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はじめに 
 
本書では、ご使用のバーコードリーダーをセットアップし、特定のアプリケー

ションの性能を 適化することについて説明します。デフォルトラベルを読み

取り、バーコードリーダーを工場出荷時の設定に戻すことができます。 
 
メニューラベル 
メニュー表のバーコードラベルを読み取り、リーダーを設定します。必要なオ

プションが設定されると、その設定は電源切断後もバーコードリーダーに残り

ます。表のレイアウトについては、図 0.01. で説明します。 
 
コマンド 
メニューラベルに加え、RS-232 経由でのコマンドによる設定が行えます。「開

始 (SET)」ラベルおよび「終了 (END)」ラベルを読み取らず、コマンドを直

接読み取ります。コマンドは直接実行され、オプションのように不揮発性メモ

リに保存されません。 
 

任意の設定

工場出荷時の設定

開始 （SET） ZZ _ZZ_
ソフトウェアブザーを有効にする W8 _W8_
ブザーを無効にする W0 _W0_
単音ブザー W1 _W1_
高 - 低ブザー W2 _W2_
低 - 高ブザー W3 _W3_
ブザー鳴動時間 50 ms W7 _W7_
ブザー鳴動時間 100 ms W4 _W4_
ブザー鳴動時間 200 ms W5 _W5_
ブザー鳴動時間 400 ms W6 _W6_

終了（END） ZZ _ZZ_

シリアルコマンド

Enter　モード

Save　モード

設定バーコードラベル

図　0.01　メニューラベル



第 0 章: はじめに 

TS05013 6 

 
メニューブックによる設定 
必要なオプションの設定は、次の手順に従ってください。 
・ 「開始 (SET)」 ラベルを読み取る 
・ 必要なオプションを読み取る 
・ 「終了 (END)」 ラベルを読み取る 
 
「終了 (END)」 ラベルの読み取り後、新しい設定が不揮発性メモリに保存さ

れます。 
 
迅速な設定のための推奨手順 
接続を確認後、ご使用のリーダーを設定します。 
 
・ 接続の確認 

リーダーを接続する前に、使用する装置の電源が切れていることを確認し

てください。データケーブルを接続後、装置およびリーダーの電源を入れ

ます。 
 
・ 1: リーダーを適切なデフォルトに設定する (第 1 章参照)。  

* 工場出荷時の設定となります。 
 
・ 2: インターフェースを 適化する (第 2 章参照)。 

* バーコード読み取りおよびデータ送信が可能になります。 
 
・ 3: 使用するバーコードタイプ用にリーダーを 適化する (第 3 章参照)。 

初に読み取りコードを設定し、次に各コードのオプションを設定します。 
* 選択したコードの読み取り、レングスとチェックデジットによるデータ

の確認および指定データの一部送信が可能になります。 
 
・ 4: アプリケーションに応じた文字列オプションを選択する (第 4 章参

照)。 
文字列オプションは、コード長の送信、大文字小文字変換、およびプリ 
フィックス、サフィックスを含みます。 
* 必要なフォーマットでデータを読み取り、送信することができます。 

 
・ 5: アプリケーションに応じた読み取りオプションを選択する (第 5 章参
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照)。 
読み取りオプションは、読み取りコード、読み取り時間、トリガ、および

読み取り照合回数に影響します。 
 
・ 6: アプリケーションに応じたインジケータオプションを選択する (第 6 

章参照)。 
インジケータオプションは、ブザーおよび読み取り確認 LED の動作に影

響します。 
* リーダーは、アプリケーションに 適化されて動作するようになります。 

 
図 0.02. を参照してください。 
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RS232 経由での設定 
メニューページの中央の列にコマンドが表示されています (例: U2)。これらの

コマンドを RS232 インターフェースでリーダーに送信することができます。

RS232 ポート経由での設定は、次の手順に従ってください。 
 
・ <ESC><Command string 1><CR> を送信する 
・ <ESC><Command string 2><CR> を送信する 
・ <ESC><Command string n><CR> を送信する 
・ <ESC><Z2><CR> を送信する 
 
<ESC> 
<ESC> は、ASCII エスケープキャラクタです (Hex 1B)。 
 
<Command string> 
<Command string> は、ASCII コマンドです。(例) <ESC>M41B<CR> は、Code 
39 のプリフィックスとして ASCII 制御コード <STX> を設定します。 
16 進形式の例: 
1B 4D 34 31 4B ØD 
各 3 キャラクタコマンドの前に「[」キャラクタ (Hex 5B) を付加します。(例) 
<Esc>[BCC<CR> は、Data Matrix を有効にするために使用されます。 
各 4 キャラクタコマンドの前に「]」キャラクタ (Hex 5D) を付加します。(例) 
<Esc>]DIAU<CR> は、自動接続を無効にするために使用されます。 
 
<CR>  
<CR> は、ASCII CR キャラクタです (Hex ØD)。 
 
<Z2> 
コマンド Z2 は、不揮発性メモリに設定を保存するために送信されます。尚、

通信速度 (ボーレート) 設定のように、コマンド Z2 を送信後に有効となるオ

プションがあります。ほとんどのオプションは、コマンド送信後に有効となり

ますが、電源を切ると設定は元に戻ります。設定を保持するためには、コマン

ド Z2 の送信が必要です。 
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下記はコマンドの使用例です。 
コマンド B  読み取り確認ブザーを鳴動する 
コマンド E  エラーブザーを鳴動する 
コマンド L  読み取り確認 LED のスイッチを ON にする 
コマンド Y  トリガ解除 
コマンド Z  リーダーをトリガする 
 
リーダーが各受信キャラクタを処理し、コマンドストリングを実行できるよう

に、キャラクタ間ディレイによって送信キャラクタの間隔を開けなければなり

ません。 
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1. デフォルト 
 
デフォルトオプションでは、以前の設定を取り消し、工場出荷時の設定に戻す

ことができます。工場出荷時の設定は太字で印刷されています。 
 
本書でも説明があるように、インターフェースの種別によって違いが生じるこ

とに注意してください。 
 
ご使用のハードウェアの「デフォルト」ラベルに対応した正しいデフォルト設

定のみを選択してください。 
 
サポートされるインターフェースは、リーダーのモデルおよびソフトウェアバ

ーションに依存します。 
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1. デフォルト設定 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
RS232 U2 _U2_ 
Serial TTL SS _SS_ 
AT wedge UB _UB_ 
USB SU _SU_ 
Bluetooth SO _SO_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2. インターフェース 
 
本章では、ご使用のリーダーの設定可能送信オプションについて説明します。

一部のオプションは、ご使用のリーダーに対応していない場合があります。対

応しないオプションでリーダーの設定を試みた場合、操作に影響はなく、通常

不正な設定入力を行ったことを知らせるエラー音を発します。 
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2.1.  RS232 オプション 
 
本項目では、RS232 インターフェースを持つリーダーに対応する特有のオプ

ションについて説明します。 
 
RS232 インターフェースを持つバーコードリーダーは、通常 DB9 のメスコネ

クタ付きで提供されています。コネクタには外部電源コネクタが付いています。

図 2.01. または図 2.02. を参照してください。 
 

図 2.01. RS232 オプション DB25       図 2.02. RS232 オプション DB9 

  
その他のコネクタおよび / または結線は、特別注文となります。 
 
バーコードリーダーから見たピン機能 
 
FG: 
フレームグラウンド: 通常ホストコンピュータの「筐体グラウンド」に接続さ

れます。RS232C の仕様では、FG の使用は任意です。 
 
TxD: 
転送データ: リーダーからホストへデータを送信します。この接続は必須です。 
 
RxD:  
受信データ: ホストからリーダーへのデータを受信します。この接続は、コマ

ンドをバーコードリーダーへ送信したい場合、または、ソフトウェアハンドシ

ェイクか確認制御を利用する場合に必要となります。 
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RTS: 
送信要求: ホストへの出力で、ハードウェアフロー制御に使用されます。この

接続は任意です。 
 
CTS: 
送信可能: バーコードリーダーへの入力で、ハードウェアフロー制御に使用さ

れます。この接続は任意です。 
 
SG: 
信号グラウンド: 電源供給およびインターフェース信号の基準点となります。

この接続は、必須です。 
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2.1.1 通信速度 (ボーレート) 設定 
 
通信速度 (ボーレート) は、リーダーからホストへおよびホストからリーダー

へビットが送信される速度です。リーダーおよびホストを同じ通信速度に設定

しなければなりません。 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
150 BPS K0 _K0_ 
300 BPS K1 _K1_ 
600 BPS K2 _K2_ 
1200 BPS K3 _K3_ 
2400 BPS K4 _K4_ 
4800 BPS K5 _K5_ 
9600 BPS K6 _K6_ 
19200 BPS K7 _K7_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
38400 BPS K8 _K8_ 
57600 BPS K9 _K9_ 
115200 BPS SZ _SZ_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
 

第 2 章: インターフェース 

TS05013 17 

 
2.1.2 データ、パリティ、ストップビット 
 
データキャラクタは、次のフォー       
マットでの転送が可能です。 
パリティビットを合わせたデー

タビットの 1 の総数が、奇数パ

リティは奇数、偶数パリティは偶

数となるように、キャラクタ毎に

パリティビットを付加します。図 
2.03. を参照してください。 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
7 データビット L0 _L0_ 
8 データビット L1 _L1_ 
パリティなし L2 _L2_ 
偶数 (EVEN) パリティ L3 _L3_ 
奇数 (ODD) パリティ L4 _L4_ 
1 ストップビット L5 _L5_ 
2 ストップビット L6 _L6_ 

終了 (END) ZZ _zz_ 

図 2.03. データ、パリティ、ストップビット 
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2.1.3 ハンドシェイク 
 
データフロー制御は、ハードウェア (Modem、Busy/Ready) またはソフトウェ

ア (XON/XOFF) のいずれかを使用することができます。さらに、ソフトウェ

アフロー制御として確認制御 (エラー応答を持つ ACK/NAK またはエラー応

答を持たない ACK/NAK) も使用可能です。フロー制御は、確認制御と併用す

る場合があります。ほとんどのリーダーが送信に使用する RS232C の電圧レベ

ルは、-10V (OFF) または +10V (ON) です。 
 
1. ハンドシェイクなし: 
ハンドシェイクを使用しない: データは、制御信号に関係なく送信されます。

このオプションは、選択したどのハンドシェイクオプションおよびフロー制御

オプションも取り消します。 
 
2. Busy/Ready: 
リーダーの RTS は、電源がリーダーに供給されるとすぐに ON となり、ホ

ストからデータを受信できる間は ON の状態を維持します。ホストは、リー

ダーからのデータを受信できる間はリーダーの CTS を ON にし続けます。

CTS が ON の間、リーダーはデータを送信することができます。一定の設定

時間内に CTS が OFF となった場合、リーダーはエラーを知らせるブザーと

共に送信を異常終了します。送信中同時にデータを受信できない場合、リーダ

ーは RTS を OFF にします。図 2.04. を参照してください。 
 

図 2.04. ハンドシェイク Busy/Ready 

  
 

 

 

第 2 章: インターフェース 

TS05013 19 

3. Modem モード: 
リーダーの RTS は、電源がリーダーに供給されるとすぐに OFF となります。

リーダーがホストへデータを送信したい場合、RTS は ON となります。ホス

トは、データ受信可能になると、CTS を ON にして応答します。CTS が ON 
の間、リーダーはデータを送信することができます。すべてのデータが送信さ

れると、リーダーは RTS を OFF にします。それに応じて、ホストはリーダ

ーの CTS を OFF にします。RTS が ON の間、一定の設定時間内に CTS ラ
インが ON にならない場合、エラーを知らせるブザーと共に送信を異常終了

します。図 2.05. を参照してください。 
 

図 2.05. ハンドシェイク Modem モード 

 
 

4. XON/XOFF 
リーダーは、XOFF (ASCII DC3, Hex 13) キャラクタをホストから受信するまで、

データを送信します。XON (ASCII DC1, Hex 11) キャラクタを受信した場合の

み、リーダーはデータの送信を続けます。 
  
5. ACK/NAK: 
データの送信完了後、リーダーはホストから次のいずれかの応答を待ちます。 
 
応答:「ACK」(ASCII: Hex Ø6 ) 
動作: リーダーは、読み取り確認ブザーと共に送信を完了します。 
 
応答:「NAK」(ASCII、Hex 15 ) 
動作: リーダーは、データを再送信します。 
 
応答:「DC1」(ASCII: Hex 11 ) 
動作: リーダーは、読み取り確認ブザーまたはエラーブザーなしで送信を完了
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します。 
 
応答:「None」 
動作: 1 秒以内に応答がない場合、リーダーはエラーブザーと共に送信を終了

します。 図 2.06. を参照してください。 
 
6. ACK/NAK NO RESPONSE:  
ACK/NAK モードとは異なり、100 ms 以内にホストからの応答がない場合、

リーダーは、ホストが正しくデータを受信したとみなします。 
 
応答:「ACK」(ASCII: Hex Ø6 ) 
動作: リーダーは、読み取り確認ブザーと共に送信を完了します。 
 
応答:「NAK」(ASCII: Hex 15 ) 
動作: リーダーは、データを再送信します。 
 
応答:「DC1」(ASCII: Hex 11 ) 
動作: リーダーは、読み取り確認ブザーまたはエラーブザーなしで送信を完了

します。 
 
応答:「None」 
動作: 100 ms 以内に応答がない場合、リーダーは読み取り確認ブザーと共に送

信を終了します。 図 2.07. を参照してください。 
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図 2.06. ハンドシェイク 
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2.1.3. ハンドシェイク 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ハンドシェイクなし P0 _P0_ 
Busy/Ready P1 _P1_ 
Modem P2 _P2_ 
XON/XOFF  ZG _ZG_ 
ACK/NAK  P3 _P3_ 
ACK/NAK NO RESPONSE  P4 _P4_ 
フロー制御タイムアウト  

無限 
I0 _I0_ 

フロー制御タイムアウト  

100 ms 
I1 _I1_ 

フロー制御タイムアウト  

200 ms 
I2 _I2_ 

フロー制御タイムアウト  

400 ms 
I3 _I3_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2.1.4. キャラクタ間ディレイ (RS232) 
 
キャラクタ間ディレイは、各キャラクタ送信後に設定可能な時間遅延を設けま

す。これは、接続したコンピュータまたはターミナルがフロー制御をサポート

していなく、受信データを処理できない場合に使用されます。 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ディレイなし KA _KA_ 
ディレイ 20 ms  KB _KB_ 
ディレイ 50 ms  KC _KC_ 
ディレイ 100 ms  KD _KD_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2.2. キーボードウェッジ / USB オプション 
 
本項目では、ウェッジまたは USB インターフェースを持つリーダーに関連す

るオプションについて説明します。 
 
・ キーボード言語 
・ 特殊オプション 
・ キャラクタ間ディレイ 
 
これらのオプションは相互に依存しているため、規定の順序で設定を行うこと

が重要になります。 
 
キーボードウェッジ動作モード: 
このモードは、PC ウェッジから起動中のコンピュータへの応答を有効または

無効にします。通常、キーボードはコンピュータへの応答を処理します。PC ウ
ェッジは、キーボードの状態を認識するために待機します。 
 
キーボードを使用する: 
キーボードが PC ウェッジ Y ケーブルに接続されている場合に、このモード

を使用してください。ウェッジは、コンピュータの起動時またはウェッジのア

イドル時は待機します。 
 
キーボードを使用しない: 
キーボードが PC ウェッジ Y ケーブルに接続されていない場合に、このモー

ドを使用してください。場合によっては、PC USB キーボードが接続されてい

る時のみこのモードが必要となります。このオプションが有効の場合、コンピ

ュータはウェッジをキーボードとして検出することができます。コンピュータ

がキーボードエラーを報告した場合、またはデータが何も表示されない場合は、

このオプションを試してください。PC の電源を OFF にし、10 秒後に PC の
電源を再び ON にします。キーボードが Y ケーブルに接続されている場合に

は、このオプションを有効にしないでください。 
 
ウェッジは、コンピュータからのすべてのコマンドに応答します。 
「キーボードを使用しない」オプションは、PC/AT ウェッジにのみサポート

されます。 
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2.2. キーボードウェッジ / USB オプション 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
キーボードを使用する KM _KM_ 
キーボードを使用しない KL _KL_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2.2.1. キーボード言語 
 
キーボードは、国や言語によっても異なります。例えば、QWERTY および 
AZERTY キーボードがあります。使用する PC と同一の言語を選択してくだ

さい。サポートされる言語は、リーダーのモデルおよびソフトウェアのバージ

ョンに依存します。現在サポートされている言語については、各営業所に確認

してください。 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
US KE _KE_ 
UK KV _KV_ 
German KG _KG_ 
French KI _KI_ 
Italian OW _OW_ 
Spanish KJ _KJ_ 
Portuguese PH _PH_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Swiss (French) PL _PL_ 
Swiss (German) PK _PK_ 
Dutch PI _PI_ 
Belgian PJ _PJ_ 
Swedish PD _PD_ 
Finnish PG _PG_ 
Danish KK _KK_ 
Norwegian PE _PE_ 
Japanese PM _PM_ 
Czech WF _WF_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2.2.2 特殊オプション 
 
本項目では、いくつかのキーボード特殊オプションについて説明します。 
 
Numpad を使用しない: 
リーダーは、数字データ送信時に、アルファベットキーパッド上の数字キーを

エミュレートします。 
 
Numpad を使用する: 
リーダーは、数字データ送信時に、数字キーパッドをエミュレートします。こ

のオプションを選択した場合には、NumLock を常に ON としなければなりま

せん。 
 
自動 NumLock モード: 
このオプションを選択した場合、バーコードリーダーは正しい NumLock 状態

を自動的に使用します。 
 
CapsLock モードなし: 
このオプションは、CAPSLOCK モードを取り消します。 
 
CapsLock モード: 
このオプションは、キーボードが通常 CapsLock モードの場合、データが正し

く表示されるようにします。送信後、キーボードは CapsLock モードに戻され

ます。 
 
自動 CapsLock モード: 
このオプションを選択した場合、CapsLock の状態に関係なく、送信データが

正しく表示されます。 
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2.2.2. 特殊オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Numpad を使用しない RN _RN_ 
Numpad を使用する RM _RM_ 
自動 NumLock モード /A _/A_ 
CapsLock モードなし 5Q _5Q_ 
CapsLock モード  8A _8A_ 
自動 CapsLock モード 2U _2U_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2.2.3 キャラクタ間ディレイ (ウェッジ / USB) 
 
キャラクタ間ディレイは、システムへのデータ送信速度を適応させるために使

用されます。送信速度が速すぎると、システムは全てのキャラクタを受信でき

ない場合があります。データが正しく受信されるまで、キャラクタ間ディレイ

を調整してください。 
 
実際のディレイ時間と同様にデフォルト値も、ターミナルタイプおよび選択し

た言語に依存します。 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ディレイなし LA _LA_ 
ディレイ = 1 LB _LB_ 
ディレイ = 2 LC _LC_ 
ディレイ = 3 LD _LD_ 
ディレイ = 4 LE _LE_ 
ディレイ = 5 LF _LF_ 
ディレイ = 6 LG _LG_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ディレイ = 7 LH _LH_ 
ディレイ = 8 LI _LI_ 
ディレイ = 9 LJ _LJ_ 
ディレイ = 10 LK _LK_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2.3. Bluetooth オプション 
 
この章では、Bluetooth クレードルおよびサードパーティの Bluetooth ドング

ルへの Bluetooth 接続設定について説明します。Bluetooth クレードルはリー

ダーの消費電力を 小限にし、作業時間および安全なデータ交換の可能性を

大限にすることができます。 
 
デフォルト Bluetooth 接続:   
デフォルトで、リーダーのクレードルへの接続を設定します。クレードルの底

の 12 キャラクタ Bluetooth アドレスラベルを読み取ってください。リーダー

は自動的にクレードルに接続し、自動的にピンコード、認証および暗号化を設

定します。 
 
RS232 クレードル接続: 
クレードルが RS232 経由でコンピュータに接続される場合、通信速度 (ボー

レート)、データビット、パリティおよびストップビットのような通信パラメ

ータは、バーコードリーダーを経由して設定されます。通信速度 (ボーレート) 
設定、データビット、パリティおよびストップビットについては、本章の 初

に説明したように該当する項で説明しています。 
 
USB クレードル接続: 
クレードルが USB 経由でコンピュータに接続される場合、クレードル用の

USB ドライバーがインストールされていなければなりません。クレードル用

の USB ドライバーは www.opticon.com からダウンロードすることができま

す。USB ドライバーは、コンピュータ上でシリアルポートをインストールし

ます。プラットフォームがない場合は、各営業所に確認してください。 
 
Bluetooth ドングル接続: 
サードパーティの Bluetooth ドングルを使用する場合、Bluetooth アドレス、

ピンコードおよびセキュリティオプションを手動で設定する必要があります。

Bluetooth アドレスの取得方法、ピンコードの設定方法、および安全な送信方

法については、ご使用の Bluetooth ドングルの取扱説明書を参照してください。

バーコードリーダーの設定にはこれらの情報が必要となります。Bluetooth ド
ングルのドライバーは、バーコードリーダーがデータ送信のために使用するコ

ンピュータ上で、シリアルポートをインストールします。 
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Opticon クレードルへの自動接続を有効にする: 
クレードル上の Bluetooth ラベルの読み取り後、リーダーはすぐに接続を確立

しようとします。 
 
Opticon クレードルへの自動接続を無効にする: 
クレードル上の Bluetooth ラベルの読み取り後、リーダーを手動で接続させる

必要があります。 
 
その他の Bluetooth デバイスへの接続: 
異なる Bluetooth デバイスに接続するためには、次の設定順序で適切なメニュ

ーラベルを読み取ってください。 
・ Bluetooth デバイスの設定 (必須) 
・ セキュリティ設定  (任意) 
・ ラベルの読み取り: 手動接続 (必須) 
 
Bluetooth オプション: 
リーダーにいくつかのオプション設定ができます。 
・ 接続の設定 (必須): トリガ接続または自動接続を選択する 
・ アドレスの選択 (必須) 
・ セキュリティ方式の選択 (任意) 
・ 省電力の設定 (任意) 
・ 記憶オプションの選択 (任意) 
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2.3.1. Bluetooth アドレス 
 
Bluetooth リーダーを他の Bluetooth デバイスに通信できるようにするために

は、デバイスの Bluetooth アドレスをリーダーに設定しなければなりません。 
Bluetooth アドレスは他のデバイス上にあります。たいていは、製品ラベルに 
12 桁の数字または 16 進数で表示されています。 
 
Opticon Bluetooth バーコードリーダーをサードパーティの Bluetooth ドング

ルに接続するための設定は、次の手順に従ってください。 
・ ステップ 1 - ドングルの MAC アドレスを取り込む 
・ ステップ 2 - リーダーをコンピュータに直接接続する設定をする 
・ ステップ 3 - リーダーにドングルの MAC アドレスを設定する 
・ ステップ 4 - Bluetooth モジュールへの接続を確立する 
 
手動接続および設定の例: 
(例) ステップ 1  
ドングルの Bluetooth マネジャーから、以下の情報が取り込まれます。 
Dongle make/type: MSI MS6967 
Bluetooth Address: 00 04 12 34 AF 56 
Secure Connection: Not Required. 
 
(例) ステップ 2 
・ 以下のコードを読み取る。 
    <開始 (SET)> 

< PC に接続する> 
 

(例) ステップ 3 
注: 同じメニューラベルを再度読み取る場合、リーダーをメニューブックから

約 1 秒間離す必要があります。 
・ 本章から読み取る。 

< Bluetooth アドレス設定開始> 
・ 『4.3.3. 直接数字入力』の章から読み取る。 

<0> 
リーダーをメニューブックから離す 
<0> 

第 2 章: インターフェース 

TS05013 35 

リーダーをメニューブックから離す 
<0> 
<4><1><2><3><4> 

・ 『4.3.4. 直接アルファベット大文字入力』の章から読み取る。 
<A><F> 

・ 『4.3.3. 直接数字入力』の章から読み取る。 
<5><6> 

・ 本章から読み取る。 
< Bluetooth アドレス設定終了> 
<終了 (END)> 

 
(例) ステップ 4 
・ コマンドラベルを読み取る。 

<手動接続> 
 
接続および切断のコマンド: 
Bluetooth アドレスがすでに設定されている場合、以下のコマンドラベルを使

用してリーダーを手動で接続または切断することができます。 
・ 接続: <手動接続> 
・ 切断: <手動切断> 
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2.3.1. Bluetooth アドレス 

2.3.1. Bluetooth アドレスコマンド 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
手動切断 +-DISC-+ _+-DISC-+_
手動接続 +-CONN-+ _+-CONN-+_
終了 (END) ZZ _ZZ_ 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Bluetooth アドレス 

設定開始  
BDAS _BDAS_ 

Bluetooth アドレス 

設定終了 
BDAE _BDAE_ 

自動接続を無効にする DIAU _DIAU_ 
自動接続を有効にする ENAU _ENAU_ 
PC に接続する CNPC _CNPC_ 
クレードルに接続する CNCR _CNCR_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2.3.2. Bluetooth セキュリティ 
 
追加のセキュリティ接続を備えるために、Bluetooth 仕様で特別なセキュリテ

ィ設定をすることができ、接続を確立するために PIN コードがバーコードリ

ーダーから要求されます。 
 
「保護された」接続を使用 
「保護された」接続を使用したい場合は、 
・ 「認証を有効にする」ラベルを読み取る 
・ PIN コードラベルを読み取る。PIN コードは、 1 から 16 キャラクタの 1 

コードである。任意の個人的な組み合わせのアルファベット - 数字キャラ

クタを使用することができる。『4. 文字列オプション』の章の『直接 (数
字) アルファベット大文字入力』を参照。 

・ ホスト上で認証を有効にする 
・ 暗号化が必要な場合、「暗号化を有効にする」ラベルを読み取る 
 
「保護されていない」接続を使用 
「保護されていない」接続を使用したい場合は、 
・ 「認証を無効にする」ラベルを読み取る 
・ ホスト上で認証を無効にする 
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2.3.2. Bluetooth セキュリティ 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
PIN コードラベルを 

設定する 
PINS _PINS_ 

PIN コードラベルを 

終了する 
PINE _PINE_ 

対応しない場合認証 AUTO _AUTO_ 
認証を無効にする AUTD _AUTD_ 
認証を有効にする AUTE _AUTE_ 
暗号化を無効にする ENCD _ENCD_ 
暗号化を有効にする ENCE _ENCE_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2.3.3. トリガ接続オプション 
 
接続のためのトリガスイッチ押下時間: 
トリガスイッチ押下後に、リーダーが接続を確立するのに必要な時間です。 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
無効 PC00 _PC00_ 
1 秒  PC01 _PC01_ 
2 秒  PC02 _PC02_ 
3 秒  PC03 _PC03_ 
4 秒  PC04 _PC04_ 
5 秒  PC05 _PC05_ 
6 秒  PC06 _PC06_ 
7 秒  PC07 _PC07_ 
8 秒  PC08 _PC08_ 
9 秒  PC09 _PC09_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2.3.4. トリガ切断オプション 
 
切断のためのトリガスイッチ押下時間: 
トリガスイッチ押下後に、リーダーが切断するのに必要な時間です。 

開始 (SET) ZZ _ZZ_
無効 PD00 _PD00_
1 秒  PD01 _PD01_ 
2 秒  PD02 _PD02_ 
3 秒  PD03 _PD03_ 
4 秒  PD04 _PD04_ 
5 秒  PD05 _PD05_ 
6 秒  PD06 _PD06_ 
7 秒  PD07 _PD07_ 
8 秒  PD08 _PD08_ 
9 秒  PD09 _PD09_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_
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2.3.5. 自動切断オプション 
 
自動切断: 
リーダーのアイドル時間が設定時間を超える場合に切断します。本オプション

の目的は、省電力です。 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
無効 AD00 _AD00_ 
10 分  AD01 _AD01_ 
20 分  AD02 _AD02_ 
30 分  AD03 _AD03_ 
40 分  AD04 _AD04_ 
50 分  AD05 _AD05_ 
60 分  AD06 _AD06_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2.3.6. 自動再接続オプション 
 
自動再接続: 
リーダーが、範囲外にあるまたは Bluetooth デバイスが利用できないことによ

って切断された場合、リーダーは設定時間内に接続を確立しようとします。設

定時間が切れた場合、リーダーは接続の確立を中止します。リーダーは、「手

動で切断する」ラベル読み取り後、または自動切断後は再接続しません。 

第 2 章: インターフェース 

TS05013 43 

2.3.6. 自動再接続オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
無効 CA00 _CA00_ 
1 分   CA01 _CA01_ 
2 分   CA02 _CA02_ 
3 分   CA03 _CA03_ 
4 分   CA04 _CA04_ 
5 分   CA05 _CA05_ 
6 分   CA06 _CA06_ 
7 分   CA07 _CA07_ 
8 分   CA08 _CA08_ 
9 分   CA09 _CA09_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2.3.7. Bluetooth 省電力 
 
アクティベーションレベル: 
消費電力を削減するために、リーダーのアクティビティレートを設定すること

ができます。デフォルト設定は「アクティブ」です。「アクティブ」とは、リ

ーダーが継続して通信をチェックすることです。一定の時間にレベルを設定す

ることにより、リーダーはアクティビティを減らし、通信のチェックを設定時

間間隔でのみ実行します。 
 
自動切断: 
『2.3.5. 自動切断オプション』『2.3.6. 自動再接続オプション』の章で説明した

ように、自動切断の設定によっても消費電力を削減することができます。 
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2.3.7. Bluetooth 省電力 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Level 0 LV00 _LV00_ 
Level 1 300 slots, 

187.5ms 
LV01 _LV01_ 

Level 2 500 slots, 

312.5ms 
LV02 _LV02_ 

Level 3 700 slots, 

437.0ms 
LV03 _LV03_ 

Level 4 900 slots, 

562.5ms 
LV04 _LV04_ 

Level 5 1100 slots, 

687.5ms 
LV05 _LV05_ 

Level 6 1300 slots, 

812.5ms 
LV06 _LV06_ 

Level 7 1500 slots, 

937.5ms 
LV07 _LV07_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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2.3.8. 記憶 
 
記憶オプションでは、バーコードリーダーの接続が切断された場合に、バーコ

ードデータを一時的に保存することができます。リーダーが再接続するとすぐ

に、一時的に保存されたデータはコンピュータに送信され、記憶域はクリアさ

れます。 
データは RAM に保存されます。バッテリーが消耗している、または取り外

されている場合、データは失われます。 
 
以下の場合、バーコードリーダーは自動的に切断されます。 
・ バーコードリーダーが通信圏外にある (クレードルから遠すぎる)。 
・ クレードルからの電源供給が消失している。 
 
データの記憶無効: 
接続が切れた場合、バーコードデータは自動的に保存されません。データの記

憶は「記憶の開始 / 継続」オプションを読み取ることで、手動で開始できま

す。 
 
データの記憶有効: 
接続が切れた場合でも、バーコードデータは自動的に保存されます。 
 
切断後に記憶する: 
バーコードリーダーの接続が切れた場合に、データは一時的に保存されます。

「+－DISC－+」ラベルが読み取られた時、または Bluetooth アドレスが変更

された時には記憶を中止します。 
 
接続していない場合常に記憶する: 
バーコードリーダーが接続されていない場合、データは常に一時的に保存され

ます。 
 
制御ラベルを記憶する: 
次のオプションは、「開始 (SET)」ラベルおよび「終了 (END)」ラベルを読み

取らずに使用しなくてはなりません。これらのオプションは、記憶モードを手

動で制御するためのオプションです。 
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記憶の開始 / 継続: 
手動で記憶を開始します。記憶されたデータがあった場合は記憶し続けます。  
 
記憶の終了 / 中断: 
手動で記憶を中止します。「記憶の開始 / 継続」オプションを読み取ることで

記憶を続行させることができます。 
 
全記憶データをクリアする: 
記憶したすべてのデータを削除し、記憶域はクリアになります。 
 
記憶用メモリの容量はリーダーに依存します。(12kB) 
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2.3.8. 記憶 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
データの記憶無効 DTMD _DTMD_ 
データの記憶有効 DTME _DTME_ 
切断後に記憶する BM0 _BM0_ 
接続していない場合常に

記憶する 
BM1 _BM1_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
 
2.3.8. 記憶コマンド 
 

全記憶データ

をクリアする 
+-MCLR-+ _+-MCLR-+_

記 憶 の 開 始 

/ 継続 
+-MSTR-+ _+-MSTR-+_

記 憶 の 終 了 

/ 中断 
+-MSTP-+ _+-MSTP-+_
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3. コードオプション 
 
本章のメニューオプションでは、以下の選択ができます。 
 
・ 読み取り可能なバーコードタイプ 
・ バーコード読み取りの桁数 
・ バーコード特有オプション 
 

第 3 章: コードオプション 

TS05013 51 

 
3.1. 読み取りコードの設定 
 
読み取りコードの設定オプションは、メニューラベルの読み取りに影響を与え

ません。単独読み取り許可設定および読み取り許可設定によって、必要なバー

コードタイプを選択することができます。 
 
必要なコードのみを選択することを、強くお奨めします。 
必要なコードのみを選択する利点は以下のようになります。 
 
・ 高速読み取り 
・ 無用なバーコードの読み取り防止 
・ 読み取りエラーの可能性の軽減 
 
一部のバーコードは、元となるバーコードタイプを変換または特殊変形したも

のです。次の図は、バーコードタイプの関係を図示しています。図 3.01. を参

照してください。 
 
例: 
Italian Pharmaceutical タイプのバーコードを読み取るには、Code 39 を許可し、

「コード 39 オプション」から「Italian Pharmaceutical」オプションを選択しま

す。 
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3.1.1. 単独読み取り許可設定 
 
単独読み取り許可設定オプションでは、リーダーが 1 つのバーコードタイプ

のみを読み取るように設定することができます。「Code 39 のみ」を選択した

場合、ほかのコードは読み取りません。 
 
例:  
Code 39 のみを読み取りたい場合、「Code 39 のみ」オプションを読み取りま

す。図 3.02. を参照してください。 
 

 

 
例:  
読み取りコードを設定するために、関係表に図示された特殊コードの一つ、例

えば EAN128 のみを読み取りたい場合、「Code 128 のみ」オプションを読み

取り、次に「Code 128 オプション」から「EAN-128 のみ許可」を読み取りま

す。図 3.03. を参照してください。 
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3.1.1. 単独読み取り許可設定 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
アドオンを除く全コード A0 _A0_ 
全 UPC および EAN コ 

ードのみ 
J0 _J0_ 

UPC のみ J1 _J1_ 
UPC アドオン 2 桁のみ J2 _J2_ 
UPC アドオン 5 桁のみ J3 _J3_ 
EAN のみ J4 _J4_ 
EAN アドオン 2 桁のみ J5 _J5_ 
EAN アドオン 5 桁のみ J6 _J6_ 
Code39 のみ A2 _A2_ 
Tri-Optic のみ JD _JD_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 



第 3 章: コードオプション 

TS05013 54 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Codabar のみ A3 _A3_ 
Industrial 2of5 のみ J7 _J7_ 
Interleaved 2of5 のみ J8 _J8_ 
S-Code のみ RA _RA_ 
Matrix 2of5 のみ AB _AB_ 
Chinese Post Matrix 2of5 

のみ 
JE _JE_ 

Korean Postal Authority 

code のみ 
JL _JL_ 

IATA のみ A4 _A4_ 
MSI/Plessey のみ A7 _A7_ 
Telepen のみ A9 _A9_ 
UK/Plessey のみ A1 _A1_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
CODE 128 のみ A6 _A6_ 
CODE 93 のみ A5 _A5_ 
Code 11 のみ BLB _BLB_ 
RSS-14 のみ J9 _J9_ 
RSS-Limited のみ JJ _JJ_ 
RSS-expanded のみ JK _JK_ 
DataMatrix ECC000-140  

のみ 
BG2 _BG2_ 

DataMatrix ECC200 のみ BC0 _BC0_ 
Aztec のみ BC5 _BC5_ 
Aztec runes のみ BF4 _BF4_ 
QR Code のみ BC1 _BC1_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Maxicode のみ BC2 _BC2_ 
PDF417 のみ BC3 _BC3_ 
MicroPDF417 のみ BC4 _BC4_ 
全 1D コードのみ許可 BCA _BCA_ 
全 2D コードのみ許可 BCB _BCB_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.1.2. 読み取り許可設定  
 
読み取り許可設定オプションでは、リーダーが多くのバーコードタイプを読み

取るように設定、または追加バーコードタイプを簡単に許可することができま

す。 
 
例: 
Code 39 および Code 128 のみを読み取りたい場合、「Code 39 のみ」および

「Code 128 許可」を読み取ります。他の方法として、「全て禁止」「Code 39 許

可」および「Code 128 許可」を読み取ることもできます。図 3.04. を参照して

ください。 

 
 
例: 
すでに設定したものに追加して Codabar を許可したい場合は、「Codabar 許可」

を読み取ります。図 3.05. を参照してください。 
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3.1.2. 読み取り許可設定 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
アドオンを除く全コード A0 _A0_ 
UPC 許可 R1 _R1_ 
UPC アドオン 2 桁許可 R2 _R2_ 
UPC アドオン 5 桁許可 R3 _R3_ 
EAN 許可 R4 _R4_ 
EAN アドオン 2 桁許可 R5 _R5_ 
EAN アドオン 5 桁許可 R6 _R6_ 
Code 39 許可 B2 _B2_ 
Tri-Optic 許可 JZ _JZ_ 
Codabar 許可 B3 _B3_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Industrial 2of5 許可 R7 _R7_ 
Interleaved 2of5 許可 R8 _R8_ 
S-Code 許可 R9 _R9_ 
Matrix 2of5 許可 BB _BB_ 
Chinese Post Matrix 2of5

許可 
JS _JS_ 

Korean Postal Authority 

code 許可 
WH _WH_ 

IATA 許可 B4 _B4_ 
MSI/Plessey 許可 B7 _B7_ 
Telepen 許可 B9 _B9_ 
UK/Plessey 許可 B1 _B1_ 
Code 128 許可 B6 _B6_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Code 93 許可 B5 _B5_ 
Code 11 許可 BLC _BLC_ 
RSS-14 許可 JX _JX_ 
RSS-limited 許可 JY _JY_ 
RSS-expanded 許可 DR _DR_ 
DataMatrix ECC000-140 許

可 
BG0 _BG0_ 

DataMatrix ECC200 許可 BCC _BCC_ 
Aztec 許可 BCH _BCH_ 
Aztec runes 許可 BF2 _BF2_ 
QR Code 許可 BCD _BCD_ 
Maxicode 許可 BCE _BCE_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
PDF417 許可 BCF _BCF_ 
MicroPDF417 許可 BCG _BCG_ 
全 1D コード 許可 BCM _BCM_ 
全 2D コード 許可 BCN _BCN_ 
全て禁止 B0 _B0_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.2. 桁数の設定 
 
既知の長さのバーコードを読み取る場合、リーダーを桁数固定に設定すること

をお奨めします。桁数固定は 2 つまで設定できます。リーダーは桁数固定を

使用して、読み取りラベルが正しい長さかを照合し、指定された長さではない

ラベルをすべて拒否します。桁数固定設定の利点は、部分読み取りに対して十

分なセキュリティが備えられていない Interleaved 2of5 のような、ラベルの短

い走査に対して保護を行うことです。長さチェックはラベルデータ上で行われ、

「ST/SP を転送する 」「ST/SP を転送しない」または「CD を転送する」「CD 
を転送しない」のようなオプションによって影響されません。また、桁数の設

定が、EAN-13 のような固定長コードや PDF417 および Data Matrix などの 
2D シンボロジーに影響を与えることはありません。 
 
以下のオプションが有効です。 
 
全コードの桁数固定 OFF: 
このオプションは、桁数固定チェックをキャンセルします。 
 
全コードの桁数固定 ON: 
このオプションは、桁数固定チェックを有効にします。すべての可変長コード

に影響を与える 2 つの桁数固定がプログラムされます。次のラベルを読み取

り設定します。 
<開始 (SET)> 
<桁固定データをクリア後に入力を開始する> 必要な長さを持つバーコード、

必要な長さを持つ第 2 のバーコード (これは第 1 のバーコードと同じ場合

がある) 
<終了 (END) > 
 
図 3.06. を参照してください。 
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それぞれのオプションの読み取り後、必要な長さを持つバーコードラベルを読

み取ることにより、桁数固定の設定または選択されたシンボロジーの 小長お

よび 大長を設定することができます。異なる機能を組み合わせる場合があり、

以下のように使用します。 
 

・ 桁数固定チェックが行われるラベルの場合、 小長および 大長はチェッ

クされない。 
・ 桁数固定チェックが行われないラベルの場合、 小長および 大長はチェ

ックされる。 
 
オプションの読み取り後、「終了 (END)」ラベルを読み取ることにより、機能

が無効になるかそのオプションが初期値にリセットされます。初期値は以下の

ようになります。 
 

・ 固定: 無効。従って、桁数固定チェックを行わない。 
・ 小: 図 3.07. を参照 (2of5 バーコードタイプの 小長は、自由に変更で

きない)。 
・ 大: 無効。従って、 大長 

チェックを行わない ( 大長は、

リーダーに依存する)。 
 

図 3.07. を参照してください。 
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選択コードの桁数固定 ON: 
このオプションは異なるバーコードタイプの桁数固定チェックを有効とし、読

み取ったバーコードタイプのみに影響を与えます。設定できる桁数固定の数は、

リーダーに依存します。 
 
<開始 (SET)> 
<選択コードの桁数固定 ON> 
必要なタイプおよび長さのバーコードを読み取る 
<終了 (END)> 
 
例: 
図 3.08. に、2 例を図示します。 初の例は、Code 39 ラベルのみ 6 キャラ

クタ長のチェックが行われます。その他のすべてのバーコードタイプでは、桁

数固定チェックは行われません。第 2 の例は、Code 39 ラベルに 6 キャラク

タ長チェック、Interleaved 2of5 ラベルには 12 キャラクタ長チェックが行われ

ます。これは、Industrial 2of5、Matrix 2of5 および S- Code に対しても 12 キ
ャラクタの桁数固定チェックが行われることを意味します。その他すべてのバ

ーコードタイプでは、桁数固定チェックは行われません。図 3.08. を参照して

ください。 
 

 

第 3 章: コードオプション 

TS05013 65 

 

選択コードの 小長: 
このオプションは、デフォルト 小長の表を変更します。設定できる 小長の

数は、リーダーに依存します。次のラベルを読み取り設定します。 
<開始 (SET)> 
<選択コードの 小長> 
必要なタイプおよび長さのバーコードを読み取る 
<終了 (END)> 
 
例: 
図 3.09. に、2 例を図示します。 初の例は、Code 39 ラベルのみ 2 キャラ

クタの 小長チェックが行われます。その他のバーコードタイプでは、図 3.09. 
で示す 小長のチェックが行われます。 
第 2 の例は、Code 39 ラベルに 2 キャラクタの 小長チェック、Interleaved 
2of5 ラベルには 4 キャラクタの 小長チェックが行われます。これはまた、

Industrial 2of5、Matrix 2of5 および S- Code に対しても 4 キャラクタの 小長

チェックが行われることを意味します。その他のバーコードタイプでは図 
3.09. で示す 小長のチェックが行われます。 
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選択コードの 大長: 
このオプションは、 大長のチェックを有効とします。設定できる 大長の数

は、リーダーに依存します。次のラベルを読み取り設定します。 
<開始 (SET)> 
<選択コードの 大長> 
必要なタイプおよび長さのバーコードを読み取る 
<終了 (END)> 
 
例: 
図 3.10. に、2 例を図示します。 初の例は、Code 39 ラベルのみ 12 キャラ

クタの 大長チェックが行われます。その他のバーコードタイプでは、 大長

チェックは行われません。第 2 の例は、Code 39 ラベルに 12 キャラクタの

大長チェック、Interleaved 2of5 ラベルには 14 キャラクタの 大長チェック

が行われます。これはまた、Industrial 2of5、Matrix 2of5 および S- Code に対

しても 14 キャラクタの 大長チェックが行われることを意味します。その他

のバーコードタイプでは、 大長チェックは行われません。図 3.10. を参照し

てください。 
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3.2 桁数の設定 

 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
全コードの桁数固定 OFF H0 _H0_ 
全コードの桁数固定 ON H1 _H1_ 
選択コードの桁数固定 ON HK _HK_ 
選択コードの最小長 HL _HL_ 
選択コードの最大長 HM _HM_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3. 各コードオプションの設定 
 

各コードオプションでは、以下の設定ができます。 

・ 読み取りコード設定の関係表 (図 3.01.) にある EAN-128 などのコードの

変形および変換を有効および無効にする。 

・ チェックデジット計算のようなデータ検証。チェックデジットは、ほかの

データキャラクタから計算された値であり、通常バーコードの 後のデー

タキャラクタである。 

・ チェックデジットおよび / またはスタート / ストップキャラクタの削除

のような、データ文字列の事前編集。 

よく用いられるオプションは次の通りです。 

 

CD を計算する: 

このオプションは、チェックデジットの計算を有効とします。 

計算されたチェックデジットがバーコード上のチェックデジットと一致しな

い場合、バーコードは無視されます。チェックデジットの使用は、バーコード

の安全性を非常に高めます。 

 

CD を計算しない: 

このオプションは、チェックデジットの計算を無効とします。バーコードがチ

ェックデジットを含まない場合、または、無効なチェックデジットを含んでい

る場合に必要となります。 

 

CD を転送する: 

このオプションは、データキャラクタと共にチェックデジットの送信を有効と

します。チェックデジット計算が無効となっている場合、バーコードスキャナ

は (有効な) チェックデジットとデータキャラクタとの区別が出来ません。そ

のため、チェックデジットを構成するキャラクタを含めたラベルの全データキ
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ャラクタを送信します。 

 

CD を転送しない: 

このオプションは、チェックデジットの送信を無効とします。チェックデジッ

ト計算が無効となっている場合、バーコードスキャナは (有効な) チェックデ

ジットとデータキャラクタとの区別が出来ません。そのため、バーコードタイ

プのチェックデジットを構成するキャラクタを除いたラベルの全データキャ

ラクタを送信します。 

 

ST/SP を転送する: 

このオプションは、バーコードのスタートおよびストップキャラクタの送信を

有効とします。 

 

ST/SP を転送しない: 

このオプションは、バーコードのスタートおよびストップキャラクタの送信を

無効とします。図 3.11. は 下記のキャラクタを持つ Code 39 ラベルの送信オ

プションの結果を要約したものです。 

・ スタートおよびストップキャラクタ「*」 

・ データキャラクタ「1 2 3 4 5 6」 

・ または、データキャラクタ「1 2 3 4 5」およびチェックデジット「6」 

 

注: Code 39 仕様では、「6」はこのラベルの有効なチェックデジットではあり

ません。そのため、ラベルを受け付けるためには、チェックデジット計算を無

効としなければなりません。図 3.11. を参照してください。 
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3.3.1. UPC-A  

 

UPC-A シンボロジーは、11 桁のデータ、1 桁のチェックデジット、および印

刷不可能なスタート / ストップキャラクタをエンコードする固定長シンボロ

ジーです。次のキャラクタをサポートします。 

・ 0 ～ 9 の数字 

 

任意の先頭ゼロは、データおよびチェックデジットと共に EAN-13 フォーマッ

トとの互換性のある 13 桁フィールドを形成し、送信することができます。文

字列フォーマットについては、図 3.12. を参照してください。 

 

UPC-A アドオン 2 桁 / 5 桁: 

UPC-A アドオン 2 桁 / 5 桁シンボロジーは、UPC-A シンボロジーに 2 桁ま

たは 5 桁コードを付加したものです。文字列フォーマットについては、図 

3.13. を参照してください。 

 

   

 

UPC-A のオプション: 

・ 先頭ゼロの転送を無効にする 

・ チェックデジットの転送を無効にする 
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3.3.1. UPC-A オプション 

 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
UPC-A 、先頭  0 なし、

CD を転送する 
E3 _E3_ 

UPC-A 、先頭  0 なし、

CD を転送しない 
E5 _E5_ 

UPC-A 、先頭  0 あり、

CD を転送する 
E2 _E2_ 

UPC-A 、先頭  0 あり、

CD を転送しない 
E4 _E4_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.2. UPC-E  

 

UPC-E シンボロジーは、6 桁のデータ、1 桁のチェックデジット、および印

刷不可能なスタート / ストップキャラクタをエンコードする固定長シンボロ

ジーです。次のキャラクタをサポートします。 

・ 0 ～ 9 の数字 

 

任意の先頭桁は、データおよびチェックデジットと共に EAN-8 フォーマット

との互換性のある 8 桁フィールドを形成し、送信することができます。文字

列フォーマットについては、図 3.14. を参照してください。 

 

UPC-E アドオン 2 桁 / 5 桁: 

UPC-E アドオン 2 桁 / 5 桁は、UPC-E シンボロジーに 2 桁または 5 桁コー

ドを付加したものです。文字列フォーマットについては、図 3.15. を参照して

ください。 

 

   

 

UPC-E のオプション: 

・ UPC-E1 を有効にする 

・ 先頭ゼロの転送を有効にする 

・ チェックデジットの転送を無効にする 

・ UPC-E を UPC-A として転送する 
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UPC-E を UPC-A として転送する: 

このオプションを有効とした場合、UPC-E ラベルは UPC-A フォーマットで

送信されます。 

 

3.3.2. UPC-E オプション 

 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
UPC-E 、先頭  0 なし、

CD を転送する 
E7 _E7_ 

UPC-E 、先頭  0 なし、

CD を転送しない 
E9 _E9_ 

UPC-E 、先頭  0 あり、

CD を転送する 
E6 _E6_ 

UPC-E 、先頭  0 あり、

CD を転送しない 
E8 _E8_ 

UPC-E1 を無効にする KP _KP_ 
UPC-E1 を有効にする KQ _KQ_ 
UPC-E のまま転送する 6Q _6Q_ 
UPC-E を CPU-A として

転送する 
6P _6P_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.3. EAN-13 および EAN-8 

 

EAN-13: 

EAN-13 シンボロジーは、12 桁のデータ、1 桁のチェックデジット、および

印刷不可能なスタート / ストップキャラクタをエンコードする固定長シンボ

ロジーです。次のキャラクタをサポートします。 

・ 0 ～ 9 の数字 

 

データは、ISBN、ISSN または ISMN フォーマットに変換されることがあり

ます。文字列フォーマットについては、図 3.16. を参照してください。 

 

EAN-13 アドオン 2 桁 / 5 桁: 

EAN-13 アドオン 2 桁 / 5 桁は、EAN-13 シンボロジーに 2 桁または 5 桁コ

ードを付加したものです。文字列フォーマットについては、図 3.17. を参照し

てください。 

 

   

 

EAN-8: 

EAN-8 シンボロジーは、7 桁のデータ、1 桁のチェックデジット、および印

刷不可能なスタート / ストップキャラクタをエンコードする固定長シンボロ

ジーです。次のキャラクタをサポートします。 

・ 0 ～ 9 の数字 

文字列フォーマットについては、図 3.18. を参照してください。 
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EAN-8 アドオン 2 桁 / 5 桁: 

EAN-8 アドオン 2 桁 / 5 桁は、EAN-8 シンボロジーに 2 桁または 5 桁コー

ドを付加したものです。文字列フォーマットについては、図 3.19. を参照して

ください。 

 

   

 

EAN のオプション: 

・ チェックデジットの転送を無効にする 

・ ISBN、ISSN または ISMN 変換を有効にする 

  

ISBN、ISSN または ISMN 変換を有効にする: 

このオプションが有効の場合、EAN-13 ラベルは正しいフォーマットかを確認

され、10 桁の ISBN 数、8 桁の ISSN 数として送信されます。ISMN の場合、

キャラクタ M が送信され、9 桁が続きます。これら変換のサポートは、リー

ダーに依存します。 
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3.3.3. EAN-13 および EAN-8 オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
EAN-13 CD を転送しない 6J _6J_ 
EAN-13 CD を転送する 6K _6K_ 
EAN-8 CD を転送しない 6H _6H_ 
EAN-8 CD を転送する 6I _6I_ 
ISBN 変換を無効にする IB _IB_ 
ISBN 変換を有効にする IA _IA_ 
可能な場合 ISBN を有効

にする 
IK _IK_ 

ISNN 変換を無効にする HN _HN_ 
ISNN 変換を有効にする HO _HO_ 
可能な場合 ISNN を有効

にする 
4V _4V_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ISMN 変換を無効にする IO _IO_ 
ISMN 変換を有効にする IP _IP_ 
可能な場合 ISMN を有効

にする 
IQ _IQ_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.4 Code 39 および It. Pharm  
 
Code 39: 
Code 39 は、任意のチェックデジットおよび印刷可能なスタート / ストップキ

ャラクタを持つ可変長シンボロジーです。次のキャラクタをサポートします。 
・ 0 ～ 9 の数字 
・ 大文字 A ～ Z  
・ － . $ / + % スペース 
・ スタート / ストップキャラクタは「*」 
 
データキャラクタ数値のモジュラス 43 でチェックサムを計算します。Full 
ASCII モードでは、すべての 128 ASCII キャラクタをサポートします。これ

は、+、%、$、または / の 1 キャラクタとアルファベットキャラクタ (A ～ Z) 
の 1 キャラクタとの組み合わせになります。文字列フォーマットについては、

図 3.20. を参照してください。 
 
Italian Pharmaceutical: 
このモードでは、Code 39 データを Italian Pharmaceutical フォーマットに変換

します。このフォーマットは、8 桁数値データの後に 1 桁の必須チェックデ

ジットを含む固定長を持ちます。任意の先頭「A」を送信することができます。

文字列フォーマットについては、図 3.21. を参照してください。 
 

   

 

Code 39 のオプション: 
・ full ASCII の変換を有効にする 
・ Italian Pharmaceutical の変換を有効にする 
・ チェックデジットを有効にする 
・ チェックデジットの転送を無効にする 
・ スタート / ストップの転送を有効にする 
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・ Italian Pharmaceutical の先頭 A を有効にする 
・ データキャラクタの 小数の選択 
 
標準 Code 39: 
このモードでは、デコードされたデータキャラクタをさらに変換させることな

く送信します。 
 
Full ASCII Code 39: 
このモードでは、デコードされたデータキャラクタを Full ASCII Code 39 に変

換します。 
 
可能な場合 Full ASCII Code 39: 
このモードでは、デコードされたデータキャラクタを Full ASCII Code 39 に変

換します。正しくない組み合わせは変換されずに、そのまま送信されます。 
 
Italian Pharmaceutical のみ:  
このモードでは、デコードされたデータキャラクタを Italian Pharmaceutical フ
ォーマットに変換します。データが Italian Pharmaceutical フォーマットに適合

しない場合、ラベルは拒否されます。 
 
可能な場合 Italian Pharmaceutical: 
このモードでは、デコードされたデータキャラクタを Italian Pharmaceutical フ
ォーマットに変換します。データが Italian Pharmaceutical フォーマットに適合

しない場合、データは Normal Code 39 または Full ASCII Code 39 として送信

されます。 
 
連結: 
Code 39 バーコードに先頭スペースが含まれる場合、データは先頭スペースな

しでリーダーのバッファに保存されます。Code 39 バーコードが先頭スペース

なしで読み取られるとすぐに、データはリーダーのバッファに付加され、バッ

ファ全体が送信されて新しいデータのためにクリアされます。Code 39 ではな

いバーコードが読み取られる場合、Code 39 ではないバーコードのデータは送

信され、バッファはクリアされます。バッファのサイズはリーダーに依存しま

す。 
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3.3.4. Code 39 および It. Pharm オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
標準 Code 39 D5 _D5_ 
Full ASCII Code 39 D4 _D4_ 
可 能 な 場 合  Full ASCII 

Code 39 
+K _+K_ 

It. Pharmaceutical のみ D6 _D6_ 
可 能 な 場 合  It. 

Pharmaceutical  
D7 _D7_ 

CD を計算しない C1 _C1_ 
CD を計算する C0 _C0_ 
CD を転送しない D8 _D8_ 
CD を転送する D9 _D9_ 
ST/SP を転送しない D1 _D1_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ST/SP を転送する D0 _D0_ 
It. Pharm. の先頭 A を転

送しない 
DA _DA_ 

It. Pharm. の先頭 A を転

送する 
DB _DB_ 

最小 3 桁 8D _8D_ 
最小 1 桁 8E _8E_ 
連結を無効にする +M _+M_ 
連結を有効にする +L _+L_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.5 Codabar  
 
Codabar (NW7): 
Codabar (NW7) は、任意のチェックデジットおよび印刷可能なスタート / ス
トップキャラクタを持つ可変長シンボロジーです。次のキャラクタをサポート

します。 
・ 0 ～ 9 の数字 
・ － $ / . + 
・ スタート / ストップキャラクタは A、B、C、または D 
すべてのデータキャラクタ数値のモジュラス 16 でチェックサムを計算しま

す。文字列フォーマットについては、図 3.22. を参照してください。 
 
ABC-Code: 
ABC Code は、American Blood  
Commission の頭文字語です。このコードは、1 回の読み取りサイクルでデコ

ードされた 2 つのバーコードで構成されています。 初のバーコードのスト

ップキャラクタおよび 2 番目のコードのスタートキャラクタが D の場合、コ

ードが連結されます。これら 2 つの D は送信されません。文字列フォーマッ

トについては、図 3.23. を参照してください。 
 
CX-Code: 
CX-Code は、1 回の読み取りサイクルでデコードされた 2 つのバーコードで

構成されています。 初のバーコードのストップキャラクタが C、および 2 番
目のコードのスタートキャラクタが B の場合、コードが連結されます。B お
よび C キャラクタは送信されません。文字列 
フォーマットについては、図 3.24. を参照してください。 
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Codabar のオプション: 
・ ABC コードの連結を有効にする 
・ CX コードの連結を有効にする 
・ チェックデジット計算を有効にする 
・ チェックデジットの転送を無効にする 
・ スタート / ストップの転送を無効にする 
・ スタート / ストップキャラクタ変換の選択 
・ データキャラクタの 小数の選択 
・ ライブラリスペース (CLSI) 挿入を有効にする 
 

スペース挿入: 
このオプションは、ライブラリシステムで使用するために、データ文字列の 2、
7、13 の位置にスペースを挿入します。 

 

ST/SP 転送: 
このオプションは、スタートキャラクタお

よびストップキャラクタの変換と送信を有

効にします。このようにしてオプション

「ST/SP: abcd/tn*e」が選択された場合、ス

タートキャラクタは小文字に変換されます。

例えば、A、B、C、または D からそれぞ

れ a、b、c、または d になり、ストップキ

ャラクタは A、B、C、または D からそれ

ぞれ t、n、*、または e に変換されます。

例として、スタートキャラクタに A、スト

ップキャラクタに B、データキャラクタに 1 2 3 4 5 6 を使用した Codabar ラ
ベルの結果フォーマットを図 3.25. に図示します。 

 

小データ桁数: 
Codabar ラベルでは、ユーザが設定した 1、3、または 5 桁の 小桁数をチェ

ックします。ラベルの桁数が設定数字より短い場合、ラベルは拒否されます。

桁数固定オプションを Codabar タイプラベルに使用した場合、ラベルはさら

に固定長をチェックされます。 
 
キャラクタ間ギャップチェック: 
このオプションは、大きなまたは不規則なキャラクタ間ギャップを持った 
Codabar ラベルの読み取りを有効にします。 
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3.3.5. Codabar オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Codabar 標準モードのみ

有効にする 
HA _HA_ 

ABC コードのみ有効にす

る 
H4 _H4_ 

CX コードのみ有効にする H5 _H5_ 
Codabar、ABC および CX

を有効にする 
H3 _H3_ 

CD を計算しない H7 _H7_ 
CD を計算する H6 _H6_ 
CD を転送しない H9 _H9_ 
CD を転送する H8 _H8_ 
スペース挿入を無効にする HE _HE_ 
スペース挿入を有効にする HD _HD_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ST/SP を転送しない F0 _F0_ 
ST/SP: ABCD/ABCD    F3 _F3_ 
ST/SP: abcd/abcd    F4 _F4_ 
ST/SP: ABCD/TN*E    F1 _F1_ 
ST/SP: abcd/tn*e   F2 _F2_ 
ST/SP: 

<DC1><DC2><DC3><DC4>/ 

<DC1><DC2><DC3><DC4>

HJ _HJ_ 
最小 1 桁のデータキャラ

クタ 
HC _HC_ 

最小 3 桁のデータキャラ

クタ 
HB _HB_ 

最小 5 桁のデータキャラ

クタ 
HF _HF_ 

キャラクタ間ギャップチェッ

クを無効にする 
HI _HI_ 

キャラクタ間ギャップチェッ

クを有効にする 
HH _HH_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.6. 2of5 および S-Code  
 
Code 2of5: 
Code 2of5 は、任意のチェックデジットおよび印刷不可能なスタート / ストッ

プキャラクタを持つ可変長シンボロジーです。次のキャラクタをサポートしま

す。 
・ 0 ～ 9 の数字 
 
すべてのデータキャラクタ数値のモジュラス 10 でチェックサムを計算しま

す。 
 
Industrial 2of5: 
このシンボロジーは、各データシンボルの 1 桁をエンコードします。情報は

バーにのみ運ばれます。 
 
Interleaved 2of5: 
このシンボロジーは、各データシンボルの一組の桁をエンコードし、そのため

桁数は常に偶数となります。情報はバーおよびスペースに運ばれます。スター

トおよびストップのパターンは、コード内では固有ではありません。そのため、

部分読み取りを防ぐために桁数固定オプションを必ず使用する必要がありま

す。 
 
S-Code: 
このシンボロジーは、Interleaved 2of5 のようにエンコードしますが、 後のデ

ータキャラクタは Industrial 2of5 のようにエンコードします。そのため桁数は

常に奇数となります。 
情報はバーおよびスペースに運ばれます。スタートおよびストップのパターン

は、コード内では固有ではありません。そのため、部分読み取りを防ぐために

桁数固定オプションを必ず使用する必要があります。 
 
Matrix 2of5 
このシンボロジーは、各キャラクタの 1 桁をエンコードし、そのため桁数は

奇数および偶数となります。情報はバーおよびスペースに運ばれます。 
 
サポートされている文字列フォーマットについては、図 3.26. を参照してくだ 
さい。 
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Code 2of5 のオプション: 
・ チェックデジットの転送を無効にする 
・ チェックデジット計算を有効にする 
・ データキャラクタの 小数の選択 
・ Industrial 2of5 のスペースチェックを無効にする 
・ S-Code を Interleaved 2of5 として転送する 
 

小データ桁数: 
Code 2of5 では、ユーザが設定したように 1、3、または 5 の 小キャラクタ

をチェックします。ラベルの桁数が設定数字より少ない場合、ラベルは拒否さ

れます。桁数固定オプションを Code 2of5 タイプラベルに使用した場合、ラベ

ルはさらに固定長をチェックされます。 
 
スペースチェック: 
このオプションは、大きなまたは不規則なスペースを持った Industrial 2of5 ラ
ベルの読み取りを有効にします。 
 
Interleaved 2of5 として S-Code を転送する: 
このオプションは、先頭ゼロを付加することで S-Code を Interleaved 2of5 と
して送信することを有効にします。 
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3.3.6. 2of5 および S-Code オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
CD を転送しない E1 _E1_ 
CD を転送する E0 _E0_ 
CD を計算しない G0 _G0_ 
CD を計算する   G1 _G1_ 
最小 1 桁のデータキャラ

クタ 
GE _GE_ 

最小 3 桁のデータキャラ

クタ 
GF _GF_ 

最小 5 桁のデータキャラ

クタ 
GI _GI_ 

Industrial 2of5 のスペース

チェックを無効にする 
GK _GK_ 

Industrial 2of5 のスペース

チェックを有効にする 
GJ _GJ_ 

Interleaved 2of5 と し て

S-Code を転送しない 
GH _GH_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Interleaved 2of5 と し て

S-Code を転送する 
GG _GG_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.7. IATA  
 
IATA コードは、任意のチェックデジットおよび印刷不可能なスタート / スト

ップキャラクタを持つ可変長シンボロジーです。次のキャラクタをサポートし

ます。 
・ 0 ～ 9 の数字 
 
データ文字列のモジュラス  7 でチェックサムを計算します。IATA は、

International Air Transport Association (国際航空運送協会) の頭文字語です。文字

列フォーマットについては、図 3.27. を参照してください。 
 
IATA のオプション: 
・ チェックデジット計算を有効にする 
・ チェックデジット計算の選択 
・ チェックデジットの転送を無効にする 
 
チェックデジット計算: 
チェックデジット計算が必要な場合、適切な計算方式を選択しなければなりま

せん。 
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3.3.7. IATA オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
CD を計算しない 4H _4H_ 
FC および SN のみ計算

する 
4I _4I_ 

CPN、FC および SN を計

算する 
4J _4J_ 

CPN、AC、FC および SN 

を計算する 
4K _4K_ 

CD を転送しない 4M _4M_ 
CD を転送する 4L _4L_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.8. MSI/Plessey  
 
MSI/Plessey は、1 つまたは 2 つの任意のチェックデジット計算 CD1 および 
CD2 と印刷不可能なスタート / ストップキャラクタを持つ可変長シンボロジ

ーです。次のキャラクタをサポートします。 
・ 0 ～ 9 の数字 
 
データキャラクタのモジュラス 10 または 11 でチェックサムを計算します。

データキャラクタおよび CD1 のモジュラス 10 または 11 でチェックサム 
CD2 を計算します。文字列フォーマットについては、図 3.28. を参照してくだ

さい。 
 
MSI/Plessey のオプション: 
・ チェックデジット計算を無効にする 
・ チェックデジット計算の選択 
・ 転送するチェックデジット数の選択 
 
チェックデジット: 
チェックデジット計算が必要な場合、適切な計算方式を選択しなければなりま

せん。 
 
CD を転送しない: 
キャラクタ位置 CD1 および CD2 は送信されません。  
 
CD 1 を転送する: 
キャラクタ位置 CD2 は送信されません。  
 
CD 1 および CD 2 を転送する: 
ラベルの全キャラクタが送信されます。 
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3.3.8. MSI/Plessey オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
CD 計算をしない 4A _4A_ 
1 CD 計算 = MOD 10 4B _4B_ 
2 CD 計 算  = MOD 

10/MOD 10 
4C _4C_ 

2 CD 計 算  = MOD 

10/MOD 11 
4D _4D_ 

2 CD 計 算  = MOD 

11/MOD 10 
4R _4R_ 

CD を転送しない 4G _4G_ 
CD 1 を転送する 4E _4E_ 
CD 1 および CD 2 を転送

する 
4F _4F_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.9. Telepen  
 
Telepen は、1 桁のチェックデジットおよび印刷不可能なスタート / ストップ

キャラクタを持つ可変長シンボロジーです。次のキャラクタをサポートします。 
・ 数字モードでは、00 ～ 99 の数字 
・ Full ASCII モードでは、すべての 128 ASCII キャラクタ 
 
すべてのデータキャラクタのモジュラス 127 の合計からチェックデジット計

算を引き出します。チェックデジットを送信することはできません。文字列フ

ォーマットについては、図 3.29. を参照してください。 
 
Telepen のオプション: 
・ ASCII モードの選択 
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3.3.9. Telepen オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
数字モード D2 _D2_ 
ASCII モード D3 _D3_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.10. UK/ Plessey  
 
UK Plessey は、必須のチェックサムおよび印刷不可能なスタート / ストップ

キャラクタを持つ可変長シンボロジーです。次のキャラクタをサポートします。 
・ 0 ～ 9 の数字 
・ A ～ F のキャラクタ 
 
チェックサムは、2 桁を含み、すべてのデータ桁の数値で計算されます。文字

列フォーマットについては、図 3.30. を参照してください。 
 
UK Plessey のオプション 
・ A を X に変換する 
・ チェックデジットの転送を無効にする 
・ ライブラリスペース (CLSI) 挿入を有効にする 
 
スペース挿入: 
このオプションは、ライブラリシステムで使用するために、データ文字列の 2、
5、11、および 14 の位置にスペースを挿入します。 
 
A を X に変換: 
このオプションは、キャラクタ「A」を「X」に変換します。データおよびチ

ェックデジットに影響を与えます。 
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3.3.10. UK/Plessey オプション 

 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
CD を転送しない 4O _4O_ 
CD を転送する 4N _4N_ 
スペース挿入を無効にする DO _DO_ 
スペース挿入を有効にする DN _DN_ 
A を X に変換しない DP _DP_ 
A を X に変換する DQ _DQ_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.11. Code 128 および EAN-128  
 
Code 128: 
Code 128 は、1 桁の必須チェックデジットおよび印刷不可能なスタート / ス
トップキャラクタを持つ可変長シンボロジーです。次のキャラクタをサポート

します。 
・ すべての 128 ASCII キャラクタ 
・ 4 つのファンクションキャラクタ、3 つのスタートキャラクタ 
・ 4 つのコード設定選択キャラクタ、1 つのストップキャラクタ 
 

スタートキャラクタおよびデータと特殊キャラクタの加重値のモジュラス 
103 でチェックデジットを計算します。文字列フォーマットについては、図 
3.31. を参照してください。 
 

Code 128 のオプション: 
 
・ 連結を有効にする 
 

EAN-128: 
このモードでは、Code 128 データを EAN-128 フォーマットに変換します。

EAN-128 データは FNC1 キャラクタで始まり、FNC1 キャラクタを持つ 2 
つのデータフィールドに分けます。 初の FNC1 キャラクタは ]C1 に変換さ

れ、2 番目の FNC1 キャラクタは ASCII GS (hex 1D) キャラクタに変換され

ます。文字列フォーマットについては、図 3.32. を参照してください。 

 

EAN-128 のオプション: 
 

・ EAN-128 変換を有効にする 
 

AN-128 のみ有効にする: 
このモードでは、デコードされたデータキャラクタを EAN-128 フォーマット

に変換します。データが EAN-128 フォーマットに適合しない場合、ラベルは

拒否されます。 
 
 
 

第 3 章: コードオプション 

TS05013 99 

可能な場合 EAN 128 を有効にする: 
このモードでは、デコードされたデータキャラクを EAN-128 フォーマットに

変換します。データが EAN-128 フォーマットに適合しない場合、ラベルは 
Code 128 として送信されます。 
 
FNC2 連結: 
Code 128 バーコードに先頭 FNC2 キャラクタが含まれる場合、データはリー

ダーのバッファに保存されます。Code 128 バーコードが先頭 FNC2 キャラク

タなしで読み取られるとすぐに、データはリーダーのバッファに付加され、バ

ッファ全体が送信されて新しいデータのためにクリアされます。Code 128 で
ないバーコードが読み取られる場合、Code 128 でないバーコードのデータは

送信され、バッファはクリアされます。バッファのサイズはリーダーに依存し

ます。 
 
3.3.11. Code 128 および EAN-128 オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
EAN 128 を無効にする OF _OF_ 
EAN 128 のみ有効にする JF _JF_ 
可能な場合 EAN 128 を有

効にする 
OG _OG_ 

連結を無効にする MP _MP_ 
連結を有効にする MO _MO_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.12. Code 93  
 
Code 93 は、2 桁の必須チェックデジットおよび印刷不可能なスタート / スト

ップキャラクタを持つ可変長シンボロジーです。次のキャラクタをサポートし

ます。 
・ 0 ～ 9 の数字 
・ 大文字 A ～ Z  
・ － . $ / + % スペース 
 
加重データキャラクタ値のモジュラス 47 で 初のチェックデジットを計算し

ます。チェックデジット「C」を含む加重データキャラクタ値のモジュラス 47 
で 2 番目のチェックデジットを計算します。チェックデジットは送信されま

せん。 
特殊キャラクタ $、%、/ 、および + は制御キャラクタであり、データと共に

送信されません。$、%、/ 、および + のうちの 1 つに大文字 A ～ Z の 1 つ
が続く場合、1 つのキャラクタとして送信されます。正しくない組み合わせの

場合、ラベルは拒否されます。この方式は、すべての 128 ASCII キャラクタ

エンコードをサポートすることができます。文字列フォーマットについては、

図 3.33. を参照してください。 
 
Code 93 のオプション: 
・ 連結を有効にする       
 

 

 

連結: 
Code 93 バーコードに先頭スペースが含まれる場合、データはリーダーのバッ

ファに先頭スペースなしで保存されます。Code 93 バーコードが先頭スペース

なしで読み取られるとすぐに、データはリーダーのバッファに付加され、バッ

ファ全体が送信されて新しいデータのためにクリアされます。Code 93 でない

バーコードが読み取られる場合、Code 93 でないバーコードのデータは送信さ

れ、バッファはクリアされます。バッファサイズおよび連結オプションのサポ

ートは、リーダーに依存します。 

第 3 章: コードオプション 

TS05013 101 

 
3.3.12. Code 93 オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
連結を無効にする +W _+W_ 
連結を有効にする +V _+V_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.13. Code 11  
 
Code 11 は、1 つまたは 2 つの任意のチェックデジットおよび印刷不可能な

スタート / ストップキャラクタを持つ可変長シンボロジーです。データが 10 
キャラクタ以下の場合、1 つのチェックデジットが使用されます。データが 10 
キャラクタよりも多い場合は、2 つのチェックデジットが使用されます。次の

キャラクタをサポートします。 
 
・ 0 ～ 9 の数字 
・ ダッシュキャラクタ「－」 
 
加重データキャラクタ値のモジュラス 47 で 初のチェックデジットを計算

します。 初のチェックデジットを含む加重データキャラクタ値のモジュラス 
47 で二番目のチェックデジットを計算します。チェックデジットは送信され

ません。文字列フォーマットについては、図 3.34. を参照してください。 
 
Code 11 のオプション: 
・ チェックデジットを無効にする 
・ データ桁数による 1 つまたは 2 つのチェックデジットの自動計算 
・ チェックデジットの転送を有効にする 
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3.3.14. Korean Postal Authority code  
 
Korean Postal Authority コードは、1 桁の必須チェックデジットを持つ固定長数

字シンボロジーです。チェックデジットは送信されません。文字列フォーマッ

トについては、図 3.35. を参照してください。 
 

Korean Postal Authority code のオプション: 
・ ダッシュを転送する 
・ ダッシュを転送しない 
・ CD を転送する 
・ CD を転送しない 
 

 

ダッシュ「－」を転送する: 
ダッシュキャラクタ「－」（hex 2D）は第 3 桁および第 4 桁の間に印刷され

ます。 
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3.3.15. RSS  
 
RSS オプションのサポートは、リーダーに依存します。 
 

大データキャパシティ: 
・ RSS-14 グループおよび RSS Limited: アプリケーション識別子「01」およ

び 14 桁 
・ RSS Expanded: 74 数字または 41 アルファベットキャラクタ 
 
チェックサム: 
RSS ファミリーは、必須のチェックサムを使用します。RSS-14 グループはモ

ジュラス 79 チェックサムを使用、RSS Limited はモジュラス 89 チェックサ

ムを使用、RSS Expanded はモジュラス 211 チェックサムを使用します。チェ

ックサムは常に計算され、送信されません。 
 
エンコード可能キャラクタ: 
・ RSS-14 グループおよび RSS Limited: 0 ～ 9 の数字 
・ RSS Expanded: ISO 646 のサブセット: 大文字および小文字、数字、20 句

読記号文字、ファンクションキャラクタ FCN1 
次の RSS バージョンをサポートします。 
・ truncated、 stacked、 stacked omni directional を含む RSS-14 
・ RSS Limited 
・ RSS Expanded、Expanded stacked 
文字列フォーマットについては、図 3.36. または図 3.37. を参照してください。 
 

  

 

RSS のオプション: 
・ CD の転送 
・ アプリケーション識別子の転送 
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CD 転送をしない: 
RSS の 後のキャラクタを送信しないでください。 
 
3.3.1.5. RSS オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
CD を転送しない DM _DM_ 
CD を転送する DL _DL_ 
アプリケーション識別子を

転送しない 
DT _DT_ 

アプリケーション識別子を

転送する 
DS _DS_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.16. コンポジットコード  
 
CC-A は、MicroPDF417 の改訂版です。 
CC-B は、標準 MicroPDF417 です。 
CC-C は、標準 PDF417 です。 
 

大データキャパシティ: 
CC-A: 56 キャラクタ 
CC-B: 338 キャラクタ 
CC-C: 2361 キャラクタ 
 
シンボルサイズ: 
・ 1D 部分: RSS および EAN を参照 
・ コンポジット部分: CC-A および CC-B は MicroPDF417 と同じ、CC-C は 

PDF417 と同じ 
 
エラー訂正: 
・ 1D 部分: エラー検出のみ 
・ コンポジット部分: Reed Solomon エラー訂正 
 
エンコード可能キャラクタ: 
・ ASCII 値 0 – 127 (ISO 646) 
・ ASCII 値 128 – 255 (ISO 8859、アルファベット No.1、拡張 ASCII) 
・ ECI を用いたもの: その他多くのキャラクタセット 
コンポジットコードの文字列フォーマットについては、図 3.38.、図 3.39. ま
たは図 3.40. を参照してください。 
 

コンポジットコードのオプション: 
・ コンポジットコードを有効にす

る 
・ リンクフラグを無視する 
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3.3.16. コンポジットコードオプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
コンポジットリンクフラグを

無視しない 
RQ _RQ_ 

コンポジットリンクフラグを

無視する 
RP _RP_ 

RSS 上のコンポジットを無

効にする 
BHF _BHF_ 

RSS 上のコンポジットを有

効にする 
BHE _BHE_ 

1 D コンポジットのみ有効

にする 
BL0 _BL0_ 

2 D コンポジットのみ有効

にする 
BL1 _BL1_ 

1 D および 2 D コンポー

ネントを有効にする 
BL2 _BL2_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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3.3.17. DataMatrix  
 
DataMatrix は、選択可能なエラー訂正レベルを持つ可変サイズ matrix シンボ

ロジーです。 
 

大データキャパシティ (ECC200): 
・ 英数字データ: 2335 キャラクタ 
・ 8 ビットデータ: 1556 キャラクタ 
・ 数字データ: 3116 キャラクタ 
 
シンボルサイズ: 
ECC000 – 140: 
・ 奇数行および奇数列、正方形 
・ 小: 9* 9 モジュール、 大: 49* 49 モジュール 
ECC200: 
・ 偶数行および偶数列、正方形または長方形 
・ 正方形: 小 10* 10、 大 144* 144 モジュール 
・ 長方形: 小 8* 18、 大 16* 48 モジュール 
 
エラー訂正: 
・ ECC000 – 140: 畳み込みエラー訂正の 4 レベル、エラー検出のみのオプシ

ョン 
・ ECC200: Reed-Solomon エラー訂正 
新アプリケーションとして ECC200 をお奨めします。 
 
追加機能: 
・ Extended Channel Interpretation (ECI、ECC200 のみ): 異なるキャラクタセッ

トおよびデータ解釈をサポート 
・ 構造化結合 (ECC200 のみ): データを 大 16 Data Matrix シンボルに示

す 
 
追加機能オプションは、リーダーに依存します。サポートされるキャラクタセ

ットおよびキャラクタのデコード可能 大数は、リーダーに依存します。 
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エンコード可能キャラクタ: 
・ ASCII 値 0 – 127 (ISO 646) 
・ ASCII 値 128 – 255 (ISO 8859-1、アルファベット No.1、拡張 ASCII) 
・ ECI を用いたもの: その他多くのキャラクタセット 
文字列フォーマットについては、図 3.41. を参照してください。 
 

 
 
DataMatrix のオプション: 
構造化結合タイムアウト: 第 5 章『読み取りオプション』を参照 
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3.3.18. Aztec  
Aztec は、選択可能なエラー訂正レベルを持つ可変サイズ matrix シンボロジ

ーです。 
 

大データキャパシティ: 
標準 Aztec: 
・ 英数字: 3067 キャラクタ 
・ 数字: 3832 キャラクタ 
・ バイト: 1914 キャラクタ 
Aztec runes: 
・ 値 000 ～ 255 (3 桁)  
・  
シンボルサイズ: 
標準 Aztec: 
・ 大: 15* 15 モジュール 
・ 小: 151* 151 モジュール 
Aztec runes: 
・ 固定: 11* 11 モジュール 
 
エラー訂正: 
ユーザの選択可能なエラー訂正レベルは、データ領域の 5%  から 95% です。 
 
追加機能: 
・ Extended Channel Interpretation (ECI): 異なるキャラクタセットおよびデー

タ解釈をサポート 
・ 構造化結合: データを 大 26 Aztec シンボルに示す 
・ ミラーイメージ: ミラー反転表示のデコードシンボル 
 
追加機能オプションは、リーダーに依存します。サポートされるキャラクタセ

ットおよびキャラクタのデコード可能 大数は、リーダーに依存します。 
 
エンコード可能キャラクタ: 
・ ASCII 値 0 – 127 (ISO 646) 
・ ASCII 値 128 – 255 (ISO 8859-1、アルファベット No.1、拡張 ASCII) 
・ ECI を用いたもの: その他多くのキャラクタセット 
文字列フォーマットについては、図 3.42. を参照してください。 
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Aztec のオプション: 
構造化結合タイムアウト: 『5. 読み取りオプション』を参照 
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3.3.19. QR Code  
 
QR Code は、選択可能なエラー訂正レベルを持つ可変サイズ matrix シンボロ

ジーです。 
 

大データキャパシティ: 
モジュール 1: 
・ 英数字データ: 707 キャラクタ 
・ 8 ビットデータ: 486 キャラクタ 
・ 数字データ: 1167 キャラクタ 
・ 漢字データ: 299 キャラクタ 
モジュール 2: 
・ 英数字データ: 4296 キャラクタ 
・ 8 ビットデータ: 2953 キャラクタ 
・ 数字データ: 7089 キャラクタ 
・ 漢字データ: 1817 キャラクタ 
 
シンボルサイズ: 
モジュール 1: 
・ 大: 21* 21 モジュール 
・ 小: 73* 73 モジュール 
モジュール 2: 
・ 大: 21* 21 モジュール 
・ 小: 177* 177 モジュール 
 
エラー訂正: 
Reed Solomon エラー訂正の 4 レベル 
 
追加機能: 
・ Extended Channel Interpretation (ECI、モデル 2 のみ): 異なるキャラクタセ

ットおよびデータ解釈をサポート 
・ 構造化結合: データを 大 16 QR Code シンボルに示す 
 
追加機能オプションは、リーダーに依存します。サポートされるキャラクタセ

ットおよびキャラクタのデコード可能 大数は、リーダーに依存します。 
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エンコード可能キャラクタ: 
・ ASCII 値 0 – 127 (ISO 646) 
・ ASCII 値 128 – 255 (ISO 8859-1、アルファベット No.1、拡張 ASCII) 
・ ECI を用いたもの: その他多くのキャラクタセット 
文字列フォーマットについては、図 3.43. を参照してください。 
 

 

 
QR Code のオプション: 
・ 構造化結合タイムアウト: 『5.1. 読み取りモードオプション』を参照 
・ それ以上のオプションはサポートしていない 
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3.3.20. Maxicode  
 
Maxicode は、選択可能なエラー訂正レベルを持つ固定サイズ matrix シンボロ

ジーです。 
 

大データキャパシティ: 
・ 英数字データ: 93 キャラクタ 
・ 数字データ: 138 キャラクタ 
 
シンボルサイズ: 
28.14 mm 幅 * 26.91 mm 高 (クワイエットゾーンを含む) 
 
エラー訂正: 
Reed-Solomon エラー訂正の 2 レベル 
 
追加機能: 
・ Extended Channel Interpretation (ECI): 異なるキャラクタセットおよびデー

タ解釈をサポート 
・ 構造化結合: データを 大 8 Maxicode シンボルに示す 
 
追加機能オプションは、リーダーに依存します。サポートされるキャラクタセ

ットおよびキャラクタのデコード可能 大数は、リーダーに依存します。 
 
エンコード可能キャラクタ: 
・ ASCII 値 0 – 127 (ISO 646) 
・ ASCII 値 128 – 255 (ISO 8859-1、アルファベット No.1、拡張 ASCII) 
・ ECI を用いたもの: その他多くのキャラクタセット 
文字列フォーマットについては、図 3.44. を参照してください。 
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Maxicode のオプション: 
・ 構造化結合タイムアウト: 『5.1. 読み取りモードオプション』を参照 
・ それ以上のオプションはサポートしていない 
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3.3.21. PDF417  
 
PDF417 は、選択可能なエラー訂正レベルを持つ可変サイズ複数行（スタック

型）シンボロジーです。 
 

大データキャパシティ: 
・ テキスト圧縮: 1850 キャラクタ 
・ バイト圧縮: 1108 キャラクタ 
・ 数字圧縮: 2710 キャラクタ 
 
シンボルサイズ: 
行数: 3 ～ 90 
列数: 1 ～ 30 
 
エラー訂正: 
エラー訂正の 8 レベル。エラー検出のみのオプション。 
 
追加機能: 
・ Extended Channel Interpretation (ECI): 異なるキャラクタセットおよびデー

タ解釈をサポート 
・ Macro PDF 417: 大 99.999 PDF 417 シンボルにデータを示す 
・ Truncated PDF 417: より小さなシンボロジーサイズを取得するためにオー

バーヘッドの一部を削除する 
 
追加機能オプションは、リーダーに依存します。サポートされるキャラクタセ

ットおよびキャラクタのデコード可能 大数は、リーダーに依存します。 
 
エンコード可能キャラクタ: 
・ ASCII 値 0 – 127 (ISO 646) 
・ ASCII 値 128 – 255 (ISO 8859-1、アルファベット No.1、拡張 ASCII) 
・ Macro PDF 417 用: その他多くのキャラクタセット 
 
文字列フォーマットについては、図 3.45. を参照してください。 
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PDF417 のオプション: 
・ Macro PDF 417 タイムアウト (構造化結合タイムアウトと同じ): 『5.1. 読

み取りモードオプション』を参照 
・ それ以上のオプションは使用できない 
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3.3.22. MicroPDF417  
 
MicroPDF417 は、固定エラー訂正レベルを持つ可変サイズ複数行（スタック

型）シンボロジーです。 
 

大データキャパシティ: 
・ テキスト圧縮: 250 キャラクタ 
・ バイト圧縮: 150 キャラクタ 
・ 数字圧縮: 366 キャラクタ 
 
シンボルサイズ: 
行数: 4 ～ 44 
列数: 1 ～ 4 
 
エラー訂正: 
エラー訂正のコードワード数はシンボルサイズによって決まり、変更できませ

ん。 
 
追加機能: 
・ Extended Channel Interpretation (ECI): 異なるキャラクタセットおよび解釈

をサポート 
・ Macro MicroPDF417 (構造化結合モード): 大 99.999 MicroPDF417 シン

ボルにデータを示す 
 
追加機能オプションは、リーダーに依存します。サポートされるキャラクタセ

ットおよびキャラクタのデコード可能 大数は、リーダーに依存します。 
 
エンコード可能キャラクタ: 
・ ASCII 値 0 – 127 (ISO 646) 
・ ASCII 値 128 – 255 (ISO 8859-1、アルファベット No.1、拡張 ASCII) 
・ Macro MicroPDF417 用: その他多くのキャラクタセット 
文字列フォーマットについては、図 3.46. を参照してください。 
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MicroPDF417 のオプション: 
・ Macro MicroPDF417 タイムアウト (構造化結合タイムアウトと同じ): 『5.1. 

読み取りモードオプション』を参照 
・ それ以上のオプションは使用できない 
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4. 文字列オプション 
 
本章では、転送データ文字列のフォーマットにできる変更について説明します。 
 
以下のオプションが可能です。 
・ 大文字小文字変換 
・ コード識別子の転送 
・ コード長の転送 
・ プリフィックスの転送 
・ サフィックスの転送 
文字列フォーマットは、図 4.01. にあるように送信されます。 
 
バーコードデータは『3. コードオプション』で説明したようなフォーマット

になります。 
 

 
 

注:  
プリアンブルは、コモンプリフィックスと同じです。 
ポストアンブルは、コモンサフィックスと同じです。 
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4.1. 大文字 / 小文字変換 
 
バーコードデータは、小文字または大文 字のどちらかに変換される、あるい

は大文字と小文字が交換される場合があります。これらのオプションは、例え

ば ウェッジのユーザが CapsLock を ON のままに設定する場合、またはホ

ストが大文字のみを要求する場合に使用されることがあります。図 4.02. を参

照してください。 

 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
大文字 / 小文字変換なし YZ _YZ_ 
大文字に変換する YW _YW_ 
小文字に変換する YX _YX_ 
大文字 / 小文字を交換す

る 
YY _YY_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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4.2. プリフィックスおよびサフィックスの設定 
 

大 4 桁の直接入力のプリフィックスおよびサフィックスが、文字列の前お

よび 後にそれぞれ含まれる場合があります。 
 
RS232 インターフェースを持つバーコードリーダーは、すべての 128 ASCII キ
ャラクタでプログラムされていることがあります。キーボードウェッジは、さ

らにキーボードによってサポートされている特殊キーでプログラムされてい

る場合があります。(例) ファンクションキー 
 
デフォルト設定は以下のようになります。 
・ Prefix Suffix 
・ RS232 None ^M (CR) 
・ Wedge None return 
 
プリフィックスおよびサフィックスの設定方法: 
例として、Code-39 のプリフィックスを C39 として設定します。 『4. 文字

列オプション』から以下のラベルを読み取ってください。 
<開始 (SET)> 
< Code 39 のプリフィックスを設定する> 
<C> 
<3> 
<9> 
<:> 
<終了 (END)> 
 
各シンボル用の異なるプリフィックスまたはサフィックスをサポートしてい

ないバーコードリーダーは、<全て> を使用しなければなりません。 
 
プリフィックスおよびサフィックスのクリア方法: 
例として、Code 128 のサフィックスをクリアします。以下のラベルを読み取

ってください。 
<開始 (SET)> 
<Code 128 のサフィックスを設定する> 
<終了 (END)> 
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全シンボロジーのサフィックス設定方法: 
例として、すべてのシンボロジーにサフィックス <CR> を設定します。以下

のラベルを読み取ってください。 
<開始 (SET)> 
<全サフィックスを設定する> 
<^M (CR)> 
<終了 (END)> 
 
注: 後の例は RS232 インターフェース用です。ウェッジインターフェース

では、^M (CR) はキーの組合せ <ctrl>M. となります。 
 
本章の直接キーボードキー入力 <return> が選択された場合、<carriage return> 
キーまたは  <Enter> キーとなります。図 4.03. を参照してください。 
 

 

 
プリアンブルおよびポストアンブル: 
プリアンブルはプリフィックスの前に送信され、 大 8 桁の直接キャラクタ

入力を含みます。ポストアンブルはサフィックスの後に送信され、 大 8 桁
の直接キャラクタ入力を含みます。プリアンブルおよびポストアンブルは、す

べてのシンボロジーに送信されます。デフォルトでは、プリアンブルおよびポ

ストアンブルは空です。 
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コード識別 Opticon: 
コード識別およびコード長は、プリフィックスまたはサフィックスとして含ま

れる場合があります。直接「コード識別子」入力は、各バーコードタイプの個々

のプリフィックスまたはサフィックスのプログラミングに加えて、プログラミ

ングの迅速な方法を提供します。図 4.04. を参照してください。 
 
コード識別 AIM/ISO: 
コード識別子は ISO 15424 フォーマットに送信されます。]cm 
・ ] は、ASCII 値 10 進法 93 
・ c は、コードキャラクタ 
・ m は、修飾子キャラクタ 
修飾子キャラクタ「m」および AIM-ID の詳細リストについては、『ISO15424 基
準』を参照してください。図 4.05. を参照してください。 
 
修飾子がアスタリスク (*) の場合、値はシンボロジーのオプションまたは設定

したコードオプションに依存します。詳細については、各修飾子表を参照して

ください。図 4.06 ～ 図 4.15 を参照してください。 
 
コード長: 
コード長は、プリフィックスおよびサフィックスキャラクタを除き 2 桁とし

て送信されます。2D バーコードでは、コード長は 6 桁で送信されます。1D お
よび 2D 共にコード長を 6 桁として送信することもできます。 
 
これらの直接キャラクタ入力は、4 桁のプリフィックスまたはサフィックス入

力の 1 桁分として見なされます。 
 
例: 
<code identifier>:<code length> プリフィックスを設定したい場合 
次のラベルを読み取ってください。 
<開始 (SET)> 
<全プリフィックスを設定する> 
<コード識別> 
<:> 
<コード長> 
<:> 
<終了 (END)> 
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コード識別子を使用し、Code 39 の他のコード識別子が必要な場合、次のラベ

ルを読み取ってください。 
<開始 (SET)> 
<全プリフィックスを設定する> 
<コード識別> 
 
<:> 
< Code 39 のプリフィックスを設定する> 
<$> 
<:> 
<終了 (END)> 
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図  4.07. Codabar の修飾子

AIM/ISO15424 Code 識別子: F*

図  4.09. IATA の修飾子

AIM/ISO15424 Code 識別子

コードオプション ]AIM-ID コードオプション ]AIM-ID

Codabar normal mode (HA) Not check CD (4H) ]R0

Not check CD (H7) ]F0 Transmit CD (4L)

Transmit CD (H8) Check FC and SN only (4I) ]R1

Codabar ABC (H3 or H4) or Check CPN,FC and SN (4J) 

Not check CD (H7) ]F1 or Check CPN,AC ,FC and SN (4K)

Transmit CD (H8) Transmit CD (4L)

Codabar normal mode (HA) Not check CD (4H) ]R2

Check CD (H6) ]F2 Not transmit CD (4M)

Transmit CD (H8) Check FC and SN only (4I) ]R3

Codabar ABC (H3 or H4) or Check CPN,FC and SN (4J)

Check CD (H6) ]F3 or Check CPN,AC ,FC and SN (4K)

Transmit CD (H8) Not transmit CD (4M)

Codabar normal mode (HA)

Not check CD (H7) ]F4
Not transmit CD (H9)

Codabar ABC (H3 or H4)

Not check CD (H7) ]F5

Not transmit CD (H9)

図  4.10. MSI/Plessey の修飾子

AIM/ISO15424 Code 識別子: M* / X0

Codabar normal mode (HA)

Check CD (H6) ]F6
コードオプション チェックサム + 送信 ]AIM-ID

Not transmit CD (H9) Check 1 CD = MOD 10 (4B):

Codabar ABC (H3 or H4) (4B) +  Transmit CD1             (4E) ]M0

Check CD (H6) ]F7 (4B) +  Not transmit CD           (4G) ]M1

Not transmit CD (H9) (4B) +  Transmit CD1 and CD2     (4F) ]X0

Check 2 CD’ s = MOD 10 / MOD 10 (4C):

(4C) +  (4E) or (4G) or (4F) ]X0

Check 2 CD’ s = MOD 10 / MOD 11 (4D):

(4C) +  (4E) or (4G) or (4F) ]X0

Check 2 CD’ s = MOD 11 / MOD 10 (4R):
図  4.08. Interleaved 2of5 の修飾子

AIM/ISO15424 Code 識別子: I* (4C) +  (4E) or (4G) or (4F) ]X0

コードオプション ]AIM-ID

Not check CD (G0) Transmit CD (E0) ]I0

Check CD (G1) Transmit CD (E0) ]I1

Not check CD (G0) Not transmit CD (E1) ]I2

図  4.11. Telepen の修飾子

AIM/ISO15424 Code 識別子: B*

Check CD (G1) Not transmit CD (E1) ]I3 コードオプション ]AIM-ID

Telepen (numeric or ASCII only):

ASCII mode (D3) ]B0

Numeric mode (D2) ]B1

Telepen (numeric followed by ASCII):

ASCII mode (D3) ]B0

Numeric mode (D2) ]B2

Telepen (ASCII followed by numeric) (not supported):

ASCII mode (D3) ]B0

Numeric mode (D2) ]B2

: R*
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4.2.1. プリフィックスの設定 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
全コード RY _RY_ 
UPC-A  N1 _N1_ 
UPC-A アドオン M0 _M0_ 
UPC-E  N2 _N2_ 
UPC-E アドオン M1 _M1_ 
EAN-13  N3 _N3_ 
EAN-13 アドオン M2 _M2_ 
EAN-8  N4 _N4_ 
EAN-8 アドオン M3 _M3_ 
CODE39  M4 _M4_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Codabar  M5 _M5_ 
Industrial 2of5  M6 _M6_ 
Interleaved 2of5  M7 _M7_ 
S-Code MB _MB_ 
Matrix 2of5 GL _GL_ 
IATA I8 _I8_ 
MSI/Plessey  N0 _N0_ 
Telepen L8 _L8_ 
UK/Plessey MA _MA_ 
Code 128  M9 _M9_ 
Code 93  M8 _M8_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 



第 4 章: 文字列オプション 

TS05013 132 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Code 11 BLD _BLD_ 
Korean Postal Authority 

code 
*$ _*$_ 

RSS OE _OE_ 
コンポジットコード RR _RR_ 
DataMatrix MD _MD_ 
Aztec BF0 _BF0_ 
QR Code MK _MK_ 
Maxicode ML _ML_ 
PDF417 OC _OC_ 
MicroPDF417 OD _OD_ 
ISO track 1 (IATA) MH _MH_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ISO track 2 (ABA) MI _MI_ 
ISO track 3 (THRIFT) MJ _MJ_ 
全プリフィックスをクリアす

る 
MG _MG_ 

プリアンブル MZ _MZ_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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4.2.2. サフィックスの設定 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
全コード RZ _RZ_ 
UPC-A  N6 _N6_ 
UPC-A アドオン O0 _O0_ 
UPC-E  N7 _N7_ 
UPC-E アドオン O1 _O1_ 
EAN-13  N8 _N8_ 
EAN-13 アドオン O2 _O2_ 
EAN-8  N9 _N9_ 
EAN-8 アドオン O3 _O3_ 
Code 39  O4 _O4_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Codabar O5 _O5_ 
Industrial 2of5  O6 _O6_ 
Interleaved 2of5  O7 _O7_ 
S-code OB _OB_ 
Matrix 2of5 GM _GM_ 
IATA  I9 _I9_ 
MSI/Plessey  N5 _N5_ 
Telepen L9 _L9_ 
UK/Plessey OA _OA_ 
Code 128  O9 _O9_ 
Code 93  O8 _O8_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 



第 4 章: 文字列オプション 

TS05013 136 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
Code 11 BLE _BLE_ 
Korean Postal Authority 

code 
*% _*%_ 

RSS PQ _PQ_ 
コンポジットコード RS _RS_ 
DataMatrix PO _PO_ 
Aztec BF1 _BF1_ 
QR Code  PW _PW_ 
Maxicode  PX _PX_ 
PDF417 PY _PY_ 
MicroPDF417 PZ _PZ_ 
ISO track 1 (IATA) PT _PT_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ISO track 2 (ABA) PU _PU_ 
ISO track 3 (THRIFT) PV _PV_ 
全サフィックスをクリアする PR _PR_ 
ポストアンブル PS _PS_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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4.3.1. 直接キーボードキー入力 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
F1 8J _8J_ 
F2 8K _8K_ 
F3 8L _8L_ 
F4 8M _8M_ 
F5 8N _8N_ 
F6 8O _8O_ 
F7 8P _8P_ 
F8 8Q _8Q_ 
F9 8R _8R_ 
F10 8S _8S_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
F11 8T _8T_ 
F12 8U _8U_ 
Backspace 9X _9X_ 
TAB 7H _7H_ 
RETURN 7I _7I_ 
Enter (Numeric keypad) 7Q _7Q_ 
ESC 7J _7J_ 
下矢印 (↓) 7K _7K_ 
上矢印 (↑) 7L _7L_ 
右矢印 (→) 7M _7M_ 
左矢印 (←) 7N _7N_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
<DEL> 7T _7T_ 
<INSERT> VQ _VQ_ 
<HOME> VR _VR_ 
<END> VS _VS_ 
Page up 7O _7O_ 
Page down 7P _7P_ 
左 <Shift> 7U _7U_ 
左 <Ctrl> 7W _7W_ 
左 <Alt> 7Y _7Y_ 
右 < Shift > 7V _7V_ 
右 < Ctrl > 7X _7X_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
右 < Alt > 7Z _7Z_ 
CapsLock 9S _9S_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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4.3.2. 直接コード入力 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
<SPACE> 5A _5A_ 
! 5B _5B_ 
“ 5C _5C_ 
# 5D _5D_ 
$ 5E _5E_ 
% 5F _5F_ 
& 5G _5G_ 
‘ 5H _5H_ 
( 5I _5I_ 
) 5J _5J_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
* 5K _5K_ 
+ 5L _5L_ 
, 5M _5M_ 
- 5N _5N_ 
. 5O _5O_ 
/ 5P _5P_ 
: 6A _6A_ 
; 6B _6B_ 
< 6C _6C_ 
= 6D _6D_ 
> 6E _6E_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
? 6F _6F_ 
@ 6G _6G_ 
[ 7A _7A_ 
＼ 7B _7B_ 
] 7C _7C_ 
^ 7D _7D_ 
_ 7E _7E_ 
` 7F _7F_ 
{ 9T _9T_ 
| 9U _9U_ 
} 9V _9V_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
~ 9W _9W_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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4.3.3. 直接数字入力 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
0 Q0 _Q0_ 
1 Q1 _Q1_ 
2 Q2 _Q2_ 
3 Q3 _Q3_ 
4 Q4 _Q4_ 
5 Q5 _Q5_ 
6 Q6 _Q6_ 
7 Q7 _Q7_ 
8 Q8 _Q8_ 
9 Q9 _Q9_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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4.3.4. 直接アルファベット大文字入力 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
A 0A _0A_ 
B 0B _0B_ 
C 0C _0C_ 
D 0D _0D_ 
E 0E _0E_ 
F 0F _0F_ 
G 0G _0G_ 
H 0H _0H_ 
I 0I _0I_ 
J 0J _0J_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
K 0K _0K_ 
L 0L _0L_ 
M 0M _0M_ 
N 0N _0N_ 
O 0O _0O_ 
P 0P _0P_ 
Q 0Q _0Q_ 
R 0R _0R_ 
S 0S _0S_ 
T 0T _0T_ 
U 0U _0U_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
V 0V _0V_ 
W 0W _0W_ 
X 0X _0X_ 
Y 0Y _0Y_ 
Z 0Z _0Z_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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4.3.5. 直接アルファベット小文字入力 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
a $A _$A_ 
b $B _$B_ 
c $C _$C_ 
d $D _$D_ 
e $E _$E_ 
f $F _$F_ 
g $G _$G_ 
h $H _$H_ 
i $I _$I_ 
j $J _$J_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
k $K _$K_ 
l $L _$L_ 
m $M _$M_ 
n $N _$N_ 
o $O _$O_ 
p $P _$P_ 
q $Q _$Q_ 
r $R _$R_ 
s $S _$S_ 
t $T _$T_ 
u $U _$U_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
v $V _$V_ 
w $W _$W_ 
x $X _$X_ 
y $Y _$Y_ 
z $Z _$Z_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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4.3.6. 直接制御キャラクタ入力 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
^@ (NULL) 9G _9G_ 
^A (SOH) 1A _1A_ 
^B (STX) 1B _1B_ 
^C (ETX) 1C _1C_ 
^D (EOT) 1D _1D_ 
^E (ENQ) 1E _1E_ 
^F (ACK) 1F _1F_ 
^G (BEL) 1G _1G_ 
^H (BS) 1H _1H_ 
^I (HT) 1I _1I_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
^J (LF) 1J _1J_ 
^K (VT) 1K _1K_ 
^L (FF) 1L _1L_ 
^M (CR) 1M _1M_ 
^N (SO) 1N _1N_ 
^O (SI) 1O _1O_ 
^P (DLE) 1P _1P_ 
^Q (DC1) 1Q _1Q_ 
^R (DC2) 1R _1R_ 
^S (DC3) 1S _1S_ 
^T (DC4) 1T _1T_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
^U (NAK) 1U _1U_ 
^V (SYN) 1V _1V_ 
^W (ETB) 1W _1W_ 
^X (CAN) 1X _1X_ 
^Y (EM) 1Y _1Y_ 
^Z (SUB) 1Z _1Z_ 
^[ (ESC) 9A _9A_ 
^＼(FS) 9B _9B_ 
^] (GS) 9C _9C_ 
^^ (RS) 9D _9D_ 
^_ (US) 9E _9E_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
DEL (ASCII 127) 9F _9F_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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4.3.7. 直接コード ID およびコード長入力 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
コード識別 $2 _$2_ 
コード識別 ISO-15424 / 

AIM 
$1 _$1_ 

コード長  

(1D = 2 桁、2D = 6 桁) 
$3 _$3_ 

コード長  

(1D および 2D = 6 桁 ) 
$6 _$6_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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5. 読み取りオプション 
 
本章では、読み取りモード、トリガタイプ、および読み取り照合回数の設定を

することができます。 
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5.1. 読み取りモードオプション 
 
次の読み取りモードが使用できます。 
 
単発読み: 
バーコードがデコードされた場合、リーダーは OFF になります。他のラベル

を読み取るには、リーダーを再びトリガしなければなりません。「単発読み」

オプションおよび「トリガを無効にする」を同時にプログラムすることはでき

ません。 
 
複数読み: 
バーコードがデコードされた場合、「読み取り時間オプション」によって設定

された一定時間、またはトリガスイッチが無効にされた場合は無制限にリーダ

ーが OＮ の状態になります。走査数が検出されなかったラベルのみ、再びデ

コードすることができます。 
 
連続読み: 
リーダーは、同一または異なるにかかわらず、デコード可能なだけ多くのデー

タを作り出します。このモードは、おもにデモンストレーションおよび診断に

使用されます。 
 
トリガを無効にする: 
このオプションは、トリガスイッチを持つリーダーに適用します。「トリガを

無効にする」が選択されると、リーダーは常に ON の状態になります。 
注: レーザーリーダーにこのオプションを選択すると、レーザーダイオードは

継続的に ON 状態となり、レーザーダイオードの耐用年限を減らすことにな

ります。また、各国規制によってはトリガスイッチを常に有効にするよう要求

される場合があります。そのためレーザーリーダーのトリガスイッチを無効に

しないことをお奨めします。 
 
アドオン待機モード: 
このオプションは、UPE/EAN アドオンが有効の場合に使用されます。リーダ

ーは、有効な アドオンコードを選択時間内に検索します。有効なアドオンコ

ードがあった場合、リーダーはデータを直ちに送信します。コードの後ろに何

もなかった場合、リーダーはアドオンなしでデータを送信します。コードの後

ろに何かあった場合、有効なアドオンコードでなければリーダーはそのコード
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を無視します。 
 
トリガリピート: 
このオプションでは、多くのバーコードがあるシートから 1 つのバーコード

を容易に選択することができます。トリガスイッチを １ 回押下した場合、設

定読み取り時間内はレーザービームがオンになります。レーザービームを必要

なバーコードに移動します。トリガスイッチを再び押下するとバーコードはデ

コードされ、送信されます。読み取り時間が切れた場合、レーザースイッチは

オフとなり、トリガ手順を繰り返さなければなりません。読み取り時間を 0 に
設定し、トリガスイッチを押下した場合、レーザーはオンになりますが、バー

コードを受け付けません。トリガスイッチを解除するとすぐに、バーコードは

デコードされ、送信されます。このオプションのサポートは、リーダーに依存

します。 
 
構造化結合タイムアウト:  
バーコードが複数のバーコードで構成されている場合、このタイムアウト値が

使用されます。このタイムアウトが切れる前に、次のバーコードを読み取らな

ければなりません。タイムアウト値は、1 ～ 255 秒の間になります。この値

は、『4. 文字列オプション』の 1 ～ 3 の直接数字入力を読み取ることによっ

て設定することができます。構造化結合タイムアウトのデフォルトは 30 秒に

設定されています。 
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5.1. 読み取りモードオプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
単発読み S0 _S0_ 
複数読み S1 _S1_ 
連続読み S2 _S2_ 
トリガを無効にする S7 _S7_ 
トリガを有効にする S8 _S8_ 
アドオン待機モード無効 XA _XA_ 
アドオン待機モード   

0.25 s 
XB _XB_ 

アドオン待機モード   

0.50 s 
XC _XC_ 

アドオン待機モード   

0.75 s 
XD _XD_ 

トリガリピートを無効にする /K _/K_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
トリガリピートを有効にする /M _/M_ 
構造化結合タイムアウト BE2 _BE2_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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5.1.1. 複数読み取りリセット時間 
 
複数読み取りリセット時間オプションは、複数読み取りモードと併用できます。 
・ レーザーリーダーおよび CCD リーダーには、同一のラベルを再びデコー

ドする前にリーダーをラベルから離すべき時間を設定する。 
・ イメージリーダーには、同一のラベルを再びデコードする前にリーダーを

ラベルから離すべきフレーム数を設定する。 
「無限」とは、バーコードリーダーをトリガしている間は、次のバーコードは

常に異なっていなければならないということです。 
イメージリーダーでは、複数読み取りリセット時間は ms ではなくフレームで

測定されます。各フレーム間隔は変更可能で、取り込み画像によって決まりま

す。 
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5.1.1. 複数読み取りリセット時間 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
50 ms AH _AH_ 
100 ms AI _AI_ 
200 ms AJ _AJ_ 
300 ms AK _AK_ 
400 ms AL _AL_ 
500 ms AM _AM_ 
600 ms AN _AN_ 
無限 AG _AG_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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5.1.2. クワイエットゾーンオプション 
 
クワイエットゾーンオプションで、リーダーは、シンボロジーの指定スタート

マージンおよび / またはエンドマージンより小さなスタートマージンおよび 
/ またはエンドマージンを持つバーコードをデコードできます。このオプショ

ンを使用する場合は注意してください。部分読み取りおよび誤読の可能性が高

くなります。必要以上に小さなマージンチェックを使用しないでください。可

能な場合、正しいスタートマージンおよびエンドマージンのあるバーコードラ

ベルと取り替えてください。 
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5.1.2. クワイエットゾーンオプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
マージンチェックなし YN _YN_ 
マージンチェック  

標準の 1/7 
YO _YO_ 

マージンチェック  

標準の 2/7 
YP _YP_ 

マージンチェック  

標準の 3/7 
YQ _YQ_ 

マージンチェック  

標準の 4/7 
YR _YR_ 

マージンチェック  

標準の 5/7 
YS _YS_ 

マージンチェック  

標準の 6/7 
YT _YT_ 

マージンチェック 標準 YU _YU_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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5.1.3. 紙面検知 (オートトリガ) オプション 
 
紙面検知 (オートトリガ) オプションは、リーダーの紙面検知 (オートトリガ) 
オプションを動作させるために使用します。このオプションは、紙面検知 (オ
ートトリガ) オプションを備えたリーダーのみサポートされます。 
 
オートトリガを無効にする: 
紙面検知 (オートトリガ) 機能は動作しません。 
 
オートトリガを有効にする: 
輝度に変更を検出した場合、リーダーはトリガされます。 
 
スタンド検知:  
このオプションは、リーダーをスタンドに挿入した場合、紙面検知 (オートト

リガ) を自動的に有効にします。リーダーをスタンドから取り外すと紙面検知 
(オートトリガ) は無効となり、リーダーを手動でトリガしなければなりません。

紙面検知 (オートトリガ) オプションが動作している場合、このオプションは

無効となります。このオプションのサポートはリーダーに依存し、特別なスタ

ンドが必要になります。 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
オートトリガを無効にする +F _+F_ 
オートトリガを有効にする +I _+I_ 
オートトリガスタンド検知を

有効にする 
*4 _*4_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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5.2. 読み取り時間オプション 
 
トリガスイッチ押下後、あるいは (複数読みモードまたは連続読みモードで) 
ラベル読み取り後リーダーが ON の状態にある期間です。読み取り時間 0 の
選択とは、トリガスイッチを押下している限り、リーダーが ON の状態にあ

るということです。トリガスイッチのないリーダーの読み取り時間選択、また

はトリガスイッチが無効の場合は何の効果もありません。 
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5.2. 読み取り時間オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
0 秒 Y0 _Y0_ 
1 秒 Y1 _Y1_ 
2 秒 Y2 _Y2_ 
3 秒 Y3 _Y3_ 
4 秒 Y4 _Y4_ 
5 秒 Y5 _Y5_ 
6 秒 Y6 _Y6_ 
7 秒 Y7 _Y7_ 
8 秒 Y8 _Y8_ 
9 秒 Y9 _Y9_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
読み取り時間 10 倍 YL _YL_ 
無限 YM _YM_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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5.3. パワーコントロール 
 
トリガスイッチを持たない CCD リーダーでは、消費電力を削減するために 
LED を点滅させることがあります。このオプションが選択された場合、LED 
はリーダーがバーコードを読み取るまで光ります。LED は、リーダーがバー

コードを検出する限り ON となります。 
 
一部の CCD リーダーでは、消費電力を削減するために LED を低電力モード

にする場合があります。このオプションが選択された場合、LED は深度を削

減するより少ない光を照射します。 
 
一部の RS232 リーダーでは、消費電力を削減するモードによって RS232 リー

ダーインターフェースをスタンバイモードする場合があります。このオプショ

ンが選択されると、リーダーが送信しない時にリーダーからの RS232 出力は

高インピーダンス状態になります。このオプションが選択された場合、リーダ

ーは RS232 コマンドを受信できません。 
 
モーターオプションは、選択されたレーザーバーコードリーダーおよびトリガ

有効なレーザーバーコードリーダーにのみ適用されます。読み取り時間が切れ

た場合、モーターはスイッチを OFF にします。トリガが動作している場合、

モーターはスイッチを再び ON にします。モーターの開始時間を削減するた

めに、モーターをアイドルモードの半分の速度に設定することができます。『4. 
文字列オプション』の 1 ～ 4 桁の直接数字入力を読み取ることによって 「自

動停止時間」を 1 ～ 9999 秒の間に設定することができます。0 (デフォルト) 
の値とは、読み取り時間が切れた場合にバーコードリーダーがアイドル状態に

入るということです。 
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5.3. パワーコントロール 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
LED 継続 S5 _S5_ 
LED 点滅 S6 _S6_ 
LED 低電力無効 VX _VX_ 
LED 低電力有効 VW _VW_ 
RS232 低電力スタンバイ

無効 
S4 _S4_ 

RS232 低電力スタンバイ

有効 
S3 _S3_ 

アイドル時モーターを無効

にする 
4Z _4Z_ 

アイドル時モーターを有効

にする 
4Y _4Y_ 

アイドル時モーターをハー

フスピードにする 
BBA _BBA_ 

自動停止時間 BBB _BBB_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 

 

第 5 章: 読み取りオプション 

TS05013 173 

 
5.4. 読み取り照合回数 
 
読み取り照合回数は、ラベルが送信される前に正しくデコードされなければな

らない回数です。より高い読み取り照合回数は読み取りを遅くしますが、特に

不完全な定義のラベルが使用された場合、読み取りエラーの可能性は減少しま

す。 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
読み取り 1 回、照合回数

= 0 
X0 _X0_ 

読み取り 2 回、照合回数

= 1 
X1 _X1_ 

読み取り 3 回、照合回数

= 2 
X2 _X2_ 

読み取り 4 回、照合回数

= 3 
X3 _X3_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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5.5. 反転バーコード 
 
通常、バーコードは白地に黒で印刷されますが、黒地に白の場合もあります。

白地に黒は通常 (正転) バーコード、黒地に白は反転バーコードといいます。

「反転バーコード」オプションを選択した場合、通常 (正転) バーコードはデ

コードされないかデコードされるのが難しくなります。これはメニューラベル

にも適用されます。リーダーの通常 (正転) ラベル読み取りを再び有効にする

と、多くの反転メニューラベルが取り込まれています。 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
通常 (正転) バーコード V2 _V2_ 
反転バーコード V3 _V3_ 
通常 (正転) および反転バ

ーコード 
V4 _V4_ 

通常 (正転) バーコード V2 _V2_ 
通常 (正転) および反転バ

ーコード 
V4 _V4_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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5.6. 解像度および密度 
 
以下のオプションは、異なるラベル品質のためにリーダーを 適化します。サ

ポートされる特有オプションは、リーダーハードウェアに依存します。解像度

および密度オプションを試して 適な読み取り性能にしてください。 
 
フィルター: 
オプション「フィルター ON」は、低密度ラベルおよび印字品質の低いラベル

の読み取りを改善します。 
 
走査レート: 
オプション「走査レート 低」は、消費電力を削減し、高密度ラベルの読み取

りを改善します。 
 
デジタイザ: 
オプション「高密度」は、近距離でのラベルの読み取りおよび高密度ラベルの

読み取りを改善します。 
 
ゲイン: 
オプション「ゲイン 高」は、低明度ラベルの読み取りおよび高密度ラベルの

読み取りを改善します。図 5.02. を参照してください。 
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密度: 
図 5.03. を参照してください。 
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5.6. 解像度および密度 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
フィルター ON X4 _X4_ 
フィルター OFF X5 _X5_ 
フィルター ON / OFF X6 _X6_ 
走査レート 高 TJ _TJ_ 
走査レート 低 TK _TK_ 
走査レート 高 / 低 TL _TL_ 
デジタイザ 標準 TM _TM_ 
デジタイザ 高密度 TN _TN_ 
デジタイザ 標準 / 高 TO _TO_ 
ゲイン 標準 TP _TP_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ゲイン 高 TQ _TQ_ 
ゲイン 標準 / 高 TR _TR_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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6. インジケータオプション 
 
本章では、ブザーおよび読み取り確認 LED について説明します。 
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6.1. ブザー設定 
 
ブザー設定オプションは、ブザータイプ、音程、時間および音量を決定します。

ブザー音程およびブザー音量は異なるブザータイプのため、リーダーに依存し

ます。 
 
ブザータイプ: 
ブザーは、ハードウェアブザーまたはソフトウェアブザーのどちらかとして、

ブザーを無効または有効にする場合があります。すべてのリーダーが、ハード

ウェアブザーおよびソフトウェアブザーの両方をサポートしているわけでは

ありません。 
 
ブザー音程: 
ソフトウェアブザーを使用する場合、ブザー音程を図 6.01. に図示したように

選択する場合があります。 
 
ブザー鳴動時間および音量: 
ソフトウェアブザーを使用する場合、ブザー鳴動時間を 50、 100、 200、ま

たは 400 ms.から選択します。音量は異なる 4 段階で調整します。 
 
転送前のブザー: 
バーコードのデコード後および送信前に読み取り確認ブザーが動作します。送

信中にブザーシーケンスは完了します。 
 
転送後のブザー: 
読み取り確認ブザーが送信後に動作します。 
 
スタートアップブザーを有効にする: 
このオプションを選択した場合、リーダーは電源が供給された後に用意ができ

たことを示す読み取り確認ブザーを鳴らします。 
 
スタートアップブザーを無効にする: 
このオプションを選択した場合、リーダーは電源が供給された後にブザーを鳴

動しません。 
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6.1. ブザー設定 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ブザーを無効にする W0 _W0_ 
ソフトウェアブザーを有効に

する 
W8 _W8_ 

単音ブザー W1 _W1_ 
高 - 低ブザー W2 _W2_ 
低 - 高ブザー W3 _W3_ 
ブザー鳴動時間 50 ms W7 _W7_ 
ブザー鳴動時間 100 ms W4 _W4_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ブザー鳴動時間 200 ms W5 _W5_ 
ブザー鳴動時間 400 ms W6 _W6_ 
ブザー音量: 最大 T0 _T0_ 
ブザー音量: 大 T1 _T1_ 
ブザー音量: 中 T2 _T2_ 
ブザー音量: 小 T3 _T3_ 
転送前のブザー       VY _VY_ 
転送後のブザー      VZ _VZ_ 
スタートアップブザーを無効

にする 
GD _GD_ 

スタートアップブザーを有効

にする 
GC _GC_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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6.2. 読み取り確認 LED 
 
読み取り確認 LED を無効にする、またはいくつかの点灯時間設定をすること

ができます。 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
点灯を無効にする  T4 _T4_ 
点灯時間: 0.2 s  T5 _T5_ 
点灯時間: 0.4 s  T6 _T6_ 
点灯時間: 0.8 s  T7 _T7_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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7. その他 
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7.1. 診断 
 
このオプションは、診断を主目的としています。次のオプションが使用できま

す。 
 
ソフトウェアバージョンを転送する: 
ソフトウエアのバージョンを送信します。 
 
ROM チェックサムを転送する: 
内部プログラム上で計算されたソフトウェアのチェックサムを送信します。 
 
設定内容を転送する: 
リーダーの設定を 16 進数の文字列で送信します。 
 
ASCII 印刷可能文字列を転送する: 
印刷可能な ASCII キャラクタ Hex 20 ～ Hex 7F を送信します。 
 
ASCII 制御文字列を転送する: 
印刷不可能な ASCII 制御キャラクタ Hex 00 ～ Hex 1F を送信します。 
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7.1. 診断 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
ソフトウェアバージョンを転

送する 
Z1 _Z1_ 

ROM チェックサムを転送

する 
ZY _ZY_ 

設定内容を転送する Z3 _Z3_ 
ASCII 印刷可能文字列を

転送する 
ZA _ZA_ 

ASCII 制御文字列を転送

する 
YV _YV_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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7.2. シリアル設定 
 
RS232 経由設定を無効にする: 
リーダーは、RS232 ポートからのすべての設定コマンドを無視します。トリガ

コマンドおよびブザーコマンドを受け付けます。 
 
RS232 経由設定を有効にする: 
リーダーは、RS232 ポートからのすべての設定コマンドを受け付けます。 
 
RS232 経由トリガを無効にする: 
リーダーは、RS232 ポート経由のトリガコマンド <Z> (Hex 5A) を無視します。 
 
RS232 経由トリガを有効にする: 
リーダーは、RS232 ポート経由のトリガコマンドを受け付けます。 
 
RS232 経由ブザーを無効にする: 
リーダーは、RS232 ポート経由のブザーコマンドを無視します。 
 
RS232 経由ブザーを有効にする: 
リーダーは、RS232 ポート経由のブザーコマンド、読み取り確認ブザーの <B> 
(Hex 42) およびエラーブザーの <E> (Hex 45) を受け付けます。 
 
RS232 経由読み取り確認 LED を無効にする: 
リーダーは、RS232 ポート経由の読み取り確認 LED コマンドを無視します。 
 
RS232 経由読み取り確認 LED を有効にする: 
リーダーは、RS232 ポート経由の読み取り確認 LED コマンド <L> (Hex 4C) 
を受け付けます。 
 
RS232 の ACK/NAK コマンドを無効にする: 
コマンドか受信された場合、リーダーは <ACK> または <NAK> のどちらも

送信しません。 
 
RS232 の ACK/NAK コマンドを有効にする: 
リーダーは、有効な RS232 コマンドの後に <ACK> (Hex 06) 無効な RS232 コ 
マンドの後に <NAK> (Hex 15) を送信します。 
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エラーメッセージ – ラベル無し: 
このメニューラベルでは、 大 4 桁の直接入力キャラクタが読み取られます。

リーダーの読み取り時間中にラベルが何も検出されなかった場合、これらのキ

ャラクタが送信されます。この機能はトリガが有効なリーダー上でのみ使用で

きます。コマンドの後に直接入力キャラクタが何も読み取られない場合、エラ

ーメッセージは無効とされます。この機能は「エラーメッセージ – デコード

失敗」と組み合わせられる場合があります。 
 
エラーメッセージ – デコード失敗: 
このメニューラベルでは、 大 4 桁の直接入力キャラクタが読み取られます。

リーダーの読み取り時間中に あるラベルが検出されたが、何もデコードされ

なかった場合、これらのキャラクタが送信されます。この機能はトリガが有効

なリーダー上でのみ使用できます。コマンドの後に直接入力キャラクタが何も

読み取られない場合、エラーメッセージは無効とされます。この機能は「エラ

ーメッセージ – ラベル無し」と組み合わせられる場合があります。 
 
Example（例）: 
以下の 2 例では 、ラベル無しの「NL<CR>」およびデコード失敗の「ND<CR」
メッセージをそれぞれ設定します。2 例は、同時に動作する場合があります。 
図 7.01. を参照してください。 
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7.2. シリアル設定 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
RS232 経由設定を無効に

する 
TS _TS_ 

RS232 経由設定を有効に

する 
TT _TT_ 

RS232 経由トリガを無効に

する 
8B _8B_ 

RS232 経由トリガを有効に

する 
8C _8C_ 

RS232 経由ブザーを無効

にする 
WB _WB_ 

RS232 経由ブザーを有効

にする 
WA _WA_ 

RS232 経由読み取り確認

LED を無効にする 
TY _TY_ 

RS232 経由読み取り確認

LED を有効にする 
TZ _TZ_ 

RS232 の ACK/NAK コマ

ンドを無効にする 
WD _WD_ 

RS232 の ACK/NAK コマ

ンドを有効にする 
WC _WC_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
エラーメッセージ - ラベル

無し 
TH _TH_ 

エラーメッセージ - デコー

ド失敗 
TI _TI_ 

エラーメッセージ (ラベル無

し / デコード失敗) をクリ

アする 

TG _TG_ 
終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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8. データウィザード 
 
データウィザードでは、使用ホストのシステムを変更することなく、バーコー

ドリーダーで読み取ったデータを指定したフォーマットに変更することがで

きます。バーコードデータの変更には、例として、データの消去 (erasing)、追

加 (adding)、置換 (replacing)、再配列 (rearranging) および比較 (comparing) が
あります。データウィザードの選択可能な設定を 1 つ以上使用することで、

データウィザードによる読み取りデータの取り扱い方法を正確に設定するこ

とができます。 
 
各設定は、次の 3 ステップで構成されています。 
マッチング 
ビルディング 
終設定 
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データウィザード設定方法 

 

設定完了メニュー読取 

ビルドメニュー読取 

出力長を変更しない 出力長を変更する  

全て置換する 

出力長の変更メニュー読取 

マッチング条件の設定 

「全て置換」を設定 

出力長の設定 

 (挿入/ 削除) 

設定保存 

出力ビルド設定 

最終設定 

設定開始 

設定完了 

設定編集 1 - 10 のいずれかを読取 

マッチングメニュー読取 
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8.1. 設定編集  
 
設定開始読み取り後、編集設定 1 - 10 のいずれかを読み取ります。 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
設定編集 1 A00 _a00_ 
設定編集 2 A01 _a01_ 
設定編集 3 A02 _A02_ 
設定編集 4 A03 _a03_ 
設定編集 5 A04 _a04_ 
設定編集 6 A05 _a05_ 
設定編集 7 A06 _a06_ 
設定編集 8 A07 _a07_ 
設定編集 9 A08 _A08_ 
設定編集 10 A09 _a09_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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8.2. マッチング条件 
 
データウィザードは、マッチング条件を使用して設定用特定バーコードの特性

を検索します。マッチングは、バーコード ID、バーコード長、およびバーコ

ードキャラクタによって行われます。バーコードが指定されたマッチング条件

にマッチする場合のみ、ビルディングおよび 終設定で指定されたとおりにバ

ーコードデータを設定します。 
 
マッチングオプション: 
・ バーコード ID マッチング 
・ バーコード長マッチング 
・ バーコードキャラクタマッチング (任意位置 / 指定位置) 
 
例 1) 5 桁の Code -39 に A を追加する場合、以下のコードを読み取ります。 
 

<開始>  
「8.6. 設定編集」から     <設定編集 1>  
「8.2. マッチング条件」から <バーコード ID をマッチングする>  

<Code 39> 
<バーコード長をマッチングする> 

<0> 
<5> 

<バーコードキャラクタマッチングしない> 
「8.3. 出力ビルド」から       <キャラクタ追加> 

<A> 
「8.4. 終設定」から       <キャラクタを置換しない> 

<出力長を変更しない> 
「8.6. 特殊オプション」から <データウィザードの設定保存> 

<終了> 
 
例 2) 491 と続く数字がある EAN-13 に A を追加する場合: 
 

<開始>  
「8.6. 設定編集」から     <設定編集 1>  
「8.2. マッチング条件」から <バーコード ID をマッチングする>  

<EAN 13> 
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<バーコード長をマッチングしない> 
<バーコードキャラクタをマッチングする 
/任意位置> 

<4> 
<9> 
<1> 

「8.3. 出力ビルド」から     <キャラクタ追加> 
<A> 

「8.4. 終設定」から       <キャラクタを置換しない> 
<出力長を変更しない> 

「8.6. 特殊オプション」から <データウィザードの設定保存> 
<終了> 

 
例 3) 先頭が 1 の全バーコードに A を追加する場合: 
 

<開始>  
「8.6. 設定編集」から       <設定編集 1>  
「8.2. マッチング条件」から <バーコード ID をマッチングしない>  

<バーコード長をマッチングしない> 
<バーコードキャラクタをマッチングする 
/指定位置> 

<0> 
<0> 
<1> 

「8.3. 出力ビルド」から     <キャラクタ追加> 
<A> 

「8.4. 終設定」から       <キャラクタを置換しない> 
<出力長を変更しない> 

「8.6. 特殊オプション」から <データウィザードの設定保存> 
<終了> 

 
注: マッチングのみの設定は行えません。 
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8.2. マッチング条件 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
バーコード ID をマッチン

グしない 
A0W _A0W_ 

バーコード ID をマッチング

する 
A0X _A0X_ 

バーコード長をマッチングし

ない (1-99) 
A0Y _A0Y_ 

バーコード長をマッチング

する (1-99) 
A0Z _A0Z_ 

バーコードキャラクタをマッ

チングしない 
A10 _A10_ 

バーコードキャラクタをマッ

チングする / 任意位置 
A11 _A11_ 

バーコードキャラクタをマッ

チングする / 指定位置 
A12 _A12_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
 

第 8 章: データウィザード 

TS05013 197 

 
8.3. 出力ビルド 
 
出力データのビルディングは、受信バーコードのパート指定および出力に追加

されるキャラクタ指定によって設定されます。これらのパートおよび / また

は追加キャラクタは、結果出力では相互の後に置かれます。パートの開始位置

および終了位置の設定は、キャラクタ位置 (開始位置および終了位置) の指定、

またはパートキャラクタ (先頭キャラクタおよび末尾キャラクタ) の指定によ

って行われます。この場合、データウィザードは、入力データにおける指定キ

ャラクタの 初のマッチを検索し、指定された先頭キャラクタおよび末尾キャ

ラクタを含む、または除くパートを選択します。 
 
ビルディングオプション: 
・ キャラクタ追加 
・ 開始キャラクタ (絶対位置 / 相対位置) 
・ キャラクタから開始 (キャラクタを含む / 除く ) 
・ パート長 
・ 相対終了位置 
・ キャラクタで終了 (キャラクタを含む / 除く) 
* 絶対位置 00 01 02 ……(1 番左端のキャラクタが基準) 

相対位置 ……02 01 00 (1 番右端のキャラクタが基準) 
 
例 1) 絶対位置 01 から開始して 5 桁にする場合: 
 

<開始>  
「8.6. 設定編集」から       <設定編集 1>  
「8.2. マッチング条件」から <バーコード ID をマッチングしない>  

<バーコード長をマッチングしない> 
<バーコードキャラクタをマッチングしない> 

「8.3. 出力ビルド」から     <絶対位置から開始> 
<0> 
<1> 

<パート長> 
<0> 
<5> 

「8.4. 終設定」から       <キャラクタを置換しない> 
<出力長を変更しない> 
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「8.6. 特殊オプション」から <データウィザードの設定保存> 
<終了> 

例 2) 相対位置 05 から開始し相対終了位置 01 で終了する場合: 
 

<開始>  
「8.6. 設定編集」から       <設定編集 1>  
「8.2. マッチング条件」から <バーコード ID をマッチングしない>  

<バーコード長をマッチングしない> 
<バーコードキャラクタをマッチングしない> 

「8.3. 出力ビルド」から     <相対位置から開始> 
<0> 
<5> 

<相対終了位置 > 
<0> 
<1> 

「8.4. 終設定」から       <キャラクタを置換しない> 
<出力長を変更しない> 

「8.6. 特殊オプション」から <データウィザードの設定保存> 
<終了> 

 
例 3) Code39 のキャラクタ 3 から 大 5 桁にする場合: 
 

<開始>  
「8.6. 設定編集」から       <設定編集 1>  
「8.2. マッチング条件」から <バーコード ID をマッチングする>  

<Code 39> 
<バーコード長をマッチングしない> 
<バーコードキャラクタをマッチングしない> 

「8.3. 出力ビルド」から     <キャラクタから開始 / キャラクタを含む> 
<3> 

<パート長> 
<0> 
<5> 

「8.4. 終設定」から       <キャラクタを置換しない> 
<出力長を変更しない> 

「8.6. 特殊オプション」から <データウィザードの設定保存> 
<終了> 
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8.3.  出力ビルド 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
キャラクタ追加 A13 _A13_ 
絶対位置から開始 A14 _A14_ 
相対位置から開始 A15 _A15_ 
キャラクタから開始 

/ キャラクタを含む 
A16 _A16_ 

キャラクタから開始 

/ キャラクタを除く 
A17 _A17_ 

パート長 A1B _A1B_ 
相対終了位置 A1C _A1C_ 
キャラクタで終了  

/ キャラクタを含む 
A1D _A1D_ 

キャラクタで終了 

 / キャラクタを除く 
A1E _A1E_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
 



第 8 章: データウィザード 

TS05013 200 

 
8.3.1. 除外パート 
 
出力ビルドとは、出力データに追加するパートの選択を行う方法であるのに対

して、出力ビルドのオプションである除外パートとは、出力データへのパート

の追加を行わない方法、つまり出力データから除外される方法です。 
例えば、特定キャラクタの 初ではなく 2 番目または 3 番目のマッチをパー

トの先頭キャラクタとして使用する場合、キャラクタマッチングから特定のパ

ートを除外します。マッチングから除外するパートの選択は、パートの開始位

置および終了位置を、キャラクタ位置 (開始位置および終了位置) の指定、ま

たはパートキャラクタ (先頭キャラクタおよび末尾キャラクタ) の指定によっ

て設定することができます。この場合、除外パートで指定したパートのキャラ

クタは指定できません。 
 
除外パートオプション: 
・ パート長 
・ 相対終了位置 
・ キャラクタで終了 (キャラクタを含む / 除く) 
・ 絶対位置から除外開始 
・ 相対位置から除外開始 
・ キャラクタから除外開始 (キャラクタを含む / 除く) 
 
例1) 位置指定 (絶対位置) による除外の場合: 

<開始>  
「8.6. 設定編集」から       <設定編集 1>  
「8.2. マッチング条件」から <バーコード ID をマッチングしない>  

<バーコード長をマッチングしない> 
<バーコードキャラクタをマッチングしない> 

「8.3. 出力ビルド」から     <絶対位置から開始> 
<0> 
<0> 

<キャラクタで終了 / キャラクタを除く> 
 < ׀>

「8.3.1 除外パート」から    <絶対位置から除外開始> 
<0> 
<0> 

<キャラクタで終了 / キャラクタを含む> 
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 < ׀>
<キャラクタから開始 / キャラクタを除く> 

 < ׀>
<相対終了位置 > 

<0> 
<0> 

「8.4. 終設定」から       <キャラクタを置換しない> 
<出力長を変更しない> 

「8.6. 特殊オプション」から <データウィザードの設定保存> 
<終了> 

 
例2) キャラクタ指定 (キャラクタを含む) による除外の場合: 

<開始>  
「8.6. 設定編集」から       <設定編集 1>  
「8.2. マッチング条件」から <バーコード ID をマッチングしない>  

<バーコード長をマッチングしない> 
<バーコードキャラクタをマッチングしない> 

「8.3. 出力ビルド」から     <絶対位置から開始> 
<0> 
<0> 

<キャラクタで終了 / キャラクタを除く> 
 < ׀>

「8.3.1 除外パート」から    <キャラクタから除外開始 / キャラクタを含む> 
<0> 
<1> 

<キャラクタで終了 / キャラクタを含む> 
 < ׀>

<キャラクタから開始 / キャラクタを除く> 
 < ׀>

<相対終了位置 > 
<0> 
<0> 

「8.4. 終設定」から       <キャラクタを置換しない> 
<出力長を変更しない> 

「8.6. 特殊オプション」から <データウィザードの設定保存> 
<終了> 
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8.3.1. 除外パート 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
パート長 A1B _A1B_ 
相対終了位置 A1C _A1C_ 
キャラクタで終了 

 / キャラクタを含む 
A1D _A1D_ 

キャラクタで終了 

 / キャラクタを除く 
A1E _A1E_ 

絶対位置から除外開始 A1G _A1G_ 
相対位置から除外開始 A1H _A1H_ 
キャラクタから除外開始 /

キャラクタを含む 
A1I _A1I_ 

キャラクタから除外開始 /

キャラクタを除く 
A1J _A1J_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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8.4. 終設定 
 
終設定では、出力データにおける特定キャラクタの全マッチを他のキャラク

タによって置換することができます。これに加え、出力データ長を固定長に変

更することもできます。これらの機能は、出力データが特定の長さでなければ

ならない場合に使用されます。出力長が指定された長さより短い場合は、挿入

文字が選択され、バーコードの先頭または末尾に置かれます。 
 
終設定オプション: 

 
・ キャラクタ置換 
・ 出力長変更 (前方挿入 – 後方削除) 
・ 出力長変更 (後方挿入 – 前方削除) 
・ 出力長変更 (前方挿入 – 前方削除) 
・ 出力長変更 (後方挿入 – 後方削除) 
 
例 1) Code39 の 7 桁ラベルにおいて、キャラクタ 1 を 3 に変換する場合: 
  

<開始>  
「8.6. 設定編集」から       <設定編集 1>  
「8.2. マッチング条件」から <バーコード ID をマッチングする>  

<Code 39> 
<バーコード長をマッチングしない> 
<バーコードキャラクタをマッチングしない> 

「8.3. 出力ビルド」から     <絶対位置から開始> 
<0> 
<0> 

<パート長> 
<0> 
<7> 

「8.4. 終設定」から       <全キャラクタマッチングを置換する> 
<1> 
<3> 

<出力長を変更しない> 
「8.6. 特殊オプション」から <データウィザードの設定保存> 

<終了> 
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例 2) バーコードが 5 桁未満の場合は A を前方に追加し、5 桁より大きい場

合は後方を削除して、出力長を 5 桁にする場合: 
 

<開始>  
「8.6. 設定編集」から       <設定編集 1>  
「8.2. マッチング条件」から <バーコード ID をマッチングしない>  

<バーコード長をマッチングしない> 
<バーコードキャラクタをマッチングしない> 

「8.3. 出力ビルド」から     <相対位置から開始> 
<5> 
<0> 

<相対終了位置 > 
<0> 
<0> 

「8.4. 終設定」から       <キャラクタを置換しない> 
<出力長を変更する (前方挿入 / 後方削除)> 

<0> 
<5> 
<A> 

「8.6. 特殊オプション」から <データウィザードの設定保存> 
<終了> 

 
例 3) バーコードが 5 桁未満の場合は A を後方に追加し、5 桁より大きい場

合は前方を削除して、出力長を 5 桁にする場合: 
 

<開始>  
「8.6. 設定編集」から       <設定編集 1>  
「8.2. マッチング条件」から <バーコード ID をマッチングしない>  

<バーコード長をマッチングしない> 
<バーコードキャラクタをマッチングしない> 

「8.3. 出力ビルド」から     <相対位置から開始> 
<5> 
<0> 

<相対終了位置 > 
<0> 
<0> 

「8.4. 終設定」から       <キャラクタを置換しない> 
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<出力長を変更する (後方挿入 / 前方削除)> 
<0> 
<5> 
<A> 

「8.6. 特殊オプション」から <データウィザードの設定保存> 
<終了> 

 
8.4. 終設定 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
全マッチングキャラクタを置

換する 
A1K _A1K_ 

キャラクタを置換しない A1L _A1L_ 
出力長を変更しない A18 _A18_ 
出力長を変更する (前方挿

入 – 後方削除) 
A19 _A19_ 

出力長を変更する (後方挿

入 – 前方削除) 
A1A _A1A_ 

出力長を変更する (前方挿

入 – 前方削除) 
A1M _A1M_ 

出力長を変更する (後方挿

入 – 後方削除) 
A1N _A1N_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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8.5. 設定の有効 / 無効 
 
必要に応じて各設定を有効または無効にすることができます。ある設定がしば

らくの間必要でない場合、設定データを失うことなくその設定を無効にするこ

とができます。その設定が再び必要な場合、それを再び有効にすることができ

ます。データウィザードのリセット時は、全ての設定は無効となります。設定

が変更されると、その設定は自動的に直接使用が有効になります。 
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8.5. 設定の有効 / 無効 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
設定 1 を有効にする A0A _A0A_ 
設定 2 を有効にする A0B _A0B_ 
設定 3 を有効にする A0C _A0C_ 
設定 4 を有効にする A0D _A0D_ 
設定 5 を有効にする A0E _A0E_ 
設定 6 を有効にする A0F _A0F_ 
設定 7 を有効にする A0G _A0G_ 
設定 8 を有効にする A0H _A0H_ 
設定 9 を有効にする A0I _A0I_ 
設定 10 を有効にする A0J _A0J_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
設定 1 を無効にする A0K _A0K_ 
設定 2 を無効にする A0L _A0L_ 
設定 3 を無効にする A0M _A0M_ 
設定 4 を無効にする A0N _A0N_ 
設定 5 を無効にする A0O _A0O_ 
設定 6 を無効にする A0P _A0P_ 
設定 7 を無効にする A0Q _A0Q_ 
設定 8 を無効にする A0R _A0R_ 
設定 9 を無効にする A0S _A0S_ 
設定 10 を無効にする A0T _A0T_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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8.6. 特殊オプション 
 
特殊オプションは、一般的なデータウィザードの動作に影響を与えます。 
 
データウィザードをリセットする:  
このオプションは、全てのデータウィザード設定を解除し、無効にします。こ

のオプションの設定後、必要な設定を変更するために OptiConfigure を再起動

しなければなりません。 
 
全バーコードを転送する:  
このオプションの設定により、データウィザードは全バーコードをホストシス

テムに送信することができます。全設定が無効の場合、データウィザードは自

動的にこのオプションを ON にします。 
 
有効バーコードを転送する:  
このオプションを設定した場合、データウィザードによって処理されたバーコ

ードのみをホストシステムに送信します。 
 
未処理ブザーを有効にする:  
このオプションでは、バーコードは読み取られたが出力が 0 の場合に、スキ

ャナが 1 回ブザーを鳴らします。一部のバーコードビルディングオプション

を使用する場合、入力バーコードから 0 の出力を得る可能性があります。こ

のようなことが生じた場合は顧客に通知があります。 
 
未処理ブザーを無効にする:  
このオプションを設定すると、送信されるバーコードが 0 の場合、スキャナ

はブザーを鳴らしません。 
 
設定情報を転送する:  
このラベルの読み取りにより、全てのデータウィザード設定情報がホストシス

テムに送信されます。 
 

初から設定を再開する: データウィザードの設定を 初から開始します。 
 
データウィザードの設定を保存する: データウィザードの設定を保存します。 
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例 1) 「バーコード長が 1 桁のとき A を追加」設定後「有効バーコードを転

送する」「未処理ブザーを有効にする」を設定した場合: 
 

<開始>  
「8.6. 設定編集」から     <設定編集 1>  
「8.2. マッチング条件」から <バーコード ID をマッチングしない>  

<バーコード長をマッチングする> 
<1> 

<バーコードキャラクタマッチングしない> 
「8.3. 出力ビルド」から     <キャラクタ追加> 

<A> 
「8.4. 終設定」から       <キャラクタを置換しない> 

<出力長を変更しない> 
「8.6. 特殊オプション」から <データウィザードの設定保存> 

<終了> 
 

<開始>  
「8.6. 特殊オプション」から <有効バーコードを転送する> 

<未処理ブザーを有効にする> 
<終了> 
 

*出力バーコード長が 1 桁の場合は、ブザーは鳴らず、その他のバーコード長

には未処理ブザーが鳴ります。
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8.6. 特殊オプション 
 

開始 (SET) ZZ _ZZ_ 
データウィザードをリセット

する 
A0$ _A0$_ 

全バーコードを転送する A0U _A0U_ 
有効バーコードを転送する A0V _A0V_ 
未処理ブザーを有効にする A0+ _A0+_ 
未処理ブザーを無効にする A0- _A0-_ 
設定情報を転送する A0/ _A0/_ 
最初から設定を再開する AXX _AXX_ 
データウィザードの設定を

保存する 
A1F _A1F_ 

終了 (END) ZZ _ZZ_ 
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付録 
 
A. トラブルシューティング 
 
トラブルシューティングの図は、ご使用のリーダーが期待通りに動作しない場

合に役立ちます。トラブルシューティングの図に問題が表記されていない、ま

たは問題が解決できない場合は、購入先にお問い合わせください。 
 
リーダーが動作しているかまたはしていないかを以下の方法でチェックして

ください。 
・ 電源を ON にした後、ビープ音がならなければいけない。 
・ トリガに反応が (いくらかでも) ある、またはリーダーの走査側 (LED) に

光を発しなければいけない。 
図 A.01. を参照してください。 
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B. 用語 
 
バー (Bar): 
印刷された黒いエレメント。 
 
バーコード (Bar code): 
特殊シンボロジーにキャラクタのデータエレメントを共に示す、平行長方形バ

ーとスペースの列。 
 
バーコード密度 (Bar code density): 
単位長さあたりのバーコードキャラクタの数。バーコード密度は 1 インチあ

たりのキャラクタで示されることが多い。 
 
バーコードラベル (Bar code label): 
バーコードおよび人間が読める他の情報 (任意) を持つラベル。バーコードラ

ベルは商品に貼られる場合がある。 
 
バーコードリーダー (Bar code reader): 
バーコードシンボルの読み取りおよびデコードに使用されるデバイス。 
 
バー幅 (Bar width): 
シンボルのスタートキャラクタに も近い端から同じバーの後端まで計測さ

れたバーの厚さ。 
 
ボーレート (Baudrate): 
シリアルインターフェース上で転送されたデータの速度で、1 秒間あたりのビ

ット数で示される。 
 
CCD リーダー (CCD reader): 
CCD テクノロジーを使用する走査デバイス。CCD は、Charge Coupled Device 
(電荷結合素子) の頭文字。CCD リーダー内の光源からの光がバーコードラベ

ルによって反射され、リーダーの受光素子列の上にかかる。光が反射されてい

るかどうかは、バーコードの黒い部分または白い部分に依存する。反射光の有

（無）は、特殊エレメントの電荷（電子）の有（無）を判断する。結果は、追

加処理に使用できるバーコードの電気イメージ。 
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キャラクタ (Character): 
特定の数字、文字、または句読記号を示すバーおよびスペースの 1 グループ。

通常 6 ビット、7 ビット、または 8 ビットで構成される。 
 
チェックデジット (Check degit): 
シンボル内に含まれるキャラクタで、その値は数学的にシンボル内の他のキャ

ラクタに基づく。チェックデジットは、数学的チェックを実行し、読み取りの

正確さを確実にするために使用される。 
 
データ (Data): 
デジタル情報。 
 
デフォルト (Default): 
基準オプションまたは基準パラメータ設定。デフォルト設定はデバイスのメモ

リに表示される。プログラム（またはバーコードメニュー）内に他の値あるい

はオプションが選択されない場合、デフォルト設定が自動的に選択される。 
 
無効 (Disable): 
オプションを無効にするとは、そのオプション非アクティブにすること。 
 
エミュレーション (Emulation): 
他のデバイスによる、あるデバイスのすべてまたは一部を模倣すること。その

結果、模倣したデバイスは実際のデバイスと同様のデータを受け付けることが

でき、また同じ機能を実行することができる。 
 
有効 (Enable): 
オプションを有効にするとは、そのオプションをアクティブにすること。 
 
桁数固定 (Fixed length): 
シンボル中のデータエレメントの長さが特定されること。 
 
フォーマット (Format): 
フレーム内の場所によって制御やデータパーツの識別ができるメッセージま

たはデータ構成。 
 
 



用 語 

TS05013 216 

 
ハンドシェイク (Handshaking): 
データ送信前およびデータ送信中の 2 つのデータ通信システム間での初期交

換。 初のユニットが信号を送信し、それに応じた適切な信号を待つ。

(XON/XOFF のような) ハンドシェイク方式、パリティ設定、データビット数、

およびストップビット数。 
 
輝度 (Intensity): 
光源から分岐している単位立体角ごとの光束の量。 
 
キャラクタ間ディレイ:  
2 つのキャラクタを送信する間隔。 
 
インターフェース (Interface): 
デバイスが互いに通信することができる。ネットワークコンポーネントの接続

と情報の転送ができるハードウェアおよびソフトウェアの設計を参照するた

めに もよく使用される。 
 
キーボードウェッジ (Keyboard wedge): 
Y ケーブル経由でコンピュータとキーボードとの間にバーコードリーダーを

接続することができるデバイス。コンピュータは、読み取りデータがキーボー

ド入力であることを推奨する。標準のソフトウェアはまだ使用できる。 
 
レーザーリーダー (Laser reader) 
レーザーダイオードを照明の源に使用する走査デバイス。レーザーは、Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation (励起誘導放射による光増幅) 
の頭文字。焦点を合わせた後の物理的な処理は、特別な性質を持った光線を導

く。レーザー光は非常に強い。バーコード走査には、低エネルギー、安全レー

ザービームが使用される。Opticon のレーザーリーダーは クラス 1 ( も安

全性が高い) である。  
 
リンカー (Linker) 
走査デバイスとしてバーコード装置の一部のみがワンド (wand) をサポート

している。レーザーまたは CCD のような異なる走査手法が必要な場合、リン

カーまたは「ワンドエミュレータ 」を使用する。このデバイスは、CCD また

はレーザーリーダーがデコーダーのワンド入力に接続できるようにする。 
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モデム(変調復調器) (Modoem (MOdulator/DEModulator)): 
データをあるコンピュータから他のコンピュータへ、またはファイルサーバー

のようなネットワークリソースへ電話回線を経由して送信するハードウェア

デバイス。 
 
パリティ (Parity): 
送信データのエラーチェック方式。各送信データに 8 ビットキャラクタが付

加され、総数は常に偶数パリティは偶数、奇数パリティは奇数にならなければ

いけない。総数が違う場合、通信ソフトウェアは送信中にエラーが発生したと

検知し、データを再送信するように要求する場合がある。 
 
プリフィックス (Prefix): 
送信データに付加された 1 つ以上のキャラクタ。プリフィックスはデータの

前に置かれ、フレームの一部となる。 
プロトコル (Protocol): 
通常、データのフォーマットおよび送信の方法や時間を決定する指定方式。シ

リアル  (非同期) 送信プロトコルは、ボーレート、ハンドシェイク方式 
(XON/XOFF など)、パリティ設定、データビット数 (キャラクタ長)、および

ストップビット数含む場合がある。 
 
解像度 (Resolution): 
光学的、鮮明度 (画質) において、バーコードの狭いバーを読み取るリーダー

の能力。 
 
リーダー (Reader): 
分布様式を次々に調べ、パターンに応じてアナログまたはデジタル信号を生成

するデバイス。処理用バーコードリーダーデコーダーへの入力およびデータ通

信インターフェースを通しての出力のために、リーダーはバーコードシンボル

を電気信号に変換する。 
 
読み取りレート (Scan rate): 
(光学的にバーコードシンボルを認識しようとする) 時間単位の走査数。 
  
スタートビット (Start bit): 
非同期送信で送られるデータビットグループの開始を示唆するために使用さ

れる制御ビット。 
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ストップビット (Stop bit): 
非同期送信で送られるデータビットグループの終了を示唆するために使用さ

れる制御ビット。 
 
サフィックス (Suffix): 
送信データに付加された 1 つ以上のキャラクタ。サフィックスはデータの

後に置かれ、フレームの一部となる。 
 
シンボロジー (Sybology): 
データが示される方法を指定するルールのセット。 
 
ワンド (Wand):  
バーコードラベルの片側から反対側に移動させなければならない手持ち式の

走査デバイス。リーダーは、途切れることなくラベルの表面と接触し続けなけ

ればならない。 
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C. サンプルコード 
 

図 C.01. UPC-A 

 
 

図 C.02. UPC-A+2 

 
 

図 C.03. UPC-A+5 

 
 

図 C.04. UPC-E 
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図 C.05. UPC-E+2 

 
 

図 C.06. UPC-E+5 

 

 
 

 
図 C.07. UPC-E1 

 
 

図 C.08. UPC-E1+2 
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図 C.09. UPC-E1+5 

 
 

図 C.10. EAN-13 (ISBN) 

 
 

図 C.11. EAN-13+2 

 
 

図 C.12. EAN-13+5 
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図 C.13. EAN-8 

 
 

図 C.14. EAN-8+2 

 
 

図 C.15. EAN-8+5 

 
 

図 C.16. Code39 
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図 C.17. Full ASCII 

 
 

図 C.18. Code 39 Italian Pharmaceutical (Full Italian Pharmaceutical) 
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図 C.19. Tri-Optic 

 
 

図 C.20. Codabar 

 
 

図 C.21. Codabar ABC 
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図 C.22. Codabar CX 

 
 

図 C.23. Industrial 2of5 
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図 C.24. Interleaved 2of5 with bearer bars 

       
 

図 C.25. S-Code 

 
 

図 C.26. Matrix 2of5 

 
 

図 C.27. Korean Postal Authority code 
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図 C.28. IATA 

 
 

図 C.29. MSI/Plessey with MOD 10 Checksum 

 
 

図 C.30. Telepen numeric (Telepen ASCII) 
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図 C.31. UK/Plessey 

 

 

図 C.32. Code 128 

 
 

図 C.33. EAN-128 
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図 C.34. Code 93 

 

 

図 C.35. Code 11 

 
 

図 C.36. RSS-14 
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図 C.37. RSS-14 stacked 

 

 

図 C.38. RSS-14 truncated 

 
 

図 C.39. RSS-Limited 
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図 C.40. RSS-Expanded 

 

 

図 C.41. Composite Component A 

 
 

図 C.42. Composite Component B 



サンプルコード 

TS05013 232 

 

図 C.43. Composite Component C 

 

 

図 C.44. DataMatrix (ECC200) 

 
 

図 C.45. Aztec 
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図 C.46. Aztec runes 

 

 

図 C.47. QR Code (Model 2) 

 
 

図 C.48. Maxicode (Mode 4) 
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図 C.49. PDF417 

 
 

図 C.50. MicroPDF417 
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改版履歴 
管理番号：TS05013 
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版数 日付 変更箇所 内容 

初版 2005/12/22 － 新規作成 

第 2 版 2006/1/27 99 

Code 128 および EAN-128 のオプション表

『OF』の「EAN 128 を有効にする」を「EAN 

128 を無効にする」に修正 

 
 


