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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取口が形成されたケースと、
　所定の受光領域が設定された撮像部と、
　前記ケースの内部に収容され、前記ケース外から前記読取口を介して入り込む光を反射
させる反射部と、
　前記撮像部で撮像可能となる視野範囲を定めると共に、前記ケース外から前記読取口を
通過して入り込み且つ前記反射部で反射した光を前記受光領域に導く構成をなし、前記ケ
ース外において前記視野範囲内に情報コードが配されたときに当該情報コードの像を前記
受光領域に結像させる結像部と、
　を備え、
　前記結像部による前記視野範囲として、当該結像部と前記反射部との間に構成される第
１視野範囲と、当該第１視野範囲に続くように前記反射部から上方側に構成される第２視
野範囲とが定められ、
　前記反射部の反射領域は、少なくとも前記第１視野範囲の下端に位置しており、
　前記結像部は、前記第２視野範囲から外れた位置であって、前記反射部とともに、前記
ケースの底壁部に対して近接するように配置され、
　前記ケースにおいて当該据置型情報コード読取装置を載置する載置面側に設けられた底
壁部と、前記読取口が形成された読取側壁部とが対向して設けられ、
　前記底壁部と前記読取側壁部との対向方向を上下方向とし、前記上下方向と直交する平
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面方向を水平方向としたとき、前記第１視野範囲の中心となる光軸が前記水平方向に対し
て傾斜した下向きに設定されていることを特徴とする据置型情報コード読取装置。
【請求項２】
　前記反射部の反射領域において、前記第１視野範囲の下端から上端まで続いていること
を特徴とする請求項１に記載の据置型情報コード読取装置。
【請求項３】
　前記ケースにおいて当該据置型情報コード読取装置を載置する載置面側に設けられた底
壁部と、前記読取口が形成された読取側壁部とが対向して設けられ、
　前記底壁部と前記読取側壁部との対向方向を上下方向としたとき、前記第２視野範囲の
中心となる光軸が前記上下方向となっていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記
載の据置型情報コード読取装置。
【請求項４】
　前記ケースにおいて当該据置型情報コード読取装置を載置する載置面側に設けられた底
壁部と、前記読取口が形成された読取側壁部とが対向して設けられ、
　前記底壁部と前記読取側壁部との対向方向を上下方向としたとき、前記結像部の下端部
と前記反射部の下端部とが前記上下方向において略同位置となっていることを特徴とする
請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の据置型情報コード読取装置。
【請求項５】
　前記第１視野範囲の中心となる光軸及び前記第２視野範囲の中心となる光軸を通る平面
を切断面とした断面において、前記第２視野範囲の両境界が前記読取口の内周部を通るこ
とを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の据置型情報コード読取装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、据置型情報コード読取装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、バーコードやＱＲコード（登録商標）等の情報コードを読み取る情報コード読取
装置が広く提供されており、店舗などでは据置型の読取装置も用いられている。据置型の
情報コード読取装置は、一般的に、読取口が形成されたケースを備えており、このケース
内に各種部品が収容されてなる装置本体が載置面上に載置されつつ使用される構成となっ
ている。そして、使用時には、読取口を介して情報コードを撮像し、その撮像画像に基づ
いて公知の解読方法で解読する構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－１２３８９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、据置型の情報コード読取装置によって読み取りを行う場合、例えば載置面上
に載置された読取装置に対して使用者が読取対象物を翳すことで、当該読取対象物に付さ
れた情報コードを読取装置に認識させるようなやり方が一般的である。つまり、携帯型の
ように読取装置を読取対象物に近づけるのではなく、読取対象物を読取装置に近づけるよ
うな読み取らせ方が一般的であるため、使用者がそれほど位置合わせに気を使わずとも良
好に読み取られることが望ましい。特に、使用者が読取対象物を読取口に接触させるケー
スも想定されるため、読取装置では、読取対象物が読取口に近接或いは当接した場合であ
ってもこれに付された情報コード全体を良好に撮像する必要がある。但し、そのためには
、読取口付近で視野範囲が広く確保されるように光学系（受光センサ及び結像レンズ）か
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ら読取口までの距離を大きくする必要があり、その結果、装置サイズの大型化、特に厚さ
の増大を招いていた。
【０００５】
　本願の発明者は、このような厚さの増大の問題を解消するべく、読取口から入り込む光
を反射させる反射部を設け、情報コードからの反射光を反射部で反射させると共に、その
反射部で反射した光を結像レンズによって受光センサに結像させる構成を想定した。この
構成では、結像部からケース外まで続く視野範囲の経路がケース内において折れ曲がるよ
うに設定されることになる。つまり、ケースの厚さをそれほど大きくしなくても、光学系
から読取口までの距離（視野範囲の経路の距離）を大きく確保しやすいため、ケースの厚
さを低減しやすくなる。
【０００６】
　しかしながら、このように反射部を用いて光学系から読取口までの距離（視野範囲の経
路の距離）を確保する場合、反射部で折り曲げられた視野範囲（反射部からケース外に続
く視野範囲）に結像部の一部が入り込むという新たな問題が生じる。このように結像部の
一部が視野範囲に入り込んでしまうと、その入り込んだ結像部の一部が撮像部に撮像され
てしまい、その部分が情報コードの撮像領域として利用できなくなってしまう。
【０００７】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、装置全体の厚さを小さ
く抑えることができ、且つ読取口付近において情報コードを撮像し得る領域を広く確保し
やすい据置型情報コード読取装置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】
　本発明は、読取口が形成されたケースと、
　所定の受光領域が設定された撮像部と、
　前記ケースの内部に収容され、前記ケース外から前記読取口を介して入り込む光を反射
させる反射部と、
　前記撮像部で撮像可能となる視野範囲を定めると共に、前記ケース外から前記読取口を
通過して入り込み且つ前記反射部で反射した光を前記受光領域に導く構成をなし、前記視
野範囲内に情報コードが配されたときに当該情報コードの像を前記受光領域に結像させる
結像部と、
　を備え、
　前記結像部による前記視野範囲として、当該結像部と前記反射部との間に構成される第
１視野範囲と、当該第１視野範囲に続くように前記反射部から上方側に構成される第２視
野範囲とが定められ、
　前記反射部の反射領域は、少なくとも前記第１視野範囲の下端に位置しており、
　前記結像部は、前記第２視野範囲から外れた位置であって、前記反射部とともに、前記
ケースの底壁部に対して近接するように配置され、
　前記ケースにおいて当該据置型情報コード読取装置を載置する載置面側に設けられた底
壁部と、前記読取口が形成された読取側壁部とが対向して設けられ、
　前記底壁部と前記読取側壁部との対向方向を上下方向とし、前記上下方向と直交する平
面方向を水平方向としたとき、前記第１視野範囲の中心となる光軸が前記水平方向に対し
て傾斜した下向きに設定されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の発明は、ケース外から読取口を介して入り込む光を反射させる反射部を備え
ており、この反射部で反射した光を受光領域に導くように結像部が設けられている。そし
て、この結像部による視野範囲として、当該結像部と反射部との間に構成される第１視野
範囲と、当該第１視野範囲に続くように反射部から上方側に構成される第２視野範囲とが
定められている。このように、ケース内に反射部を介在させ、結像部からケース外まで続
く視野範囲の経路（即ち、読取口から入り込んだ光を結像部に導く経路）をケース内にお
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いて折れ曲がるように構成することで、ケースの厚さをそれほど大きくしなくても、光学
系から読取口までの距離（読取口から入り込んだ光が結像部に入り込むまでの光路長）を
大きく確保しやすくなる。これにより、ケースの厚さを低減して小サイズ化を図ることが
できる。
　更に、本発明では、反射部の反射領域が、少なくとも第１視野範囲の下端に位置してい
るため、第１視野範囲の下端側において反射領域から外れた部分が映り込むことを防止で
き、且つ反射部を結像部に適度に近づけて効率的に配置することができる。また、結像部
は、第１視野範囲から折り返された第２視野範囲の外側に外れているため、結像部の一部
が撮像部に映り込んでしまうことがなく、結像部の映り込みに起因する視野範囲の縮小を
防ぐことができる。
　また、請求項１の発明では、前記ケースにおいて当該据置型情報コード読取装置を載置
する載置面側に設けられた底壁部と、前記読取口が形成された読取側壁部とが対向して設
けられ、
　前記底壁部と前記読取側壁部との対向方向を上下方向とし、前記上下方向と直交する平
面方向を水平方向としたとき、前記第１視野範囲の中心となる光軸が前記水平方向に対し
て傾斜した下向きに設定されている。
　このように構成すると、ケース内において、結像部から読取口に至るまでの視野範囲の
経路（光路長）をより長く確保することができるため、装置全体の上下方向（高さ方向）
のサイズをより小さくしやすくなる。これにより、装置の一層の小型化を図ることができ
る。
【００１０】
　請求項２の発明は、前記反射部の反射領域において、前記第１視野範囲の下端から上端
まで続いている。
　この構成では、第１視野範囲の下端から上端までを網羅するように反射領域が配置され
るため、反射領域の上側や下側が映り込むことを防ぐことができ、このような映り込みに
起因する視野範囲の縮小をより確実に抑えることができる。
【００１１】
　請求項３の発明では、前記ケースにおいて当該据置型情報コード読取装置を載置する載
置面側に設けられた底壁部と、前記読取口が形成された読取側壁部とが対向して設けられ
ている。そして、前記底壁部と前記読取側壁部との対向方向を上下方向としたとき、前記
第２視野範囲の中心となる光軸が前記上下方向となっている。
　このように第２視野範囲の光軸を上下方向に揃えると、ユーザが情報コードを水平に翳
したときに情報コードの傾きを抑えて良好に撮像しやすくなり、歪んだコード画像が撮像
されにくくなる。
【００１２】
　請求項４の発明では、前記ケースにおいて当該据置型情報コード読取装置を載置する載
置面側に設けられた底壁部と、前記読取口が形成された読取側壁部とが対向して設けられ
ている。そして、前記底壁部と前記読取側壁部との対向方向を上下方向としたとき、前記
結像部の下端部と前記反射部の下端部とが前記上下方向において略同位置となっている。
　この構成では、結像部及び反射部の一方が他方よりも下方に突出しすぎないため、結像
部と反射部をケース内の下方寄りの位置に揃えて効率的に配置しやすくなる。
【００１３】
　請求項５の発明では、前記第１視野範囲の中心となる光軸及び前記第２視野範囲の中心
となる光軸を通る平面を切断面とした断面において、前記第２視野範囲の両境界が前記読
取口の内周部を通る構成となっている。この構成では、読取口が視野範囲内に入り込みす
ぎず、視野範囲をより広く確保することができる。特に読取口近傍では、読取口内に収ま
るように情報コードが配置されれば、確実に視野範囲内に収まることになり、情報コード
全体を確実に撮像しやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】図１は、第１実施形態に係る据置型情報コード読取装置を概略的に示す平面図で
ある。
【図２】図２は、図１の据置型情報コード読取装置のＡ－Ａ断面を概略的に示す断面概略
図である。
【図３】図３は、図１の据置型情報コード読取装置のＢ－Ｂ断面を概略的に示す断面概略
図である。
【図４】図４は、図１の据置型情報コード読取装置の電気的構成を概略的に例示するブロ
ック図である。
【図５】図５は、図２の断面を部分的に拡大して示す断面拡大図である。
【図６】図６は、図３の断面を部分的に拡大して示す断面拡大図である。
【図７】図７は、第１実施形態の変形例１を示す断面概略図である。
【図８】図８は、第１実施形態の変形例２を示す断面概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　[第１実施形態]
　以下、本発明の光学的情報読取装置を具現化した第１実施形態について、図面を参照し
て説明する。
（光学的情報読取装置の全体構成）
　図１に示す据置型情報コード読取装置１（以下、単に読取装置１ともいう）は、机や棚
などの上面を載置面としてこの載置面上に載置される据置型装置として構成されており、
バーコード等の一次元コードやＱＲコード（登録商標）等の二次元コードなど情報コード
を読み取る情報コードリーダとしての機能を有している。
【００１７】
　読取装置１は、例えばＡＢＳ樹脂等の樹脂材料によって構成されるケース３を備えてい
る。このケース３は、上ケース４ａと下ケース４ｂと備え、全体として箱状に構成されて
いる。そして、図１～図３に示すように、ケース３の内部には、後述する反射部２９、結
像部２７、撮像部２３などの各種部品が収容されている。また、ケース３の上面部（読取
側壁部３ａ）には、当該読取側壁部３ａを厚さ方向（上下方向）に貫通した構成で矩形状
（図１のように平面視したときの開口形状が矩形状）の読取口５が形成されている。そし
て、反射部２９、結像部２７、撮像部２３によって構成される光学系は、この読取口５を
介してケース外の情報コードを撮像するように機能する。
【００１８】
　また、箱状に構成されるケース３には、据置型情報コード読取装置１を載置するときの
載置面側（載置面Ｆ側）に設けられる底壁部３ｂと、読取口５が形成された読取側壁部３
ａとが対向して設けられている。そして、底壁部３ｂが載置面Ｆに支持されるように配置
され、この底壁部３ｂと対向する読取側壁部３ａが、情報コードＣを翳す側の露出壁部と
して構成されている。なお、本構成では、底壁部３ｂと読取側壁部３ａとの対向方向（即
ち、ケース３の厚さ方向であり、図２に示す載置面Ｆと直交する方向）を上下方向とし、
この読取口５が形成された側（読取側壁部３ａの側）を上方側、それとは反対側（底壁部
３ｂの側）を下方側としている。また、この上下方向と直交する平面方向を水平方向とし
ている。
【００１９】
　ケース３の上面側には、読取口５を閉塞した構成で、プレート７が配置されている。こ
のプレート７は、所定の厚さの平坦な板として構成され、ケース３の外部からの光が透過
可能となる光透過性の部材（例えば、透明なアクリル樹脂や透明ガラス等）によって構成
されている。このプレート７は、防塵プレートとして機能しており、図１のように平面視
したときに読取口５の開口領域内のほぼ全体を網羅する構成で配置され、読取口５を閉塞
している。そして、このようにプレート７が読取口５を閉塞することで、ケース３の内部
にケース外からの異物（塵や埃など）が入り込みにくくなっている。
【００２０】
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　次に、読取装置１の電気的構成について説明する。図４に示すように、読取装置１は、
主に、照明光源２１、結像部２７、撮像部３３等の光学系と、メモリ３５、制御回路４０
等のマイクロコンピュータ（以下「マイコン」という）系と、図示しない電源部、電源ス
イッチ等の電源系とを備えている。
【００２１】
　光学系は、投光光学系と、受光光学系とに分かれている。投光光学系を構成する照明光
源２１は、照明光Ｃ１、Ｃ２を照射可能な光源として機能するものであり、例えば、赤色
のＬＥＤなどによって構成されている。この照明光源２１は、プレート７の周囲において
複数個設けられており、図３、図４では、２つの照明光源２１ａ，２１ｂが左右に設けら
れた例を示している。なお、図４では、２つの照明光源２１ａ，２１ｂにより情報コード
Ｃが表示された読取対象物Ｒに向けて照明光Ｃ１、Ｃ２が照射される様子を概念的に示し
ている。
【００２２】
　受光光学系は、撮像部２３、結像部２７、反射部２９（図１、図２等）などによって構
成されている。撮像部２３は、例えばＣＣＤ素子やＣＭＯＳ素子などの固体撮像素子が二
次元的に配列された受光センサ（エリアセンサ）などによって構成されており、結像部２
７側にケース外からの光を受光し得る受光面２３ａが配置されている。そして、撮像部２
３は、情報コードＣまたは読取対象物Ｒに照射されて反射した反射光Ｌｒ（図４参照）を
受光可能に構成されている。この撮像部２３は、反射部２９で反射された光が結像部２７
を通過して受光面２３ａに入り込もうとする入射光を受光し得るように基板２４に実装さ
れている。また、撮像部２３は、受光面２３ａにおいて光を検出しうる領域（固体撮像素
子が配置された領域）が「所定の受光領域」として設定されており、図２等では、撮像部
２３における受光領域の範囲を符号Ｄ１にて概念的に示している。即ち、受光面２３ａに
おいて当該範囲Ｄ１に入射する光が撮像部２３に検出されるようになっている。撮像部２
３における受光領域の範囲は、例えば受光面２３ａにおいて光軸Ｌ１を中心とする上下方
向所定範囲となっており、且つ光軸Ｌ１を中心とする左右方向（幅方向）所定範囲となっ
ている。なお、図２等に示す例では、受光面２３ａが前後方向とほぼ直交して配置されて
いる。
【００２３】
　結像部２７は、公知の結像レンズによって構成され、結像光学系として機能しており、
外部からプレート７を介して入射する入射光（具体的には、当該入射光が反射部２９で反
射した光）を集光し、撮像部２３の受光面２３ａに像を結像するように機能する。本構成
では、例えば照明光源２１から照射された照明光Ｃ１、Ｃ２を情報コードＣに当てながら
当該情報コードＣを撮像し得るようになっており、結像部２７は、情報コードＣが視野範
囲内（撮像エリア内）に配置されたときに、この情報コードＣからの反射光Ｌｒを集光し
、撮像部２３の受光面２３ａに情報コードＣの像を結像させるように構成されている。ま
た、結像部２７としては、焦点距離が短く画角の広い広角レンズを好適に用いることがで
きる。
【００２４】
　マイコン系は、増幅回路３１、Ａ／Ｄ変換回路３４、メモリ３５、アドレス発生回路３
６、同期信号発生回路３８、制御回路４０等によって構成されており、例えば上述した光
学系によって、撮像された情報コードＣの画像信号を信号処理するように構成されている
。具体的には、情報コードＣが撮像部２３によって撮像されたときの画像データをメモリ
３５に記憶可能に構成されており、制御回路４０は、このような情報コードＣの画像デー
タを解析し、当該情報コードＣに記録されたデータを公知の解読方法で解読するように構
成されている。
【００２５】
　なお、図４では、図示を省略しているが、読取装置１には押圧ボタンなどの操作部が設
けられていてもよく、この構成では、ユーザが操作部を操作したときにその操作に応じた
信号が制御回路に入力されることとなる。また、公知の通信インタフェースが設けられて
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いてもよく、この構成では、読取装置１から図示しない外部装置に情報を送信したり、読
取装置１が外部装置から情報を受信したりすることが可能となる。また、ランプや表示装
置などの表示部が設けられていてもよい。
【００２６】
　読取対象となる情報コードＣとしては、例えばＱＲコード（登録商標）などが挙げられ
、公知のコードであれば、データマトリックスコードやマキシコードなどの他の二次元コ
ードであってもよい。或いは、バーコードなどの公知の一次元コードであってもよい。ま
た、読取対象となる情報コードＣの形成方法は特に限定されず、印刷、ダイレクトマーキ
ング、画像表示など様々な方法が想定される。また、読取対象物の材質や用途も様々であ
り、金属材料、樹脂材料、紙など、様々な材料が対象となり、携帯端末（携帯電話機やス
マートフォンなどの携帯型情報処理装置）などであってもよい。
【００２７】
　（特徴的構成）
　次に、特徴的構成について詳述する。
　上述したように、本構成では、ケース３の内部に反射部２９、結像部２７、撮像部２３
が収容されている。また、プレート７の外側の領域に照明光源２１が設けられている。以
下では、これらケース３、反射部２９、結像部２７、撮像部２３、照明光源２１について
より詳細に説明する。
【００２８】
　本構成では、ケース３の上面部（上壁部）として、板状の読取側壁部３ａが設けられて
いる。この読取側壁部３ａは、板状に構成される上ケース４ａのほぼ全体を構成しており
、全体的にある程度の厚さ範囲で構成されている。そして、図１のように平面視したとき
の読取側壁部３ａの長手方向中央部及び短手方向中央部を貫通する構成で、平面視矩形状
の読取口５が貫通孔として矩形状に形成されている。なお、本明細書では、上下方向と直
交する平面方向（水平方向）において、ケース３の長手方向を幅方向（左右方向）とし、
その平面方向（水平方向）においてケース３の短手方向（上下方向及び幅方向と直交する
方向）を前後方向とする。この読取口５は、図１のように平面視したときに、開口領域内
に反射部２９の反射領域（反射面の領域）が全て収まるようなサイズ及び位置で形成され
ている。即ち、幅方向において、読取口５の幅方向一端部５ａと幅方向他端部５ｂとの間
に反射部２９の幅方向一端部と他端部が配置され、前後方向において、読取口５の前後方
向一端部５ｃと前後方向他端部５ｄとの間に反射部２９の前後方向一端部と他端部が配置
されている。なお、読取口５の幅方向一端部５ａと幅方向他端部５ｂの縁部は、いずれも
前後方向に直線状に延びており、読取口５の前後方向一端部５ｃと前後方向他端部５ｄは
いずれも幅方向（左右方向）に直線状に延びている。
【００２９】
　図２、図３のようにケース３の底壁部３ｂは、ケース３の下面部として板状に構成され
ており、読取装置１が載置面Ｆに載置されるときに、当該底壁部３ｂの下面側が載置面Ｆ
に支持される構成となっている。この底壁部３ｂは、厚さ方向を上下方向とする構成で外
面（下面）が略平坦面として構成されている。そして、箱状に構成されるケース３の底と
して機能している。なお、読取側壁部３ａ（上面部）と底壁部（下面部）との間には、ケ
ース３内の収容空間（反射部２９、結像部２７、撮像部２３などが収容される空間）の周
囲を取り囲むように側壁部３ｃが設けられている。この側壁部３ｃは、幅方向両側に配置
される一対の側壁と、前後方向両側に配置される一対の側壁とを備えており、これら四方
の側壁が環状に連結して配置されている。このように環状に配置された側壁部３ｃ（周壁
部）の上側を部分的に閉塞する構成で読取側壁部３ａ（上面部）が配置され、側壁部３ｃ
の下側全体を閉塞する構成で底壁部３ｂ（下面部）が配置されている。
【００３０】
　このように構成されたケース３に組み付けられる構成で、読取口５を閉塞する光透過性
のプレート７が配置されている。本構成では、読取口５の下側の位置において読取側壁部
３ａと底壁部３ｂとの間に凹部６が形成されている。この凹部６の上端部に形成される開
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口は、読取口５の開口と同程度或いは読取口５の開口よりもやや大きいサイズとなってお
り、読取口５の下側において下方に凹む構成で凹部６が箱状に形成されている。そして、
この凹部６の内部に組み付けられる構成で、反射部２９及び結像部２７が配置されている
。プレート７は、このような凹部６の上端の開口を閉塞するように凹部６の上部に当接し
て配置されている。即ち、プレート７は、凹部６内に収容される反射部２９及び結像部２
７の上側を覆う構成で配置されており、図１のように平面視したときには、プレート７を
介して凹部６内の反射部２９及び結像部２７が視認されるようになっている。また、図２
、図３のように、プレート７は、読取側壁部３ａに形成された読取口５を下側から閉塞す
るように配置されている。なお、本構成では、プレート７は、読取口５の下側を閉塞し、
読取口５をほぼ閉じた状態としているが、図３に示すように、読取口５の一部とプレート
７の間には隙間があり、読取口５の全周がプレート７に完全に密着しない構成となってい
る。
【００３１】
　このように、本構成では、ケース３の上面部に形成された読取口５と、ケース３の内部
に形成された凹部６の開口部との間にプレート７が介在し、読取口５の開口領域と凹部６
の開口領域との間の連通をプレート７が遮断するようになっている。図２、図３のように
、プレート７は、透明且つ平坦な板材として構成され、その板面（上面７ａ及び下面７ｂ
）と直交する方向が上下方向となるように略水平に配置されている。
【００３２】
　反射部２９は、例えばミラーとして構成され、ケース３内に収容され、ケース３の外側
から読取口５を介して入り込む光を反射させるように機能する。この反射部２９は、反射
面２９ａが斜め上側且つ前後方向一方側を向く構成で配置されており、ケース３の上方側
から読取口５を通って入り込んだ光を前後方向一方側に反射するように構成されている。
より具体的には、反射面２９ａが平坦に構成され、この反射面２９ａが、上下方向及び前
後方向と平行な仮想平面と直交するように配置されており、例えば上下方向と平行に入り
込んだ光を水平に反射するように配置されている。
【００３３】
　また、反射部２９の上端部２９ｃは、上下方向においてプレート７に近接する位置（凹
部６の上端の開口に近接する位置）に配置され、反射部２９の下端部２９ｄは、底壁部３
ｂの上面に近接して配置されている。また、反射部２９は、下端部２９ｄの幅が最も狭く
、上端部２９ｃの幅が最も広くなるように、上方となるにつれて幅が広くなる構成となっ
ている。そして、反射面２９ａの領域（反射領域）も上方となるにつれて幅が広くなる構
成となっている。
【００３４】
　結像部２７は、上述したように広角レンズとして機能する結像レンズによって構成され
、図２、図３のようにプレート７から離れた位置に配置されている。この結像部２７は、
ケース３の内外において撮像部２３で撮像可能となる視野範囲を定め、ケース３の外部に
設定された視野範囲内に情報コードＣが配置されたときに当該情報コードＣの像を撮像部
２３の受光領域に結像させるように機能する。
【００３５】
　この結像部２７は、ケース３の外部から読取口５を通過して入り込み且つ反射部２９で
反射した光を撮像部２３の受光領域に導く構成となっており、図２等に示すように、視野
範囲として、当該結像部２７と反射部２９との間に構成される第１視野範囲ＡＲ１と、当
該第１視野範囲ＡＲ１に続くように反射部２９から上方側に構成される第２視野範囲ＡＲ
２とを定めている。つまり、この第１視野範囲ＡＲ１及び第２視野範囲ＡＲ２を撮像エリ
アとするように、視野範囲からの光を撮像部２３の受光領域に向けて集光し結像させてい
る。また、第１視野範囲ＡＲ１は、結像部２７によって集光されて直接撮像部２３に撮像
される視野範囲であり、第２視野範囲ＡＲ２は、反射部２９に映り込んだ画像が撮像部２
３に撮像される視野範囲である。
【００３６】
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　図２、図５に示す第１視野範囲ＡＲ１は、結像部２７と反射部２９との間の空間におい
て撮像部２３によって撮像される範囲であり、反射部２９に近づくにつれて徐々に広くな
るように設定されている。また、第１視野範囲ＡＲ２の中心となる光軸Ｌ１は、水平方向
（具体的には、前後方向）となっており、反射面２９ａとのなす角度が４５°となってい
る。そして、図２のように、光軸Ｌ１を通り上下方向と平行な平面を切断面として読取装
置１を切断した場合、当該切断面上において第１視野範囲ＡＲ１が上下に最も広がるよう
になっている。そして、図２に示す切断面（光軸Ｌ１を通り上下方向と平行な切断面）で
は、第１視野範囲ＡＲ１の下限の境界Ａ１は、反射部２９に近づくにつれて低位置（下位
置）となり、第１視野範囲ＡＲ１の上限の境界Ａ２は、反射部２９に近づくにつれて高位
置（上位置）となるように構成されている。そして、図２に示す切断面（図１に示すＡ－
Ａ位置の切断面であり、読取装置１を左右方向中心位置において左右方向と直交する方向
に切断した切断面）において、第１視野範囲ＡＲ１の下限の境界Ａ１が反射部２９の反射
面２９ａに達した位置（境界Ａ１と反射面２９ａとが交わる位置）が第１視野範囲ＡＲ１
の下端位置となっている。また、第１視野範囲ＡＲ１の上限の境界Ａ２が反射部２９の反
射面２９ａに達した位置（境界Ａ２と反射面２９ａとが交わる位置）が第１視野範囲ＡＲ
１の上端位置となっている。
【００３７】
　図２のように、本構成では、反射部２９の反射領域（反射面２９ａの領域）が、少なく
とも第１視野範囲ＡＲ１の下端に位置しており、反射部２９の反射領域において、第１視
野範囲ＡＲ１の下端から上端まで続いている。つまり、反射部２９は、図２のような切断
面において第１視野範囲ＡＲ１の上下方向全領域を網羅するように反射面２９ａが配置さ
れている。例えば、図２に示す切断面において、反射領域（反射面２９ａの領域）の上端
部２９ｃは、第１視野範囲ＡＲ１の上端位置よりも上位置であり、反射領域（反射面２９
ａの領域）の下端部２９ｂは、第１視野範囲ＡＲ１の下端位置よりも下位置となっている
。より具体的には、撮像部２３の受光領域の全領域に反射面２９ａが映り込むように配置
されている。つまり、第１視野範囲ＡＲ１の反射部２９側の境界は、全て反射面２９ａ上
の位置となっており、撮像部２３は、反射面２９ａの周囲に隣接する部分（反射面２９ａ
以外の部分）を撮像せず、第２視野範囲ＡＲ２の全体を撮像し得るようになっている。
【００３８】
　第２視野範囲ＡＲ２は、上述の第１視野範囲ＡＲ１に続くように反射部２９にて折り返
された視野範囲であり、この第２視野範囲ＡＲ２に存在する物体等が反射部２９に映り、
撮像部２３によって撮像されるようになっている。逆に、第２視野範囲ＡＲ２の外側は、
第１視野範囲ＡＲ１を除き、撮像部２３に撮像されないようになっている。
【００３９】
　本構成では、反射面２９ａが水平方向に対して４５度の角度で傾斜した構成となってい
る。そして、反射部２９に対し、前後方向一方側に結像部２７が配置されており、第１視
野範囲ＡＲ１の光軸Ｌ１が前後に延びる構成となっている。従って、第２視野範囲ＡＲ２
の中心となる光軸Ｌ２は上下方向に延びている。そして、第１視野範囲ＡＲ１が反射部２
９にて折り返された第２視野範囲ＡＲ２は、上方となるにつれて範囲が広くなるように設
定されており、図２のような断面（光軸Ｌ１、Ｌ２を通る断面）では、上方となるにつれ
て第２視野範囲ＡＲ２が前後に広がるようになっている。
【００４０】
　具体的には、光軸Ｌ２を中心として上方となるにつれて前後に範囲が広くなるように第
２視野範囲ＡＲ２が設定されており、同様に、光軸Ｌ２を中心として上方となるにつれて
左右に範囲が広くなるように第２視野範囲ＡＲ２が設定されている。そして、結像部２７
は、第２視野範囲ＡＲ２から外れた位置に配置されている。即ち、第２視野範囲ＡＲ２の
前後方向一方側の境界Ｂ１よりも前後方向一方側に外れた位置に結像部２７が配置されて
いる。このように結像部２７の一部が第２視野範囲ＡＲ２に入り込まないように構成され
ているため、結像部２７の一部が反射部２９に映り込んで撮像部２３に撮像されてしまう
ことがなく、このような映り込みに起因する撮像エリアの縮小が抑えられている。また、
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図２のように、結像部２７のレンズ部分は、反射部２９の反射領域の下端部２９ｂよりも
上位置に配置され、上端部２９ｃよりも下位置に配置されており、このような上下方向の
位置において、結像部２７の前後方向の一端部（反射部２９側の端部）は、開口部５の前
後方向他端部５ｄと光軸Ｌ２との間に配置されている。このように配置することで、結像
部２７の映り込みを防ぎつつ、開口部５の下方側の領域を生かすことができる。
【００４１】
　また、本構成では、図２に示すように、結像部２７の下端部２７ｄと反射部２９の下端
部２９ｄとがいずれも底壁部３ｄの上面に近接し、上下方向において互いに略同位置とな
っている。なお、図２の例では、結像部２７の下端部２７ｄと反射部２９の下端部２９ｄ
とがいずれも底壁部３ｄの上面から僅かに離れているが、これら下端部２７ｄ、２９ｄを
底壁部３ｄに当接して配置するようにしてもよい。
【００４２】
　また、図２に示すように、第１視野範囲ＡＲ１の中心となる光軸Ｌ１及び第２視野範囲
ＡＲ２の中心となる光軸Ｌ１を通る平面を切断面とした断面において、第２視野範囲ＡＲ
２の両境界Ｂ１、Ｂ２が読取口５の内周部５ｆの位置又は内周部５ｆに近接した位置を通
る構成となっている。なお、図２の例では、第２視野範囲ＡＲ２の前後方向一方側の境界
Ｂ１と前後方向他方側の境界Ｂ２とがいずれも、読取口５の内周部５ｆよりも僅かに内側
を通るようになっているが、これら境界Ｂ１、Ｂ２がいずれも内周部５ｆを通る構成とな
っていてもよい。
【００４３】
　次に、照明光源２１について説明する。照明光源２１は、プレート７によって閉塞され
た閉塞領域（凹部６内の領域）の外側に配置され、読取口５を介してケース３の外部に向
けて照明光を照射するように構成されている。本構成では、例えば図３のように、読取口
５を挟んで幅方向両側に照明光源２１ａ、２１ｂがそれぞれ配置されている。そして、照
明光源２１ａ、２１ｂのいずれも、水平方向において読取口５の位置から外れた位置に配
置されている。
【００４４】
　具体的には、図１のように平面視したときの読取口５の開口領域の外側において、読取
口５の開口の周縁部に覆われた構成で照明光源２１ａ、２１ｂが配置されている。また、
これら照明光源２１ａ、２１ｂは、凹部６の上端部に形成された開口部６ａの周囲（平面
視したときに凹部６の開口の外側に外れた位置）に配置されており、凹部６の開口部６ａ
を閉塞するプレート７よりも外側となっている。これら照明光源２１ａ、２１ｂは、上下
方向においてプレート７よりも上位置に配置され、プレート７とは上下に重ならない位置
関係となっている。
【００４５】
　図３等に示す例では、凹部６の上端に形成された開口部６ａの周囲を取り囲むように読
取側壁部３ａと隙間をあけて対向する壁部５１（壁面が上側に面する壁部）が環状に設け
られている。この壁部５１の内縁部には、上面が壁部５１の上面５１ａよりも低い段差形
状の段差部５７が形成されており、この段差部５７の上面にプレート７の周縁部（具体的
にはプレート７の下面７ａにおける外縁付近）が支持されている。そして、プレート７の
上面７ａの上下方向の位置と、その周囲の壁部５１の上面５１ａの上下方向の位置とが略
同一となるように揃っている。
【００４６】
　また、本構成では、プレート７の外面（上面７ａ）と直交する方向が上下方向となって
おり、ケース３の内部側が下方側、ケース３の外部側が上方側となっている。このような
構成において、照明光源２１は、少なくともプレート７の上方位置に向けて照明光を照射
する構成となっている。具体的には、壁部５１の外側（プレート７から遠ざかる側）に、
上面が壁部５１の上面５１ａよりも低い段差形状の段差部５８が凹状に形成されており、
この段差部５８の上面に支持される構成で基板が配置されている。そして、この基板に実
装される構成で照明光源２１が配置されており、壁部５１とカバー部５３との間に形成さ
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れた隙間を通過させるように壁部５１及びプレート７に沿って照明光を照射している。
【００４７】
　照明光源２１は、上下方向と直交する横方向（水平方向）又は横方向に対して傾斜した
斜め横方向に照明光を照射する構成となっており、左右方向一方側に配置された照明光源
２１ａからは、左右方向他方側に向けて照明光が照射されるようになっている。また、左
右方向他方側に配置された照明光源２１ｂからは、左右方向一方側に向けて照明光が照射
されるようになっている。
【００４８】
　例えば、図６のように、左右方向一方側に配置された照明光源２１ａの照射面２１ｃ（
発光面）は、左右方向他方側に向くように配置されている。また、図６に示すように、照
明光源２１ａの照射側において照明光源２１ａとプレート７の間に設けられた壁部５１は
、上面５１ａが平坦な水平面として構成されると共に上下方向に位置が照明光源２１ａの
下端位置と揃っており、照明光源２１ａからプレート側に発せられる照明光は、照射範囲
の下限がほぼ壁部５１の上面５１ａの位置（即ち、ほぼプレート７の上面７ａの位置）と
なっている。また、照明光源２１ａから照射される照明光Ｃ１は、プレート７に近づくに
つれて上方側に広がるようになっており、プレート７の中心付近では、上下にある程度広
がるようになっている。
【００４９】
　また、照明光源２１の上方側を覆う構成でカバー部５３が設けられている。図３のよう
に、読取側壁部３ａ（上面部）において読取口５によって構成される開口領域の外側の部
分（周縁部）がカバー部５３として構成されており、このカバー部５３と壁部５１とが間
隔をあけて上下に対向している。そして、照明光源２１は、カバー部５３と壁部５１との
間に形成された経路（導光路）を通過させるように水平方向に沿って照明光を照射するよ
うになっている。このように照明光源２１の上方がカバー部５３によって覆われているた
め、図１のように平面視したときに照明光源２１がカバー部５３の下に隠れて見えなくな
り、照明光源２１からの光が直接使用者の目に入り込みにくくなる。また、図６のように
、カバー部５３は、壁部５１に対向する位置の下面５４が水平面として構成されており、
この下面５４よりも読取口５に近い側（位置５５ｂよりも読取口５側）の下面５５は、読
取口側の端部５５ａに近づくにつれて上位置となるように傾斜しており、照明光源２１か
ら照射されて徐々に上方側に広がろうとする光が、より上下に広がりやすくなっている。
【００５０】
　本構成では、ケース外から読取口５を介して入り込む光を反射させる反射部２９が設け
られており、この反射部２９で反射した光を撮像部２３の受光領域に導くように結像部２
７が設けられている。そして、この結像部２７による視野範囲として、当該結像部２７と
反射部２９との間に構成される第１視野範囲ＡＲ１と、当該第１視野範囲ＡＲ１に続くよ
うに反射部２９から上方側に構成される第２視野範囲ＡＲ２とが定められている。このよ
うに、ケース内に反射部２９を介在させ、結像部２７からケース外まで続く視野範囲の経
路（即ち、読取口５から入り込んだ光を結像部２７に導く経路）をケース内において折れ
曲がるように構成することで、ケース３の厚さをそれほど大きくしなくても、光学系から
読取口５までの距離（読取口５から入り込んだ光が結像部２７に入り込むまでの光路長）
を大きく確保しやすくなる。これにより、ケース３の厚さを低減して小サイズ化を図るこ
とができる。
【００５１】
　更に、本構成では、反射部２９の反射領域が、少なくとも第１視野範囲ＡＲ１の下端に
位置しているため、第１視野範囲ＡＲ１の下端側において反射領域から外れた部分が撮像
部２３に映り込むことを防止でき、且つ反射部２９を結像部２７に適度に近づけて効率的
に配置することができる。また、結像部２７は、第１視野範囲ＡＲ１から折り返された第
２視野範囲ＡＲ２の外側に外れているため、結像部２７の一部が撮像部２３に映り込んで
しまうことがなく、結像部２７の映り込みに起因する視野範囲の縮小を防ぐことができる
。
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【００５２】
　また、本構成では、反射部２９の反射領域が、第１視野範囲ＡＲ１の下端から上端まで
続いている。このように、第１視野範囲ＡＲ１の下端から上端までを網羅するように反射
領域が配置されるため、反射領域の上側や下側が映り込むことを防ぐことができ、このよ
うな映り込みに起因する視野範囲の縮小をより確実に抑えることができる。
【００５３】
　更に、ケース３は、読取装置１を載置面Ｆに載置する際に載置面Ｆに支持される底壁部
３ｂと、読取口５が形成された読取側壁部３ａとが対向して設けられている。そして、底
壁部３ｂと読取側壁部３ａとの対向方向を上下方向としたとき、第２視野範囲ＡＲ２の中
心となる光軸Ｌ２が上下方向となっている。このように第２視野範囲ＡＲ２の光軸Ｌ２を
上下方向に揃えると、ユーザが情報コードＣを水平に翳したときに情報コードＣの傾きを
抑えて良好に撮像しやすくなり、歪んだコード画像が撮像されにくくなる。
【００５４】
　また、底壁部３ｂと読取側壁部３ａとの対向方向を上下方向としたとき、結像部２７の
下端部と反射部２９の下端部とが上下方向において略同位置となっている。この構成では
、結像部２７及び反射部２９の一方が他方よりも下方に突出しすぎないため、結像部２７
と反射部２９をケース内の下方寄り（底壁部３ｂ寄り）の位置に揃えて効率的に配置しや
すくなる。
【００５５】
　また、第１視野範囲ＡＲ１の中心となる光軸Ｌ１及び第２視野範囲ＡＲ２の中心となる
光軸Ｌ２を通る平面を切断面とした断面において、第２視野範囲ＡＲ２の両境界Ｂ１、Ｂ
２が読取口５の内周部５ｆの近傍又は内周部５ｆを通る構成となっている。この構成では
、読取口５が視野範囲内に入り込みすぎず、視野範囲をより広く確保することができる。
特に読取口５近傍では、読取口内に収まるように情報コードが配置されれば、確実に視野
範囲内に収まることになり、情報コード全体を確実に撮像しやすくなる。
【００５６】
　［他の実施形態]
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００５７】
　第１実施形態では、第１視野範囲ＡＲ１の中心となる光軸Ｌ１が水平方向となる例を示
したが、このような例に限られない。例えば、図７のように、第１視野範囲ＡＲ１の中心
となる光軸Ｌ１が水平方向に対して傾斜した下向きに設定されていてもよい。なお、図７
の構成は、撮像部２３、結像部２７、反射部２９の配置以外は第１実施形態と同一である
。例えば、ケース３の構成や読取口５の構成、照明光源２１の構成、読取口５と第２視野
範囲ＡＲ２の関係などは第１実施形態と同一であり、図２と同様、ケース３において底壁
部３ｂと読取側壁部３ａとが対向して設けられ、底壁部３ｂと読取側壁部３ａとの対向方
向が上下方向となっており、この上下方向と直交する平面方向が水平方向となっている。
そして、この構成でも、反射部２９の反射領域は、少なくとも第１視野範囲ＡＲ１の下端
に位置しており、結像部２７は、第２視野範囲ＡＲ２から外れた位置に配置されている。
なお、図７の例では、第１視野範囲ＡＲ１の光軸Ｌ１が水平方向に対してθだけ傾いてお
り、反射部２９の反射面２９ａは、水平方向に対して４５－２／θだけ傾いている。また
、第２視野範囲ＡＲ２の光軸Ｌ２は、上下方向となっている。
　この図７の構成では、ケース内において、結像部２７から読取口５に至るまでの視野範
囲の経路（光路長）をより長く確保することができるため、装置全体の上下方向（高さ方
向）のサイズをより小さくしやすくなる。これにより、装置の一層の小型化を図ることが
できる。
【００５８】
　第１実施形態では、照明光源２１とプレート７との間に設けられた壁部５１の上面５１
ａが水平面となっていたが、図８のように変更してもよい。図８の例でも、照明光源２１
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るように壁部５１が設けられている。そして、この壁部５１の壁面（上面５１ａ）は、照
明光源２１側からプレート７側に近づくにつれて上位置となり、且つ壁面（上面５１ａ）
における上端位置（プレート側の端部の上端位置）がプレート７の外面（上面７ａ）より
も上位置となっている。なお、図８の変形例は、壁部５１以外の構成は、第１実施形態又
は第１実施形態の変形例（図７等）と同一とすることができる。この構成では、照明光源
２１から照射された照明光（特に照明光の下限の境界付近）が斜め上向きに案内されるた
め、照明光がプレート７側に入り込みにくくなる。従って、プレート７内に入り込んだ照
明光が外乱光として撮像されたり、プレート７で反射した照明光によってユーザが眩しさ
を感じることを効果的に抑えることができる。
【００５９】
　上記実施形態では、読取口５を挟んで幅方向両側に照明光源がそれぞれ配置された例を
示したが、読取口５を挟んで前後方向両側に照明光源がそれぞれ配置されていてもよい。
また、照明光源は、読取口５に対して幅方向一方側のみに設けられていてもよく、読取口
５に対して前後方向一方側のみに設けられていてもよい。
【符号の説明】
【００６０】
　１…据置型情報コード読取装置
　３…ケース
　３ａ…読取側壁部
　３ｂ…底壁部
　５…読取口
　５ａ…内周部
　７…プレート
　２１…照明光源
　２３…撮像部
　２７…結像部
　２９…反射部
　５１…壁部
　５３…カバー部
　Ｆ…載置面
　ＡＲ１…第１視野範囲（視野範囲）
　ＡＲ２…第２視野範囲（視野範囲）
　Ｌ１…第１視野範囲の光軸
　Ｌ２…第２視野範囲の光軸
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