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(57)【要約】
【課題】特定の期間に販売対象を販売しても、顧客を待
たせることがない販売データ処理装置およびプログラム
を提供することである。
【解決手段】実施形態の販売データ処理装置は、販売対
象のカテゴリーを細分化した複数のサブカテゴリー別に
前記販売対象の情報を記憶した記憶部に、直近に販売し
た販売対象が属する前記サブカテゴリーを前記カテゴリ
ー別に記憶するサブカテゴリー記憶手段と、前記サブカ
テゴリー記憶手段によって直近に販売した前記販売対象
が属する前記サブカテゴリーが前記記憶部に記憶されて
いる場合に、当該サブカテゴリーに含まれるすべての前
記販売対象の情報を表示する第１販売対象表示手段と、
を備える。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　販売対象のカテゴリーを細分化した複数のサブカテゴリー別に前記販売対象の情報を記
憶した記憶部に、直近に販売した販売対象が属する前記サブカテゴリーを前記カテゴリー
別に記憶するサブカテゴリー記憶手段と、
　前記サブカテゴリー記憶手段によって直近に販売した前記販売対象が属する前記サブカ
テゴリーが前記記憶部に記憶されている場合に、当該サブカテゴリーに含まれるすべての
前記販売対象の情報を表示する第１販売対象表示手段と、
　を備えた販売データ処理装置。
【請求項２】
　前記カテゴリーを指定するカテゴリー指定手段、をさらに備え、
　前記第１販売対象表示手段は、前記カテゴリー指定手段によって指定された前記カテゴ
リーに含まれ、かつ直近に販売した前記販売対象が属する前記サブカテゴリーが記憶され
ている場合に、当該前記サブカテゴリーに含まれるすべての前記販売対象の情報を表示す
る、
　請求項１に記載された販売データ処理装置。
【請求項３】
　前記サブカテゴリー記憶手段は、前記記憶部に、直近に販売した前記販売対象が属する
特定の前記サブカテゴリーのみを記憶し、
　前記第１販売対象表示手段は、前記記憶部に直近に販売した販売対象が属する特定の前
記サブカテゴリーが記憶されている場合に、当該前記サブカテゴリーに含まれるすべての
前記販売対象の情報を表示する
　請求項１または２に記載の販売データ処理装置。
【請求項４】
　前記第１販売対象表示手段は、前記カテゴリーを細分化したすべての前記サブカテゴリ
ーを並べて表示するとともに、表示された前記販売対象が属する前記サブカテゴリーを他
の前記サブカテゴリーと視覚的に区別して表示する、
　請求項１乃至３のいずれか一に記載の販売データ処理装置。
【請求項５】
　前記記憶部は、特定の前記サブカテゴリーと特定の期間とを関連付けて記憶し、
　前記特定の期間の場合、前記第１販売対象表示手段による前記販売対象の情報の表示に
代えて、当該特定の期間と関連付けられて前記記憶部に記憶された前記サブカテゴリーに
含まれるすべての前記販売対象の情報を表示する第２販売対象表示手段、
　をさらに備えた請求項１乃至４のいずれか一に記載の販売データ処理装置。
【請求項６】
　販売データ処理装置を、コンピュータを用いて制御するためのプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　販売対象のカテゴリーを細分化した複数のサブカテゴリー別に前記販売対象の情報を記
憶した記憶部に、直近に販売した販売対象が属する前記サブカテゴリーを前記カテゴリー
別に記憶するサブカテゴリー記憶手段と、
　前記サブカテゴリー記憶手段によって直近に販売した前記販売対象が属する前記サブカ
テゴリーが前記記憶部に記憶されている場合に、当該サブカテゴリーに含まれるすべての
前記販売対象の情報を表示する第１販売対象表示手段と、
　して機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、販売データ処理装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　駅構内やコンビニエンスストア等の店舗では、顧客は、特定の時間帯に特定の商品（販
売対象）を購入する傾向にある。例えば、顧客は、朝夕の通勤時間には新聞を購入する傾
向にある。新聞にはバーコードが印字されていないため、店舗の店員は、ＰＯＳ（Point
　of　Sales）端末等の販売データ処理装置の画面上で当該新聞を指定して販売している
。
【０００３】
　ところで、店舗が販売する新聞は、多種にわたる。そのため、新聞は、新聞を区分する
カテゴリーの下位概念のサブカテゴリー別に商品を区分してＰＯＳ端末の画面に表示して
いる。そして、例えば夕刊を販売する場合は、店員は、ＰＯＳ端末を操作して商品のカテ
ゴリー（新聞）およびサブカテゴリー（夕刊紙）を順次指定して当該商品を表示させてい
る。
【０００４】
　しかしながら、例えば、特定の時間帯（例えば夕方）に夕刊紙が連続して売れる状況の
場合であっても、店員は、ＰＯＳ端末の新聞のカテゴリーおよび夕刊紙のサブカテゴリー
を順次指定する操作を毎回行う。そのため、多くの顧客が集中する特定の時間帯にこのよ
うな操作を毎回行うことは、顧客を待たせることにつながる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、特定の期間によって販売対象が変遷するサブカテゴ
リーに属する販売対象を販売する場合に、顧客を待たせることがない販売データ処理装置
およびプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の販売データ処理装置は、販売対象のカテゴリーを細分化した複数のサブカテ
ゴリー別に前記販売対象の情報を記憶した記憶部に、直近に販売した販売対象が属する前
記サブカテゴリーを前記カテゴリー別に記憶するサブカテゴリー記憶手段と、前記サブカ
テゴリー記憶手段によって直近に販売した前記販売対象が属する前記サブカテゴリーが前
記記憶部に記憶されている場合に、当該サブカテゴリーに含まれるすべての前記販売対象
の情報を表示する第１販売対象表示手段と、を備える。
【０００７】
　実施形態のプログラムは、販売データ処理装置を、コンピュータを用いて制御するため
のプログラムであって、前記コンピュータを、販売対象のカテゴリーを細分化した複数の
サブカテゴリー別に前記販売対象の情報を記憶した記憶部に、直近に販売した販売対象が
属する前記サブカテゴリーを前記カテゴリー別に記憶するサブカテゴリー記憶手段と、前
記サブカテゴリー記憶手段によって直近に販売した前記販売対象が属する前記サブカテゴ
リーが前記記憶部に記憶されている場合に、当該サブカテゴリーに含まれるすべての前記
販売対象の情報を表示する第１販売対象表示手段と、して機能させる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、実施形態におけるＰＯＳ端末のハードウェア構成を示すブロック図であ
る。
【図２】図２は、商品マスタのメモリ構成の一部を示すメモリマップである。
【図３】図３は、商品マスタの他のメモリ構成の一部を示すメモリマップである。
【図４】図４は、商品マスタのさらに他のメモリ構成の一部を示すメモリマップである。
【図５】図５は、時間帯マスタのメモリ構成の一部を示すメモリマップである。
【図６】図６は、ＰＯＳ端末の機能構成を示す機能ブロック図である。
【図７】図７は、ＰＯＳ端末の制御処理の流れの一部を示すフローチャートである。
【図８】図８は、ＰＯＳ端末の他の制御処理の流れの別の一部を示すフローチャートであ
る。
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【図９】図９は、ＰＯＳ端末の表示部における初期画面を示す図である。
【図１０】図１０は、ＰＯＳ端末の表示部における指定画面を示す図である。
【図１１】図１１は、ＰＯＳ端末の表示部における登録画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図１～図９を参照して、実施形態に係る販売データ処理装置およびプログラムに
ついて説明する。実施形態では、ＰＯＳ（Point　of　Sales）端末を販売データ処理装置
の一例として説明する。また、店舗で販売する商品を販売対象の一例として説明する。な
お、以下に説明する実施形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００１０】
　図１は、実施形態のＰＯＳ端末のハードウェア構成を示すブロック図である。図１にお
いて、ＰＯＳ端末１は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）１１、ＲＯＭ（Read　Onl
y　Memory）１２、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）１３、記憶部であるメモリ部１４
等を備えている。ＣＰＵ１１は、制御主体となる。ＲＯＭ１２は、各種プログラムを記憶
する。ＲＡＭ１３は、各種データを展開する。メモリ部１４は、各種プログラムを記憶す
る。ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、メモリ部１４は、互いにデータバス１５を介
して接続されている。ＣＰＵ１１とＲＯＭ１２とＲＡＭ１３が、制御部１００を構成する
。すなわち、制御部１００は、ＣＰＵ１１がＲＯＭ１２やメモリ部１４に記憶されＲＡＭ
１３に展開された制御プログラム１４１に従って動作することによって、図７と図８に示
す制御処理を実行する。
【００１１】
　メモリ部１４は、電源を切っても記憶情報が保持されるＨＤＤ（Hard　Disc　Drive）
やフラッシュメモリ等の不揮発性メモリで構成され、制御プログラム１４１を含むプログ
ラム等を記憶する。また、メモリ部１４は、商品マスタ１４２、時間帯マスタ１４３、商
品情報部１４４を備える。
【００１２】
　商品マスタ１４２（図２～図４で後述）は、店舗で販売される商品の情報を記憶する。
時間帯マスタ１４３（図５で後述）は、特定の時間帯（期間の一例）と、商品を区分する
カテゴリーの下位概念であるサブカテゴリーのうち、特定のサブカテゴリーとを対応付け
て記憶する。商品情報部１４４は、ＰＯＳ端末１で一取引において商品を販売するために
商品登録処理の一環として、商品の商品情報を記憶する。商品登録処理とは、入力された
商品コード等に基づいて、後述する商品マスタから商品情報を読み出して商品情報部１４
４に記憶することをいう。
【００１３】
　また、データバス１５には、コントローラ１６を介して、表示部１７と操作部１８と印
字部１９と読取部２０が接続されている。表示部１７は、例えば液晶表示器であり、情報
を表示する。操作部１８は、種々の操作をするキーを備えたキーボードである。実施形態
では、表示部１７上に設けられたタッチパネルを操作部１８にも含む。印字部１９は、例
えばサーマルヘッドによってロール状のサーマル紙に商品情報や決済情報を印字してレシ
ートを作成する。読取部２０は、商品に付されたバーコード等のシンボルに含まれる商品
コードを光学的に読取る。
【００１４】
　また、データバス１５には、通信部２１が接続されている。通信部２１は、図示しない
通信回線を介して上位サーバ等と電気的に接続している。また、データバス１５には、例
えば水晶発振器を備えたタイマー２２が接続されている。タイマー２２は、現在の時刻を
計時する。
【００１５】
　次に、カテゴリーとサブカテゴリーについて説明する。カテゴリーとは、商品を同じ種
類に区分する最も上位の分類をいう。サブカテゴリーとは、当該カテゴリーに区分された
商品を、さらに下位概念の複数に区分した分類をいう。例えば、新聞を例に説明すると、
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新聞には、毎日発行される朝刊紙や夕刊紙、一週間に１回程度発行される週旬刊紙、不定
期に発行される臨時号等がある。この場合、「新聞」がカテゴリーであり、「朝刊紙」「
夕刊紙」「週旬刊紙」「臨時号」がサブカテゴリーである。店舗で販売されるすべての新
聞は、「新聞」のカテゴリーに分類されるとともに、「朝刊紙」「夕刊紙」「週旬刊紙」
「臨時号」の何れかのサブカテゴリーに分類される。
【００１６】
　次に、図２を用いて、商品マスタ１４２に記憶されたカテゴリーとサブカテゴリーにつ
いて説明する。図２において、商品マスタ１４２は、カテゴリーコード部１４２１、カテ
ゴリー名称部１４２２、サブカテゴリーフラグ部１４２３を備えている。カテゴリーコー
ド部１４２１は、カテゴリーを特定するカテゴリーコードが記憶される。カテゴリーコー
ド部１４２１は、商品を区分するカテゴリーの数だけ存在し、それぞれのカテゴリーコー
ド部１４２１に、別々のカテゴリーコードを記憶する。カテゴリー名称部１４２２は、カ
テゴリーコード部１４２１に記憶されたカテゴリーコードで特定されるカテゴリーの名称
を記憶する。サブカテゴリーフラグ部１４２３は、カテゴリーコードで特定されるカテゴ
リーにサブカテゴリーが存在するか否か（設定されているか否か）を示すサブカテゴリー
フラグを記憶する。サブカテゴリーフラグ部１４２３に記憶されたサブカテゴリーフラグ
が「１」の場合は、当該カテゴリーはサブカテゴリーが存在する（設定されている）。サ
ブカテゴリーフラグ部１４２３に記憶されたサブカテゴリーフラグが「０」の場合は、当
該カテゴリーはサブカテゴリーが存在しない。
【００１７】
　実施形態では、カテゴリーコード部１４２１には、カテゴリー「新聞」を特定するカテ
ゴリーコードが記憶されている。また、カテゴリー名称部１４２２には、カテゴリー名称
「新聞」が記憶されている。サブカテゴリーフラグ部１４２３には、サブカテゴリーフラ
グ「１」が記憶されている。
【００１８】
　また、商品マスタ１４２は、カテゴリーコード部１４２１に記憶された各カテゴリーコ
ードに対応して、サブカテゴリーコード部１４２４、サブカテゴリー名称部１４２５を備
えている。サブカテゴリーコード部１４２４は、サブカテゴリーフラグ「１」が記憶され
ている場合に、当該カテゴリーの下位概念に区分されるサブカテゴリーを特定するサブカ
テゴリーコードが記憶される。サブカテゴリー名称部１４２５は、サブカテゴリーコード
部１４２４に記憶されたサブカテゴリーコードで特定されるサブカテゴリーの名称を記憶
する。
【００１９】
　実施形態の場合、カテゴリー「新聞」には、「朝刊紙」「夕刊紙」「週旬刊紙」「臨時
号」の４つのサブカテゴリーが存在する。サブカテゴリーコード部１４２４ａには、「朝
刊紙」のサブカテゴリーを特定するサブカテゴリーコードが記憶される。また、サブカテ
ゴリー名称部１４２５ａには、サブカテゴリー名称「朝刊紙」が記憶される。サブカテゴ
リーコード部１４２４ｂには、「夕刊紙」のサブカテゴリーを特定するサブカテゴリーコ
ードが記憶される。また、サブカテゴリー名称部１４２５ｂには、サブカテゴリー名称「
夕刊紙」が記憶される。サブカテゴリーコード部１４２４ｃには、「週旬刊紙」のサブカ
テゴリーを特定するサブカテゴリーコードが記憶される。また、サブカテゴリー名称部１
４２５ｃには、サブカテゴリー名称「週旬刊紙」が記憶される。サブカテゴリーコード部
１４２４ｄには、「臨時号」のサブカテゴリーを特定するサブカテゴリーコードが記憶さ
れる。また、サブカテゴリー名称部１４２５ｄには、サブカテゴリー名称「臨時号」が記
憶される。
【００２０】
　実施形態では、サブカテゴリーコード部１４２４ａとサブカテゴリーコード部１４２４
ｂに記憶されているサブカテゴリーコードに対応したサブカテゴリーが特定のサブカテゴ
リーである。日常的にあるいは特定時間帯によく売れる商品が属するサブカテゴリー（例
えば「朝刊紙」や「夕刊紙」）を特定のサブカテゴリーとする。また、実施形態では、サ
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ブカテゴリーコード部１４２４ｃとサブカテゴリーコード部１４２４ｄに記憶されている
サブカテゴリーコードに対応したサブカテゴリーが特殊のサブカテゴリーである。あまり
売れない商品が属するサブカテゴリー（例えば「週旬刊紙」や「臨時号」）を特殊なサブ
カテゴリーとする。
【００２１】
　また、商品マスタ１４２は、サブカテゴリーコード部１４２４に記憶された各サブカテ
ゴリーコードのうち、特殊のサブカテゴリーコードを除くサブカテゴリーコードに対応し
て、直近フラグ部１４２６を記憶している。直近フラグ部１４２６は、当該サブカテゴリ
ーに区分された商品が直近に販売されたか否かを示す直近フラグを記憶する。直近フラグ
が「１」の場合、当該サブカテゴリーに区分された商品が直近に販売されたことを示す。
直近フラグが「０」の場合、当該サブカテゴリーに区分された商品が直近には販売されて
いないことを示す。
【００２２】
　実施形態の場合、サブカテゴリーコード部１４２４ａに記憶されたサブカテゴリーコー
ド（すなわち、サブカテゴリー「朝刊紙」）に対応して直近フラグ部１４２６ａが設けら
れている。また、サブカテゴリーコード部１４２４ｂに記憶されたサブカテゴリーコード
（すなわち、サブカテゴリー「夕刊紙」）に対応して直近フラグ部１４２６ｂが設けられ
ている。
【００２３】
　週旬刊紙と臨時号は、それほど販売数が多くなく、またよく売れる時間帯もない。その
ため、サブカテゴリーコード部１４２４ｃに記憶されたサブカテゴリーコード（すなわち
、サブカテゴリー名称「週旬刊紙」）のサブカテゴリーと、サブカテゴリーコード部１４
２４ｄに記憶されたサブカテゴリーコード（すなわち、サブカテゴリー名称「臨時号」）
のサブカテゴリーは、特殊なサブカテゴリーであるとして、直近フラグ部１４２６が設け
られていない。
【００２４】
　そして、直近に販売された新聞が、サブカテゴリー「朝刊紙」またはサブカテゴリー「
夕刊紙」に区分された新聞の場合、当該新聞が属するサブカテゴリーの直近フラグが「１
」にセットされる。例えば、サブカテゴリー「朝刊紙」に区分された新聞が販売された場
合、サブカテゴリー「朝刊紙」に対応した直近フラグ部１４２６ａに直近フラグに「１」
がセットされる。その後に、サブカテゴリー「夕刊紙」に区分された新聞が販売された場
合、サブカテゴリー「朝刊紙」に対応した直近フラグ部１４２６ａに直近フラグが「０」
にセットされ、代わりにサブカテゴリー「夕刊紙」に対応した直近フラグ部１４２６ｂに
直近フラグが「１」にセットされる。
【００２５】
　ところが、サブカテゴリー「週旬刊紙」とサブカテゴリー「臨時号」は、特殊のサブカ
テゴリーであり、これらのサブカテゴリーに区分された商品が直近に販売された場合には
、直近フラグ「１」が記憶されない。例えば、サブカテゴリー「朝刊紙」に対応した直近
フラグ部１４２６ａに直近フラグに「１」がセットされている状態でサブカテゴリー「週
旬刊紙」に区分された商品が販売された場合、サブカテゴリー「朝刊紙」に対応した直近
フラグ部１４２６ａの直近フラグは「１」のままであり、サブカテゴリー「週旬刊紙」に
対応した直近フラグ部１４２６には直近フラグが「１」にセットされない。このように、
サブカテゴリー「週旬刊紙」とサブカテゴリー「臨時号」に区分された商品を直近に販売
した場合は、サブカテゴリー「朝刊紙」またはサブカテゴリー「夕刊紙」において記憶さ
れている直近フラグがそのまま記憶されている。
【００２６】
　次に、図３を用いて、商品マスタ１４２に記憶されたテーブル１４２８について説明す
る。テーブル１４２８は、カテゴリーの下位概念のサブカテゴリーが存在しない場合（す
なわち、サブカテゴリーフラグ部１４２３にサブカテゴリーフラグ「０」が記憶されてい
る場合）の、カテゴリーと当該カテゴリーに属する商品の関係を示す。図３において、テ
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ーブル１４２８は、カテゴリーを特定するカテゴリーコードを記憶するカテゴリーコード
部１４２８ａを備える。また、テーブル１４２８は、カテゴリーコード部１４２８ａに記
憶されたカテゴリーコードで特定されるカテゴリーに属するすべての商品の各種情報を記
憶する商品コード部１４２８ｂ、商品名部１４２８ｃ、単価部１４２８ｄ、属性情報部１
４２８ｅ、ボタン画像部１４２８ｆを備える。商品コード部１４２８ｂは、カテゴリーコ
ードで特定されるカテゴリーに属する商品を特定する商品コードを記憶する。商品名部１
４２８ｃは、商品コードで特定される商品の商品名を記憶する。単価部１４２８ｄは、商
品コードで特定される商品の単価を記憶する。属性情報部１４２８ｅは、商品コードで特
定される商品の属性情報（例えば、産地情報や商品の税区分情報）を記憶する。ボタン画
像部１４２８ｆは、店員が、表示部１７に表示される、当該商品を指定するための操作ボ
タンの画像情報を記憶する。
【００２７】
　次に、図４を用いて、商品マスタ１４２に記憶されたテーブル１４２９について説明す
る。テーブル１４２９は、カテゴリーにサブカテゴリーが存在する場合（すなわち、サブ
カテゴリーフラグ部１４２３にサブカテゴリーフラグ「１」が記憶されている場合）の、
カテゴリーと、当該カテゴリーに区分された商品の関係を示す。図４において、テーブル
１４２９は、サブカテゴリーを特定するサブカテゴリーコードを記憶するサブカテゴリー
コード部１４２９ａを備える。また、テーブル１４２９は、当該サブカテゴリーの上位概
念であるカテゴリーを特定するカテゴリーコードを記憶するカテゴリーコード部１４２９
ｂを備える。
【００２８】
　また、テーブル１４２９は、サブカテゴリーコード部１４２９ａに記憶されたサブカテ
ゴリーコードで特定されるサブカテゴリーに属するすべての商品の各種情報を記憶する商
品コード部１４２９ｃ、商品名部１４２９ｄ、単価部１４２９ｅ、属性情報部１４２９ｆ
、ボタン画像部１４２９ｇを備える。商品コード部１４２９ｃは、サブカテゴリーコード
で特定されるサブカテゴリーに属する商品を特定する商品コードを記憶する。商品名部１
４２９ｄは、商品コードで特定される商品の商品名を記憶する。単価部１４２９ｅは、商
品コードで特定される商品の単価を記憶する。属性情報部１４２９ｆは、商品コードで特
定される商品の属性情報（例えば、産地情報や商品の税情報）を記憶する。ボタン画像部
１４２９ｇは、店員が、表示部１７に表示される商品をタッチして、当該商品を指定する
ための操作ボタンの画像情報を記憶する。
【００２９】
　次に、図５を用いて、時間帯マスタ１４３について説明する。時間帯マスタ１４３は、
カテゴリーを特定するカテゴリーコードを記憶するカテゴリーコード部１４３１、特定の
時間帯を記憶する特定時間帯部１４３２、特定時間帯部１４３２に記憶された特定の時間
帯に関連して記憶された特定のサブカテゴリーのサブカテゴリーコードを記憶するサブカ
テゴリーコード部１４３３を有する。
【００３０】
　実施形態で、カテゴリーが「新聞」である場合、特定時間帯部１４３２には、夕刊紙が
最も売れる時間帯として１８時～２０時を記憶している。そして、対応するサブカテゴリ
ーコード部１４３３には、サブカテゴリー「夕刊紙」を示すサブカテゴリーコードが記憶
されている。
【００３１】
　続いて、図６～図１１を用いて、ＰＯＳ端末１の制御処理について説明する。図６は、
ＰＯＳ端末１の機能構成を示す機能ブロック図である。制御部１００が、ＲＯＭ１２やメ
モリ部１４に記憶された制御プログラム１４１を含む各種プログラムに従うことで、サブ
カテゴリー記憶手段１０１、第１販売対象表示手段１０２、第２販売対象表示手段１０３
を機能させる。
【００３２】
　サブカテゴリー記憶手段１０１は、商品のカテゴリーを細分化した複数のサブカテゴリ
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ー別に商品の情報を記憶した記憶部に、直近に販売した商品が属するサブカテゴリーをカ
テゴリー別に記憶する機能を有する。
【００３３】
　第１販売対象表示手段１０２は、サブカテゴリー記憶手段１０１によって直近に販売し
た商品が属するサブカテゴリーが記憶部に記憶されている場合に、当該サブカテゴリーに
含まれるすべての商品の情報を表示する機能を有する。
【００３４】
　カテゴリー指定手段１０３は、カテゴリーを指定する機能を有する。
【００３５】
　第２販売対象表示手段１０３は、特定の期間の場合、第１販売対象表示手段１０１によ
る商品の情報の表示に代えて、当該特定の期間と関連付けられて記憶部に記憶されたサブ
カテゴリーに含まれるすべての商品の情報を表示する機能を有する。
【００３６】
　バーコードが付された商品については、店員は、読取部２０からバーコードに含まれる
商品コードを読み取る。ＰＯＳ端末１は、読み取った商品コードに基づいて商品登録処理
を行う。また、バーコードが付されていない商品については、店員は、商品を指定する商
品ボタンを表示部１７に表示させ、表示した商品ボタンに対応して設けられたタッチパネ
ル（操作部１８）を操作（以降、簡略して「商品ボタンを操作する」という）して商品を
指定する。ＰＯＳ端末１は、指定された商品の商品登録処理を行う。
【００３７】
　図７と図８は、店員の操作に伴う、ＰＯＳ端末１の制御処理の流れを示すフローチャー
トである。図７において、制御部１００は、商品登録処理を実行するための初期登録画面
を表示する（Ｓ１１）。図９に、初期画面１７ａの一例を示す。初期画面１７ａは、カテ
ゴリー部１７１、購入商品部１７２、合計金額部１７３を有する。カテゴリー部１７１は
、初期画面１７ａの下部に表示され、バーコードが付されていない商品を区分するカテゴ
リーを指定するカテゴリーボタンを表示する。実施形態では、バーコードが付されていな
い商品が、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」「新聞」「Ｅ」の６種類のカテゴリーに区分されて
おり、カテゴリー部１７１には、これらのカテゴリーのいずれかを指定するためのカテゴ
リーボタンが表示されている。購入商品部１７２は、初期画面１７ａの上部に表示され、
商品登録処理した商品の商品情報（商品名、単価、数量、金額、税区分）を表示する。合
計金額部１７３は、初期画面１７ａの中央部に表示され、商品登録処理した商品の合計金
額を表示する。
【００３８】
　次に制御部１００は、読取部２０によって商品に付された商品コードを読み取ったか否
かを判断する（Ｓ１２）。読み取ったと判断した場合は（Ｓ１２のＹｅｓ）、制御部１０
０は、読み取った商品コードに基づいて商品マスタ１４２から商品情報を読み出して商品
情報部１４４に記憶する商品登録処理を実行する（Ｓ１３）。そして制御部１００は、商
品登録処理した商品の商品情報を購入商品部１７２に表示し、合計金額を合計金額部１７
３に表示した登録画面を表示する（Ｓ１４）。そして制御部１００は、Ｓ１２に戻る。
【００３９】
　また、商品コードを読み取っていないと判断した場合は（Ｓ１２のＮｏ）、制御部１０
０（カテゴリー指定手段１０３）は、表示部１７のカテゴリー部１７１に表示されたいず
れかのカテゴリーボタンが操作されて、特定のカテゴリーが指定されたか否かを判断する
（Ｓ２１）。特定のカテゴリーが指定されたと判断した場合は（Ｓ２１のＹｅｓ）、制御
部１００は、指定されたカテゴリーのカテゴリーボタンの色を黄色に変更し、当該カテゴ
リーが指定されたことを表示する（Ｓ２２）。
【００４０】
　次に制御部１００は、指定されたカテゴリーを下位概念化した複数のサブカテゴリーが
存在するか否かを判断する（Ｓ２３）。制御部１００は、商品マスタ１４２を参照して、
指定されたカテゴリーに対応したサブカテゴリーフラグ部１４２３に、サブカテゴリーフ
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ラグ「１」が記憶されている場合には、当該カテゴリーに複数のサブカテゴリーが存在す
ると判断する。
【００４１】
　サブカテゴリーが存在すると判断した場合は（Ｓ２３のＹｅｓ）、制御部１００は、図
８に示すサブカテゴリー処理を実行する（Ｓ２４）。また、サブカテゴリーが存在しない
と判断した場合は（Ｓ２３のＮｏ）、制御部１００は、指定されたカテゴリーに対応した
テーブル１４２８を参照して、当該カテゴリーに区分されたすべての商品をそれぞれ指定
するための商品ボタンの画像をボタン画像部１４２８ｆから読み出して、表示部１７に個
々に表示する（Ｓ３１）。
【００４２】
　次に制御部１００は、表示されたいずれかの商品ボタンが操作されていずれかの商品が
指定されたか否かを判断する（Ｓ３２）。指定されるまで待機し（Ｓ３２のＮｏ）、いず
れかの商品が指定されたと判断した場合は（Ｓ３２のＹｅｓ）、制御部１００は、指定さ
れた商品について商品登録処理を実行する（Ｓ３３）。そして制御部１００は、商品登録
処理された商品の商品情報を購入商品部１７２に表示し、合計金額を合計金額部１７３に
表示した登録画面を表示する（Ｓ３４）。そして制御部１００は、Ｓ１２に戻る。
【００４３】
　また、特定のカテゴリーが指定されていないと判断した場合は（Ｓ２１のＮｏ）、制御
部１００はＳ１２に戻る。
【００４４】
　次に、図８を用いて、制御部１００が実行するＳ２４のサブカテゴリー処理について説
明する。Ｓ２３においてサブカテゴリーが存在すると判断した場合は（Ｓ２３のＹｅｓ）
、制御部１００は、存在するサブカテゴリーの中のいずれかの特定のサブカテゴリーの直
近フラグ部１４２６に、直近フラグ「１」が記憶されているか否かを判断する（Ｓ５１）
。
【００４５】
　直近フラグ「１」が記憶されていると判断した場合は（Ｓ５１のＹｅｓ）、次に制御部
１００は、タイマー２２が計時した現在の時刻が特定の時間帯に含まれるか否かを判断す
る（Ｓ５２）。制御部１００は、タイマー２２が計時した現在の時刻が、指定されたカテ
ゴリーで特定される特定時間帯部１４３２に記憶された時間帯に含まれる場合、現在の時
刻は特定の時間帯に含まれていると判断する。
【００４６】
　現在の時刻が特定の時間帯に含まれていないと判断した場合は（Ｓ５２のＮｏ）、次に
制御部１００は、Ｓ２１で指定したカテゴリーの下位概念のサブカテゴリーを指定するサ
ブカテゴリーボタンを表示する。そして制御部１００は、表示したサブカテゴリーボタン
のうち、Ｓ５１で直近フラグ部１４２６に直近フラグ「１」が記憶されているサブカテゴ
リーのサブカテゴリーボタンの色を、他のサブカテゴリーボタンの色と視覚的に区別した
黄色で表示する（Ｓ５３）。そして制御部１００（第１販売対象表示手段１０２）は、黄
色で表示されたサブカテゴリーボタンのサブカテゴリーに属する商品を指定する商品ボタ
ンを個々に表示する（Ｓ５４）。
【００４７】
　すなわち、制御部１００は、Ｓ５２のＮｏの場合、指定されたカテゴリーの下位概念の
複数のサブカテゴリーのうち、直近に販売された商品が属するサブカテゴリーに区分され
た商品を指定する商品ボタンを個々に表示する。
【００４８】
　図１０に、Ｓ５４で表示された商品指定画面７１ｂを示す。図１０において、商品指定
画面７１ｂは、カテゴリー部１７１、サブカテゴリー部１７４、商品ボタン部１７５、合
計金額部１７６、入力中止ボタン１７８を表示する。カテゴリー部１７１は、商品指定画
面７１ｂの下部に表示され、バーコードが付されていない商品が属するカテゴリーを指定
するカテゴリーボタンを個々に表示する。実施形態では、前述と同様に、「Ａ」「Ｂ」「
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Ｃ」「Ｄ」「新聞」「Ｅ」の６種類のカテゴリーのいずれかを指定するためのカテゴリー
ボタンが表示されている。なお、実施形態では、操作されたカテゴリーボタン「新聞」１
７１１のが、操作された状態に表示され、かつ他のカテゴリーボタンの色と視覚的に区別
した黄色で表示されている。これによって、カテゴリー「新聞」が指定されたことを示す
。
【００４９】
　また、サブカテゴリー部１７４は、指定されたカテゴリーの下位概念のサブカテゴリー
を指定するためのサブカテゴリーボタンが表示される。実施形態では、「朝刊紙」「夕刊
紙」「週旬刊紙」「臨時号」の各サブカテゴリーを指定するためのサブカテゴリーボタン
が表示されている。そして、実施形態では、Ｓ５３において、直近フラグ部１４２６に直
近フラグ「１」が記憶されているサブカテゴリー「夕刊紙」のサブカテゴリーボタン１７
４１が操作された状態に表示され、かつ他のカテゴリーボタンの色と視覚的に区別した黄
色で表示されている。
【００５０】
　商品ボタン部１７５は、指定されたサブカテゴリーに属する商品を指定する商品ボタン
を表示する。実施形態では、サブカテゴリー「夕刊紙」に属するＡ紙～Ｓ紙を指定するた
めの１９個の商品ボタン（商品の情報）が表示されている。合計金額部１７６は、今まで
に商品登録処理された商品の合計金額を表示する。実施形態では、未だ商品登録処理した
商品がないため、「０円」が表示されている。入力中止ボタン１７８は、商品登録処理の
操作を途中で中止する場合に操作する。
【００５１】
　図８の説明に戻る。続いて制御部１００は、商品ボタン部１７５に表示された商品ボタ
ンが操作されていずれかの商品が指定されたか否かを判断する（Ｓ５５）。指定されるま
で待機し（Ｓ５５のＮｏ）、指定されたと判断した場合は（Ｓ５５のＹｅｓ）、制御部１
００は、指定された商品について商品登録処理を実行する（Ｓ５６）。そして、商品登録
処理した商品の商品情報を購入商品部１７２に表示し、また合計金額を合計金額部１７３
に表示した登録画面を表示する（Ｓ５７）。
【００５２】
　図１１に、Ｓ５７で表示した登録画面１７ｃを示す。実施形態において、Ｓ５５でサブ
カテゴリー「夕刊紙」に属する「Ａ紙」が指定された場合、図１１において、購入商品部
１７２には、「Ａ紙」の商品情報１７２ｃが表示されている。また、合計金額部１７３に
は、合計金額が表示されている。
【００５３】
　次に制御部１００は、Ｓ５６で商品登録処理した商品が属するサブカテゴリーを調査す
る（Ｓ５８）。そして制御部１００は、調査した結果抽出されたサブカテゴリーが、あま
り売れない商品が属する特殊なサブカテゴリーであるか否かを判断する（Ｓ５９）。特殊
なサブカテゴリーではないと判断した場合は（Ｓ５９のＮｏ）、制御部１００（サブカテ
ゴリー記憶手段１０１）は、抽出したサブカテゴリーに対応する直近フラグ部１４２６の
直近フラグを「１」にセットする（Ｓ６０）。そして、抽出したサブカテゴリー以外のサ
ブカテゴリーに対応する他の直近フラグ部１４２６の直近フラグを「０」にセットする（
Ｓ６１）。そして制御部１００は、Ｓ１２に戻る。
【００５４】
　一方、特殊なサブカテゴリーであると判断した場合は（Ｓ５９のＹｅｓ）、制御部１０
０は、Ｓ１２へ戻る。この場合、制御部１００は、直近フラグ部１４２６に記憶されてい
る直近フラグをそのまま維持する。
【００５５】
　また、Ｓ５２において、タイマー２２が計時した現在の時刻が特定の時間帯に含まれる
と判断した場合は（Ｓ５２のＹｅｓ）、制御部１００は、Ｓ２１で指定されたカテゴリー
の下位概念のサブカテゴリーを示すサブカテゴリーボタンを表示する。そして制御部１０
０は、時間帯マスタ１４３を参照し、特定の時間帯に対応してサブカテゴリーコード部１
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４３３に記憶されているサブカテゴリーコードが示すサブカテゴリーのサブカテゴリーボ
タンの色を、他のサブカテゴリーボタンの色と視覚的に区別した黄色で表示する（Ｓ７１
）。そして制御部１００（第２販売対象表示手段１０３）は、黄色で表示されたサブカテ
ゴリーボタンのサブカテゴリーに属する商品を指定する商品ボタンを個々に表示する（Ｓ
７２）。そして制御部１００は、Ｓ５５以降を実行する。
【００５６】
　また、Ｓ５１において、直近フラグ部１４２６に直近フラグが記憶されているサブカテ
ゴリーが存在しないと判断した場合は（Ｓ５１のＮｏ）、制御部１００は、Ｓ２１で指定
されたカテゴリーの下位概念のサブカテゴリーを示すサブカテゴリーボタンを個々に表示
する（Ｓ８１）。そして制御部１００は、表示されたサブカテゴリーボタンのいずれかが
操作され、サブカテゴリーが指定されたか否かを判断する（Ｓ８２）。指定されるまで待
機し（Ｓ８２のＮｏ）、指定されたと判断した場合は（Ｓ８２のＹｅｓ）、制御部１００
は、指定されたサブカテゴリーのサブカテゴリーボタンの色を、他のサブカテゴリーボタ
ンの色と視覚的に区別した黄色で表示する（Ｓ８３）。そして制御部１００は、Ｓ５４以
降を実行する。
【００５７】
　このような実施形態によれば、ＰＯＳ端末１は、カテゴリーが指定されると、直近に販
売された商品が属するサブカテゴリーに区分された商品の商品ボタンを個々に表示する。
例えば、朝刊紙は終日よく売れるため、ＰＯＳ端末１は、カテゴリー「新聞」が指定され
ると、夕方まではサブカテゴリー「朝刊紙」に区分された商品を表示する。そして、夕方
になって夕刊紙がよく売れると、ＰＯＳ端末１は、カテゴリー「新聞」が指定されると、
自動的にサブカテゴリー「夕刊紙」に区分された商品を表示する。そのため、店員は、朝
刊紙および夕刊紙を販売する場合に、カテゴリーおよびサブカテゴリーを順次指定して商
品ボタンを表示させる操作をする必要がなく、顧客が集中する時間帯であっても顧客を待
たせることがない。また、店員は、毎回サブカテゴリーを指定する操作を行わなくてよく
、ＰＯＳ端末１を操作する店員の負担を軽減することができる。
【００５８】
　また、夕刊紙が最も売れる特定の時間帯に商品のカテゴリーが指定されると、関連付け
された特定のサブカテゴリーに属する商品の商品ボタンを個々に表示する。そのため、店
員は、カテゴリーおよびサブカテゴリーを順次指定して商品を表示させる必要がなく、特
定の時間帯であっても顧客を待たせることがない。また、店員は、サブカテゴリーを指定
する操作を行わなくてよく、ＰＯＳ端末１を操作する店員の負担を軽減することができる
。
【００５９】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したものであり
、発明の範囲を限定することは意図していない。この実施形態は、その他の様々な形態で
実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、
変更、組み合わせを行うことができる。この実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【００６０】
　例えば、実施形態では、カテゴリー部１７１に表示されたカテゴリーボタンを操作して
カテゴリーが指定された場合に、直近に販売された商品が属するサブカテゴリーに含まれ
るすべての商品の情報を表示するようにしたが、カテゴリーボタンの操作は必須な要件で
はない。例えば「Ａ紙」を購入した際に、図１１の下部（例えばカテゴリー部１７１の直
上部）に、「Ａ紙」が属するサブカテゴリーに含まれるすべての商品の情報を表示するよ
うにしてもよい。この場合、図１１の画面において、表示された商品を指定することがで
きる。
【００６１】
　また、実施形態では、販売時間帯に関係なく、直近に販売された商品が属するサブカテ
ゴリーに区分されたすべての商品の商品ボタンを表示させるようにしたが、販売時間帯を
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特定して、当該時間帯内では、直近に販売された商品が属するサブカテゴリーに区分され
たすべての商品の商品ボタンを表示させるようにしてもよい。
【００６２】
　また、実施形態では、記憶部である商品マスタ１４２をＰＯＳ端末１が備えているとし
て説明したが、商品マスタ１４２は例えばＰＯＳ端末１の上位コンピュータ等が記憶して
いてもよい。
【００６３】
　また、実施形態では、一日の特定の時間帯を期間として説明したが、期間は、日にち単
位や週単位等のスパンであってもよい。例えば、ある催しを開催している期間であっても
よい。
【００６４】
　また、実施形態では、商品を販売対象として説明したが、販売対象は、例えばサービス
のような商品以外であってもよい。さらに、ＰＯＳ端末１を販売データ処理装置として説
明したが、販売データ処理装置は、ＰＯＳ端末１以外の装置（例えばＥＣＲ（Electric　
Cash　Resister）であってもよい。
【００６５】
　なお、実施形態のＰＯＳ端末１で実行されるプログラムは、インストール可能な形式ま
たは実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（FD）、ＣＤ－Ｒ
、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disc）等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記
録されて提供される。
【００６６】
　また、実施形態のＰＯＳ端末１で実行されるプログラムを、インターネット等のネット
ワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせるこ
とにより提供するように構成してもよい。また、実施形態のＰＯＳ端末１で実行されるプ
ログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構成しても
よい。
【００６７】
　また、実施形態のＰＯＳ端末１で実行されるプログラムを、ＲＯＭ等に予め組み込んで
提供するように構成してもよい。
【符号の説明】
【００６８】
　１　ＰＯＳ端末
　１７　表示部
　１８　操作部
　２２　タイマー
　１００　制御部
　１０１　サブカテゴリー記憶手段
　１０２　第１販売対象表示手段
　１０３　カテゴリー指定手段
　１０４　第２販売対象表示手段
　１４２　商品マスタ
　１４３　時間帯マスタ
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６９】
【特許文献１】特開２００４－０８６２４２号公報
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