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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】顧客による買上げ商品の登録操作を受け付
ける、複数の入力装置と、
該入力装置を回線で接続し、前記商品登録された商品に
対する商品価格データに基づき入力装置毎の取引額の精
算処理を行う店員により操作される処理装置と、を備え
た商品販売処理を行うデータ処理システムであって、
前記入力装置には、
商品に記録されたバーコードを読み取る第一の読取手段
と、
10
バーコードの読取完了を入力する第一の入力手段と、
前記処理装置を操作する店員を呼び出すための第二の入
力手段と、
表示手段と、
記憶手段と、
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前記処理装置に対して送信される情報に、該入力装置を
識別する識別コードを付加して送信し、前記処理装置か
らのデータを受信する通信手段と、を備え、
前記処理装置は、
前記入力装置からの送信された識別コードから、情報を
送信した入力装置を識別する識別手段と、
バーコードデータに対応する商品価格データを記憶する
データ記憶手段と、
前記入力手段から送信されたバーコードデータに対応す
る商品価格データを前記データ記憶手段から読み出し
て、対応する入力装置に送信する応答手段と、
前記第二の入力手段が操作されたことを店員に報知する
報知手段と、
店員操作によりバーコードを読み取る第二の読取手段
と、を備え、
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前記入力装置は、前記処理装置から送られた商品価格デ
ータを前記記憶手段に記憶するとともに、前記表示手段
上に表示するように構成されることを特徴とする、デー
タ処理システム。
【請求項２】前記データ処理システムにおいて、
前記入力装置は、顧客により前記第一の入力手段が操作
された場合、前記記憶手段に記憶された商品価格データ
を前記処理装置に送信するとともに、
前記処理装置は、前記入力装置から送られた商品価格デ
ータを受け取って、当該顧客の取引額を演算する演算手
段を備えたことを特徴とする、請求項１記載のデータ処
理システム。
【請求項３】前記データ処理システムにおいて、
前記処理装置は、前記データ記憶手段から読み出された
商品価格データを、入力装置毎に記憶する記憶手段を備
え、
前記入力装置にて前記第一の入力手段が操作された際
に、対応する商品価格データを前記記憶手段から読み出
して、当該顧客の取引額を演算する演算手段を備えたこ
とを特徴とする、請求項１記載のデータ処理システム。
【請求項４】前記データ処理システムにおいて、
前記複数の処理装置と前記処理装置とは、互いにその背
面を向けて配置されることを特徴とする、請求項１乃至
３記載のデータ処理システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、販売時点情報管理（Po
int Of Sales：以下ＰＯＳという）等のスキャナ及び電
子レジスタによるデータ処理システムに係り、特に顧客
が買い上げた商品の登録処理を顧客が行い、精算処理を
オペレータが行うことができるデータ処理システムに関
するものである。
【０００２】近来、百貨店やスーパーマーケット等にお
いて、顧客の買上げた商品を登録して代金を受け取って
レシートを発行するためにバーコードスキャナと電子レ
ジスタが使用されているが、通常は１人のオペレータが
バーコードスキャナで顧客の買上げた商品の登録処理を
行うと共に、電子レジスタの合計金額に基づいて代金の
授受をして精算処理を行っている。
【０００３】従って１人の顧客に要する処理時間が長く
掛かり、効率良く登録処理と精算処理が行われず、顧客
が多い時には行列が長く続き、顧客を待たせることにな
ってサービスの低下を招く。
【０００４】これに対処するために、バーコードスキャ
ナと電子レジスタを２人のオペレータが分担して登録処
理と精算処理を行う２人制運用の方法が、昼時や夕方の
顧客が多い時間帯に採用され、効率良く処理を行って処
理時間を短縮する方法が実施されているが、多数のオペ
レータを必要とするので人件費が嵩む。そこで、少数の
オペレータで効率良く運用できる方法が望まれている。
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【０００５】
【従来の技術】図８にＰＯＳシステムに使用されるスキ
ャナ及び電子レジスタを示す。図に示すように、スキャ
ナ10は、オペレータが顧客が購入する商品を読取窓W の
上方空間を通過させると、読取窓W から放射されるレー
ザビームが商品のバーコードを走査して読み取る。
【０００６】スキャナ10に電子レジスタ2aがケーブルC
で接続されており、読み取ったバーコードデータは電子
レジスタ2aへ送られ、図示していないターミナルコント
ローラ（以下Ｔ／Ｃという）にバーコードデータに対応
する価格照会(Price Look Up：以下ＰＬＵという）を行
って、応答されたデータをディスプレイD1及び顧客用デ
ィスプレイD2に表示する。
【０００７】顧客の購入する商品のすべてのバーコード
を読み取って、キーボードKBの登録終了釦を押下する
と、精算金額がディスプレイD1、顧客用ディスプレイD2
に表示される。その金額を顧客に告げ、代金を受け取っ
てその値をキーボードKBから入力すると、精算処理及び
取引明細の印字が行われ、ドロアDOが開いてオペレータ
は釣銭を出してレシートと共に顧客に手渡す。登録され
た商品は取引の都度電子レジスタ2a内で当日分が商品分
類されて金額の累計（以下ハードトータルという）が記
憶される。
【０００８】以上は図９(a) に示す１人制運用で顧客サ
ービスを行う場合である。即ち、図に示すように、スキ
ャナ10を備えた精算レーン３に対して下方向に直角に電
子レジスタ2aがオペレータＡの方向、図中矢印方向に向
けて配置されている。
【０００９】また図９(b) に２人制運用の場合のレイア
ウトの平面図を示す。図に示すように、電子レジスタ2a
は１人制運用の場合とは反対方向、図中矢印方向に向け
て配置されている。オペレータＡは１人制運用の場合と
同様の位置におり、オペレータＢは電子レジスタ2aの前
に位置している。
【００１０】従ってオペレータＡは同様に商品のバーコ
ードをスキャナ10で読み取り、すべての商品のバーコー
ドの読み取りが終了すると登録終了釦を押下すると、精
算金額が表示されるので、オペレータＢは合計された代
金の精算を行う。オペレータＢが代金の精算を行ってい
る間に、オペレータＡは次の顧客の商品のバーコードの
読み取りを行うことができるので、顧客を迅速に捌くこ
とができる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】上記従来方法によれ
ば、
１人制運用の場合には、オペレータが１人で商品のバ
ーコードをスキャナで読み取る登録処理と、代金の精算
を行う精算処理とを行うために、１人の顧客に要する処
理時間が長く掛かり、効率良い処理が行われず、顧客が
多い時には行列が長く続き、顧客を待たせることになっ
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てサービスの低下を招く。
２人制運用の場合には、スキャナと電子レジスタを２
人のオペレータが分担して登録処理と精算処理を行うの
で、効率良く処理が行われて顧客に対するサービスが向
上するが、オペレータの人数を多く必要とするので人件
費が嵩む。という問題点がある。
【００１２】本発明は、少人数のオペレータで効率良く
運用できるデータ処理システムを提供することを目的と
している。
【００１３】
【課題を解決するための手段】図１は本発明の原理ブロ
ック図である。図において、１は商品登録を行う複数の
入力装置、２は入力装置１が接続された処理装置であ
る。
【００１４】従って複数の入力装置１の少なくとも１つ
から夫々入力された少なくとも１つの商品価格データに
基づいて、処理装置２において該当する入力装置１毎の
取引額の精算処理を行うように構成されている。
【００１５】
【作用】複数の入力装置１の少なくとも１つから少なく
とも１つの商品価格データを夫々入力し、その商品価格
データに基づいて、処理装置２において該当する入力装
置１毎の取引額の精算処理を行うことにより、処理装置
２において複数の入力装置１で並行して商品登録を行っ
ても、入力装置１の入力完了順にデータを処理すること
ができ、複数の入力装置１を一台の処理装置２で制御す
ることができる。
【００１６】従って入力装置１毎に顧客の操作で商品価
格データを入力し、オペレータが処理装置２で各入力装
置１に対応する取引額の精算をすることができるので、
少人数のオペレータで効率良く運用することができる。
【００１７】
【実施例】
１）第１の実施例の説明
以下、本発明の第１の実施例を図２〜図５を参照して説
明する。図２は第１の実施例のシステムブロック図、図
３は第１の実施例の入力装置及び処理装置の配置を示す
平面図、図４は第１の実施例を示すブロック図、図５は
第１の実施例のフローチャートを示す。全図を通じて同
一符号は同一対象物を示す。
【００１８】図２に示すように、入力装置1a〜1c、1d,1
e が処理装置2A、2Bに夫々接続されている。処理装置2
A,2B は図示省略したＴ／Ｃを介してホストコンピュー
タに接続されている。
【００１９】また図３に示すように、入力装置1a〜1eを
背面を内側にして馬蹄形状に配置し、内側に処理装置2
A,2B が夫々背面を入力装置1a〜1c及び入力装置1d,1e
に向けて配置されて、処理装置2A,2B に夫々オペレータ
が配置されている。
【００２０】従って、入力装置1a〜1eの前面、即ち、馬
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蹄形状に配置した外側に顧客がきて、購入する商品のバ
ーコードの読取登録の操作を顧客自身が行い、登録入力
終了後にオペレータによって精算処理される。
【００２１】以下、入力装置1a〜1c及び処理装置2Aによ
り説明する。図４に示すように、入力装置1a（〜1c）
は、制御部４、スキャナ10ａ（読取手段）、取引データ
メモリ11（第１の記憶手段）、ＫＢ12（第１の入力手
段）、送受信部13（通信手段）及びディスプレイ（以下
ＣＲＴという)14 で構成されている。
【００２２】処理装置2Aは、制御部６、識別部20（識別
手段）、ＰＬＵデータファイル21（第２の記憶手段）、
演算部22（演算手段）、送受信部23（応答手段）、ＣＲ
Ｔ24ａ、プリンタ部24ｂ、ハードトータルメモリ７、報
知部８、ハンドスキャナ9a、及びＫＢ9bで構成されてい
る。
【００２３】入力装置1aにおいて、制御部４は、図示省
略したＣＰＵ及び制御プログラムを備え、制御プログラ
ムに従って各部を制御する。スキャナ10ａは、従来例で
説明したスキャナ10と同様の機能を有し、顧客自身の操
作で商品を読取窓W の上方空間を通過させた時にバーコ
ードを読み取る。
【００２４】取引データメモリ11は、例えばＲＡＭで構
成され、スキャナ10ａが読み取ったバーコードデータに
基づいて処理装置2Aから応答されたＰＬＵデータを順次
一取引分記憶する。
【００２５】ＫＢ12は、顧客が操作して購入商品のバー
コードの読み取りが終了した時に入力する読取完了釦5
a、スキャナ10ａの故障やバーコードの欠落等による読
取不能の時にオペレータを呼ぶための呼出し釦5b、及び
呼出し釦5bを押した時に点灯するランプL1を備えてい
る。
【００２６】送受信部23は、処理装置2Aとの信号の送受
信を行い、送信するバーコードデータ及びＰＬＵデー
タ、読取完了釦5aの押下による読取完了信号及び呼出し
釦5bの押下による呼出し信号に、入力装置1aの識別コー
ドを付加して送信する。
【００２７】ＣＲＴ14は、顧客向けに表示するディスプ
レイで、処理装置2Aから応答されたＰＬＵデータ、一取
引のＰＬＵデータの合計値及びメッセージを表示する。
処理装置2Aにおいて、制御部６は、図示省略したＣＰＵ
及び制御プログラムを備え、制御プログラムに従って各
部を制御する。
【００２８】識別部20は、入力装置1a (〜1c) から送信
された信号に付加された識別コードから該当する入力装
置1a (〜1c) を識別する。ＰＬＵデータファイル21は、
多数のバーコードデータに対応する商品価格、即ち、Ｐ
ＬＵデータのファイルを格納したメモリである。
【００２９】演算部22は、読取完了に伴い入力装置1a
(〜1c) から送信されたすべてのＰＬＵデータの合計金
額、及び釣銭を演算する。また取引の都度ＰＬＵデータ
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によりハードトータルを演算する。
【００３０】送受信部23は、入力装置1a (〜1c) からの
受信、及び応答送信を行う。ＣＲＴ24ａは、ＰＬＵデー
タファイルから読み出されたＰＬＵデータをその都度表
示すると共に、演算部22ａで演算された合計金額及び釣
銭金額を表示する。
【００３１】プリンタ部24ｂは、ＣＲＴ24ａに表示され
たＰＬＵデータ、合計金額及び釣銭金額をレシート用紙
に順次印字出力する。ハードトータルメモリ７は、例え
ばＲＡＭで構成され、演算部22で演算したハードトータ
ルの演算結果を格納するメモリで、装置電源がＯＦＦさ
れてもバックアップバッテリによりサポートされる。な
お、ハードトータルは取引の都度、或いは終業時にＴ／
Ｃを介してホストコンピュータへ送信される。
【００３２】報知部８は、先行する取引、例えば入力装
置1aから送られたＰＬＵデータによる精算処理が進行中
に、後続の取引、入力装置1b,1c からの読取完了信号を
受信した時に、その読取完了信号を受信順序を付けて記
憶するメモリを備えると共に、入力装置1a〜1cに対応す
る複数の青色ランプLa〜Lc、及び赤色ランプLA〜LCを備
え、入力装置1a (〜1c) から読取完了信号が受信された
時に、対応する青色ランプLa (〜Lc) が点灯し、呼出し
信号が受信された時に、対応する赤色ランプLA(〜LC)
を点灯する。
【００３３】ハンドスキャナ9aは、図示していないがケ
ーブルの先端に取り付けられており、移動させてバーコ
ードを読み取ることができ、入力装置1a (〜1c) のスキ
ャナ10ａによる読み取りが不能で、呼出し釦5bが押され
て赤色ランプLa (〜Lc) が点灯した時に、オペレータに
よって使用される。
【００３４】ＫＢ9bは、ハンドスキャナ9aによる読み取
りができない時に、バーコードに対応するコード番号が
入力されるテンキー90、精算指示釦91及び取引完了釦92
を備えている。
【００３５】このような構成及び機能を有するので、次
に図５のフローチャートにより作用を説明する。図中一
重枠は入力装置1a (〜1c) の動作、二重枠は処理装置2A
の動作を示す。
【００３６】 まず、顧客が購入する商品を籠に入れ
て、入力装置1a〜1cの何れか、例えば入力装置1aの前に
きて、順次商品のバーコードをスキャナ10ａに読み取ら
せる。読み取ったバーコードデータは、送受信部13によ
り識別コードが付加されて処理装置2AへＰＬＵを行う。
【００３７】 バーコードデータを受信した処理装置2A
は、識別部20で識別コードにより該当する入力装置1aを
識別し、バーコードデータに基づいてＰＬＵデータファ
イル21から対応する商品のＰＬＵデータを読み出して、
読み出したＰＬＵデータを送信部23によって識別コード
に対応する入力装置1aへ応答する。
【００３８】 入力装置1aは応答されたＰＬＵデータを
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ＣＲＴ14に表示すると共に、取引データメモリ11に記憶
する。
引き続き顧客による複数の商品のバーコード読み取り
で 〜 が繰り返される。顧客による商品のバーコード
の読み取りが完了して、顧客が読取完了釦5aを押すと、
ＫＢ12のランプL1が点灯し、読取完了信号に識別コード
が付加されて処理装置2Aへ送られ、報知部８の入力装置
1aに対応する青色ランプLaが点灯し、他の入力装置1b,1
c の精算処理中か否かにより、処理装置2Aから入力装置
1Aに対して送信可否が応答される。
【００３９】 送信可が応答されると、取引データメモ
リ11に記憶された複数の商品のＰＬＵデータがすべて読
み出されて、識別コードが付加されて処理装置2Aへ送信
される。
【００４０】 もし別の顧客 (入力装置1b,1c)のデータ
で精算処理が行われていて、送信不可が入力装置1aに応
答されると、ＣＲＴ14に「しばらくお待ち下さい」のメ
ッセージが表示され、一方、処理装置2Aでは読取完了信
号を入力装置の識別結果と共に報知部８に記憶してお
き、先行する取引の精算処理が完了して取引完了釦92が
押された時に、報知部８に記憶した読取完了信号と識別
結果が読み出されて入力装置1aへ送信可信号が送られ、
メッセージが消えて、 のフローが行われる。この時の
顧客の待ち時間は精算処理の途中から取引完了釦92の押
下までであるから僅かな時間である。
【００４１】 すべてのＰＬＵデータが処理装置2Aに受
信されると、識別コードが識別され、演算部22ですべて
のＰＬＵデータの合計金額を演算して、すべてのＰＬＵ
データと合計金額を入力装置1aの装置番号と共にＣＲＴ
24に表示する。オペレータはＣＲＴ24ａの装置番号と表
示データで入力装置1aで商品登録操作が終了して、すべ
てのＰＬＵデータが送られてきたことを知る。
【００４２】一方、合計金額は送受信部23から識別コー
ドに対応する入力装置1aへ送信されＣＲＴ14に表示され
る。顧客はＣＲＴ14の表示で合計金額を知ることができ
る。
そこでオペレータは、顧客に合計金額を告げて、現金
を受け取ってＫＢ9bのテンキー90から受け取った金額を
入力して、精算指示釦91を押下すると、釣銭が演算され
てＣＲＴ24ａに表示され、すべてのＰＬＵデータ、合計
金額及び釣銭等、即ち、取引明細がプリンタ部24ｂでレ
シート用紙に印字され、図示省略したドロアDOが開いて
オペレータは釣銭とレシートを顧客に手渡して取引が完
了する。そこで取引完了釦92を押下すると、ＣＲＴ24ａ
の表示及び青色ランプLaが消滅すると共に、取引完了が
入力装置1aへ送信されて、ＣＲＴ14の表示及びＫＢ12の
ランプL1が消滅する。この間に、演算部22はハードトー
タルメモリ７のハードトータルにＰＬＵデータを算入し
て更新する。
【００４３】 報知部８に他の装置からの読取完了信号
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が記憶されていれば、読取完了信号を読み出して対応す
る入力装置1a (〜1c) へ送信し、 以降のフローが繰り
返される。
【００４４】上記フローチャート中の において、スキ
ャナ10ａの故障やバーコードの欠落等により顧客による
バーコードの読み取りが不能な場合に、顧客が呼出し釦
5bを押すと、ＫＢ12のランプL1が点灯すると共に、呼出
し信号に識別コードが付加されて処理装置2Aへ送られ、
識別部20で識別コードが識別され、報知部８の入力装置
1aに対応する赤色ランプLA（入力装置1b或いは1cの時
は、赤ランプLB或いはLC) が点灯してオペレータが呼び
出される。オペレータは、入力装置1aの所へ行って状況
に対応する処置をとる。例えばスキャナ10ａが故障なら
ハンドスキャナ9aで読み取り、バーコードの欠落ならば
ＫＢ9bのテンキー90で入力する。
【００４５】２）第２の実施例の説明
以下、本発明の第２の実施例を図６及び図７を参照して
説明する。図６は第２の実施例のブロック図、図７は第
２の実施例のフローチャートを示す。全図を通じて同一
符号は同一対象物を示す。
【００４６】システムは上記実施例で説明した図３と同
様に配置された入力装置1A〜1C、1D,1E(但し、入力装置
1D,1E は図示していない) 及び処理装置2A′、2B′で構
成されている。
【００４７】図６が図４で説明した第１の実施例と異な
るのは、第１の実施例が各入力装置1a〜1cに取引データ
メモリ11を備えて、夫々の入力装置1a〜1cにＰＬＵデー
タを記憶したのに対して、第２の実施例では処理装置2
A′に共通の取引データメモリ25を備えて、各入力装置1
A〜1CのＰＬＵデータを夫々対応する記憶領域に記憶す
るようにしたことである。
【００４８】以下、入力装置1A〜1C及び処理装置2A′に
より説明する。図４に示すように、入力装置1A (〜1C)
は、制御部4a、スキャナ10ａ、ＫＢ12、送受信部13及び
ＣＲＴ14で構成されている。
【００４９】処理装置2A′は、制御部6a、識別部20、Ｐ
ＬＵデータファイル21、演算部22、送受信部23、ＣＲＴ
24ａ、プリンタ部24ｂ、取引データメモリ25、ハードト
ータルメモリ７、報知部８、ハンドスキャナ9a及びＫＢ
9bで構成されている。
【００５０】入力装置1A (〜1C) において、制御部4a
は、図示省略したＣＰＵ及び制御プログラムを備え、制
御プログラムに従って各部を制御する。処理装置2A′に
おいて、制御部6aは、図示省略したＣＰＵ及び制御プロ
グラムを備え、制御プログラムに従って各部を制御す
る。
【００５１】取引データメモリ25は、例えばディスクで
構成され、入力装置1A〜1Cの識別コードに夫々対応する
複数の記憶領域を有し、入力装置1A〜1CのＰＬＵデータ
を識別コードに対応する記憶領域に記憶する。
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【００５２】このような構成及び機能を有するので、次
に図７のフローチャートにより作用を説明する。図中一
重枠は入力装置1A (〜1C) の動作、二重枠は処理装置2
A′の動作を示す。
【００５３】 まず、顧客が購入する商品を籠に入れ
て、入力装置1A〜1Cの何れか、例えば入力装置1Aの前に
きて、順次商品のバーコードをスキャナ10A に読み取ら
せる。読み取ったバーコードデータは、送受信部13によ
り識別コードが付加されて処理装置2A′へＰＬＵを行
う。
【００５４】 バーコードデータを受信した処理装置2
A′は、識別部20で識別コードにより該当する入力装置1
Aを識別し、バーコードデータに基づいてＰＬＵデータ
ファイル21から対応する商品のＰＬＵデータを読み出し
て、読み出したＰＬＵデータを送信部23によって識別コ
ードに対応する入力装置1Aへ応答すると共に、ＰＬＵデ
ータを取引データメモリ25の識別コードに対応する記憶
領域に記憶する。
【００５５】 入力装置1Aは受信したＰＬＵデータをＣ
ＲＴ14に表示する。
引き続き顧客による複数の商品のバーコード読み取り
で 〜 が繰り返される。顧客による商品のバーコード
の読み取りが完了して、顧客が読取完了釦5aを押すと、
ＫＢ12のランプL1が点灯し、読取完了信号に識別コード
が付加されて処理装置2A′へ送られ、報知部８の青色ラ
ンプL1が点灯し、即時処理が可能か否か、即ち、別の顧
客 (入力装置1B,1C)のデータで精算処理中であるか否か
を判断する。
【００５６】 処理装置2A′では即時処理可の時は、取
引データメモリ25の該当する記憶領域に記憶された複数
の商品のＰＬＵデータをすべて読み出して、演算部22で
合計金額が演算され、すべてのＰＬＵデータと合計金額
をＣＲＴ24ａに表示する。一方、合計金額は送受信部23
から識別コードに対応する入力装置1A′へ送信されてＣ
ＲＴ14に表示される。
【００５７】 もし即時処理が不可能の時は、即時処理
不可能信号が入力装置1Aに送られ、「しばらくお待ち下
さい」のメッセージがＣＲＴ14に表示され、一方、処理
装置2A′では読取完了信号を報知部８に記憶しておき、
先行する取引の精算処理が完了して取引完了釦92が押さ
れた時に、報知部８に記憶しておいた読取完了信号が読
み出されて、入力装置1Aへ処理可能信号が送られ、メッ
セージが消える。処理装置2A′において のフローが行
われる。
【００５８】 合計金額が演算されると、オペレータは
顧客に合計金額を告げて、現金を受け取ってＫＢ9bのテ
ンキー90から受け取った金額を入力して、精算指示釦91
を押下すると、釣銭が演算されて表示され、すべてのＰ
ＬＵデータ、合計金額及び釣銭等、即ち、取引明細がプ
リンタ部24ｂでレシート用紙に印字され、図示省略した
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ドロアDOが開いてオペレータは釣銭とレシートを顧客に
手渡して取引が完了する。そこで取引完了釦92を押下す
ると、ＣＲＴ24ａの表示及び青色ランプLaが消滅すると
共に、取引完了が入力装置1Aへ送信されて、ＣＲＴ14の
表示及びＫＢ12のランプL1が消滅する。この間に、演算
部22はハードトータルメモリ７のハードトータルにＰＬ
Ｕデータを算入して更新する。
【００５９】 報知部８に他の装置からの読取完了信号
が記憶されていれば、 以降のフローが繰り返される。
上記フローチャート中の において、スキャナ10A によ
るバーコードの読み取りが不能な場合に、顧客が呼出し
釦5bを押すと、ＫＢ12のランプL1が点灯すると共に、呼
出し信号に識別コードが付加されて処理装置2A′へ送ら
れ、識別部20で識別コードが識別され、報知部８の赤色
ランプLAが点灯してオペレータが呼び出される。オペレ
ータは、入力装置1Aの所へ行って、例えばスキャナ10A
が故障ならハンドスキャナ9aで読み取り、バーコードの
欠落等ならＫＢ9bのテンキー90で入力する。
【００６０】このようにして、顧客の操作によって商品
の登録処理が行われ、オペレータは精算処理を行うだけ
なので、処理が迅速に行われ、複数の入力装置1a〜1c、
1A〜1Cにおいて並行して商品の登録処理が行われても、
ＰＬＵデータは対応する入力装置1a〜1c、1A〜1Cへ応答
することができ、読取完了釦5aの押下で各々の青色ラン
プLa〜Lcが点灯するが、先行する精算処理が済んでから
順次処理することができる。入力装置1D,1E と処理装置
2Bの場合も同様に制御される。
【００６１】第２の実施例では、入力装置1A〜1Cに共通
した取引データメモリ25を処理装置2A′に設けたので、
第１の実施例の場合の各入力装置1a〜1cに夫々取引デー
タメモリ11ａを設けに場合に比べてコストが安くなって
経済的であり、しかも入力装置1A〜1Cと処理装置2A間の
送信データ量を少なくすることができるので、処理時間
が短縮される。
【００６２】また処理装置2A,2B 、2A′,2B ′の数だけ
のオペレータの人数で足りるので、人件費を節約でき、
その分の費用を顧客サービスに振り向けることができ
る。また図３で説明したように、入力装置1a〜1e (1A〜
1E等) の背面を内側にして円弧状して処理装置2A,2B(2
A′,2B ′) の方向或いは背面に向けて配置したので、
顧客による商品のバーコードの読み取り操作がオペレー
タから良く見えて、状況把握が容易であり、金銭の授受
等を円滑に行うことができる。
【００６３】上記例では、顧客が商品のバーコードの読
取完了釦5aを押下すると、他の入力装置での取引の精算
処理中でなければ、直ちにバーコードデータに対応する
ＰＬＵデータの合計値の演算を行って精算処理される場
合を説明したが、読取完了釦5aを押下しても、他の入力
装置での取引の精算処理中で有る無しに関わらず、処理
装置の青色ランプが点灯して読取完了を報知するだけ
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で、オペレータが改めて処理開始釦を押下することによ
ってＰＬＵデータの合計値の演算及び精算処理を行う方
法も考えられる。
【００６４】また、上記例では、処理装置2A,2B,─、2
A′,2B ′─でＰＬＵデータの合計値の演算及び精算処
理を行う場合を説明したが、入力装置側で演算処理を行
い、合計金額が算出された時点で処理装置に対して通知
が行われ、処理装置のオペレータはそれによって精算を
行うように構成する方法としても良い。
【００６５】また上記例では、ＰＬＵデータファイル21
を処理装置2A,2A ′に備えた場合を説明したが、Ｔ／Ｃ
に備えても良いことは勿論である。
【００６６】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、請
求項１〜請求項５では、複数の入力装置を一台の処理装
置で制御することができるので、例えばＰＯＳシステム
において、複数の入力装置で顧客が操作して夫々商品の
登録処理を行い、オペレータは処理装置で精算処理を行
うことにより、取引処理が迅速に行われ、複数の入力装
置に対してオペレータは１人で足りるので、少人数のオ
ペレータで効率良く運用することができ人件費を節約す
ることができる。更に請求項５では、各入力装置で読み
取ったバーコードデータに対応する商品価格データを処
理装置の第３の記憶手段の入力装置毎の記憶領域に記憶
することにより、各入力装置に夫々第１の記憶手段を備
える場合に比べて、コストを安くすることができる。
【００６７】請求項６では、処理装置に入力装置でのバ
ーコードの読み取りの完了を知覚的に報知する報知手段
を設けることにより、識別コードに対応する入力装置で
バーコードの読み取りが完了したことを容易に知ること
ができる。
【００６８】請求項７では、読取手段に障害が発生した
時に、障害の発生を操作入力する第２の入力手段を入力
装置に備えることにより、障害発生通知信号を処理装置
に送って容易に報知することができる。
【００６９】請求項８では、複数の入力装置を横方向に
並べて背面を処理装置の背面に向けて配置したことによ
り、複数の入力装置の操作状況が処理装置側から容易に
監視することができる。従ってＰＯＳシステムにおい
て、複数の入力装置で顧客が操作して夫々商品の登録処
理を行い、オペレータは処理装置で精算処理を行う場合
には、オペレータから顧客の操作状態が良く見えて、状
況把握が容易であり、金銭の授受等を円滑に行うことが
できる。という効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】 本発明の原理ブロック図
【図２】 本発明の第１の実施例のシステムブロック図
【図３】 第１の実施例の入力装置及び処理装置の配置
を示す平面図
【図４】 本発明の第１の実施例を示すブロック図
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【図５】 第１の実施例のフローチャート
＊ １,1a 〜1e,1A 〜1Cは入力装置、２,2A,2B,2A ′,2B ′
【図６】 本発明の第２の実施例を示すブロック図
は処理装置、
2aは電子レジスタ、10は読取
【図７】 第２の実施例のフローチャート
手段、
10,10aはスキャナ、
11,25 は取引デ
【図８】 スキャナ及び電子レジスタを示す斜視図
ータメモリ、12,24aはＫＢ、
13,23 は送受信
【図９】 スキャナ及び電子レジスタの使用方法の説明
部、
20は識別部、21はＰＬＵデータファイル、
図
22は演算部、
【符号の説明】
＊
【図１】
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(8)

【図８】

【図９】

特許３０６４７１０

【図６】

(9)

【図５】

特許３０６４７１０

(10)

【図７】

特許３０６４７１０

(11)
フロントページの続き

(56)参考文献

特開
特開
特開
特開

平２−100198（ＪＰ，Ａ)
昭62−226299（ＪＰ，Ａ)
平４−98597（ＪＰ，Ａ)
平２−245894（ＪＰ，Ａ)
7

(58)調査した分野(Int.Cl. ，ＤＢ名)
G07G 1/00 ‑ 5/00
G06F 13/00
354
G06F 17/60
G06F 19/00
G06K 7/10

特許３０６４７１０

