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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取対象に光を照射する照射手段と、
　前記照射手段に光照射を指示するトリガ手段と、
　読取対象からの反射光を受光し、前記読取対象に含まれる情報を復号する復号手段と、
前記復号手段により復号されたデータを処理するためのデータ処理手段と
を備える光学式情報読取装置であって、
　前記光学式情報読取装置の動作態様を決定する複数の異なる動作モードを設定し、かつ
前記光学式情報読取装置に設定可能な動作機能を各動作モードに割り当て、該複数の動作
モードに対して個別に設定可能な前記動作機能を関連付けて記録するためのメモリ手段と
、
　前記メモリ手段に設定された前記動作モードを選択するための動作モード切替スイッチ
と、
　前記トリガ手段と個別に設けられ、前記動作モード切替スイッチで選択された前記動作
モードに割り当てられた動作機能を前記メモリ手段から呼び出し、実行するための切替手
段と、
を備えることを特徴とする光学式情報読取装置。
【請求項２】
　動作モードとして、スタンダードモード、第１の複数ラベル読取モード、第２の複数ラ
ベル読取モード、第３の複数ラベル読取モード、１：１照合モード、１：Ｎ照合モード、
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オートスキャンモード、テストモード、インターバルスキャンモードから選択される複数
の動作モードが、前記メモリ手段に記憶されることを特徴とする請求項１に記載の光学式
情報読取装置。
【請求項３】
　動作機能として、前回スキャンデータ再送、任意設定文字列送信、登録／照合切替、イ
ンターロック解除、キャリブレーション、モード遷移、トリガスイッチ、データ送信開始
トリガ、オートスキャンへの切替、設定用バーコード読取トリガから選択される少なくと
も一が、各動作モードに対応して選択され、前記メモリ手段に記憶されることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の光学式情報読取装置。
【請求項４】
　前記切替手段が前記動作モード切替スイッチを兼用しており、前記切替手段によって前
記割り当てられた動作機能の実行と、前記動作モードの遷移が可能であることを特徴とす
る請求項１から３のいずれか一に記載の光学式情報読取装置。
【請求項５】
　一の切替手段で動作モードの切替と、各動作モードにおける動作機能の実行を行うため
、切替手段を押下する時間によってモード遷移と動作機能実行とを区別することを特徴と
する請求項４記載の光学式情報読取装置。
【請求項６】
　前記切替手段の押下時間が所定時間以下のとき、現在選択されている動作モードに割り
当てられた動作機能が実行され、押下時間が所定時間よりも長いとき、動作モードが順次
切り替えられることを特徴とする請求項５記載の光学式情報読取装置。
【請求項７】
　前記メモリ手段は、前記設定可能な動作機能またはその動作機能を実現するための処理
を記憶するテーブルによって前記設定可能な動作機能を記憶することを特徴とする請求項
１から６のいずれか一に記載の光学式情報読取装置。
【請求項８】
　前記光学式情報読取装置が定置型であることを特徴とする請求項１から７のいずれか一
に記載の光学式情報読取装置。
【請求項９】
　前記光学式情報読取装置が手持型であることを特徴とする請求項１から７のいずれか一
に記載の光学式情報読取装置。
【請求項１０】
　前記メモリ手段に記憶される各動作モードに対応する動作機能の割り当てが、各動作機
能ごとに専用の設定用バーコードを光学式情報読取装置に読み取らせることで設定される
ことを特徴とする請求項１から９のいずれか一に記載の光学式情報読取装置。
【請求項１１】
　前記メモリ手段に記憶される各動作モードに対応する動作機能の割り当てが、前記光学
式情報読取装置に接続したコンピュータとデータ通信することで設定されることを特徴と
する請求項１から９のいずれか一に記載の光学式情報読取装置。
【請求項１２】
　所望の動作機能を割り当てることが可能な切替手段を備え、前記切替手段の操作によっ
て前記割り当てられた動作機能を実行可能な光学式情報読取装置の操作方法であって、
　前記光学式情報読取装置の動作態様を決定する複数の異なる動作モードを設定する工程
と、
　前記光学式情報読取装置に設定可能な動作機能を各動作モードに割り当て、該複数の動
作モードに対して個別に設定可能な前記動作機能を関連付けてメモリ手段に記録する工程
と、
　前記動作モードを動作モード切替スイッチで選択する工程と、
　前記切替手段を操作して、前記動作モード切替スイッチで選択された前記動作モードに
割り当てられた動作機能を実行する工程と、
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を備えることを特徴とする光学式情報読取装置の操作方法。
【請求項１３】
　光学式情報読取装置の動作態様を決定する複数の異なる動作モードが予め設定され、か
つ各動作モードに対して前記光学式情報読取装置に設定可能な動作機能が予め割り当てら
れており、切替手段を操作して動作モードの遷移と動作モードに割り当てられた動作機能
の実行が可能な光学式情報読取装置の操作方法であって、
　前記切替手段の操作時間によって、動作モードの遷移と、動作モードに割り当てられた
動作機能の実行とを切り替えることが可能な光学式情報読取装置の操作方法。
【請求項１４】
　前記設定可能な動作機能の割り当てが、各動作機能ごとに専用の設定用バーコードを光
学式情報読取装置に読み取らせることで設定されることを特徴とする請求項１２または１
３記載の光学式情報読取装置の操作方法。
【請求項１５】
　前記設定可能な動作機能の割り当てが、前記光学式情報読取装置に接続したコンピュー
タとデータ通信することで設定されることを特徴とする請求項１２または１３記載の光学
式情報読取装置の操作方法。
【請求項１６】
　前記光学式情報読取装置が定置型であることを特徴とする請求項１２から１５のいずれ
か一に記載の光学式情報読取装置の操作方法。
【請求項１７】
　前記光学式情報読取装置が手持型であることを特徴とする請求項１２から１５のいずれ
か一に記載の光学式情報読取装置の操作方法。
【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およびその操作方法に関する。例えば、本発明は複数の
機能を割り当てることのできるスイッチを備えた定置型のバーコードリーダに利用される
。
【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。このようなバーコードを読み取るた
めに、光学式の情報読取装置としてバーコード走査装置が利用される。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。
【０００３】
　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。
【０００４】
　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。
【０００５】
　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
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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。
【０００６】
　バーコードリーダは、形状によって一般に固定型、手持型、定置型に分類することがで
きる。
【０００７】
　［固定式バーコードリーダ］
　工場の生産ラインや機械中への組み込みなどに利用されるタイプである。生産ライン上
の搬送物に貼付されたバーコードに対して、バーコードリーダの読取領域が指向するよう
に、コンベアの側面や壁面などに配設されて使用される。このタイプのバーコードリーダ
部分は、バーコードの情報をデコードしてホストコンピュータに送信する機能を有してい
る。言い換えると、デコードされたデータに対する処理は一般にホストコンピュータ側で
行われ、バーコードリーダ部分ではそのような機能を有しない。
【０００８】
　［手持型（ハンディターミナルタイプ）バーコードリーダ］
　倉庫における商品管理や検品などに用いられるタイプである。このタイプは、ユーザが
携行して現場で使用することを想定しているため、携行に便利なようにハンディ型として
おり、さらに使用目的に応じた商品管理プログラムなどの処理機能を端末自体に備えてい
ることを特長とする。すなわち、上記固定式バーコードリーダと異なり、手持型バーコー
ドリーダのみで操作が完結する。
【０００９】
　［定置型（テーブルトップ型）バーコードリーダ］
　コンビニエンスストアのレジでのＰＯＳ管理などで使用されるタイプであり、卓上型と
も呼ばれる。このタイプのバーコードリーダはホストコンピュータに対してデータを送信
する。形状が銃のような形であることから、ガンタイプ・バーコードリーダと呼ばれるこ
ともある。このタイプも上記手持型バーコードリーダと同様に、ユーザが扱いやすいコン
パクトな形状であるが、相違点としては手持型バーコードリーダがそれ自体で操作が完結
しているのに対し、定置型バーコードリーダはホストと協同して操作が成立している点が
異なる。また、定置型バーコードリーダの読取部分は、バーコードをデコードする機能の
みを有しているものが一般的であり、いうなれば固定式バーコードリーダの読取部分を手
持型にしたものと捉えることもできる。
【００１０】
　手持型や定置型バーコードリーダの外観は、例えば図２に示すような形状をしており、
トリガスイッチ１７が設けられている。一般には、このトリガスイッチ１７をＯＮしてい
る間にレーザが照射される。ユーザは対象となるバーコードラベルにレーザを照射し、反
射光をバーコードリーダに読み取らせる。また、トリガ以外に特定の機能を割り当てられ
たスイッチを設けることもある。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来のバーコードリーダは、スイッチに対し特定の機能が予め割り当て
られており、ユーザが所望の機能を割り当てることができなかった。例えば、図２に示す
バーコードリーダでは、トリガスイッチ１７以外のスイッチが設けられているが、このス
イッチには所定の機能が予め固定されており、ユーザが所望の機能に変更することができ
なかった。
【００１２】
　一方で近年のバーコードの需要が高まっていることから、バーコードリーダにも多機能
化が要求されている。これに応えて、様々な機能がバーコードリーダに付加されるように
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なっているが、その反面、各機能の操作が複雑化してユーザビリティが悪化している。機
能を呼び出すために複数の工程を経る必要があると、作業が中断され、またそのための手
順をマニュアルで確認したり記憶する必要があるなど面倒である。機能の呼び出しを容易
にするために、各機能に対応したスイッチを複数設けることはできるが、そうするとスイ
ッチの数が多くなって製造コストが高騰する。さらにスイッチの数が多くなるために却っ
て混乱を招き、ユーザの誤動作を招き操作性が悪くなる。バーコードリーダを多機能化し
ても、ユーザ毎に必要な機能はその一部であり、特に使用頻度の高い機能、あるいは簡単
に呼び出したい機能は限られていると思われる。
【００１３】
　本来、必要な機能とはバーコードリーダの使用状況やユーザの使用形態によって異なる
ものである。バーコードリーダの製造者は、予め使用頻度が多いと思われる機能を各スイ
ッチに割り当てると予想されるが、多種多様な使用形態を想定して完全に対応することは
不可能である。そこで、各スイッチに対する機能の割り当てをユーザ側で自由に指定、変
更できるようにすれば、使用形態に応じた設定として使い勝手のよい環境が実現される。
【００１４】
　本発明は、ユーザのこのような要望に応えるべく開発されたものである。本発明の主な
目的は、ユーザが所望の機能を割り当てることのできるスイッチを備える光学式情報読取
装置およびその操作方法を提供することにある。
【００１５】
【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に記載される光学式情報読取装置は、光
学式情報読取装置に関するものである。この光学式情報読取装置は、読取対象に光を照射
する照射手段と、前記照射手段に光照射を指示するトリガ手段と、読取対象からの反射光
を受光し、前記読取対象に含まれる情報を復号する復号手段と、前記復号手段により復号
されたデータを処理するためのデータ処理手段と、光学式情報読取装置に設定可能な機能
を少なくとも一記憶するためのメモリ手段と、前記設定可能な機能を呼び出すための切替
手段を備える光学式情報読取装置であって、前記光学式情報読取装置の動作態様を決定す
る複数の異なる動作モードを設定し、かつ前記光学式情報読取装置に設定可能な動作機能
を各動作モードに割り当て、該複数の動作モードに対して個別に設定可能な前記動作機能
を関連付けて記録するためのメモリ手段と、前記メモリ手段に設定された前記動作モード
を選択するための動作モード切替スイッチと、前記トリガ手段と個別に設けられ、前記動
作モード切替スイッチで選択された前記動作モードに割り当てられた動作機能を前記メモ
リ手段から呼び出し、実行するための切替手段とを備える。
【００１６】
　この光学式情報読取装置は、トリガ手段を操作するトリガスイッチなどとは別個に、切
替手段として光学式情報読取装置で実行可能な機能を呼び出すスイッチを少なくとも一つ
設けることができる。このスイッチに割り当てられた機能は、ユーザが自由に変更するこ
とができる。また記憶される機能の設定は、例えば設定用の読取対象を読み取らせること
によって所望の設定に変更できる。
【００１７】
　またこの光学式情報読取装置は、複数の動作モードを予め設定して必要なときに呼び出
すことができる。
【００１８】
　さらにこの光学式情報読取装置は、複数の動作機能の中から動作モード毎に異なる動作
機能を割り当てて使用することができ、使用されるモードに応じて割り当てる動作機能を
変更することができる。
【００１９】
　また、本発明の請求項２に記載される光学式情報読取装置は、前記請求項１に記載され
る特徴に加えて、動作モードとして、スタンダードモード、第１の複数ラベル読取モード
、第２の複数ラベル読取モード、第３の複数ラベル読取モード、１：１照合モード、１：
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Ｎ照合モード、オートスキャンモード、テストモード、インターバルスキャンモードから
選択される複数の動作モードを、前記メモリ手段に記憶することができる。
【００２０】
　さらに、本発明の請求項３に記載される光学式情報読取装置は、前記請求項１又は２に
記載される特徴に加えて、動作機能として、前回スキャンデータ再送、任意設定文字列送
信、登録／照合切替、インターロック解除、キャリブレーション、モード遷移、トリガス
イッチ、データ送信開始トリガ、オートスキャンへの切替、設定用バーコード読取トリガ
から選択される少なくとも一が、各動作モードに対応して選択され、前記メモリ手段に記
憶できる。
【００２１】
【００２２】
【００２３】
【００２４】
　さらにまた、本発明の請求項４に記載される光学式情報読取装置は、前記請求項１から
３のいずれか一に記載される特徴に加えて、前記切替手段が前記動作モード切替スイッチ
を兼用しており、前記切替手段によって前記割り当てられた動作機能の実行と、前記動作
モードの遷移が可能であることを特徴とする。
【００２５】
　さらにまた、本発明の請求項５に記載される光学式情報読取装置は、前記請求項４に記
載される特徴に加えて、一の切替手段で動作モードの切替と、各動作モードにおける動作
機能の実行を行うため、切替手段を押下する時間によってモード遷移と動作機能の実行と
を区別することを特徴とする。例えば、切替手段のＯＮ時間に応じて動作モードの変更や
動作機能の実行を区別させることができる。
【００２６】
　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は、前記請求項５に記
載される特徴に加えて、前記切替手段の押下時間が所定時間以下のとき、現在選択されて
いる動作モードに割り当てられた動作機能が実行され、押下時間が所定時間よりも長いと
き、動作モードが順次切り替えられることを特徴とする。
【００２７】
　さらにまた、本発明の請求項７に記載される光学式情報読取装置は、前記請求項１から
６のいずれか一に記載される特徴に加えて、前記メモリ手段は、前記設定可能な動作機能
またはその動作機能を実現するための処理を記憶するテーブルによって前記設定可能な動
作機能を記憶することを特徴とする。
【００２８】
　さらにまた、本発明の請求項８に記載される光学式情報読取装置は、前記請求項１から
７のいずれか一に記載される特徴に加えて、前記光学式情報読取装置が定置型であること
を特徴とする。
【００２９】
　さらにまた、本発明の請求項９に記載される光学式情報読取装置は、前記請求項１から
７のいずれか一に記載される特徴に加えて、前記光学式情報読取装置が手持型であること
を特徴とする。
【００３０】
　さらにまた、本発明の請求項１０に記載される光学式情報読取装置は、前記請求項１か
ら９のいずれか一に記載される特徴に加えて、前記メモリ手段に記憶される各動作モード
に対応する動作機能の割り当てが、各動作機能ごとに専用の設定用バーコードを光学式情
報読取装置に読み取らせることで設定されることを特徴とする。
【００３１】
　さらにまた、本発明の請求項１１に記載される光学式情報読取装置は、前記請求項１か
ら９のいずれか一に記載される特徴に加えて、前記メモリ手段に記憶される各動作モード
に対応する動作機能の割り当てが、前記光学式情報読取装置に接続したコンピュータとデ
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ータ通信することで設定されることを特徴とする。
【００３２】
　また、本発明の請求項１２に記載される光学式情報読取装置の操作方法は、所望の動作
機能を割り当てることが可能な切替手段を備え、前記切替手段の操作によって前記割り当
てられた動作機能を実行可能な光学式情報読取装置の操作方法であって、前記光学式情報
読取装置の動作態様を決定する複数の異なる動作モードを設定する工程と、前記光学式情
報読取装置に設定可能な動作機能を各動作モードに割り当て、該複数の動作モードに対し
て個別に設定可能な前記動作機能を関連付けてメモリ手段に記録する工程と、前記動作モ
ードを動作モード切替スイッチで選択する工程と、前記切替手段を操作して、前記動作モ
ード切替スイッチで選択された前記動作モードに割り当てられた動作機能を実行する工程
とを備えることを特徴とする。
【００３３】
　各動作モードに割り当て可能な動作機能の設定は、先に動作モードを設定してからこの
動作モードに対応する動作機能を割り当てる手順とする他、先に具体的な動作機能を選択
してから、この動作機能が属する動作モードを指定するように設定してもよい。
【００３４】
　さらに、本発明の請求項１３に記載される光学式情報読取装置の操作方法は、光学式情
報読取装置の動作態様を決定する複数の異なる動作モードが予め設定され、かつ各動作モ
ードに対して前記光学式情報読取装置に設定可能な動作機能が予め割り当てられており、
切替手段を操作して動作モードの遷移と動作モードに割り当てられた動作機能の実行が可
能な光学式情報読取装置の操作方法であって、前記切替手段の操作時間によって、動作モ
ードの遷移と、動作モードに割り当てられた動作機能の実行とを切り替えることを可能と
する。
【００３５】
　さらにまた、本発明の請求項１４に記載される光学式情報読取装置の操作方法は、前記
請求項１２または１３に記載される特徴に加えて、前記設定可能な動作機能の割り当てが
、各動作機能ごとに専用の設定用バーコードを光学式情報読取装置に読み取らせることで
設定されることを特徴とする。
【００３６】
　さらにまた、本発明の請求項１５に記載される光学式情報読取装置の操作方法は、前記
請求項１２または１３に記載される特徴に加えて、前記設定可能な動作機能の割り当てが
、前記光学式情報読取装置に接続したコンピュータとデータ通信することで設定されるこ
とを特徴とする。
【００３７】
　さらにまた、本発明の請求項１６に記載される光学式情報読取装置の操作方法は、前記
請求項１２から１５のいずれかに記載される特徴に加えて、前記光学式情報読取装置が定
置型であることを特徴とする。
【００３８】
　さらにまた、本発明の請求項１７に記載される光学式情報読取装置の操作方法は、前記
請求項１２から１５のいずれかに記載される特徴に加えて、前記光学式情報読取装置が手
持型であることを特徴とする。
【００３９】
【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。
【００４０】
　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
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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。
【００４１】
　図３に、定置型のバーコード走査装置の構成の一例を示す。このブロック図に示すバー
コード走査装置本体は、バーコード読取部１とデータ処理手段１５とからなる。バーコー
ド読取部１は、読取対象であるバーコードラベル３に光を照射する照射手段１６と、バー
コードからの反射光を受光する受光手段２９と、受光された電気信号を増幅する増幅手段
３０と、増幅信号から高周波ノイズといった不要な信号をカットするフィルタ手段３１と
、アナログ信号を二値化してデジタル信号に変換する二値化手段３２とを備える。データ
処理手段１５は、二値化手段３２から出力される信号に対して必要な処理を行う。
【００４２】
　また、バーコード走査装置本体は、ホスト側コンピュータとデータ通信可能な状態に接
続されており、デコードされたデータをホスト側コンピュータに対し送信する。データ通
信は、バーコード走査装置本体からホスト側コンピュータにデータを送信する片方向の通
信で足りるが、双方向通信として、ホスト側コンピュータからバーコード走査装置本体に
対し各種設定の変更や動作命令を送信することもできる。ホスト側コンピュータは、バー
コード走査装置本体からデータを受け取り、必要に応じてデータ通信を行うホスト側デー
タ処理手段４１と、処理されたデータを保存するためのデータ保存手段４２と、データを
外部に表示するためのデータ表示手段４３とを備える。
【００４３】
　さらに、バーコード走査装置本体は、データ処理手段１５に各種の処理を行わせるため
のメモリ手段３３が接続されている。メモリ手段３３は、バーコード走査装置本体にユー
ザが行わせたい所望の機能、あるいはこの機能を実現するために必要な処理を記憶してお
り、切替手段３４によって処理が切り替えられる。ここで言う機能とは、後述する図９に
示す各動作モードのことである。ユーザはバーコード走査装置本体に対し、予め所望の機
能を設定しておく。ユーザの設定した機能またはその機能に対応して必要な処理がメモリ
手段３３に保持される。図３の例では、ユーザの設定内容は手段Ａ、手段Ｂ、手段Ｃに保
持されている。ユーザがファンクションスイッチ２５を操作すると、切替手段３４が切り
替えられて、メモリ手段３３に記憶された指令がデータ処理手段１５に送られる。これに
応じて必要な処理が実行され、設定された機能が実現される。また後述する動作機能は、
上記機能、いわゆる動作モード毎に割り当てられている。図３の例では、手段Ａ、手段Ｂ
、手段Ｃは動作モードを記憶している。ユーザは設定可能な動作モードの中から所望の３
つを選択し、予め手段Ａ、手段Ｂ、手段Ｃにそれぞれ設定しておき、さらに各動作モード
に対して所望の動作機能を割り当てておく。これによって、バーコード走査装置に設定可
能な動作機能とリンケージして、メモリ手段３３内に別途記憶される。メモリ手段３３に
記憶された動作モードは、切替手段３４によって切り替えられる。さらに切替手段３４は
、選択された動作モードに割り当てられた動作機能を呼び出すためにも使用される。この
ように切替手段３４は、動作モードの切替と、各動作モードに割り当てられた動作機能の
実行という２つの役割を果たす。
【００４４】
　トリガ手段以外に切替手段を設ける構成によって、光学式情報読取装置に設定可能な機
能の内、ユーザが必要な機能のみを割り当てて簡単に呼び出すことができる。しかも一以
上の動作モードを設定し、それぞれの動作モードで任意の動作機能を割り当てることがで
きるので、所望の機能を複数切り替えて使用することができる。
【００４５】
　上記実施例では、二値化手段３２を経て二値化されたデータに対して処理を行っている
が、本発明の実施例で指定する機能には二値化あるいはデコード前のデータに対する処理
を含めることもできる。本発明は、デジタル化された信号に対する処理、またはデジタル
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化される過程での処理、あるいはデジタル化される前段階での処理も可能である。
【００４６】
　なおこの図は模式的なものであり、必ずしも各種の処理や命令、機能をハードウェア的
に切り替えて接続する必要はない。メモリ内部でのソフトウェア処理で実現することがで
き、例えばメモリ手段３３がユーザの指定する機能、またはその機能実現のための動作モ
ードをテーブルとして保持しておき、設定に応じて必要な動作を割り当てた動作モードを
手段Ａ、手段Ｂならびに手段Ｃに呼び出すよう設定されている。
【００４７】
　メモリ手段３３は、例えばＲＯＭやＥ２ＰＲＯＭなどで構成することができる。このメ
モリ手段３３は、テーブルを参照することにより、設定可能な機能の内どの機能を呼び出
すかを関連付けて記憶している。ただ、機能の内容やその機能を実現するための処理内容
そのものを記憶させることもできる。さらに、動作モードを保持するメモリと、その動作
モードに割り当てる動作機能を保持するメモリを、それぞれ別個に構成してもよい。
【００４８】
　図８にメモリ手段３３の構成例を示す。この図の例では３つの手段Ａ、Ｂ、Ｃがテーブ
ル４４に基づいてそれぞれ任意の動作モードを保持あるいは参照しており、さらに各動作
モードにはそれぞれ設定可能な機能が割り当てられている。テーブル４４はＲＯＭなどの
記憶素子で構成されており、光学式情報読取装置に設定可能な動作モードおよびそれぞれ
の動作モードに対して設定可能な動作機能を格納している。各動作モードに割り当て可能
な動作機能の組み合わせの一例を図９に示す。これらの組み合わせについても、予めテー
ブル４４に記録されている。手段Ａ、Ｂ、Ｃにはそれぞれ動作モードがテーブル４４を参
照して設定され、さらに各動作モードにはそれぞれ動作機能が割り当てられる。手段Ａ、
Ｂ、ＣはＥ２ＰＲＯＭなどの記憶素子で構成されており、割り当てられた機能、いわゆる
動作モードを格納するテーブル４４の位置やアドレスを保持する。切替手段３４を操作し
て割り当てられた機能を実行する際は、手段Ａ、Ｂ、Ｃの内で現在光学式情報読取装置で
選択されている手段がテーブル４４を参照して動作モードを呼び出す。各動作モードには
予めユーザによって選択された動作機能または選択されない場合は標準の動作機能が割り
当てられているので、該当する動作機能が呼び出される。これによって図８において実線
の矢印で示すように、切替手段３４を操作すれば、手段Ａ、Ｂ、Ｃの内で現在選択されて
いる手段に設定されている動作モードと、その動作モードに対応して選択された動作機能
が実行される。一方、後述するように動作モードの遷移を実行すると、図８において波線
の矢印で示すように手段Ａ、Ｂ、Ｃが順次切り替えられ、それぞれの手段に設定された動
作モードに変更される。
【００４９】
　図８の例では手段Ａが動作モードＡを、手段Ｂが動作モードＢを、手段Ｃが動作モード
Ｃを保持しているが、これに限定されるものでない。保持する動作モードの数に応じて手
段の数を増減することができる。またこの例では、手段Ａ→Ｂ→Ｃ→Ａの順にトグル状に
切り替えられているが、この順に限られず、切替手段３４は手段を任意の順で切り替えで
きるよう構成してもよい。さらに、各動作モードは独立しているため、各々の動作モード
に割り当てる動作機能は、他の動作モードとの間で重複していてもよいことは言うまでも
ない。
【００５０】
　上述したシステムでの具体的な一例をあげると、図９に示すように、本実施例において
は、バーコード走査装置本体のメモリ手段３３には、「スタンダードモード」、「複数ラ
ベル読取モード（マルチ１）」、「複数ラベル読取モード（マルチ２）」「複数ラベル読
取モード（マルチ３）」、「照合モード（１：１照合）」、「照合モード（１：Ｎ照合）
」、「オートスキャンモード」ならびに「テストモード」といった、バーコード走査装置
本体に対してユーザが選択可能なバーコードの読取に対して求める基本的な種々の読取機
能、いわゆる動作モードとテストテストモードが登録、記憶されている。
【００５１】
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　これらの動作モードの中から、ユーザは、自らが所望する動作モードを選択し、上述し
た手段Ａ，Ｂ，Ｃの各々に保持させる。保持される具体的な手法としては、種々の方法が
考えられる。例えば、一つの方法としては、別途用意される各動作モードならびに動作モ
ード設定開始ならびに完了に対応した選択用のバーコードを、「動作モード設定開始」、
「手段Ａに記憶させる動作モード対応用モード」、「手段Ｂに記憶させる動作モード対応
用モード」、「手段Ｃに記憶させる動作モード対応用モード」と「動作モード設定完了」
の順に読み取らせることにより、設定する方法とがある。また、別の方法としては、別途
準備した、コンピュター（例えばパーソナルコンピュータ）にインストールした動作モー
ド設定用ソフトを用いてユーザによって選択させた動作モード情報を、バーコード読取装
置本体に送信することにより、上記手段Ａ，ＢならびにＣに、動作モードを設定する方法
がある。
【００５２】
　また、動作機能としては、図９に示すように、本実施例においては、バーコード走査装
置本体のメモリ手段３３には、上記動作モードとは別途に「前回スキャンデータ再送」、
「任意設定文字列送信」、「登録／照合切替」、「インターロック解除」、「キャリブレ
ーション」ならびに「モード遷移」といった、バーコード走査装置本体に対してユーザが
選択可能な各動作モードに対応する動作機能が登録、記憶されている。
【００５３】
　これらの動作機能は、「モード遷移」を除き、各動作モードに対して、一つの動作機能
を動作可能な状態、つまり「ＯＮ状態」として機能させることができる。このため、これ
らの動作機能の設定方法としては、種々の方法が考えられる。例えば、一つの方法として
は、各手段に選択設定された上記動作モードに対応して、対応する選択可能な動作機能の
「ＯＮ状態」、「ＯＦＦ状態」を上記コンピュータの設定画面上にて選択できる方法があ
る。また、別の方法としては、別途用意される動作機能設定開始、各動作機能の「ＯＮ状
態」、「ＯＦＦ状態」の選択、ならびに動作機能設定完了に対応した選択用のバーコード
を順に読み取らせることにより、設定する方法とがある。更に、動作モードに割り当て可
能な動作機能の組み合わせが共通する場合（例えば、図９の「スタンダードモード」、「
複数ラベル読取モード（マルチ２）」ならびに「複数ラベル読取モード（マルチ３）」を
参照）、共通する組み合わせのグループ毎に設定可能な動作機能の設定用バーコードを用
意し、グループ内の設定用バーコードのみをスキャンさせることで設定不可能な動作機能
の設定を排除して確実に設定することができる。
【００５４】
　以上のように、動作モードならびに動作機能については、種々の設定方法が考えられる
が、上述した方法以外でも、メモリ手段３３に選択すべき動作モードならびに動作機能を
登録する手法であれば、本発明に用いることができることはいうまでもない。
【００５５】
　バーコードは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
。
【００５６】
　図３に示す光学式情報読取装置本体は、バーコード読取部１で読み取った信号を二値化
して、データ処理手段１５に送出している。データ処理手段１５は、デコード手段も兼ね
ており、二値化されたデータをデコードするなど必要な処理を行うと共に、外部のホスト
側コンピュータにデータを送出する。バーコード読取部１では、照射手段１６から照射さ
れたレーザ光がバーコード上で反射された反射光を集光し、所望の帯域のみを通過させて
受光素子で受光させ、受光量に応じた電圧信号を発生させ、二値化手段３２により二値化
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信号を生成する。
【００５７】
　受光手段２９は、バーコードラベル３を走査して照射されたレーザ光の反射光を受光す
る。受光する反射光はバーコードラベル３の明暗に応じた光量を有し、受光手段２９はこ
の光量に応じた電圧信号を出力する。例えば、明るい空白部分では高い電圧信号が、暗い
バー部分では低い電圧信号が得られる。このようにして、受光手段２９はバーコードラベ
ル３上で照射、走査されたレーザ光の拡散反射光を受光し、受光光量に応じた大きさの電
圧信号に変換して出力する。電圧信号は一般に微弱であるためそのままでは復号化が困難
であり、通常は増幅手段３０によって二値化可能な適正値に増幅される。二値化手段３２
で二値化された二値化信号に基づいて、データ処理手段１５はバーコードを解読し、その
結果を出力する。二値化、デコードなどの処理は現在周知の技術、あるいは将来開発され
る技術が利用でき、詳細な説明は割愛する。
【００５８】
　図２は、バーコード走査装置として、ガンタイプの定置型あるいは手持型バーコードリ
ーダの本体の外観を示している。図２（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は背面図
を示す。図に示すバーコードリーダは、ヘッド部２１とその下方に延長された把手２２か
らなる。ヘッド部２１には、照射部２３が前方に設けられている。把手２２は、ユーザが
片手で握りやすいように全面に凹凸が設けられ、後方には滑り止めのグリップ部２８が配
される。グリップ部２８は滑り止め効果を得るために、好ましくはゴム製とし、表面に複
数の突起を設ける。
【００５９】
　把手２２とヘッド部２１との境界付近には、トリガスイッチ１７を備える。トリガスイ
ッチ１７は、ユーザが把手２２を手で握って操作する際、人差し指もしくは中指で操作で
きる位置に設けられる。トリガスイッチ１７は引き金状に手前に引くことによってトリガ
手段がＯＮされ、照射手段１６に対しトリガの命令が発せられる。
【００６０】
　ヘッド部２１の上面には、ＬＥＤ表示部２４とファンクションスイッチ２５が設けられ
る。ファンクションスイッチ２５は、ユーザが把手２２を握ったとき親指で操作できる位
置に設けられる。ファンクションスイッチ２５は押しボタンであり、上方から親指で押下
することによりＯＮすることができる。ファンクションスイッチ２５が押下されると、切
替手段３４が切り替えられて所定の機能を果たすための動作が実行される。ファンクショ
ンスイッチ２５には、ボタンを連続して押すことでトグル状にＯＮ／ＯＦＦあるいはキャ
ンセル可能なボタンを使用しても良い。ＬＥＤ表示部２４は、バーコードの動作状態をユ
ーザが確認するためのものであり、所定の色、点滅などにより動作状態を表現する。例え
ば、ファンクションスイッチ２５を所定の時間ＯＮし続けた場合に、色を変化させる。さ
らに、効果音や音声案内などを付加して視覚効果を高めても良い。
【００６１】
　本発明は、バーコードリーダに一以上のファンクションスイッチ２５を設けることが特
長であるから、バーコードリーダの形状は以上の実施例に特定されず、従来利用されてい
る形態や将来開発される形態のものを適宜利用することができる。
【００６２】
　またこの実施例では、図２に示すようにファンクションスイッチ２５を一のみ設けた例
を説明しているが、本発明はこの例に限られないことは言うまでもない。例えばファンク
ションスイッチを２または３あるいはそれ以上設けても良いし、配置場所も本実施例に特
定されず、バーコードリーダの背面でユーザが親指で操作する位置に並列して設ける他、
ヘッド部側面に設けたり、トリガスイッチの下方あるいは上方に並列して複数の引き金状
スイッチが併設される形態とするなど、種々の形態が考えられる。
【００６３】
　ファンクションスイッチ２５にユーザが所望の機能を割り当てるには、設定用のバーコ
ードを読み取らせる。各機能ごとに専用のバーコードラベルを用意しておき、ユーザが所
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望の機能に該当する設定用バーコードリーダを選択して、これをバーコードリーダに読み
取らせることにより、自動的に設定が変更される。設定変更が正しく行われると、ＬＥＤ
表示部２４は青色で点滅するなどしてユーザに設定変更がなされた旨を通知する。この方
法はきわめて簡単に設定を変更できるというメリットがある。
【００６４】
　あるいは、バーコードリーダをコンピュータとＲＳ－２３２Ｃなどのインターフェース
を介して接続し、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
ることもできる。この場合は、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。バーコードリーダとコンピュータとの接続は、図３に示
すような接続形態としてスキャンしたデータの送受信ができる状態のままで行うこともで
きるし、あるいは別途バーコードリーダとコンピュータとを接続して行うこともできる。
例えば専用線などを使って接続しても良い。また、バーコードリーダとコンピュータとの
接続インターフェースはＲＳ－２３２Ｃに限られず、ＲＳ－４２２やＩＥＥＥ１３９４、
ＵＳＢ、シリアルＡＴＡなどその他のシリアル接続、パラレル接続、あるいは１０ＢＡＳ
Ｅ－Ｔ、１００ＢＡＳＥ－ＴＸなどのネットワーク接続、光通信といった通信可能な電気
的、磁気的、光学的な接続が利用できる。さらに接続は有線を使った物理的な接続に限ら
れず、無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈなどの電波、赤外線などを利用した無線接続とし
てもよい。
【００６５】
　これらの方法であれば、各機能を設定するためにそれぞれ選択スイッチやディップスイ
ッチといった物理的なハードウェアを光学式情報読取装置に設けることなく設定できるの
で、スイッチ点数を減らしてコストを抑えたシンプルな構成とでき、また機械的な動作箇
所の増やすことなく接触不良や摩耗などの機械的トラブルも低減される。特に設定可能な
機能（動作モード）や動作機能が多い場合でも各機能や動作機能毎にスイッチ類や設定確
認のためのＬＥＤやＬＣＤなどの表示部材を多数設ける必要がないため、多機能としても
外形を複雑にせずコンパクトな設計とすることができる。さらに設定作業自体も簡単とな
る。
【００６６】
　［ファンクションスイッチに割り当てられる機能］
　ファンクションスイッチ２５に割り当て可能な機能は、使用されるバーコードリーダの
仕様や使用形態に応じて様々なものが挙げられる。本実施例で採用した機能については後
述すると共に、フローチャートにて機能の切替を説明する。本実施例では、バーコードリ
ーダに複数の動作モードを予め設定しておき、ファンクションスイッチ２５によって各動
作モードを切り替えることで、各動作モード毎に割り当てられた所望の機能を実行する。
本実施例では複数の動作モードの内、任意の３つの動作モードＡ、Ｂ、Ｃを予めユーザが
指定している。例えば動作モードＡとしてスタンダードモード、動作モードＢとして複数
ラベル読取モード、動作モードＣとして１：Ｎ照合モードを指定する。
【００６７】
　動作モードの切替と、各動作モードにおける動作機能の実行を同一のファンクションス
イッチ２５で行うため、本実施例ではファンクションスイッチ２５を押下する時間によっ
て動作モード遷移と動作機能の実行とを区別している。
【００６８】
　［動作モードの切替］
　動作モードの遷移は、ファンクションスイッチ２５を押下する時間によって設定してお
く。図４に示すように、押下時間が例えば３秒以内であれば、現在の動作モードに応じて
割り当てられた動作機能が実行される。
【００６９】
　ファンクションスイッチ２５の押下時間が３秒以上になると、動作モードの遷移状態に
なる。例えば、押下時間が３～４秒のとき動作モードＡに移行し、４秒～５秒のとき動作
モードＢに移行し、５秒以上のとき動作モードＣに移行する。動作モードが切り替えられ
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たことは、ＬＥＤ表示部２４によってユーザは確認できる。例えば、押下時間が３秒経過
した時点でＬＥＤ表示部２４が青色に点灯して、ユーザは動作モードＡに移行したことが
確認できる。同様に、４秒経過時に黄色に点灯し、５秒以上で赤色に点灯するようにして
、各時点で選択される動作モードを確認することができる。なお、これらは例示であるか
ら、点灯色や点灯の方式、例えば点灯、点滅、点滅時間の変化、間隔を任意に設定するこ
とができる。あるいは、移行時間をこれよりも短くすることもできるし、逆に長くするこ
ともできることはいうまでもない。
【００７０】
　あるいはまた、他の実施例として、現在の動作モードからトグル状に次の動作モードに
移行する構成としても良い。Ａ→Ｂ→Ｃ→Ａ→Ｂ→Ｃ→．．．というように、押下時間が
３秒以上になると動作モードの遷移に移行し、さらに１秒経過する毎に次の動作モードに
自動的に切り替わる。ユーザは所望の動作モードに切り替わった時点でファンクションス
イッチ２５を解除すると、現在の動作モードが選択される。
【００７１】
　以下、各動作モードについて概説する。
　［スタンダードモード］
　スタンダードモードとは、一のバーコードラベルを一回のトリガでスキャンするモード
である。バーコードラベルは一つずつ読み取られ、データは一つずつ出力される。
【００７２】
　［複数ラベル読取モード］
　これに対し、複数ラベル読取モードとは、２以上のバーコードラベルをスキャンするモ
ードであり、この場合は一回のトリガで複数のバーコードラベルをスキャンしてデコード
する。複数のバーコードラベルが読み取られた後、読み取られたデータは一括して出力さ
れる。
【００７３】
　複数ラベル読み取りモードにはさらに複数の種類がある。まず第１の複数ラベル読み取
りモード（マルチ１）として、トリガスイッチをＯＮしたまま一回のトリガで複数のバー
コードラベルをスキャンする際、１個目のバーコードラベルを読み取ると、読み取られた
データの前にヘッダを付加して出力する。そして２個目のバーコードラベルを読み取ると
、セパレータ文字列（区切り文字）を前に付加してデータを出力する。最後にトリガスイ
ッチをＯＦＦにするとターミネータを送信し、読み取りを終了する。この方法では、デー
タとデータの間隔は長くなるが、複数のバーコードラベルを一連のグループとしてデータ
をまとめて出力することができる。
【００７４】
　また第２の複数ラベル読み取りモード（マルチ２）では、トリガスイッチを押下してい
る間に複数のバーコードラベルを読み取り、データを出力する。第１の複数ラベル読み取
りモードと異なり、各バーコードラベルを読み取っても直ぐにはデータを出力せず、一旦
データを格納する。格納されるデータの数を予め定めておき、データ数が揃った時点、あ
るいはトリガスイッチをＯＦＦにした時点で、すべてのデータを一括して出力する。この
方法では、複数のデータを一連のグループとしてまとめて出力することができる。
【００７５】
　さらに第３の複数ラベル読み取りモード（マルチ３）では、予め設定された種類のバー
コードラベルを、トリガスイッチをＯＮしている間に読み取るモードである。トリガスイ
ッチをＯＦＦすると、読み取った順でなく予め設定された順にデータを並べて一括出力す
る。異なる種類のバーコードラベルを複数読み取る場合に利用できる。読み取り対象のバ
ーコードの種別や読み取り桁数は予め設定しておく。
【００７６】
　［１：Ｎ照合モード］
　１：Ｎ照合モードでは、通常は照合動作のみを行う。はじめに登録動作を行って、照合
元のバーコードラベルのデータを読み取り、このデータを登録データとして記憶する。以
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降のスキャンでは、各々読み取ったデータが登録データと同一か否かを照合する。後述す
るように、登録データを適宜更新することもできる（登録／照合切替動作）。照合モード
時は、ｔｒｕｅ／ｆａｌｓｅといった照合結果のみを出力する他、使用形態によって登録
データ、照合データ、照合結果データの３つを同時に出力することもできる。登録したバ
ーコードラベルのデータと同一データのバーコードラベルか否かを照合するため、異品種
が混入されていないかチェックする場面などに利用される。
【００７７】
　［１：１照合モード］
　１：１照合モードでは、照合動作と登録動作を交互に繰り返す。上記１：Ｎ照合モード
と同様の登録動作、照合動作を行った後、登録データを更新するために登録動作に戻る。
つまり、毎回行われる照合動作では、照合元の登録データが更新されている。登録された
バーコードラベルのデータと同一データのバーコードラベルであるか否かを１：１でチェ
ックするため、伝票のバーコードと商品のバーコードを比較する場合などで利用される。
この１：１照合モードでは、奇数回目のスキャンが登録動作、偶数回目が照合動作という
ように、相互の動作が交互に繰り返されているが、後述するように誤って登録あるいは照
合してしまった場合には、再度同じ動作を繰り返し行うことができる（登録／照合切替動
作）。
【００７８】
　なお上記の照合には、登録されるバーコードラベルと照合されるバーコードラベルとで
、すべてのデータが一致しているか否かを比較する照合以外に、バーコードラベルに包含
されるデータの内、特定の桁のデータのみを比較する照合もある。照合の桁数を特定する
場合は、予め比較対象となる桁数を登録バーコードと照合バーコードのそれぞれについて
設定しておく。
【００７９】
　［テストモード］
　テストモードでは、バーコードラベルの品質とバーコードリーダ本体の読み取り性能の
テストが行われる。例えばスキャンを１００回行って、このうち何回読みとれたかを測定
することで試験が行われる。バーコードリーダ本体の読み取り動作が安定しているかどう
かを、読み取り率などを測定することで確認できる。
【００８０】
　［インターバルスキャン（自動連続読取）モード］
　通常のスキャンでは、トリガスイッチ１７を操作してスキャンを行うが、インターバル
スキャンモードでは、トリガスイッチ１７を操作しなくともビームが照射され、一定時間
毎に連続してスキャンを行うことができる。複数のバーコードを連続してスキャンすると
きに有効なモードである。
【００８１】
　［オートスキャン（自動検出読取）モード］
　オートスキャンモードでは、ユーザがトリガを操作しなくとも、センサなどによりバー
コードリーダの読取位置にバーコードが検出されると自動的にスキャンを行うモードであ
る。トリガの操作が不要でバーコードリーダ本体をスタンドなどに固定して使用できるの
で、ユーザはバーコードリーダ本体を把持する必要がなく操作性が良くなる。バーコード
ラベルをスキャンするレーザ光がバーコードラベルの有無を検知するセンサとして機能す
るので、レーザ光がバーコードラベルを検出するとバーコードラベルの読み取りが自動的
に開始される。
【００８２】
　［ファンクションスイッチへの動作機能の割り当て］
　以上の動作モードにおいて、ユーザは各動作モード毎に個別の動作機能を割り当てるこ
とができる。また、動作モードに関係なく共通の動作機能を割り当てることもできる。バ
ーコードリーダのファンクションスイッチ２５に対し、ユーザが所望の動作機能を割り当
てる方法には、上述の通り設定用のバーコードを走査する方法、あるいはＲＳ－２３２Ｃ
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などを介してバーコードリーダに対し外部から命令を入力する方法がある。割り当てられ
る動作機能としては、例えば以下のようなものが挙げられる。なお、ここで説明する各動
作機能とは、各動作モードにおける付加的な機能のことで、各動作モードにおいてそのモ
ードにおいて、よりバーコード読取装置としての付加的な機能を向上させるものである。
【００８３】
　１．モード遷移
　ファンクションスイッチ２５を押下して動作モードを切り替える。この場合、ファンク
ションスイッチ２５は押下時間によらず動作モード切替スイッチとしてのみ機能する。こ
の動作モード切り換え時、ファンクションスイッチ２５は、複数設定された動作モードを
選択する動作モード選択スイッチとして働く。
【００８４】
　２．トリガスイッチ
　本来のトリガスイッチ１７に加えて、ファンクションスイッチ２５にもトリガスイッチ
と同一の機能を割り当てることもできる。この場合、トリガはトリガスイッチ１７または
ファンクションスイッチ２５のいずれからでも操作可能となる。また他の実施の形態とし
て、本来のトリガスイッチ１７に対しても動作機能の割り当てが可能なファンクションス
イッチとして機能させることもできる。この場合は、２以上のファンクションスイッチの
うち、原則としていずれかにトリガスイッチの動作機能を持たせる。例えば図２において
ファンクションスイッチ２５をトリガ用スイッチとして、トリガスイッチ１７に他の動作
機能を割り当てて、各スイッチの動作機能を入れ替えて使用することができる。
【００８５】
　３．データ送信開始トリガ
　通常は、バーコードリーダがデータを読み取ると、読み取られたデータが自動的に送信
されるが、指示があるまでデータを送信させないこともできる。この場合は、データ送信
開始トリガが入力されるまでデータは送信されないで、ファンクションスイッチ２５を操
作してデータ送信開始トリガが入力された時点でデータが送信されることになる。言い換
えると、ファンクションスイッチ２５を押下しない限り読み取られたデータは送信されな
い。この動作機能は、データの確認や送信したくないデータを選別する場合などに利用で
きる。例えば、送信したくないデータを誤って走査してしまった場合、改めて所望のデー
タを読みとった後ファンクションスイッチ２５を押下して送信する。
【００８６】
　４．前回スキャンデータの再送
　前回読み取ったスキャンデータと同一のデータを再送する動作機能である。同一種類の
商品を複数回スキャンする必要がある場合などに便利な動作機能であり、例えばコンビニ
エンスストアで同一種類の商品を複数購入した場合など、スキャンを繰り返すことなく商
品の個数分だけファンクションスイッチ２５を押下すればよい。本実施例においては、図
９に示すように、この前回スキャンデータの再送機能は、ユーザが動作モードとして「ス
タンダードモード」、「複数ラベル読取モード（マルチ２）」または「複数ラベル読取モ
ード（マルチ３）」のいずれかを選択登録した際に、選択できる動作機能となっている。
【００８７】
　５．設定任意文字列の送信
　予めユーザが設定した所定の文字列を送信する動作機能である。例えば、よく利用され
る商品のデータを記憶しておいたり、あるいは所定の文字列をホストやアプリケーション
が受信した場合に所定の動作を行うよう予め設定しておき、その開始条件として本動作機
能を利用することができる。送出される文字列の設定は、上述した設定用バーコードやバ
ーコードリーダに接続されたコンピュータにおいて行う。本実施例においては、図９に示
すように、この設定任意文字列の送信機能は、ユーザが動作モードとして「スタンダード
モード」、「複数ラベル読取モード（マルチ２）」または「複数ラベル読取モード（マル
チ３）」のいずれかを選択登録した際に、選択できる動作機能となっている。また、本実
施例のように、ファンクションキー２５がひとつである場合で、しかもユーザが上記前回
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スキャンデータ再送の動作機能を選択し、「ＯＮ状態」とした場合は、本設定任意文字列
の送信の機能を「ＯＮ状態」にはできず、「ＯＦＦ状態」となる。
【００８８】
　６．１：Ｎ照合モード時の登録／照合切替
　上述した１：Ｎ照合モードにおいて登録／照合動作を切り替える動作機能である。上述
の通り、１：Ｎ照合モードにおいては基本的に登録データと読取データの照合動作のみが
行われるが、照合先の登録データを更新したい場合は本動作機能を利用して登録動作に移
行させることができる。この場合ファンクションスイッチ２５を押下すると照合モードか
ら登録モードに切り替わる。
【００８９】
　７．１：１照合モード時の登録／照合切替
　上述した１：１照合モードにおいて登録／照合動作を切り替える動作機能である。上述
の通り、１：１照合モードにおいては照合元、照合先が毎回変わるため、登録／照合動作
が交互に行われている。しかしながら、登録または照合の動作を誤った場合や不要なデー
タをスキャンしてしまった場合、あるいは次のデータでは登録または照合を行いたくない
ときなどに、もう一度同じ動作を繰り返したいことがある。このような場合に本動作機能
を利用すると、登録あるいは照合動作が切り替わらずに、前回と同一の動作が繰り返され
るので、改めて所望のスキャンを行うことができる。この動作機能を利用して登録元デー
タを登録し直したりできることから、登録／照合動作一時キャンセル機能とも呼べるもの
である。上記の１：Ｎ照合モード時の登録／照合切替機能とは、照合動作の後、どの動作
に復帰するかが異なる。
【００９０】
　８．１：Ｎ照合モード時のインターロック解除機能
　通常、読み取られたデータはどのようなものであっても自動的に送信され、次段の読取
や送信などの動作が中断されることはない。これに対しインターロック動作とは、照合Ｎ
Ｇなどのエラーが生じたときに動作をロックし、それ以降はロックが解除されるまで読取
などの動作ができないようにするものである。
【００９１】
　インターロックをしていない場合は、読取にエラーや不具合が生じてもバーコードリー
ダの動作自体には支障が生じず、通常の動作が継続される。このため、エラーが生じても
ユーザは気付かなかったり見過ごし易くなる。これに対しインターロックがかけられてい
る場合、異常が発生するとその時点からトリガがかからなくなるため、ユーザに必ず確認
を喚起できるという利点がある。一方、インターロック動作時には、動作を再開するため
にインターロック状態を解除する必要がある。本動作機能は解除キーの役割を果たすもの
であり、この動作機能に割り当てられたファンクションスイッチ２５を押下するとインタ
ーロックが解除される。
【００９２】
　９．１：１照合モード時のインターロック解除機能
　上記と同様に、１：１照合モードでインターロック動作を行っている場合のインターロ
ック解除機能を割り当てるものである。
【００９３】
　１０．オートスキャンへの切替
　バーコードリーダを手で把持してトリガスイッチ１７を操作する通常動作でなく、自動
的にレーザなどの光を照射するいわゆるハンドフリーの動作モードには、上述したように
バーコードを検出してスキャンを開始するオートスキャンや、所定時間間隔でスキャンを
繰り返すインターバルスキャンなどがある。このようなオートスキャン動作をＯＮ／ＯＦ
Ｆするためのスイッチとして機能させるものである。
【００９４】
　１１．オートスキャン時のキャリブレーショントリガ
　本動作機能はバーコードのない状態での反射光量を測定して、最適な状態で読取が可能
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になるように調整を行うものである。オートスキャン時においては、読取対象をバーコー
ドリーダの走査位置に配置することによって、バーコードの有無をセンサなどで検出して
スキャンが開始される。したがって、読取対象の存在を確認するために、読取対象がない
場合、すなわち背景のみのときの反射光量を予め測定しておく必要がある。本動作機能は
、測定の基準値を較正するため、バックグラウンドの反射光量を基準としたキャリブレー
ションを実施するものである。
【００９５】
　バーコードのない状態でキャリブレーショントリガに設定されたファンクションスイッ
チ２５を押下すると、ブザー音とＬＥＤの点滅のいずれかまたは両方によりキャリブレー
ション（ゲインティーチング）の実行を知らせる。キャリブレーションが開始されると、
背景の反射率を検出して感度調整を行う。感度調整された値は保存される。一般にバーコ
ードラベルと背景との感度差が大きいほど、読取率が高い。キャリブレーションの実行中
、ＬＥＤは点滅しており、キャリブレーションが終了するとブザー音を鳴らしＬＥＤが消
灯される。
【００９６】
　１２．バーコードリーダの設定用バーコード読取トリガ
　ファンクションスイッチ２５への動作機能の割り当てを変更したり、その他バーコード
リーダの設定を変更するには、ＲＳ－２３２Ｃを介して外部から入力するなど様々な手段
があるが、専用の設定用バーコードを読み取らせることによって所望の設定に変更する方
法が簡単かつ便利である。この場合、通常のバーコード読取とバーコードリーダ設定用の
バーコード読取を区別する必要がある。本動作機能は、設定用バーコードの読取を開始す
るためのトリガであり、一般のバーコードと設定用バーコードが万一同一であった場合に
設定が変更されてしまうトラブルを避けるために、明示的に通常スキャンモードと設定用
バーコードスキャンモードを切り替えるようにしている。
【００９７】
　ただ、設定用バーコードを読み取ると自動的に設定モードに切り替えるように設定する
ことも可能である。この場合、設定用バーコードのコード種を特定したり、桁数を指定す
るなどして、一般のバーコードと区別する。さらに、例えばＬＥＤ表示や音声案内、効果
音などでユーザーに通常スキャンモードから設定用バーコードスキャンモードに切り替わ
ったことを知らせる。
【００９８】
　［各動作モードに設定可能な動作機能］
　以上の各動作機能は、各動作モードに対して設定可能な項目と、所定の動作モードに対
してのみ有効な動作機能、あるいは動作モードに関係なく設定される共通の動作機能など
がある。図９において各動作モードに割り当て可能な動作機能の対応関係の一例を示した
が、さらに他の対応関係の例を以下に示す。
【００９９】
　モード遷移、バーコードリーダの設定用バーコード読取トリガなどの動作機能は、各動
作モードに共通の動作機能として割り当てることが可能である。
【０１００】
　スタンダードモードに対しては、データ送信開始トリガ、前回スキャンデータの再送、
設定任意文字列の再送などを割り当てることが可能である。またトリガを割り当てても良
い。
【０１０１】
　複数ラベル読取モードに対しても、データ送信開始トリガ、前回スキャンデータの再送
、設定任意文字列の再送などを割り当てることが可能である。またトリガを割り当てても
良い。
【０１０２】
　１：Ｎ照合モードに対しては、１：Ｎ照合モード時の登録／照合切替、１：Ｎ照合モー
ド時のインターロック解除機能などを割り当てることが可能である。またトリガを割り当
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てても良い。
【０１０３】
　１：１照合モードに対しては、１：１照合モード時の登録／照合切替、１：１照合モー
ド時のインターロック解除機能などを割り当てることが可能である。またトリガを割り当
てても良い。
【０１０４】
　テストモードに対しては、実施例では特に動作機能を割り当てていない。なお、トリガ
やモード遷移を割り当てても良い。
【０１０５】
　インターバルスキャンモードに対しては、インターバルスキャンのＯＮ／ＯＦＦ切替な
どを割り当てることが可能である。
【０１０６】
　オートスキャンモードに対しては、オートスキャンのＯＮ／ＯＦＦ切替、オートスキャ
ン時のキャリブレーショントリガなどを割り当てることが可能である。
【０１０７】
　これらの動作機能は、バーコードリーダに備えられたメモリ手段３３に、ファンクショ
ンスイッチ２５の押下時間、動作モードなどに応じてテーブルとして記憶されており、各
動作モードに応じてテーブルを参照して動作機能が呼び出され、各動作機能が実行される
。
【０１０８】
　もちろん、動作機能の割り当ては任意であって、ユーザの指定により動作機能を割り当
てないことも可能である。この場合は、ファンクションスイッチ２５を操作しても何も動
作しない。また一方で、複数の動作モードに共通の動作機能や、すべての動作モードで共
通の動作機能を割り当てることも可能である。さらに、動作モードを１または２のみ設定
したり、４以上設定することも、また特定の動作モードにのみファンクションスイッチ２
５に動作機能を割り当てることも可能である。
【０１０９】
　図４～図６は、ファンクションスイッチ２５を押下したときの動作フローの一例を示す
フローチャートである。ここでは上述した実施例に従い、動作モードＡ、Ｂ、Ｃと、各動
作モードに応じてファンクションスイッチ２５への動作機能割り当てがユーザにより設定
されているものとする。図４に示すように、Ｓ１でファンクションスイッチ２５の押下時
間を測定し、押下時間に応じてジャンプ先が決まる。押下時間が５秒を超える場合、Ｓ２
、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５を経てＳ６に到り、動作モードがモードＣに移行する。モードＣがど
の動作モードに設定されているかに従い、Ｓ６～Ｓ１２にて所定の動作モードに移行する
。
【０１１０】
　一方、押下時間が４秒から５秒までの間であるときは、Ｓ４でＹＥＳとなりＳ６’にジ
ャンプする。この場合は動作モードがモードＢに移行するため、上記と同様に予めユーザ
により設定されたモードＢの内容がメモリ手段３３より参照され、Ｓ６’～Ｓ１２’にて
該当する動作モードに移行する。
【０１１１】
　また、押下時間が３秒から４秒までのときは図４においてＳ３でＹＥＳとなって、図５
に示すようにＳ４”にジャンプする。この工程では動作モードがモードＡに移行するため
、上記と同様にユーザが設定したモードＡの内容がメモリ手段３３より参照されて、Ｓ４
”～Ｓ１０”にて該当する動作モードに移行する。
【０１１２】
　さらに、ファンクションスイッチ２５の押下時間が３秒より短いときは、動作モードの
移行は行われず、現在の動作モードに応じて割り当てられた動作機能が実行される。図４
においてＳ２でＹＥＳとなって、図６に示すようにＳ１３にジャンプする。Ｓ１３～Ｓ１
９で現在の動作モードが確認される。そして、図６～図７に示すＳ２０～Ｓ３７において
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、各々の動作モードに応じて設定可能な動作機能の内、いずれが選択されているかを判定
して、選択された動作機能を実行する。
【０１１３】
　なお、以上のフローチャートではすべての動作モードおよび動作機能について該当する
か否かを判別しているが、予め設定した動作モードおよび各動作モードに応じた動作機能
のみでプログラムしておき、ファンクションスイッチ２５の押下時間に応じて割り当てら
れた動作機能を実行するよう構成しても良い。
【０１１４】
【発明の効果】
　本発明の光学式情報読取装置およびその操作方法は、簡単な操作で必要な機能を呼び出
すことができるという特長を実現する。それは、本発明の光学式情報読取装置およびその
操作方法が、ユーザが割り当て可能な切替手段を備えているからである。特に、バーコー
ドリーダ本体に設けられたファンクションスイッチを押下するだけで、ユーザが予め設定
した所望の機能を呼び出すことができるため、ユーザの使用形態に合わせて便利に使用で
きる。従来のようにスイッチに割り当てられた機能が固定されていると、単一の使用形態
のみにしか対応できず、他の機能が必要な場合には対応できない。本発明は、使用形態に
応じて最適な機能をユーザが自由に割り当てることのできる環境を提供することで、利便
性を向上させている。
【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】　ガンタイプの定置型あるいは手持型バーコードリーダの外観を示す概略図
【図３】　本発明の一実施例に係る定置型バーコード走査装置の構成を示すブロック図
【図４】　図３のバーコード走査装置においてファンクションスイッチの押下時間によっ
て機能を切り替える様子を示すフローチャート
【図５】　図４のフローチャートの続きを示すフローチャート
【図６】　図５のフローチャートの続きを示すフローチャート
【図７】　図６のフローチャートの続きを示すフローチャート
【図８】　図３のメモリ手段を構成する一例を示す概念図
【図９】　各動作モードに対し割り当て可能な動作機能の対応関係の一例を示す対照表
【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
　１５…データ処理手段
　１６…照射手段
　１７…トリガスイッチ
　２１…ヘッド部
　２２…把手
　２３…照射部
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　２４…ＬＥＤ表示部
　２５…ファンクションスイッチ
　２８…グリップ部
　２９…受光手段
　３０…増幅手段
　３１…フィルタ手段
　３２…二値化手段
　３３…メモリ手段
　３４…切替手段
　４１…ホスト側データ処理手段
　４２…データ保存手段
　４３…データ表示手段
　４４…テーブル

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８】

【図９】
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