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①講演テーマ

バーコード検証の最新状況

アルミ箔/PTP/分包及び
レーザーマーキングにおける検証
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②社名・所属・氏名
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代表取締役
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SC31/WG1日本代表委員

JAISAシンボル専門委員会前委員長

同志社大学大学院経営学修士
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③経歴について
■1D/2Dシンボル規格関連実績：

>JEITA（社）電⼦情報技術産業協会（2006年~現在に⾄る）
ISO/JTC SC31 WG1⽇本代表メンバー（1D/2Dシンボル規格，性能品質管理規格審議）

▼ 2006年3⽉ ISO SC31/WG1京都会議に⽇本代表出席者として参加
▼ 2007年9⽉ ISO SC31/WG1ニューヨークロングアイランド会議に

⽇本代表出席者として参加
▼ 2008年5⽉ ISO SC31/WG1横浜会議に⽇本代表出席者として参加
▼ 2008年9⽉ ISO SC31/WG1ロンドン会議に⽇本代表出席者として参加
▼ 2009年9⽉ ISO SC31/WG1京都会議に⽇本代表出席者として参加
▼ 2010年9⽉ ISO SC31/WG1東京会議に⽇本代表出席者として参加
▼ 2011年9⽉ ISO SC31/WG1京都会議に⽇本代表出席者として参加

>JAISA（社）⽇本⾃動認識システム協会
シンボル専⾨委員会 前委員⻑（2006~2010⼆期務める）
・JISx0508規格PDF417「JIS原案作成分科会委員⻑」歴任
・JISx0509規格GS1データバー「JIS原案作成分科会委員⻑」歴任
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審議規格：
JISx0521規格「バーコード検証機の適合仕様」を審議
JISx0522‐1規格「バーコードスキャナ及び復号器の性能試験法」

を審議
JISx‐0524規格「バーコードマスタ試験仕様」を審議
JISx0508規格「PDF417」を審議
JISx0509規格GS1データバー（RSS）を審議

・「JIS原案作成委員会」幹事歴任（2006）
・「物品識別標準化委員会」委員歴任（2005）

> GS1ジャパン（財）流通システム開発センター（2009~）
・GS1ヘルスケアジャパン協議会メンバー

■最終学歴：
>同志社⼤学⼤学院経営学修⼠号取得(2009)
⽶国カリフォルニア⼤学バークレー校経営学STEP共同プログラム参画(2009) 
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④講演概要

・バーコードシンボル規格の歴史と背景

・世界のシンボル規格団体関係図

・３タイプのシンボルガイドライン

・我が国のシンボル関連規格の歴史と背景

・バーコード検証機の定義

・アルミ箔/PTPバーコード検証の問題点について
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バーコード検証の最新状況
アルミ箔/PTP/分包及び

レーザーマーキングにおける検証

宗像恒憲
代表取締役

ムナゾヲ株式会社

•

（13:

30
）



7

免責条項

• ムナゾヲ株式会社では、ここに記載されている情報
が正確で信頼性の高いものと考えますが、それが

明示的もしくは黙示的な表現であったとしても、いか

なる責任も伴わずムナゾヲ株式会社へのいかなる
保証にも相当しません。

また、すべての提案事項に付きましてはあくまで

個人的見解であり、公的なものではないことをお断
りします。
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1) シンボルのタイプ

•リニアシンボル

•二次元シンボル
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リニアシンボル
（バーコードシンボル）
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二次元シンボル
・マトリックスシンボル

・マルチロウシンボル
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２．我が国のシンボル規格の歴史と背景
■1978年 我が国が、流通バーコードシンボルの国際EAN協会に加盟

1978年 JIS B9551
旧「共通商品コード用シンボル規格」を制定。

1985年 JISX0501
新 「共通商品コード用シンボル規格」を制定。

■1990年 ANSI（全米規格協会1918年創設）は、従来のTraditional規格

に対して、バーコード印刷品質評価基準を設けた

ANSI X3.182「バーコードシンボルの品質評価基準」を制定。

■1996年 ISO/IECのJTC1-SC31に“Automatic Data Capture“

に関する専門委員会。
WG1 データキャリア/ WG2 データストラクチャー/ WG3 コンフォーマンス

■2004年 JISX0507(ISO/IEC15420‐2000により)
「バーコードシンボル EAN/UPC基本仕様」を制定。

■2005年 米国コードセンターUCCとカナダECCCとEANインターナショナルが

一緒になって世界の流通標準 としてGS1(Grobal Standard 1)
がスタート。
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２）バーコードシンボル規格
の歴史と背景

・シンボル規格団体のグローバル相関図

・シンボルガイドラインは、大きく３つのタイプ

に分かれる。

ANSI規格/ISO規格/JIS規格

①シンボル基本体系仕様

②シンボル品質評価＆装置性能試験仕様

GS1規格
GS1 General Specifications

③シンボル用途適合仕様•

（13:

33
）
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その他業界団体

ISO IECGS1

GS1

CEN JISC

AIM
USA

AIM
Europe

ＪＡＩＳＡ

JIPDRC

AIM
Global
1972年

AIAG

SC31
ADC委員会

１９９６年設⽴

EIA

SEMI

HIBCC

ODETTE

JAMA

EIAJ

国際標準化機構 国際電気標準会議

情報技術委員会

国際標準化規格団体流通系団体 産業系規格団体

Global Standard 1
前UCC

（ＵＳＡ本部）

Global Standard 1
前EAN

（ベルギー本部）
2005年

流通ｼｽﾃﾑ開発センター
（JANコード）

全⽶規格協会
1969年

⽶国⾃動⾞⼯業会

⽶国電⼦機械⼯業会

⽶国半導体⼯業会

⽶国健康医療産業

⽇本⾃動⾞⼯業会

⽇本電⼦機械⼯業会

欧州⾃動⾞⼯業会

⽇本情報処理開発協会

欧州標準化会議 ⽇本⼯業標準調査会

シンボル規格団体のグローバル相関図シンボル規格団体のグローバル相関図

JTC 1

ANSI

GS1

③ ①②

①②

①②
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ＩＳＯ/ＩＥＣ（ＳＣ３１・ＷＧ３）

①シンボル基本体系仕様

特 徴：

各シンボルの技術的基本体系仕様
を定義したものである
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■ JISX0501-1985 (2010年廃止)
共通商品コード用 JANシンボル基本仕様

JISx0507-2004 (ISO/IEC15420-2000)
バーコードシンボル EAN/UPC基本仕様

■ JISx0502-1994
物流商品コード用バーコードシンボル基本仕様

■ JISx0504-2003 (ISO/IEC15417-2000)
バーコードシンボル コード128基本仕様

■ JISx0506-1994/2000 (ISO/IEC規格予定なし)
バーコードシンボル コーダバー基本仕様

■ JISx0505-2012 (ISO/IEC1639-2007）

バーコードシンボル インターリーブド2オブ5基本仕様

■ JISx0503-2012 (ISO/IEC 16388-2007)
バーコードシンボル コード39基本仕様

■ JISx0509-2012 (ISO/IEC 24724-2011)
バーコードシンボルGS1データバー基本仕様

ＪＩＳ/ＩＳＯ（ＳＣ３１・ＷＧ１）

①シンボル基本体系仕様（リニアシンボル）
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JIS規格二次元シンボル

■ JISx0508-2010 (ISO15438-2006)

二次元シンボルPDF417基本仕様

■ JISx0510-2004(ISO18004-2004)

二次元シンボルQRコード基本仕様

JIS規格二次元予定シンボル
ISO/IEC 16022-2000
二次元データマトリックス
基本仕様

2013年審議中

ＪＩＳ/ＩＳＯ（ＳＣ３１・ＷＧ１）

①シンボル基本体系仕様（二次元シンボル）
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特 徴：
学術的/技術的な観点に基づく印字
シンボル及び、リーダー等の評価性能
試験仕様

ＩＳＯ/ＩＥＣ（ＳＣ３１・ＷＧ３）

②シンボル品質評価＆装置性能試験仕様
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ＩＳＯ/ＩＥＣ（ＳＣ３１・ＷＧ３）

②シンボル性能/評価仕様
■ ISO/IEC15416-2000 (JISx0520-2001)

バーコードシンボル印字品質評価仕様リニアシンボル

■ ISO/IEC15415-2004 ( JIS化予定 )
バーコードシンボル印字品質評価仕様二次元シンボル

■ ISO/IEC15419-2001
バーコードデジタルイメージとプリント性能テスト

■ ISO/IEC15423-1-2001 （JISx0522-1,2005年予定）

バーコードスキャナとデコーダの性能テストP1：リニアシンボル用

■ ISO/IEC15423-2-2001 （JIS化予定）

バーコードスキャナとデコーダの性能テストP2：二次元シンボル用

■ ISO/IEC15426-1-2005 （JISx0521-1:2000）
バーコード検証機の性能テスト P1：リニアシンボル検証機

■ ISO/IEC 15426-2-2005 （JIS化予定）

バーコード検証機の性能テストP2：二次元シンボル検証機
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GS1 General Specifications
③シンボル用途適合仕様

特 徴:

用途適合の優先。

レ

一般的に、GS1のガイドラインでは、どちらか

と言うとシンボルが使用される実際の市場に
於ける用途適合を優先して一般仕様として
決定していく傾向にある。
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GS1 General Specifications

③シンボル用途適合仕様
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GS1 General Specifications
③シンボル用途適合仕様

問題点

レ

例えば、EAN/UPCシンボルでXエレメント幅
180mm<=X<330mmの場合、ISO規格が要求
する測定開口径は、5milである。

レ

しかし、GS1ではすべてのEAN/UPCシンボルの
測定開口径は、6milを仕様とする。
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GS1 General Specifications
③シンボル用途適合仕様

問題となった市場背景と経緯レ
> ANSIx3.182規格をリリースした1990年代前半は、5milのワンドタ

イプスキャナが全盛期。

>1995年～2004年頃、測定開口径6milのレーザーリーダーが市場

を寡占、同時にワンドタイプスキャナが市場から消える。

>流通市場寡占状態にあったレーザーリーダーの測定開口径6milを
EAN/UPCシンボル検証測定開口径としてGS1が採用。

>2005年以降 近では、新たに販売されるリーダーの測定開口径
が6milから ISO15416/JISx0520規格に合わせて5milや3milへと切り

替ってきている。
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ANSI/ISO/JISとGS1の測定開口径・光源

波長選択指針の相違について
可視光走査での光源波長： 620‐700nm 赤色光
不可視光走査での光源波長： 720‐940nm 赤外光

1990年

2000年
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GS1規格 各シンボルの印字品質等の要求仕様

* 参照 GS1規格用途仕様2013年
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３） バーコード検証機とは？

バーコード印刷が市場のリーダーで安心

して読取れるものかどうかをISO/JIS規格

等の標準規格に従って品質評価を行い判定

をする装置である。

•

（13:

40
）
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1.検証機の参照光学的配置について
推奨測定開口径と細エレメント幅の関係

注意：図1は光学的配置の原理を図示したものである。実際の装置を示すことは意図していない。

（ISO15416/JISx0520‐5.2.3光学的配置の備考から抜粋）
フォトセンサ

測定開⼝部（アパチャ-部）

制限板

バーコード

距離Ａ＝距離Ｂ

光源部

図1 反射率測定の為の参照光学的配置（あくまでも参照する光学的配置であって実際のリー
ダーの光学的配置と一致していない。）
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３） バーコード検証機の証明
１. バーコード検証機の適合仕様について

２-1.参照光学的配置とリーダーの光学的配置との

不一致について

３．用途適合が証明された

バーコード検証機で使用する走査タイプ例

４. バーコード検証機として校正

用途適合基準トレーサビリティー体系

５．GS1校正用途適合基準カード例

•

（13:

40
）
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2.バーコード検証機の適合仕様について
【JISx0520規格】

*備考 この参考となる配置は，シンボルからの鏡面反射の影響を 小に

し拡散反射の影響を 大にすることを意図しており，測定を一貫性のある

ものとするための基礎を与えることを意図しているが、個々の走査システムの
光学的配置とは対応しないことがある。（個々の走査システムの光学的配
置とは一致していないかもしれない）

この節で規定された光学的配置と特性が数値的に関連づけることができれ
ば，別の光学的配置と部品とを使ってもよい。

【ISO/IEC15416規格】

•NOTE        Figure 1 illustrates the principle of the optical arrangement, but is not 
intended to represent an actual device………..

It may not correspond with the optical geometry of individual scanning systems. 
Alternative optical geometries and components may be used, provided that their 
performance can be correlated with that of the reference optical arrangement 
defined in this section.

バーコード検証機の適合仕様要求規格 ISO/IEC15426‐1
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２-1.参照光学的配置とリーダーの光学的
配置との不一致について

ハンドヘルドタイプのレーザーリーダー及びイメージャーの読取り
方法は、実際のオペレータの人間工学的な操作性の見地か
ら、一般的に印刷バーコードに対しておおよそ45度~60度傾け
てスキャンして読取りし易いよう設計されている。

それは、参照光学的配置のようにバーコード面に対して90度
真上で反射光を取込む配置とは一致していない。故に参照
光学的配置は原理を説明した参照例と考えるべきでは？

⼀般的なリーダー読取り図例：
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３． ISO/IEC15426‐1規格で用途適合を

証明するバーコード検証機の走査タイプ例

レ レーザータイプ： TruCheck201R TruCheck USBレーザーシリーズ

Xaminer Elite
Scan Vision

レ カメラタイプ ： TruCheck USBシリーズ

レ CCDスキャナ： PC6015/6515

レ LEDオートオプティックタイプ： Inspector D4000A
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４. バーコード検証機の校正

用途適合基準とトレーサビリティー体系

参照光学的配置と特性が数値的に関連づけることができれば別の
光学的配置と部品とを使ってもよい。

•（＊１）米軍調達照準器メーカー

•（＊２）バーコードを三価クロムでガラス板に蒸着させたバーコード校正基準マスターApplied Image
•（＊３）GS1が保有するApplies Imageにトレースされた検証装置

•（＊４）The Judgeによって校正されたGS1のバーコード校正基準カード
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５．GS1校正用途適合基準カード例
以下は、GS1が発行する“The Judge”（GS1校正用シンボル検証装置）に

よって検証された各パラメータ値が記載された校正済みのシンボル別用途
適合基準カードである。

•JISx0521‐1(ISO/IEC15426‐1)規格抜粋

バーコード検証機の適合基準
検証パラメータの許容値
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４） アルミ箔/PTPバーコード
検証の問題点について

•

（14:

15
）

TruCheck201R レーザータイプ TruCheck USB Omni カメラタイプ
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アルミ箔/PTPバーコード検証の
二つの問題点について

レ 問題点① 反射の不均一性

アルミ箔・PTP<press through pack>)：は

基本的に紙と異なり基材表面の特殊性（光沢/
鏡面/コーティング処理エンボス加工等）によって

鏡面（正）反射や不均一な拡散反射が引起す
検証結果のバラツキを招く傾向がある。しかし、
昨今では印刷技術の向上により、そのバラツキも
大きく解消されてきている。
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アルミ箔/PTPバーコード検証の
二つの問題点について

レ問題点① 反射の不均一性
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アルミ箔/PTPバーコード検証の
二つの問題点について

レ 問題点②
レーザーとカメラタイプの検証結果の差異

特に使用する光源タイプ（レーザー光源とLED光源）に因って

伴う検証結果（反射率と欠陥パラメータ）の差異。

レーザーの方が、最大反射率と欠陥値が高くで
る傾向にある。
TruCheck201R レーザータイプ TruCheck USB Omni カメラタイプ



38

↑ ↑

TruCheck201R レーザータイプ TruCheck USB Omni カメラタイプ

•最大反射率/最小反射率 : 74/1   51/1
•欠陥: 18%            9%

アルミ箔/PTPバーコード検証の
問題点②について
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2000年からの１０数年。。。

5) アルミ箔/PTPバーコードの
読取りと検証の市場実態について

バーコード読取りの実態：
使用されるレーザータイプのリーダーが

現況60~70%医療医薬品市場を占めている。
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バーコードリーダー
タイプ別
国内市場シェア

年間出荷金額ベース

(2005~2011年)

レーザースキャナ vs.

二次元イメージャ

*レーザースキャナの買換え寿

命を3～5年と推測すると？
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2000年からの１０数年。。。

アルミ箔/PTPバーコードの
読取りと検証の市場実態について

バーコード検証機の実態：
現況の医療医薬品市場で稼動するレーザー

タイプバーコード検証機が80%以上を占めて

いる。
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医療用医薬品業界向け
TruCheckバーコード検証機

光源タイプ別出荷比率推移

> 2006~2010年出荷台数ベース比率

レーザータイプ １００%
> 2011~2012年出荷台数ベース比率

レーザータイプ 30%
カメラタイプ 70%

>2013年以降出荷台数ベース比率

レーザータイプ １０%
カメラタイプ ９０%
*レーザーエミュレータ搭載



43

6） アルミ箔/PTPバーコード検証の
問題点の改善について

問題の改善策①②について

レ①アルミ箔等鏡面反射を伴う特殊素材上でのバ
ーコード検証に関する新たな検証ガイドライン
(ISO15416規格の附属書として追加？）の修正の必

要性。

レ②レーザーエミュレータ機能をカメラタイプの
TruCheck USBバーコード検証機に搭載。

光源（レーザー光源とLED光源）に因って伴う検証
結果（主に 大反射率と欠陥値）の差異を無くす。
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アルミ箔・PTPバーコード検証用

②レーザーエミュレータ機能とは
• アルミ箔・PTPバーコード検証用途で も多く

使用されているレーザーバーコード検証機

TruCheck 201Rのレーザー光源による検証との

整合を図る為、LED光源を持つTruCheck USB
に新たに搭載された機能。

レ 但し、バリデーション確認として、
TruCheck201R検証機とのレーザーエミュレ

ーション機能に関する同メーカーによるトレ
ーサビリティー適合証明が必要である。
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アルミ箔・PTPバーコード検証用

レーザーエミュレータ検証モード選択
セットアップスクリーン
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アルミ箔バーコード検証

レーザーエミュレータ検証モード例
メインスクリーン検証結果
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アルミ箔バーコード検証

レーザーエミュレータ検証モード例
走査反射率波形(SRP)データ分析スクリーン
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PTPバーコード検証

レーザーエミュレータ検証モード例
メインスクリーン

レ PTPバーコード検証欠陥グレードのバラツキ問題
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PTPバーコード検証

レーザーエミュレータ検証モード例
走査反射率波形(SRP)データ分析スクリーン
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PTPバーコード検証

レーザーエミュレータ検証管理データ
エクセルスプレッドシート
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レーザーエミュレータモード検証レポート
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アルミ箔/PTPバーコード検証の
問題点の改善について

レ①アルミ箔等鏡面反射を伴う特殊素材上での

バーコード検証に関する新たな検証ガイドライン
の追加又は修正の必要があるのでは？

清潔感と密封性（耐湿性）に特化したアルミ箔を使用した

バーコード印刷はこれまで殆どが日本市場だけの用途であ

ったが、今後コスト等が折り合えば、欧州を始めグローバル

市場への拡大が期待される。
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しかし本来、ＩＳＯ15416規格(2000年)
附属書D.2光沢では、鏡面反射による
反射率は除外すべきとあり、アルミ箔/

ＰＴＰバーコード印刷は、すべきでない？？

•

（14:

15
）

ISO15416規格2000年（JISx0520規格）附属書Dから抜粋

D.2 光沢

反射率の測定のために指定した基準照明条件下で、シンボ
ルと基材からの拡散反射率をサンプリングするとき、鏡面
反射による反射率は除外すべきである。高光沢材料からの
拡散反射率特性において、入射角の変化や集光は、基準光
学装置の使用によって得られる値と異なったグレードとな
る場合がある。
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ISO/IEC15416規格（2000年）
の内容を見直す時期では？

修正提案理由：

1.)市場の現況にマッチしない部分が出てきてる。

2.)1990年代のリーダーと比べ、現在ではリーダ

ーのタイプも様々、読取り性能が各段に向上。

3.)用途拡大に伴いバーコード印刷の技術も
同時に向上。
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しかし、2000年からの１０数年。。。

1.)【修正提案理由】：

バーコード市場の変化：

日本の医薬品業界に於いて、光沢のある本来バ
ーコード印刷に適さないであろう用途であるアルミ
箔/PTPへのバーコード印刷は、2004年以降市場
に定着を果たし、現在では今回のバーコード検証
の光源問題を除いて大きな問題はなく製品は流
通し、安定したマーケットを形成している。•

（14:

15
）
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しかし、2000年からの１０数年。。。

【修正提案理由】：

2.)バーコード読取り技術の向上：
現在ではリーダーのタイプも様々で、コンポーネント
の性能アップ等により読取り性能が各段に向上し
ている。

3.)バーコード印刷技術の向上：

シール前（アルミ箔）,シール後（PTP）でのバーコード
検証でも、既に総合評価C以上の推奨レベル確保
を可能とする安定した印刷技術レベルまで達してい
る。

•

（14:

15
）



57

ISO/IEC15416規格（2000年）の
検証パラメータを見直す必要がある？

例えば、新パラメータ値の提案①（個人的見解）

【提案】：
シンボルコントラストSC値のグレード基準の見直しが必要では？

SCグレード 新グレード案（個人的見解）
>70       A  >65 
55‐70      B 50‐65 
40‐55  C  35‐50 
20‐40  D  20‐35 
<20  F  <20

【理由】：
近のリーダーは、1990年当時と比べ低い

シンボルコントラスト値でも読取りが可能。
レ コンポーネント(受光素子)の技術的進歩
レ 復号アルゴリズムの進歩
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新パラメータ値の提案②（個人的見解）

読み取り/印刷技術向上によって多様化する
バーコード用途への対応に向けポイント値管理

ポイント値を0.5単位で
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ご清聴有難うございました。

ムナゾヲ株式会社
宗像 恒憲


