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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】消費者に対して商品に関する回収情報などを確
実に周知し、インセンティブを与え、商品の回収を効果
的に進める。
【解決手段】データ管理システム２０において、管理サ
ーバの商品データベースに商品の回収情報及び更新情報
が含まれており、消費者の携帯端末５０により購入した
商品のバーコードを読み取って商品データベースにアク
セスした消費者の携帯端末によって取得した回収情報に
基づいて回収対象商品を小売業者に持ち込んだ場合、小
売業者コンピュータは、持ち込まれた商品のバーコード
又はＲＦＩＤ３０に記録された接続情報を読み取って商
品データベースに接続することで、回収対象商品を回収
したことを商品データベースに記憶する。管理サーバは
、小売業者コンピュータに対して、回収対象商品を持ち
込んだ消費者へのポイントを送信し、小売業者コンピュ
ータは、回収対象商品を持ち込んだ消費者の携帯端末へ
ポイントを送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消費者が所持する携帯端末と、
　商品に関する原料、製造業者の情報、及びその他商品に関する情報が商品の製造番号ご
とに記憶されている商品データベースと、消費者に関する携帯端末のアドレス、消費者が
小売業者から商品を購入又は返却した際の小売業者ごとのポイントが消費者ごとに記憶さ
れている消費者データベースと、前記商品データベース及び前記消費者データベースに対
して情報を記憶させる制御を実行する制御部と、を有する管理サーバと、
　商品を製造する製造業者が操作可能であって、前記管理サーバに接続可能な製造業者コ
ンピュータと、
　商品を販売する小売業者が操作可能であって、前記管理サーバに接続可能な小売業者コ
ンピュータと、を具備し、
　前記商品には、前記消費者が所持する携帯端末から前記管理サーバの商品データベース
に接続するための接続情報が記録されたバーコード又はＲＦＩＤが設けられており、
　前記管理サーバのデータベースにおける商品に関する情報には、前記製造業者コンピュ
ータから前記管理サーバのデータベースに入力される情報であって少なくとも当該商品の
回収情報が含まれており、
　前記管理サーバのデータベースにおける商品に関する情報には、前記小売業者コンピュ
ータから前記管理サーバのデータベースに入力される情報であって少なくとも当該小売業
者の情報が含まれており、
　前記消費者の携帯端末により、購入した商品の前記バーコード又はＲＦＩＤに記録され
た接続情報を読み取って前記管理サーバの商品データベースに接続することで、前記消費
者の携帯端末には、少なくとも商品の回収情報が表示され、
　商品データベースにアクセスした消費者の携帯端末が、商品の回収情報を取得し、消費
者が回収情報に基づいて回収対象商品を小売業者に持ち込んだ場合、小売業者コンピュー
タは、持ち込まれた商品の前記バーコード又はＲＦＩＤに記録された接続情報を読み取っ
て前記管理サーバの商品データベースに接続することで、回収対象商品を回収したことを
前記管理サーバの商品データベースに記憶し、
　前記小売業者コンピュータは、回収対象商品を持ち込んだ消費者へのポイントを消費者
の前記携帯端末へ送信するか又は前記管理サーバの消費者データベースに記憶させること
を特徴とする市場を流通する商品のデータ管理システム。
【請求項２】
　前記管理サーバのデータベースにおける商品に関する情報には、商品の消費期限及び／
又は賞味期限が含まれていることを特徴とする請求項１記載の市場を流通する商品のデー
タ管理システム。
【請求項３】
　前記商品がリサイクル対象商品か、又は前記商品がリサイクル包装容器を有している場
合であって、
　消費者が、購入した商品又はリサイクル包装容器をリサイクルのために小売業者に持ち
込んだ際には、前記小売業者コンピュータは、商品又はリサイクル包装容器を持ち込んだ
消費者の前記携帯端末へ前記ポイントを送信するか又は前記管理サーバの消費者データベ
ースに記憶させることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の市場を流通する商品のデ
ータ管理システム。
【請求項４】
　前記消費者データベースには、消費者ごとに購入した商品の情報が記憶されており、
　前記製造業者コンピュータ又は前記小売業者コンピュータは、前記管理サーバに対して
、回収対象の商品又は消費期限まで予め設定した所定日数以内の商品を購入した消費者を
検索するよう指示し、
　前記管理サーバは、回収対象の商品又は消費期限まで予め設定した所定日数以内の商品
を購入した消費者の携帯端末に対して、購入した商品が回収対象である旨又は消費期限ま
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で予め設定した所定日数以内である旨を通知することを特徴とする請求項１～請求項３の
うちのいずれか１項記載の市場を流通する商品のデータ管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製造業者、小売業者、消費者等の間を流通する商品に関するデータの管理シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　市場に流通する商品は、まず製造業者が製造し、製造業者が製造した製品を卸売業者等
を介して小売業者が購入し、小売業者が消費者に商品を販売する。商品を購入した消費者
は、例えば商品が食品であればその食品を食した後に空き容器をゴミ又は資源ゴミとして
捨てる。回収業者は、ゴミを種類別に回収し、ゴミの種類によってリサイクルするか、焼
却するか等、別々の場所へ搬送する。
【０００３】
　原料から廃棄処分までの流通管理に関する従来のシステムとして、例えば特許文献１の
ようなものが提案されている。
　特許文献１（特開２００９－０８７３０５号公報）では、商品にバーコードやＩＣタグ
等によって連番化された識別情報を付与しておくことが開示されている。このシステムに
よれば、包装や容器に付された商品の識別情報と、販売時の店舗の識別情報とを合わせて
連番化した個別の返却情報をホストコンピュータのシステム内で個別の販売情報と照合し
、個別の販売情報と個別の返却情報が一致した場合は、データの記憶媒体に記録される会
員の情報に特典情報を書き加えることができ、店舗や消費者にリサイクルに関するインセ
ンティブを与えることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－０８７３０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　消費者が商品を購入した後に、例えば商品に瑕疵等が存在した場合、製造業者又は小売
業者は瑕疵があった商品を回収する必要がある。例えば、瑕疵がある商品が市場において
流通していることが判明した場合には、製造業者や小売業者はホームページ、チラシの頒
布、ＣＭ（テレビやラジオ等の放送）等において商品を回収している旨を周知させる。
ところが従来のような周知方法では、購入した商品が回収対象になっていることに気が付
かない消費者も多い。
【０００６】
　また、商品の回収情報だけでなく、商品のバージョンアップ又は付加的サービスに関す
る更新情報についても、一般消費者に周知させようとしても周知させることが困難なこと
が多い。
【０００７】
　そこで、本発明は上記課題を解決すべくなされ、その目的とするところは、消費者に対
して、商品に関する情報を確実に周知させることができるシステムを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記目的を達成すべく、以下の構成を備える。
　すなわち、本発明にかかる市場を流通する商品のデータ管理システムによれば、消費者
が所持する携帯端末と、商品に関する原料、製造業者の情報、及びその他商品に関する情
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報が商品の製造番号ごとに記憶されている商品データベースと、消費者に関する携帯端末
のアドレス、消費者が小売業者から商品を購入又は返却した際の小売業者ごとのポイント
が消費者ごとに記憶されている消費者データベースと、前記商品データベース及び前記消
費者データベースに対して情報を記憶させる制御を実行する制御部と、を有する管理サー
バと、商品を製造する製造業者が操作可能であって、前記管理サーバに接続可能な製造業
者コンピュータと、商品を販売する小売業者が操作可能であって、前記管理サーバに接続
可能な小売業者コンピュータと、を具備し、前記商品には、前記消費者が所持する携帯端
末から前記管理サーバの商品データベースに接続するための接続情報が記録されたバーコ
ード又はＲＦＩＤが設けられており、前記管理サーバのデータベースにおける商品に関す
る情報には、前記製造業者コンピュータから前記管理サーバのデータベースに入力される
情報であって少なくとも当該商品の回収情報が含まれており、前記管理サーバのデータベ
ースにおける商品に関する情報には、前記小売業者コンピュータから前記管理サーバのデ
ータベースに入力される情報であって少なくとも当該小売業者の情報が含まれており、前
記消費者の携帯端末により、購入した商品の前記バーコード又はＲＦＩＤに記録された接
続情報を読み取って前記管理サーバの商品データベースに接続することで、前記消費者の
携帯端末には、少なくとも商品の回収情報が表示され、商品データベースにアクセスした
消費者の携帯端末が、商品の回収情報を取得し、消費者が回収情報に基づいて回収対象商
品を小売業者に持ち込んだ場合、小売業者コンピュータは、持ち込まれた商品の前記バー
コード又はＲＦＩＤに記録された接続情報を読み取って前記管理サーバの商品データベー
スに接続することで、回収対象商品を回収したことを前記管理サーバの商品データベース
に記憶し、前記小売業者コンピュータは、回収対象商品を持ち込んだ消費者へのポイント
を消費者の前記携帯端末へ送信するか又は前記管理サーバの消費者データベースに記憶さ
せることを特徴としている。
【０００９】
　上記構成を採用することによって、消費者が、購入した商品のバーコード又はＲＦＩＤ
に記録された接続情報を読み取って管理サーバの商品データベースに接続することで、購
入した商品の各種情報、特に回収情報が表示される。
　このため、商品の製造業者は、商品に関する情報、情報の更新、サービスの改訂、商品
の瑕疵（回収情報）など様々な最新情報を消費者に伝えることができる。そして、消費者
が特に回収情報に応じて商品を小売業者に持ち込んだ場合には、消費者にポイントが付与
される。このため、製造業者は商品に関する情報を消費者に対して確実に伝えることがで
き、また消費者は回収対象商品を返却するとポイントが付与されるので、回収対象商品の
引き揚げ回収が確実に行われる動機付けとなる。なお、消費者に付与されるポイントとし
ては、次回同じ製造会社から販売される商品の購入時の割引、現金の入金、クレジットカ
ードを使用した場合にはクレジットカードへのポイント付与又は仮想通過の入金など様々
なポイントが考えられる。
【００１０】
　また、前記管理サーバのデータベースにおける商品に関する情報には、商品の消費期限
及び／又は賞味期限が含まれていることを特徴としてもよい。
　この構成によれば、消費者が消費期限や賞味期限を過ぎてしまった商品を確実に廃棄で
きるようにできる。特に、缶詰や瓶詰など賞味期限が長い商品については消費者も知らな
い間に期限を経過してしまうこともあり、これにより確実に廃棄できるように消費者を促
すことができる。
【００１１】
　また、前記商品がリサイクル対象商品か、又は前記商品がリサイクル包装容器を有して
いる場合であって、消費者が、購入した商品又はリサイクル包装容器をリサイクルのため
に小売業者に持ち込んだ際には、前記小売業者コンピュータは、商品又はリサイクル包装
容器を持ち込んだ消費者の前記携帯端末へ前記ポイントを送信するか又は管理サーバの消
費者データベースに記憶させることを特徴としてもよい。
　この構成によれば、消費者に対してリサイクルをすることの強い動機付けを与え、社会
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全体としてリサイクルが確実に行われるようにすることができる。
【００１２】
　また、前記消費者データベースには、消費者ごとに購入した商品の情報が記憶されてお
り、前記製造業者コンピュータ又は前記小売業者コンピュータは、前記管理サーバに対し
て、回収対象の商品又は消費期限まで予め設定した所定日数以内の商品を購入した消費者
を検索するよう指示し、前記管理サーバは、回収対象の商品又は消費期限まで予め設定し
た所定日数以内の商品を購入した消費者の携帯端末に対して、購入した商品が回収対象で
ある旨又は消費期限まで予め設定した所定日数以内である旨を通知することを特徴として
もよい。
　この構成によれば、回収対象となった商品を購入した消費者に対して直接その旨を知ら
せることができるため、回収可能性を高めることができる。また、消費期限が長い缶詰や
瓶詰を購入した消費者は、いつまでに消費すればよいかを忘れていることが多いが、この
構成によれば消費者が缶詰や瓶詰の消費期限を超えてしまって無駄に廃棄するようなこと
を防止できる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明にかかる市場を流通する商品のデータ管理システムによれば、消費者は商品に関
する種々の情報を容易に取得することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】商品のデータ管理システムの全体構成を示す説明図である。
【図２】管理サーバの構成を示すブロック図である。
【図３】商品データベースの一例を示す説明図である。
【図４】消費者データベースの一例を示す説明図である。
【図５】商品を回収する場合の方法を説明するフローチャートである。
【図６】消費者に通知を送る場合のフローチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。
　図１には、市場を流通する商品のデータ管理システム（以下、単にデータ管理システム
と称する場合がある。）の全体構成を示す。
　データ管理システム２０は、市場に流通する商品３３に関する様々なデータを管理サー
バ２２に記憶させ、又商品３３に関するデータの更新情報も随時管理サーバ２２上で更新
させ、管理サーバ２２のデータベースにアクセスするためのバーコード又はＲＦＩＤ３０
を商品３３に付けておくことにより消費者が商品３３に関する情報や更新情報に容易にア
クセスできるシステムである。
【００１６】
　管理サーバ２２は、インターネット等の通信回線２１を介して他のコンピュータや携帯
端末と接続して通信可能となっている。
　管理サーバ２２の内部構成を図２に示す。
　管理サーバ２２は、一般的なサーバコンピュータを採用することができ、ＣＰＵ及びメ
モリ等から構成される制御部２６と、インターネットに対して接続可能な通信装置３４と
、ハードディスク又はＳＳＤなどで構成される記憶装置３５とを備えている。
　制御部２６は、記憶装置３５に記憶されている動作プログラムに基づいて所定の動作を
実行する。
　また、記憶装置３５には、後述するような商品データベース２４と、消費者データベー
ス２５が構築されている。
【００１７】
　製造業者は、市場に流通する商品３３を製造し、消費者に対して直接販売するかまたは
小売業者（卸売業者に対してを介して製造した商品３３を販売する事業体である。
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　また、製造業者は、インターネット等を介して管理サーバ２２に接続可能な製造業者コ
ンピュータ３６を有している。製造業者は、製造販売した商品に関する商品の情報を製造
業者コンピュータ３６を介して、管理サーバ２２の商品データベース２４に記憶させる。
商品データベース２４は、製造業者ごと、商品ごとにそれぞれ設けられている。
【００１８】
　商品データベース２４の内容としては、図３に示すように、商品名、商品の原材料、製
造番号、ロット番号、製造業者の社名、製造業者連絡先、商品が食品の場合には消費期限
又は賞味期限、その他商品に関する情報、商品に関する新規情報、更新情報、回収（リコ
ール）情報などが挙げられる。商品に関する新規情報、更新情報としては、例えば商品の
バージョンアップ、付加的サービス、パッケージを新しくしたこと、原材料を見直したこ
と、などが挙げられる。また、回収（リコール）情報としては商品が食品の場合は異物混
入等、商品が食品以外の場合は設計や製造の不具合によるものがある。
【００１９】
　製造業者は、製造業者コンピュータ３６を介して、これらの情報をいつでも管理サーバ
２２の商品データベース２４に記憶させることができる。
　なお、商品データベース２４は、ロット番号別に異なる記憶領域を有し、ロット番号ご
とにことなる小売業者名を記憶させておくことができる。このため、特に商品３３に何ら
かの瑕疵が見つかった場合に、ロット番号ごとに商品の流通先を追跡することができる。
また、賞味期限はロット番号毎に異なるので、賞味期限もロット番号毎に記憶させるよう
にする。
【００２０】
　製造業者は、商品３３に、管理サーバ２２の商品データベース２４にアクセスするため
のバーコード又はＲＦＩＤ３０を商品３３に取り付ける。
　バーコードとしては、通常の一次元バーコードやＱＲコード（登録商標）などの二次元
バーコードを採用できる。ＲＦＩＤは、情報が書き込まれたＲＦタグを商品３３に取り付
けて電波や磁気によってその情報を読み出せるように構成したものである。
　バーコード、ＲＦＩＤいずれも管理サーバ２２の特定の商品データベース２４にアクセ
スできるように構成しており、管理サーバ２２の特定の商品データべース２４のＵＲＬが
記述されている。
【００２１】
　また小売業者は、商品３３を消費者に対して販売する個人又は事業体である。
　小売業者は、インターネット等を介して管理サーバ２２に接続可能な小売業者コンピュ
ータ４０を有している。小売業者は、販売した商品３３に関して、該当する商品データベ
ース２４にアクセスし、自身の名称（小売業者名）を記憶させることができる。
　また、小売業者コンピュータ４０はＰＯＳシステム４２とデータ通信可能に接続されて
いるか、または小売業者コンピュータ４０自体がＰＯＳシステムであってもよい。
【００２２】
　消費者が所有する携帯端末５０は、例えばスマートフォンなどを用いることができ、バ
ーコード又はＲＦＩＤ３０を読み取り可能な読み取り機能を有している。例えば、携帯端
末５０には、リーバーコードリーダ、ＱＲコードリーダなどのアプリケーションソフトが
インストールされているとよい。また、ＲＦＩＤに対しても同様に携帯端末５０には、Ｒ
ＦＩＤを読み取り可能なＲＦＩＤリーダがインストールされていればよい。
【００２３】
　また、管理サーバ２２には、消費者データベース２５が設けられている。消費者データ
ベース２５には、図４に示すように消費者が所有するポイントが消費者ごとに記憶されて
いる。
　ここでいうポイントには様々なものがあるが、小売業者ごと（店舗ごと）において商品
の購入時に小売業者から購入金額ごとに付与されるポイントが考えられる。他には、消費
者が購入時に使用したクレジットカードのポイントなども考えられる。
　消費者データベース２５は、消費者自身がポイントを記憶させるのではなく、消費者が
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商品を購入した小売業者が小売業者コンピュータ４０からポイントを入力するか、または
購入金額に応じて小売業者コンピュータ４０が自動的に消費者データベース２５にポイン
トを記憶させるようにする。
　また、消費者データベース２５には、ポイントと紐づけして消費者が購入した商品の情
報を記憶させておくことが好ましい。購入した商品の情報としては、商品名、製造番号、
ロット番号などが挙げられる。
【００２４】
　なお、管理サーバ２２に消費者データベース２５を設けることにより、小売業者から見
ると消費者（顧客）の情報がすぐに判明することができる。これにより、小売業者は、ど
のような消費者が、どのような商品をどこで購入したかがわかり、顧客情報管理やマーケ
ティングに役立てることができる。
【００２５】
　図５に、商品の回収が発生した場合における本システムにおける動作方法について示す
。
　商品に不具合等が見つかり、商品を回収しなくてはならない場合、製造業者は回収すべ
き商品を、新聞、広告、ＴＶＣＭ等で公表する。本システムではさらに、製造業者は管理
サーバ２２の商品データベース２４へ回収内容を記憶させる（ステップＳ１００）。
【００２６】
　ある商品３３を購入した消費者が、商品３３に付されているバーコード又はＲＦＩＤ３
０を、自身が所有する携帯端末５０で読み取る（ステップＳ１０２）。具体的には、携帯
端末５０は、上記のようにバーコードリーダ、ＱＲコードリーダ又はＲＦＩＤリーダを備
えており、バーコード又はＲＦＩＤに記述されている管理サーバ２２の該当する商品デー
タベース２４のＵＲＬを読み出す。
　消費者は、読み出されたＵＲＬへのアクセスを携帯端末５０上で指示すると、携帯端末
５０に予めインストールされているブラウザが管理サーバ２２の該当する商品データベー
ス２４にアクセスする（ステップＳ１０４）。
【００２７】
　携帯端末５０のモニタ５１には、商品データベース２４に記憶されている消費者が購入
した商品３３に関するデータが表示される。
　ここで、消費者が購入した商品３３の回収情報を確認することができる。回収情報には
、回収の理由及び回収場所が記載されており、回収場所としては一般的にはその商品３３
を購入した店舗か、又はその商品３３販売している店舗であって購入した店舗ではない場
合でよい。
【００２８】
　消費者が、回収対象の商品３３を回収場所である店舗（小売業者）へ持参すると、小売
業者は、その商品３３に付されているバーコード又はＲＦＩＤ３０をバーコードリーダ（
図示せず）等で読み取り、小売業者コンピュータ４０を使用して管理サーバ２２の商品デ
ータベース２４へアクセスする（ステップＳ１０６）。
　小売業者は、小売業者コンピュータ４０によって商品データベース２４に、該当するロ
ット番号の商品を回収したことを記録する（ステップＳ１０８）。製造業者は、商品デー
タベース２４をチェックすることで商品の回収の進捗を確認することができる。
【００２９】
　商品が回収されたことに対して消費者に付与するポイントは、小売業者コンピュータ４
０から管理サーバ２２の消費者データベース２５に記憶されるか、または消費者が所持す
る携帯端末５０へ送信される（ステップＳ１１０）。なお、管理サーバ２２の消費者デー
タベース２５に記憶されたポイントは、消費者がその後に小売業者で商品を購入する際に
、消費者が携帯端末５０からアクセスすることによって使用できるようにしてもよい。
　ポイントとしては、小売業者で所定金額ごとの購入時に付与されるポイントや、消費者
が所有するクレジットカードのポイントであってもよい。
【００３０】
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　このように、商品に関する回収の情報があった場合において、消費者は商品３３に付さ
れているバーコード又はＲＦＩＤ３０を読み取るだけでその回収情報に接することができ
、また回収対象の商品３３を小売業者に持参すれば消費者にはポイントが付与されるので
商品回収の動機づけとなる。
【００３１】
　なお、上述してきた商品の回収に関しては、商品に不具合や瑕疵があった場合について
説明したが、賞味期限が長い商品に関しては特に有効である。
　上述したように商品データベース２４には予め賞味期限がロットＮＯ．ごとに記憶され
ている。例えば、缶詰や瓶詰などの賞味期限が長い商品に関して、消費者はそのまましま
い込んで忘れてしまうことも多い。このような場合には、回収情報などは消費者に伝わら
ない場合が多い。そこで、特に缶詰や瓶詰などの賞味期限が長い商品のバーコード又はＲ
ＦＩＤ３０を、消費者が携帯端末５０を用いて読み取ることによって、回収情報などを確
実に入手することができる。また、賞味期限の再確認も可能となる。
【００３２】
　なお、上述してきた実施形態においては、消費者が商品３３のバーコード又はＲＦＩＤ
３０を携帯端末５０で読み取って、商品データベース２４へアクセスする場合について説
明した。
　しかし、消費者が商品データベース２４にアクセスするのではなく、製造業者又は小売
業者が消費者データベース２５を確認し、管理サーバ２２から消費者の携帯端末５０へ通
知を発信するようにしてもよい。
　製造業者又は小売業者が管理サーバ２２から消費者に対して通知する場合として、商品
に瑕疵があって回収する必要がある場合、消費期限が長い缶詰や瓶詰などの商品の消費期
限が近くなった場合が考えられる。
【００３３】
　製造業者又は小売業者は、消費者がどの商品を購入したかを消費者データベース２５に
記憶されているポイント情報に基づいて判断する。すなわち、消費者データベース２５の
ポイント情報には、上述したように購入した商品３３の情報（商品名、製造番号、ロット
番号）が紐づけされて記憶されている必要がある。
【００３４】
　図６に基づいて、消費者に対して通知を送る場合について説明する。
　例えば、ある商品３３に瑕疵が生じたので回収しようとする場合、又は消費期限が長い
商品の消費期限が近づいた場合、製造業者は回収すべき商品又は消費期限が近付いた商品
を購入した消費者を消費者データベース２５内で、商品名、製造番号、ロット番号に基づ
いて検索する（ステップＳ２００）。
【００３５】
　消費者データベース２５内における該当商品の購入有無の検索は、製造業者コンピュー
タ３６からの指示又は小売業者コンピュータ４０からの指示で管理サーバ２２が検索実行
してもよいし、製造業者又は小売業者が管理サーバ２２を用いて手動で検索してもよい。
　回収対象の商品又は消費期限が近付いた商品を購入した消費者に対しては、管理サーバ
２２から消費者データベース２５に記憶されている該当消費者の連絡先（具体的には、消
費者の所有する携帯端末５０のメールアドレス）に対して、購入した商品３３が回収対象
になっていること、又は購入した缶詰・瓶詰等の消費期限が長い商品の消費期限が近付い
ていることを通知する（ステップＳ２０２）。
【００３６】
　商品３３に瑕疵があって回収が必要な場合には特に緊急性を要するので、管理サーバ２
２は、該当する商品を購入した消費者全てに一斉にメールをしてもよい。
　なお、消費者によっては、消費期限が近付いたことを通知するメールを受け取りたくな
いと考える場合もある。このような場合、消費者側でメール受信を拒否するように構成し
てもよい。メール受信の拒否は、携帯端末５０側の操作によって管理サーバ２２からの全
てメール受信拒否として設定してもよいし、あるいは消費期限が近付いたメールのみ受信
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拒否にしてもよい。また、受信拒否の設定は、消費者の希望により管理サーバ２２側で行
ってもよい。
【００３７】
（リサイクルに関する動作方法）
　なお、消費者が購入した商品３３がリサイクル対象商品（例えば、家電製品など）の場
合、消費者は商品３３を処分しようとする場合には、商品３３を購入した店舗（小売業者
）に商品３３を持ちこむ。
　この場合、リサイクルとして商品を持ち込まれた小売業者は、小売業者コンピュータ４
０がリサイクル対象商品を持ち込んだ消費者にポイントを付与する。ポイントの付与は、
小売業者コンピュータ４０が消費者データベース２５にアクセスして、消費者データベー
ス２５の該当する消費者の欄に記憶することで実行されるか、または小売業者コンピュー
タ４０から消費者が所持する携帯端末５０に送信する。
　ポイントとしては、小売業者で所定金額ごとの購入時に付与されるポイントや、消費者
が所有するクレジットカードのポイントであってもよい。
【００３８】
　なお、リサイクル対象商品にはバーコード又はＲＦＩＤ３０が設けられており、消費者
が携帯端末５０でバーコード又はＲＦＩＤ３０を読み取ることによって、管理サーバ２２
の商品データベース２４へアクセスする。商品データベース２４には、当該リサイクル対
象製品のリサイクル先である小売業者の名称及び場所が記憶されており、消費者は商品デ
ータベース２４に記載されている小売業者の名称及び場所を確認してリサイクルを実行す
ることができる。
【００３９】
　また、本実施形態では、リサイクル対象商品について説明したが、商品がリサイクル包
装容器を有している場合にも適用できる。
　例えば、リサイクル包装容器としては、ペットボトル、アルミ缶、瓶などがある。これ
らのリサイクル包装容器は、小売業者で回収される場合もあるが回収業者が回収する場合
もある。リサイクル包装容器を持ち込まれた小売業者又は回収業者は、小売業者コンピュ
ータ４０又は回収業者コンピュータ（図示せず）がリサイクル包装容器を持ち込んだ消費
者にポイントを付与する。ポイントの付与は、小売業者コンピュータ４０又は回収業者コ
ンピュータが消費者データベース２５にアクセスして、消費者データベース２５の該当す
る消費者の欄に記憶することで実行されるか、または小売業者コンピュータ４０又は回収
業者コンピュータから消費者が所持する携帯端末５０に送信する。
　ポイントとしては、小売業者で所定金額ごとの購入時に付与されるポイントや、消費者
が所有するクレジットカードのポイントであってもよい。
【００４０】
　また、リサイクル包装容器としては缶詰の空き缶、瓶詰の空き瓶なども対象となる。上
述したように賞味期限が長い缶詰や瓶詰は上述したように忘れられがちになってしまうこ
とが多い。
　したがって、賞味期限が過ぎてしまった缶詰や瓶詰は処分されることとなるが、中身が
入ったまま不燃ごみ等として処分されてしまうちリサイクルが進まない。したがって、賞
味期限切れの缶詰や瓶詰は、中身を可燃ごみ等で廃棄し、缶詰の空き缶や瓶詰の空き瓶を
リサイクル包装容器としてリサイクルするため小売業者又は回収業者に持ち込んだ場合に
消費者にポイントを付与する。このことにより、消費者は、中身を処分したうえでリサイ
クル包装容器としてリサイクルさせることに対するインセンティブが生じるため、リサイ
クルを進めやすくなる。
【００４１】
　以上本発明につき好適な実施例を挙げて種々説明したが、本発明はこの実施例に限定さ
れるものではなく、発明の精神を逸脱しない範囲内で多くの改変を施し得るのはもちろん
である。
【符号の説明】
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【００４２】
２０　データ管理システム
２１　通信回線
２２　管理サーバ
２４　商品データベース
２５　消費者データベース
２６　制御部
３０　バーコード又はＲＦＩＤ
３３　商品
３４　通信装置
３５　記憶装置
３６　製造業者コンピュータ
４０　小売業者コンピュータ
４２　ＰＯＳシステム
５０　携帯端末
５１　モニタ

【図１】 【図２】

【図３】
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