
バーコード照合機能について (Data Validation)
スキャナは、次の 3 つの基本的なバーコード照合機能をサポートしています。

照合オプション 詳細

1:1 Checking ２つのバーコードを 1 対 1 で照合します。

1:N Checking 1 つの照合元マスタバーコードと、複数のバーコードを 1 対複数で照合します。

Lookup Table
スキャナ本体に事前に登録した複数の照合元マスタデータと、複数のバーコー
ドを複数対複数で照合します。

1:1 Checking

1:N Checking

Lookup Table

照合結果の 表示機能 ※ Lookup Table では使用できません

スキャナは、照合の結果を本体液晶画面上に分かりやすく で表示する機能をサポー
トしています。この機能を使用するには、バーコード照合機能の設定中に表示される
CHECKING SCREEN INDICATOR を Enable に設定してください。

照合結果 NG 時の操作ロック機能 ※ Lookup Table では使用できません

スキャナは、照合の結果が NG の場合にバーコード読取り操作を一時的にロックする機
能をサポートしています。読取り操作の一時的なロックを解除するには、本体側面のダ
ウンボタンを押下します。この機能を使用するには、バーコード照合機能の設定中に表
示される PAUSE SCAN WHEN CHECKING FAIL を Enable に設定してください。

設定操作について

操作ボタン 詳細

アップボタン MAIN MENU 内で項目の変更を行います。

ダウンボタン
MAIN MENU 内で項目の変更を行います。
照合結果 NG 時の操作ロックの解除を行います。

トリガーボタン
MAIN MENU 内で項目の決定を行います。
バーコードの読み取り動作を行います。

アップボタン + ダウンボタン MAIN MENU への入退を行います。

アップボタン + トリガーボタン
マスタを取り消します。
1:1 Checking と 1:N Checking を切り替えます



1:1 Checking および 1:N Checking の設定例
スキャナの電源を入れ、スキャナ本体のボタンを操作して [MAIN MENU] → [Data & 
Memory] → [Data Validation] へ入ります。

パラメータを [1:1 Checking] または [1:N Checking] に変更し決定します。

照合元と照合先の完全一致による照合を行う場合は次のように設定します。

CHECKING START POSITION を、Data 1、Data 2 共に [1] から変更せずに決定します。
CHECKING LENGTH を、[All Characters] から変更せずに決定します。
CHECKING LENGTH を、[ = Data 2 Length] に変更し決定します。

照合元と照合先の部分一致による照合を行う場合は次のように設定します。

CHECKING START POSITION を、Data 1 を [5] に変更し、Data 2 を [1] から変更せずに
決定します。
CHECKING LENGTH を、[7] に変更し決定します。
CHECKING LENGTH を、[<= Data 2 Length] に変更し決定します。

PAUSE SCAN WHEN CHECKING FAIL を Enable または Disable に変更し決定します。こ
のパラメータの役割については、裏面をご確認ください。

CHECKING SCREEN INDICATOR を Enable または Disable に変更し決定します。このパ
ラメータの役割については、裏面をご確認ください。

CHECKING LOG を Enable または Disable に変更し決定します。このパラメータを Enable
にすると、照合結果の OK 時および NG 時の両方の結果をバッチメモリに保存することができ
ます。Enable 変更後、[MAIN MENU] → [General Setting] → [Operation Mode] を [Batch]
に変更してください。[Auto] または [Wedge] と併用すると、スキャナが予期しない動作をす
る場合があります。この機能は、MS916 V0.79、MS926 V0.45、MS926P V1.52 以降のバー
ジョンでサポートされます。

Lookup Table の設定例
事前に、複数の照合元マスタが記載された参照用のテキストファイルを次の仕様で作成します。

• ファイルエンコード：Shift-jis エンコード
• ファイルサイズ：256 キロバイト以下
• 区切り文字：改行（CR または CR+LF）

ファイルを作成したらスキャナが正しく認識できるようにデータのソートを行います。データ
のソートには専用のユーティリティが用意されています。

• 本体： http://www.unitech-japan.co.jp/public/software/MS916/TxtSorter.zip
• 説明書： http://www.unitech-japan.co.jp/public/software/MS916/TxtSorterManual.zip

ファイルをスキャナへ送信するために TeraTerm を使用します。
• TeraTerm： https://ja.osdn.net/projects/ttssh2/releases/56762
※  TeraTerm はオープンソースのフリーソフトウェアです。このソフトウェアを使用して発生した

いかなる損害についても当社は責任を追わないものとします。

スキャナの電源を入れ、スキャナ本体のボタンを操作して [MAIN MENU] → [Data & 
Memory] → [Data Validation] へ入ります。

パラメータを [Lookup Table] に変更し決定します。

[Download Lookup] を選択し決定します。

Windows PC とスキャナを付属の USB ケーブルで接続します。Windows 10 以外では USB
仮想 COM ドライバのインストールが必要です。USB 仮想 COM ドライバのインストール情報
については、スキャナの製品ページをご確認ください。

TeraTerm を起動し、シリアルに切り替えて USB シリアルデバイスを選択し、[OK] ボタンを
クリックします。

TeraTerm の画面に「C」が繰り返し表示されたら、[ ファイル ] → [ 転送 ] → [YMODEM] → [ 送
信 ] →事前に作成してある参照用テーブルファイルを選択して [ 開く ] を実行します。

送信が完了すると、スキャナの画面に Received! のメッセージが表示されます。
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