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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部を備えた携帯端末であって、
　無線ＩＤタグが取り付けられた物品を識別する物品識別情報と、当該無線ＩＤタグの位
置を示すタグ位置情報と、を対応付けて記憶手段に記憶させる記憶制御手段と、
　前記記憶された物品識別情報から、前記撮像部により撮像された画像データに対応する
物品の物品識別情報を検索する検索手段と、
　前記撮像部により撮像された画像データを表示画面に表示させると共に、表示された前
記画像データの中で前記検索手段により検索された物品識別情報に対応するタグ位置情報
に対応する位置に、前記無線ＩＤタグの位置を示す表示マークを表示させる表示制御手段
と、
　を具備したことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　撮像部と通知部とを備えた携帯端末であって、
　無線ＩＤタグの情報を読み取る読取手段と、
　無線ＩＤタグが取り付けられた物品を識別する物品識別情報と、当該無線ＩＤタグの位
置を示すタグ位置情報と、を対応付けて記憶手段に記憶させる記憶制御手段と、
　前記記憶された物品識別情報から、前記撮像部により撮像された画像データに対応する
物品の物品識別情報を検索する検索手段と、
　前記検索手段で検索された物品識別情報に対応するタグ位置情報を前記通知部に通知さ
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せた後に、前記読取手段に無線ＩＤタグの情報の読み取りを開始させる制御手段と、
　を具備したことを特徴とする携帯端末。
【請求項３】
　撮像部と通知部とを備えた携帯端末であって、
　無線ＩＤタグが取り付けられた物品を識別する物品識別情報と、当該無線ＩＤタグの位
置を示すタグ位置情報と、を対応付けて記憶手段に記憶させる記憶制御手段と、
　前記記憶された物品識別情報から、前記撮像部により撮像された画像データに対応する
物品の物品識別情報を検索する検索手段と、
　前記検索手段で検索された物品識別情報に対応するタグ位置情報を前記通知部に通知さ
せる通知制御手段と、
　を具備し、
　前記記憶制御手段は、前記撮像部により撮像された物品の画像データを取得し、その画
像データを前記物品識別情報として操作部により入力されたタグ位置情報に対応づけて前
記記憶手段に記憶させる、
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項４】
　前記物品識別情報は、物品の画像データであり、
　前記検索手段は、前記記憶手段に記憶された画像データから、前記撮像部により撮像さ
れた画像データの被写体に一致する物品の画像データを検索する、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記物品識別情報は、物品を識別するマークの画像データであり、
　前記撮像部は、物品に付されたマークを撮像し、
　前記検索手段は、前記記憶手段に記憶された画像データから、前記撮像部により撮像さ
れた画像データの被写体に一致するマークの画像データを検索する、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記物品識別情報は、物品を識別するシンボルのコード情報であり、
　前記撮像部は、物品に付されたシンボルを撮像し、
　前記検索手段は、前記撮像部により撮像された画像データをデコードしてコード情報を
取得し、前記記憶手段に記憶されたコード情報から、前記取得したコード情報を検索する
、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の携帯端末。
【請求項７】
　撮像部を備えた携帯端末のコンピュータを制御するためのプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　無線ＩＤタグが取り付けられた物品を識別する物品識別情報と、当該無線ＩＤタグの位
置を示すタグ位置情報と、を対応付けて記憶手段に記憶させる記憶制御手段、
　前記記憶された物品識別情報から、前記撮像部により撮像された画像データに対応する
物品の物品識別情報を検索する検索手段、
　前記撮像部により撮像された画像データを表示画面に表示させると共に、表示された前
記画像データの中で前記検索手段により検索された物品識別情報に対応するタグ位置情報
に対応する位置に、前記無線ＩＤタグの位置を示す表示マークを表示させる表示制御手段
、
　として機能させるようにしたコンピュータ読み取り可能なプログラム。
【請求項８】
　撮像部と通知部とを備えた携帯端末のコンピュータを制御するためのプログラムであっ
て、
　前記コンピュータを、
　無線ＩＤタグの情報を読み取る読取手段、
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　無線ＩＤタグが取り付けられた物品を識別する物品識別情報と、当該無線ＩＤタグの位
置を示すタグ位置情報と、を対応付けて記憶手段に記憶させる記憶制御手段、
　前記記憶された物品識別情報から、前記撮像部により撮像された画像データに対応する
物品の物品識別情報を検索する検索手段、
　前記検索手段で検索された物品識別情報に対応するタグ位置情報を前記通知部に通知さ
せた後に、前記読取手段に無線ＩＤタグの情報の読み取りを開始させる制御手段、
　として機能させるようにしたコンピュータ読み取り可能なプログラム。
【請求項９】
　撮像部と通知部とを備えた携帯端末のコンピュータを制御するためのプログラムであっ
て、
　前記コンピュータを、
　無線ＩＤタグが取り付けられた物品を識別する物品識別情報と、当該無線ＩＤタグの位
置を示すタグ位置情報と、を対応付けて記憶手段に記憶させる記憶制御手段、
　前記記憶された物品識別情報から、前記撮像部により撮像された画像データに対応する
物品の物品識別情報を検索する検索手段、
　前記検索手段で検索された物品識別情報に対応するタグ位置情報を前記通知部に通知さ
せる通知制御手段、
　として機能させ、
　前記記憶制御手段は、前記撮像部により撮像された物品の画像データを取得し、その画
像データを前記物品識別情報として操作部により入力されたタグ位置情報に対応づけて前
記記憶手段に記憶させる、ようにしたコンピュータ読み取り可能なプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＲＦＩＤ（Radio Frequency IDentification）スキャナ（ＲＦＩＤリーダライタ
）が、近距離での電波又は電磁界を介した無線通信によりＲＦＩＤタグから情報を読み取
るＲＦＩＤの技術が知られている。
【０００３】
　ＲＦＩＤタグは、当該ＲＦＩＤタグを識別可能な個体識別情報を記憶している。ＲＦＩ
Ｄタグが、商品、各種機材等の物品の外側に取り付けられた場合に、ユーザがＲＦＩＤス
キャナを用いてそのＲＦＩＤタグの個体識別情報を読み取ることで、その物品を識別でき
る。例えば、業務で使用する機材にＲＦＩＤタグを取り付けて、業務における使用前と使
用後に機材に取り付けたＲＦＩＤタグを読み取って、機材が全て揃っているかの確認を行
う作業がある。
【０００４】
　また、ＲＦＩＤスキャナは、複数のＲＦＩＤタグの個体識別情報を同時に読み取り可能
である。このため、ＲＦＩＤタグとしての無線タグが取り付けられた複数の物品に向けて
、ＲＦＩＤスキャナとしての無線タグ通信装置を動かして情報を読み取り、その読み取り
の軌跡及び応答時間から所望の無線タグの位置を推定し、当該複数の物品の画像とともに
、推定した無線タグ位置を表示する無線タグ位置推定システムが知られている（例えば、
特許文献１参照）。
【０００５】
　また、位置ＩＤが記憶された複数の無線タグを対象領域に散在し、当該複数の無線タグ
の位置ＩＤを読み取り、位置ＩＤが読み取れない位置を物品が置かれている位置として検
出する物品位置検出装置が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１６０４５６号公報
【特許文献２】特開２００５－２２８２９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記業務の機材の確認において、ＲＦＩＤタグが機材の外側に取り付けられて
いる場合は外見からタグの位置が判断可能だが、ＲＦＩＤタグが機材の内部に取り付けら
れていたり、機材に内蔵されている場合は、ＲＦＩＤタグの位置をユーザが目視により確
認できない。また、ＲＦＩＤタグが機材の外側に取り付けられている場合でも、ＲＦＩＤ
タグの取り付け位置が確認しづらい位置であったり、取り付けられたＲＦＩＤタグが視認
しづらい色・形状であるケースもある。
【０００８】
　ＲＦＩＤスキャナはＲＦＩＤタグの情報を読み取るためのアンテナを実装しており、Ｒ
ＦＩＤタグに対してそのアンテナを近づける事でＲＦＩＤタグの情報を読み取る。しかし
、ＲＦＩＤタグの位置が分からないとアンテナを近づける位置が分からないため、ＲＦＩ
Ｄタグの情報を読むことが出来ない。
【０００９】
　また、上記従来の無線タグの位置を推定する無線タグ位置推定システム及び物品位置検
出装置では、物品そのものの位置を推定するものであり、ＲＦＩＤタグが内蔵された物品
について、当該物品におけるＲＦＩＤタグの位置をユーザに通知することができなかった
。
【００１０】
　本発明の課題は、物品に取り付けられた無線ＩＤタグの位置を示すタグ位置情報を知ら
せることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１は、撮像部を備えた携帯端末であって、無線ＩＤタグが取り付けられた物品を
識別する物品識別情報と、当該無線ＩＤタグの位置を示すタグ位置情報と、を対応付けて
記憶手段に記憶させる記憶制御手段と、前記記憶された物品識別情報から、前記撮像部に
より撮像された画像データに対応する物品の物品識別情報を検索する検索手段と、前記撮
像部により撮像された画像データを表示画面に表示させると共に、表示された前記画像デ
ータの中で前記検索手段により検索された物品識別情報に対応するタグ位置情報に対応す
る位置に、前記無線ＩＤタグの位置を示す表示マークを表示させる表示制御手段と、を具
備したことを特徴とする。
　請求項２は、撮像部と通知部とを備えた携帯端末であって、無線ＩＤタグの情報を読み
取る読取手段と、無線ＩＤタグが取り付けられた物品を識別する物品識別情報と、当該無
線ＩＤタグの位置を示すタグ位置情報と、を対応付けて記憶手段に記憶させる記憶制御手
段と、前記記憶された物品識別情報から、前記撮像部により撮像された画像データに対応
する物品の物品識別情報を検索する検索手段と、前記検索手段で検索された物品識別情報
に対応するタグ位置情報を前記通知部に通知させた後に、前記読取手段に無線ＩＤタグの
情報の読み取りを開始させる制御手段と、を具備したことを特徴とする。
　請求項３は、撮像部と通知部とを備えた携帯端末であって、無線ＩＤタグが取り付けら
れた物品を識別する物品識別情報と、当該無線ＩＤタグの位置を示すタグ位置情報と、を
対応付けて記憶手段に記憶させる記憶制御手段と、前記記憶された物品識別情報から、前
記撮像部により撮像された画像データに対応する物品の物品識別情報を検索する検索手段
と、前記検索手段で検索された物品識別情報に対応するタグ位置情報を前記通知部に通知
させる通知制御手段と、を具備し、前記記憶制御手段は、前記撮像部により撮像された物
品の画像データを取得し、その画像データを前記物品識別情報として操作部により入力さ
れたタグ位置情報に対応づけて前記記憶手段に記憶させる、ことを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、物品に取り付けられた無線ＩＤタグの位置を示すタグ位置情報を知ら
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施の形態の携帯端末の機能構成を示すブロック図である。
【図２】（ａ）は、第１の実施の形態のタグ位置情報テーブルの構成を示す図である。（
ｂ）は、画像データベースの構成を示す図である。
【図３】第１の情報登録処理を示すフローチャートである。
【図４】第１の情報読み取り処理を示すフローチャートである。
【図５】（ａ）は、デジタルカメラの外観を示す正面図である。（ｂ）は、表示画像を示
す図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態の携帯端末の機能構成を示すブロック図である。
【図７】第２の情報登録処理を示すフローチャートである。
【図８】第２の情報読み取り処理を示すフローチャートである
【図９】第３の実施の形態のタグ位置情報テーブルの構成を示す図である。
【図１０】第３の情報登録処理を示すフローチャートである。
【図１１】第３の情報読み取り処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して本発明に係る第１～第３の実施の形態を順に詳細に説明する
。なお、本発明は、図示例に限定されるものではない。
【００１５】
　（第１の実施の形態）
　図１～図５（ｂ）を参照して、本発明に係る第１の実施の形態を説明する。先ず、図１
を参照して、本実施の形態の装置構成を説明する。図１は、本実施の形態の携帯端末１０
の機能構成を示すブロック図である。
【００１６】
　本実施の形態の携帯端末１０は、物品としての機材に取り付けられたＲＦＩＤタグ３０
の位置を示すタグ位置情報の表示と、ＲＦＩＤタグ３０に記憶されている情報の読み取り
と、を行うハンディターミナルである。
【００１７】
　本実施の形態では、業務で使用する物品としての機材にＲＦＩＤタグ３０が内蔵され、
その機材の使用前と使用後に機材内のＲＦＩＤタグ３０に記憶された個体識別情報を携帯
端末１０により読み取って、機材が全て揃っているかの確認を行う例について説明する。
しかし、この例に限定されるものではない。また、ＲＦＩＤタグ３０は、物品に内蔵され
る構成に限定されるものではなく、物品の外側等に取り付けられる構成としてもよく、他
の実施の形態でも同様である。
【００１８】
　ＲＦＩＤタグ３０は、電波方式又は電磁誘導方式のＲＦＩＤタグである。ＲＦＩＤタグ
３１は、アンテナ又はコイルアンテナを含む通信部と、制御部と、ＥＥＰＲＯＭ（Electr
ically Erasable Programmable Read Only Memory）と、を備える。ＲＦＩＤタグ３０に
おいて、制御部は、通信部により電波又は電磁界を介して携帯端末１０と無線通信を行い
、携帯端末１０から受信した読み取り要求に応じてＥＥＰＲＯＭに記憶されている情報を
読み出して携帯端末１０に送信する。また、ＲＦＩＤタグ３０の制御部は、携帯端末１０
から受信した情報をＥＥＰＲＯＭに書き込み又は書き換える。
【００１９】
　ＲＦＩＤタグ３０のＥＥＰＲＯＭには、ＲＦＩＤタグ３０の個体識別情報が記憶されて
いるものとする。また、ＲＦＩＤタグ３０は、携帯端末１０からの電波又は電磁界により
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電力を得るパッシブ型のＲＦＩＤタグ（パッシブタグ）とする。しかし、ＲＦＩＤタグ３
０が、電源部を有し、電源部の電力により電波又は電磁界を出力するアクティブ型のＲＦ
ＩＤタグ（アクティブタグ）としてもよい。
【００２０】
　携帯端末１０は、制御部としてのＣＰＵ（Central Processing Unit）１１と、操作部
１２と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３と、通知部としての表示部１４と、ＲＯＭ
１５と、無線通信部１６と、記憶部１７と、読取部としてのＲＦＩＤリーダライタ部１８
と、撮像部１９と、電源部２０と、を備える。電源部２０を除く携帯端末１０の各部は、
バス２１を介して互いに接続されている。
【００２１】
　ＣＰＵ１１は、携帯端末１０の各部を制御する。ＣＰＵ１１は、各種プログラムのうち
指定されたプログラムをＲＯＭ１５から読み出してＲＡＭ１３に展開し、展開されたプロ
グラムとの協働で各種処理を実行する。
【００２２】
　ＣＰＵ１１は、第１の情報登録プログラム１５１に従い、撮像部１９により被写体の物
品を撮影して画像データを取得し、操作部１２により入力されたタグ位置情報を当該画像
データに対応付けて、タグ位置情報テーブル４０及び画像データベース５０として記憶部
１７に記憶する。
【００２３】
　また、ＣＰＵ１１は、第１の情報読み取りプログラム１５２に従い、撮像部１９により
被写体の物品を撮影して画像データを取得し、記憶部１７の画像データベース５０に記憶
された画像データ５１から、撮影された画像データの被写体に対応する物品の画像データ
５１を検索し、検索された場合に、当該検索された画像データ５１に対応するタグ位置情
報４３を表示部１４に表示し、ＲＦＩＤリーダライタ部１８によりＲＦＩＤタグ３０に記
憶された情報を読み取る。
【００２４】
　操作部１２は、文字入力キー等の各種キーからなるキー群を備え、ユーザからの各キー
の押下入力に応じた操作情報をＣＰＵ１１に出力する。
【００２５】
　ＲＡＭ１３は、揮発性の半導体メモリであり、各種データ及び各種プログラムを格納す
るワークエリアを有する。
【００２６】
　表示部１４は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＥＬ（ElectroLuminescent）ディ
スプレイ等の表示パネルを備える表示部であり、ＣＰＵ１１から入力される表示情報に応
じて表示パネルに各種表示を行う。
【００２７】
　ＲＯＭ１５は、各種データ及び各種プログラムを記憶する読み出し専用の半導体メモリ
である。ＲＯＭ１５には、第１の情報登録プログラム１５１及び第１の情報読み取りプロ
グラム１５２が記憶されている。
【００２８】
　無線通信部１６は、無線ＬＡＮ（Local Area Network）通信方式の無線通信部である。
無線通信部１６は、アンテナ、変調部、復調部、信号処理部等を備え、アクセスポイント
と無線通信を行う。無線通信部１６は、送信する情報の信号を、信号処理部で信号処理し
、変調部により変調してアンテナから無線電波としてアクセスポイントに送信する。この
アクセスポイントは、通信先の機器と例えば有線ＬＡＮを介して接続されている。また、
無線通信部１６は、アンテナによりアクセスポイントから受信した無線電波の受信信号を
復調部により復調し、信号処理部で信号処理して受信情報を得る。このようにして、無線
通信部１６は、アクセスポイントを介して、通信先の機器と通信を行う。無線通信部１６
は、他の通信方式の無線通信を行う構成としてもよい。
【００２９】
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　記憶部１７は、情報を読み出し及び書き込み可能に記憶するフラッシュメモリ又はＥＥ
ＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable ROM）等の不揮発性のメモリである。記
憶部１７には、後述するタグ位置情報テーブル４０及び画像データベース５０が記憶され
る。
【００３０】
　ＲＦＩＤリーダライタ部１８は、ＲＦＩＤタグ３０に記憶されている情報を読み取り及
び書き込みする電波方式又は電磁誘導方式のリーダライタ部である。ＲＦＩＤリーダライ
タ部１８は、ＣＰＵ１１から入力された送信データの電気信号を変調等してアンテナ又は
コイルアンテナから電波又は電磁界として送信する。ＲＦＩＤタグ３０は、ＲＦＩＤリー
ダライタ部１８から出力された電波又は電磁界を受信し、またＲＦＩＤリーダライタ部１
８に送信するデータを電波又は電磁界として送信する。ＲＦＩＤリーダライタ部１８は、
ＲＦＩＤタグ３０から送信された電波又は電磁界をアンテナ又はコイルアンテナで受信し
、得られた電気信号を復調等してデータを受信する。
【００３１】
　撮像部１９は、被写体のデジタル画像を撮像する撮像部である。撮像部１９は、光学系
、撮像素子等を備える。撮像部１９は、ＣＰＵ１１の制御により、光学系を介して入射さ
れた被写体の像の光を撮像素子で光電変換し、被写体の画像データとして出力する。
【００３２】
　電源部２０は、リチウム電池等の二次電池であり、携帯端末１０の各部に電源供給を行
う。なお、電源部２０は、アルカリ電池等の一次電池でもよい。
【００３３】
　次に、図２（ａ）、図２（ｂ）を参照して、携帯端末１０に記憶される情報を説明する
。図２（ａ）は、タグ位置情報テーブル４０の構成を示す図である。図２（ｂ）は、画像
データベース５０の構成を示す図である。
【００３４】
　携帯端末１０において、図２（ａ）に示すタグ位置情報テーブル４０と、図２（ｂ）に
示す画像データベース５０と、が記憶部１７に記憶される。タグ位置情報テーブル４０は
、番号４１と、画像データ名４２と、タグ位置情報４３と、を有する。
【００３５】
　番号４１は、タグ位置情報テーブル４０のレコードの識別番号である。画像データ名４
２は、画像データベース５０の画像データ５１を識別するデータ名である。
【００３６】
　タグ位置情報４３は、画像データ名４２に対応する画像データ５１の物品としての機材
に内蔵されたＲＦＩＤタグ３０の位置を示す情報である。タグ位置情報４３は、例えば、
物品の画像上のＲＦＩＤタグ３０の位置を示す座標情報や、ＲＦＩＤタグ３０の位置を説
明する文字情報である。
【００３７】
　画像データベース５０は、画像データ５１を有する。画像データ５１は、撮像部１９に
より撮像された物品としての機材の実画像データである。画像データ５１には、それぞれ
、画像データ名４２に対応する画像データ名（ファイル名）が付けられているものとする
。
【００３８】
　次に、図３～図５を参照して、本実施の形態における携帯端末１０の動作を説明する。
図３は、第１の情報登録処理を示すフローチャートである。図４は、第１の情報読み取り
処理を示すフローチャートである。図５（ａ）は、デジタルカメラ２００の外観を示す正
面図である。図５（ｂ）は、表示画像１４１を示す図である。
【００３９】
　先ず、図３を参照して、第１の情報登録処理を説明する。第１の情報登録処理は、ＲＦ
ＩＤタグ３０が内蔵された物品（機材）を撮影し、その画像データと、その画像データ名
及びＲＦＩＤタグ３０のタグ位置情報と、を画像データベース５０、タグ位置情報テーブ
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ル４０に登録する処理である。この物品は、業務で使用するためのタグ位置情報の登録対
象の機材であるものとする。
【００４０】
　携帯端末１０において、例えば、ユーザにより第１の情報登録処理の実行開始が操作部
１２に入力されたことをトリガとして、ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１５から読み出されて適宜
ＲＡＭ１３に展開された第１の情報登録プログラム１５１と協働で、第１の情報登録処理
を実行する。
【００４１】
　先ず、ＣＰＵ１１は、ＲＦＩＤリーダライタ部１８及び撮像部１９を起動する（ステッ
プＳ１１）。ステップＳ１１により、ＲＦＩＤリーダライタ部１８は、ＲＦＩＤタグ３０
に記憶された情報を読み取り可能な状態となり、撮像部１９は、撮像可能な状態となる。
表示部１４には、例えば、撮像部１９により撮像されたプレビュー画像を表示する。ここ
で、ユーザは、機材のどこにＲＦＩＤタグ３０があるか否かを把握するため、携帯端末１
０を動かしてＲＦＩＤタグ３０の情報を読み取らせる。
【００４２】
　そして、ＣＰＵ１１は、ＲＦＩＤリーダライタ部１８によりＲＦＩＤタグ３０との通信
が確立したか否かによりＲＦＩＤタグ３０を検出したか否かを判別する（ステップＳ１２
）。ＲＦＩＤタグ３０を検出していない場合（ステップＳ１２；ＮＯ）、ステップＳ１２
に移行される。
【００４３】
　ＲＦＩＤタグ３０を検出した場合（ステップＳ１２；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、ＲＦＩ
Ｄタグ３０を検出した旨の情報を表示部１４に表示する（ステップＳ１３）。ＲＦＩＤタ
グ３０を検出した旨の情報は、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）による発光や、ブザー音
の出力等により行うこととしてもよい。
【００４４】
　ユーザは、ＲＦＩＤタグ３０を検出した際のＲＦＩＤリーダライタ部１８の位置により
、物品におけるＲＦＩＤタグ３０の位置を認識できる。そして、ユーザは、物品を被写体
として、携帯端末１０を動かして撮像部１９の撮像方向を被写体の物品に向け、撮像部１
９により物品の外観として、例えば正面を撮影開始する。
【００４５】
　そして、ＣＰＵ１１は、ユーザにより操作部１２の撮影ボタンが押下入力されたか否か
を判別する（ステップＳ１４）。撮影ボタンが押下入力されていない場合（ステップＳ１
４；ＮＯ）、ステップＳ１４に移行される。
【００４６】
　撮影ボタンが押下入力された場合（ステップＳ１４；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、撮像部
１９により物品を撮影し画像データを取得する（ステップＳ１５）。そして、ＣＰＵ１１
は、ステップＳ１４で撮影した画像データを表示部１４に表示する（ステップＳ１６）。
【００４７】
　そして、ＣＰＵ１１は、操作部１２を介してユーザからのＲＦＩＤタグ３０のタグ位置
情報の入力を受け付ける（ステップＳ１７）。ステップＳ１７では、例えば、ステップＳ
１５で表示された画像上のＲＦＩＤタグ３０の位置を指定したり、ＲＦＩＤタグ３０の位
置の説明文の文字入力により、タグ位置情報が入力される。そして、ＣＰＵ１１は、ステ
ップＳ１５で撮影された画像データに画像データ名を付与して画像データベース５０の画
像データ５１に追加し、当該付与した画像データ名とステップＳ１７で入力されたタグ位
置情報とを画像データ名４２、タグ位置情報４３とし、番号４１を付与してタグ位置情報
テーブル４０に追加し、記憶部１７に記憶する（ステップＳ１８）。
【００４８】
　そして、ＣＰＵ１１は、操作部１２を介して第１の情報登録処理の終了指示の入力があ
るか否かに応じて、第１の情報登録処理を終了するか否かを判別する（ステップＳ１９）
。第１の情報登録処理を終了しない場合（ステップＳ１９；ＮＯ）、ステップＳ１２に移
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行される。第１の情報登録処理を終了する場合（ステップＳ１９；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１
は、ＲＦＩＤリーダライタ部１８及び撮像部１９をオフし（ステップＳ２０）、第１の情
報登録処理を終了する。
【００４９】
　次いで、図４を参照して、第１の情報読み取り処理を説明する。第１の情報読み取り処
理は、業務で使用後の機材としての物品を撮影し、当該撮影した画像データを用いて物品
に内蔵されたＲＦＩＤタグ３０のタグ位置情報をユーザに通知し、このＲＦＩＤタグ３０
に記憶された情報を読み取る処理である。
【００５０】
　携帯端末１０において、例えば、ユーザにより第１の情報読み取り処理の実行開始が操
作部１２に入力されたことをトリガとして、ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１５から読み出されて
適宜ＲＡＭ１３に展開された第１の情報読み取りプログラム１５２と協働で、第１の情報
読み取り処理を実行する。
【００５１】
　先ず、ＣＰＵ１１は、操作部１２を介してタグ位置情報の通知設定をするか否かのユー
ザからの入力を受け付けて設定する（ステップＳ３１）。そして、ＣＰＵ１１は、ステッ
プＳ３１でタグ位置情報の通知設定がなされたか否かを判別する（ステップＳ３２）。通
知設定された場合（ステップＳ３２；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、撮像部１９を起動する（
ステップＳ３３）。
【００５２】
　そして、ＣＰＵ１１は、ＲＦＩＤリーダライタ部１８を起動する（ステップＳ３４）。
通知設定されていない場合（ステップＳ３２；ＮＯ）、ステップＳ３４に移行される。こ
こで、ユーザは、携帯端末１０を動かして物品に内蔵されたＲＦＩＤタグ３０に記憶され
た情報（個体識別情報）の読み取りを開始する。この物品は、業務で使用後であって存在
の確認対象の機材であるものとする。
【００５３】
　そして、ＣＰＵ１１は、ＲＦＩＤリーダライタ部１８により物品に内蔵されたＲＦＩＤ
タグ３０に記憶された情報の読み取りを完了したか否かを判別する（ステップＳ３５）。
ＲＦＩＤタグ３０の情報読み取りを完了していない場合（ステップＳ３５；ＮＯ）、ＣＰ
Ｕ１１は、ステップＳ３１でタグ位置情報の通知設定がなされたか否かを判別する（ステ
ップＳ３６）。
【００５４】
　通知設定がなされている場合（ステップＳ３６；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、撮像部１９
により物品を撮影する（ステップＳ３７）。ステップＳ３７において、ユーザは、物品を
被写体として、携帯端末１０を動かして撮像部１９の撮像方向を被写体の物品に向け、操
作部１２の撮影ボタンを押下入力し、ＣＰＵ１１は、撮影ボタンを押下入力に応じて撮像
部１９により物品を撮影し画像データを取得する。
【００５５】
　そして、ＣＰＵ１１は、ステップＳ３７で取得された画像データと、記憶部１７に記憶
された画像データベース５０の画像データ５１と、の画像を照合して、被写体の物品の一
致する画像データ５１を検索する（ステップＳ３８）。ステップＳ３８の画像照合は、例
えば、画像の特徴点の一致の判別により行われる。
【００５６】
　そして、ＣＰＵ１１は、ステップＳ３８で物品の画像データ５１が検索されたか否かを
判別する（ステップＳ３９）。画像データ５１が検索された場合（ステップＳ３９；ＹＥ
Ｓ）、ＣＰＵ１１は、検索された物品の画像データ５１の画像データ名４２に対応するタ
グ位置情報４３を記憶部１７に記憶されたタグ位置情報テーブル４０から読み出し、当該
タグ位置情報を表示部１４に表示してユーザに通知する（ステップＳ４０）。ユーザは、
通知されたタグ位置情報に応じて、ＲＦＩＤリーダライタ部１８をＲＦＩＤタグ３０に向
けるように携帯端末１０を動かす。
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【００５７】
　そして、ＣＰＵ１１は、ＲＦＩＤリーダライタ部１８によりＲＦＩＤタグ３０との通信
が確立したか否かによりＲＦＩＤタグ３０を検出したか否かを判別する（ステップＳ４１
）。ＲＦＩＤタグ３０を検出していない場合（ステップＳ４１；ＮＯ）、ステップＳ３６
に移行される。通知設定がなされていない場合（ステップＳ３６；ＮＯ）、又は画像デー
タ５１が検索されていない場合（ステップＳ３９；ＮＯ）、ステップＳ４１に移行される
。
【００５８】
　ＲＦＩＤタグ３０を検出した場合（ステップＳ４１；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、ＲＦＩ
Ｄリーダライタ部１８によりＲＦＩＤタグ３０と通信を行い、ＲＦＩＤタグ３０に記憶さ
れている情報を読み出す（ステップＳ４２）。そして、ＣＰＵ１１は、ステップＳ４２に
おけるＲＦＩＤタグ３０との通信を終了するか否かを判別する（ステップＳ４３）。ＲＦ
ＩＤタグ３０との通信を継続する場合（ステップＳ４３；ＮＯ）、ステップＳ４２に移行
される。ＲＦＩＤタグ３０との通信を終了する場合（ステップＳ４３；ＹＥＳ）、ステッ
プＳ３５に移行される。
【００５９】
　ＲＦＩＤタグ３０に記憶された情報の読み取りを完了し場合（ステップＳ３５；ＹＥＳ
）、ＣＰＵ１１は、ステップＳ４２で読み取った情報（個体識別情報）をＲＡＭ１３又は
記憶部１７に記憶して表示部１４に表示する（ステップＳ４４）。なお、予め個体識別情
報と物品名とを対応付けて記憶部１７に記憶しておき、ステップＳ４４において、読み取
った個体識別情報に対応する物品名を記憶部１７から読み出して表示部１４に表示するこ
ととしてもよい。
【００６０】
　そして、ＣＰＵ１１は、ＲＦＩＤリーダライタ部１８及び撮像部１９をオフし（ステッ
プＳ４５）、第１の情報読み取り処理を終了する。
【００６１】
　ここで、図５（ａ）、図５（ｂ）を参照して、第１の情報登録処理におけるタグ位置情
報の具体例を説明する。
【００６２】
　第１の情報登録処理により、図５（ａ）に示すように、情報読み取り対象の物品として
の機材の１つであるデジタルカメラ２００のタグ位置情報の登録を行うケースを説明する
。デジタルカメラ２００は、シャッターボタン２０１を有し、シャッターボタン２０１付
近にＲＦＩＤタグ３０としてのＲＦＩＤタグ３１が内蔵されている。
【００６３】
　先ず、第１の情報登録処理が実行され、ステップＳ１５において、デジタルカメラ２０
０の正面が撮影され、デジタルカメラ２００の画像データが取得される。ステップＳ１６
において、デジタルカメラ２００の画像が表示部１４に表示される。そして、ステップＳ
１７において、デジタルカメラ２００の画像中のＲＦＩＤタグ３１の位置の座標情報が入
力される。ステップＳ１８で、デジタルカメラ２００の画像データと、その画像データ名
及びタグ位置情報とが、画像データベース５０と、タグ位置情報テーブル４０とに記憶さ
れる。
【００６４】
　そして、第１の情報読み取り処理が実行され、ステップＳ３７において、デジタルカメ
ラ２００の正面が撮影され、ステップＳ３８において、デジタルカメラ２００の一致する
画像データ５１が検索されたものとする。すると、ステップＳ４０で、図５（ｂ）に示す
デジタルカメラ２００の表示画像１４１が表示部１４に表示される。表示画像１４１は、
デジタルカメラ２００の画像２００ａと、タグ位置情報に対応する表示マーク３１ａとを
含む。ユーザは、表示マーク３１ａの位置により、ＲＦＩＤタグ３１のタグ位置を目視に
より認識できる。
【００６５】
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　ステップＳ１７において、デジタルカメラ２００の画像中のＲＦＩＤタグ３１の位置を
示す文字が入力される場合には、ステップＳ３８において、例えば「デジタルカメラ前面
のシャッターボタンの下」のような文章がタグ位置情報として入力される。
【００６６】
　以上、本実施の形態によれば、携帯端末１０において、記憶部１７が、タグ位置情報テ
ーブル４０及び画像データベース５０を記憶し、ＣＰＵ１１が、画像データベース５０に
記憶された物品識別情報としての画像データ５１から、撮像部１９により撮像された画像
データの被写体に対応する物品の画像データ５１を検索し、検索された場合に、当該検索
された画像データ５１に対応するタグ位置情報４３を表示部１４の表示により通知させる
。このため、物品に取り付けられたＲＦＩＤタグ３０の位置を示すタグ位置情報をユーザ
に通知できる。
【００６７】
　また、ＣＰＵ１１は、タグ位置情報を表示した後に、ＲＦＩＤリーダライタ部１８にＲ
ＦＩＤタグ３０に記憶された情報の読み取りを開始させる。このため、タグ位置情報をユ
ーザに通知した後に、効率よくＲＦＩＤタグ３０に記憶された情報の読み取りを行うこと
ができる。
【００６８】
　また、ＣＰＵ１１は、撮像部１９により撮像された物品の画像データを取得し、操作部
１２により入力されたタグ位置情報を当該画像データに対応付けて、タグ位置情報テーブ
ル４０及び画像データベース５０として記憶部１７に記憶する。このため、タグ位置情報
及び物品の画像データを容易に対応付けて記憶できる。
【００６９】
　（第２の実施の形態）
　図６～図８を参照して、本発明に係る第２の実施の形態を説明する。第１の実施の形態
では、物品を撮影して取得した画像データを検索し、当該画像データに対応するタグ位置
情報を読み出す構成であった。本実施の形態では、互いに識別可能なマークを当該物品に
貼り、当該マークを撮影して取得した画像データを検索し、当該画像データに対応するタ
グ位置情報を読み出す構成である。
【００７０】
　先ず、図６を参照して、本実施の形態の装置構成を説明する。図６は、本実施の形態の
携帯端末１０Ａの機能構成を示すブロック図である。ここで、本実施の形態の携帯端末１
０Ａにおいて、第１の実施の形態の携帯端末１０と同様の構成部には同じ符号を付し、そ
の説明を省略する。
【００７１】
　携帯端末１０Ａは、ＣＰＵ１１と、操作部１２と、ＲＡＭ１３と、表示部１４と、ＲＯ
Ｍ１５と、無線通信部１６と、記憶部１７と、ＲＦＩＤリーダライタ部１８と、撮像部１
９と、電源部２０と、印刷部２２と、を備える。電源部２０を除く携帯端末１０Ａの各部
は、バス２１を介して互いに接続されている。
【００７２】
　ＲＯＭ１５には、第２の情報登録プログラム１５３と、第２の情報読み取りプログラム
１５４と、が記憶されている。
【００７３】
　記憶部１７には、タグ位置情報テーブル４０及び画像データベース５０が記憶される。
画像データベース５０には、画像データ５１として互いに識別可能な複数のマークの画像
データが予め格納されているものとする。画像データ５１のマークは、互いに識別可能で
ある模様、形状を有すればよく、画像照合の際に画像の一致が容易である模様、形状が好
ましい。画像データ５１のマークは、文字を含んだりしてもよい。
【００７４】
　印刷部２２は、熱転写プリンタ等の印刷部であり、ＣＰＵ１１の指示に応じて、用紙に
情報を印刷して出力する印刷部である。本実施の形態では、印刷部２２は、用紙としての
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台紙付きのシール紙に、各種マークを印刷する構成とする。
【００７５】
　次に、図７及び図８を参照して、本実施の形態の携帯端末１０Ａの動作を説明する。図
７は、第２の情報登録処理を示すフローチャートである。図８は、第２の情報読み取り処
理を示すフローチャートである。
【００７６】
　先ず、図７を参照して、第２の情報登録処理を説明する。第２の情報登録処理は、ＲＦ
ＩＤタグ３０が内蔵された物品（機材）を識別するためのマークを印刷し、そのマークの
画像データの画像データ名及びＲＦＩＤタグ３０のタグ位置情報をタグ位置情報テーブル
４０に登録する処理である。
【００７７】
　携帯端末１０Ａにおいて、例えば、ユーザにより第２の情報登録処理の実行開始が操作
部１２に入力されたことをトリガとして、ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１５から読み出されて適
宜ＲＡＭ１３に展開された第２の情報登録プログラム１５３と協働で、第２の情報登録処
理を実行する。
【００７８】
　ステップＳ５１～Ｓ５３は、図３の第１の情報登録処理のステップＳ１１～Ｓ１３と同
様である。そして、ＣＰＵ１１は、記憶部１７に記憶されているタグ位置情報テーブル４
０を参照し、画像データ名４２にない画像データ名を有する画像データ５１を画像データ
ベース５０から読み出し、読み出した画像データ５１のマーク画像を、物品に対応付ける
ための選択候補として表示部１４に表示し、操作部１２を介してユーザからのマーク画像
の選択入力を受け付け、物品のマーク画像として設定する（ステップＳ５４）。
【００７９】
　そして、ＣＰＵ１１は、ステップＳ５４で選択されたマーク画像の画像データ５１を用
いて、印刷部２２により、当該マーク画像をシール紙に印刷する（ステップＳ５５）。こ
こで、ユーザは、ステップＳ５５でマーク画像が印刷されたシール紙を、台紙を剥がして
物品に貼り付ける。
【００８０】
　そして、ＣＰＵ１１は、操作部１２を介してユーザからのＲＦＩＤタグ３０のタグ位置
情報の入力を受け付ける（ステップＳ５６）。ステップＳ５６では、例えば、ＲＦＩＤタ
グ３０の位置の説明文の文字入力により、タグ位置情報が入力される。そして、ＣＰＵ１
１は、ステップＳ５４で選択されたマーク画像の画像データ５１に画像データ名を付与し
、付与した画像データ名とステップＳ５６で入力されたタグ位置情報とを画像データ名４
２、タグ位置情報４３とし、番号４１を付与してタグ位置情報テーブル４０に追加し、記
憶部１７に記憶する（ステップＳ５７）。
【００８１】
　ステップＳ５８，Ｓ５９は、図３の第１の情報登録処理のステップＳ１９，Ｓ２０と同
様である。
【００８２】
　次いで、図８を参照して、第２の情報読み取り処理を説明する。第２の情報読み取り処
理は、物品に貼られたマークを撮影し、当該撮影した画像データを用いて当該物品に内蔵
されたＲＦＩＤタグ３０のタグ位置情報をユーザに通知し、このＲＦＩＤタグ３０に記憶
された情報を読み取る処理である。
【００８３】
　携帯端末１０Ａにおいて、例えば、ユーザにより第２の情報読み取り処理の実行開始が
操作部１２に入力されたことをトリガとして、ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１５から読み出され
て適宜ＲＡＭ１３に展開された第２の情報読み取りプログラム１５４と協働で、第２の情
報読み取り処理を実行する。
【００８４】
　ステップＳ６１～Ｓ６６は、図４の第１の情報読み取り処理のステップＳ３１～Ｓ３６
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と同様である。通知設定がなされている場合（ステップＳ６６；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は
、撮像部１９により物品に貼られたマークを撮影する（ステップＳ６７）。ステップＳ６
７において、ユーザは、物品に貼られたマークを被写体とし、携帯端末１０Ａを動かして
撮像部１９の撮像方向を被写体のマークに向け、操作部１２の撮影ボタンを押下入力し、
ＣＰＵ１１は、撮影ボタンを押下入力に応じて撮像部１９によりマークを撮影し画像デー
タを取得する。
【００８５】
　ステップＳ６８～Ｓ７５は、図４の第１の情報読み取り処理のステップＳ３８～Ｓ４５
と同様である。
【００８６】
　以上、本実施の形態によれば、携帯端末１０において、記憶部１７が、タグ位置情報テ
ーブル４０及び画像データベース５０を記憶し、ＣＰＵ１１が、画像データベース５０に
記憶された物品識別情報としてのマークの画像データ５１から、撮像部１９により撮像さ
れた画像データの被写体に対応するマークの画像データ５１を検索し、検索された場合に
、当該検索された画像データ５１に対応するタグ位置情報４３を表示部１４の表示により
通知させる。このため、物品に取り付けられたＲＦＩＤタグ３０の位置を示すタグ位置情
報をユーザに通知できる。
【００８７】
　また、ＣＰＵ１１は、タグ位置情報を表示した後に、ＲＦＩＤリーダライタ部１８にＲ
ＦＩＤタグ３０に記憶された情報の読み取りを開始させる。このため、タグ位置情報をユ
ーザに通知した後に、効率よくＲＦＩＤタグ３０に記憶された情報の読み取りを行うこと
ができる。
【００８８】
　また、ＣＰＵ１１は、物品に対応するマークの画像データ５１を設定し、当該設定した
画像データ５１によりマークを印刷部２２に印刷させ、操作部１２により入力されたタグ
位置情報を前記設定された画像データ５１の画像データ名に対応付けて、タグ位置情報テ
ーブル４０として記憶部１７に記憶する。このため、タグ位置情報及びマークの画像デー
タを容易に対応付けて記憶できる。
【００８９】
　（第３の実施の形態）
　図９～図１１を参照して、本発明に係る第３の実施の形態を説明する。本実施の形態で
は、互いに識別可能なシンボルとしての２次元コードを当該物品に貼り、その２次元コー
ドを撮影してその画像データをデコードし、得られたコード情報を検索し、このコード情
報に対応するタグ位置情報を読み出す構成である。なお、物品に貼るシンボルは、２次元
コードに限定されるものではなく、１次元のバーコードとしてもよい。
【００９０】
　先ず、本実施の形態の装置構成を説明する。本実施の形態では、第２の実施の形態と同
様に、携帯端末１０Ａを用いる。但し、ＲＯＭ１５には、第２の情報登録プログラム１５
３及び第２の情報読み取りプログラム１５４に代えて、第３の情報登録プログラム及び第
３の情報読み取りプログラムが記憶されているものとする。また、記憶部１７には、タグ
位置情報テーブル４０及び画像データベース５０に代えて、タグ位置情報テーブル６０が
記憶されているものとする。
【００９１】
　次に、図９を参照して、記憶部１７に記憶される情報を説明する。図９は、タグ位置情
報テーブル６０の構成を示す図である。
【００９２】
　携帯端末１０Ａにおいて、図９に示すタグ位置情報テーブル６０が記憶部１７に記憶さ
れる。タグ位置情報テーブル６０は、番号６１と、コード情報６２と、タグ位置情報６３
と、を有する。
【００９３】
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　番号６１は、タグ位置情報テーブル６０のレコードの識別番号である。コード情報６２
は、携帯端末１０Ａで印刷した２次元コードに含まれるコード情報である。
【００９４】
　タグ位置情報６３は、コード情報６２に対応する２次元コードが貼られた物品としての
機材に内蔵されたＲＦＩＤタグ３０の位置を示す情報である。タグ位置情報４３は、例え
ば、ＲＦＩＤタグ３０の位置を説明する文字情報である。
【００９５】
　次に、図１０及び図１１を参照して、本実施の形態の携帯端末１０Ａの動作を説明する
。図１０は、第３の情報登録処理を示すフローチャートである。図１１は、第３の情報読
み取り処理を示すフローチャートである。
【００９６】
　先ず、図１０を参照して、第３の情報登録処理を説明する。第３の情報登録処理は、Ｒ
ＦＩＤタグ３０が内蔵された物品（機材）を識別するための２次元コードを印刷し、その
２次元コードのコード情報とＲＦＩＤタグ３０のタグ位置情報とをタグ位置情報テーブル
６０に登録する処理である。
【００９７】
　携帯端末１０Ａにおいて、例えば、ユーザにより第３の情報登録処理の実行開始が操作
部１２に入力されたことをトリガとして、ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１５から読み出されて適
宜ＲＡＭ１３に展開された第３の情報登録プログラムと協働で、第３の情報登録処理を実
行する。
【００９８】
　ステップＳ８１～Ｓ８３は、図３の第１の情報登録処理のステップＳ１１～Ｓ１３と同
様である。そして、ＣＰＵ１１は、物品を識別するためのユニークなコード情報を生成し
、当該コード情報を含む２次元コード画像の２次元コード画像データを生成する（ステッ
プＳ８３）。
【００９９】
　そして、ＣＰＵ１１は、ステップＳ８３で生成した２次元コード画像データを用いて、
印刷部２２により、２次元コード画像をシール紙に印刷する（ステップＳ８５）。ここで
、ユーザは、ステップＳ８５でマーク画像が印刷されたシール紙を、台紙を剥がして物品
に貼り付ける。
【０１００】
　そして、ＣＰＵ１１は、操作部１２を介してユーザからのＲＦＩＤタグ３０のタグ位置
情報の入力を受け付ける（ステップＳ８６）。ステップＳ８６では、例えば、ＲＦＩＤタ
グ３０の位置の説明文の文字入力により、タグ位置情報が入力される。そして、ＣＰＵ１
１は、ステップＳ８４で生成されたコード情報とステップＳ８６で入力されたタグ位置情
報とをコード情報６２、タグ位置情報６３とし、番号６１を付与してタグ位置情報テーブ
ル６０に追加し、記憶部１７に記憶する（ステップＳ８７）。
【０１０１】
　ステップＳ８８，Ｓ８９は、図３の第１の情報登録処理のステップＳ１９，Ｓ２０と同
様である。
【０１０２】
　次いで、図１１を参照して、第３の情報読み取り処理を説明する。第３の情報読み取り
処理は、物品に貼られた２次元コードを撮影し、当該撮影した画像データをデコードし、
得られたコード情報を用いて当該物品に内蔵されたＲＦＩＤタグ３０のタグ位置情報をユ
ーザに通知し、このＲＦＩＤタグ３０に記憶された情報を読み取る処理である。
【０１０３】
　携帯端末１０Ａにおいて、例えば、ユーザにより第３の情報読み取り処理の実行開始が
操作部１２に入力されたことをトリガとして、ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１５から読み出され
て適宜ＲＡＭ１３に展開された第３の情報読み取りプログラムと協働で、第３の情報読み
取り処理を実行する。



(15) JP 5548962 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

【０１０４】
　ステップＳ９１～Ｓ９６は、図４の第１の情報読み取り処理のステップＳ３１～Ｓ３６
と同様である。通知設定がなされている場合（ステップＳ９６；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は
、撮像部１９により物品に貼られた２次元コードを撮影して画像データを取得し、当該画
像データをデコードしてコード情報を取得する（ステップＳ９７）。ステップＳ９７にお
いて、ユーザは、物品に貼られた２次元コードを被写体として、携帯端末１０Ａを動かし
て撮像部１９の撮像方向を２次元コードに向け、操作部１２の撮影ボタンを押下入力し、
ＣＰＵ１１は、撮影ボタンを押下入力に応じて撮像部１９により２次元コードを撮影し画
像データを取得し、デコードする。
【０１０５】
　そして、ＣＰＵ１１は、ステップＳ９７で取得されたコード情報と一致する、記憶部１
７に記憶されたタグ位置情報テーブル６０のコード情報６２を検索する（ステップＳ９８
）。ステップＳ９９～Ｓ１０５は、図４の第１の情報読み取り処理のステップＳ３９～Ｓ
４５と同様である。
【０１０６】
　以上、本実施の形態によれば、携帯端末１０において、記憶部１７が、タグ位置情報テ
ーブル６０を記憶し、ＣＰＵ１１が、撮像部１９により撮像された２次元コードの画像デ
ータをデコードしてコード情報を取得し、タグ位置情報テーブル６０に記憶された物品識
別情報としてのコード情報６２から、前記取得されたコード情報を検索し、検索された場
合に、当該検索されたコード情報６２に対応するタグ位置情報６３を表示部１４の表示に
より通知させる。このため、物品に取り付けられたＲＦＩＤタグ３０の位置を示すタグ位
置情報をユーザに通知できる。
【０１０７】
　また、ＣＰＵ１１は、タグ位置情報を表示した後に、ＲＦＩＤリーダライタ部１８にＲ
ＦＩＤタグ３０に記憶された情報の読み取りを開始させる。このため、タグ位置情報をユ
ーザに通知した後に、効率よくＲＦＩＤタグ３０に記憶された情報の読み取りを行うこと
ができる。
【０１０８】
　また、ＣＰＵ１１は、物品に対応するコード情報と当該コード情報を含む２次元コード
の画像データとを生成し、当該生成した画像データにより２次元コードを印刷部２２に印
刷させ、操作部１２により入力されたタグ位置情報を前記生成されたコード情報に対応付
けて、タグ位置情報テーブル６０として記憶部１７に記憶する。このため、タグ位置情報
及び２次元コードのコード情報を容易に対応付けて記憶できる。
【０１０９】
　以上の説明では、本発明に係るプログラムのコンピュータ読み取り可能な媒体としてＲ
ＯＭ１５を使用した例を開示したが、この例に限定されない。
　その他のコンピュータ読み取り可能な媒体として、フラッシュメモリ等の不揮発性メモ
リ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬型記録媒体を適用することが可能である。
　また、本発明に係るプログラムのデータを通信回線を介して提供する媒体として、キャ
リアウエーブ（搬送波）も本発明に適用される。
【０１１０】
　なお、上記各実施の形態における記述は、本発明に係る携帯端末及びプログラムの一例
であり、これに限定されるものではない。
【０１１１】
　上記各実施の形態では、携帯端末１０，１０Ａが、ハンディターミナルである構成とし
たが、これに限定されるものではない。携帯端末としては、ＰＤＡ（Personal Digital A
ssistant）、携帯電話機、携帯パーソナルコンピュータ等、他の携帯端末を用いる構成と
してもよい。
【０１１２】
　また、上記各実施の形態では、ＲＦＩＤタグ３０に、ＲＦＩＤカード（非接触ＩＣカー
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ド）を含める。
【０１１３】
　また、上記各実施の形態では、タグ位置情報の通知を表示部１４の表示により行ったが
、これに限定されるものではない。例えば、携帯端末１０，１０Ａが音声出力部を有し、
タグ位置情報の通知を音声出力部の音声出力により行う構成としてもよい。
【０１１４】
　また、上記各実施の形態では、記憶部１７に、ユーザの操作入力に応じてタグ位置情報
及び画像データを作成し、タグ位置情報テーブル４０及び画像データベース５０や、タグ
位置情報テーブル６０として記憶する構成としたが、これに限定されるものではない。例
えば、ＲＦＩＤタグ３０が取り付けられている物品のメーカー、管理者等が、タグ位置情
報テーブル４０及び画像データベース５０や、タグ位置情報テーブル６０を作成してコン
ピュータに記憶する構成としてもよい。携帯端末１０，１０Ａは、無線通信部１６を介し
て、タグ位置情報テーブル４０及び画像データベース５０や、タグ位置情報テーブル６０
をメーカー等のコンピュータからダウンロードして記憶部１７に記憶する。
【０１１５】
　また、上記各実施の形態における携帯端末１０，１０Ａの各構成要素の細部構成及び細
部動作に関しては、本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能であることは
勿論である。
【０１１６】
　本発明の各実施の形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の各実施の形態に限定する
ものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
〔付記〕
＜請求項１＞
　ＲＦＩＤタグが取り付けられた物品を識別する物品識別情報と、当該ＲＦＩＤタグの位
置を示すタグ位置情報とを対応付けて記憶する記憶部と、
　物品を撮像する撮像部と、
　情報を通知する通知部と、
　前記記憶された物品識別情報から、前記撮像部により撮像された画像データの被写体に
対応する物品の物品識別情報を検索し、検索された場合に、当該検索された物品識別情報
に対応するタグ位置情報を前記通知部に通知させる制御部と、を備える携帯端末。
＜請求項２＞
　ＲＦＩＤタグに記憶された情報を読み取る読取部を備え、
　前記制御部は、前記タグ位置情報を前記通知部に通知させた後に、前記読取部にＲＦＩ
Ｄタグに記憶された情報の読み取りを開始させる請求項１に記載の携帯端末。
＜請求項３＞
　前記物品識別情報は、物品の画像データであり、
　前記制御部は、前記記憶部に記憶された画像データから、前記撮像部により撮像された
画像データの被写体に一致する物品の画像データを検索する請求項１又は２に記載の携帯
端末。
＜請求項４＞
　操作入力を受け付ける操作部を備え、
　前記制御部は、前記撮像部により撮像された物品の画像データを取得し、前記操作部に
より入力されたタグ位置情報を当該画像データに対応付けて前記記憶部に記憶する請求項
１から３のいずれか一項に記載の携帯端末。
＜請求項５＞
　前記物品識別情報は、物品を識別するマークの画像データであり、
　前記撮像部は、物品に付されたマークを撮像し、
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　前記制御部は、前記記憶部に記憶された画像データから、前記撮像部により撮像された
画像データの被写体に一致するマークの画像データを検索する請求項１又は２に記載の携
帯端末。
＜請求項６＞
　操作入力を受け付ける操作部と、
　画像データの画像を印刷する印刷部と、を備え、
　前記制御部は、物品に対応するマークの画像データを設定し、当該設定した画像データ
によりマークを前記印刷部に印刷させ、前記操作部により入力されたタグ位置情報を前記
設定された画像データに対応付けて前記記憶部に記憶する請求項５に記載の携帯端末。
＜請求項７＞
　前記物品識別情報は、物品を識別するシンボルのコード情報であり、
　前記撮像部は、物品に付されたシンボルを撮像し、
　前記制御部は、前記撮像部により撮像された画像データをデコードしてコード情報を取
得し、前記記憶部に記憶されたコード情報から、前記取得したコード情報を検索する請求
項１又は２に記載の携帯端末。
＜請求項８＞
　操作入力を受け付ける操作部と、
　画像データの画像を印刷する印刷部と、を備え、
　前記制御部は、物品に対応するコード情報と当該コード情報を含むシンボルの画像デー
タとを生成し、当該生成した画像データによりシンボルを前記印刷部に印刷させ、前記操
作部により入力されたタグ位置情報を前記生成されたコード情報に対応付けて前記記憶部
に記憶する請求項７に記載の携帯端末。
＜請求項９＞
　コンピュータを、
　ＲＦＩＤタグが取り付けられた物品を識別する物品識別情報と、当該ＲＦＩＤタグの位
置を示すタグ位置情報とを対応付けて記憶する記憶部、
　物品を撮像する撮像部、
　情報を通知する通知部、
　前記記憶された物品識別情報から、前記撮像部により撮像された画像データの被写体に
対応する物品の物品識別情報を検索し、検索された場合に、当該検索された物品識別情報
に対応するタグ位置情報を前記通知部に通知させる制御部、
として機能させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０１１７】
１０，１０Ａ　携帯端末
１１　ＣＰＵ
１２　操作部
１３　ＲＡＭ
１４　表示部
１５　ＲＯＭ
１６　無線通信部
１７　記憶部
１８　ＲＦＩＤリーダライタ部
１９　撮像部
２０　電源部
２１　バス
２２　印刷部
３０，３１　ＲＦＩＤタグ
２００　デジタルカメラ
２０１　シャッターボタン
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