の情報とともにネットワーク４０を通じて
管理サーバ３０へ送信されることで、管理サーバ３０が顧客の購入する商品の情報を管理
する。つまり、スキャニングステーション１０は、管理サーバ３０へ商品番号などの情報
を送信し管理サーバ３０に記憶させることで、購入する商品の登録を行なう商品登録装置
であり、管理サーバ３０は、スキャニングステーション１０で登録された商品の情報を記
憶する記憶装置として機能する。
【００２０】
　タッチパネルディスプレイ１７は、固定スキャナ１６ａ及びハンドスキャナ１６ｂによ
り特定された商品に対応する商品名や価格などを表示する表示装置である。また、タッチ
パネルディスプレイ１７は、キーボード１８と同様に、スキャニングステーション１０へ
の指示を入力するための入力装置としても機能する。
【００２１】
　プリンタ１９は、スキャニングステーション１０で行われる一連の商品登録を特定する
ための情報が印刷された精算券を出力する精算券出力部として機能する。
【００２２】
　ここで、一連の商品登録とは、例えば、顧客がレジ係りに一度に依頼する商品登録であ
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り、即ち、一取引の商品登録のことである。より具体的には、スキャニングステーション
１０は、タッチパネルディスプレイ１７やキーボード１８を用いたレジ係による特定の操
作によって取引の開始と終了を検出し、その間を取引期間とする一連の商品登録を一取引
の商品登録として認識する。
【００２３】
　また、一連の商品登録を特定するための情報は、複数のスキャニングステーション１０
で一意に識別される取引コードであり、例えば、スキャニングステーション１０を特定す
る端末番号とスキャニングステーション１０毎にカウントされる取引番号とからなる。取
引コードは、特に限定されるものではないが、例えば、バーコード（ＱＲコード（登録商
標））として精算券に印刷される。以降では、取引コードを特定するための情報としてバ
ーコード（ＱＲコード）が精算券に印刷される場合を例に説明する。
【００２４】
　なお、固定スキャナ１６ａ及びハンドスキャナ１６ｂは、すでにプリンタ１９により発
行された精算券からバーコード（ＱＲコード）を読み取る精算券読取部（第１の精算券読
取部）としても機能する。スキャニングステーション１０は、取引期間中に読み取られた
バーコード（ＱＲコード）で特定される取引コードと、その取引期間に行なわれる一連の
商品登録に割り当てられる取引コードとを関連付けて管理サーバ３０に記憶させる。
【００２５】
　スキャニングステーション１０は、さらに、図３に示されるように、スキャニングステ
ーション１０の動作を制御する制御プログラムを実行するための構成として、ＣＰＵ１１
と、メモリ１２と、外部記憶装置１３と、可搬記録媒体１４ａが挿入される可搬記録媒体
駆動装置１４とを備えていて、ネットワーク接続装置１５を介してネットワーク４０に接
続されている。
【００２６】
　ＣＰＵ１１は、スキャニングステーション１０全体の制御を行うものであり、各種処理
を実行して管理サーバ３０に必要な情報を記憶させる登録部である。メモリ１２は、制御
プログラムの実行の際に、外部記憶装置１３または可搬記録媒体１４ａに記憶されている
制御プログラムや、制御プログラムの実行に必要な情報を一時的に記憶するものであり、
例えば、ＲＡＭ（Random Access Memory）である。外部記憶装置１３は、制御プログラム
や制御プログラムの実行に必要な情報を不揮発的に記憶するものであり、例えば、ハード
ディスク装置である。可搬記録媒体駆動装置１４は、光ディスクやコンパクトフラッシュ
（登録商標）などの可搬記録媒体１４ａを収容するものであり、可搬記録媒体１４ａは、
外部記憶装置１３と同様に、制御プログラムや制御プログラムの実行に必要な情報を不揮
発的に記憶するものである。
【００２７】
　図４は、図１に示す精算システム１００を構成するペイメントステーション２０の外観
図である。図５は、図４に示すペイメントステーション２０の構成を示すブロック図であ
る。
【００２８】
　図４及び図５に示すペイメントステーション２０は、スキャニングステーション１０で
登録された商品の代金の精算処理を行い、購入した商品の情報が印刷された支払レシート
を発行する精算装置であり、顧客自身によって操作されるものである。
【００２９】
　ペイメントステーション２０は、図４に示すように、精算券から取引コードを特定する
情報であるバーコード（ＱＲコード）を読み取るスキャナ２６と、顧客の操作を案内する
ための画面等を表示するタッチパネルディスプレイ２７と、現金を受け付ける現金支払部
２８と、購入した商品の情報を印刷した支払レシートを発行するプリンタ２９を備えてい
る。さらに、使用済みの精算券を回収するための精算券回収ＢＯＸなどが設けられている
。
【００３０】
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　スキャナ２６は、精算券のバーコード（ＱＲコード）を読み取る精算券読取部（第２の
精算券読取部）として機能するものである。ペイメントステーション２０は、スキャナ２
６が読み取ったバーコード（ＱＲコード）から取引コードを特定し、取引コードに基づい
て、顧客が支払うべき代金の情報などを管理サーバ３０から受信して、タッチパネルディ
スプレイ２７に表示させる。
【００３１】
　タッチパネルディスプレイ２７は、表示装置であるとともに、顧客がペイメントステー
ション２０への指示を入力するための入力装置としても機能する。
【００３２】
　プリンタ２９は、顧客が現金支払部２８に現金を投入して精算処理が終了すると、購入
した商品の情報を支払レシートに出力する明細出力部として機能する。
【００３３】
　ペイメントステーション２０は、さらに、図５に示されるように、ペイメントステーシ
ョン２０の動作を制御する制御プログラムを実行するための構成として、ＣＰＵ２１と、
メモリ２２と、外部記憶装置２３と、可搬記録媒体２４ａが挿入される可搬記録媒体駆動
装置２４とを備えていて、ネットワーク接続装置２５を介してネットワーク４０に接続さ
れている。
【００３４】
　ＣＰＵ２１は、ペイメントステーション２０全体の制御を行うものである。メモリ２２
は、制御プログラムの実行の際に、外部記憶装置２３または可搬記録媒体２４ａに記憶さ
れている制御プログラムや、制御プログラムの実行に必要な情報を一時的に記憶するもの
であり、例えば、ＲＡＭ（Random Access Memory）である。外部記憶装置２３は、制御プ
ログラムや制御プログラムの実行に必要な情報を不揮発的に記憶するものであり、例えば
、ハードディスク装置である。可搬記録媒体駆動装置２４は、光ディスクやコンパクトフ
ラッシュ（登録商標）などの可搬記録媒体２４ａを収容するものであり、可搬記録媒体２
４ａは、外部記憶装置２３と同様に、制御プログラムや制御プログラムの実行に必要な情
報を不揮発的に記憶するものである。
【００３５】
　以下、精算システム１００の動作を詳細に説明する。
　まず、図６から図９を参照しながら、スキャニングステーション１０による登録処理に
ついて説明する。図６は、図２に示すスキャニングステーション１０で実行される登録処
理のフローチャートであり、図７及び図８は、図１に示す精算システム１００を構成する
管理サーバ３０に記憶される取引データの例を示した図である。図９は、図２に示すスキ
ャニングステーション１０から出力される精算券を例示した図である。
【００３６】
　図６に示すスキャニングステーション１０で実行される登録処理は、外部記憶装置１３
または可搬記録媒体１４ａに記憶されている制御プログラムをメモリ１２にロードしてＣ
ＰＵ１１が制御プログラムを実行することにより行われ、例えば、レジ係りの特定の操作
によって開始される。なお、図６に示す登録処理は、スキャニングステーション１０毎に
実行されるものである。
【００３７】
　図６の登録処理が開始されると、スキャニングステーション１０は、取引が開始された
と判断し、取引番号を採番する（ステップＳ１０１）。取引番号は、例えば、登録処理が
開始される毎に１ずつインクリメントされる番号であり、スキャニングステーション１０
毎に管理されている。従って、スキャニングステーション１０ａとスキャニングステーシ
ョン１０ｂで同じ取引番号が使用される可能性があることから、精算システム１００では
、取引番号とスキャニングステーション１０を特定する端末番号（例えば、スキャニング
ステーション１０ａであれば、“0001”、スキャニングステーション１０ｂであれば、“
0002”）とを組み合わせた一意のコードで取引を特定する。つまり、上述した取引コード
は、端末番号と取引番号を組み合わせたコードである。
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【００３８】
　次に、固定スキャナ１６ａまたはハンドスキャナ１６ｂがスキャン処理を行う（ステッ
プＳ１０３）。ここでは、レジ係りが固定スキャナ１６ａまたはハンドスキャナ１６ｂに
商品のバーコードを近づけた場合であれば、読み取ったバーコードから商品番号を取得し
て購入する商品を特定する。一方、レジ係りが固定スキャナ１６ａまたはハンドスキャナ
１６ｂに精算券を近づけた場合であれば、精算券のバーコード（ＱＲコード）から取引コ
ードを取得する。
【００３９】
　その後、スキャニングステーション１０は、固定スキャナ１６ａまたはハンドスキャナ
１６ｂで取得された情報が商品番号であるか取引コードであるかを判断する（ステップＳ
１０５）。
【００４０】
　ステップＳ１０５で取得された情報が商品番号であると判断した場合には、スキャニン
グステーション１０は、商品番号で特定される商品を購入対象の商品として登録する（ス
テップＳ１０７）。より詳細には、ステップＳ１０３で取得した商品番号ととともに、端
末番号とステップＳ１０１で取得した取引番号からなる取引コードを管理サーバ３０へ送
信し、これらの情報を管理サーバ３０に記憶させる。これにより、管理サーバ３０では、
購入商品テーブルにレコードが追加される。
【００４１】
　ステップＳ１０５で取得された情報が取引コードであると判断した場合には、スキャニ
ングステーション１０は、ステップＳ１０５で取得した取引コードと現在の取引コードを
関連付ける（ステップＳ１０９）。より詳細には、ステップＳ１０５で取得した取引コー
ドとともに、端末番号とステップＳ１０１で取得した取引番号とからなる取引コードを管
理サーバ３０へ送信する。これにより、管理サーバ３０では、取引関連テーブルにレコー
ドが追加されて、これらの取引コードが関連付けられる。
【００４２】
　ステップＳ１０７の商品登録、または、ステップＳ１０９の取引コードの関連付けが終
了すると、スキャニングステーション１０は、取引の終了を指示する発券ボタンが押下さ
れたか否かを判断する（ステップＳ１１１）。
【００４３】
　ステップＳ１１１で発券ボタンが押下されていないと判断した場合には、スキャニング
ステーション１０は、ステップＳ１０３に戻って上記の処理を繰り返す。このため、取引
の開始から終了までの取引期間中に固定スキャナ１６ａまたはハンドスキャナ１６ｂで特
定された商品の情報は、同じ取引コードで購入商品テーブルに追加されることになるため
、同じ取引コードで関連付けられて管理サーバ３０に記憶される。
【００４４】
　ステップＳ１１１で発券ボタンが押下されたと判断した場合には、スキャニングステー
ション１０は、取引が終了したと判断し、一連の商品登録を終了するための処理を行う（
ステップＳ１１３）。より詳細には、端末番号とステップＳ１０１で取得した取引番号と
からなる取引コードを管理サーバ３０へ送信し、取引コードで特定される取引の終了を管
理サーバ３０に通知する。これにより、管理サーバ３０では、取引テーブルに完了した取
引に関するレコードが追加される。
【００４５】
　最後に、プリンタ１９が、端末番号とステップＳ１０１で取得した取引番号とからなる
取引コードを示すバーコード（ＱＲコード）を印刷した精算券を発行して、一連の登録処
理を終了する（ステップＳ１１５）。
【００４６】
　上記の登録処理について、顧客Ｂがスキャニングステーション１０ｂでりんごを一つ登
録し、その後、顧客Ａがスキャニングステーション１０ａでみかんを一つ登録するととも
に顧客Ｂの精算券を読み取らせる場合を例にして、具体的に説明すると、以下のようにな
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る。
【００４７】
　まず、スキャニングステーション１０ｂは、例えば、取引番号“1111”を採番し（ステ
ップＳ１０１）、りんごに付されたバーコードを読み取って、りんごの商品番号“491000
0000001”を特定する（ステップＳ１０３）。さらに、りんごの商品番号“4910000000001
”とともに、取引番号“1111”とスキャニングステーション１０ｂの端末番号“0002”と
からなる取引コードを管理サーバ３０へ送信し、管理サーバ３０の購入商品テーブルに図
７（ｂ）の１レコード目に示されるレコードを追加する（ステップＳ１０７）。発券ボタ
ンの押下を検出（ステップＳ１１１）後、さらに、スキャニングステーション１０ｂの端
末番号“0002”と取引番号“1111”とからなる取引コードを管理サーバ３０へ送信し、管
理サーバ３０の取引テーブルに図７（ａ）の１レコード目に示されるレコードを追加する
（ステップＳ１１３）。そして、端末番号“0002”と取引番号“1111”とからなる取引コ
ードを示すバーコード（ＱＲコード）が印刷された精算券を発行する（ステップＳ１１５
）。つまり、図７は、顧客Ｂがスキャニングステーション１０ｂでりんごを一つ登録した
ときの管理サーバ３０内の取引テーブルと購入商品テーブルを示している。
【００４８】
　次に、スキャニングステーション１０ａは、例えば、取引番号“9001”を採番し（ステ
ップＳ１０１）、みかんに付されたバーコードを読み取って、みかんの商品番号“490000
0000001”を特定する（ステップＳ１０３）。そして、みかんの商品番号“4900000000001
”とともに、取引番号“9001”とスキャニングステーション１０ａの端末番号“0001”と
からなる取引コードを管理サーバ３０へ送信し、管理サーバ３０の購入商品テーブルに図
８（ｂ）の２レコード目に示されるレコードを追加する（ステップＳ１０７）。
【００４９】
　さらに、りんごの登録で出力された精算券に印刷されたバーコード（ＱＲコード）を読
み取って、りんごの登録処理を示す取引コード（端末番号“0002”と取引番号“1111”）
を特定する（ステップＳ１０３）。そして、特定された取引コード（端末番号“0002”と
取引番号“1111”）とともに、現在の取引期間に割り当てられた取引コード（端末番号“
0001”と取引番号“9001”）を管理サーバ３０へ送信し、管理サーバ３０の取引関係テー
ブルに図８（ｃ）の１レコード目に示されるレコードを追加する（ステップＳ１０９）。
発券ボタンの押下を検出（ステップＳ１１１）後、スキャニングステーション１０ａの端
末番号“0001”と取引番号“9001”とからなる取引コードを管理サーバ３０へ送信し、管
理サーバ３０の取引テーブルに図８（ａ）の２レコード目に示されるレコードを追加する
とともに、図８（ａ）の１レコード目に示すレコードの合計金額を更新する（ステップＳ
１１３）。そして、端末番号“0001”と取引番号“9001”とからなる取引コードを示すバ
ーコード（ＱＲコード）５１が印刷された図９に示す精算券５０を発行する（ステップＳ
１１５）。
【００５０】
　なお、図９に示すように、精算券５０には、バーコード（ＱＲコード）５１に加えて、
関連付けられた取引コードの各々に対応する取引の金額とそれらの取引全体の合計金額が
印刷されている。
【００５１】
　以上では、取引期間中に１枚の精算券のバーコード（ＱＲコード）を読み取る例を示し
たが、スキャニングステーション１０は、取引期間中に複数の精算券のバーコード（ＱＲ
コード）を読み取っても良い。スキャニングステーション１０は、同じ取引期間中に読み
取られた複数のバーコード（ＱＲコード）を読み取って、複数のバーコード（ＱＲコード
）から特定される複数の取引コードを互いに関連付けて管理サーバ３０に記憶させること
ができるため、すでに発行済みの複数の精算券を一枚の精算券にまとめることができる。
【００５２】
　また、スキャニングステーション１０では、商品登録は必ずしも行われる必要はなく、
スキャニングステーション１０は精算券をまとめる処理だけを行うこともできる。
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【００５３】
　また、スキャニングステーション１０で読み取られるバーコード（ＱＲコード）は、同
じスキャニングステーション１０から出力された精算券に印刷されたものに限られない。
上記の例で示したように、スキャニングステーション１０ｂから出力された精算券のバー
コード（ＱＲコード）をスキャニングステーション１０ａが読み取っても良く、スキャニ
ングステーション１０ａから出力された精算券のバーコード（ＱＲコード）をスキャニン
グステーション１０ｂが読み取っても良い。
【００５４】
　次に、図１０及び図１１を参照しながら、ペイメントステーション２０による精算処理
について説明する。図１０は、図４に示すペイメントステーション２０で実行される精算
処理のフローチャートである。図１１は、図４に示すペイメントステーション２０から出
力される支払レシートを例示した図である。
【００５５】
　図１０に示すペイメントステーション２０で実行される精算処理は、外部記憶装置２３
または可搬記録媒体２４ａに記憶されている制御プログラムをメモリ２２にロードしてＣ
ＰＵ２１が制御プログラムを実行することにより行われ、顧客がスキャナ２６に精算券を
近づけることによって開始される。なお、図１０に示す精算処理は、ペイメントステーシ
ョン２０毎に実行されるものである。
【００５６】
　図１０の精算処理が開始されると、スキャナ２６がスキャン処理を行う（ステップＳ２
０１）。ここでは、顧客がスキャナ２６に近づけた図７に示す精算券５０からバーコード
（ＱＲコード）５１を読み取って、読み取ったバーコード（ＱＲコード）から取引コード
（端末番号“0001”と取引番号“9001”）を特定する。
【００５７】
　精算券５０からバーコード（ＱＲコード）を読み取ったペイメントステーション２０は
、取引コードによって特定される顧客が支払うべき金額をタッチパネルディスプレイ２７
に表示する（ステップＳ２０３）。
【００５８】
　より詳細には、ペイメントステーション２０は、特定された取引コードを管理サーバ３
０へ送信し、顧客が支払うべき金額を問い合わせる。取引コードを受信した管理サーバ３
０は、取引コードを検索キーにして取引テーブルを検索して、該当するレコードの合計金
額の欄の値をペイメントステーション２０へ送信する。そして、ペイメントステーション
２０は、受信した合計金額の値を顧客が支払うべき金額としてタッチパネルディスプレイ
２７に表示する。上記の例であれば、端末番号“0001”と取引番号“9001”からなる取引
コードにより図８（ａ）の２レコード目の合計金額“560”がタッチパネルディスプレイ
２７に表示される。
【００５９】
　なお、タッチパネルディスプレイ２７には、合計金額に加えて、購入した商品の情報を
表示しても良く、その場合、取引テーブルに加えて購入商品テーブルも取引コードを検索
キーにして検索してもよい。
【００６０】
　顧客が現金支払部２８に現金を投入すると、ペイメントステーション２０は、管理サー
バ３０に精算処理を依頼する（ステップＳ２０５）。
【００６１】
　より詳細には、ステップＳ２０１で取得した取引コード（端末番号“0001”と取引番号
“9001”からなる取引コード）を送信して、その取引コード（端末番号“0001”と取引番
号“9001”からなる取引コード）及びそれに関連付けられた取引コード（端末番号“0002
”と取引番号“1111”からなる取引コード）で特定される取引で登録された商品の代金が
支払われたことを管理サーバ３０へ通知する。これを受けて管理サーバ３０は、例えば、
取引テーブルに設けられた図示しない支払い済みか否かを示すカラムの値を更新するなど
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して、これらの商品の代金が支払われたことを記憶する。
【００６２】
　最後に、管理サーバ３０から、支払レシートの発行に必要な情報を含む精算処理が正常
に終了した旨の通知を受けると、プリンタ２９は、支払いが完了した取引の支払レシート
を取引毎（取引コード毎）に発行する（ステップＳ２０７）。
【００６３】
　より詳細には、図１１に示すように、ステップＳ２０１で取得した取引コード（端末番
号“0001”と取引番号“9001”）に対応する支払レシート６１と、ステップＳ２０１で取
得した取引コードと関連付けられた取引コード（端末番号“0002”と取引番号“1111”）
に対応する支払レシート６２と、が出力される。
【００６４】
　なお、支払レシート６１には、端末番号“0001”と取引番号“9001”からなる取引コー
ドで関連付けられた商品（“みかん”）の情報が印刷されるのに対して、支払レシート６
２には、端末番号“0002”と取引番号“1111”からなる取引コードで関連付けられた商品
（“りんご”）の情報が印刷される。
【００６５】
　すべての支払レシートを発行が完了すると、ペイメントステーション２０は、精算処理
を終了する。
【００６６】
　以上で説明したように、精算システム１００では、スキャニングステーション１０は、
取引期間中にバーコードから特定された商品の情報を同じ取引コードで関連付けて管理サ
ーバ３０に記憶させることで、商品登録を行う。また、スキャニングステーション１０は
、同じ取引期間中に精算券のバーコード（ＱＲコード）から特定される取引コードを、バ
ーコードから特定した商品の情報に割り当てられた取引コードと関連付けて管理サーバ３
０に記憶させる。さらに、スキャニングステーション１０は、関連付けられた複数の取引
に対して１枚の精算券を発行する。
【００６７】
　このため、精算システム１００によれば、１枚の精算券によってペイメントステーショ
ン２０で複数の取引を一括して精算処理することができる。また、複数の取引を関連付け
ても、それぞれの取引は、個別の取引として引き続き認識される。このため、ペイメント
ステーション２０で一括して精算する場合であっても、取引毎に支払レシートを発行する
ことができる。
【００６８】
　従って、例えば、親子や夫婦など家族で小売業者の店舗を訪れて、各人が購入を希望す
る商品をレジに持ち込んで商品登録を行った場合であっても、スキャニングステーション
１０で複数枚の精算券を１枚の精算券にまとめることで、ペイメントステーション２０で
代表者が一括精算することができる。また、各人が購入した商品の情報を含む支払レシー
トが個人毎に発行されることになるため、支払レシートを各個人毎の支出を管理するため
に用いることができる。
【００６９】
　また、例えば、“お一人様、１個まで”といった販売制限のある商品がある場合であっ
ても、家族の各人が、スキャニングステーション１０で１つずつ商品登録を行い、それら
の登録で出力された複数の精算券をスキャニングステーション１０で１枚の精算券にまと
めることで、ペイメントステーション２０で１枚の精算券によって代表者が一括して精算
することができる。
【００７０】
　上述した実施形態は、発明の理解を容易にするために本発明の具体例を示したものであ
り、本発明はこの実施形態に限定されるものではない。本発明の商品登録装置、精算シス
テム、商品登録方法、及び、プログラムは、特許請求の範囲に規定された本発明の思想を
逸脱しない範囲において、さまざまな変形、変更が可能である。
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【００７１】
　管理サーバ３０に設けられたテーブル及びその構造は一例であり、上述した例に限られ
ない。一連の商品登録を一取引として管理し、且つ、複数の取引を関連付けて管理するこ
とができる限り、任意のテーブル構造を採用し得る。
【００７２】
　また、管理サーバ３０は、スキャニングステーション１０とペイメントステーション２
０とは異なる装置として例示したが、スキャニングステーション１０とペイメントステー
ション２０がアクセスできる装置であればよい。従って、スキャニングステーション１０
またはペイメントステーション２０が、管理サーバ３０を兼ねてもよい。
【符号の説明】
【００７３】
　１０、１０ａ、１０ｂ　　　スキャニングステーション
　１１、２１　　　ＣＰＵ
　１２、２２　　　メモリ
　１３、２３　　　外部記憶装置
　１４、２４　　　可搬記録媒体駆動装置
　１４ａ、２４ａ　　　可搬記録媒体
　１５、２５　　　ネットワーク接続装置
　１６ａ　　　固定スキャナ
　１６ｂ　　　ハンドスキャナ
　１７、２７　　　タッチパネルディスプレイ
　１８　　　キーボード
　１９、２９　　　プリンタ
　２０、２０ａ、２０ｂ　　　ペイメントステーション
　２６　　　スキャナ
　２８　　　現金支払部
　３０　　　管理サーバ
　４０　　　ネットワーク
　５０　　　精算券
　５１　　　バーコード（ＱＲコード）
　６１、６２　　　支払レシート
１００　　　精算システム
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