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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスであって、
　前記モバイルデバイスは、情報含有証印（Information Bearing Indicia）を読み取る
ことができる光学的証印リーダーの機能を有するように構成され、
　前記モバイルデバイスは、前記情報含有証印の読取に使用されないとき、連続的又は周
期的な画像を捉えるように構成され、
　前記モバイルデバイスは、車両内に位置する積荷を監視するために、前記モバイルデバ
イスの視野中の関心領域内の画像を捉えることができるように車両に配置されるよう構成
され、
　前記モバイルデバイスは、前記関心領域内の前記画像の変化を検出し、前記関心領域内
の前記画像の前記変化が検出されたとき、信号を出力するように構成されている、
ことを特徴とするモバイルデバイス。
【請求項２】
　前記モバイルデバイスが、前記捉えられた画像を遠隔サーバに送信するように構成され
ていることを特徴とする請求項１に記載のモバイルデバイス
【請求項３】
　前記モバイルデバイスがカメラを含み、前記信号が、前記カメラにより捉えられる画像
を記録するための開始信号であることを特徴とする請求項１に記載のモバイルデバイス。
【請求項４】
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　前記モバイルデバイスが、１次元又は２次元の情報含有証印を読み取るように構成され
ていることを特徴とする請求項１に記載のモバイルデバイス。
【請求項５】
　前記モバイルデバイスが、前記車両の前記積荷が、前記車両の積載領域内で中心を外れ
て位置しているかを監視するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載のモ
バイルデバイス。
【請求項６】
　前記信号が、前記信号が、可聴な、及び／又は、視覚的な信号を含むことを特徴とする
請求項１に記載のモバイルデバイス。
【請求項７】
　前記モバイルデバイスが、前記車両の前記積荷が、前記車両内の初期位置から変位して
いるかを監視するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載のモバイルデバ
イス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はモバイルデバイスに関し、さらに具体的には、乗物のパフォーマンスを追跡す
るように構成されるモバイルデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　データ読取デバイスは、磁気ストリップ（magストリップ）または（１次元または２次
元のシンボルのような）証印を備えたカード、RFID計器、指紋のような生物測定情報など
のような情報含有媒体（information bearing medium）から情報又はデータを読み取りま
たは得る。
【０００３】
　データリーダーは、モバイルデバイス（例えば携帯スキャナ、携帯型データ端子（PDT
）、パーソナル携帯情報機器（PDA）、携帯電話、その他）であってもよい。
　そのようなシステムに関する努力は、その多様性、実用性および効率を改善するための
継続的な開発につながった。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】図１は、典型的なデータリーダーシステムのブロック図である。
【図２】図２は、典型的なデータリーダーの斜視図である。
【図３】図３は、典型的なデータリーダーの簡易概略ブロック図である。
【図４】図４は、典型的なデータリーダーを備えた典型的な車両の背面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　以下、典型的な実施形態を添付図に基づいて説明する。他の実施形態はさまざまな形式
あってよく、本願明細書において記載される典型的な実施形態に限定されない。可能な場
合には、同じ参照番号は同じまたは類似のパーツに同じ参照番号を図面の全体にわたって
使用する。本願明細書において用いられる用語「走査（"scan" または "scanning"）」は
、情報含有証印（またはシンボル）からデータを読み込むかまたは抽出することを意味す
る。本願明細書において用いられる用語イメージングは、電子イメージの作成または取得
を意味する。
【０００６】
　典型的な方法は、所望の結果に至る一連のステップまたはアクションであり、ソフトウ
ェアとして実装されることができる。そのようなソフトウェアについては、単一のプログ
ラムで具体化されているかのように議論するのが都合が良いかもしれないが、ほとんどの
実装は、記述された機能を個別のソフトウェア（およびそれほど別々ではないソフトウェ
ア）に分散する。これらの部分は、「プログラム」、「オブジェクト」、「ファンクショ
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ン」、「サブルーチン」、「ライブラリ」、「.dll」「API」、および、「プロシージャ
」のような技術用語を用いてしばしば記載される。これらの用語の一つ以上が本明細書で
見られるとしても、本発明で記載されている構成に限定する意図はない。
【０００７】
　一般に、本方法におけるステップのシーケンスは、物理的な量の物理的な操作を必要と
する。これらの量は、光学的、電気的又は磁気的な信号という形態をとり、格納され、送
信され、結合され、比較され、または操作される。当業者は、これらの信号を便宜上「ビ
ット」、「値」、「エレメント」、「シンボル」、「文字」、「イメージ」、「ターム（
term）」、「数」等と称する。これらおよび類似した条件が適当な物理的な量と関係して
いることになっており、これらの量に適用される単に便利なラベルだけであると認識され
なければならない。
【０００８】
　本願明細書において記載されているソフトウェアに関して、当業者は、本願明細書にお
いて概説される方法を実行するためのソフトウェアを作成するための様々なプラットフォ
ームおよび言語が存在すると従来技術において認識する。本発明の実施形態は、MICROSOF
T VISUAL STUDIOまたはいかなる種類のCを使用して実行されることができる。しかし、当
業者であれば、正確なプラットフォームおよび言語の選択は、実際のシステム構築の詳細
によって決定されることがあり、あるタイプのシステムでは何が有効であるのかが別のシ
ステムでは効率的でない可能性があることを認識している。本願明細書において記載され
ている方法が、コンピュータまたはDSP（デジタル・シグナル・プロセッサ）上のソフト
ウェアとして実行されることに限られず、また、ハードウェア・プロセッサにおいて実装
されることができることはまた、理解されなければならない。例えば、方法はASICのHDL
（Hardware Design Language）によって実装されることができる。
【０００９】
　図1は、複数のリーダー112が、配送のような遠隔場所で利用されまたは操作される、典
型的なスキャニング・システム構成を例示する。
　典型的なデータリーダー112は、ハンドヘルドのように構成されるハウジング117によっ
てサポートされる多くのサブシステムを有することができる。典型的なデータリーダー11
2は、オペレータに動作に関するフィードバックまたはリーダーの機能性を提供するため
の多くのサブシステムを有することができる。さまざまな読み取りであるか作動中のモー
ドは、前もってプログラムされていることができるかまたはオペレータによって選択可能
に作られたメニューであってよい。
【００１０】
　（１次元または２次元のシンボルのような）シンボル証印、RFID計器、磁気ストリップ
（magストリップ）または指紋のような生物測定情報を供えたカードのような情報含有媒
体（information bearing medium）から情報を得るための１またはそれ以上のデータリー
ダーがハウジングに配置される。
【００１１】
　典型的なデータリーダーは、キャッシュレジスター、顧客ステーションまたは従業員ス
テーション、またはローカル・ホスト/サーバ122のようなローカル・データ処理システム
140に、チャージステーションまたはベース138を介してまたは直接的に通信（有線または
無線）することができる。典型的なローカル・サーバ122またはデータリーダー112は、ネ
ットワーク120及び／またはremote/webサーバ134と通信できる。
【００１２】
　リーダーは、PDTのようなデバイスに対してインターネット・サービスを提供するため
の有線またはワイヤレス・ルータを有するローカル・サーバまたはコンピュータに存在し
ているようなローカル演算処理システム130の使用を介してインターネットと（有線また
は無線で）通信する。ローカル演算処理システム130は、電気導体または「導線」を用い
ずに距離にわたって情報の転送のために有線または無線接続を介してremote/webサーバ13
4とインターネットを介して通信することができる。関係する距離は、短くてもよく（テ
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レビのリモコンのように2、3メートル）または非常に長くてもよい（ラジオ通信のための
数千または何百万キロメートル）。無線通信は、無線周波数通信を含むことができる。ア
プリケーションは、ポイント-to-ポイント通信、ポイント-to-マルチポイント通信、放送
、セルラー電話網および他の無線ネットワークを含むことができる。これは、DECT（Digi
tal Enhanced Cordless Telecommunications）のようなコードレス電話通信；セルラ方式
（例えば0G、1G、2G、3Gまたは4G）； IrDAまたはRFID（ラジオ周波識別）のような短距
離ポイント・ツー・ポイント通信、ワイヤレスUSB、DSRC（Dedicated Short Range Commu
nications）； ZigBeeのような無線センサ・ネットワーク；ブルートゥースまたはUltra-
wideband（WiMedia AllianceのUWB）のような個人領域ネットワーク；無線ローカル・エ
リア・ネットワーク（WLAN）、WiFiまたはHIPERLANとして有名なIEEE 802.11）のような
ワイヤレス・コンピュータ・ネットワーク；または、無線メトロポリタン・エリア・ネッ
トワーク（WMAN）およびBroadband Fixed Access（BWA）（例えばLMDS、WiMAXまたはHIPE
RMAN）を含むことができる。
【００１３】
　インターネットは、標準のインターネット・プロトコル（IP）を使用しているパケット
交換によって、データを送信する相互接続するコンピュータ・ネットワークの世界的にア
クセス可能なネットワークである。それは、電子メール、オンライン・チャット、ファイ
ル転送および連結されたウェブページ、および、ワールドワイド・ウェブの他の文書のよ
うなサービスおよび種々の情報を一緒に運ぶ政府ネットワーク、アカデミックおよび商用
ネットワークを含む。ＩＰは、パケット・スイッチ・インターネットワークにわたってデ
ータを伝達するために使用されるデータ指向プロトコルであり、データリンク層プロトコ
ル（例えばイーサネット）においてカプセル化され、インターネットプロトコルに最適化
されたネットワーク層プロトコルであってもよい。下層プロトコルとして、IPは必ずしも
データリンク層によって利用できないサービスを提供するためにコンピュータの間に伝達
可能な固有のグローバルアドレス指定のサービスを提供する。
【００１４】
　オペレータは、情報含有媒体（IBM、information bearing medium）、データフォーム
（dataform）、テキストまたは他の収集されるデータを包含するターゲットに、ハンドヘ
ルド証印リーダー112を向けることができ、IBMのスキャンまたはRFIDタグを読むことを起
動させるために、リーダーの完全であるか部分的な動作を制御するために証印リーダーの
ボタンまたはトリガー115を動かすことができる。IBMまたはデータフォームは、１次元バ
ーコード、２次元バーコード、１次元スタックバーコード、ロゴ、グリフ、カラーコード
などのような機械読取可能でもあるオリジナル機械生成シンボルであってもよい。
【００１５】
　典型的なデータリーダーは携帯用であり、可動性および柔軟性を呈してワイヤレスであ
り、リーダーの範囲内で集められるデータが、無線リンクを介したバックボーンに配置さ
れたホストコンピュータと通信する無線ネットワークの一部を構成する。リーダーは、リ
モート・コンピュータと通信するためのラジオまたはトランシーバを含むことができる。
さまざまな場所で車両を運転するオペレータによって、典型的なリーダーは担持され、例
えば、それはパッケージ交付サービスの一部とされる。
【００１６】
　典型的なデータリーダー112は、携帯スキャナ、ポータブルデータ端末（PDT）、パーソ
ナル携帯情報機器（PDA）、携帯電話などのモバイルデバイスであってもよい。ポータブ
ルデータ端末すなわちPDTは、概して無線伝達（WLANまたはWWAN）を介してデータを入力
または検索するのに用いられ、若しくは、遠隔場所からデータベースにアクセスし、商店
、倉庫、病院においてまたはフィールドで使用されるデータリーダーとして役立つことが
できる電子装置である。パーソナル携帯情報機器（PDA）は、典型的には電子手帳として
使用する携帯装置であって、計算、時計およびカレンダのような多くの用途を有し、イン
ターネットにアクセスして、コンピュータゲームをし、電子メールの送受信、ラジオまた
はステレオとしての用途、ビデオ録画、記録ノート、アドレス帳としての用途およびスプ
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レッドシートとしての用途を有する。
【００１７】
　PDTは、無線リンクまたは有線リンクによるような通信リンクを介したソフトウェアの
ように、データを照会し、受信し、送信することができる能力を備えた装置である。ホス
トプロセッサからPDTへのファームウェアのアップグレード（または、アップロードまた
はプッシングと称する）および構成パラメータを複製することは、PDTが適当なリビジョ
ンで作動していることを確実にし、適当な構成パラメータを有するように特定の証印を読
み込むことによって実行されることができる。
【００１８】
　PDTは、無線伝達（WLANまたはWWAN）を介してデータを入力し、または、検索するのに
用いる電子デバイスであってよく、商店、倉庫、病院、あるいは、遠隔場所からデータベ
ースにアクセスするフィールドで使用する証印リーダーとしても役立つことができる。
【００１９】
　また、スマートフォン、ハンドヘルドデバイス、ハンドヘルド・コンピュータ、PDA、P
DTなどと称する典型的なモバイルデバイスは、典型的には、タッチ入力またはミニチュア
のキーパッドを備えたディスプレイスクリーンを有するポケットサイズのコンピュータと
して記述されることができる。いくつかのモバイルデバイスでは、入出力はタッチスクリ
ーン・インタフェースに結合される。エンタープライズデジタルアシスタントは、モバイ
ルデバイスの利用可能な機能をさらに拡張する。
【００２０】
　エンタープライズ・デジタル・アシスタント（EDA）は、データ収集モバイルデバイス
としてSMEで使用するために最適化されたハンドヘルド・コンピュータである。かかるデ
ータ収集アプリケーションは、WLAN（無線ローカル・エリア・ネットワーク）、ブルート
ゥース、広域ネットワーク|WAN/LAN/個人領域ネットワーク|PAN音声およびデータ通信、V
OIPおよびGPRSエッジ通信のような通信ネットワークで使用される証印リーダー、バイオ
メトリクス、磁気ストライプ、スマートカードおよびRFIDデータ収集技術を含む。
【００２１】
　ある実施形態では、モバイルデバイス112は、オペレータの運転習慣をモニタするため
に利用されることができる。モバイルデバイスは、車両およびシステム情報またはイベン
ト（例えばアイドル・タイム、走行距離、転覆シナリオ、速度、突然の加速/減速など）
をモニタすることができ、集めることができ、記録することができる。
【００２２】
　例示的なモバイルデバイス112は、安全ではない運転およびハンドリングを運転者に警
告するための音声および視覚による警告および情報を提供することができる。
　車両作動データはまた、リアルタイム・モニタリングのため、または、データ記憶また
はロギングのためにエンタープライズホーム・データベースに、WWANを介して送られるこ
とができる。記録されたデータは、事故または他の運転シナリオを分析するために利用さ
れることができる。
【００２３】
　典型的な実施形態では、モバイルデバイスは、トレーラがはずれた場合、それによって
不適当なトレーラ積載を示すかどうかを判断するために、加速度計のようなセンサを利用
することによってトレーラ負荷をモニタするために用いることができる。
【００２４】
　典型的な実施形態では、モバイルデバイスは、ＧＰＳナビゲーション／turn-by-turn、
リアルタイム・データ通信、交付の証明のための証印スキャンなどのような他の機能のた
めに使われることができる。
【００２５】
　図２を参照すると、典型的なデータリーダー112は、ディスプレイ、トリガー115、加速
度計242および例えばハウジング117にサポートされる他の典型的なサブシステムのような
データ収集装置を有することができる。データは、コネクタ132を介してリーダーに渡さ
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れることができる。
【００２６】
　図３を参照すると、典型的な証印リーダー112は、レーザー走査エンジン280またはター
ゲットＴの証印を読み込むレーザー読取りリーダーシステムのような多くの典型的なサブ
システムから成ることができる。レーザー読取リーダーシステムは、近いターゲットＴで
発振または回転鏡292によって差し向けられた近いレーザー読取りパターンを生成するた
めに近いレーザー発生器288を制御するための近いレーザー・コントローラ284を含むこと
ができる。近いレーザー読取パターンは、ターゲットから離れて反射されて、レーザー光
パス・フィルタ296、フォトダイオード300、アンプ304およびデジタイザ308から成る受信
経路に、鏡292によってリダイレクトされる。レーザー・コントローラ284はまた、遠いタ
ーゲットＴで発振または回転鏡292によって差し向けられた遠いレーザー読取パターンを
生成するための遠いレーザー発生器312を制御することができる。遠いレーザー読取パタ
ーンは、ターゲットから離れて反射されて、受信経路に鏡292によってリダイレクトされ
る。
【００２７】
　デジタイザ308は、ターゲットから離れて反射される照明のデジタル信号表示に、フォ
トダイオードによってアナログ信号出力を変換することができる。
　典型的なレーザー・スキャナは、光源としてのレーザー光線を使用して、IBIの前後に
レーザー光線を走査するために往復運動する鏡か回転プリズムを使用する。一つ以上のフ
ォトダイオードは、バーコードから戻るように反射された光の強度を計量するために用い
る。リーダーによって発光された光は、データパターンを備えた明るさに急速に変化され
、フォトダイオード受信回路は、同じ調整されたパターンを有する信号だけを検出するよ
うに設計されている。
【００２８】
　典型的な光センサまたは光検出器は、入射光エネルギーをIBIから反射される光の出力
信号表示である電荷に変換する一つ以上のフォトダイオードから成ることができる。光検
出器の出力は、下流のさらなる処理に使用するために適切に信号を調整するために、１つ
または複数の機能またはアルゴリズムを利用して処理されてもよい。
【００２９】
　レーザー光は、空間的にコヒーレントであり、狭くて低い発散光ビームであると記述す
ることができる。光検出器の出力信号は、１つまたは複数の機能またはアルゴリズムを利
用して処理されて、IBIの復号を含む下流のさらなる処理での使用に適切に信号を調整す
ることができる。レーザースキャニングリーダーシステム280は、距離D1で、および、D1
より短いリーダー112からの距離である距離D2で、IBIを走査するために設定されることが
できる。
【００３０】
　典型的なデータリーダー112は、ターゲットＴの情報含有媒体を読み込むための一つ以
上の光学的イメージ・エンジン（イメージ証印リーダーシステムまたは光学的走査エンジ
ン）414を有してもよい。光学的イメージ・エンジンは、キャプチャされたイメージ内に
位置するシンボルを検出して、復号化するために捕えて、イメージを読み込む。光学的イ
メージ証印リーダーシステムは、照射パターンの形のインコヒーレントのパターンまたは
ビームを備えたIBMを照射するための一つ以上の照明源422と、IBMを備えたターゲットＴ
から反射された光を、その代表的な出力信号に変換するためのイメージ・センサ432を備
えた受光回路とを有する。画像センサの出力信号は、IBMの復号化を含む、下流のさらな
る処理に使用するために適切に信号を調整するための1つまたは複数の機能またはアルゴ
リズムを利用して処理されてもよい。
【００３１】
　例示的な実施形態では、光学画像表示リーダーとレーザー・スキャナ証印リーダーとの
両方の表示読取装置が設けられており、両読取装置の作動は、オペレータが複数のプルで
単一のトリガーを作動させることによって行われる。
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【００３２】
　受光回路は、イメージ・センサ432上に光を焦点合わせするためのイメージング光学系
を利用することができる。照明光源422は、照明光源および照明光学系から成ることがで
きる。
【００３３】
　典型的な光学イメージ証印リーダーは、オペレータが適切にターゲット上の証印をスキ
ャンするのを助けるためにターゲット上に狙いをつけたパターンを送信するために照準パ
ターン・ジェネレータ424を有することができる。照準パターン・ジェネレータは、照準
生成プログラム光源、照準開口および照準光学系から成ることができる。
【００３４】
　典型的なイメージ・センサは、ターゲットから反射される光または他の電磁気のエネル
ギーを変換し、その出力信号表示を提供する。イメージ・センサは、カラーまたはモノク
ロ2D CCD、CMOS、NMOS、ＰＭＯＳ、CID、CMD、バック反射のような固体イメージ・センサ
のようなフルフレームオペレーティングモードまたはグローバルシャッターで作動するよ
うに適用されたピクセルのアレイであってもよい。イメージ・センサは、入射光エネルギ
ーを電荷に変換する光感度が高いフォトダイオード（またはピクセル）のアレイを含むこ
とができる。固体イメージ・センサによって、画像データのフルフレームの領域が対象に
されることができる。
【００３５】
　照明および照準光源は、ターゲットに所望の照射パターンを提供するいかなる光源から
成ってもよく、一つ以上のＬＥＤであってもよい。異なる色を有する照明および照準光源
を利用することができる。例えば、かかる実施形態では、画像入力装置は、白色および赤
色ＬＥＤ、赤色および緑色ＬＥＤ、白色、赤色および緑色ＬＥＤ、または、例えば、最も
一般的にはシンボルの色に応答して選択されるＬＥＤまたは他のいくつかの組合せが画像
入力装置によって最も一般的にイメージできる色に応答する他の組み合わせを含むことが
できる。異なる色のＬＥＤは、全体的なパワー供給に従ったレベルで交互にパルスされる
。
【００３６】
　ハウジングで支えられる他の典型的なリーダーサブシステムまたはコンポーネントは、
一つ以上のローカルまたはオンボードプロセッサ170、ローカルメモリ172、電池218、デ
ィスプレイ116、キーパッド214および無線通信モジュール180を含むことができる。サブ
システムは、一つ以上のバス168、データ・ラインまたは他の信号またはデータ通信形式
を介して通信することができる。証印リーダーは、一つ以上のローカルプロセッサ118、
ローカル・ホスト/サーバ122、ローカルメモリ166、ネットワーク120またはリモートなサ
ーバ・ホスト/サーバ134と通信することができる。
【００３７】
　他の典型的なリーダーサブシステムまたはコンポーネントは、一つ以上のデータ収集装
置（例えば加速度計154、GPSモジュール158、スピーカ160、警報を出すＬＥＤ161、車両
システム・アナライザ520および温度センサ162）であってもよい。ある具体例では、これ
らのデータ収集装置は、車両の性能に関してデータを集めるために利用されることができ
る。
【００３８】
　通信モジュール180は、他の証印リーダーにまたは他のシステム（例えばserver/remote
プロセッサ134）にイメージングリーダー112から通信リンクを提供することができる。
　プロセッサは、オンボードまたは他のサブシステムを収納する範囲内に位置することが
できる。プロセッサおよびリーダーの機能性の詳細は、ファームウェア、リモートまたは
ローカル・メモリに保存されることができる特定の構成設定またはデータに基づいてまた
はそれらによって決定されることができる。
【００３９】
　典型的なプロセッサは、多数の従来のMCUベースのシステム・コンポーネントを１つの
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シングルチップ・プログラム可能デバイスと置換するように設計されているオンチップ・
コントローラデバイスを有する混合信号アレイであってもよい。それは、プログラム可能
な相互接続と同様に、アナログ及びデジタルロジックの可変なブロックを含むことができ
る。
【００４０】
　リーダーのリーダーサブシステムは、一つ以上のバス168、データ・ラインまたは他の
信号またはデータ通信形式によって接続されることができる。典型的なフォームは、2つ
の導線インタフェース（TWI）、専用のデータバス、RS232インタフェース、USBなどのよ
うな内部-ICバスであってもよい。
【００４１】
　プロセッサは、ファームウェアおよびデータを格納するために予め定められた量のメモ
リを含むことができる。ファームウェアは、ソフトウェア・プログラムまたは必要な指示
をプロセッサが他のハードウェアを作動して、通信する方法に提供するプロセッサを埋め
込むかまたはプログラムされる指示の一組であってもよい。ファームウェアは、バイナリ
の画像ファイルとしてのプロセッサのフラッシュメモリ（ROM）に格納されることができ
、消去されることができ、書き直される。同じままだった時から、更新されない限り、フ
ァームウェアは「半永久的である」とみなされることができる。このファームウェア・ア
ップデートまたはロードは、デバイス・ドライバによって取り扱われることができる。
【００４２】
　プロセッサは、ファームウェアまたはメモリ（RAM、ROM、EEPROMなどの多数のメモリタ
イプのうちの任意の１つであってもよい）に格納された特定の構成設定によって、または
それに基づいてその詳細を決定することができるいくつかの関連ステップの実行を含む、
多数の機能動作を実行するために利用することができる。加えて、いくつかのメモリ機能
は、プロセッサの一部として提供されるメモリに格納されることができる。
【００４３】
　プロセッサの典型的な機能は、走査エンジン、復号化機能およびオペレータインターフ
ェース機能の動作がを制御することである。オペレーティングソフトウェアは、表面上同
時にまたはマルチタスクロールでかかる機能のためのプロセッサを作動するのに利用され
ることができる。ソフトウェア・アーキテクチャを作動している典型的な画像入力装置は
、実行のプロセスまたはスレッドに組み入れられることができる。
【００４４】
　プロセッサ、メモリおよび典型的な走査および復号化機能を実行するかまたは制御する
関連する回路は、走査エンジンまたはリーダーのハウジングの中で位置する関連する回路
基板に提供されることができる。復号化とは、光センサ出力信号に含まれる機械読取可能
コードの解釈を記載するのに用いる用語である。
【００４５】
　プロセッサの典型的な機能は、ターゲットまたは捕捉されたイメージ内で提供される機
械読取可能なシンボルを復号化することであってもよい。１次元のシンボルは、非常に大
きなものから非常に小さいもの、Code 128、Interleaved 2 of 5、Codabar、Code 93、Co
de 11、Code 39、UPC、EAN、MSIまたは他の１次元シンボルを含む。スタックされた１次
元シンボルは、PDF、Code 16K、Code 49またはスタックされた１次元シンボルを含むこと
ができる。２次元シンボルは、Aztec、Datamatrix、Maxicode、QR-コードまたは他の２次
元シンボルを含むことができる。
【００４６】
　スキャン・ルーチンとの選択可能な関係をユーザか工場において実行されることができ
る復号化の動作は、パラメータまたは構成設定によって決定されることができる。スキャ
ニングおよび復号化パラメータの組み合わせは、リーダーが使用するスキャン復号化関係
またはモードを一緒に画定する。２つの典型的なモードは、連続的でもよく不連続でもよ
い。連続モード（連続スキャン・モード、連続ストリーミングモード、ストリーミングモ
ード、フライ・バイ（fly-by）スキャン・モード、フライ・スキャン・モードまたはプレ
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ゼンテーション・モードとも称する）では、リーダーは、静止態様で保持され、ターゲッ
ト（例えばパッケージに置かれるシンボル）は、リーダーによってパスされる。連続モー
ドでは、リーダーは（連続して）次々と連続走査して、連続的に復号化するか、若しくは
、いくつかまたは全てのスキャンしたターゲットを復号化することを試みる。不連続なモ
ードは、スキャンおよび／または復号化すること、トリガー115を引くこと、タイムアウ
ト、または、再開するために続いて読み込まれるような作動イベントによって止められ、
または、中断され、始められるモードである。不連続なモードのリーダーの典型的な利用
は、ハンドヘルドオペレーションを介してなされる。復号化が一旦止まったならば、証印
リーダーはもはやトリガーされない。オペレータが、シンボルがあるということを知って
いるので、典型的には、不連続なモードは始められる。
【００４７】
　典型的な証印リーダーは、特定のリーダー設定またはリーダー構成設定を格納するため
にメモリまたはファームウェアを使用することができる。典型的な構成設定は、スキャニ
ング距離の選択、トリガーファンクション、スキャン入力に基づいた所定のバーコード出
力データ、連続スキャニングモード、不連続スキャニングモード又はルーチン、複合化モ
ード又はルーチン、I/O構成、シンボル可能化、出力インターフェースファンクション、
最小／最大シンボル特徴長さ、スキャンエンジン選択、照明ファンクション、コードを処
理することができるプロセッサの機能的オペレーションに影響を及ぼす設定、照準オペレ
ーション、エンジンオリエンテーション、照明、光検出器機能性、ソフトウェア制御、販
売追跡または保証追跡、リーダー能力などである。
【００４８】
　リーダーおよびホストシステムは、各々の間の構成設定またはファームウェアのような
データを自動的に照会し、伝達する能力を備え得る。ホストからリーダーへのファームウ
ェアをアップグレードして、構成設定を複製することは、リーダーが同じリビジョンで作
動し、同じ構成設定を有することを確実にし、ユーザの欲求不満、ダウンタイム、データ
完全性を低下させ、効率を増加させ、人間の介入なしで、実行されることができる。
【００４９】
　予め定められた時間間隔で、ホストシステムはさまざまな情報（例えばファームウェア
改訂、構成設定その他）を放送することができる。次いで、ホストは、より新規なファイ
ルをダウンロードすることができ、不活性時間の間にリーダーを更新することができる。
リーダーは、特定の構成設定を格納するためにオンボードでメモリまたはファームウェア
・フラッシュメモリを使用することができる。
【００５０】
　リーダーは、バーコードまたはシリアルコマンドを使用したシリアル接続によって構成
されることができる。GUIインタフェースは、連続命令、例えばビジュアルメニュー（Vis
ual Menu）またはかかる製品の類似物を作成するかまたは読み込むのに利用されることが
できる。これは直接またはネットワーク（例えばインターネット）を介して、光学リーダ
ーをリモート・コンピュータに接続することによってローカルまたはリモートでされるこ
とができ、リモート・コンピュータはソフトウェア・アップグレードを提供する。
【００５１】
　ソフトウェア・アップグレードは、１つのリーダーから新しいまたは他のリーダー（異
なる製造業者でも可）まで、マイグレーションのために必要である。交換されたリーダー
の構成が、マッチするか、または、それが交換した器材の構成にマッチする場合、アップ
グレードは単純化されることができる。
【００５２】
　リーダーソフトウェアが置換される場合、リーダーによって自動的にメモリの構成設定
情報を読み出す能力を有することができ、ソフトウェアが制御または復号化する異なる方
法などの異なる方法を適応させて、使用することができ得る。
【００５３】
　アップグレードのための例示的な実施形態は、ＰＣベースのソフトウェアツールを提供
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して、シリアル通信を介してターゲットリーダデバイス（置き換えられるもの）から非デ
フォルト構成設定を読み出した後、同じまたは同等の設定を置換機器にフラッシュする。
これは、（旧）デバイスＡのコンフィギュレーション設定を読み取り、それらを（新）デ
バイスＢにフラッシュさせるダイレクトコンフィギュレーションマッピング方法（direct
 configuration mapping method）である。
【００５４】
　典型的な他の実施形態は、置換リーダーからのターゲットリーダー（置き換えられるも
の）から、周知の情報含有証印の出力された走査されたデータを分析して、それを出力と
比較するベースのソフトウェア・ツールがスキャンしたＰＣにデータを提供することであ
ってもよい。ソフトウェア・ツールは、既存のデバイスが走査されたデータの２つの集合
の違いに基づいて構成される方法を解釈することができる。置換リーダーの構成設定の補
間の後、ソフトウェア・ツールは旧または置換リーダーにマッチするように置換リーダー
を構成する。これは、ソフトウェア・ツールが、メモリまたはファームウェアから直接読
み出されるのではなくむしろ、その動作から既存の装置の内部設定を補完する間接的なマ
ッピングと考えられる。
【００５５】
　例示的な実施形態は、ビジュアルメニューのようなクロスブラウザのクライアント側DH
TMLメニュービルダーと統合することができる。リーダーの構成は、一度読み出された後
、無線またはネット・オーバー・コンフィギュレーション・ユーティリティ、ハード・コ
ピーまたはビデオ・ディスプレイ・メニューまたは他の適切な手段を使用して何度も伝播
される。
【００５６】
　ユーザは、遠隔更新システムを利用して、１つまたは複数の格納された構成設定または
構成設定データを更新または置換することができ、直接またはネットワーク（インターネ
ットなど）を介して遠隔プロセッサに接続することによって行うことができる。適切なソ
フトウェアについては、リモートプロセッサは、リーダー（例えばソフトウェア構成）か
ら、特定の構成設定を読み込むようにプログラムされることができる。最新版または新規
なソフトウェアをダウンロードするとき、リモートプロセッサはデータ設定構成を読み込
み、そのデータを利用することができる。オペレータは、リモートプロセッサから、ソフ
トウェアアップデートをリクエストすることができる。リクエストは、いずれのコンピュ
ータにもよって受け取られ、それは光学式リーダー上の現在のソフトウェア構成レジデン
トを読み込むことができ、適当なアップデートまたは置換ソフトウェアを決定することが
できる。
【００５７】
　例示的な実施形態では、企業の運送、配達、宅配便、経路計算などは、道路上の安全を
確保し、車両性能を維持するために、車両の運転習慣などの車両特性を監視する必要性を
利用し、法的（運転）違反などを軽減する。
【００５８】
　典型的なモバイルデバイスは、車両およびシステム情報（例えばアイドル・タイム、移
動距離、転覆シナリオ、速度、突然の加速/減速など）をモニタすることができ、集める
ことができ、記録することができる統合したセンサおよびレシーバ技術（例えば加速度計
、GPSレシーバ、車両システム・アナライザ、その他）をサポートすることができる。セ
ンサ／レシーバ技術は、モバイルデバイスに組み込まれることができ、モニタして、車両
イベントを記録（時刻／日付印）するためのソフトウェア・パッケージを開発することが
できる。
【００５９】
　加速度計は適切な加速度を測定し、自由落下に対して発生する加速度であり、物体によ
って感じられる加速度であり、そのような加速度は、重力の観点から測定することができ
る。時空のどの時点でも、等価原理は局所慣性フレーム（local inertial frame）の存在
を保証し、加速度計はそのフレームに対する加速度を測定する。
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【００６０】
　典型的な車両システム・アナライザは、車両バッテリ、充電、スタッフの配属、乾燥し
た燃料系、点火システム、エンジンコンディション、タイヤ空気圧、速度などの事柄をモ
ニタするのに用いられる。ある具体例では、モバイルデバイスは、車両に存在している車
両システム・アナライザに接続することができる。
【００６１】
　例示的な実施形態では、車両のデータを使用して、可聴および視覚フィードバックを利
用してドライバーに警告し、安全な取り扱い慣行を維持するように通知することによって
、交通違反および国土交通省の運転違反を予防するのに用いられてもよい。
【００６２】
　例示的な実施形態では、車両は、エラー、故障、問題、動作状況に遭遇するか、そうで
なければ適切に機能しないか、またはオペレータまたは企業が期待または望むように動作
する可能性がある。これらの状況やその他の状況やエラー状態については、オペレータま
たは企業は問題の原因を知らない。モバイルデバイスは、プログラマブル電気オーディオ
信号によって駆動されるオーディオスピーカを備えてもよく、モバイルデバイスは、メモ
リ内にオーディオメッセージを格納する。プロセッサは、車両の性能が問題となるときを
診断または認識し、性能の原因を決定し、オペレータに車両の性能に関するオーディオ音
声合成情報を提供するためにスピーカにブロードキャストされる異なる音声メッセージを
スピーカに送信する。例示的な実施形態では、モバイル装置は、自動車の性能に関する情
報をオペレータに提供する1つまたは複数のＬＥＤのような視覚的インジケータを備えて
いる。
【００６３】
　ある具体例では、データはワイヤレスでリアルタイム・モニタリングまたはデータ記憶
のための企業のデータベースに送信されることができる。記録されたデータは、事故シナ
リオにおいて利用されることができる。
【００６４】
　例示的な実施形態では、モバイル装置は、トレーラがオフアクシス（off axis）である
かどうかを決定するためにセンサを使用することによってトレーラの負荷を監視するため
に使用されてもよい。
【００６５】
　典型的な実施形態では、モバイルデバイスは、GPSナビゲーション、ターン・バイ・タ
ーン（turn-by-turn）指示、リアルタイム・データ通信、配達証明のためのバーコード復
号化に利用されることができる。
【００６６】
　典型的な実施形態のモバイルデバイスは、車両のセキュリティを提供するためにCCTV（
閉回路テレビジョン）アプリケーションのために使われることができる光学証印リーダー
を有する。証印を走査するために使用されないときに、光学証印リーダーは働いていない
かアイドリングのままにされることができる。光学証印リーダーが使用中にIBIを読まな
いとき、それは自動的に連続であるか周期的なイメージを捕えるように構成されることが
できる。キャプチャされたイメージは、それからセキュリティ目的のために利用されるこ
とができる。例えば、光学証印リーダーは、リーダーのイメージャの視野（ＦＯＶ）内の
車両の内側または車両の前方の領域のような関心領域が指向されるように指されてもよい
。これを容易にするために、リーダーはクレイドル、ベースまたはスタンドにおいて配置
されることができる。
【００６７】
　例示的な実施形態では、リーダーは、アーカイブされ、処理されるために、キャプチャ
された画像をエンタープライズサーバに送信するように構成されてもよい。典型的な実施
形態では、イメージはアーカイブされるかまたはメモリにおいてまたは記録媒体（例えば
デジタル・ビデオレコーダ（DVR））に格納される。典型的な実施形態では、リーダーは
アーカイブされるために直接キャプチャされたイメージをローカル・ホスト・サーバまた
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はプロセッサに送信するように構成されることができる。
【００６８】
　ある具体例では、キャプチャされたイメージは、アーカイブされることができ、および
／または、リーダーにおいて処理されることができる。キャプチャされたイメージの処理
は、焦点合わせされた遠隔カメラを有するビデオ監視システムおよび／または記録をトリ
ガすることから成ることができる。
【００６９】
　ある具体例では、リーダーはビデオ監視システム（VSS）に信号を送るかまたは警報を
出すために利用されることができ、リーダーがイメージした関心の領域の監視ビデオまた
はイメージを記録し始めることができる。VSSはまた、リーダーによって捕えられるイメ
ージを格納し始めることができる。
【００７０】
　例示的な実施形態では、リーダーは、捕捉された画像を処理して、オブジェクトの動き
などの関心領域におけるイベントまたは変化を検出する。イベントは、車両の突然の加速
／減速であってもよい。検出される変化がある場合、リーダーは近いまたは最も重要な領
域の一つ以上の防犯カメラ信号を送るのに利用することができる。例えば、ビデオ監視サ
ーバは、予め定められた活動または場面変化が検出される領域上の焦点を検出することが
できる。ビデオ監視サーバは、一つ以上のPTZカメラおよび／または固定カメラを特定の
イベントに基づいてビデオを録画するために制御することができる。例示的な実施形態で
は、PTZカメラは、予め設定されたツアーに従って動作していてもよく、証印リーダーは
、それらを作動させる警告機構として使用されてもよい。
【００７１】
　例示的な実施形態では、証印リーダーは、その視野内の画像をキャプチャし、定期的に
ビデオサーベイランスサーバに送信する。サーバは、これらの画像を処理し、PTZカメラ
にそれぞれのリーダーの視野に焦点を合わせ、記録を開始するよう警告する。
【００７２】
　ある具体例では、イベントまたは重要な領域の変化が検出されるとき、位置情報はリー
ダーから遠隔サーバまで送信される。
　典型的な実施形態では、証印リーダーは、ビデオ分析をサポートすることができ、イメ
ージの処理を実行することができる。証印リーダーは、イメージを格納するのに十分なメ
モリを有することができる。
【００７３】
　例示的な証印リーダーは、周囲の照明条件のような検出する条件に基づいて、露出、虹
彩、フォーカスまたは他の設定などの防犯カメラパラメータを調整することができる。
　典型的な証印リーダーは、独立型警報を出す装置として使われることができる。 
例えば、証印リーダーは、検出されたセキュリティイベントの後に関心領域の画像を捕捉
して記憶し、その証印リーダーから発する可聴信号または視覚信号を警報または通知する
ことができる。セキュリティイベントは、関心領域内の動きまたは運動、関心領域内の物
体の変位、車両の異常な動き、突然の加減速などとすることができる。
【００７４】
　図４は、乗物のパフォーマンス特徴（例えば中心から離れたパッケージ積載）を追跡す
るために利用されるデータ収集装置518を有する典型的なモバイルデバイス514を有する典
型的な配送トラック510を例示する。ある具体例では、モバイルデバイスに与えるために
車両に取り付けられるベース522において、データリーダーが配置され得る。
【００７５】
　プログラム、方法、方法および本願明細書において記載されている装置は、コンピュー
タまたはネットワーク装置（ハードウェアまたはソフトウェア）のいかなる特定のタイプ
にも限定されないと理解されなければならない。汎用の又は特注のさまざまなタイプのコ
ンピュータ装置は、本願明細書において記載されている教示に従って動作を実行する。好
ましい実施形態のさまざまなエレメントが、ソフトウェアでインプリメントされると評さ
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れると共に、他の実施形態では、ハードウェアまたはファームウェアで実装されてもよい
。例示の実施形態は、例示的で、本発明の範囲を制限すると解されてはならない。例えば
、工程系統図のステップは記載されているそれら以外のシーケンスを取り入れてもよく、
より少しまたは他の要素がブロック図において使われることができる。また、出願人がこ
の出願内の主題を明示的に否認していない限り、特定の実施形態または主題は、本明細書
では否定されない。

【図１】 【図２】
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