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(57)【要約】
表示部は、航空機の予約内容などの同一の情報を表現す
るＱＲコード（登録商標）（２１）と、データマトリク
ス（データコード）（２２）と、アズテックコード（２
３）と、を例えば１．０秒間ずつ順次切り換えて表示す
る。これにより、ＱＲコード（登録商標）対応の二次元
コードリーダ、データマトリクス（データコード）対応
の二次元コードリーダ、アズテックコード対応の二次元
コードリーダをそれぞれ設置することなく、いずれかの
二次元コードリーダのみで、航空機の予約内容などの情
報を読み取ることができる。



(2) JP WO2010/097989 A1 2010.9.2

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の情報を表現する二次元コードを表示可能な表示手段と、
　各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の二次元コードを前記表示手段に順
次切り換えて表示させる制御を行う表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする二次元コード表示装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の二次元コー
ドと、所定の画像と、を前記表示手段に順次切り換えて表示させる制御を行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の二次元コード表示装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の二次元コー
ドと、該二次元コードが表現する情報に対応する画像と、を前記表示手段に順次切り換え
て表示させる制御を行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の二次元コード表示装置。
【請求項４】
　前記表示手段は、所定の情報を表現する二次元コードと所定の画像とを重ね合わせた画
像付二次元コードを表示し、
　前記表示制御手段は、各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の画像付二次
元コードを前記表示手段に順次切り換えて表示させる制御を行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の二次元コード表示装置。
【請求項５】
　各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の二次元コードを表示手段に順次切
り換えて表示させる制御を行う、
　ことを特徴とする二次元コード表示方法。
【請求項６】
　所定の情報を表現する二次元コードを表示可能な表示手段を備えるコンピュータに、
　各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の二次元コードを前記表示手段に順
次切り換えて表示させる制御を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各々異なる規格に対応した複数種類の二次元コードリーダを設置することな
く、読み取り可能な二次元コードを表示することができる二次元コード表示装置、二次元
コード表示方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、航空券のペーパーレス化が進んだため、搭乗者は、予約内容が記載された紙面の
航空券をカウンタなどで係員に見せるのではなく、携帯電話などの移動体通信端末に記憶
された、予約内容を示す二次元コードを空港内に設置された二次元コードリーダにかざす
だけで、搭乗に必要な各種認証手続きを行うことができる（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２４１５３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような二次元コードを用いた航空券は、日本国内の航空便の搭乗手
続にしか適用されていない。なぜなら、日本では、二次元コードとして、主にＱＲコード
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（登録商標）が用いられているのに対し、欧米では、主にデータマトリクス（データコー
ド）やアズテックコード等が用いられている。そのため、海外の空港に設置されているデ
ータコードやアズテックコード対応の二次元コードリーダは、我が国で発行されたＱＲコ
ード（登録商標）を用いた航空券の内容を読み取ることができないからである。
【０００５】
　逆に、日本の空港に設置されているＱＲコード（登録商標）対応の二次元コードリーダ
は、海外で発行されたデータマトリクス（データコード）やアズテックコードを用いた航
空券の内容を読み取ることができないからである。
【０００６】
　このため、仮に、二次元コードを用いた航空券が、海外航空便の搭乗手続にも適用され
るならば、空港内にＱＲコード（登録商標）に対応した二次元コードリーダと、データマ
トリクス（データコード）に対応した二次元コードリーダと、アズテックコードに対応し
た二次元コードリーダと、をそれぞれ設置しなければならない。そのため、設置費用及び
設置スペースの観点から現実的ではなかった。
【０００７】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、各々異なる規格に対応し
た、複数種類の二次元コードリーダを設置することなく、読み取り可能な二次元コードを
表示することができる二次元コード表示装置、二次元コード表示方法、及びプログラムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明の第１の観点に係る二次元コード表示装置は、
　所定の情報を表現する二次元コードの表示可能な表示手段と、
　各々異なる規格で、同一情報を表現する複数種類の二次元コードを前記表示手段に順次
切り換えて表示させる制御を行う表示制御手段と、
　を備える。
【０００９】
　上記の二次元コード表示装置において、前記表示制御手段は、各々異なる規格で、同一
の情報を表現する複数種類の二次元コードと、所定の画像と、を前記表示手段に順次切り
替えて表示させる制御を行う、ようにしてもよい。
【００１０】
　また、上記の二次元コード表示装置において、前記表示制御手段は、各々異なる規格で
、同一の情報を表現する複数種類の二次元コードと、該二次元コードが表現する情報に対
応する画像と、を前記表示手段に順次切り替えて表示させる制御を行う、ようにしてもよ
い。
【００１１】
　さらに、上記の二次元コード表示装置において、前記表示手段は、所定の情報を表現す
る二次元コードと所定の画像とを重ね合わせた画像付二次元コードを表示し、前記表示制
御手段は、各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の画像付二次元コードを前
記表示手段に順次切り替えて表示させる制御を行う、ようにしてもよい。
【００１２】
　また、本発明の第２の観点に係る二次元コード表示方法は、各々異なる規格で、同一の
情報を表現する複数種類の二次元コードを表示手段に順次切り替えて表示させる制御を行
う、ことを特徴とする。
【００１３】
　さらに、本発明の第３の観点に係るプログラムは、所定の情報を表現する二次元コード
を表示可能な表示手段を備えるコンピュータに、各々異なる規格で、同一の情報を表現す
る複数種類の二次元コードを前記表示手段に順次切り替えて表示させる制御を実行させる
。
【発明の効果】



(4) JP WO2010/097989 A1 2010.9.2

10

20

30

40

50

【００１４】
　本発明によれば、各々異なる規格に対応した、複数種類の二次元コードリーダを設置す
ることなく、読み取り可能な二次元コードを表示することができる二次元コード表示装置
、二次元コード表示方法、及びプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】二次元コード表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】二次元コードの一例を示す平面図である。
【図３】二次元コード表示処理の一例を示すフローチャートである。
【図４】二次元コード表示処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】二次元コード表示装置における画像表示例を示す平面図である。
【図６】画像付二次元コードの一例を示す平面図である。
【図７】変形例における画像表示例を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００１７】
　まず、本実施形態に係る二次元コード表示装置１について、図面を参照しつつ説明する
。二次元コード表示装置１は、例えば汎用コンピュータや、携帯電話などといった移動体
通信端末などから構成されている。二次元コード表示装置１は、図１に示すように、制御
部１１と、記憶部１２と、表示部１３と、を備え、これらはバスなどにより相互に接続さ
れている。
【００１８】
　制御部１１は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）、及びＲＡＭ（Random Access Memory）等から構成されている。ＣＰＵがＲＡＭをワ
ークメモリとして用いてＲＯＭや記憶部１２等に記憶されている各種プログラムを適宜実
行することによって、制御部１１は二次元コード表示装置１の各部の動作を制御する。本
実施形態において、ＲＡＭには、画像や二次元コードの表示期間を計測する表示期間タイ
マが設けられている。
【００１９】
　記憶部１２は、例えばハードディスクドライブや、フラッシュメモリなどから構成され
ている。記憶部１２には、ＯＳ（Operating System）や、各種アプリケーションプログラ
ムなどが記憶されている。本実施形態において、記憶部１２には、表示部１３に、各々異
なる規格で同一の情報を表現する複数種類の二次元コードを順次切り替えて表示させる二
次元コード表示プログラムが記憶されている。
【００２０】
　表示部１３は、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）などから構成
されている。表示部１３は、制御部１１による制御の下、二次元コード表示装置１による
種々の動作を実行するための画像や、各々異なる規格で同一の情報を表現する複数種類の
二次元コードを順次切り替えて表示する。
【００２１】
　本実施形態において、表示部１３は、複数種類の二次元コードとして、図２（ａ）～（
ｃ）に示すような、同一の航空機の予約内容を表現するＱＲコード（登録商標）２１と、
データマトリクス（データコード）２２と、アズテックコード２３と、を所定期間毎に順
次切り替えて表示する。ここで、ＱＲコード（登録商標）２１、データマトリクス（デー
タコード）２２、及びアズテックコード２３がそれぞれ表示される期間は、それぞれの規
格に対応した二次元コードリーダが、表示部１３に表示されたそれぞれの二次元コードが
示す情報を読み取るのに十分な期間（例えば１．０秒間）以上であればよい。
【００２２】
　図２（ａ）は、ＱＲコード（登録商標）２１の一例を示す平面図である。ＱＲコード（
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登録商標）２１は、図２（ａ）に示すように、特定比率の正方形を組み合わせた３つの位
置決めシンボル２ａ、２ｂ、及び２ｃを有する。そして、この位置決めシンボル２ａ、２
ｂ、及び２ｃ間に、例えば正方形の複数のセルがマトリクス状に配置されている。
【００２３】
　図２（ｂ）は、データマトリクス（データコード）２２の一例を示す平面図である。デ
ータマトリクス（データコード）２２は、図２（ｂ）に示すように、Ｌ字型フレーム３の
中に、例えば正方形の複数のセルがマトリクス状に配置されて構成される。
【００２４】
　図２（ｃ）は、アズテックコード２３の一例を示す平面図である。アズテックコード２
３は、図２（ｃ）に示すように、その中央に、特定比率の正方形の位置決めシンボル２ｄ
を有する。そして、位置決めシンボル２ｄの周りに、例えば正方形の複数のセルがマトリ
クス状に配置されている。
【００２５】
　本実施形態において、ＱＲコード（登録商標）２１と、データマトリクス（データコー
ド）２２と、アズテックコード２３と、はそれぞれ、セルを所定明度以上の色（例えば白
）と所定明度未満の色（例えば黒）とに塗り分けて形成される所定明度以上の領域と所定
明度未満の領域との分布パターンにより、同一情報、例えば航空機の予約内容等を表現し
ている。
【００２６】
　次に、上記構成を備える二次元コード表示装置１の具体的動作について図面を参照しつ
つ説明する。
【００２７】
　例えばユーザによる二次元コード表示装置１の操作により、二次元コードの表示開始の
指示が入力されたことに応答して、制御部１１は、記憶部１２に記憶されている二次元コ
ード表示プログラムを起動することにより、図３及び図４に示す二次元コード表示処理を
開始する。
【００２８】
　二次元コード表示処理において、制御部１１は、まず、図５（ａ）に示すＱＲコード（
登録商標）２１の表示を開始する（図３に示すステップＳ１）。また、この処理とともに
、制御部１１は、ＲＡＭに設けられた表示期間タイマに例えば１．０秒間に対応するタイ
マ初期値をセットした後、表示期間タイマのカウントダウンを開始するなどして、ＱＲコ
ード（登録商標）２１の表示期間の計測を開始する（ステップＳ２）。
【００２９】
　次に、制御部１１は、表示期間タイマにおけるタイマ値が“０”となったか否かをチェ
ックすることなどにより、ＱＲコード（登録商標）２１の表示を開始してから１．０秒間
が経過したか否かを判別する（ステップＳ３）。制御部１１は、ＱＲコード（登録商標）
２１の表示を開始してから１．０秒間が経過していないと判別すると（ステップＳ３；Ｎ
ｏ）、例えばユーザによる二次元コード表示装置１の操作により、二次元コード表示終了
の指示が入力されたか否かを判別する（ステップＳ４）。
【００３０】
　その後、二次元コードの表示終了の指示が入力されず（ステップＳ４；Ｎｏ）、かつＱ
Ｒコード（登録商標）２１の表示を開始してから１．０秒間が経過したと判別すると（ス
テップＳ３；Ｙｅｓ）、制御部１１は、ＱＲコード（登録商標）２１の表示を停止する（
ステップＳ５）。また、この処理とともに、制御部１１は、このＱＲコード（登録商標）
２１と同一の情報（本実施形態では航空機の予約内容）を表現する図５（ｂ）に示すデー
タマトリクス（データコード）２２の表示を開始する（ステップＳ６）。
【００３１】
　これにより、表示部１３では、ＱＲコード（登録商標）２１の表示から、このＱＲコー
ド（登録商標）２１と同一の情報（本実施形態では航空機の予約内容）を表現するデータ
マトリクス（データコード）２２の表示へと切り替えられる。また、制御部１１は、表示
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期間タイマに例えば１．０秒間に対応するタイマ初期値をセットした後、表示期間タイマ
のカウントダウンを開始するなどして、データマトリクス（データコード）２２の表示期
間の計測を開始する（ステップＳ７）。
【００３２】
　続いて、制御部１１は、表示期間タイマにおけるタイマ値が“０”となったか否かをチ
ェックすることなどにより、データマトリクス（データコード）２２の表示を開始してか
ら１．０秒間が経過したか否かを判別する（ステップＳ８）。制御部１１は、データマト
リクス（データコード）２２の表示を開始してから１．０秒間が経過していないと判別す
ると（ステップＳ８；Ｎｏ）、二次元コードの表示終了の指示が入力されたか否かを判別
する（ステップＳ９）。
【００３３】
　その後、二次元コードの表示終了の指示が入力されず（ステップＳ９；Ｎｏ）、かつデ
ータマトリクス（データコード）２２の表示を開始してから１．０秒間が経過したと判別
すると（ステップＳ８；Ｙｅｓ）、制御部１１は、データマトリクス（データコード）２
２の表示を停止する（図４に示すステップＳ１０）。また、この処理とともに、制御部１
１は、このデータマトリクス（データコード）２２と同一の情報（本実施形態では航空機
の予約内容）を表現する図５（ｃ）に示すアズテックコード２３の表示を開始する（ステ
ップＳ１１）。
【００３４】
　これにより、表示部１３では、データマトリクス（データコード）２２の表示から、こ
のデータマトリクス（データコード）２２と同一の情報（本実施形態では航空機の予約内
容）を表現するアズテックコード２３の表示へと切り替えられる。また、制御部１１は、
表示期間タイマに例えば１．０秒間に対応するタイマ初期値をセットした後、表示期間タ
イマのカウントダウンを開始するなどして、アズテックコード２３の表示期間の計測を開
始する（ステップＳ１２）。
【００３５】
　続いて、制御部１１は、表示期間タイマにおけるタイマ値が“０”となったか否かをチ
ェックすることなどにより、アズテックコード２３の表示を開始してから１．０秒間が経
過したか否かを判別する（ステップＳ１３）。制御部１１は、アズテックコード２３の表
示を開始してから１．０秒間が経過していないと判別すると（ステップＳ１３；Ｎｏ）、
二次元コードの表示終了の指示が入力されたか否かを判別する（ステップＳ１４）。
【００３６】
　その後、二次元コードの表示終了の指示が入力されず（ステップＳ１４；Ｎｏ）、かつ
アズテックコード２３の表示を開始してから１．０秒間が経過したと判別すると（ステッ
プＳ１３；ＹＥＳ）、制御部１１は、アズテックコード２３の表示を停止する（ステップ
Ｓ１５）。また、この処理とともに、制御部１１は、図３に示すステップＳ１の処理へと
リターンする。これにより、表示部１３では、アズテックコード２３の表示から、このア
ズテックコード２３と同一の情報（本実施形態では航空機の予約内容）を表現するＱＲコ
ード（登録商標）２１の表示へと切り換えられる。
【００３７】
　そして、ステップＳ４、ステップＳ９、又は図４に示すステップＳ１４の処理にて二次
元コードの表示終了の指示が入力されたと判別すると（ステップＳ４；Ｙｅｓ、ステップ
Ｓ９；Ｙｅｓ、又はステップＳ１４；Ｙｅｓ）、制御部１１は、二次元コード表示処理を
終了する。
【００３８】
　以上説明したように、本実施形態に係る二次元コード表示装置１によれば、航空機の予
約内容などの同一の情報を表現するＱＲコード（登録商標）２１と、データマトリクス（
データコード）２２と、アズテックコード２３と、を表示部１３に例えば１．０秒間ずつ
順次切り換えて表示することができる。これにより、ＱＲコード（登録商標）対応の二次
元コードリーダ、データマトリクス（データコード）対応の二次元コードリーダ、アズテ
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ックコード対応の二次元コードリーダをそれぞれ設置することなく、いずれかの二次元コ
ードリーダのみで、航空機の予約内容などの情報を読み取ることができるようになる。
【００３９】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されず、種々の変形、応用が可能である。以下、
本発明に適用可能な上記実施形態の変形態様について、説明する。
【００４０】
　上記実施形態では、航空機の予約内容を表現する二次元コードといった、搭乗等に必要
な各種認証に用いられる二次元コードを例に説明した。しかしながら、本発明はこれに限
定されるものではなく、例えば国内外で行われる商品のプロモーション等に用いられる二
次元コードに適用してもよい。
【００４１】
　上記実施形態において、二次元コードは、セルを所定明度以上の色（例えば白）と所定
明度未満の色（例えば黒）とに塗り分けて形成される所定明度以上の色（例えば白）のセ
ルと所定明度未満の色（例えば黒）との分布パターンにより所定の情報を表現するものと
して説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではない。二次元コード表
示装置１は、例えばロゴマークなどを視認可能に表現する画像のうち、所定明度以上の部
分に、所定明度未満のセルを重ね合わせる一方で、所定明度未満の部分に所定明度以上の
セルを重ね合わせた、図６に示す画像付二次元コードを表示してもよい。このような画像
付二次元コードでは、画像のうち所定明度未満の部分及び所定明度未満のセルと、画像の
うち所定明度以上の部分及び所定明度以上のセルと、の分布パターンにより、所定の情報
が表現される。なお、図６（ａ）は、画像付ＱＲコード（登録商標）２４の一例を示す平
面図であり、図６（ｂ）は、画像付データマトリクス（データコード）２５の一例を示す
平面図である。
【００４２】
　上記の実施形態では、同一の航空機の予約内容を表現するＱＲコード（登録商標）２１
と、データマトリクス（データコード）２２と、アズテックコード２３と、が所定期間毎
に順次切り換えられて表示部１３に表示されるものとして説明した。しかしながら、本発
明はこれに限定されるものではない。例えば、二次元コードと、二次元コードが表現する
情報に対応した画像と、が所定期間毎に順次切り換えて表示部１３に表示されるようにし
てもよい。例えば、図７に示すように、図６（ａ）に示す画像付ＱＲコード（登録商標）
２４と、この画像付ＱＲコード（登録商標）２４と同一の情報を表現する図６（ｂ）に示
す画像付データマトリクス（データコード）２５と、これらの画像付ＱＲコード（登録商
標）及び画像付データマトリクス（データコード）が表現する情報に対応した画像２６と
、が１．０秒毎に順次切り換えて表示部１３に表示されてもよい。このような切替表示は
、例えば上述したような国内外で行われる商品のプロモーションなどに用いられるのが好
ましい。
【００４３】
　また、二次元コードと交互に表示される画像は、二次元コードによって表現される情報
とは直接関係のないものであってもよく、例えばスポンサなどの広告画像などであっても
よい。
【００４４】
　さらに、二次元コードと交互に表示される画像は、静止画像に限定されるものではなく
、動画像であってもよい。
【００４５】
　上記実施形態では、切替表示される二次元コードとして、ＱＲコード（登録商標）２１
と、データマトリクス（データコード）２２と、アズテックコード２３と、を例示して説
明したが、本発明はこれに限定されるものではない。切替表示される二次元コードは、コ
ードワン、アレイタグ、ボックス図形コード、マキシコード、ペリコード、ソフトストリ
ップ、ＣＰコード、カルラコード、ウルトラコードなどといった他のマトリクス式の二次
元コードであってもよい。あるいは、ＰＤＦ４１７、コード４９、コード１６Ｋ、コーダ



(8) JP WO2010/097989 A1 2010.9.2

10

20

30

40

ブロックなどといった一次元バーコードを縦に積み重ねたスタック式の二次元コードであ
っても構わない。
【００４６】
　また、上記実施形態において、ＣＰＵが実行するプログラムは、予めＲＯＭや記憶部１
２等に記憶されるものとして説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。上述
の処理を実行させるためのプログラムが、既存の汎用コンピュータに適用されることによ
り、該コンピュータが上記実施形態に係る二次元コード表示装置１として機能してもよい
。
【００４７】
　このようなプログラムの提供方法は任意である。例えば、プログラムは、コンピュータ
が読み取り可能な記録媒体（フレキシブルディスク、ＣＤ（Compact Disc）－ＲＯＭ、Ｄ
ＶＤ（Digital Versatile Disc）－ＲＯＭ等）に格納されて配布されてもよい。また、プ
ログラムは、インターネット等のネットワーク上のストレージに格納され、そのストレー
ジからダウンロードされることにより提供されてもよい。
【００４８】
　さらに、上記の処理がＯＳとアプリケーションプログラムとの分担、又はＯＳとアプリ
ケーションプログラムとの協働によって実行される場合には、アプリケーションプログラ
ムのみが記録媒体やストレージに格納されてもよい。または、プログラムが搬送波に重畳
され、ネットワークを介して配信されてもよい。例えば、上記プログラムがネットワーク
上の掲示板（ＢＢＳ：Bulletin Board System）に掲示され、ネットワークを介して配信
されてもよい。そして、このプログラムが起動され、ＯＳの制御下で、他のアプリケーシ
ョンプログラムと同様に実行されることにより、上記の処理が実行されるように構成して
もよい。
【００４９】
　本出願は、２００９年２月２７日に出願された、日本国特許出願２００９－０４５６２
７号に基づく。本明細書中に日本国特許出願２００９－０４５６２７号の明細書、特許請
求の範囲、図面全体を参照として取り込むものとする。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明は、非接触ＩＣとリーダライタとの間での通信等の用途に好適に適用される。
【符号の説明】
【００５１】
１　　　二次元コード表示装置
２１　　ＱＲコード（登録商標）
２２　　データマトリクス（データコード）
２３　　アズテックコード
２４　　画像付ＱＲコード（登録商標）
２５　　画像付データマトリクス（データコード）
２６　　画像
２ａ～２ｄ　位置決めシンボル
３　　　Ｌ字型フレーム
１１　　制御部
１２　　記憶部
１３　　表示部
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【提出日】平成22年12月27日(2010.12.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の情報を表現する二次元コードを表示可能な表示手段と、
　各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の二次元コードを前記表示手段に順
次切り換えて表示させる制御を行う表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする二次元コード表示装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の二次元コー
ドと、所定の画像と、を前記表示手段に順次切り換えて表示させる制御を行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の二次元コード表示装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の二次元コー
ドと、該二次元コードが表現する情報に対応する画像と、を前記表示手段に順次切り換え
て表示させる制御を行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の二次元コード表示装置。
【請求項４】
　前記表示手段は、所定の情報を表現する二次元コードと所定の画像とを、該所定の画像
が表れる領域内において該二次元コードの少なくとも一部が表れるように、重ね合わせた
画像付二次元コードを表示し、
　前記表示制御手段は、各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の画像付二次
元コードを前記表示手段に順次切り替えて表示させる制御を行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の二次元コード表示装置。
【請求項５】
　各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の二次元コードを表示手段に順次切
り換えて表示させる制御を行う、
　ことを特徴とする二次元コード表示方法。
【請求項６】
　所定の情報を表現する二次元コードを表示可能な表示手段を備えるコンピュータに、
　各々異なる規格で、同一の情報を表現する複数種類の二次元コードを前記表示手段に順
次切り換えて表示させる制御を実行させるためのプログラム。
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