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商品注文機能を導入したプリペイド型商店システムの運用と評価
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概要： 本研究では，路上における野菜の無人販売をモデルとしたプリペイド型簡易商店システムを用いる．これまで
東日本大震災の復興支援として，被災地への設置，および運用を行ってきた．運用と復興の進行により，利用者のニ
ーズの差異が存在した．ニーズの差異により売れ残った商品が発生し，様々な問題が発生した．その問題を解決する
ため，本研究では商品注文機能の開発を行う．

The Operation and Evaluation of Shopping System
with a Reservation Function
TANIFUJI RYOMA1 TAKADA MASAYA1
NISHIOKA DAI1
SAITO YOSHIA1
YUKO MURAYAMA2

1.

問題点の上がった被災地での運用について述べる．被災地

はじめに

の運用は宮古市赤前地区仮設住宅，および釜石市花露辺地

2000 年当初，岩手県立大学の周辺にはコンビニやスー
パーなどの店が少なく，自動車を持っていないと買い物に

区公営復興住宅について述べる．

2.1．プリペイド型簡易商店システム

行くには困難であった．そのため，夜遅くに研究室に残っ

岩手県立大学では，各研究室ごとに学生によって運営さ

ている学生が夕食や間食のための買い物が出来なかった．

れている商店が存在する．商店は夜遅くまで残っている学

そのため市澤[1]はプリペイド方式の学内実験商店システ

生を対象に，路上における野菜などの無人販売をモデルと

ムを開発した．プリペイド型簡易商店システムは各バーコ

して研究室内に実現した学内実験用商店である．しかし，

ードと POS システムを利用し，買い物支援を実現したシ

その学内実験用商店には管理上において様々な問題があっ

ステムである．

た．具体的な問題として，つり銭の計算間違い，代金の支

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により，沿岸

払い忘れ，盗難が挙げられる．これらの問題を解決するた

地域に多大な被害が出た[2]．この震災で発生した地震や津

めに，市澤[1]は，現金決済ではなくプリペイド方式での支

波の影響で，沿岸部で多くの人が仮設住宅や復興公営住宅

払いを行うプリペイド型簡易商店システムを構築した．こ

での生活を余儀なくされた[3]．また，家屋だけでなく多く

れは，一般的に POS システム[7]と呼ばれるものであるが，

の商店も被害を被り，営業を行うことができなくなった店

企業が販売する POS システムやフリーウェアの POS シス

が多く存在し，仮設住宅の入居者は遠くの市内まで行かな

テムより機能が不足しているため，簡易商店システムを呼

ければ買い物ができない[4]．しかし，バスや電車などの公

ぶことにしている．プリペイド型簡易商店システムは，商

共交通機関にも多大な被害が出ており完全な復旧はできて

店の利用者が商品購入の際に利用する「購入システム」，管

いなかった．また，仮設住宅における入居者のほとんどは

理者が利用者情報や商品在庫の管理を行うための「管理用

高齢者の割合が高い[5]ため，自由に買い物が出来ないとい

システム」，商店システムのバックアップを行う「バックア

う問題を抱えている場合が多い．上記の問題を解決するた
め，2012 年度から，佐藤[6]はプリペイド型簡易商店システ
ムを宮古市赤前地区仮設住宅に設置した．その結果，利用
率が高く，当該システムは赤前仮設住宅にとって有用であ
ることが判明した．

2.

先行研究
本章では，本研究の先行研究を紹介する．最初に基礎と

なるプリペイド型簡易商店システムについて記し，次に，
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図 1．システム構成図
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ップサーバ」の 3 つから構成されている．図 1 はプリペイ

利だという声を貰い，当該システムが有用であることが分

ド型簡易商店システムのシステム構成とそのデータの流れ

かった．一方課題として，商品管理作業を現地でしか行う

を表したものである．図 2 は実際のプリペイド型簡易商店

ことが出来ないため，利用者情報や商品情報の管理，移動

システムの様子である．利用者は岩手県立大学の学生と教

や商品購入の手間によって，管理者の負担が非常に大きい

員が限定であり，学生証に印刷されている各自固有のバー

ことが判明した．また，高齢者の割合が高いことによりシ

コードを用いることで利用者別の認証を可能にした．プリ

ステムの利用を敬遠する人がいたことや，売り上げ額に誤

ペイド方式を採用したことで，つり銭の計算間違いや代金

差が生じたことが課題として挙げられた．この問題は市川

の支払い忘れの発生を防ぐことが出来るようになった．ま

［8］が解決を図り，2013 年 9 月 11 日から継続を続けて

た，システムの利用者を岩手県立大学という狭いコミュニ

いる．具体的には，現地でしか行うことの出来なかった管

ティ内の人間の中でも，管理者は信頼性の高い人間のみを

理作業を岩手県立大学側から遠隔管理することで解決した．

利用者として登録することによって盗難の問題を解決した．

遠隔管理を行うために，赤前仮設住宅に設置した商店サー
バに 3G コネクタを設置した．商店管理者は赤前仮設住宅
での商品が無くなる期間である 2 週間に一度，赤前仮設住
宅に郵送する商品を購入する．購入する商品は，赤前仮設
住宅サーバより商品の在庫情報を参考にした．その後，購
入した商品を赤前仮設住宅サーバへ登録し，当大学から赤
前仮設住宅に商品を発送する．また，同時に運用に必要な
プリペイドカードの新規カードや，作成した商品の値札を
送付する．現地における商品の陳列作業やプリペイドカー
ドの販売は，赤前仮設住宅側管理者を現地の方に委託する
ことで管理を可能とした．しかし課題として，現金の回収
が遠隔では行えないことと，現金利用者によって在庫管理
ができないことが判明した．また，今後システムの設置場
所が増加した場合，管理者の負担が大きくなってしまうこ
とが挙げられた現金の回収は 2 ヶ月に 1 度赤前仮設住宅へ
移動することで回収を行った．図 3 が，実際の赤前仮設住

図 2．プリペイド型簡易商店システム

宅での運用の様子である．

2.2.赤前地区仮設住宅での運用

2.3.花露辺地区公営復興住宅での運用

赤前地区仮設住宅の住民は生活必需品を購入する場所

先行研究での赤前仮設住宅での運用を元に，岩手県釜石

を失い，買い物における問題を抱えることとなった．遠方

市花露辺地区復興公営住宅での社会実装を開始した．しか

の市内に存在する大型のスーパーまで買い物に行くには，

し，当研究室とは環境が変わり，利用者のニーズに適切に

公共交通機関か自家用車を利用しなければいけないが，交

応えられない事案が発生した．プリペイド型簡易商店シス

通機関は完全に復旧していなかった．また仮設住宅の住民

テムで扱う商品は，我々商店管理者が商品を選択して購入

には高齢者の割合が高く，自家用車を保有していない住民

し，陳列する．しかし，購入した商品が利用者のニーズと

や障害を持つ住民が多く存在した．

合致していない場合，その商品は長期間陳列されたままに

そこで佐藤［6］はプリペイド型簡易商店システムが有用

なる．その結果，商品を置くスペースが狭くなり，定期的

ではないかと考えた．その理由は，学内実験用商店を始め
た経緯として，岩手県立大学の周辺にはコンビニやスーパ
ー等の店が少なく，些細な買い物でも自動車等の交通手段
なしでは容易に買い物に行くことが出来なかった．そのた
め，本研究室でプリペイド型簡易商店システムの運用を続
けており，このシステムが仮設住宅での問題解決に応用で
きるのではないかと考えたからだ．本課題解決に向け，宮
古市赤前地区仮設住宅の協力のもと，赤前仮設住宅の集会
所に当該システムを設置し，2012 年 11 月より 4 週間の運
用を実施した．さらに，仮設住宅における問題の解決を図
るとともに，システムの利便性や課題を明らかにすること
を目的とした調査を行った．その結果，多数の住民から便
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図 3．赤前仮設住宅の様子

な商品の購入時に購入できる商品の数が少なくなる．また，

くらか異なっている．具体的には，初期から少数存在

長期間陳列されたままであると，売れないまま賞味期限が

した子どもの数が更に減少しており，駄菓子類や菓子類の

切れて管理者によって破棄される事案も存在した．

需要は低下し，現在では生活必需品類の需要がほとんどで

2.4．本研究で取り上げる課題

ある．

赤前地区仮設住宅や花露辺地区復興公営住宅での買い

ニーズが異なることによって生じる問題をふたつ挙げ

物支援サービスとしての運用を経て，課題が挙げられた．

る．一つ目は商品が残り続けることにより，陳列棚が圧迫

具体的には，設置環境や，管理者が変わることによるニー

されることである．商品を置く場所が減り定期的な商品購

ズの差異が生じることである．利用者のニーズに合わない

入の際に，購入できる商品の数に制限が出来る．そのため，

商品を購入すると賞味期限が切れて廃棄される商品やなど

商品の回転率が悪くなり，利用者のニーズにあった商品を

が増加し，運用に少なくない負担をかけることとなる．実

多く仕入れることが難しくなる．二つ目は，売れずに残っ

際に，赤前仮設住宅では，2 ヶ月に 2～ 3 品の商品の賞味

た商品が最終的に賞味期限を過ぎることによって破棄処分

期限が切れ，破棄する事案があった．その課題を解決する

となることだ．そのようになった場合，結果的にニーズと

ために，商品注文機能の提案を行う．

違った商品を購入した金額が無駄になってしまう．

3.

そこで本研究では，利用者が自ら欲しいと思った商品を

商品注文機能の提案

注文できる商品注文機能を設計した．本研究におけるシス

本章では，本研究で取り上げた問題の解決手法を提案す

テムモデル図を図 4 に示す．システム利用者は，プリペイ

る．具体的には，利用者が自ら自分の欲しい商品を注文す

ド型簡易商店システムを利用し注文を行う．システム管理

ることのできる商品注文機能である．また，商品注文機能

者は利用者が注文した商品を確認し，定期的な商品購入の

を実装したプリペイド型簡易商店システムの運用について

際に注文商品を参考に購入を行う．

述べる．運用は，岩手県立大学内の当研究室で行う．

3.1. 各設置場所におけるニーズの差異
先行研究では，被災地の仮設住宅・復興公営住宅におけ
る買い物支援サービスを行った．複数の場所での運用実験
により，設置環境の違いによる利用者のニーズの違いが明
らかになった．本研究室では，主な利用者が 10 代後半か
ら 20 代前半の学生であることや，夜遅くまで残っている
学生が主な利用者となっていることから，飲料類やインス
タント食品，レトルト食品，菓子類に高い需要がある．
しかし，仮設住宅や復興公営住宅では，学生のような手
軽な軽食や夜遅くの夜食向けの商品ではなく，生活必需品
図 4．システムモデル図

や調味料に高い需要がある．赤前仮設住宅では小学校の校
庭に建設されている要因もあり，小学生・中学生の利用者

3.3．システム設計

が存在し，比較的安価なカップ麺や菓子類に需要がある．

本研究では，提案した商品注文機能を本研究室内で運用

また，仮設住宅の敷地内には自動販売機が設置されている

しているプリペイド型簡易商店システムに実装し，運用を

ため，飲料類の需要はほとんど存在しない．一方，花露辺

行った．商品注文機能を実装したプリペイド型簡易商店シ

復興公営住宅では仮設住宅のように一時的な住居ではなく，

ステムのシステム設計図を図 5 に示す．

既に住居として完成されており入居者の家庭が完成されて

システム管理者は管理クライアントを利用し，商店サー

いることもあり，集会所に集まってコミュニケーションを

バに注文可能商品の登録を行う．登録には，各商品のバー

行っている例は，赤前仮設住宅より少ない．その為，菓子

コードを利用し，注文可能商品名，商品値段を登録する．

類などの需要は少なく，おつまみやカップ麺の需要が高い．

注文可能商品は，今まで商店システムに陳列したことのあ

3.2．提案手法

る商品，もしくは管理者が仕入れ可能であり利用者に需要

各設置場所におけるニーズの把握は，設置から数ヶ月の

があると考えた商品とする．商店システム利用者は，注文

運用から考察し，ある程度把握することができる．しかし，

可能商品の中に自分の欲しいと思った商品があった場合，

仮設住宅では仮の住居のため，自分の住居を入手し移転す

利用者クライアントを用いて注文を行う．注文の詳しい操

る人も少なくない．実際，赤前仮設住宅では設置当時は 68

作方法は次節にて述べる．登録の際には，注文した利用者

世帯約 160 人が暮らしていたが，2016 年 2 月開始時点で

名，注文日時，注文品名，注文数，注文合計価格，入荷状

は 18 世帯約 50 人まで入居者が減少している．そのため

態を取得し商店サーバに登録される．管理者が 1 ヶ月に 1

プリペイド型簡易商店システムの設置当初より，需要がい

度の期間で行われる商品補充の際，管理者クライアントを
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図 5．システム設計図
図 7．商品注文待機画面

用いて注文商品を確認する．注文された商品を通常購入予
定の商品と合わせて購入する．購入した注文商品は，他に
購入した商品と同様に商品登録をして陳列し販売する．注
文された商品を管理者が入荷した後は，利用者に入荷の通
知が発生するように設定する．通知の設定は，管理者クラ
イアントえを用いて変更を行う．

3.4．商品注文方法
本題では，作成した商品注文機能の操作方法について述
べる．従来のプリペイド型簡易商店システムの商品購入操
作は，バーコードリーダーのみである．そのため，商品注
文機能での操作方法も同様にバーコードリーダーのみとし
た．また，商品注文機能の起動は待ち受け画面から注文画

図 8．商品注文画面

面移行用バーコードを読み込むことによって移動を可能と
した．以下に，使用手順を記載する．

3.5．商品リストファイル

1. 待ち受け画面下部に表示されている，注文画面移行用バ

前節では，利用者が商品を注文する際の利用者クライア

ーコードを，バーコードリーダーで読み込む

ントの操作方法を述べた．本節では，利用者が商品注文す

2. 商品注文待機画面に移行したのを確認し，プリペイドカ

る際に使用する，商品リストファイルを示す．その作成し

ードのバーコードを，バーコードリーダーで読み込む

たリストを図 9 に示す．図 9 のように注文可能商品のリス

3. 商品注文画面に移行したのを確認し，商品リストファイ

トを作成し，紙媒体に印刷する．印刷した商品リストはク

ルから注文したい商品のバーコードを，バーコードリーダ

リアファイルに商品種別ごとに収納する．注文したい商品

ーで読み込む

を選択する場合は，各商品の右下に印刷されたバーコード

4. 注文したい商品を読み込んだら，画面右下に表示されて

を読み込むことで選択を可能とする．

いる注文バーコードを，バーコードリーダーで読み込む
以上の操作を行うことによって，商品の注文を完了する．
図 6 が待ち受け画面，図 7 が商品注文待機画面，図 8 が
商品注文画面である．

図 9．商品リスト

図 6．待ち受け画面
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表 1．商品注文結果

3.6．注文商品入荷の利用者への通知
利用者が注文した商品を管理者が購入した際に，管理者
は利用に入荷の通知が行われるように設定する．設定には
管理者クライアントを利用して行う．詳しくは次節の「注
文商品確認機能」に手説明する．入荷の通知のタイミング
は，利用者がプリペイド型簡易商店システムを再利用した
際にを行うこととした．図 10 に商品入荷の際の通知を示
す．通知は利用者が注文をした商品を購入することで入荷

体的には，8 種類のうち 6 種類，29 品のうち 27 品という

状態を変更し，通知が行われないようにする．

高い割合を占めていた．また，残りの 2 種類，2 品につい
てはカップ麺であった．

4.3．従来のシステムとの比較
商品注文機能の運用を経て，商品注文機能が実装される
前の売り上げを比較した．具体的には，2015 年 11 月 5 日
から 2015 年 11 月 11 日の 1 週間を従来の商店システム
の運用期間，2016 年 2 月 3 日から 2016 年 2 月 9 日の 1
週間を注文商品販売期間として比較を行った．以下の表 2
に比較の表を示す．
商品注文機能の実装の前後で上記のような違いが見ら
れた．
図 10．注文商品入荷の通知

4.

表 2．従来システムとの比較

評価
本章では，本研究で提案した商品注文機能を岩手県立大

学の本研究室に設置してあるプリペイド型簡易商店システ
ムに導入した結果とその考察を述べる．

4.1．商品注文機能の調査
本研究の提案する新しい機能である商品注文機能の
利用状況を調査する．商品注文機能による注文を集計し，
注文された商品と注文された商品の種別を調査する．注文

4.4．聞き取り調査の結果

結果を調査することによって，利用者のニーズの考察を行

商品注文機能を利用した学生に，商品注文機能を使用

う．また注文された商品を実際に購入して陳列を行い，注

した感想や意見を尋ねた．感想や意見を大きく分けると操

文商品の売り上げ状況を調査する．さらに，注文された商

作方法について，注文可能商品について，入荷通知機能に

品を陳列した後のプリペイド型簡易商店システム全体の売

ついて，の３つに分けられた．以下に，商品注文機能を利

り上げを調査し，全体の売り上げの内，注文商品がどれく

用した学生に寄せられた意見を示す．

らいの割合を占めているのかを計る．商品注文機能を実装

A)

操作方法について

した後の商店システムの売り上げを調査をした後は，商品



操作方法自体は購入と似ていて簡単

注文機能を実装する前の商店システムの売り上げと比較し，



ファイルを閲覧するときにバーコードリーダーを一

商品注文機能の考察を行う．また，新しい機能の利便性調

時的に置かなくてはならず，少し不便


査のために，商品注文機能を利用したが学生に聞き取り調

注文待機画面で説明されている操作方法通りに操作

査を行った．内容として，商品注文機能自体の操作方法の

すると，途中で画面が切り替わり操作方法が分から

利便性，商品注文機能で表示される画面の見やすさや使い

ない

やすさ，その他，感じたことや気づいたことを回答しても



パッと見て，商店システムに商品注文機能があるか



商品を注文する際，複数個注文する場合に何回も読

らう．聞き取り調査で頂いた意見は，今後のシステムの改

分からない

善に生かし，更なる機能の利便性の向上を目指す．

み込まなくてはならず面倒

4.2．評価結果
最初に，商品注文機能の運用結果について述べる．表 1 に

注文可能商品について

B)

注文の詳細を示す．



もっと注文できる商品を増やして欲しい

上記の注文のうち，ほとんどが菓子類の注文であった．具



ファイルにない商品を注文したい
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C)

入荷通知機能について

注文商品をその商品を注文した利用者以外の他の利用者が



入荷が再利用時にしかわからず不便

購入してしまうという問題が挙げられた．この解決案とし



商品入荷の通知を見て，入荷した商品を持っていっ

て，注文商品を別の場所で保管する，という案が挙げられ



入荷商品が他の利用者に購入されると，入荷通知が

ていいのかと勘違いしてしまう

るが，その分スペースを余分に確保しなければならないと

出続ける


いう課題が挙げられた．また，注文商品を注文された個数
丁度購入するのではなく，いくらか多く購入するという案

入荷商品が他の利用者に購入されると，注文商品を
入手できない

も挙げられるが，注文した利用者の利用前に全て購入され
る可能性もあるため，根本的な解決には至らないと考えた．

商品注文機能について上記のような回答を得られた．次節
で，これらの意見を踏まえて判明した課題についてあげ，

6.

解決方法について述べていく．

まとめ
先行研究としてプリペイド型簡易商店システムは 2012

年から被災地での買い物支援サービスを行ってきた．しか

4.5．考察
商品注文機能による注文結果からは，菓子類の需要が高

し，3 年間の買い物支援サービスとしてのプリペイド型簡

いことが分かった．これは，商品注文機能の実装前後のプ

易商店システムの運用により，課題が判明した．具体的に

リペイド型簡易商店システムの売り上げ比較からも推測さ

は，プリペイド型簡易商店システムの設置環境が変移する

れる．商品注文機能以前は，1 週間で 72 個の販売であっ

ことにより，商店管理者が利用者のニーズを完璧に把握す

たが，実装後は 104 個と大幅に売り上げ個数が増加した．

ることが困難であるということである．そこで本研究では，

しかし，販売商品合計価格は 6585 円から 5930 円に現象

商品注文機能を開発し，課題の解決を図った．また，商品

している．その要因として，ひとつ当たりの商品単価が低

注文機能を岩手県立大学内の本研究室で運用し，利便性の

い，菓子類，特に駄菓子類の需要が高いことが挙げられる．

検証を行った．本研究室内の運用を経て，利用者から様々

実際に，注文商品のひとつ当たりの平均商品単価は 40 円

な意見を得ることが出来た．その結果，商品注文機能の課

と，低いことが分かる．また，注文機能実装後の販売価格

題が判明し，解決を図った．

が低い要因として，注文商品の入荷の通知がうまく行われ
ていないことが挙げられると考えた．注文商品は全体とし
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