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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末から２次元バーコードを読取る光学読取部を有する光学情報読取装置において
、
　側方から見た断面形状をくの字状に形成した正面パネルを設け、該くの字状の正面パネ
ルの背を正面に配置すると共に、前記背の上側の上板に前記光学読取部を実装することで
、
利用者が携帯電話を掴んで該携帯電話の表示部を前記光学読取部にかざし、前記表示部を
前記背の上側の上板に沿って平行に位置付けたとき、携帯電話を把持した利用者の手が前
記背の下側の下板に触れないようにしたことを特徴とする光学情報読取装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記携帯端末から赤外線データを受信する赤外線受光部を設け、該赤外線受光部を前記
正面パネルの前記背の下側の下板に実装したことを特徴とする光学情報読取装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の光学情報読取装置を備えたことを特徴とする自動取引
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、携帯端末からの光学情報を読取る機能を有する光学情報読取装置およびそれ
を備えた自動取引装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光学情報読取装置においては、予約の際にダウンロードした２次元バーコードを
携帯電話の携帯表示部に表示し、それを表示した状態で携帯電話を光学情報読取装置に挿
入し、光学情報読取装置の保持部の奥に設けられた、携帯電話が所定の位置に挿入された
ことを検知するためのリミットスイッチからの検出信号に基づき、携帯電話が所定の位置
に挿入されたことを検知して、携帯表示部に表示された２次元バーコードを撮影してその
読取を行っている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２―１２３７９１公報（第３―４頁、第２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述した従来の技術においては、携帯電話の機種によっては携帯表示部
を設けている場所が異なるため、光学情報読取部の保持部に挿入しても携帯表示部が光学
読取部のカメラ部の視野に入らないことがあり、２次元バーコードを読取ることができな
い場合があるという問題がある。
　また、携帯電話を光学情報読取装置へ挿入する際に携帯電話がぶつかって携帯電話に傷
がつくおそれがあるという問題がある。
【０００４】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、どのような携帯電話におい
ても、簡易かつ確実に携帯表示部に表示された２次元バーコードを読取ることのできる手
段を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するために、携帯端末から２次元バーコードを読取る光学読
取部を有する光学情報読取装置において、側方から見た断面形状をくの字状に形成した正
面パネルを設け、該くの字状の正面パネルの背を正面に配置すると共に、前記背の上側の
上板に前記光学読取部を実装することで、利用者が携帯電話を掴んで該携帯電話の表示部
を前記光学読取部にかざし、前記表示部を前記背の上側の上板に沿って平行に位置付けた
とき、携帯電話を把持した利用者の手が前記背の下側の下板に触れないようにしたことを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　これにより、本発明は、どのような携帯電話においても、簡易かつ確実に、携帯電話を
傷つけることなく携帯表示部に表示された２次元バーコードを読取ることができるという
効果が得られる。
　また、利用者が自動取引装置の光学読取部に携帯電話をかざす際、手を自動取引装置に
当てることがなく、手首に負担を感じさせずに自然な動作で使用できるという効果も得ら
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下に、図面を参照して本発明の光学情報読取装置の実施例について説明する。
【実施例１】
【０００８】
　図１は本発明の実施例１の券発行機を示す外観図であり、図２は光学情報読取装置の部
分断面図、図３は２次元バーコードの一例、図４は実施例１の券発行機を示す側面図であ
る。
　１は自動取引装置としての券発行機であり、空港内や駅構内、店舗内などの施設内に設
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置され、予約済み航空券等のチケットの受取りに用いられる装置である。
【０００９】
　２は携帯端末としての携帯電話であり、予約の際、図示しない遠隔地のサーバから２次
元バーコードをダウンロードして保存する図示しない記憶部を備えると共に、この２次元
バーコードを表示する携帯表示部３を備えている。
　携帯表示部３はバックライト機能を備えており、利用者のキー操作によって自動的に点
灯し、所定の時間キー操作が行われない場合は消灯するようになっている。
【００１０】
　４は光学情報読取装置であり、光学的に２次元バーコードを読取る機能を有する光学読
取部５を備えている。
　この光学読取部５は、図２に示す、携帯電話２の携帯表示部３に表示された図３に示す
２次元バーコードの画像を撮影するカメラ部６とカメラ部６を保護するためのガラス７と
ガラス７を通して携帯表示部３に光を照射する照明８を備えている。
【００１１】
　また、光学情報読取装置４の正面パネル９は図４に示すように側方（本図では右側面）
から見た断面形状が略くの字状に形成されると共に、くの字状の正面パネル９の背９ｃが
正面に配置され、この背９ｃの上側の上板９ａは光学情報読取装置４の奥側に向けて上向
きにθ１傾き、下側の下板９ｂは下向きにθ２傾いている。そして、この正面パネル９の
上板９ａに光学読取部５を実装している。
【００１２】
　１０はＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ-ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）等の表示灯であり、上板
９ａに実装されて光学読取部５の上方に設けられ、少なくとも２色、例えば緑や赤に発光
する。
　１１は券発行機１の表示操作部であり、利用者に処理を促す画面等を表示する
　１２は券発行機１の受取口であり、航空券等を排出して利用者に引渡す。
【００１３】
　上記の構成の作用について説明する。
　図５は光学情報読取装置の２次元バーコードの読取りを示すフローチャートである。
　利用者が、券発行機１を使用して予約済みのチケット等を受取る場合、まず、所定の発
券操作入力を行った後に、携帯電話２の携帯表示部３に、予約の際にダウンロードした２
次元バーコードを表示する。
【００１４】
　Ｓ１、利用者は２次元バーコードを表示したまま携帯表示部３に手が触れないように携
帯表示部３以外の持ち手の部分を掴んで、光学読取部５に携帯表示部３をかざす。
　光学情報読取装置４は携帯表示部３に表示された２次元バーコードが光学読取部５のカ
メラ部６で撮影できる位置に整うと、表示灯１０を緑に点灯させて利用者に２次元バーコ
ードの読取を開始した旨を知らせる。
【００１５】
　Ｓ２、光学情報読取装置４は光学読取部５のカメラ部６にて２次元バーコードの撮影を
して２次元バーコードの読取りを行う。
　Ｓ３、光学情報読取装置４はステップＳ２で読取った２次元バーコードの画像認識を行
い、２次元バーコードが認識できた場合はステップＳ６へ移行し、認識することができな
い場合はステップＳ４へ移行する。
【００１６】
　Ｓ４、光学情報読取装置４は最初の読取りで光学読取部５が２次元バーコードを認識す
ることができなかった場合はステップＳ５へ移行し、２度目の読取りでも認識できなかっ
た場合はステップＳ９へ移行する
　Ｓ５、光学情報読取装置４は携帯電話２のバックライトが消灯していても携帯表示部３
に表示された２次元バーコードを認識できるように照明８を点灯させ、携帯表示部３にガ
ラス７を通して光を照射し、ステップＳ２、ステップＳ３により再度２次元バーコードの
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撮影、読取りを行う。
【００１７】
　Ｓ６、光学情報読取装置４は光学読取部５が２次元バーコードを認識すると、照明８の
消灯を確認し、照明８が点灯している場合はこれを消灯してステップＳ７へ移行する。
　Ｓ７、光学情報読取装置４は表示灯１０を消灯して読取りが完了した旨を利用者に報知
する。なお、この報知は音声で行ってもよい。
　Ｓ８、光学情報読取装置４は受取口１２から航空券を排出し、利用者がこれを受取った
ことを確認して取引を終了する。
【００１８】
　Ｓ９、一方、ステップＳ４で２度目の読取りでも２次元バーコードを認識することがで
きなかったと判定した光学情報読取装置４は照明８を消灯する。
　Ｓ１０、照明８を消灯した光学情報読取装置４は、表示灯１０を緑色から赤色へ切替え
て２次元バーコードを認識することができなかった旨を利用者に知らせる。
　Ｓ１１、これと並行して光学情報読取装置４は券発行機１へ２次元バーコードを読取る
ことができなかった旨を送信し、券発行機１はこれを表示操作部１１へ表示して利用者に
再度の実行を促す。
【００１９】
　以上説明したように、本実施例では、光学情報読取装置の正面パネルをくの字に形成す
ると共に正面パネルの背を正面に配置し、その正面パネルの上板に光学読取部を実装した
ことにより、どのような携帯電話においても、簡易かつ確実に、携帯電話を傷つけること
なく携帯表示部に表示された２次元バーコードを読取ることができる。
　また、表示灯を点灯、消灯することにより利用者は携帯電話をいつまで光学読取部にか
ざしていればよいか容易に判断することができる。
【００２０】
　さらに、図６、図７で示すように、利用者が２次元バーコードを光学読取部にかざす際
に手を券発行機に当てることがなく、図８に示すように正面パネルが垂直方向を向いてい
る場合に較べて利用者の手首の角度がθ３からθ４へと大きくなるので、手首に負担を感
じることなく自然な動作で携帯電話をかざして入力操作を行うことができ、利用者にとっ
て使いやすい装置を提供することができる。
【００２１】
　なお、本実施例では正面パネルをくの字状に形成して上板と下板が両方共に光学情報読
取装置の奥側に傾いているとして説明したが、上板、下板いずれか一方を垂直方向を含む
垂直方向までの範囲の傾きとしたくの字状としても上記の効果を得ることができる。
【実施例２】
【００２２】
　図９は実施例２の携帯電話を示す側面図、図１０は実施例２の券発行機を示す側面図で
ある。
　なお、上記第１実施例と同様の部分は、同一の符号を付してその説明を省略する。
　１３は携帯端末としての携帯電話２の赤外線送受信部であり、赤外線により各種のデー
タを送信する機能を備えている。
【００２３】
　１４赤外線受光部であり、携帯電話２から赤外線データを送受することのできる機能を
備え、光学情報読取装置４の正面パネル９の下板９ｂに実装されている。
　１５は券発行機１の接近検出部であり利用者の接近を検知する。
　上記の構成の作用について説明する。
　利用者が券発行機１に近づくと、発券装置１は接近検出部１５によりそれを検知し、光
学情報読取装置４へ携帯電話２との通信手段を有効にするよう指示すると共に、利用者に
赤外線受光部１４に携帯電話２の赤外線送受信部１３を向けるよう、携帯電話２を向ける
方向を表示操作部１１へ表示して利用者に知らせる。
【００２４】
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　利用者はそれに従って予約の際にダウンロードした２次元バーコードの赤外線データを
赤外線受光部１４へ送信する。
　赤外線送受信部１３からの２次元バーコードの赤外線データを赤外線受光部１４により
受信した光学情報読取装置４は、受取口１２から航空券を排出し、利用者がこれを受取っ
たことを確認して取引を終了する。
【００２５】
　以上説明したように、本実施例では携帯電話を光学読取部にかざすことなく２次元バー
コードを読取ることができるので、携帯電話のバックライトが消えてしまっても確実に情
報の読取りを行うことができる。また、光学情報読取装置の下板に赤外線受光部を実装し
たことにより、自然な動作で携帯電話による入力操作を行うことができ、利用者にとって
使いやすい装置を提供することができる。
【００２６】
　また、上記各実施例では空港、予約済み航空券の受取りについて説明したが、航空券の
購入等に用いることも可能である。
　さらに、上記各実施例では空港、駅構内、店舗内などのフロアに設置されている航空券
を取扱う券発行機としての自動取引装置について説明したが、自動取引装置は前記の例に
限らず、現金自動取引装置、鉄道の自動券売機、飲料水等の自動販売機、タバコの自動販
売機など、携帯端末から情報を入力することができる全ての自動取引装置について適用が
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施例１の券発行機を示す外観図
【図２】実施例１の光学情報読取装置の部分断面図
【図３】２次元バーコードの一例
【図４】実施例１の券発行機を示す側面図
【図５】光学情報読取装置の２次元バーコードの読取りを示すフローチャート
【図６】実施例１の２次元バーコードの入力操作の説明図
【図７】実施例１の２次元バーコードの入力操作の説明図
【図８】実施例１の２次元バーコードの入力操作の説明図
【図９】実施例２の携帯電話を示す側面図
【図１０】実施例２の券発行機を示す側面図
【符号の説明】
【００２８】
　１　自動取引装置
　２　携帯電話
　３　携帯表示部
　４　光学情報読取装置
　５　光学読取部
　６　カメラ部
　７　ガラス
　８　照明
　９　　正面パネル
　９ａ　上板
　９ｂ　下板
　９ｃ　背
　１０　表示灯
　１１　表示操作部
　１２　受取口
　１３　赤外線送受信部
　１４　赤外線受光部
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　１５　接近検出部

　

【図１】



(7) JP 4265446 B2 2009.5.20

【図２】

【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】

【図７】
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【図８】
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【図９】

【図１０】
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