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(57)【要約】
【課題】発行された電子レシートを効率的に管理する電
子レシート管理システム等を提供する。
【解決手段】センター３のＷｅｂサーバ５は、変換テー
ブルプログラムをネットワーク２３を介して店舗１２の
ＰＯＳ１３に配信する。利用者８が店舗１２で商品等を
購入し、携帯端末９あるいはＩＣカード１１をＰＯＳ１
３に接続されたＲ／Ｗ１５にかざすと、ＰＯＳ１３は非
接触通信により携帯端末９あるいはＩＣカード１１にレ
シート情報を送信し、書き込みを行う。利用者８は、自
宅１７で携帯端末９あるいはＩＣカード１１をＰＣ１９
に接続されたＲ／Ｗ２１にかざし、Ｒ／Ｗ２１はレシー
ト情報６２ｃあるいは６２ｄを読み取ってＰＣ１９に送
信する。利用者８は、ＰＣ１９からネットワーク２３を
介して、レシート情報６２ｅをセンター３のＷｅｂサー
バ５に送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバと、店舗等に設置されるレジ端末とがネットワークを介して接続される電子レシ
ート管理システムであって、
　前記サーバは、
　前記レジ端末に、第１のレシート情報を汎用化フォーマットに変換するための変換テー
ブルプログラムを配信する配信手段、
を有し、
　前記レジ端末は、
　前記変換テーブルプログラムを用いて、前記第１のレシート情報から第２のレシート情
報を生成する生成手段と、
　携帯端末に装着されたＩＣチップのメモリ、および／または携帯端末のメモリに前記第
２のレシート情報を書き込む書込手段と、
を有することを特徴とする電子レシート管理システム。
【請求項２】
　前記レジ端末が有する書込手段は、更に、ＩＣカードのメモリに前記第２のレシート情
報を書き込むことを特徴とする請求項１記載の電子レシート管理システム。
【請求項３】
　前記レジ端末が有する書込手段は、前記第２のレシート情報の中から選定したデータ項
目を書き込むことを特徴とする請求項１記載の電子レシート管理システム。
【請求項４】
　前記レジ端末が有する書込手段は、更に、前記第２のレシート情報の文字データを記号
データに変換し、書き込むことを特徴とする請求項１記載の電子レシート管理システム。
【請求項５】
　前記レジ端末が有する書込手段は、更に、前記携帯端末がＩＣチップ媒介通信が可能か
どうか判定し、ＩＣチップ媒介通信が可能な場合、携帯端末のメモリに前記第２のレシー
ト情報を送信することを特徴とする請求項１記載の電子レシート管理システム。
【請求項６】
　前記携帯端末は、前記第２のレシート情報を表示する機能を有することを特徴とする請
求項１記載の電子レシート管理システム。
【請求項７】
　サーバと、ネットワークを介して接続される店舗等に設置されるレジ端末であって、
　第１のレシート情報を汎用化フォーマットに変換するための変換テーブルプログラムを
用いて、前記第１のレシート情報から第２のレシート情報を生成する生成手段と、
　携帯端末に装着されたＩＣチップのメモリ、および／または携帯端末のメモリに前記第
２のレシート情報を書き込む書込手段と、
を有することを特徴とするレジ端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子レシートを管理する電子レシート管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、店舗で商品を販売した時、紙媒体レシートを利用者に対して発行している。利用
者は、紙媒体レシートにより決済記録が適切であることを確認すると共に、紙媒体レシー
トに記入された購入金額を集計して家計簿等に記入し、家計管理のための情報として使用
することができる。
　しかしながら、紙媒体レシートの場合、家計簿等に記入するまでその紙媒体レシートを
保持する必要がある。また、決済記録を家計簿等に記入後、紙媒体レシートは不要となり
、ゴミとして捨てられる。また、紙媒体レシートに記載されている大量の情報を家計簿等
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に転記したり、購入金額等を電卓に打ち込んで集計する作業は煩雑である。
【０００３】
　近年、紙媒体レシートに変わって、決済記録を電子データとして携帯端末、ＩＣカード
等に送信することにより、携帯端末のディスプレイに決済記録を表示させることができる
。更に、携帯端末、ＩＣカード等からパソコン等、他の情報機器に送信することにより毎
月の家計の計算処理を行わせることができる。
【０００４】
　また、特許文献１では、レジでの精算作業の流れに従って、購入客の受信時の端末操作
なしで、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈや赤外線、非接触通信等、近距離無線通信により決済記録を
送受信し、家計簿サーバに登録するための領収書データ送受信方法が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－２１６０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の方法では、携帯端末あるいはＩＣカード等のＩＣチップを用いた
非接触通信により決済記録を送受信しようとする場合、非接触通信のためのメモリ領域は
比較的小さいため大量の決済記録を保存することは難しく、決済記録を家計簿サーバに登
録する処理を利用者が怠ると、新たに店舗で商品を購入してもメモリ不足のために決済記
録を受信することができないという可能性がある。また、近年普及している非接触通信用
のＩＣカードや携帯端末を利用して同様の決済記録送受信を行おうとした場合、お互いの
メモリ領域の違いのため、決済記録送受信の運用効率に弊害が出てしまう可能性がある。
【０００６】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、非接触
通信を用いることにより、発行された電子レシートを効率的に管理する電子レシート管理
システム等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述した目的を達成するために第１の発明は、サーバと、店舗等に設置されるレジ端末
とがネットワークを介して接続される電子レシート管理システムであって、前記サーバは
、前記レジ端末に、第１のレシート情報を汎用化フォーマットに変換するための変換テー
ブルプログラムを配信する配信手段、を有し、前記レジ端末は、前記変換テーブルプログ
ラムを用いて、第１のレシート情報から第２のレシート情報を生成する生成手段と、携帯
端末に装着されたＩＣチップのメモリ、および／または携帯端末のメモリにシート情報を
書き込む書込手段と、を有することを特徴とする電子レシート管理システムである。
【０００８】
　前記レジ端末が有する書込手段は、更に、ＩＣカードのメモリに前記第２のレシート情
報を書き込む。
　前記レジ端末が有する書込手段は、前記第２のレシート情報の中から選定したデータ項
目を書き込む。また、前記レジ端末が有する書込手段は、更に、前記第２のレシート情報
の文字データを記号データに変換し、書き込む。
　前記レジ端末が有する書込手段は、更に、前記携帯端末がＩＣチップ媒介通信が可能か
どうか判定し、ＩＣチップ媒介通信が可能な場合、携帯端末のメモリに前記第２のレシー
ト情報を送信する。ここで、ＩＣチップ媒介通信とは、レジ端末のリーダライタと携帯端
末とが、ＩＣチップを介して、データの送受信を行うことである。
　前記携帯端末は、前記第２のレシート情報を表示する機能を有する。
【０００９】
　第２の発明は、サーバと、ネットワークを介して接続される店舗等に設置されるレジ端
末であって、第１のレシート情報を汎用化フォーマットに変換するための変換テーブルプ
ログラムを用いて、前記第１のレシート情報から第２のレシート情報を生成する生成手段
と、携帯端末に装着されたＩＣチップのメモリ、および／または携帯端末のメモリに前記



(4) JP 2009-251982 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

第２のレシート情報を書き込む書込手段と、を有することを特徴とするレジ端末である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、非接触通信を用いることにより、発行された電子レシートを効率的に
管理する電子レシート管理システム等を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明に係る電子レシート管理システムの好適な実施
形態について詳細に説明する。
【００１２】
　最初に、図１を参照しながら、本実施の形態に係る電子レシート管理システム１につい
て説明する。
　図１は、電子レシート管理システム１の概要を示す図である。
【００１３】
　電子レシート管理システム１は、センター３のＷｅｂサーバ５、店舗１２に設置される
レジ端末であるＰＯＳ（Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　Ｓａｌｅ）１３、利用者８が所有する携帯端
末９が、インターネット等のネットワーク２３を介して接続されている。また、利用者８
の自宅１７に設置されるＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）１９も、ネットワ
ーク２３を介して他の装置と接続されている。尚、本発明における携帯端末は、携帯電話
やＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｔａｎｔ）等である。
【００１４】
　センター３のＷｅｂサーバ５は、ＡＳＰ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）事業者が管理するサーバである。Ｗｅｂサーバ５は、店舗１２のＰＯ
Ｓ１３にそれぞれが保持している独自フォーマットのレシート情報を一意で汎用的なレシ
ート情報に変換するためのプログラムを提供する。また、Ｗｅｂサーバ５は、利用者８の
携帯端末９あるいは自宅１７のＰＣ１９から送信されるレシート情報を受信し、ＰＣ１９
に対して家計簿Ｗｅｂアプリケーションの機能を提供する。
　Ｗｅｂサーバ５は、携帯端末９あるいはＰＣ１９から送信されるレシート情報を保持す
るためのＤＢサーバ７と接続されている。
【００１５】
　携帯端末９は、ＩＣチップを搭載している。携帯端末９あるいはＩＣカード１１は、電
子マネー、各種会員証、ポイントカード、ポイントカード機能付きクレジットカード、鉄
道やバス・旅客機の乗車券・航空券等の機能を持つことができる。利用者８は、携帯端末
９あるいはＩＣカード１１の電子マネーの機能を用いて、店舗１２でＰＯＳ１３のＲ／Ｗ
（リーダライタ）１５と通信することにより、商品購入代金を支払ったり、ポイントの付
与を受けたり、あるいは、レシート情報を受信したりする。
　携帯端末９は、基地局（図示しない）を介してネットワーク２３に接続し、センター３
のＷｅｂサーバ５とレシート情報等を通信する。
【００１６】
　利用者８は、自宅１７に設置されるＰＣ１９を用いて、ネットワーク２３を介してセン
ター３のＷｅｂサーバ５が提供する家計簿Ｗｅｂアプリケーションを利用することができ
る。利用者８は、携帯端末９あるいはＩＣカード１１を自宅のＰＣ１９に接続されたＲ／
Ｗ２１にかざすことにより、携帯端末９のＩＣチップあるいはＩＣカード１１内に格納さ
れているレシート情報を読み出し、ＰＣ１９に取り込み、ネットワーク２３を介してセン
ター３のＷｅｂサーバ５にレシート情報等を送ることもできる。
【００１７】
　次に、図２、３を参照しながら、Ｗｅｂサーバ５について説明する。
　図２は、Ｗｅｂサーバ５のハードウエア構成を示す図、図３は、Ｗｅｂサーバ５の記憶
装置３２の詳細を示す図である。尚、図２のハードウエア構成は一例であり、用途、目的
に応じて様々な構成を採ることが可能である。
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【００１８】
　Ｗｅｂサーバ５は、バス３８により相互接続された制御部３１、記憶装置３２、メディ
ア入出力部３３、入力部３４、印刷部３５、表示部３６、通信部３７等を有する。
【００１９】
　制御部３１は、プログラムの実行を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）と、プログラム命令あるいはデータ等を格納するためのＲＯＭ（Ｒｅａｄ
　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等
のメモリから構成される。制御部３１は、Ｗｅｂサーバ５全体の動作を制御する。
【００２０】
　記憶装置３２は、Ｗｅｂサーバ５の制御プログラム等の固定データ、各種データ等を格
納するための記憶媒体である。
　メディア入出力部３３は、ＣＤ－ＲＯＭ(Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅａｄ　Ｏｎ
ｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ)あるいはＣＤ－ＲＷ（ＣＤ－ＲｅＷｒｉｔａｂｌｅ）、フレキシブ
ルディスク、ＭＯ(Ｍａｇｎｅｔｏ　Ｏｐｔｉｃ　Ｄｉｓｃ)等の媒体のドライブで、媒体
からのデータの読み出しや、媒体へのデータの書き込みを行う。
【００２１】
　入力部３４は、キーボード、マウス等の入力装置である。
　印刷部３５はプリンタで、ユーザからの要求により必要な情報等の印刷を行う。
　表示部３６は、ＣＲＴあるいはＬＣＤ等の表示装置である。
　通信部３７は、通信制御装置、通信ポート等であり、ネットワーク２３を介し通信を制
御する。
【００２２】
　図３に示すように、Ｗｅｂサーバ５の記憶装置３２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）４１、家計簿Ｗｅｂアプリケーション４２、変換テーブルプログラム４３等
を保持する。
　ＯＳ４１は、Ｗｅｂサーバ５全体を制御するためのプログラムである。
　家計簿Ｗｅｂアプリケーション４２は、利用者８等からネットワーク２３を介して送信
したレシート情報をもとに家計簿の管理を行う。
　変換テーブルプログラム４３は、各企業が独自に決定しているレシート情報のフォーマ
ットを、単一の汎用的なフォーマット（以下、「汎用化フォーマット」という。）に変換
するためのプログラムである。変換テーブルプログラム４３は、ネットワーク２３を介し
て店舗１２のＰＯＳ１３に配信される。
【００２３】
　次に、図４、５、６を参照しながら、ＤＢサーバ７について説明する。
　図４は、ＤＢサーバ７のハードウエア構成を示す図、図５は、ＤＢサーバ７の記憶装置
５２の詳細を示す図、図６は、レシート情報６２のデータ項目の一例を示す図である。尚
、図４のハードウエア構成は一例であり、用途、目的に応じて様々な構成を採ることが可
能である。
【００２４】
　図４に示すように、ＤＢサーバ７は、バス５８により相互接続された制御部５１、記憶
装置５２、メディア入出力部５３、入力部５４、印刷部５５、表示部５６、通信部５７等
を有する。
【００２５】
　制御部５１は、プログラムの実行を行うＣＰＵと、プログラム命令あるいはデータ等を
格納するためのＲＯＭ、ＲＡＭ等のメモリから構成される。制御部５１は、ＤＢサーバ７
全体の動作を制御する。
【００２６】
　記憶装置５２は、ＤＢサーバ７の制御プログラム等の固定データ、各種データ等を格納
するための記憶媒体である。
　メディア入出力部５３は、ＣＤ－ＲＯＭあるいはＣＤ－ＲＷ、フレキシブルディスク、
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ＭＯ等の媒体のドライブで、媒体からのデータの読み出しや、媒体へのデータの書き込み
を行う。
【００２７】
　入力部５４は、キーボード、マウス等の入力装置である。
　印刷部５５はプリンタで、ユーザからの要求により必要な情報等の印刷を行う。
　表示部５６は、ＣＲＴあるいはＬＣＤ等の表示装置である。
　通信部５７は、通信制御装置、通信ポート等であり、ネットワーク２３を介し通信を制
御する。
【００２８】
　図５に示すように、ＤＢサーバ７の記憶装置５２は、ＯＳ６１、レシート情報６２ａ等
を有する。
　ＯＳ６１は、ＤＢサーバ７全体を制御するためのプログラムである。
　レシート情報６２ａは、利用者８の携帯端末９、あるいは、自宅１７のＰＣ１９からネ
ットワーク２３を介して送信されたレシート情報であり、利用者８ごとに管理されている
。レシート情報６２ｂのフォーマットは、例えば、レシート情報６２のフォーマットであ
る。
【００２９】
　図６は、汎用化フォーマットのレシート情報６２を示している。
　レシート情報６２は、店名７１、支店名７２、住所７３、電話番号７４、ＵＲＬ（Ｕｎ
ｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）７５、購入日時７６、商品名７７、商
品金額７８、購入個数７９、合計金額８０、今回ポイント８１、累計ポイント８２等を含
む。
【００３０】
　店名７１は、利用者８が利用した店舗１２の名前であり、文字データである。
　支店名７２は、店舗１２の支店名であり、文字データである。
　住所７３は、店舗１２が位置する住所であり、文字データである。
　電話番号７４は、店舗１２の電話番号であり、数字データである。
　ＵＲＬ７５は、店舗１２が開設しているホームページのＵＲＬであり、文字データであ
る。
【００３１】
　購入日時７６は、利用者８が店舗１２で商品を購入した日時であり、数字データである
。
　商品名７７は、利用者８が購入した商品の名前であり、文字データである。
　商品金額７８は、利用者８が購入した商品の値段であり、数字データである。
　購入個数７９は、利用者８が購入した商品の個数であり、数字データである。
　商品名７７、商品金額７８、購入個数７９は、利用者８が購入した商品の種類だけ含ま
れる。
　合計金額８０は、利用者８が購入した商品の合計金額であり、数字データである。
　今回ポイント数８１は、今回の購入で利用者８に付与されたポイント数であり、数字デ
ータである。
　累計ポイント数８２は、いままでの購入でたまったポイント数であり、数字データであ
る。
【００３２】
　次に、図７、８を参照しながら、携帯端末９について説明する。
　図７は、携帯端末９のハードウエア構成を示す図、図８は、携帯端末９のメモリ９６の
詳細を示す図である。尚、図７のハードウエア構成は携帯端末９としての携帯電話の一例
であり、用途、目的に応じて様々な構成を採ることが可能である。
【００３３】
　図７に示すように、携帯端末９は、制御部９１、無線通信部９２、表示部９３、入力部
９４、通話処理部９５、メモリ９６、ＩＣチップＩ／Ｆ９７、ＩＣチップ９８等がバス９
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９を介して接続される。
【００３４】
　制御部９１は、プログラムの実行を行うＣＰＵと、ＯＳ、プログラム命令あるいはデー
タ等を格納するためのＲＯＭ、一時的な作業用データを格納するためのＲＡＭ等のメモリ
から構成される。制御部９１は、携帯端末９全体を制御する。
【００３５】
　無線通信部９２は、基地局（図示しない）との間で行われる無線通信を制御する。無線
通信部９２は、制御部９１の制御の下、音声に関するデータやパケット通信用のデータ等
の信号を生成し、基地局に送信したり、あるいは、基地局から送信される無線信号を受信
し、受信した信号を復調して音声に関するデータやパケット通信用のデータを取得する。
【００３６】
　表示部９３は液晶表示パネル等を有し、表示制御を行う。
　入力部９４は、数字や文字、操作指示を入力するためのキーボタン等を有し、キーボタ
ンの操作に応じた信号を制御部９１に出力する。
　通話処理部９５は、マイクロフォンやスピーカ、音声処理部等を有し、制御部９１の制
御により呼接続、切断処理を含む通話処理を行う。
　メモリ９６は、携帯端末９にインストールされているアプリケーションプログラムや、
電話番号及びメールアドレス等のアドレス帳データ等が格納されている。
【００３７】
　ＩＣチップＩ／Ｆ９７は、ＩＣチップ９８と接続しており、制御部９１とＩＣチップ９
８間のシリアル通信を制御する。ＩＣチップＩ／Ｆ９７が、ＩＣチップ９８とＲ／Ｗ１５
、２１等との間の非接触通信を制御するようにしてもよい。
【００３８】
　ＩＣチップ９８は、ＦｅｌｉＣａ（登録商標）ＩＣチップ、ＵＳＩＭ（Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カード等のＩＣチップ
で、内部に携帯端末９のユーザの識別番号等の情報等を記録している。
【００３９】
　図８に示すように、携帯端末９のメモリ９６はＯＳ１０１、家計簿アプリ１０２、レシ
ート情報６２ｂ等を有する。
　ＯＳ１０１は、携帯端末９の制御部９１が実行するプログラム全体を制御するプログラ
ムである。
　家計簿アプリ１０２は、店舗１２のＰＯＳ１３に接続されたＲ／Ｗ１５からレシート情
報を受信する機能を有する。また、家計簿アプリ１０２は、レシート情報６２ｂを自宅１
７のＰＣ１９に接続されたＲ／Ｗ２１に送信する機能を有する。また、家計簿アプリ１０
２は、レシート情報６２ｂを用いて家計簿を表示する機能を有する。
　レシート情報６２ｂは、店舗１２のＰＯＳ１３に接続されたＲ／Ｗ１５から受信する商
品購入に関する情報である。メモリ９６の容量が小さいため、レシート情報６２ｂのフォ
ーマットは、レシート情報６２のフォーマットよりもデータ項目を減らしても良い。また
、レシート情報６２ｂのフォーマットは、レシート情報６２のフォーマットでは文字デー
タであるデータ項目について、記号データとしてもよい。記号データとは、例えば、レシ
ート情報６２の支店名７２であれば、支店コードとして記号化されたデータである。
【００４０】
　次に、図９、１０を参照しながら、ＩＣチップ９８について説明する。
　図９は、ＩＣチップ９８のハードウエア構成を示す図、図１０は、ＩＣチップ９８のメ
モリ１１４の詳細を示す図である。尚、図９のハードウエア構成は一例であり、用途、目
的に応じて様々な構成を採ることが可能である。
【００４１】
　図９に示すように、ＩＣチップ９８は、ＣＰＵ１１１、ＲＯＭ１１２、ＲＡＭ１１３、
メモリ１１４、通信部１１５がバス１１６を介して接続される。
【００４２】
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　ＣＰＵ１１１は、プログラムの実行を行う。ＲＯＭ１１２は、プログラム命令あるいは
データ等を格納する。ＲＡＭ１１３は、プログラムの実行中、一時的にデータ等を格納す
る。
　メモリ１１４は、ＩＣチップ９８の動作に必要となるデータ等を保存している。
　通信部１１５は、携帯端末９あるいはＲ／Ｗ１５、２１等との通信を行う。
【００４３】
　図１０に示すように、ＩＣチップ９８のメモリ１１４は、レシート情報６２ｃ等を有す
る。
　レシート情報６２ｃは、店舗１２のＰＯＳ１３に接続されたＲ／Ｗ１５から受信する商
品購入に関する情報である。ＩＣチップ９８のメモリ１１４の容量は携帯端末９のメモリ
９６の容量と比べても非常に小さいため、レシート情報６２ｃのフォーマットは、レシー
ト情報６２のフォーマットよりもデータ項目を減らすことが望ましい。また、レシート情
報６２ｃのフォーマットは、レシート情報６２のフォーマットでは文字データであるデー
タ項目について、記号データとすることが望ましい。
【００４４】
　次に、図１１、１２を参照しながら、ＩＣカード１１について説明する。
　図１１は、ＩＣカード１１のハードウエア構成を示す図、図１２は、ＩＣカード１１の
メモリ１２４の詳細を示す図である。尚、図１１のハードウエア構成は一例であり、用途
、目的に応じて様々な構成を採ることが可能である。
【００４５】
　図１１に示すように、ＩＣカード１１は、ＣＰＵ１２１、ＲＯＭ１２２、ＲＡＭ１２３
、メモリ１２４、通信部１２５がバス１２６を介して接続される。
【００４６】
　ＣＰＵ１２１は、プログラムの実行を行う。ＲＯＭ１２２は、プログラム命令あるいは
データ等を格納する。ＲＡＭ１２３は、プログラムの実行中、一時的にデータ等を格納す
る。
　メモリ１２４は、ＩＣカード１１の動作に必要となるデータ等を保存している。
　通信部１２５は、Ｒ／Ｗ１５、２１等との通信を行う。
【００４７】
　図１２に示すように、ＩＣカード１１のメモリ１２４は、レシート情報６２ｄ等を有す
る。
　レシート情報６２ｄは、店舗１２のＰＯＳ１３に接続されたＲ／Ｗ１５から受信する商
品購入に関する情報である。ＩＣカード１１のメモリ１２４の容量は非常に小さいため、
レシート情報６２ｄのフォーマットは、レシート情報６２のフォーマットよりもデータ項
目を減らすことが望ましい。また、レシート情報６２ｄのフォーマットは、レシート情報
６２のフォーマットでは文字データであるデータ項目について、記号データとすることが
望ましい。
【００４８】
　次に、図１３を参照しながら、ＰＯＳ１３について説明する。
　図１３は、ＰＯＳ１３のハードウエア構成を示す図である。尚、図１３のハードウエア
構成は一例であり、用途、目的に応じて様々な構成を採ることが可能である。
【００４９】
　ＰＯＳ１３は、店舗１２に設置されるコンピュータで、バス１３８により相互接続され
た制御部１３１、記憶装置１３２、メディア入出力部１３３、入力部１３４、印刷部１３
５、表示部１３６、通信部１３７等を有する。
【００５０】
　制御部１３１は、プログラムの実行を行うＣＰＵと、プログラム命令あるいはデータ等
を格納するためのＲＯＭ、ＲＡＭ等のメモリから構成される。制御部１３１は、ＰＯＳ１
３全体の動作を制御する。
【００５１】
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　記憶装置１３２は、ＰＯＳ１３の制御プログラム等の固定データ、各種データ等を格納
するための記憶媒体である。
　メディア入出力部１３３は、ＣＤ－ＲＯＭあるいはＣＤ－ＲＷ、フレキシブルディスク
、ＭＯ等の媒体のドライブで、媒体からのデータの読み出しや、媒体へのデータの書き込
みを行う。
【００５２】
　入力部１３４は、キーボード、マウス等の入力装置である。
　印刷部１３５は、例えば、紙媒体のレシートを印刷する。
　表示部１３６は、ＣＲＴあるいはＬＣＤ等の表示装置である。
　通信部１３７は、通信制御装置、通信ポート等であり、ネットワーク２３を介した通信
等を制御する。
【００５３】
　次に、図１４、１５を参照しながら、ＰＣ１９について説明する。
　図１４は、ＰＣ１９のハードウエア構成を示す図、図１５は、ＰＣ１９の記憶装置１４
２の詳細を示す図である。尚、図１４のハードウエア構成は一例であり、用途、目的に応
じて様々な構成を採ることが可能である。
【００５４】
　図１４に示すように、ＰＣ１９は、バス１４８により相互接続された制御部１４１、記
憶装置１４２、メディア入出力部１４３、入力部１４４、印刷部１４５、表示部１４６、
通信部１４７等を有する。
【００５５】
　制御部１４１は、プログラムの実行を行うＣＰＵと、プログラム命令あるいはデータ等
を格納するためのＲＯＭ、ＲＡＭ等のメモリから構成される。制御部１４１は、ＰＣ１９
全体の動作を制御する。
【００５６】
　記憶装置１４２は、ＰＣ１９の制御プログラム等の固定データ、各種データ等を格納す
るための記憶媒体である。
　メディア入出力部１４３は、ＣＤ－ＲＯＭあるいはＣＤ－ＲＷ、フレキシブルディスク
、ＭＯ等の媒体のドライブで、媒体からのデータの読み出しや、媒体へのデータの書き込
みを行う。
【００５７】
　入力部１４４は、キーボード、マウス等の入力装置である。
　印刷部１４５はプリンタで、ユーザからの要求により必要な情報等の印刷を行う。
　表示部１４６は、ＣＲＴあるいはＬＣＤ等の表示装置である。
　通信部１４７は、通信制御装置、通信ポート等であり、ネットワーク２３を介し通信を
制御する。
【００５８】
　図１５に示すように、ＰＣ１９の記憶装置１４２は、ＯＳ１５１、家計簿アプリケーシ
ョン１５２、レシート情報６２ｅ等を有する。
　ＯＳ１５１は、ＰＣ１９全体を制御するためのプログラムである。
　レシート情報６２ｅは、利用者８の携帯端末９、あるいは、ＩＣカード１１に保持され
ているレシート情報をＲ／Ｗ２１から受信する商品購入に関する情報である。
【００５９】
　次に、図１６、１７、１８、１９、２０、２１を参照しながら、電子レシート管理シス
テム１の実施形態の動作について説明する。
　図１６は、電子レシート管理システム１の全体の処理の流れを示すフローチャート、図
１７は、ＰＯＳ１３から出力されるレシート１６０の一例を示す図、図１８は、レシート
情報６２のデータの一例を示す図、図１９は、支店名７２の記号データの一例を示す図、
図２０は、商品名７７の記号データの一例を示す図、図２１は、ＰＯＳ１３の処理の流れ
を示すフローチャートである。
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【００６０】
　図１６に示すように、センター３のＷｅｂサーバ５は、定期的に、変換テーブルプログ
ラム４３を、ネットワーク２３を介して店舗１２のＰＯＳ１３に配信する（ステップＳ２
０１）。ＰＯＳ１３は、受信した変換テーブルプログラム４３をインストールする。
【００６１】
　利用者８が店舗１２で商品等を購入し、携帯端末９あるいはＩＣカード１１をＰＯＳ１
３に接続されたＲ／Ｗ１５にかざすと（ステップＳ２０２）、ＰＯＳ１３は、変換テーブ
ルプログラム４３により紙媒体に出力するレシート情報をレシート情報６２に変換し、Ｒ
／Ｗ１５を介して携帯端末９あるいはＩＣカード１１にレシート情報を送信し、書き込み
を行う（ステップＳ２０３）。
　利用者８は、携帯端末９に家計簿閲覧用のアプリケーションをインストールすることに
より、書き込まれたレシート情報を画面上で閲覧することも可能である。
【００６２】
　通常、紙媒体で発行されるレシート１６０は、図１７に示すように店舗名、支店名、電
話番号、ＵＲＬ等の店舗１２に関する情報のほか、購入日時や購入した商品に関する情報
、合計金額、ポイントに関する情報等が印字される。
　ＰＯＳ１３は、紙媒体として発行したレシートに印字した情報を、センター３のＷｅｂ
サーバ５から受信した変換テーブルプログラム４３により、一意で汎用的なフォーマット
であるレシート情報６２に変換する。
【００６３】
　図１８に示す例では、店名７１は「××××」、支店名７２は「東中野店」、住所７３
は「－」（データがないことを意味する。）、電話番号７４は「０３－××××－×××
×」、ＵＲＬ７５は「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｘｘ．ｃｏ．ｊｐ」、購入日時７６は「
２００７／０２／２１　１１：３０」である。
　また、図１８に示す例では、利用者８が１９８円のりんごを２個、６５４円のバナナを
１個購入した場合を示している。図１８に示すように、レシート情報６２は、りんごにつ
いての情報として、商品名７７が「りんご」、商品金額７８が「１９８」、購入個数７９
が「２」、バナナについての情報として、商品名７７が「バナナ」、商品金額７８が「６
５４」、購入個数７９が「１」のデータを有する。
　また、図１８に示す例では、合計金額８０は「１０５０」、今回ポイント８１は「３０
」、累計ポイント８２は「２８０」である。
【００６４】
　携帯端末９あるいはＩＣカード１１がレシート情報６２を保存する際、保存領域が足り
ない場合、携帯端末９あるいはＩＣカード１１は、一番古いデータを上書きするようにし
てもよい。　特に携帯端末９のＩＣチップ９８のメモリ１１４、ＩＣカード１１のメモリ
１２４は、携帯端末９のメモリ９６と比べて容量が小さいため、記憶できるレシート情報
の数が限られる。そこで、利用者８の携帯端末９がＩＣチップ媒介通信が可能な場合、Ｉ
Ｃチップ媒介通信によりレシート情報６２を携帯端末９のメモリ９６に書き込むようにし
て、より多くのレシート情報を保持できるようにしてもよい。ここで、ＩＣチップ媒介通
信とは、Ｒ／Ｗ１５と携帯端末９の制御部９１とが、携帯端末９のＩＣチップ９８を介し
て、データの送受信を行うことである。
【００６５】
　また、ＰＯＳ１３から非接触通信によりレシート情報６２をまず携帯端末９のＩＣチッ
プ９８のメモリ１１４に格納し、その後、自動あるいは手動でレシート情報を１つずつ、
あるいは全てを携帯端末９のメモリ９６に移行させてもよい。また、定期的に、あるいは
、ＩＣチップ９８のメモリ１１４の容量が少なくなったときに通知し、レシート情報をＩ
Ｃチップ９８のメモリ１１４から携帯端末９のメモリ９６に移行させてもよい。
【００６６】
　また、レシート情報６２のデータ項目を減らす、あるいは、文字データであるデータ項
目を記号データとすることによりデータ量を削減し、より多くのレシート情報を保存する
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ということも考えられる。
　例えば、レシート情報６２の中の店名７１と合計金額８０だけを保存するようにしても
よい。また、例えば、図１９に示すように、レシート情報６２では文字データだった店名
７１を予め定義した記号データとしても良い。同様に、例えば、図２０に示すように、商
品名７７を予め定義した記号データとしてもよい。
【００６７】
　利用者８が、自宅１７で携帯端末９あるいはＩＣカード１１をＰＣ１９に接続されたＲ
／Ｗ２１にかざすと、Ｒ／Ｗ２１はレシート情報６２ｃあるいはレシート情報６２ｄを読
み取ってＰＣ１９に送信し、ＰＣ１９はレシート情報６２eとして記憶装置１４２に書き
込む（ステップＳ２０４）。携帯端末９の場合、ＩＣチップ媒介通信によりメモリ９６に
保存されているレシート情報６２ｂをＰＣ１９に送信してもよい。
【００６８】
　利用者８は、ＰＣ１９からネットワーク２３を介して、レシート情報６２ｅをセンター
３のＷｅｂサーバ５に送信し、Ｗｅｂサーバ５は受信したレシート情報６２ｅをＤＢサー
バ７に送り、ＤＢサーバ７はレシート情報６２ａとして格納する（ステップＳ２０５）。
　利用者８は、Ｗｅｂサーバ５が提供する家計簿Ｗｅｂアプリケーションにより、ＤＢサ
ーバ７に蓄積されたレシート情報６２ａを閲覧、編集することができる。
【００６９】
　利用者８は、携帯端末９からネットワーク２３を介してレシート情報６２ｂあるいはレ
シート情報６２ｃをセンター３のＷｅｂサーバ５に送信することも可能である（ステップ
Ｓ２０４’）。また、携帯端末９からＷｅｂサーバ５にアクセスし、家計簿Ｗｅｂアプリ
ケーションによりレシート情報６２ａを閲覧することもできる。
　また、携帯端末９がＩＣカード１１のＲ／Ｗ機能を有する場合、携帯端末９はＩＣカー
ド１１からレシート情報６２ｄを読み取り、表示することも可能である。
【００７０】
　次に、図２１を参照しながらＰＯＳ１３における処理の流れを説明する。
　利用者８が店舗１２で商品等を購入し、携帯端末９あるいはＩＣカード１１をＰＯＳ１
３に接続されたＲ／Ｗ１５にかざすと、ＰＯＳ１３の制御部１３１は、まず変換テーブル
プログラム４３により紙媒体に出力するレシート情報をレシート情報６２に変換し、必要
に応じて、支店名７２、商品名７７等の文字データを記号データに変換する（ステップ３
０１）。
【００７１】
　ＰＯＳ１３の制御部１３１は、Ｒ／Ｗ１５にかざされた媒体が携帯端末９か、あるいは
ＩＣカード１１かを判定し（ステップ３０２）、かざされた媒体がＩＣカード１１の場合
、レシート情報として送信するデータ項目を選定する（ステップ３０３）。ＰＯＳ１３の
制御部１３１は、例えば、店名７１、支店名７２、購入日時７６、合計金額８０を選定し
、これらを含むレシート情報６２ｄを作成する。
【００７２】
　ＰＯＳ１３の制御部１３１は、Ｒ／Ｗ１５にかざされた媒体がＩＣチップ媒介通信可能
な携帯端末かどうかを判定する（ステップ３０４）。
　ＩＣチップ媒介通信が可能でない携帯端末９、あるいはＩＣカード１１の場合、ＰＯＳ
１３の制御部１３１は携帯端末９のＩＣチップ９８内のメモリ１１４、あるいは、ＩＣカ
ード１１内のメモリ１２４にレシート情報を書き込む（ステップ３０５）。
　ＩＣチップ媒介通信が可能な携帯端末９の場合、ＰＯＳ１３の制御部１３１はＩＣチッ
プ媒介通信により携帯端末９のメモリ９６にレシート情報を書き込む（ステップ３０６）
。
　ＰＯＳ１３の制御部１３１は、Ｒ／Ｗ１５を介して携帯端末９、あるいはＩＣカード１
１にメモリの残り領域サイズの表示を指示する（ステップ３０７）。尚、ステップ３０７
の処理は必要に応じて行う。
【００７３】
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　このように本発明の実施の形態によれば、発行された電子レシートを効率的に管理する
電子レシート管理システム等を提供することができる。
　また、携帯端末あるいはＩＣカードをＰＯＳに接続されたＲ／Ｗにかざすことにより、
容易にレシート情報を取得できる。そして、紙媒体のレシートが発生しないため環境に優
しく、さらに紙媒体のレシートを保持する手間が省かれる。
【００７４】
　さらに、携帯端末あるいはＩＣカードで取得したレシート情報をＷｅｂサーバに送信し
て格納することにより、購入履歴を随時閲覧することができる。また、Ｗｅｂサーバで提
供される家計簿Ｗｅｂアプリケーションを利用することにより、家計簿へレシート情報を
記載する手間が省け、便利である。
【００７５】
　以上、添付図面を参照しながら本発明に係る電子レシート管理システムの好適な実施形
態について説明したが、前述した実施の形態に限定されない。当業者であれば、特許請求
の範囲に記載された技術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得る
ことは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】電子レシート管理システム１の概要を示す図
【図２】Ｗｅｂサーバ５のハードウエア構成を示す図
【図３】Ｗｅｂサーバ５の記憶装置３２の詳細を示す図
【図４】ＤＢサーバ７のハードウエア構成を示す図
【図５】ＤＢサーバ７の記憶装置５２の詳細を示す図
【図６】レシート情報６２のデータ項目の一例を示す図
【図７】携帯端末９のハードウエア構成を示す図
【図８】携帯端末９のメモリ９６の詳細を示す図
【図９】携帯端末９のＩＣチップ９８のハードウエア構成を示す図
【図１０】ＩＣチップ９８のメモリ１１４の詳細を示す図
【図１１】ＩＣカード１１のハードウエア構成を示す図
【図１２】ＩＣカード１１のメモリ１２４の詳細を示す図
【図１３】ＰＯＳ１３のハードウエア構成を示す図
【図１４】ＰＣ１９のハードウエア構成を示す図
【図１５】ＰＣ１９の記憶装置１４２の詳細を示す図
【図１６】電子レシート管理システム１の全体の処理の流れを示すフローチャート
【図１７】ＰＯＳ１３から出力されるレシート１６０の一例を示す図
【図１８】レシート情報６２のデータの一例を示す図
【図１９】支店名７２の記号データの一例を示す図
【図２０】商品名７７の記号データの一例を示す図
【図２１】ＰＯＳ１３の処理の流れを示すフローチャート
【符号の説明】
【００７７】
　１………電子レシート管理システム
　３………センター
　５………Ｗｅｂサーバ
　７………ＤＢサーバ
　８………利用者
　９………携帯端末
　１１………ＩＣカード
　１２………店舗
　１３………ＰＯＳ
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　１５………Ｒ／Ｗ
　１７………自宅
　１９………ＰＣ
　２１………Ｒ／Ｗ
　２３………ネットワーク

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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