DS9908R

ハンズフリー イメージング
スキャナ

重要: RFID は、RFID を稼働させる国 (パラメータ番号 1583) が製品を使用す
る国に設定されるまで 操作できません。 DS9908R で適切なバーコードをスキ
ャンします ハンズフリー イメージング スキャナ プロダクト リファレンス ガイ
ドの 補足 (p/n MN-003377-xx) または 123Scan で設定します。

クイック スタート ガイド
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Zebra および図案化された Zebra ヘッドは、Zebra Technologies Corporation の商標であり、世界各地の
多数の法域で登録されています。その他のすべての商標は、該当する各所有者が権利を有しています。
© 2019 Zebra Technologies Corporation および / またはその関連会社。無断複写、転載を禁じます。
本書の情報は、予告なしに変更される場合があります。本書に記載されているソフトウェアは、使用許諾
契約または秘密保守契約に基づいて提供されます。本ソフトウェアは、これらの契約の条件に従ってのみ
使用またはコピーできます。
法律および所有権の宣言に関する詳細については、次のサイトを参照してください。
ソフトウェア : www.zebra.com/linkoslegal
著作権 : www.zebra.com/copyright
保証 : www.zebra.com/warranty
エンド ユーザー ソフトウェア使用許諾契約 : www.zebra.com/eula

使用条件
所有権の宣言
このマニュアルには、Zebra Technologies Corporation およびその子会社 ( 「Zebra Technologies」) の専
有情報が含まれています。このマニュアルは、本書に記載されている機器を操作および保守する当事者へ
の 情 報 の 提 供 と そ の 当 事 者 の 限 定 使 用 の み を 目 的 と し て い ま す。こ の よ う な 専 有 情 報 を、Zebra
Technologies の書面による明示的な許可なしに、その他の目的のために使用したり、複製を行ったり、ま
たは他の当事者に開示することはできません。

製品の改善
製品の継続的な改善は、Zebra Technologies のポリシーです。すべての仕様や設計は、予告なしに変更さ
れる場合があります。

責任の放棄
Zebra Technologies では、公開されているエンジニアリング仕様およびマニュアルに誤りが含まれてい
ないよう、万全の対策を講じていますが、まれに誤りが発生することがあります。Zebra Technologies で
は、このような誤りが発見された場合にそれを修正し、その誤りから生じる責任を放棄する権利を有して
います。

責任の限定
いかなる場合においても、Zebra Technologies または付属の製品 ( ハードウェアおよびソフトウェアを含
む ) の作成、製造、または配布に関わるその他の関係者は、本製品の使用、使用した結果、または使用で
きなかった結果により生じるすべての損害 ( 業務利益の損失、業務の中断、または業務情報の損失を含む
派生的損害を含むがそれに限定されない ) に対し、Zebra Technologies がそのような損害の発生する可能
性を通告されていた場合でも、一切責任を負いません。法域によっては、付随的損害または派生的損害に
関する責任の除外または限定を認めていない場合があります。その場合、お客様には上記の限定または除
外は適用されません。

保証
Zebra のハードウェア製品の保証については、次のサイトにアクセスしてください :
www.zebra.com/warranty
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オーストラリアのみ
This warranty is given by Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03,
Singapore 068895, Singapore. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the
Australia Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation
for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or
replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
Zebra Technologies Corporation Australia’s limited warranty above is in addition to any rights and
remedies you may have under the Australian Consumer Law.
If you have any queries, please call Zebra Technologies Corporation at +65 6858 0722. You may also visit
our website: www.zebra.com for the most updated warranty terms.

サービスに関する情報
本機器の使用中に問題が発生する場合は、お客様の使用環境を管理する技術サポートまたはシステム サ
ポートにお問い合わせください。本機器に問題がある場合は、各地域の技術サポートまたはシステム サポ
ートの担当者が、次の Zebra サポート サイトへ問い合わせをします : www.zebra.com/support から入手で
きます。
このガイドの最新版は、次のサイトにアクセスしてください : www.zebra.com/support から入手できま
す。
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機能
注 : RFID の詳細については『Product Reference Guide Supplement』を、イメージングの詳細については『Product
Reference Guide』を参照してください。

スキャン ウ
ィンドウ

スキャン LED

トリガ A
トリガ B

スピーカ

ハンドヘルド タ
ッチ ゾーン
( ハンドヘルド モ
RFID LED
ードとハンズ
インジケータ
フリー モードの
切り替え )
RFID
ケーブル
アンテナ
リリース穴
( ピンホール )
インタフェース
ケーブル ポート
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ケーブルの挿入

ケーブルの取り外し
1

2

3

4
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ホスト インタフェースの接続とセットアップ
USB
下のバーコードのいずれかをスキャンします。イメージャは、ホストのインタフェース タイプを自動的に
検出して、デフォルト設定を使用します。デフォルト (*) が要件を満たしていない場合は、下記の別のホ
スト バーコードをスキャンします。

*USB キーボード (HID)

IBM ハンドヘルド USB

OPOS
( 完全無効化対応 IBM ハンドヘルド )

イメージング付き SNAPI
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RS-232
下のバーコードのいずれかをスキャンします。イメージャは、ホストのインタフェース タイプを自動的に
検出して、デフォルト設定を使用します。デフォルト (*) が要件を満たしていない場合は、下記の別のホ
スト バーコードをスキャンします。

* 標準 RS-2321

ICL RS-232

Wincor-Nixdorf RS-232 Mode A

Wincor-Nixdorf RS-232 Mode B

OPOS/JPOS

Fujitsu RS-232

6

DS9908R ハンズフリー イメージング スキャナ クイック スタート ガイド

IBM
下のバーコードのいずれかをスキャンします。イメージャがホストのインタフェース タイプを自動的に
検出しますが、デフォルト設定はありません。下記のバーコードのいずれかをスキャンして適切なポート
を選択します。

非 IBM スキャナ エミュレーション ( ポート 5B)

テーブルトップ スキャナ エミュレーション ( ポート 17)

テーブルトップ スキャナ エミュレーション ( ポート 17)
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その他のパラメータ バーコード
RFID の同じタグのタイムアウト

無効

*2 秒

5分

RFID トリガ モード

連続的

単一タグ

* 連続再通知

連続フラッシュ
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RFID データ転送フォーマット

*Raw

GS1-128

EPC URI

デフォルト設定

工場出荷時デフォルトの設定

Enter キー
データをスキャンする度に Enter キーを挿入する場合は、下のバーコードをスキャンしてください。

Enter キーを挿入する ( キャリッジ リターン / ライン フィード )

Tab キー
データをスキャンする度に Tab キーを挿入する場合は、下のバーコードをスキャンしてください。

Tab キー
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USB Caps Lock オーバーライド

Caps Lock キーをオーバーライドする
( 有効 )

*Caps Lock キーをオーバーライドしない
( 無効 )

ハンズフリー

ハンドヘルド
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123Scan
123Scan について
123Scan は PC ベースの使いやすいソフトウェア ツールで、バーコードや USB ケーブルを使用してスキ
ャナを迅速かつ簡単にカスタム セットアップできます。
詳細については、次のウェブサイトを参照してください : www.zebra.com/123Scan

ユーティリティ機能
•

デバイス構成
•

電子的プログラミング (USB ケーブル )

•

バーコードのプログラミング

•

データ ビュー - スキャン ログ ( スキャンされたバーコード データの表示 )

•

資産追跡情報へのアクセス

•

ファームウェアのアップグレードとリリース ノートの表示

•

リモート管理 (SMS パッケージ生成 )

状態を示す動作 ( デフォルト設定 )
注 : イメージング スキャナのユーザー フィードバックとトラブルシューティング情報については、『DS9908
Hands-Free Imaging Scanner Product Reference Guide』を参照してください。

スピーカ シーケンス

RFID LED

インジケータの意味

なし

緑色 ( 点灯 )

RFID が有効な場合、LED が
点灯します。

なし

緑色 ( ゆっくり点滅 )

リーダーが新しいタグを
ポーリング中です。

中音 / 高音 (2 トーン ) ビープ音

緑色が一瞬消灯

RFID タグが、読み取られ / 報告
されました。

高音 / 中音 / 低音 / 低音の
ビープ音

赤色の長い点滅

予期せぬ RFID または RFID
エラーを示します。

なし

赤色の短い点滅

RFID が準備できていません。
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トラブルシューティング
問題

考えられる原因

イメージング スキャナから、
読み取りの試行中に短い高音が
4 回鳴る。

イメージャでの USB 初期化が完
了していません。

数秒待ってから読み取り直して
ください。

イメージャでタグは読み取れる
が、そのデータがホストに転送
されない。

イメージャが正しいホスト タイ
プに対応するようにプログラム
されていません。

適切なホスト タイプのプログラ
ミング バーコードをスキャンし
ます。『DS9908 Hands-Free
Imaging Scanner Product
Reference Guide』を参照してく
ださい。

インタフェース ケーブルの接続
が緩んでいます。

ケーブルを再接続してくださ
い。

イメージャが長い低音のビープ
音を 4 回鳴らす場合、転送エラ
ーが発生しました。

ホストの設定に一致するように
イメージャの通信パラメータを
設定します。

イメージャがホストと連携するよ
うにプログラムされていません。

適切なホスト タイプのプログラ
ミング バーコードをスキャンし
ます。

タグ データがホストに正しく
表示されない。

考えられる解決方法

RS-232 では、ホストの設定と
一致するようにイメージャの通
信パラメータを設定します。

人間工学に基づく推奨事項

手首を極端に曲げ
$92,'(;75(0(
:5,67$1*/(6
ないでください
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腰を曲げて作業し
$92,'%(1',1*
ないでください

$92,'5($&+,1*
無理に腕を伸ばさない
でください

注意 : 人間工学上の被害を受けるリスクを回避または最小限に抑えるため、以下の推奨事項に従ってくだ
さい。安全に関する社内規定に従って本製品を使用していることを衛生 / 安全管理担当者に確認し、従業
員の負傷を防いでください。
•

同じ動作の繰り返しは、極力減らすか、なくすようにしてください。

•

自然な姿勢を保ってください。

•

過度に力が必要な動作は、極力減らすか、なくすようにしてください。

•

頻繁に使用するものは手の届く範囲内に配置してください。

•

作業は、適切な高さで行ってください。

•

直接圧力を受ける作業は、極力減らすか、なくすようにしてください。

•

調整可能な作業台を用意してください。

•

適切な距離を保ってください。

•

適切な作業環境を用意してください。

•

作業手順を改善してください。

規制に関する情報
本機器は、Zebra Technologies Corporation ブランドとして認定されています。
このガイドはモデル番号 DS9908R に適用されます。
Zebra のデバイスはすべて、販売地域の法令および規制に準拠するように設計されており、必要に応じて
その旨を記載したラベルが貼付されています。
各言語での情報は、 次の弊社 Web サイトでご確認ください。 www.zebra.com/support
Zebra の機器に変更または改変を加えた場合、Zebra による明示的な承認がある場合を除き、その機器を
操作するお客様の権限が無効になる場合があります。
定格最大動作温度 : 50°C

13

DS9908R ハンズフリー イメージング スキャナ クイック スタート ガイド

無線機器に関する各国の承認
規制に関するマークは、認証を受けることを条件に、使用する無線が次の国で承認されている機器に付け
られています。 米国、カナダ、日本、中国、韓国、オーストラリア、および欧州
その他の国のマークについては、「適合宣言」文書 (DoC) を参照してください。この文書は、次のサイト
で入手できます。 www.zebra.com/doc
注 : 欧州には、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、キプロス、デンマー
ク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルラン
ド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノル
ウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、スウェーデ
ン、スイスおよび英国が含まれます。
注意 : 規制当局の承認を受けていない機器を操作することは違法です。

無線周波放射に関するガイドライン

安全に関する情報
無線周波放射の抑制 - 適切な使用
機器の操作は、必ず指示に従って行ってください。
国際的規格
この機器は、無線機器から発生する電磁場に人体がさらされた場合に関して、国際的に認知された標準を
満たしています。電磁場に人体がさらされた場合の 「国際的」情報については、Zebra の適合宣言文書
(DoC) を参照してください。この文書は次のサイトから入手できます。www.zebra.com/doc
無線機器から放射される電磁波エネルギーの安全性の詳細については、www.zebra.com/responsibility
( 「Corporate Responsibility」の下の項目 ) を参照してください。
欧州
遠隔設置および単体設置アンテナについて
EU の無線周波放射制限値に準拠するため、遠隔地に設置されている外部アンテナ、または人体の近くの
卓上に単体で設置されている外部アンテナは人体から 23cm 以上離して使用してください。
米国およびカナダ
配置場所に関する宣言
FCC の無線周波放射の準拠要件に従うため、本送信機で使用するアンテナは、他の送信機またはアンテ
ナと同じ場所に配置したり組み合わせて動作させたりしてはなりません。ただし、本文書で認可されてい
る場合を除きます。
ハンドヘルド機器
無線周波放射に関する FCC のガイドラインに準拠するため、この機器は、人体から 23cm 以上離した状
態で手で持って使用してください。その他の動作環境での使用は避けてください。
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LED 機器
IEC 62471:2006 および EN 62471:2008 規格で定められた 「リスク免除グループ」に分類
パルス持続時間 : 1.5ms

無線電波干渉についての要件 - FCC
注 : この機器は、FCC 規制第 15 部に定められた Class B デジタル機器に関する制限に従ってテストさ
れ、これに準拠するものと認定されています。この制限は、住居内での有害な電波干渉に対する妥当な保
護を提供するために規定されたものです。この機器は、無線周波エネルギーを発生、使用、および放射する
可能性があります。指示に従わずに設置および使用した場合、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能
性があります。ただし、これは特定の設置状況で電波干渉が発生しないことを保証するものではありませ
ん。この機器がラジオやテレビの受信に有害な電波干渉を引き起こし、機器の電源のオン / オフ操作によ
ってそのことが確認できる場合、以下の方法を用いて、お客様ご自身で電波障害の解決を試みることをお
勧めします。
•

受信アンテナの方向または場所を変える

•

本機器と受信機の距離を離す

•

受信機が接続されているものとは別の回路のコンセントに本機器を接続する

•

販売店またはラジオ / テレビの専門技術者に相談する

無線送信機 ( 第 15 部 )
この機器は、FCC 規制第 15 部に準拠しています。この機器の動作は次の 2 つの条件を前提としていま
す。(1) この機器は有害な干渉を発生させません。(2) この機器は、不適切な動作の原因となり得る干渉も
含め、受信したあらゆる干渉の影響を受けます。

無線電波干渉についての要件 - カナダ
Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 準拠ラベル : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

無線送信機
本製品は、カナダ産業省のライセンス免除 RSS に準拠しています。この機器の動作は次の 2 つの条件を
前提としています。(1) この機器は干渉を発生させません。(2) この機器は、誤動作の原因となり得る干渉
も含め、あらゆる干渉の影響を許容する必要があります。
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE マークと欧州経済地域 (EEA)
準拠の宣言
Zebra は、本無線機器が欧州議会および欧州委員会の指令 2014/53/EU および 2011/65/EU に準拠するこ
とを宣言します。
EU の 「適合宣言」文書の全文は次の Web サイトから入手できます。 www.zebra.com/doc

15

DS9908R ハンズフリー イメージング スキャナ クイック スタート ガイド
日本 (VCCI) - 電波障害自主規制協議会
クラス B ITE

韓国 - Class B ITE の警告声明
기종별
B급 기기
(가정용 방송통신기자재)

사용자안내문
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든
지역에서 사용할 수 있습니다.

ブラジル
Declarações Regulamentares para DS9908R - Brasil
Nota: A marca de certificação se aplica ao Transceptor, mod DS9908R. Este equipamento não tem direito
à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em Sistemas devidamente
autorizados.
Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site: www.anatel.gov.br.
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela
Resolução n°242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da
Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de
radiofrequência, de acordo com as Resoluções n° 303/2002 e 533/2009.

チリ
Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaria de telecomunicaciones,
relativa a radiaciones electromagnéticas.
Para la función UHF RFID, se ajustará el dispositivo a operar en el interior de inmuebles en la banda de
915 a 928 MHz con una potencia máxima radiada no superior a 100 mW, conforme a Resolución 755
parte Art 1. j3).

中国
通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书
www.zebra.com/support
本产品电磁辐射比吸收率 （SAR）最大值为 xx W/kg，符合国家标准 GB XXXX-XXXX 的要求。
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CMM 開示
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この表は、中国
RoHS の要件に準拠するために作成されました。

ユーラシア関税同盟
Евразийский Таможенный Союз
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

メキシコ
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

17

DS9908R ハンズフリー イメージング スキャナ クイック スタート ガイド
台湾
臺灣
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更
原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無
干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
型號 ABCD: SAR 標準值 2.0 W/kg ；送測產品實測值為：xxxW/kg
「本公司於說明書中提供所有必要資訊以指導使用者 / 安裝者正確的安裝及操作」警語。
並於該中文使用說明書及器材上標示
「本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者」警語。
公司資訊
台灣斑馬科技股份有限公司 / 台北市信義區松高路 9 號 13 樓

ウクライナ
Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту № 1057, № 2008 на обмеження щодо
використання деяких небезпечних речовин в електричних та електронних пристроях.

タイ
เครื่ องโทรคมนาคมและอุ ปกรณ นี้ มี ความสอดคล องตามข อกําหนดของ กทช .
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トルコ - 準拠に関する WEEE 声明
EEE Yönetmeliğine Uygundur

電気電子機器の廃棄処理規制 (WEEE)
Българск
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