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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の客に対して分割会計を行うためのＰＯＳ端末であって、
　表示手段と、
　前記複数の客のそれぞれが注文した商品及び該商品の金額を記憶する記憶手段と、
　入力手段と、
　前記入力手段へ分割精算を行うための入力がされると、前記記憶手段に記憶されている
商品および該商品の金額に基づいて、前記表示手段に、複数の欄である複数のラインと、
該複数のラインのうちの１つのラインに前記注文したすべての商品と、該１つのラインに
前記注文したすべての商品の合計金額とを表示させ、前記入力手段へ該１つのラインに表
示された商品と前記複数のラインのうち該１つのライン以外のラインとを選択するための
入力がされると、該選択された商品を該１つのラインから該選択されたラインへ移動させ
た表示をさせ、該１つのラインに表示された合計金額から前記移動した商品の金額を差し
引いた金額を該１つのラインの合計金額として表示させ、前記選択したラインへ移動した
商品の合計金額を該選択したラインに表示させ、前記表示手段に表示された前記複数のラ
インごとの前記商品と前記合計金額とに基づいて該複数のラインごとの分割情報を生成す
る制御手段とを有するＰＯＳ端末。
【請求項２】
請求項１に記載のＰＯＳ端末において、
　前記制御手段によって生成された分割情報に基づいてそれぞれの客に応じた伝票を印刷
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する印刷手段を有することを特徴とするＰＯＳ端末。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載のＰＯＳ端末において、
　前記入力手段は、客の注文内容が入力されたハンディターミナルからの送信データを受
信する通信手段であることを特徴するＰＯＳ端末。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれか１項に記載のＰＯＳ端末において、
　前記入力手段は、マウスが接続され、
　前記制御手段は、前記マウスから出力された信号が入力され、入力された信号を用いて
前記分割情報を生成することを特徴するＰＯＳ端末。
【請求項５】
請求項１乃至３のいずれか１項に記載のＰＯＳ端末において、
　前記表示手段は、タッチパネルであり、
　前記制御手段は、前記タッチパネルから出力された信号が入力され、入力された信号を
用いて前記分割情報を生成することを特徴とするＰＯＳ端末。
【請求項６】
複数の客に対して分割会計を行うためのＰＯＳ端末の制御方法であって、
　前記複数の客のそれぞれが注文した商品及び該商品の金額を記憶する処理と、
　当該ＰＯＳ端末へ分割精算を行うための入力がされると、前記記憶されている商品およ
び該商品の金額に基づいて、複数の欄である複数のラインと、該複数のラインのうちの１
つのラインに前記注文したすべての商品と、該１つのラインに前記注文したすべての商品
の合計金額とを、当該ＰＯＳ端末に設けられた表示部に表示させる処理と、
　当該ＰＯＳ端末へ該１つのラインに表示された商品と前記複数のラインのうち該１つの
ライン以外のラインとを選択するための入力がされると、該選択された商品を該１つのラ
インから該選択されたラインへ移動させた表示を前記表示部にさせる処理と、
　該１つのラインに表示された合計金額から前記移動した商品の金額を差し引いた金額を
該１つのラインの合計金額として前記表示部に表示させる処理と、
　前記選択したラインへ移動した商品の合計金額を前記表示部に表示された前記選択した
ラインに表示させる処理と、
　前記表示部に表示された前記複数のラインごとの前記商品と前記合計金額とに基づいて
該複数のラインごとの分割情報を生成する処理とを有するＰＯＳ端末の制御方法。
【請求項７】
請求項６に記載のＰＯＳ端末の制御方法において、
　前記分割情報に基づいてそれぞれの客に応じた伝票を印刷する処理を有することを特徴
とするＰＯＳ端末の制御方法。
【請求項８】
コンピュータに、
　前記コンピュータに取り込まれた商品及び該商品の金額を記憶する手順と、
　ＰＯＳ端末へ分割精算を行うための入力がされると、前記記憶されている商品および該
商品の金額に基づいて、複数の欄である複数のラインと、該複数のラインのうちの１つの
ラインに前記注文したすべての商品と、該１つのラインに前記注文したすべての商品の合
計金額とを、当該ＰＯＳ端末に設けられた表示部に表示させる手順と、
　前記ＰＯＳ端末へ該１つのラインに表示された商品と前記複数のラインのうち該１つの
ライン以外のラインとを選択するための入力がされると、該選択された商品を該１つのラ
インから該選択されたラインへ移動させた表示を前記表示部にさせる手順と、
　該１つのラインに表示された合計金額から前記移動した商品の金額を差し引いた金額を
該１つのラインの合計金額として前記表示部に表示させる手順と、
　前記選択したラインへ移動した商品の合計金額を前記表示部に表示された前記選択した
ラインに表示させる手順と、
　前記表示部に表示された前記複数のラインごとの前記商品と前記合計金額とに基づいて
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該複数のラインごとの分割情報を生成する手順とを実行させるためのプログラム。
【請求項９】
請求項８に記載のプログラムにおいて、
　前記コンピュータに、
　前記分割情報に基づいてそれぞれの客に応じた伝票を印刷す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、複数の客に対して分割会計を行うＰＯＳ端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、飲食店等にて複数人で食事等をしてその合計の飲食代の金額を各人の金額に
分割する場合、会計時にそれぞれの客の申告により、店員がメニュー単位で精算して請求
している。
【０００３】
　また、近年においては、ＰＯＳ端末においてその複数人が注文した全てのメニュー及び
金額が表示され、各人が注文したメニューを順番にそれぞれ選択することにより、各人が
注文したメニュー及び金額が個別に表示されて個別に精算することができ、１人の精算が
完了すると、表示された全てのメニューから精算が完了したメニューが削除され、また、
合計の金額から精算された金額が差し引かれることにより、未清算のメニュー及び金額が
表示され、順次精算するという方法が考えられている（例えば、特許文献１～３参照。）
。
【特許文献１】実開昭５７－２０２１５７号公報
【特許文献２】特開昭６３－２３４３５３号公報
【特許文献３】特開平０７－３２０１６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、会計時にそれぞれの客の申告により、店員がメニュー単位で精算して請
求する場合、店員がそれぞれのメニューに応じた金額をその都度ＰＯＳ端末に入力しなけ
ればならないという問題点がある。また、特許文献１～３に記載された方法においては、
複数の客に対して順次精算を行わなければならず、注文したメニューの選択を１人が誤っ
た場合、最後の１人が精算するときにならないとメニューの選択を誤ったことに気付かな
いという問題点がある。
【０００５】
　本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、
容易に且つ正確に複数の客に対して分割の精算ができるＰＯＳ端末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】
【０００６】
　上記目的を達成するために本発明は、
　複数の客に対して分割会計を行うためのＰＯＳ端末であって、
　表示手段と、
　前記複数の客のそれぞれが注文した商品及び該商品の金額を記憶する記憶手段と、
　入力手段と、
　前記入力手段へ分割精算を行うための入力がされると、前記記憶手段に記憶されている
商品および該商品の金額に基づいて、前記表示手段に、複数の欄である複数のラインと、
該複数のラインのうちの１つのラインに前記注文したすべての商品と、該１つのラインに
前記注文したすべての商品の合計金額とを表示させ、前記入力手段へ該１つのラインに表
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示された商品と前記複数のラインのうち該１つのライン以外のラインとを選択するための
入力がされると、該選択された商品を該１つのラインから該選択されたラインへ移動させ
た表示をさせ、該１つのラインに表示された合計金額から前記移動した商品の金額を差し
引いた金額を該１つのラインの合計金額として表示させ、前記選択したラインへ移動した
商品の合計金額を該選択したラインに表示させ、前記表示手段に表示された前記複数のラ
インごとの前記商品と前記合計金額とに基づいて該複数のラインごとの分割情報を生成す
る制御手段とを有する。
【０００７】
　また、前記制御手段によって生成された分割情報に基づいてそれぞれの客に応じた伝票
を印刷する印刷手段を有することを特徴とする。
【０００８】
　また、前記入力手段は、客の注文内容が入力されたハンディターミナルからの送信デー
タを受信する通信手段であることを特徴する。
【０００９】
　また、前記入力手段は、マウスが接続され、
　前記制御手段は、前記マウスから出力された信号が入力され、入力された信号を用いて
前記分割情報を生成することを特徴する。
【００１０】
　また、前記表示手段は、タッチパネルであり、
　前記制御手段は、前記タッチパネルから出力された信号が入力され、入力された信号を
用いて前記分割情報を生成することを特徴とする。
【００１１】
　また、複数の客に対して分割会計を行うためのＰＯＳ端末の制御方法であって、
　前記複数の客のそれぞれが注文した商品及び該商品の金額を記憶する処理と、
　当該ＰＯＳ端末へ分割精算を行うための入力がされると、前記記憶されている商品およ
び該商品の金額に基づいて、複数の欄である複数のラインと、該複数のラインのうちの１
つのラインに前記注文したすべての商品と、該１つのラインに前記注文したすべての商品
の合計金額とを、当該ＰＯＳ端末に設けられた表示部に表示させる処理と、
　当該ＰＯＳ端末へ該１つのラインに表示された商品と前記複数のラインのうち該１つの
ライン以外のラインとを選択するための入力がされると、該選択された商品を該１つのラ
インから該選択されたラインへ移動させた表示を前記表示部にさせる処理と、
　該１つのラインに表示された合計金額から前記移動した商品の金額を差し引いた金額を
該１つのラインの合計金額として前記表示部に表示させる処理と、
　前記選択したラインへ移動した商品の合計金額を前記表示部に表示された前記選択した
ラインに表示させる処理と、
　前記表示部に表示された前記複数のラインごとの前記商品と前記合計金額とに基づいて
該複数のラインごとの分割情報を生成する処理とを有する。
                                                                                
【００１２】
　また、前記分割情報に基づいてそれぞれの客に応じた伝票を印刷する処理を有すること
を特徴とする。
【００１３】
　上記のように構成された本発明においては、複数の客が注文した商品及びその商品の金
額が記憶手段に記憶され、入力手段への入力内容及び記憶手段に記憶された記憶内容に応
じた分割情報が生成され、生成された分割情報に基づいて各客が注文した商品及び該商品
の金額を示す分割精算画面を制御手段によって表示手段に表示させる。
【００１４】
　このように、記憶された商品及びその商品の金額に応じて生成された分割情報に基づい
た分割精算画面がその都度表示されるため、分割された商品及びその商品の金額に誤りが
無いかどうかを支払いの前に確認することができる。
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【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように本発明においては、複数の客が注文した商品及びその商品の金額を
記憶手段に記憶し、入力手段への入力内容及び記憶手段に記憶された記憶内容に応じた分
割情報を生成し、生成された分割情報に基づいて各客が注文した商品及び該商品の金額を
示す分割精算画面を制御手段によって表示手段に表示させる構成としたため、容易に且つ
正確に複数の客に対して分割の精算ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１７】
　図１は、本発明のＰＯＳ端末が適用されるシステム構成の一例を示す図である。
【００１８】
　本システムは図１に示すように、飲食店等にて店員によって客の注文品及び当該客のテ
ーブル番号を注文情報として入力されるハンディターミナル１－１～１－ｎと、ハンディ
ターミナル１－１～１－ｎと無線によって接続され、客の注文した飲食代を精算するＰＯ
Ｓ端末２と、厨房に設置され、ハンディターミナル１－１～１－ｎに入力された客の注文
品を印刷するキッチンプリンタ３と、ＰＯＳ端末２と接続され、飲食店等の売上を管理す
る管理サーバ４とから構成されている。なお、ハンディターミナル１－１～１－ｎに入力
された注文情報は送信データとして、ＰＯＳ端末２及びキッチンプリンタ３に送信される
。
【００１９】
　図２は、図１に示したＰＯＳ端末２の構成を示す図である。
【００２０】
　図２に示すようにＰＯＳ端末２は、ＰＯＳ端末２を制御するプログラムが格納されてい
るＲＯＭ２２と、ＰＯＳ端末２が起動した際に、ＲＯＭ２２に格納されているプログラム
が転送されて格納される記憶手段であるＲＡＭ２３と、店員または客によって外部から情
報を入力する入力部２５と、精算結果を印刷する印刷手段であるプリント部２７と、現金
等を収容するドロワ２８と、ハンディターミナル１－１～１－ｎから送信された客の注文
情報を受信し、また、売上を管理するサーバ等に精算結果を送信する通信部２４と、入力
部２５による入力状況及び通信部２４にて受信された注文情報等を表示する表示部２６と
、これらを制御する制御手段であるＣＰＵ２１とから構成されている。なお、ハンディタ
ーミナル１－１～１－ｎから送信され、通信部２４にて受信された客の注文情報は注文さ
れた商品の金額とともにＲＡＭ２３に記憶される。
【００２１】
　以下に、図２に示したＰＯＳ端末２の処理について説明する。
【００２２】
　図３は、図２に示したＰＯＳ端末２の処理を説明するためのフローチャートであり、ま
た、図４は、客が精算を行う際に図２に示した表示部２６に表示される画面を示す図であ
り、（ａ）は合計の明細が表示される場合の表示部２６を示す図であり、（ｂ）～（ｅ）
は分割精算を行う場合の表示部２６を示す図である。
【００２３】
　まず、ＰＯＳ端末２が起動すると、予めＲＯＭ２２に格納されていたプログラムがＣＰ
Ｕ２１によってＲＡＭ２３に転送され、ＲＡＭ２３に格納される。そして、ＣＰＵ２１に
よってＲＡＭ２３に格納されたプログラムに基づいたＰＯＳ端末２の制御が行われる。こ
れにより、ＰＯＳ端末２における精算処理が可能な状態となる。
【００２４】
　ＰＯＳ端末２が起動した後、店員が客から注文を取った際にその注文品及び当該客のテ
ーブル番号を注文情報としてハンディターミナル１－１に入力すると、入力された注文情
報がハンディターミナル１－１から送信され、ＰＯＳ端末２の通信部２４にて受信される
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（ステップＳ１）。
【００２５】
　客が飲食を済ませ、精算をするために入力部２５を操作することによりテーブル番号を
ＰＯＳ端末２に入力すると、入力されたテーブル番号に該当する注文品の一覧及び金額が
図４（ａ）に示すように表示部２６にて表示される（ステップＳ２）。ここで、客は４人
の仲間同士で飲食をしたとする。
【００２６】
　次に、その精算が分割精算である場合、店員または客が表示部２６に表示された分割精
算キー４１を選択すると（ステップＳ３）、図４（ｂ）に示すような画面が表示部２６に
表示される（ステップＳ４）。なお、分割精算キー４１の選択方法は、ＰＯＳ端末２にマ
ウスを接続して表示部２６に表示されたポインタを分割精算キー４１上に移動させ、マウ
スをクリックすることにより選択するものであっても良いし、表示部２６がタッチパネル
であって、分割精算キー４１に触れることによって選択するものであっても良い。
【００２７】
　図４（ｂ）に示すように表示部２６には、席（１）～（５）のラインにそれぞれ注文し
た商品Ａ～Ｆ及び合計金額が表示されるようになっており、最初の画面では全ての商品Ａ
～Ｆが席（１）のラインに表示されている。また、表示部２６には、選択されることによ
って図４（ｂ）～（ｅ）で行った処理を全てキャンセルして図４（ａ）の画面に戻るキャ
ンセルキー４２と、選択されることによって１つ前の画面に戻るやり直しキー４３と、選
択されることによって精算が確定する決定キー４４とが表示されている。
【００２８】
　席（２）に座っていた客が、当該客が注文した商品Ｃを選択し（ステップＳ５）、その
後、席（２）のラインを選択すると（ステップＳ６）、図４（ｃ）に示すように商品Ｃが
席（１）のラインから席（２）のラインへ移動し、それぞれの合計金額が計算された画面
が表示部２６に表示され（ステップＳ７）、席（２）の客の分割情報が生成されたことに
なる。ここで、商品Ｃ及び席（２）のラインの選択方法は、ＰＯＳ端末２にマウスを接続
し、接続されたマウスによって表示部２６に表示された商品Ｃをドラッグし、席（２）の
ライン上でドロップしても良いし、表示部２６がタッチパネルであって、席（１）上に表
示されている商品Ｃに触れ、次に席（２）のライン上を触れることにより選択されても良
い。つまり、接続されたマウスやタッチパネルから出力される信号がＣＰＵ２１に入力さ
れることにより、ＣＰＵ２１にて入力された信号に応じて表示部２６が制御される。この
場合、商品Ｃが席（１）上にて選択されてから席（２）のライン上に移動するまでは、商
品Ｃの色を変えておくとわかりやすい。
【００２９】
　その後、まだ分割精算が必要である場合は（ステップＳ８）、他の客についても上述し
た処理が行われる。例えば次に、席（３）に座っていた客が、当該客が注文した商品Ｅ，
Ｆを選択し、その後、席（３）のラインを選択すると、図４（ｄ）に示すように商品Ｅ，
Ｆが席（１）のラインから席（３）のラインへ移動し、それぞれの合計金額が計算された
画面が表示部２６に表示され、席（３）の客の分割情報が生成されたことになる。席（３
）の場合は席（２）の場合と違って、商品が複数であるが、選択方法は同様である。
【００３０】
　次に、席（４）に座っていた客が、当該客が注文した商品Ａを選択し、その後、席（４
）のラインを選択すると、図４（ｅ）に示すように商品Ａが席（１）のラインから席（４
）のラインへ移動し、それぞれの合計金額が計算された画面が表示部２６に表示され、席
（４）の客の分割情報が生成されたことになる。
【００３１】
　このように表示部２６に表示された画面を操作することにより、それぞれの客がそれぞ
れ注文した商品及びその金額がその都度、分割精算画面として表示部２６に表示されるた
め、分割された金額に誤りが無いかどうかを支払いの前に確認することができる。
【００３２】
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　４人の客の処理が完了したため、店員または客が決定キー４４を選択すると、客の人数
が複数であるため（ステップＳ９）、商品分割情報が確定され、商品分割情報に基づいた
各人それぞれの伝票がプリント部２７から印刷されて会計処理が行われ、また、当該伝票
に記載されている伝票番号、商品及び請求金額が通信部２４を介して管理サーバ４へ送信
され、管理データとして管理サーバ４に登録される（ステップＳ１０）。
【００３３】
　一方、客の人数が１人であった場合は、分割処理をする必要が無いため、通常の精算画
面（図４（ａ）に示した画面）が表示部２６に表示され（ステップＳ１１）、通常の一括
支払いの処理が行われる（ステップＳ１２）。
【００３４】
　なお、表示部２６に表示されるライン数は、表示部２６の解像度やサイズによって任意
に変更できるものでも良い。
【００３５】
　また、客の人数については、上述した例のように入力時点では特定せずに精算時に決定
キー４４を選択することにより確定するものであっても良いし、精算前に人数を入力し、
入力された人数の数だけのラインが表示部２６に表示されるものであっても良い。
【００３６】
　図５は、表示部２６に現在表示されていない席を表示するための席指定キーを設けた表
示部２６を示す図である。
【００３７】
　図５に示すように、表示部２６には、図４（ｂ）～（ｅ）に示した表示部２６に加えて
、席指定キー４５が設けられている。現在表示部２６には席（１）～（５）が表示されて
おり、客の人数が６人であった場合、例えば、席（４）を選択し、次に席制定キー４５の
「６」を選択することにより、席（４）のラインに席（６）が表示される。
【００３８】
　また、人数が８人以上である場合は、席指定キー４５の右端のキー（右向きの三角形の
キー）を選択することにより、席指定キー４５に表示された選択キーが「１」～「８」か
ら「９」～「１６」に変化し、８人以上の席の指定が可能となる。なお、これらのキーの
選択方法は上述した例と同様に、マウスやタッチパネルの操作によるもので良い。
【００３９】
　なお、ハンディターミナル１－２～１－ｎについても、店員が客から注文を取った際に
その注文品及び当該客のテーブル番号を注文情報として入力し、入力された注文情報がハ
ンディターミナル１－２～１－ｎからＰＯＳ端末２に送信されるというハンディターミナ
ル１－１と同様の処理が行われる。
【００４０】
　また、ステップＳ１における注文情報の受信方法については、ハンディターミナル１－
１～１－ｎを使わずに、手書きで書いた注文書に基づいて店員が入力部２５を操作するこ
とにより注文品をＰＯＳ端末２に入力し、注文品の一覧及び金額が表示部２６にて表示さ
れるものであっても良いし、注文品を示すバーコードが表示された注文書を用いて、ＰＯ
Ｓ端末２にバーコードリーダを接続させて当該バーコードがバーコードリーダによって読
み取られることにより注文品の一覧及び金額が表示部２６にて表示されるものであっても
良い。
【００４１】
　また、席（１）～（５）というように表示部２６においては席に番号を振ったが、座席
自体に番号を振る必要は無く、あくまでもそれぞれの客を識別できる固有の番号として認
識できる番号であれば良い。
【００４２】
　また、本発明においては、ＲＯＭ２２に書き込まれたプログラムがＣＰＵ２１の起動の
際にＲＡＭ２３に転送されて動作するが、プログラムが書き込まれた記録媒体がＲＯＭ２
２でなくても良い。例えば、フロッピーディスク、光磁気ディスク、ＤＶＤ、ＣＤなどの
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移設可能な記録媒体の他、ＰＯＳ端末２に内蔵されたＨＤＤ等を指す。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明のＰＯＳ端末が適用されるシステム構成の一例を示す図である。
【図２】図１に示したＰＯＳ端末の構成を示す図である。
【図３】図２に示したＰＯＳ端末の処理を説明するためのフローチャートである。
【図４】客が精算を行う際に図２に示した表示部に表示される画面を示す図であり、（ａ
）は合計の明細が表示される場合の表示部を示す図であり、（ｂ）～（ｅ）は分割精算を
行う場合の表示部を示す図である。
【図５】表示部に現在表示されていない席を表示するための席指定キーを設けた表示部を
示す図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１－１～１－ｎ　　ハンディターミナル
　２　　ＰＯＳ端末
　３　　キッチンプリンタ
　４　　管理サーバ
　２１　　ＣＰＵ
　２２　　ＲＯＭ
　２３　　ＲＡＭ
　２４　　通信部
　２５　　入力部
　２６　　表示部
　２７　　プリント部
　２８　　ドロワ
　４１　　分割精算キー
　４２　　キャンセルキー
　４３　　やり直しキー
　４４　　決定キー
　４５　　席指定キー
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