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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学式情報読取装置に走査されることで前記光学式情報読取装置の動作に関する複数の
設定項目の設定内容を変更可能な設定用バーコードの生成方法において、
　表示画面上で複数の設定項目のうち所望の設定項目に対して設定内容の初期値から所望
の設定内容を示す変更値への変更を受け付ける工程と、
　初期値から変更値に変更された設定項目を示すパラメータ情報を抽出し、抽出されたパ
ラメータ情報が付加されたバーコード元データを生成する工程と、
　前記バーコード元データに基づいて生成される設定用バーコードの長さが所定値を超え
るか否か判定し、所定値を超える場合に、設定用バーコードの長さが該所定値以下に収ま
るように前記バーコード元データを複数に分割する工程と、
　複数に分割された前記バーコード元データに基づいて、各々の長さが前記所定値以下に
収まった複数の設定用バーコードを出力する工程と、
を有することを特徴とする設定用バーコードの生成方法。
【請求項２】
　前記設定用バーコードの生成方法はさらに、
　前記複数に分割されたバーコード元データに対し、全バーコード数に対する通し番号に
関する情報をそれぞれ付加する工程を有する請求項１記載の光学式情報読取装置の設定用
バーコードの生成方法。
【請求項３】
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　前記設定用バーコードの生成方法はさらに、
　前記バーコード元データに対し、複数の設定用バーコード間で相互に区別するために付
加される、同一の設定内容に属することを示すチェック情報を付加する工程を有すること
を特徴とする請求項１または２記載の光学式情報読取装置の設定用バーコードの生成方法
。
【請求項４】
　前記設定用バーコードの生成方法はさらに、
　読取開始情報と読取終了情報を前記バーコード元データに付加する工程を有することを
特徴とする請求項１から３のいずれか記載の設定用バーコードの生成方法。
【請求項５】
　前記設定用バーコードは、一次元バーコードであることを特徴とする請求項１から４の
いずれか記載の設定用バーコードの生成方法。
【請求項６】
　各々が初期値を有する複数の設定項目の設定内容を変更可能な光学式情報読取装置に関
して、所望の設定項目を設定用バーコードを走査することによって変更する方法において
、
　表示画面上で複数の設定項目のうち所望の設定項目に対して設定内容の初期値から所望
の設定内容を示す変更値への変更を受け付ける工程と、
　初期値から変更値に変更された設定項目を示すパラメータ情報を抽出し、抽出されたパ
ラメータ情報が付加されたバーコード元データを生成する工程と、
　前記バーコード元データに基づいて生成される設定用バーコードの長さが所定値を超え
るか否か判定し、所定値を超える場合に、設定用バーコードの長さが該所定値以下に収ま
るように前記バーコード元データを複数に分割する工程と、
　複数に分割された前記バーコード元データに基づいて、各々の長さが前記所定値以下に
収まった複数の設定用バーコードを出力する工程と、
　前記設定用バーコードを走査して情報を読み出す工程と、
　読み出された情報を再構築して指定された設定項目を変更値に変更する工程と、
　指定されていない設定項目について初期値をロードする工程と、
を有することを特徴とする光学式情報読取装置の設定を変更する方法。
【請求項７】
　各々が初期値を有する複数の設定項目の設定内容を変更可能な光学式情報読取装置に関
して、前記光学式情報読取装置で走査することによって所望の設定項目を変更するための
設定用バーコードを生成するコンピュータ上で実行可能なプログラムであって、
　表示画面上で複数の設定項目のうち所望の設定項目に対して設定内容の初期値から所望
の設定内容を示す変更値への変更を受け付ける機能と、
　初期値から変更値に変更された設定項目を示すパラメータ情報を抽出し、抽出されたパ
ラメータ情報が付加されたバーコード元データを生成する機能と、
　前記設定項目選択機能で特定された設定項目のデータ長が、所定の長さを超えるか否か
判定するデータ長確認機能と、
　前記データ長確認機能により前記設定項目のデータ長が所定の長さを超えると判定され
る場合、前記設定項目データを前記所定の長さ以下になるように、複数の小データに分割
する分割機能と、
　前記分割機能により分割された複数の小データに基づいて、各々の長さが前記所定の長
さ以下に収まった複数の設定用バーコードを生成するバーコード生成機能とを有すること
を特徴とする設定用バーコード生成プログラム。
【請求項８】
　前記分割機能により分割された小データに、分割数および分割順のデータを付与する分
割データ確認機能をさらに備えることを特徴とする請求項７記載の設定用バーコード生成
プログラム。
【請求項９】
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　前記分割データ確認機能はさらに、前記分割された小データに対し、複数の設定用バー
コード間で相互に区別するために付加される、同一の設定群に属することを示すチェック
データを付加することを特徴とする請求項８記載の設定用バーコード生成プログラム。
【請求項１０】
　光学式情報読取装置に所定の動作を行わせるために、前記光学式情報読取装置に読み取
らせて設定を行う前記所定の動作が規定されたバーコードを生成するようにコンピュータ
を実行させる設定用バーコード生成プログラムであって、
　表示画面上で複数の設定項目のうち所望の設定項目に対して設定内容の初期値から所望
の設定内容を示す変更値への変更を受け付ける機能と、
　初期値から変更値に変更された設定項目を示すパラメータ情報を抽出し、抽出されたパ
ラメータ情報が付加されたバーコード元データを生成する機能と、
　前記バーコード元データに基づいて生成される設定用バーコードの長さが所定値を超え
るか否か判定し、所定値を超える場合に、設定用バーコードの長さが該所定値以下に収ま
るように前記バーコード元データを複数に分割する機能と、
　複数に分割された前記バーコード元データに基づいて、各々の長さが前記所定値以下に
収まった複数の設定用バーコードを出力する機能と、
　前記所定の動作の各動作項目を表示すると共にユーザに前記各動作項目の属性を決定さ
せる各設定表示決定機能と、
を備え、
　前記各設定表示決定機能で設定された項目属性の内、デフォルト値と変更がない項目に
対しては設定用バーコードに当該項目を生成せず、デフォルト値の設定項目と変更がある
項目に対して設定用バーコードを生成することを特徴とする設定用バーコード生成プログ
ラム。
【請求項１１】
　請求項７から１０のいずれかに記載のプログラムが格納されたコンピュータで読み取り
可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、光学式情報読取装置の設定用バーコードの生成方法、光学式情報読取装置の
設定変更方法、設定用バーコード生成プログラムおよび記録媒体に関する。具体的には、
一次元バーコードや二次元コードなどのコード化された光学パターンを読取る光学式情報
読取装置にバーコードを読ませて各種設定を変更するための設定用バーコードの生成方法
、光学式情報読取装置の設定変更方法、設定用バーコード生成プログラムおよびこのプロ
グラムを記録する記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　今日、商品コードの識別などの用途にバーコードが用いられている。バーコードは、種
々の幅の線条を隣接して並べてバー部分と空白部分によって英数字を表現することができ
、例えばユニバーサルプロダクトコードを表現する。
【０００３】
　光学パターンであるコードには、一次元バーコードや二次元コード（データシンボル）
がある。一次元バーコードには、通常、商品等に付けられているＪＡＮ（ＥＡＮ）コード
を始めとして、ＣＯＤＥ３９、ＩＴＦ、インダストリアル２ｏｆ５、ＮＷ－７、ＣＯＤＥ
１２８などの種類があり、アメリカ合衆国を中心に使用されているＵＰＣ－Ａ、ＵＰＣ－
Ｅもある。
【０００４】
　一方、二次元コードは、大別するとスタック式、マトリックス式がある。スタック式は
、一次元バーコードを積み重ねたような形であり、通常、垂直方向には情報を有しない。
マトリックス式は、多角形（一般に正方形）であり、情報を白黒の枡目で縦横方向のモザ
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イク状の構成となっており、水平方向と垂直方向とに情報を有する。スタック式としては
、ＰＤＦ４１７、ＣＯＤＥ４９などがあり、マトリックス式としては、ＱＲコード、デー
タコード、ベリコード、ＣＰコードなどがある。
【０００５】
　このような光学パターンを読み取るために、光学式の情報読取装置が使用される。例え
ばバーコードをスキャンするバーコード走査装置は、一般にバーコードリーダやバーコー
ドスキャナなどと呼ばれる。
【０００６】
　バーコード走査装置は、一般に図１に示すような構成を備える。この図に示すバーコー
ド走査装置は、バーコード読取部１と信号処理回路２を備えており、バーコードの印刷さ
れたバーコードラベル３をバーコード読取部１で走査し、反射光を検出して信号処理回路
２でバーコードの有する情報を読み出す。
【０００７】
　図１においてレーザ投光回路４はレーザ光などの光をガルバノミラー５に照射し、その
反射光をバーコード上に走査される。バーコードを構成するバー部分と空白部分では黒白
により反射率が異なり、空白部分は反射光量が強く、逆にバー部分は反射光量が弱い。こ
れらの反射光量をガルバノミラー５を介して集光ミラー６で集光し、バンドパスフィルタ
７と受光素子８であるフォトダイオードにより時系列のアナログ信号として取り出す。受
光されたアナログ信号は信号処理回路２に送られる。
【０００８】
　信号処理回路２は、バーコード読取部１からの信号を受け取る受光回路９、受光回路の
出力の交流成分を通過するＡＣカップリング回路１４、ＡＣカップリング回路１４で得ら
れた交流成分の出力信号を増幅する増幅回路１０、この増幅信号をフィルタするフィルタ
回路１１、さらに二値化する二値化回路１２、およびバーコードに記録された情報を解読
する復号回路１３を有する。復号回路１３は一般にＣＰＵなどで構成され、二値化回路１
２で二値化されたデジタル信号としてＣＰＵに送られ、ＣＰＵがアルゴリズムにしたがっ
てプログラムでデコード処理を行う。
【０００９】
　バーコード読取装置の設定項目を変更するには、様々な方法がある。例えばＲＳ－２３
２Ｃなどの双方向通信が可能なシリアルインターフェースを介して、バーコード読取措置
をコンピュータと接続し、データ通信可能な状態としてコンピュータ上からソフトウェア
で設定することができる。しかしこの方法ではバーコード読取装置に通信用ポートを備え
る必要があり、またコンピュータに予めバーコードリーダ設定用のソフトウェアを組み込
んでおく必要があるなどの手間がかかるデメリットがある。このため、一般には設定用の
専用バーコードを用意して、これをバーコード読取装置にスキャンさせることによって設
定を変更する方法が利用されている。この方法であれば、通常のバーコードラベルと同じ
ようにスキャンするのみで設定項目が読み込まれるため、コンピュータなどの外部機器と
の接続が不要で装置が簡単であるというメリットがある。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、設定用バーコードを読み込んでそのバーコードリーダの設定を行う方法
では、設定項目毎にバーコードをスキャンさせなければならず、スキャン回数が増えるた
め作業が煩雑になるという欠点があった。設定項目には、バーコード走査装置の読み取る
べきバーコードの種別の指定や、動作モードの指定、トリガスイッチの動作属性など指定
しなければならない事項が多い。これら複数の設定項目を、その項目毎に決められた特定
のバーコードを読み込んで設定を行うため、一つの設定項目に対して一つ以上のバーコー
ドを読ませる必要があった。
【００１１】
　従来、設定用バーコードはバーコード読取装置の取扱説明書に添付されていた。ユーザ
は設定変更の度にマニュアルのページをめくりながら該当するバーコードを探し出し、複
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数の設定用バーコードを一項目ずつスキャンして設定変更を行っていた。例えば、一の動
作モードに対して設定項目を変更したい場合、まず変更したい動作モードを指定するため
の設定用バーコードを探してスキャンし、さらに変更したい具体的項目の変更用バーコー
ドを探し出してスキャンする必要がある。この作業を繰り返すため、設定項目が多いとそ
れだけスキャン回数も多くなって作業が繁雑になると共に、指定を誤ったり読取エラーの
発生する可能性も高くなる。
【００１２】
　また、所望の設定用バーコードをユーザが指定して印刷する方法は開発されている（例
えば特開２０００－７６３７５号公報）。この方法では、ユーザが高頻度に使用する設定
用バーコードを予め印刷して用意しておくことで、使い勝手を改善できる。しかしながら
、この方法でも設定項目が多いと、それだけ多数の設定用バーコードを印刷し、設定変更
の度にすべてのスキャンを行う必要があるため、スキャンを繰り返さねばならないという
手間は改善されていない。また、仮に複数の設定群があってこれらを交互に使用するよう
な場合には、設定変更の度毎にバーコードを設定項目の数の分だけスキャンすることにな
るため、非常に手間と時間がかかる上、設定用バーコードを取り違えるといったミスが起
こる可能性もあった。
【００１３】
　本発明は、このような問題点を解決するために開発されたものである。本発明の主な目
的は、光学式情報読取装置の設定変更を行うユーザの負担を軽減を図るものであり、複数
の設定項目を含む設定用バーコードを生成して設定変更時におけるスキャン回数を低減し
、設定変更の簡略化や迅速化、設定変更のミスを防止する光学式情報読取装置の設定用バ
ーコードの生成方法、光学式情報読取装置の設定変更方法、設定用バーコード生成プログ
ラムおよび記録媒体を提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を解決するために、本発明の請求項１に記載される設定用バーコードの生成方
法は、光学式情報読取装置に走査されることで前記光学式情報読取装置の動作に関する複
数の設定項目の設定内容を変更可能な設定用バーコードの生成方法において、表示画面上
で複数の設定項目のうち所望の設定項目に対して設定内容の初期値から所望の設定内容を
示す変更値への変更を受け付ける工程と、初期値から変更値に変更された設定項目を示す
パラメータ情報を抽出し、抽出されたパラメータ情報が付加されたバーコード元データを
生成する工程と、前記バーコード元データに基づいて生成される設定用バーコードの長さ
が所定値を超えるか否か判定し、所定値を超える場合に、設定用バーコードの長さが該所
定値以下に収まるように前記バーコード元データを複数に分割する工程と、複数に分割さ
れた前記バーコード元データに基づいて、各々の長さが前記所定値以下に収まった複数の
設定用バーコードを出力する工程と、を有する。
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
【００２１】
　また、本発明の請求項２に記載される設定用バーコードの生成方法は、請求項１に記載
される特徴に加えて、前記複数に分割されたバーコード元データに対し、全バーコード数
に対する通し番号に関する情報をそれぞれ付加する工程を有することを特徴とする。
【００２２】
　さらに、本発明の請求項３に記載される設定用バーコードの生成方法は、請求項１また
は２に記載される特徴に加えて、前記バーコード元データに対し、複数の設定用バーコー
ド間で相互に区別するために付加される、同一の設定内容に属することを示すチェック情
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報を付加する工程を有することを特徴とする。
　さらにまた、本発明の請求項４に記載される設定用バーコードの生成方法は、請求項１
から３のいずれかに記載される特徴に加えて、さらに読取開始情報と読取終了情報を前記
バーコード元データに付加する工程を有することを特徴とする。
　さらにまた、本発明の請求項５に記載される設定用バーコードの生成方法は、請求項１
から４のいずれかに記載される特徴に加えて、前記設定用バーコードが、一次元バーコー
ドであることを特徴とする。
【００２３】
　さらにまた、本発明の請求項６に記載される光学式情報読取装置の設定変更方法は、各
々が初期値を有する複数の設定項目の設定内容を変更可能な光学式情報読取装置に関する
ものである。この方法は、表示画面上で複数の設定項目のうち所望の設定項目に対して設
定内容の初期値から所望の設定内容を示す変更値への変更を受け付ける工程と、初期値か
ら変更値に変更された設定項目を示すパラメータ情報を抽出し、抽出されたパラメータ情
報が付加されたバーコード元データを生成する工程と、前記バーコード元データに基づい
て生成される設定用バーコードの長さが所定値を超えるか否か判定し、所定値を超える場
合に、設定用バーコードの長さが該所定値以下に収まるように前記バーコード元データを
複数に分割する工程と、複数に分割された前記バーコード元データに基づいて、各々の長
さが前記所定値以下に収まった複数の設定用バーコードを出力する工程と、前記設定用バ
ーコードを走査して情報を読み出す工程と、読み出された情報を再構築して指定された設
定項目を変更値に変更する工程と、指定されていない設定項目について初期値をロードす
る工程とを有することを特徴とする。
【００２４】
　さらにまた、本発明の請求項７に記載される設定用バーコード生成プログラムは、
各々が初期値を有する複数の設定項目の設定内容を変更可能な光学式情報読取装置に関し
て、前記光学式情報読取装置で走査することによって所望の設定項目を変更するための設
定用バーコードを生成するコンピュータ上で実行可能なプログラムに関するものである。
このプログラムは、表示画面上で複数の設定項目のうち所望の設定項目に対して設定内容
の初期値から所望の設定内容を示す変更値への変更を受け付ける機能と、初期値から変更
値に変更された設定項目を示すパラメータ情報を抽出し、抽出されたパラメータ情報が付
加されたバーコード元データを生成する機能と、前記設定項目選択機能で特定された設定
項目のデータ長が、所定の長さを超えるか否か判定するデータ長確認機能と、前記データ
長確認機能により前記設定項目のデータ長が所定の長さを超えると判定される場合、前記
設定項目データを前記所定の長さ以下になるように、複数の小データに分割する分割機能
と、前記分割機能により分割された複数の小データに基づいて、各々の長さが前記所定の
長さ以下に収まった複数の設定用バーコードを生成するバーコード生成機能とを有する。
【００２５】
　このプログラムは、コンピュータで読取可能な記録媒体に記録される他、ネットワーク
を通じてダウンロードすることも可能である。
【００２６】
　さらにまた、本発明の請求項８に記載される設定用バーコード生成プログラムは、請求
項７に記載される特徴に加えて、前記分割機能により分割された小データに、分割数およ
び分割順のデータを付与する分割データ確認機能をさらに備えることを特徴とする。
【００２７】
　さらにまた、本発明の請求項９に記載される設定用バーコード生成プログラムは、請求
項８に記載される特徴に加えて、前記分割データ確認機能はさらに、前記分割された小デ
ータに対し、複数の設定用バーコード間で相互に区別するために付加される、同一の設定
群に属することを示すチェックデータを付加することを特徴とする。
【００２８】
　さらにまた、本発明の請求項１０に記載される設定用バーコード生成プログラムは、光
学式情報読取装置に所定の動作を行わせるために、前記光学式情報読取装置に読み取らせ
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て設定を行う前記所定の動作が規定されたバーコードを生成するようにコンピュータを実
行させる設定用バーコード生成プログラムに関するものである。このプログラムは、表示
画面上で複数の設定項目のうち所望の設定項目に対して設定内容の初期値から所望の設定
内容を示す変更値への変更を受け付ける機能と、初期値から変更値に変更された設定項目
を示すパラメータ情報を抽出し、抽出されたパラメータ情報が付加されたバーコード元デ
ータを生成する機能と、前記バーコード元データに基づいて生成される設定用バーコード
の長さが所定値を超えるか否か判定し、所定値を超える場合に、設定用バーコードの長さ
が該所定値以下に収まるように前記バーコード元データを複数に分割する機能と、複数に
分割された前記バーコード元データに基づいて、各々の長さが前記所定値以下に収まった
複数の設定用バーコードを出力する機能と、前記所定の動作の各動作項目を表示すると共
にユーザに前記各動作項目の属性を決定させる各設定表示決定機能と、を備え、前記各設
定表示決定機能で設定された項目属性の内、デフォルト値と変更がない項目に対しては設
定用バーコードに当該項目を生成せず、デフォルト値の設定項目と変更がある項目に対し
て設定用バーコードを生成することを特徴とする。
【００２９】
　さらにまた、本発明の請求項１１に記載される記録媒体は、請求項７から１０のいずれ
かに記載されるプログラムが、格納されたコンピュータで読み取り可能な記録媒体である
。
【００３０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発
明の技術思想を具体化するための光学式情報読取装置を例示するものであって、本発明は
光学式情報読取装置を以下のものに特定しない。また、特許請求の範囲に示される部材を
、実施の形態の部材に特定するものでは決してない。また各図面が示す部材の大きさや位
置関係などは、説明を明確にするため誇張していることがある。
【００３１】
　以下の実施例では、本発明の光学式情報読取装置を具現化した一例として、バーコード
走査装置に応用した例を説明する。ただ、本発明は実施例をバーコード走査装置のみに限
定しない。例えば二次元コードや文字認識を行うＯＣＲなどにも利用できる。本明細書に
おいてバーコードとは、一次元バーコードや二次元コード（データシンボル）を含む意味
で使用する。
【００３２】
　バーコードは一般に黒など反射率の低いバーと、白など印字のない空白部分で反射率の
高い部分を交互に配置して、英数字などからなる所望の情報を記録している。バーコード
をシールなどに印刷しバーコードラベル３として対象物に張り付ける形態や、対象物に直
接印刷した形態で利用される。バーコードに対しレーザ光などの光線を走査し、反射光を
受光部の受光素子で検出することによりバーコードのバーおよびスペースの幅を測定する
。得られたアナログ信号をデコードすることで、バーコードにエンコードされた情報を読
み取る。
【００３３】
　以下の実施例では、設定用バーコードの生成をパーソナルコンピュータなどのコンピュ
ータにインストールして実行可能なソフトウェアにより実行する。ソフトウェアはフレキ
シブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどの記録媒体や、ネットワーク上のサ
ーバーに保存された状態からネットワークを介してダウンロードする形態などにより配布
される。
【００３４】
　なお、本発明はインストール可能なソフトウェアで実現する方法に限られない。例えば
、ハードウェアに組み込まれたソフトウェアや書き換え可能な、あるいは不可能なファー
ムウェア、またはハードウェアで構成された機能としても実現可能である。
【００３５】
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　本実施例のソフトウェアを使用すれば、バーコードリーダをＲＳ－２３２Ｃインターフ
ェースを介してコンピュータと接続し、データ通信を行うことができる。コンピュータか
らデータ通信で設定の変更を行う方法は、設定項目を直接指定して変更できるため、設定
用バーコードをスキャンする方法よりも迅速に設定変更が行える。
【００３６】
　ただ、この方法は簡単である反面、コンピュータとの接続ポートがないとコンピュータ
側から指定ができないという問題があった。特に、バーコードリーダをユーザの入力手段
として使用しているような場合はキーボードが接続されていないことも多く、パソコン側
に設定を手入力できない。これに対して本発明により生成される設定用バーコードをスキ
ャンする方法であれば、このような接続ポートなどのハードウェアの制約がないため、バ
ーコードリーダの機種に依存することなく容易に設定変更が可能であるというメリットが
ある。
【００３７】
　以下、設定用バーコードを生成する手順を説明する。図２にソフトウェアの画面イメー
ジを示す。このようなＧＵＩからユーザは所望の設定項目を指定していく。この図では、
読取対象のバーコードの種別を指定している。設定項目としては、この他に読取対象のバ
ーコードの桁数の指定、バーコードリーダの動作モードの設定、スイッチへの特定の機能
割り当てなどがある。
【００３８】
　また、この実施例では前回ユーザが設定した内容をコンピュータあるいはソフトウェア
側が記憶しておき、次回この画面を開いたときに自動的に前回の設定が表示されるように
なる。従って、ユーザは前回の設定から変更したい箇所のみ設定を変更する。また、設定
変更の画面を開くたびに既定値あるいは工場出荷時のデフォルト値が、ソフトウェア画面
上の各設定項目にロードされるように設定しても良い。さらに、ユーザが個別の設定群に
ついて名前を付けて保存しておき、必要に応じて呼び出すこともできる。
【００３９】
　すべての設定項目で指定が完了すると、設定用バーコードの印刷画面に進む。印刷され
るバーコードのイメージは、印刷プレビュー機能によりユーザは確認できる。図３に印刷
イメージの一例を示す。設定用バーコードは、設定用バーコードシートというヘッダと共
に、設定情報をコンピュータファイルとして保存したファイル名、作成日時やコメントを
付加して印刷することができる。
【００４０】
　［ＩＤ番号およびそのパラメータ］
　バーコードリーダの各設定項目に対し、一義的に決まるＩＤ番号を予め付与する。そし
て、具体的な各設定項目に関して設定可能な値はパラメータとして、ＩＤ番号に関連付け
る。例えばＩＤ番号の後に、そのＩＤ番号に該当するパラメータ値を付加し、さらに別の
ＩＤ番号とそのパラメータという順で配列する。ＩＤ番号とそのパラメータとを区別する
ために、例えばＩＤ番号とパラメータの桁数を所定値に固定しておく。
【００４１】
　また、本実施例では、各設定項目の設定値すなわちパラメータが、デフォルト値と同一
の項目については、バーコード元データに付加しない。デフォルト値と異なる設定項目に
ついてのみ、ＩＤ番号とパラメータの情報を付加していく。設定用バーコードに指定され
ていないＩＤ番号の設定項目については、自動的にデフォルト値がロードされる。このよ
うに、設定項目を表すＩＤ番号と、その設定値を表すパラメータという構成とし、さらに
デフォルト値から変更したい設定項目についてだけ情報を付加していくことで、設定変更
に関する情報量を少なくし、エンコードされたバーコードを短くすることができる。
【００４２】
　また、パラメータを持たない特殊なＩＤ番号として、スタートＩＤと終了ＩＤ、保存Ｉ
Ｄがある。スタートＩＤと終了ＩＤは、設定用バーコードの先頭と末尾にそれぞれ位置し
、読み取り開始位置と終了位置を知らせるためのものである。また保存ＩＤとは、保存フ
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ラグを設定するためのものであり、各設定項目の設定内容を不揮発性メモリに保存するか
どうかを決定する。
【００４３】
　バーコードリーダが各設定項目に設定された内容を保存するための記憶部として、揮発
性メモリと不揮発性メモリを備えている。揮発性メモリはＲＡＭなどで構成され、バーコ
ードリーダ本体の電源を落とすと内容は消失する。一方、不揮発性メモリはＲＯＭなどで
構成され、電源が切られても内容は保持される。一般に揮発性メモリはアクセス速度が高
速であり、不揮発性メモリは低速である。したがって、設定内容を揮発性メモリに読み込
むことにより、高速なアクセスが可能となる。ただ、このままだと電源を落とす毎に再設
定が必要となるので、不揮発性メモリに設定内容を保持しておく。設定内容を不揮発性メ
モリに書き込んでおくことで、バーコードリーダを起動したときに不揮発性メモリの内容
を揮発性メモリにコピーして、高速な設定内容の読み書きが可能となる。
【００４４】
　この場合において、保存ＩＤで保存フラグをＯＮにしておくと、設定を変更した際に設
定内容を揮発性メモリに書き込むと同時に、不揮発性メモリにも書き込まれて更新される
。これによって、次回にバーコードリーダの電源投入時には更新された不揮発性メモリの
設定内容が反映される。逆に保存ＩＤを設定用バーコードに付加しない場合、揮発性メモ
リのみについて設定内容が更新され、不揮発性メモリの内容は更新されない。このため、
保存ＩＤの設定されていない設定用バーコードをスキャンした場合、設定された内容は保
存されず一回きりとなって、電源を落とした後は変更前の設定に戻る。保存ＩＤは、保存
ＩＤの存在により設定フラグをＯＮとして不揮発性メモリへの設定書き込みを行う。ただ
、保存ＩＤがあるとき設定フラグをＯＦＦとするよう設定したり、あるいは保存ＩＤに保
存フラグのＯＮまたはＯＦＦを指定する構成としてもよい。このように、ユーザは保存Ｉ
Ｄによって、設定内容を保存するか一時的な変更とするかを指定することが可能となる。
【００４５】
　［エンコード方法］
　以上の工程で設定された内容を、ソフトウェアがバーコードにエンコードする過程を以
下図４に基づいて説明する。
【００４６】
　バーコードリーダは、工場出荷時の初期状態としてデフォルト値が初期値として設定さ
れている。デフォルト値はバーコードリーダに備えられたＥＥＰＲＯＭで構成されるメモ
リテーブルなどに保持されている。デフォルト値は、最も一般的あるいは使用頻度が高い
と思われる値が、既定値として設定される。
【００４７】
　Ｓ（ステップ）１では、各設定項目に対してデフォルト値との比較が行われる。すべて
の設定項目について、Ｘ＝１から順に番号が割り振られており、最後の設定項目の番号を
ｎとする。最初にＸ＝１として、該当する設定項目においてユーザの指定した設定値が、
その設定項目におけるデフォルト値と同一であれば、Ｓ２に進み、そのＸ＝１の設定項目
は変更なしと判定される。もしデフォルト値と異なる値が設定されている場合は、Ｓ２ａ
にジャンプし、Ｘ＝１の設定項目は変更ありと判定される。そしてＳ２ｂに進み、バーコ
ード元データに対しＸ＝１の設定項目のＩＤ番号と、設定値に対応するパラメータ値が追
加される。
【００４８】
　その後、Ｓ３に進み、Ｘが設定項目の総数ｎに到達したか否かを判定する。設定項目の
最後でない場合はＳ４に進んでＸに１加算され、Ｓ１に戻る。この動作をＸがｎになるま
で繰り返すことにより、すべての設定項目が判定される。すべての設定項目が判定される
とＳ３からＳ５にジャンプする。Ｓ５では、バーコード元データの先頭にスタートＩＤを
、末尾にストップＩＤをそれぞれ付加する。その後Ｓ６に進み終了する。この時点でバー
コード元データが完成し、変更のあった設定項目が抽出されると共に、そのＩＤ番号とパ
ラメータ値がバーコード元データにすべて集められる。



(10) JP 4803906 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

【００４９】
　［バーコードの分割］
　以上のようにして得られたバーコード元データから、必要に応じてバーコードを複数本
に分割するための手順を、以下図５に基づいて説明する。図５のフローチャートにおいて
、CheckValueはチェックコード、BarDataはバーコード元データ、Length(n)は文字列ｎの
文字数、Sum(n)は文字列ｎの各キャラクタコードを加算した値、Max_Lはバーコード一本
当たりの最大桁数、AllNumBarはバーコード総本数、NumBarはバーコードの総本数におけ
る通し番号をそれぞれ表している。
【００５０】
　バーコードを分割する理由は、読取エラーを発生を低減するためである。バーコードリ
ーダには適正なスキャン幅があるため、あまり長いバーコードを読ませることができない
。スキャンの際にバーコードリーダとバーコードラベルを離間させることでビームが拡散
するためスキャン幅は広がるものの、スポットが悪くなって読取精度が低下する。したが
って、読取の正確性を期すため、適正なバーコード長に納める必要がある。このため、エ
ンコードすべきデータが多くなってバーコードの全長が長くなり、バーコード走査装置の
最大読取範囲を超えてしまった場合はバーコードを一本で生成できない。また、仮に最大
読取範囲内であっても、この範囲いっぱいの場合は読取エラーが生じる可能性が高くなる
。このため、読取精度を向上させ読取の確実性を高めるように若干のマージンを設定して
おく。以上の理由から、バーコード元データが規定の桁数以下になるように、分割を行う
ものである。バーコード一本当たりの最大桁数Max_Lは、バーコード走査装置の最大読取
範囲とマージンを考慮して決定される。得られたバーコード元データの文字数がMax_L以
下の場合は、一本のバーコードにエンコード可能となる。
【００５１】
　まず、Ｓ６において、図４の手順で得られたバーコード元データからチェックコードを
算出する。チェックコードは、複数の設定用バーコード群で相互を区別するために付加さ
れる検査用の値である。この目的のため、チェックコードがそれぞれの設定用バーコード
群で一義的に決まる固有の値となって、設定用バーコード群毎に異なるチェックコードを
有することが望ましい。この実施例ではバーコード元データに含まれるすべての文字（キ
ャラクタ）列のキャラクタコードを加算した総和Sum(BarData)をチェックコードCheckVal
ueとしている。あるいは、バーコード元データの各キャラクタを数値化してすべて合計し
た総和の下位桁を使用する。
【００５２】
　次にＳ７に進み、バーコード元データの文字列の総数Length(BarData)が、バーコード
一本当たりの最大桁数Max_Lよりも多いかどうかを判定する。もしLength(BarData)がMax_
L以下である場合は、上述の通りｋのバーコード元データを一本のバーコードにエンコー
ドすることが可能であるため、Ｓ８ａを介してＳ９（または終了）にジャンプする。
【００５３】
　Length(BarData)がMax_Lよりも多い場合はＳ８に進み、このバーコード元データを複数
本のバーコードとするように分割する。具体的には分割したバーコード元データをエンコ
ードしたバーコードのそれぞれの桁数が、最大桁数Max_Lを超えないように分割すればよ
い。
【００５４】
　最後に、Ｓ９にて分割された各々のバーコードに対して、必要な情報を付加していく。
設定群を構成するバーコードの総本数AllNumBar、この内で何番目のバーコードに相当す
るかを示す通し番号NumBarが付加される。さらに、分割された各バーコードが同一の設定
群に属することを示すチェックコードCheckValueを付加する。
【００５５】
　以上で、印刷すべきバーコードの生成に必要なデータが得られる。このデータをソフト
ウェアがバーコードの印刷ルーチンへ渡すと印刷が実行される。ユーザは必要に応じてバ
ーコードの印刷イメージを確認し、印刷を命令する。印刷命令が実行されると、ソフトウ
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ェアのインストールされたコンピュータと接続されたプリンタから、印刷された設定用バ
ーコードが出力される。印刷イメージは、図３に示すように印刷前にコンピュータの画面
上で確認できる。実際に作成されるバーコードの構成を、図６、図７に示す。
【００５６】
　図６は一本のバーコードで構成された例である。この図に示すように、一本のバーコー
ドにすべての設定項目を含める場合でも、全バーコード数や通し番号、チェックコードを
付加する。これにより設定用バーコード読み取り時にバーコードが一本であることが確認
できる。ただ、他の実施例として、一本のバーコードにすべての設定項目を含めることが
できる場合は、全バーコード番号や通し番号、チェックコードを付加しない構成とするこ
ともできる。この場合は、図５においてＳ７からＳ８ａに進んだ後、Ｓ９を経ることなく
終了にジャンプする。また設定用バーコードを読み取ったバーコードリーダは、これらの
確認のためのコードが付加されていないことで、設定用バーコードが一本であると判断す
る。このようにバーコードが一本の場合は確認のコードを付加しないことにより、この分
に相当するバーコードの有効桁数を広く取ることができ、効率良く使用することができる
。
【００５７】
　また図７は、２本のバーコードに分割した例を示す。この例では、バーコードのＮｏ．
１、Ｎｏ．２に同一のチェックコード、全バーコード数が付加され、さらにそれぞれの通
し番号が付加されている。
【００５８】
　以上のように本実施例のソフトウェアを用いて、バーコードリーダに関する各種設定を
ユーザが任意に指定し、その特定の設定群を設定用バーコードとして印刷することで、複
数の設定項目でも一括して設定できる。従来のように、個別の設定項目毎に専用の設定用
バーコードを探し出してスキャンする必要がなく、複数にわたる設定バーコードを一つに
まとめて印刷して一気に設定可能であるため、ユーザに使い勝手の良い環境を提供する。
さらに、初期値から変更された設定項目についてのみバーコードに付加しているため、情
報量を低減してバーコードにエンコードすべき文字列を短くすることができる。このこと
は、スキャン回数の低減による作業の効率化と共に、スキャンすべきデータ長を物理的に
短くすることにより不確定要素を低減し、読取エラーの防止にも繋がる。さらにまた、設
定内容が異なる複数の設定群に切り替える必要がある場合でも、各設定群毎に設定用バー
コードを用意しておき、これらをスキャンすることで種々の設定項目が異なる環境へも容
易に変更することが可能となる。この場合、後述するように設定群毎に複数の設定用バー
コードが混在していても、チェック機能により同一の設定群に属する設定用バーコードで
あることが確認されるため、誤設定を防止することができる。
【００５９】
　さらにこのソフトウェアは、ソフトがインストールされたコンピュータと接続されたバ
ーコードリーダに関する各種設定を指定し、データ通信によってバーコードリーダの設定
を直接変更する機能を備えることも可能である。
【００６０】
　［デコード方法］
　次に、印刷された設定用バーコードをスキャンしてデコードする場合の動作について、
図８に基づいて説明する。
【００６１】
　Ｓ’１にて一本目の設定用バーコードをスキャンする。このとき、全バーコード数が判
明するので、Ｓ’２にて必要な数のバーコードがスキャンされるようスキャン待ち状態と
なる。全バーコード数の回数、言い替えるとすべてのバーコードのデータを取得するまで
、Ｓ’１に戻ってすべての設定用バーコードのスキャンを繰り返す。この段階で、同一の
設定群に属する設定用バーコードの総数がチェックされるので、枚数不足や過多を防止で
きる。なお、複数の設定用バーコードをスキャンする場合、必ずしも順番通りにスキャン
する必要はない。読取順序が正しくなくても、後の工程で正しい順番に並び替えられる。
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【００６２】
　すべての数のバーコードが揃ったと判定されると、Ｓ’３に進み、バーコードデータの
スキャン結果の正当性を確認する。具体的には、各々のバーコードが同一のチェックコー
ドを保持していることを確認して、同一の設定群に属するすべてのバーコード群が正しく
スキャンされたことを確認する。もし、チェックコードから異常が発見されると、その時
点で終了する。
【００６３】
　スキャン結果が正常であることが確認されると、Ｓ’４に進み、各バーコードを通し番
号順に並び替える。この時点で、バラバラの順番でスキャンされていても設定用バーコー
ドが正しい順序にソートされる。さらにＳ’５に進み、各バーコードから全バーコード数
、通し番号、チェックコードを除去して、ソートされた一連のデータを結合し、オリジナ
ルのバーコード元データの文字列を再構成する。
【００６４】
　そして、Ｓ’６からはＩＤ番号の読み込みを文字列先頭から開始する。文字列の先頭に
はスタートＩＤが存在しているはずなので、Ｓ’７にて最初のＩＤ番号がスタートＩＤ番
号であるかどうかを確認する。スタートＩＤ番号でない、あるいは発見できない場合は、
終了する。
【００６５】
　先頭にスタートＩＤ番号を見つけたらＳ’８に進み、今度は読み込んだＩＤ番号が終了
ＩＤ番号かどうかを判定する。終了ＩＤでない場合はＳ’９に進み、さらに保存ＩＤでな
いかどうかを判定する。保存ＩＤでない場合はＳ’１０に進み、そのＩＤ番号に対応する
パラメータを読み込んで、パラメータが正常であることを確認する。各設定項目に応じて
設定可能な値が決まるため、パラメータとして読み込まれた値がその設定項目について規
定の範囲内に収まっていることが確認される。もし異常な値であるときは、ＮＧとして終
了する。正常値であることが確認されると、Ｓ’１０ａに進んで、指定されたＩＤ番号お
よびパラメータの値を仮設定としてセットする。仮設定の内容は、各ＩＤについての設定
が終了した後に、本設定としてバーコードリーダに書き込まれる。
【００６６】
　その他の設定項目をチェックするため、次のステップであるＳ’１１に進む。Ｓ’１１
では、次段に記録されたＩＤ番号に進んで、そのＩＤ番号を読み込むとともに、Ｓ’８に
ジャンプする。そして、同様に終了ＩＤ番号か否か、さらに保存ＩＤか否かを判定する。
以降は、終了ＩＤを確認するまで同様の動作を繰り返す。
【００６７】
　一方、Ｓ’９において、読み込まれたＩＤ番号が保存ＩＤであると判定された場合は、
Ｓ’９ａにジャンプして保存フラグをＯＮに設定する。これによって設定内容は、後述す
るＳ’１４において不揮発性メモリであるＥＥＰＲＯＭに保存される。保存ＩＤは具体的
なパラメータが設定されていないため、Ｓ’１０のパラメータ範囲チェックをスキップし
てＳ’１１に進む。このように終了ＩＤ番号の前に保存ＩＤを設定することで、設定内容
が保持されるので、バーコードリーダの電源を落として再投入したときにも変更された設
定内容が維持される。逆に保存ＩＤが付加されていないときは、電源投入中のみ設定変更
が維持されることになる。
【００６８】
　さらに一方で、Ｓ’８で読み込んだＩＤ番号が終了ＩＤ番号であると判断された場合は
、Ｓ’１２にジャンプする。Ｓ’１２では、この段階で読み込まれていない残りのＩＤ番
号について、各ＩＤ番号に設定された初期値であるデフォルト値のパラメータが読み込ま
れる。この構成によって、初期値としたい設定項目については、該当するＩＤ番号やパラ
メータを設定する必要を無くし、設定すべきデータ数を少なくすることができる。例えば
具体的なパラメータを設定せず、開始ＩＤと終了ＩＤのみの設定用バーコードをスキャン
した場合は、すべての設定項目にデフォルト値がロードされ、工場出荷時の初期状態に戻
ることになる。
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【００６９】
　そしてＳ’１３に進み、この時点までに設定された仮設定を本設定とする。次にＳ’１
４に進み保存フラグがＯＮとなっているかどうかをチェックする。保存フラグがＯＮに設
定されておれば、Ｓ’１５にてすべての設定がＥＥＰＲＯＭに保存される。ＯＦＦの場合
は、設定を保存することなく終了する。
【００７０】
　スキャンして設定変更が正常に行われると、その旨をユーザに通知し、ユーザが確認す
ることができる。例えば、バーコードリーダにＬＥＤ表示部やスピーカを設けておき、ス
キャンが正常に行われたときと異常終了したときで発光色や点灯、点滅のパターン、音を
変えるなどによって、読み取りの状態をユーザに視覚的に通知する方法がある。
【００７１】
　なお、以上の過程で予期しないデータが検出されるなど、何らかのエラーが発生した場
合は、その時点で作業を終了させるようにしている。これは、バーコードスキャンの動作
には不確定要素が比較的大きいという点を考慮して、誤設定を防止するためである。
【００７２】
　上記の実施例では、バーコードリーダが設定を保持するためのメモリ手段を備えている
。具体的には、書き換えが可能で電源をＯＦＦしても内容が保持されるＥＥＰＲＯＭなど
が利用される。設定内容がＥＥＰＲＯＭに保存されるため、次回の変更設定があるまで、
設定された内容でバーコードリーダは動作する。
【００７３】
　本実施例を利用して設定用バーコードを印刷するためには、プログラムがインストール
されたコンピュータに接続されたプリンタが必要になる。ただ、各バーコードリーダが必
ずプリンタを備えるパーソナルコンピュータに接続されている必要はなく、あるコンピュ
ータで印刷したバーコードは、対応するバーコードリーダで使用できる。
【００７４】
　もちろん、バーコードリーダと接続されたパソコンであれば、接続されたバーコードリ
ーダとデータ通信が可能であるため、バーコードリーダのステイタス情報を取得したり、
各種の設定変更がコンピュータの画面上から行えるなどの利点が享受できる。
【００７５】
　以上の実施例では、設定用バーコードに指定のない設定項目については、デフォルト値
がロードされる。このため、設定変更を行う際に、前回の設定時にデフォルト値から変更
した項目で、変更を維持したい項目については同一の設定を維持する必要がある。ただ、
プログラム側の設定として、前回の設定内容を記憶しておき、次回プログラム起動時に自
動的に前回の設定内容を復元するように設定しておけば、ユーザ側で前回の設定の内でど
の設定項目がデフォルト値と変更されていたかといったことを気にする必要はない。また
、設定内容を名前を付けて保存することにより、所望の設定を呼び出すよう構成すること
もできる。あるいは、プログラムの起動時に自動的に前回の設定内容をクリアしてすべて
の設定値にデフォルト値を仮に設定してもよい。この場合、ユーザはデフォルト値に戻し
たい項目について改めて設定する必要はなく、変更がないことでデフォルト値を設定した
ものと判断される。
【００７６】
　また、本発明の他の実施例として、現在の設定値から変更された部分のみを設定用バー
コードとして生成する方法も考えられる。この方法では、ユーザが現在の設定から変更し
たい所望の変更箇所のみについて設定用バーコードを作成すればよいため、バーコードリ
ーダ側でデフォルト値を確認する必要がないというメリットがある。この場合は、設定用
バーコードに指定されていない項目は現在の設定がそのまま引き継がれる。ただし、この
方法では特定の設定群から別の設定群に変更する際の組み合わせが問題となる。すなわち
、前回の設定内容を前提として変更箇所を記した設定群が利用されるため、常に設定用バ
ーコードをスキャンする際、現在の設定がその設定用バーコードの基礎となる設定と一致
するかどうかを確認する必要がある。
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【発明の効果】
　本発明の光学式情報読取装置の設定用バーコードの生成方法、光学式情報読取装置の設
定変更方法、設定用バーコード生成プログラムおよび記録媒体は、ユーザが所望の設定に
変更する作業を簡略化するとともに、操作ミスを低減しスキャンの確実性を高めるという
特長を実現する。メリットを有する。それは、本発明がユーザが指定する複数の設定項目
をまとめた専用の設定用バーコードを生成でき、しかもデータを圧縮してバーコードの枚
数を減らすことができるからである。この方法であれば、従来のように各設定項目毎に専
用の設定用バーコードを探し出して一々スキャンする必要がない。ユーザの欲する設定を
まとめた専用のバーコードを自由に作成でき、この設定用バーコードを一通りスキャンす
ることで複数の設定変更を一括して行えるため、極めて使い勝手のよい環境が実現される
。さらに、変更のある設定項目についてだけエンコードしているため、情報量が少ない分
、バーコードの枚数あるいは総データ長を短くできる。このことはスキャン回数の削減、
スキャンすべきデータ長の短縮化に繋がるため、読取処理のスピードアップと共に機械的
な読取エラーなどを低減できるというメリットも享受できる。さらに設定用バーコードが
複数枚にわたる場合でも、チェック用の情報を付加することにより、スキャンする順番を
気にすることなく走査でき、かつ正しい設定用バーコードであるかどうかも確認できる。
このためユーザがバーコードを取り違えるといった人為的なスキャンミスも防止できる。
このように本発明は、光学式情報読取装置の設定変更作業を省力化し、迅速にかつミスを
減らして能率アップを図ることができるという優れた効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】バーコード走査装置の構成を示すブロック図
【図２】本発明の一実施例に係る設定用バーコード生成プログラムの設定画面を示すイメ
ージ図
【図３】図３のプログラムを使って設定用バーコードの印刷イメージを表示させる状態を
示すイメージ図
【図４】バーコード元データに基づいて設定用バーコードにエンコードする過程を示すフ
ローチャート
【図５】バーコード元データを複数の設定用バーコードに分割する手順を示すフローチャ
ート
【図６】設定用バーコードが一枚で構成される例を示す概略図
【図７】設定用バーコードが複数枚で構成される例を示す概略図
【図８】設定用バーコードをスキャンしてデコードする手順を示すフローチャート
【符号の説明】
　　１…バーコード読取部
　　２…信号処理回路
　　３…バーコードラベル
　　４…レーザ投光回路
　　５…ガルバノミラー
　　６…集光ミラー
　　７…バンドパスフィルタ
　　８…受光素子
　　９…受光回路
　１０…増幅回路
　１１…フィルタ回路
　１２…二値化回路
　１３…復号回路
　１４…ＡＣカップリング回路
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