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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　購入対象商品の商品情報を登録し、会計処理を行う商品情報登録端末であって、
　この商品情報登録端末の責任者を特定する責任者情報を記憶する記憶手段と、
　この商品情報登録端末、又は、他の商品情報登録端末で実施され途中で保留された会計
処理の取引コードが記録された保留レシートから取引コードを読み取る取引コード読取手
段と、
　前記取引コード読取手段が読み取った取引コードに基づき、保留された会計処理で登録
された商品情報と、保留された会計処理を行った商品情報登録端末の責任者情報と、を読
み込む読込手段と、
　購入対象商品の商品情報の入力を受付ける入力手段と、
　前記読込手段が読み込んだ商品情報と、前記入力手段が入力を受付けた商品情報と、を
合わせて、会計処理を行う会計手段と、
　前記会計手段が行った会計処理の代金が支払われたことに応じて、前記読込手段が読み
込んだ責任者情報と、この商品情報登録端末の前記記憶手段に記憶されている責任者情報
と、を含む会計用レシートを発行するレシート発行手段と、
　を備える商品情報登録端末。
【請求項２】
　会計処理の取引コードを設定する設定手段と、
　前記入力手段が受付けた商品情報の入力に応答して、購入対象商品の商品情報を順次登
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録する登録手段と、
　会計処理の保留を指示する保留指示手段と、
　前記保留指示手段により会計処理の保留が指示されたことに応じて、前記設定手段によ
り設定されたこの会計処理の取引コードと、この商品情報登録端末の責任者情報と、前記
登録手段によりこの会計処理で登録された商品情報と、を、管理用コンピュータに送信す
る送信手段と、
　保留された会計の取引コードが記録された保留レシートを発行する発行手段と、をさら
に備え、
　前記読込手段は、
　前記取引コード読取手段が読み取った取引コードに関する情報の送信を要求する要求情
報を前記管理用コンピュータに送信する要求情報送信手段と、
　前記要求情報送信手段が送信した要求情報に応答して、前記管理用コンピュータが送信
してきた、保留された会計処理を行った商品情報登録端末の責任者情報と、保留された会
計処理で登録された商品情報とを、受信する受信手段と、
　を備え、
　前記レシート発行手段は、前記受信手段が前記管理用コンピュータから受信した責任者
情報と商品情報と、この商品情報登録端末の前記記憶手段に記憶されている責任者情報と
、前記登録手段により登録された商品情報と、を含む会計用レシートを発行する、
　請求項１に記載の商品情報登録端末。
【請求項３】
　複数台の、請求項２に記載の商品情報登録端末と、前記複数台の商品情報登録端末にネ
ットワークを介して接続された前記管理用コンピュータと、を備える販売処理システム。
【請求項４】
　コードを読み取る読取装置を制御するコンピュータに、購入対象商品の商品情報を登録
し、会計処理させるプログラムであって、
　前記コンピュータに、
　会計処理の責任者を特定する責任者情報を記憶させる手順、
　前記読取装置を用いて、このコンピュータ、又は、会計処理を行う他のコンピュータで
実施され途中で保留された会計処理の取引コードが記録された保留レシートから取引コー
ドを読み取らせる手順、
　読み取った取引コードに基づき、保留された会計処理で登録された商品情報と、保留さ
れた会計処理を行ったコンピュータの責任者情報と、を読み込ませる手順、
　購入対象商品の商品情報の入力を受付けさせる手順、
　読み込んだ商品情報と、入力を受付けた商品情報と、を合わせて、会計処理を実行させ
る手順、
　前記会計処理を実行させる手順で実行した会計処理の代金が支払われたことに応じて、
読み込んだ責任者情報と、前記記憶させる手順で記憶した責任者情報と、を含む会計用レ
シートを発行させる手順、
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品情報登録端末、販売処理システム、及び、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルフレジ方式を採用する小売店において、顧客がセルフレジの操作中に、買い忘れた
商品を取りに戻る等の理由でレジの操作を保留する場合がある。このような場合に、それ
までに登録した商品の情報を保存し、会計処理を保留することが可能な販売処理システム
が知られている（例えば特許文献１）。
【０００３】
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　従来の販売処理システムは、会計処理を保留する際には、会計処理が保留される前に登
録された商品の情報を呼び戻すためのコードが印字された保留用レシートを発行する。会
計処理を再開する際には、保留用レシートに印字されたコードに基づいて、登録されてい
る商品の情報を呼び戻し、残りの商品を登録する。
【０００４】
　すべての商品の登録が完了し、代金を支払うと、購入した商品の商品名とその金額、代
金支払時に操作したレジ（ＰＯＳ端末）の責任者の識別番号等が印字された会計用レシー
トが発行される。
【０００５】
　セルフレジで、商品を売上登録した後、登録方法やレシートの記載事項等について、確
認したい事項が発生することがある。しかし、従来の販売処理システムでは、会計完了時
のレジ責任者しかレシートに記載されない。このため、会計処理が保留される前の商品登
録に関する事項をレジ責任者に確認したい場合に、その責任者を特定することが困難であ
った。同様の問題は、セルフレジ以外の通常のレジ（店員がＰＯＳ端末を操作するタイプ
のレジ）を利用する場合にも発生する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－１１３３０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、会計処理が保留される前の責任者の特定を可能とすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このような課題を達成するために、本発明の実施形態に係る商品情報登録端末は、この
商品情報登録端末の責任者を特定する責任者情報を記憶する記憶手段と、この商品情報登
録端末又は他の商品情報登録端末で実施され途中で保留された会計処理の取引コードが記
録された保留レシートから取引コードを読み取る取引コード読取手段と、取引コード読取
手段が読み取った取引コードに基づき、保留された会計処理で登録された商品情報と、保
留された会計処理を行った商品情報登録端末の責任者情報と、を読み込む読込手段と、購
入対象商品の商品情報の入力を受付ける入力手段と、読込手段が読み込んだ商品情報と、
入力手段が入力を受付けた商品情報と、を合わせて、会計処理を行う会計手段と、会計手
段が行った会計処理の代金が支払われたことに応じて、読込手段が読み込んだ商品情報及
び責任者情報と、入力手段が受付けた商品情報と、この商品情報登録端末の記憶手段に記
憶されている責任者情報と、を含む会計用レシートを発行するレシート発行手段と、を備
える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、発行された会計用レシートをチェックするだけで、保留された会計処
理を行った商品情報登録端末の責任者を特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る販売処理システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る商品情報登録端末の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る取引情報管理サーバの構成を示すブロック図である。
【図４】会計処理の保留が指示される前の端末記憶部の構成例を示す図である。
【図５】会計処理の再開が指示された後の端末記憶部の構成例を示す図である。
【図６Ａ】会計処理の保留が指示される前のサーバ記憶部の構成例を示す図である。
【図６Ｂ】会計処理の再開が指示された後のサーバ記憶部の構成例を示す図である。
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【図７Ａ】代金支払い時に発行部が発行する会計用レシートの例を示す図である。
【図７Ｂ】会計処理の保留時に発行部が発行する保留用レシートの例を示す図である。
【図８】会計処理を示すフローチャートである。
【図９】保留処理を示すフローチャートである。
【図１０】呼戻し処理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】
【００１１】
（実施の形態１）
　本発明の実施形態に係る販売処理システム１について、図面を参照して詳細に説明する
。本実施の形態１に係る販売処理システム１は、いわゆるセルフレジ方式を採用する小売
店等で会計処理のために使用されるいわゆるＰＯＳ（Point of sales）システムである。
図１に示すように、販売処理システム１は、互いにネットワークＮで接続された商品情報
登録端末１００（１００ａ～１００ｃ）と、取引情報管理サーバ２００と、を備えている
。図１の例では、理解を容易にするために、商品情報登録端末１００を３台示しているが
、商品情報登録端末１００は、店舗内に１或いは２台だけ設置されてもよいし、４台以上
設置されてもよい。
【００１２】
　商品情報登録端末１００は、小売店等の店舗内に設置されたセルフレジであり、顧客自
身が操作して購入を所望する商品の情報を登録する端末である。登録された商品の情報は
、取引情報管理サーバ２００に送信される。
【００１３】
　取引情報管理サーバ２００は、複数の商品情報登録端末１００が登録した商品の情報を
集約して記憶する。
【００１４】
　販売処理システム１は、顧客の都合等で会計処理が保留されると、それまでに登録され
た商品の情報を呼び戻すためのコードが印字された保留用レシートを発行する。顧客はそ
の保留用レシートを持ってレジを離れ、所用を済ます。その後顧客は、会計処理を再開さ
せたいときに、その保留用レシートをいずれかの商品情報登録端末１００に登録し、会計
処理を再開する。
【００１５】
　会計処理が再開された後、顧客が代金を支払うと、代金の支払い後に出力される会計用
レシートには、保留前に操作した商品情報登録端末１００に設定されていた責任者と、代
金支払時に操作した商品情報登録端末１００に設定されていた責任者の双方を特定するた
めの情報が印字される。
【００１６】
　以下、販売処理システム１を構成する商品情報登録端末１００、取引情報管理サーバ２
００のそれぞれの構成を説明する。
【００１７】
（商品情報登録端末１００）
　商品情報登録端末１００は、顧客が購入を所望する商品を自ら登録し、登録された商品
の合計金額を算出する。代金が支払われると、商品情報登録端末１００は、商品名や責任
者に関する情報を含む取引情報が印字されたレシートを発行する。
【００１８】
　商品情報登録端末１００は、図２に示すように、読取部１１０と、端末制御部１２０と
、端末記憶部１３０と、入力部１４０と、端末通信部１５０と、入出金処理装置１６０と
、発行部１７０と、から構成されている。上記各部はバス１８０により接続されている。
【００１９】
　読取部１１０は、商品に付された商品コードやレシートに印字されたコード（例えば、
バーコード、二次元コード）を読み取るためのコードリーダ等で構成される。読取部１１
０は、商品等に付された商品コードを読み取る機能があれば、形式や読取原理は問わない
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。市場で入手可能な公知のコードリーダを適宜選択して使用することができる。
【００２０】
　端末制御部１２０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Access M
emory）等から構成される。ＣＰＵは、ＲＡＭを作業領域として使用して、端末記憶部１
３０を構成するフラッシュメモリに格納された制御プログラムを実行することにより、商
品情報登録端末１００の全体動作を制御する。
【００２１】
　端末記憶部１３０は、書き換え可能なフラッシュメモリ等から構成される内部メモリで
あり、プログラム領域と、データ領域と、を有する。プログラム領域には、商品情報登録
端末１００を制御する制御プログラムが格納されている。データ領域には、商品登録の際
に、図４に例示するような取引情報が格納される。この取引情報には、責任者情報と、取
引コードと、商品情報と、が含まれる。
【００２２】
　責任者情報は、商品情報登録端末１００の責任者を識別するための情報であり、適宜切
り替えることができる。責任者情報は、例えば、商品情報登録端末１００の責任者を示す
責任者番号（責任者Ｎｏ）と、その責任者の氏名を組み合わせたものである。
【００２３】
　取引コードは、会計処理のトランザクションを識別するためのコードである。商品情報
は、読取部１１０によって読み取られた商品コードを有する商品に関する情報である。
【００２４】
　図２に戻り、入力部１４０は、表示装置を兼ね備え、タッチパネルやキーボード等の入
力装置から構成される。入力部１４０が備える入力装置は、会計処理の保留を指示する保
留ボタン、小計の計算を指示する小計ボタン、商品の個数の入力を受け付けるテンキー等
を備える。
【００２５】
　端末通信部１５０は、ネットワークＮを介して取引情報管理サーバ２００と接続するた
めの通信装置から構成され、取引情報を送受信する。
【００２６】
　入出金処理装置１６０は、顧客からの支払いを受け付ける装置であり、コインメカニズ
ムやビルバリデータといった貨幣処理装置、クレジット支払いを処理するクレジット支払
処理装置、電子マネーでの支払いを処理する電子マネー処理装置等から構成される。
【００２７】
　発行部１７０は、レシートを発行するプリンタから構成され、端末制御部１２０の制御
により、図７Ａに例示する会計用レシートと、図７Ｂに例示する保留用レシートと、を発
行する。
【００２８】
　なお、発行部１７０は、レシートを発行する機能があれば、形式や印刷原理は問わない
。市場で入手可能な公知のプリンタ等を適宜選択して使用することができる。
【００２９】
（取引情報管理サーバ２００）
　図１に示す取引情報管理サーバ２００は、商品情報登録端末１００から送信された取引
情報を集約し、商品情報登録端末１００からの問い合わせに応じて、取引情報を商品情報
登録端末１００に送信するサーバである。取引情報管理サーバ２００は、図３に示すよう
に、サーバ制御部２１０と、サーバ記憶部２２０と、サーバ通信部２３０と、から構成さ
れ、これら各部はバス２４０により接続されている。
【００３０】
　サーバ制御部２１０は、ＣＰＵやＲＡＭ等から構成される。ＣＰＵは、ＲＡＭを作業領
域として使用して、端末記憶部１３０を構成するＲＯＭやＨＤＤ（Hard Disk Drive）に
格納された制御プログラムを実行することにより、取引情報管理サーバ２００の全体動作
を制御する。



(6) JP 6283295 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

【００３１】
　サーバ記憶部２２０は、ＲＯＭ等から構成される内部メモリやＨＤＤ等から構成され、
プログラム領域と、データ領域と、を有する。プログラム領域には、取引情報管理サーバ
２００を制御する制御プログラムが格納されている。データ領域には、図６Ａ、図６Ｂに
例示する取引情報管理テーブル２３１が格納されている。取引情報管理テーブル２３１に
は、商品情報登録端末１００のそれぞれから送信された責任者情報、取引コード、商品情
報を含む取引情報のログが経時的に登録されていく。
【００３２】
　また、取引情報の各レコードには、それぞれに精算フラグが付加されており、それぞれ
の商品について、精算が済んでいるか否かを識別することができる。図６Ａ及び図６Ｂの
例では、精算が済んでいる商品には「１」、済んでいない商品には「０」が付加されてい
る。
【００３３】
　サーバ通信部２３０は、ネットワークＮを介して商品情報登録端末１００と接続するた
めの通信装置から構成され、取引情報を送受信する。
【００３４】
　次に、この実施形態に係る販売処理システム１の動作を、図８～図１０に示すフローチ
ャートを参照して説明する。なお、各商品情報登録端末１００の端末記憶部１３０には、
商品情報登録端末１００の責任者を識別するための責任者情報が予め設定されている。図
４に示す例では、責任者である田中の責任者情報（責任者Ｎｏ：０００００００００２）
が設定されている。
【００３５】
　顧客は、購入したい商品の登録を開始する場合、例えば、画面に表示されている「登録
開始」などのボタンを操作する。この操作に応答して、商品情報登録端末１００は、図８
に示す会計処理をスタートする。
【００３６】
　端末制御部１２０は、会計処理をスタートすると、会計処理のトランザクションを識別
するための取引コードを設定し、図４に例示するように、端末記憶部１３０に記録する（
ステップＳ１０１）。図４に示す例では、取引コード「０３１２」が登録されている。
【００３７】
　取引コードが設定されると、端末制御部１２０は、読取部１１０から、商品コードが入
力されたか否かを判別する（ステップＳ１０２）。読取部１１０が商品コードを読み取る
までは、会計処理は待機状態となる（ステップＳ１０２；Ｎｏ）。
【００３８】
　商品登録を行う場合、顧客は、登録したい商品の商品コードを読取部１１０にかざす。
すると、読取部１１０はこの商品コードを読み取り、端末制御部１２０は、商品コードの
入力があったと判別する（ステップＳ１０２；Ｙｅｓ）。
【００３９】
　端末制御部１２０は、入力された商品コードをキーにＰＬＵ（Price Look UP)テーブル
を参照する等して、商品名、商品価格（単価）等を取得し、その商品コードに対応する商
品情報を端末記憶部１３０に記憶する（ステップＳ１０３）。
【００４０】
　例えば、顧客が商品「まいたけ」の商品コード「００００００２３」を読取部１１０に
かざしたときは、図４に示すように、取引コード「０３１２」に対応して、「まいたけ」
の商品情報が記憶される。商品情報には、商品コード、商品名、商品価格、個数等が含ま
れる。
【００４１】
　読み取られた商品コードに対応する商品情報が端末記憶部１３０に記憶されると、端末
制御部１２０は、入力部１４０の保留ボタンが押下されたか否かを判別する（ステップＳ
１０４）。保留ボタンが押下されていない場合（ステップＳ１０４；Ｎｏ）、端末制御部
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１２０は、小計ボタンが押下されたか否かを判別する（ステップＳ１０５）。
【００４２】
　小計ボタンが押下されていない場合（ステップＳ１０５；Ｎｏ）、端末制御部１２０は
、再び、商品コードが入力されたか否かを判別する（ステップＳ１０２）。例えば、顧客
が商品「にんじん」、「なめこ」の商品コード「００００００３５」、「００００００９
２」を続けてかざしたときは、会計処理はステップＳ１０２～Ｓ１０５を２回繰り返し、
図４に示すように、端末記憶部１３０に「にんじん」、「なめこ」の商品情報が順次記憶
される。
【００４３】
　顧客は、商品登録が終了すると、小計ボタンを押下する。端末制御部１２０は、この操
作を検出し（ステップＳ１０５；Ｙｅｓ）、端末記憶部１３０に記憶された商品情報から
商品の合計金額を算出して、入力部１４０が備える表示装置に表示し、入出金処理装置１
６０がその金額の支払いを受け付けたか否かを判別する（ステップＳ１０６）。
【００４４】
　入出金処理装置１６０が支払いを受け付けるまで、会計処理は待機状態となる（ステッ
プＳ１０６；Ｎｏ）。入出金処理装置１６０が支払いを受け付けると（ステップＳ１０６
；Ｙｅｓ）、端末通信部１５０は、取引情報管理サーバ２００に、図４に例示するように
端末記憶部１３０に記憶されていた責任者情報、取引コード及び商品情報を含む取引情報
を送信する（ステップＳ１０７）。
【００４５】
　端末通信部１５０が取引情報を送信すると、発行部１７０は、会計用レシートを発行す
る（ステップＳ１０８）。この会計用レシートには、顧客が購入した商品に関する商品情
報、顧客が操作した商品情報登録端末１００の責任者情報、その会計処理の取引コード等
が印字されている。顧客はその会計用レシートを受け取る。
【００４６】
　発行部１７０が会計用レシートを発行すると、端末制御部１２０は、端末記憶部１３０
に記憶されている取引情報のうち、取引コードと、商品情報と、を削除する（ステップＳ
１０９）。続いて、会計処理はステップＳ１０１に戻り、商品情報登録端末１００は、次
の顧客の操作を受け付ける。
【００４７】
　一方、ステップＳ１０７で端末通信部１５０が取引情報管理サーバ２００に取引情報を
送信すると、取引情報管理サーバ２００のサーバ通信部２３０は、その取引情報を受信す
る（ステップＳ１１０）。サーバ制御部２１０は、図６Ｂに示すように、受信した取引情
報をログとしてサーバ記憶部２２０に記憶させる（ステップＳ１１１）。ステップＳ１０
７で送信された取引情報に含まれる商品情報が示す商品は、精算済のものであるので、精
算フラグには、「１」が設定される。
【００４８】
　サーバ記憶部２２０が取引情報を記憶すると、取引情報管理サーバ２００は、取引情報
管理サーバ２００の今回受信した取引情報に関する処理を終了する。
【００４９】
　ステップＳ１０２～Ｓ１０５で、顧客が読取部１１０に商品コードをかざして商品情報
を登録している最中に、買い忘れた商品を取りに戻る等の理由でレジを離れる必要がある
場合がある。このような場合には、顧客は入力部１４０の保留ボタンを押下する。端末制
御部１２０は、保留ボタンが押下されたと判別すると（ステップＳ１０４；Ｙｅｓ）、会
計処理は図９に示す保留処理に移る。
【００５０】
　保留処理がスタートすると、まず、端末通信部１５０は、図４に示すようなそれまでの
会計処理に係る取引情報を取引情報管理サーバ２００に送信する（ステップＳ２０１）。
図４の例では、端末通信部１５０は、端末記憶部１３０に記憶されている、今回のトラン
ザクションに関する、責任者情報「０００００００００２田中」、取引コード「０３１２
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」、登録済の「まいたけ」、「にんじん」、「なめこ」に関する商品情報を含む取引情報
を取引情報管理サーバ２００に送信する。
【００５１】
　取引情報管理サーバ２００に取引情報を送信すると、端末制御部１２０は、発行部１７
０に図７Ｂに示すような保留前の取引情報が記載された保留用レシートを発行させる（ス
テップＳ２０２）。図７Ｂの例では、保留用レシートには、保留前に登録された「まいた
け」、「にんじん」、「なめこ」に関する商品情報、責任者の「田中」を示す責任者情報
「０００００００００２田中」、今回の会計処理を示す取引コード「０３１２」、取引コ
ードを示すバーコード等が印字されている。
【００５２】
　また、保留用レシートには、「この取引は一旦保留されました。この取引を再開して頂
く際は、このレシートをお近くのレジまでお持ちください。」というメッセージが記載さ
れているので、保留用レシートであることが視覚的に分かるようになっている。顧客はそ
の保留用レシートを受け取り、所要を済ませに行く。
【００５３】
　発行部１７０が保留用レシートを発行すると、端末制御部１２０は、端末記憶部１３０
に記憶されている取引情報のうち、取引コードと、商品情報と、を削除し（ステップＳ２
０３）、今回の処理を終了し、顧客の操作を待ち受ける状態となる。
【００５４】
　一方、ステップＳ２０１で端末通信部１５０が保留前の取引情報を送信すると、取引情
報管理サーバ２００のサーバ通信部２３０は、その取引情報を受信する（ステップＳ２０
４）。サーバ通信部２３０が取引情報を受信すると、サーバ制御部２１０は、図６Ａに示
すように、サーバ記憶部２２０に受信した取引情報をログに追記する（ステップＳ２０５
）。ステップＳ２０１で送信された取引情報に含まれる商品情報が示す商品は、未精算の
ものであるので、精算フラグには「０」が設定される。
【００５５】
　サーバ記憶部２２０が取引情報を記憶すると、取引情報管理サーバ２００は、取引情報
管理サーバ２００の今回受信した取引情報に関する処理を終了する。
【００５６】
　会計処理を保留した顧客は、会計処理を再開させたいときに、いずれかのレジで、商品
情報登録端末１００の画面に表示されている「レジ再開」などのボタンを操作する。この
操作に応答して、端末制御部１２０は、図１０に示す呼び戻し処理を開始する。
【００５７】
　続いて、顧客は、商品情報登録端末１００の読取部１１０に保留用レシートに印字され
た取引コードをかざす。すると、読取部１１０は、保留用レシートに印字された取引コー
ドを読み取る（ステップＳ３０１）。
【００５８】
　端末制御部１２０は、端末通信部１５０に、読取部１１０から読み取られた取引コード
に紐付けられた取引情報を要求する要求情報を、取引情報管理サーバ２００に送信させる
（ステップＳ３０２）。図７Ｂに示す保留用レシートに印字された取引コードが読み取ら
れた場合であれば、取引コード「０３１２」に紐付けられた取引情報を要求する要求情報
を送信させる。
【００５９】
　取引情報管理サーバ２００のサーバ通信部２３０が商品情報登録端末１００から取引コ
ードを受信すると（ステップＳ３０３）、サーバ制御部２１０は、サーバ記憶部２２０を
参照し、受信した取引コードに紐付けられていて、精算フラグが「０」の取引情報を取得
する（ステップＳ３０４）。サーバ通信部２３０は、取得した取引情報を商品情報登録端
末１００に送信する（ステップＳ３０５）。上述の例では、取引コード「０３１２」に紐
付けられた取引情報を取得する。
【００６０】
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　商品情報登録端末１００の端末通信部１５０が、取引情報管理サーバ２００から取引情
報を受信すると（ステップＳ３０６）、端末制御部１２０は、その取引情報を端末記憶部
１３０に記憶する（ステップＳ３０７）。このとき、取引情報管理サーバ２００から受信
した取引情報は、図５に示すように、この商品情報登録端末１００に元々設定されている
店長の責任者情報を含む取引情報（取引情報（１））とは別に、取引情報（２）として記
憶される。また、この際、この商品情報登録端末１００で行われる会計処理の取引コード
が採番される。図５の例では、取引コード「０３２０」が採番され、取引情報（１）に設
定される。
【００６１】
　続いて、端末制御部１２０は、読取部１１０からの商品コードの入力を待機する（ステ
ップＳ３０８）。
【００６２】
　読取部１１０から商品コードの入力があると（ステップＳ３０８；Ｙｅｓ）、端末制御
部１２０は、端末記憶部１３０にその商品コードに対応する商品情報を記憶する（ステッ
プＳ３０９）。例えば、顧客が商品「カットメロン」の商品コード「０００００１０９」
を読取部１１０にかざしたときは、図５の取引情報（１）に示すように、端末記憶部１３
０に「カットメロン」の商品情報が記憶される。
【００６３】
　続いて、端末制御部１２０は、入力部１４０の保留ボタンが押下されたか否かを判別す
る（ステップＳ３１０）。保留ボタンが押下されていない場合（ステップＳ３１０；Ｎｏ
）、端末制御部１２０は、小計ボタンが押下されたか否かを判別する（ステップＳ３１１
）。
【００６４】
　小計ボタンが押下されていない場合（ステップＳ３１１；Ｎｏ）、端末制御部１２０は
、再び、商品コードが入力されるか否かを判別する（ステップＳ３０８）。例えば、顧客
が商品「唐揚げ」の商品コード「００００００６８」を続けてかざしたときは、会計処理
はステップＳ３０８～Ｓ３１１を繰り返し、図５の取引情報（１）に示すように、端末記
憶部１３０に「唐揚げ」の商品情報が記憶される。
【００６５】
　顧客が追加で持ってきた商品をすべて登録し、小計ボタンが押下されると（ステップＳ
３１１；Ｙｅｓ）、端末制御部１２０は、端末記憶部１３０に記憶された商品情報から商
品の合計金額を算出して、入力部１４０が備える表示装置に表示し、入出金処理装置１６
０がその金額の支払いを受け付けたか否かを判別する（ステップＳ３１２）。
【００６６】
　入出金処理装置１６０が支払いを受け付けるまで、会計処理は待機状態となる（ステッ
プＳ３１２；Ｎｏ）。入出金処理装置１６０が支払いを受け付けると（ステップＳ３１２
；Ｙｅｓ）、端末通信部１５０は、取引情報管理サーバ２００に取引情報を送信させる（
ステップＳ３１３）。発行部１７０は、会計処理が保留される前に操作されていた商品情
報登録端末１００の責任者と会計処理の再開後に操作した商品情報登録端末１００の責任
者の責任者情報を印字して会計用レシートを発行する（ステップＳ３１４）。顧客はこの
会計用レシートを受け取る。
【００６７】
　図５の例に示す取引情報であれば、会計用レシートには、図７Ａに示すように、会計処
理が保留される前に操作されていた商品情報登録端末１００の責任者である「田中」を示
す責任者情報「０００００００００２田中」と、会計処理の再開後に操作された商品情報
登録端末１００の責任者である「店長」を示す責任者情報「０００００００００１店長」
と、を含む情報が印字されている。
【００６８】
　発行部１７０から会計用レシートが発行されると、端末制御部１２０は、端末記憶部１
３０に記憶されている取引情報のうち、保留前の取引情報（２）と、再開後の取引コード
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と、商品情報と、を削除し（ステップＳ３１５）、今回の会計処理を終了し、次の顧客の
操作を待機する。
【００６９】
　一方、取引情報管理サーバ２００のサーバ通信部２３０は、ステップＳ３１２で端末通
信部１５０が送信した取引情報を受信すると（ステップＳ３１６）、サーバ制御部２１０
は、図６Ｂに示すように、サーバ記憶部２２０に受信した取引情報をログとして記憶させ
る（ステップＳ３１７）。ステップＳ３１２で送信された取引情報に含まれる商品情報の
それぞれが示す商品は、精算済みのものであるので、精算フラグには、「１」が設定され
る。
【００７０】
　サーバ記憶部２２０が取引情報を記憶すると、取引情報管理サーバ２００は、取引情報
管理サーバ２００の今回受信した取引情報に関する処理を終了する。
【００７１】
　一方、ステップＳ３１０で、保留ボタンが押下されたと判別した場合は（ステップＳ３
１０；Ｙｅｓ）、会計処理は、上述した図９の保留処理に進む。ここで、端末制御部１２
０は、今回の追加登録に関する取引情報（取引コード、責任者情報、商品情報）を取引情
報管理サーバ２００に送信する（ステップＳ２０１）。取引情報管理サーバ２００は、送
信された取引情報を受信しログに追加登録する（ステップＳ２０４，Ｓ２０５）。このと
き、精算フラグを未精算を示す「０」とする。
【００７２】
　端末制御部１２０は、今回の会計処理の取引コードと過去に保留された会計処理の取引
コードとを保留用レシートに記録し、発行する（ステップＳ２０２）。
【００７３】
　次回の、呼び戻し処理では、端末制御部１２０は、保留用レシートに記録されている保
留されている全ての取引コードに係る取引情報の送信を要求し（ステップＳ３０２）、取
引情報管理サーバ２００は、要求された複数の取引コードに係る取引情報を商品情報登録
端末１００に送信する。
【００７４】
　例えば、図５の状態で、保留ボタンが操作されたとすれば、端末制御部１２０は、今回
の追加登録に関する取引情報（１）を取引情報管理サーバ２００に送信し（ステップＳ２
０１）、取引情報管理サーバ２００は、受信した取引情報をログに追加登録する（ステッ
プＳ２０４，Ｓ２０５）。
【００７５】
　端末制御部１２０は、今回の会計処理の取引コード「０３２０」と過去に保留された会
計処理の取引コード「０３１２」とを示すバーコードを保留用レシートに記録し、発行す
る（ステップＳ２０３）。
【００７６】
　次回の、呼び戻し処理では、端末制御部１２０は、保留用レシートに記録されている保
留されている全ての取引コード「０３２０」、「０３１２」に係る取引情報の送信を要求
し（ステップＳ３０２）、取引情報管理サーバ２００は、要求された取引情報を商品情報
登録端末１００に送信する。
【００７７】
　会計レシートには、呼び戻し処理後に実行された会計処理を実行した商品情報登録端末
１００の責任者と、過去の保留時の商品情報登録端末１００の責任者「００００００００
２:田中」と「００００００００１：店長」が記録され、発行される（ステップＳ３１４
）。
【００７８】
　本実施の形態に係る販売処理システム１によれば、会計用レシートに、会計処理が保留
される前に操作されていた商品情報登録端末１００の責任者情報が印字されているため、
会計処理を保留した商品情報登録端末１００の責任者情報を簡単に確認することができる
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【００７９】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、この発明は上記の実施形態に限定されず、種々
の変形及び応用が可能である。
【００８０】
　上記の実施形態では、商品情報登録端末１００はセルフレジであると説明したが、販売
対象商品がセルフレジ対象商品と店員レジ対象商品に区分されている場合にも同様に適用
可能である。この場合、顧客は、セルフレジ対象商品については、セルフレジ用の商品情
報登録端末１００等で売上登録を行い、登録が完了すると、保留処理を行い、店員レジ対
象商品の売上登録を、店員が操作する商品情報登録端末１００にて行う。
【００８１】
　セルフレジ用の商品情報登録端末１００は、保留操作に応答して、取引情報管理サーバ
２００に売上情報を送信すると共に取引コード及び登録した商品情報を印刷したレシート
を発行する。店員は、店員レジ対象商品の売上登録を開始するにあたり、保留レシートに
印刷されている取引コードを読み取って、登録済みの売上情報を取引情報管理サーバ２０
０から呼び戻して、店員レジ対象商品の売上登録を店員が操作する商品情報登録端末１０
０にて行う。精算処理完了後に商品情報登録端末１００が発行するレシートには、登録処
理を行ったセルフレジ用の商品情報登録端末１００の責任者（担当者）の従業員コード、
氏名などが、精算処理を行った店員の従業員コード、氏名などと共に印刷される。
【００８２】
　また、この発明は、全ての登録処理を店員が行う方式のレジシステムにも適用可能であ
る。この場合、例えば、売上登録の途中で、顧客が追加購入商品を取りに戻る、といった
ことが発生した場合に、保留処理を行い、登録再開時に、保留されていた呼び戻し、追加
で登録処理を行う。精算処理完了後に商品情報登録端末１００が発行するレシートには、
保留処理前に登録処理を行った店員の従業員コード、氏名などが、精算処理を行った店員
の従業員コード、氏名などと共に印刷される。
【００８３】
　なお、上記実施の形態では、レシートに保留前に操作された商品情報登録端末１００の
責任者を「印刷」する例を示したが、情報を出力する形態は、任意である。即ち、その出
力の形態は、レシートの形態に合わせて、紙に印刷する形態でも、磁気シートに磁気記録
する形態でも、磁気シートに磁気記録すると共にインクで印刷する形態でも、ICタグのメ
モリに記憶する形態でも、電子メール等に記録して特定のアドレスに送信する形態でもよ
い。
【００８４】
　なお、商品情報登録端末１００の「責任者」は、「担当者」、「管理者」、「操作者」
等、顧客が、売上登録を実施した端末に関連した事項を問い合わせる人物を広く含む項目
であり、商品情報登録端末１００毎に異なっても、共通でもよい。また、商品情報登録端
末１００で実施される各会計処理の責任者（担当者等を含む）でもよい。
【００８５】
　売上登録を行う装置は、商品情報登録端末１００、即ち、ＰＯＳ端末に限らない。いわ
ゆる金銭登録機などでもよい。また、取引情報管理サーバ２００も必須の構成ではなく、
任意の管理用のコンピュータを使用できる。例えば、何れか１台の商品情報登録端末１０
０が取引情報管理サーバ２００と同等の管理用コンピュータの機能を備えてもよい。また
、取引情報管理サーバ２００を配置せず、保留された売上登録を商品情報登録端末１００
内に記憶しておき、追加登録をする商品情報登録端末１００が保留前の売上登録を行った
商品情報登録端末１００にアクセスして、保留された売上登録を呼び戻すようにしてもよ
い。
【００８６】
　取引情報管理サーバ２００は、保留された売上登録を、保留データとして、ログデータ
とは別に記憶してもよい。
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【００８７】
　上記実施の形態では、商品情報には、商品コード、商品名、商品価格、個数が含まれる
と記載したが、商品情報は、商品コード、商品名、商品価格、個数のいずれか１つの情報
のみから構成されてもよいし、これらの任意の組み合わせから構成されてもよい。
【００８８】
　また、上記実施の形態では、責任者情報は、商品情報登録端末１００の責任者を示す責
任者番号（責任者Ｎｏ）と、その責任者の氏名を組み合わせたものであると記載したが、
責任者情報は、責任者番号と、責任者の氏名のうち、いずれか１つの情報のみから構成さ
れてもよい。
【００８９】
　上記実施の形態では、商品情報登録端末１００は、商品の情報を登録する端末であると
説明したが、商品情報登録端末１００が登録する情報は、商品の情報に限られず、サービ
スの情報であってもよい。
【符号の説明】
【００９０】
１　販売処理システム
１００　商品情報登録端末
１１０　読取部
１２０　端末制御部
１３０　端末記憶部
１４０　入力部
１５０　端末通信部
１６０　入出金処理装置
１７０　発行部
１８０　バス
２００　取引情報管理サーバ
２１０　サーバ制御部
２２０　サーバ記憶部
２３０　サーバ通信部
Ｎ　ネットワーク
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