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1章 概要 
１．１    IODOCとは 

本プログラム  IODOC Ver4.Xは、アプリーケーション開発で手間のか
かる帳票印刷をプリンタ言語の知識なしに作成から印刷までを開発出
来るツールです。 
本ツールの特筆すべき点は、ワープロ感覚で帳票イメージを作成する
ことができ、完成後の変更もプログラムの変更なくこのツールを使い、
簡単に行えますので大幅な工数削減となります。また印刷関数、コマ
ンドを用意してますのでアプリーケーションへの組込も可能でユーザ
ーの作成に便利な機能を備えたツールです。 
今回バージョンアップされたツールIODOC Ver4.Xは、次の点で機能を
アップをしております。 
 ・カラー印刷 

カラープリンタは、コストの面でまだ普及されていませんが、
少なからずも要求はあり、必要な機能として追加しました 

・イメージを下図として使用 
新規に１から作成するには、どうしても作成効率が低下することは
いなめません。そこで参考となる帳票がある場合には、それをスキ
ャナーで取り込み下図としてなぞって作成する事を可能としまし
た。 

・新郵便番号対応 
 1998年2月より新郵便番号とカスタマバーコードが適用され、こ

れに伴い弊社では、カスタマバーコードに対応しました。 
・その他 

その他に作成に便利な機能を追加して作成を簡単にしており
ます。 
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１．２   IODOC稼動環境 
 
製品 分類 パーソナルコンピュータ ワークステーシ

ョン 
 機種 DOS/V互換機 Macintosh UNIX 
 
 

OS 
 

Windows95 
WindowsNT 

 Solaris2.5 
HP-UX10.＊ 

IODOC  Tool ディスク容量 
メモリ容量 

5MB 
32MB 

  

IODOC  Runtime ディスク容量 
メモリ容量 

5MB 
16MB 

１MB 
32MB 

5MB 
32MB 

 
１．３   IODOCの機能・仕様 

 
仕様 
 

Windows95 
WindowsNT 

用紙 用紙サイズ A1,B1,A2….A5,B5各縦横    ○  
データ型 コボル形式指定、画像    ○ 
フォント Windowsに組み込まれた任意の

フォント 
   ○ 

文字列データ修飾 付加文字、配置（右、中央、左）、
縦書き、横書き、任意角度、カラ
ー 

 
   ○ 

数値データ修飾 付加文字、配置（右、中央、左）、
横書き、任意角度、カラー 

 
   ○ 

バーコード JAN、JAN短縮、CODE39、
NW-7、ITF､ｶｽﾀﾏﾊ゚ ｺーー ﾄ゙  

 
   ○ 

画像 BMP、SunRaster、EMF、
SunIcon 

 
   ○ 

グラフ 円、棒、山積み、折れ線    ○ 
文字枠 任意の文字列を指定範囲に自動

改行して埋め込み 
    
    ○ 

データ修飾 

罫線、図形、塗り潰し 5種類，11種、 
19種(任意に追加可能) 

   ○    

編集機能 
 

基本編集 コピー、削除、変形、移動、グル
ープ化、上、下 

   ○ 

下図 BMPファイルを下図と使用可能    ○ 
レイア 3種    ○ 

 
 

微移動 ドット単位にて移動    ○ 
印刷 拡大縮小 1～200%    ○ 
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原点座標 X,Y方法をドット単位にて指定    ○ 
  

プリンタ指定 印刷プリンタを指定可能    ○ 
印刷データ 印刷データを保存可能    ○ 

 

印刷ページ 印刷ページ範囲を指定可能    ○ 
その他 プレビュー 印刷イメージを画面表示可能    ○ 

 
１．４  IODOCの構成 
 
   ＩＯＤＯＣは、ＧＵＩを用いてレイアウトを作成／修正する「Ｔｏｏｌ」（開発環境） 
  と、作成したレイアウトにデータを埋め込み印刷する「Ｒｕｎｔｉｍｅ」（動作環境）に 
  わかれています。以下に構成図を示します。 
 
 

データ 
ファイル 

IODOC

ＰＤＦ 
ファイ

【Ｗｉｎｄｏｗｓ/Ｍａｃ】 
各社プリンタドライバ 

【ＵＮＩＸ】 

帳票 

レイアウト 
ファイル 

IODOC 
Tool 

起動

ＡＰＩ 
（ｱﾌ゚ﾘｹー ｼｮﾝ） 
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１章.  ２章 各操作説明 
 
１-１. ２－１      ファイル操作 
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１-１.１. ２－１．１        新規作成 
新規にレイアウトを作成するとき使用します。 

1)  ファイル(F)の新規作成(N)（または  ボタン）をクリックします。 
2)  名前未設定で編集ウィンドウが作成されます。 

 
１-１.２. ２－１．２          開く 

既存のレイアウトファイルを開くときに使用します。 
1)  ファイル(F)の開く(O)（または  ボタン）をクリックします。 
2)  ファイル名を選び開く(O)ボタンをクリッすると選択したレイアウトファイルが開

きます。 

 
 

 
１-１.３. ２－１．３          閉じる 

開いているレイアウトファイルを閉じるときに使用します。 
1) ファイル(F)の閉じる(C)をクリックするとアクティブになっている編集ウィンド

ウの内容がある場合に保存します。 
2) ファイル名が設定されていない場合は １-１.６２－１．６          名前を付け

て保存ウィンドウが開きます。 ※１-１.６２－１．６          名前を付け
て保存を参照 
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１-１.４. ２－１．４         DLF取り込み 

現在アクティブになっているファイルに対して他のファイルを読み込みたいときに使
用します。上書きにて追加読み込みされます。 

1)  ファイル(F)のDLF取り込み（または  ボタン）をクリックします。 
2)  参照(S)ボタンで取り込みたいファイルを指定します。 
3)  ＯＫをクリックしファイルを取り込みます。 
※読み込んだDLFファイルはグループ化されていますので、編集するときはグループ
解除を行って下さい。 

 
１-１.５. ２－１．５          上書き保存 

レイアウトファイルを同ファイル名で保存するときに使用します。 

1)  ファイル(F)の上書き保存(S) （または  ボタン）をクリックします。 
3) ファイル編集をデフォルトで行うか否かのメッセージが表示されますので選択し、

上書き保存を実行します。個別に指定するときは１-１.７２－１．７          フ
ァイル編集を参照してください。 

１-１.６. ２－１．６          名前を付けて保存 
新しく名前を付けてファイルを保存するときに使用します。 

1) ファイル(F)の名前をつけて保存(S) （または  ボタン）を選択しファイル名を
付けて保存(S)をクリックすると保存されます。 

2) ファイル編集をデフォルトで行うか否かのメッセージが表示されますので選択し、
上書き保存を実行します。個別に指定するときは１-１.７２－１．７          フ
ァイル編集を参照してください。 
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１-１.７. ２－１．７          ファイル編集 
レイアウトファイルのファイル編集に使用します。 
1) ファイル(F)のファイル編集(E)をクリックします。  
2) 参照をクリックしてファイルを選択、もしくは新たなファイル名を指定します。 
3) レイアウトファイル(DLF)のリストから選択（複数可）し、編集(E)をクリックしま

す。 

   
  自動編集(A) ･･･保存時に自動的に編集を行う設定。 

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(V) ･･･作成する文章ファイル( .iod)の形式を 
   IODOCのバージョンに設定。 
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１-１.８. ２－１．８        プレビュー 

 
レイアウトファイルをプレビューするときに使用します。 

1)  ファイル(F)のプレビュー(V)（または  ボタン）をクリックします。 
2)  プレビューする種類(K)を選択し、データ埋め込みのときは編集(E)をクリックする

とその埋め込みデータファイルを編集することができます。 
3)  プレビュー(V)をクリックするとIODVIEWの画面で印刷イメージが表示されます。 

 

 
プレビューの種類  
   データを埋め込み：参照するデータを読込みプレビュー 
   識別子：識別子名にてプレビュー 
   書式：コボル形式にてプレビュー 
   図形：固定文、図形の識別子を除いたプレビュー
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１-２. ２－２．          編集 
 

１-２.１. ２－２．１        元に戻す 
１つ前の状態に戻すときに使用します。 
1)  編集(E)の元に戻す(U)をクリックすると１作業前に戻れます。 

     
 

１-２.２. ２－２．２          別文書へコピー 
別文書へコピーするときに使用します。 
1)  操作(O)の選択(S) （または     ボタン）をクリックします。 
2)  別文章へコピーしたい文字･図形等を選択し編集(E)の別文書へコピー(C)（または 

 ボタン）をクリックします。これでバッファに登録されます。 
 

１-２.３. ２－２．３          別文書から張り付け 
別文書からの張り付けに使用します。 
1)  １-２.２２－２．２          別文書へコピーでバッファに登録された文字図形等

を編集(E)の別文書から張り付け（または  ボタン）をクリックすることで指定
した文字･図形が張り付けされます。 

 
１-２.４. ２－２．４        クリップボード張り付け 

別アプリケーションでクリップボードに張り付けた文章などを貼り付けるときに使用
し 

ます。 
1)  既にクリップボードに貼り付いている文章などを編集(E)のクリップボード貼り付

け(P)（または  ボタン）をクリックして貼り付けます。 
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１-３. ２－３．          表示 
            

１-３.１. ２－３．１          ファイルツールバー 
メニューバーのファイル(F)に関するツールバーの表示に使用します。 
1)   表示(V)のファイルツールバー(T)をクリックすると表示されます。 

                             には、新規ファイル･開く･保存･別文書へコピー・ 

 別文書から貼り付け･貼り付け･DLF取り込み･プレビュー･バージョン情報があり 

 ます。 

 
１-３.２. ２－３．２         初期属性ツールバー 

メニューバーの設定(S)に関するツールバーの表示に使用します。 
1)   表示(V)の初期属性ツールバー(C)をクリックすると表示されます。 

             には、図形初期属性･文字初期属性･表示設定･用紙設定・下図 

 設定･文書情報とセキュリティの設定があります。 
 

１-３.３. ２－３．３          選択図形ツールバー 
メニューバーの選択図形(A)に関するツールバーを使用します。 
1)  表示(V)の選択図形ツールバー(O) をクリックすると表示されます。 

                                  には、左揃え･右揃え･上揃え･下揃え･均等配 

    置・識別子エディタ編集･識別子番号付け･微移動･グリットに乗せる･ページ間移 

    動があります。 

１-３.４. ２－３．４          表示設定ツールバー 
メニューバーの表示(V) に関するツールバーを使用します。 

1） 表示(V)の表示設定ツールバー(L) をクリックすると表示されます。 
                                      には、識別子名で表示･書式で表示･小グリ 
    ット表示を切替え･大グリット表示を切替え･拡大表示･等倍表示･縮小表示･全レ 
    イヤ表示･レイヤ１表示･レイヤ２表示･レイヤ３表示があります。 
 

１-３.５. ２－３．５          新規図形ツールバー 
メニューバーの新規図形(Z)に関するツールバーの表示に使用します。 

1)  表示(V)の新規図形ツールバー(N) をクリックすると表示されます。 

                                                            には、文字･識 

別子/書式･横線･縦線･直線･ボックス･角丸めボックス･多角形･円・楕円･円弧/楕円

弧･バーコード･２次元バーコード･文字枠･グラフ･イメージ･開曲線･閉曲線・

FreePolyline･FreePolygonがあります 



                                                                                                                                        
章 
 

 12

 
１-３.６. ２－３．６          図形操作ツールバー 

メニューバーの操作(O)に関するツールバーの表示に使用します。 
1)  表示(V)の図形操作ツールバー(A) をクリックすると表示されます。 

                                                    には、属性変更 ・選択 ・ 
移動 ・ コピー・変形･グループ化・グループ化解除･削除･全てを操作対象･レイヤ

１を操作対象・レイヤ２を操作対象・レイヤ３を操作対象があります。 
 

１-３.７. ２－３．７          ステータスツールバー 
ステータスバーを使用します。 
1)  表示(V)のステータスツールバー(S)をクリックすると表示されます 
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１-４. ２－４．          ウインドウ 

 
１-４.１. ２－４．１          重ねて表示 

開いている複数のウィンドウを重ねて表示するときに使用します。 
1)  ウィンドウ(W)の重ねて表示(C)をクリックするといくつかあるウインドウが重ねて

表示されます。 

 
 

１-４.２. ２－４．２          並べて表示 
開いている複数のウィンドウを、画面に均等に並べて表示させるときに使用します。 
1) ウィンドウ(W)の 並べて表示(T)をクリックするといくつかあるウインドウが並ん

で表示されます。 

 
 

１-４.３. ２－４．３          アイコンの整列 
最小化しているウィンドウアイコンを整列させるときに使用します。 
1) ウィンドウ(W)の アイコンの整列(A)をクリックするとウインドウの下部にアイコ

ンが整列されます。 
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１-５. ２－５．          設定 

 
１-５.１. ２－５．１         図形初期属性設定 

描画する図形の属性（線種や色など）の初期設定を行うときに使用ます。 
1) 設定(S)の図形初期属性(A)をクリックします。 
2) 各図形の初期設定を行いＯＫをクリックします。 

※設定項目については、１-７.１２－７．１          属性変更を参照してください。 
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１-５.２. ２－５．２          文字初期属性 

描画する文字の属性（文字サイズや色など）の初期設定を行うときに使用ます。 
1)  設定(S)の文字初期属性(C)をクリックします。 
2)  文字のサイズ･色･フォント等を設定してＯＫをクリックします。 
※設定項目については、１-７.１２－７．１          属性変更を参照してください。 

 

 
文字のサイズ：文字サイズをポイント設定します。 
方向：縦書き・横書きより選択します。 
倍角：横倍角をパーセント設定します。 
角度：文字表示する回転角度を入力します。０～３６０度、少数第1位まで指定できます。 
フォント：全角文字、半角文字、半角カナ、それぞれ選択指定ができます。 

  デフォルト（明朝・ゴシック）より指定ができます。 
レイヤ：共通レイヤ・レイヤ１・レイヤ２・レイヤ３より選択します。 
※レイヤについては、１-５.３２－５．３          表示設定を参照してください。 



                                                                                                                                        
章 
 

 16

 
１-５.３. ２－５．３          表示設定 

作業領域の縮尺・グリッドや画面に表示する書式／識別子およびレイヤの表示切り、
替えを設定するときに使用します。 

1)  設定(S)の表示設定(V)をクリックします。 
2)  表示縮尺･グリット等を設定しＯＫをクリックします。 

 

           
 

1. 表示縮尺 
作業領域の縮尺率を指定します。 
デフォルトは100%（等倍）で、10（1/10倍）～200（2倍）まで指定できます。 

 
2. グリッド 
グリッドは、描画する際に配置を均等に行うための設定です。 
点（・）で表示される小グリッドと、大きい点（●）で表示される大グリッドから構成さ
れます。グリッドの入力は、ＸＹのグリッドサイズと大グリッドを構成する小グリッドの
個数を指定します。 
また、グリッド設定するときに単位（cm,mm）を付加しての設定も可能です。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        １ポント＝1/72ｲﾝﾁ＝
0.35mm 

水平(小)=10point 

水平(大)=10point×10 
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直
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)=
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o
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t 
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※グリッドを細かく設定すると表示するスピードが落ちます。細かく設定した場合に
は、小表示と大表示の✓を外して表示をオフにして下さい。 

 
※グリッドをレイアウト作成途中で変更することは、できるだけ避けて下さい。途中
での変更は、変更前のグリッドで配置されているため、移動などで位置を変更する
と変更後のグリッドの位置に合わなく見えてしまいます。 

 
 

3. レイヤ 
複雑な帳票レイアウトを作成するときに使用します。レイヤは、描画する際に各レイヤに
分けて配置を行うための設定で、各レイヤに分けて作成することにより編集操作が簡単に
なります。 
レイヤは、「全て・レイヤ1・2・3」の4種類あり、各レイヤの移動には表示レイヤと操
作レイヤでの移動方法があります。 

・表示レイヤは各レイヤに移動し、そのレイヤに描画された部品のみを表示し操作で 
きます。 

・ 操作レイヤは、各レイヤに移動し、すべての部品を表示しますが操作できる部品は、 
  各レイヤに描画されている部品のみが操作できます。 
 

尚、ともに全てのレイヤに描画された部品は、どのレイヤでも操作できます。 
 

※操作レイヤと表示レイヤについては、補足 4 [ 操作レイヤと表示レイヤ ]を参照して 
ください。 
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１-５.４. ２－５．４          用紙設定 

作業領域および印刷時の用紙サイズなどの設定に使用します。 
1)  設定(S)の用紙設定(P)をクリックします。 
2)  用紙のサイズ･方向･縮尺・印刷時の設定等を行いOKをクリックします。 

マージン設定の単位はポイント ( 1/72 )です。 
 

          
 
 
※ここで設定した用紙設定はPDF出力時には有効ではありません。 
 
 

1. 用紙（Ｓ）で作業するサイズと、方向（Ｄ）を設定します。 
 
2. 印字時の枠で囲まれた中は、印刷時の用紙(印刷時の用紙サイズ)・マージン(原点とす
る用紙左上の位置)・縮尺(印刷時の縮尺率)を変更するときに使用します。なお、この設定
を有効にするためには、“印刷時の設定を有効にする”をチェック（✓）します。 
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１-５.５. ２－５．５          下図 

既存の帳票から移植して画面に表示し、下図として帳票イメージを上からなぞって描
画するために使用します。 
1)  設定(S)の下図設定(U)をクリックします。 
2)  参照をクリックし下図にしたいレイアウトファイルを開きＯＫをクリックします。 

x y の値を原点として設定されます。単位はポイント ( 1/72 )です。 

 
 

1. サイズ（Ｓ）では画面に表示させるサイズを指定します。 
① ビットマップの幅高さ．．．ビットマップの大きさで張り付け 
② 指定した幅高さ．．．左上のX Y の座標と高さと幅で設定された大きさで張

り付け 
③ 用紙サイズに合わせる．．．レイアウトの用紙サイズに合わせた大きさで張

り付け 
 

2. ファイルの種類（Ｋ）では、イメージファイルの種類を指定します。 
① W i n d o w s B M P  
② E n a h c e d M e t a f i l e 
③ J p e g 
④ T i f f G 4 
⑤ P N G 
⑥ g i f 
⑦ S u n r a s t e r f i l e 
⑧ S u n i c o n 
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１-５.６. ２－５．６          文書情報 

レイアウト固定の文書情報・セキュリティの設定を行います。 
3)  設定(S)の文書情報(D)をクリックします。 
4)  文書情報、セキュリティをそれぞれ設定します。（セキュリティ設定パスワードの

自動生成 はパスワードが自動入力され文書作成者にも見えないようになってい
ますので作成者を含むすべての人が印刷・編集・転載・注釈追加／変更不可の対象
となります。） 
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１-６. ２－６．          新規図形 

 
１-６.１. ２－６．１          文字 

固定文字の描画に使用します。 
1)  描画は、新規図形(Z)の文字(S) （または     ボタン）をクリックします。 
2)  マウスカーソルに四角いボッ 
   クスが表示されます。 
3)  ステータスバーの左に描画す 
   る文字列（一列）を入力をしま 
   す。 
4)  文字列が確定したら、マウス 
   で描画位置を決定し、マウスの 
   左クリックを行い描画します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１-６.２. ２－６．２          識別子/書式 

識別子/書式の描画に使用します。 
1) 描画は、新規図形(Z)の識別子(I)/書式(F)（または        ボタン）をクリックしま

す。 
2) マウスカーソルに四角いボックスが表示されます。 
3) ステータスバーの左に描画する識別子・書式を入力します 

4) 識別子・書式が確定したらマウスで描画位置を決定し、マウスの左クリックを行い
描画します。 

※予約識別子・書式の種類については補足 1[ 指定可能な書式一覧  ]・補足 2 [ 予約
識別子名称一覧 ]を参照してください。 
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１-６.３. ２－６．３          図形描画方法 

図形描画方法については新規図形のプルダウンメニュー及びツールバーの該当メニュ
ーを指定し描画処理に入ります。ここの描画方法は下記の通りです。 
 

1. 横線・縦線 
1) 新規図形(Z)の各々横線(H)・縦線(V)（または         ボタン）をクリックします。 
2) 描画開始位置にマウスカーソルを移動させ、マウスの左クリックを行います。 
3) マウスカーソルを描画終了位置に移動させ、再度マウスの左クリックを行い線を描

画します。 
 

2. ボックス・丸ボックス・円・楕円 
1) 新規図形(Z)の各々ボックス(B)・丸ボックス(R)・円(C)・ 楕円(E)・（または 

                 ボタン）をクリックします。 
2) 描画したい位置の左上にマウスカーソルを移動させ、マウスの左クリックを行いま

す。 
3) マウスカーソルを右下に移動させ描画する大きさを確定し、再度マウスの左クリッ

クを行い描画します。 
 

3. 直線・多角形 
1) 新規図形(Z)の各々直線(L)・多角形(G)（または        ボタン）をクリックします。 
2) 描画開始位置にマウスカーソルを移動させ、マウスの左クリックを行います。 
3) マウスカーソルを右下に移動させ描画する大きさを確定し、再度マウスの左クリッ

クを行い描画します。 
 
4. 円(楕)弧 

1) 新規図形(Z)の各々円(楕)弧(A)（または      ボタン）をクリックします。 
2) 描画したい円(楕)弧の中心とする位置にマウスカーソルを移動させ、マウスの左ク

リックを行います。 
3) マウスカーソルを移動させ描画する大きさを確定し、再度マウスの左クリックを行

い描画します。 
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5. バーコード 

1) 新規図形(Z)のバーコード(D)（または  
ボタン）をクリックします。 

2) 描画したい位置の左上にマウスカーソル
を移動させマウスの左クリックを行い描
画したい位置の右下にマウスカーソルを
移動させ再度左クリックを行い描画しま
す。 

3) バーコードの種類は、識別子等は、属性変
更にて行います。 

※属性変更については、１-７.１２－７．１          
属性変更を参照してください。 
※バーコードの種類については、補足 5 [ バーコードデータの種類 ]を参照してくだ
さい。 

 
6. バーコード 

4) 新規図形(Z)の２次元ーコード(2)（または 

        ボタン）をクリックします。 

5) 描画したい位置の左上にマウスカーソルを 
    移動させマウスの左クリックを行い描画した 
    い位置の右下にマウスカーソルを移動させ再 
    度左クリックを行い描画します。 
6) バーコードの種類は、識別子等は、属性変更にて行います。 

 
 

7. 文字枠・グラフ・イメージボックス 
1) 新規図形(Z)の各々 文字枠(J)・グラフ(K)・イメージボックス(M)（または 

             ボタン）をクリックします。 
2) 描画したい位置の左上にマウスカーソルを移動させ、マウスの左クリックを行いま

す。 
3) マウスカーソルを右下に移動させ描画する大きさを確定し、再度マウスの左クリッ

クを行い描画します。 
4) 各々の内容の設定（識別子名・グラフの種類・イメージの種類等）は、属性変更に

て行います。 
※属性変更については、１-７.１２－７．１          属性変更を参照してください。 

 

QRコード 

PDF417 
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１-６.４. ２－６．４          開曲線 
開いた形で複数の経過点をもつ曲線を描画するときに使用します。 
1) 描画は、新規図形(Z)の開曲線(N) (または、     ボタン)をクリックします。 
2) 描画位置にマウスカーソルを移動させ、マウスの左クリックを行い 

マウスカーソルを描画したい位置まで移動させ、Shiftを押しながらマウスの左クリ
ックを行い描画します 

 
１-６.５. ２－６．５          閉曲線 

閉じた形で複数の経過点をもつ曲線を描画するときに使用します。 
1)  描画は、新規図形(Z)の閉曲線(O) (または、     ボタン)をクリックします。 
2)  画位置にマウスカーソルを移動させ、マウスの左クリックを行い 
マウスカーソルを描画したい位置まで移動させ、Shiftを押しながらマウスの左クリ
ックを行い描画します。 

 
１-６.６. ２－６．６          Free Polyline 

マウスが通過する位置をそのまま描画するときに使用します。 
1)  描画は新規図形(Z)のFree Polyline(N) (または、      ボタン)をクリックします。 
2)  描画したい位置の左上にマウスカーソルを移動させ､マウスの左クリックを行い描

画したい位置の右下にマウスカーソルを移動させ再度左クリックを行い描画しま
す。 

 
１-６.７. ２－６．７          Free Polygon 

マウスが通過する位置をそのまま描画するときに使用します。始点・終点は閉じた形
になります。 
1) 描画は、新規図形(Z)のFree Polygon(N) (または、     ボタン)をクリックします。 
2) 描画したい位置の左上にマウスカーソルを移動させ､マウスの左クリックを行い描

画したい位置の右下にマウスカーソルを移動させ再度左クリックを行い描画しま
す。 
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１-７. ２－７．          操作 
 

１-７.１. ２－７．１          属性変更 
描画した図形または文字の属性変更に使用します。 

1)  操作(O)の属性変更(A) (または、     ボタン)をクリックします。 

2)  変更する文字･図形を選択し、サイズ・色等設定内容を変更します。 
※ 
補足 3 [ 属性設定一覧 ]を参照してください。 

 
【図形】 
1. 図形共通属性 

線幅：１０種類の線幅が選択できます。 
線種：実線・破線・鎖線・一点鎖線・二点鎖線・その他 
塗りつぶし：１３種類の塗りつぶしパターンから選択できます。 
枠を付ける：枠表示あり／なしの設定をします。なしの場合は✓を消します。 
線の色：赤・緑・青・白・黒・その他の選択ができます。 
塗りつぶしの色：赤・緑・青・白・黒・その他の選択ができます。 

 
2. ボックス 

 
左上Ｘ：原点とするＸ座標の値を設定します。 
左上Ｙ：原点とするＹ座標の値を設定します。 
幅：原点からの幅を指定ます。 
高さ：原点からの高さを指定します。 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。 
※名前は入力しなくてもかまいません。 
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3. 丸ボックス 

 
 
角丸めの半径：角丸めの半径を入力します。初期値は７です。 
左上Ｘ：原点とするＸ座標の値を設定します。 
左上Ｙ：原点とするＹ座標の値を設定します。 
幅：原点からの幅を指定ます。 
高さ：原点からの高さを指定します。 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。 
※名前は入力しなくてもかまいません。 
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4. 線 

 
 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。 
座標値：座標値の各位置を経由して図形を形成します。 

 Ｘ、Ｙで設定した値がここに反映されます。 
 既存の座標値を削除したい場合はその値をクリックして反転させ、削除 
 ボタンをクリックします。 

Ｘ、Ｙ：Ｘ座標、Ｙ座標値を入力して追加ボタンで座標値を設定します。 
既存の座標値の変更を行う場合はその値をクリックして反転させ、Ｘ座標、
Ｙ座標値の入力を行い、設定ボタンで確定します。 
ファイルからボタンで他ファイルからの取り込みも可能です。 

※名前は入力しなくてもかまいません。 
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5. 多角形 

 
 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。 
座標値：座標値の各位置を経由して図形を形成します。 

 Ｘ、Ｙで設定した値がここに反映されます。 
 既存の座標値を削除したい場合はその値をクリックして反転させ、削除 
 ボタンをクリックします。 

Ｘ、Ｙ：Ｘ座標、Ｙ座標値を入力して追加ボタンで座標値を設定します。 
既存の座標値の変更を行う場合はその値をクリックして反転させ、Ｘ座標、
Ｙ座標値の入力を行い、設定ボタンで確定します。 
ファイルからボタンで他ファイルからの取り込みも可能です。 

※名前は入力しなくてもかまいません。 
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6. 楕円 

 
 
左上Ｘ：原点とするＸ座標の値を設定します。 
左上Ｙ：原点とするＹ座標の値を設定します。 
幅：原点からの幅を指定ます。 
高さ：原点からの高さを指定します。 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。 

※名前は入力しなくてもかまいません。 
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7. 楕円弧 

 
 
弧の種類：オープン・扇型・弓形の指定をします。 
開始角度：弧を描画する開始角度を指定します。初期値は０です。 
終了角度：弧を描画する終了角度を指定します。初期値は９０です。 
左上Ｘ：原点とするＸ座標の値を設定します。 
左上Ｙ：原点とするＹ座標の値を設定します。 
幅：原点からの幅を指定ます。 
高さ：原点からの高さを指定します。 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。 
※名前は入力しなくてもかまいません。 
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8. バーコード 

 
 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。（必須） 
種類：７種類から選択します。 

※種類詳細については補足 5 [ バーコードデータの種類 ]を参照してください。 
チェックデジット：チェックデジットを付けるか否かの設定をします。 
データ文字列：データ文字列を付けるか否かの設定をします。 
微調整：調整を％で入力します。 
左上Ｘ：原点とするＸ座標の値を設定します。 
左上Ｙ：原点とするＹ座標の値を設定します。 
幅：原点からの幅を指定ます。 
高さ：原点からの高さを指定します。 
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9. ２次元バーコード 

 
 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。（必須） 
向き：縦（通常）・横（90度回転）から選択します。 
種類：QR Code・PDF417 から選択します。 
エラー訂正レベル：L M Q H から選択します。 
サイズ：行：４１種類から選択します。 
サイズ：桁：３種類から選択します。（PDF417 の場合のみ選択） 
左上Ｘ：原点とするＸ座標の値を設定します。 
左上Ｙ：原点とするＹ座標の値を設定します。 
幅：原点からの幅を指定ます。 

 高さ：原点からの高さを指定します。 
 シンボルサイズに合わせる：チェックボックスに✓で有り無しを選択します。 
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10. 文字枠 

 
 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。 
※名前は入力しなくてもかまいません。 
文字のサイズ：文字のサイズをポイントで入力します。 
フォント：全角文字（１６種）、半角文字（４３種）、半角カナ（１６種）、 

デフォルト（明朝・ゴシック）より指定ができます。 
       文字の色：赤・緑・青・白・黒・その他から選択します。 

行間：行間隔をポイントで設定します。 
左上Ｘ：原点とするＸ座標の値を設定します。 
左上Ｙ：原点とするＹ座標の値を設定します。 
幅：原点からの幅を指定ます。 
高さ：原点からの高さを指定します。 

    



                                                                                                                                        
章 
 

 34

 
 

11. イメージボックス 

 
 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。 
※名前は入力しなくてもかまいません。 
サイズ：イメージボックスを表示するサイズを指定します（１１種）。 
左上Ｘ：原点とするＸ座標の値を設定します。 
左上Ｙ：原点とするＹ座標の値を設定します。 
幅：原点からの幅を指定ます。 

 高さ：原点からの高さを指定します。 
 ファイルの種類：挿入するファイルの種類（８種）より指定します。 
 ファイル：挿入するファイルパスを入力するか、左の．．．ボタンより選択します。 
 レイアウトファイルに取り込む：チェックボックスに✓の有り無しで選択します。 
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12. グラフ 

 
 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。 
※名前は必須入力 
種類：棒・円・折れ線・山積みより選択します。 
データ型：整数・実数より選択します。 
目盛り値：手動にする場合はチェックボタンをはずし、最大値・最小値を入力します。 
目盛り数：手動にする場合はチェックボタンをはずし、値を入力します。 
項目数：手動にする場合はチェックボタンをはずし、値を入力します。 
パターン：手動にする場合はチェックボタンをはずし、設定ボタンをクリックします。 
左上Ｘ：原点とするＸ座標の値を設定します。 
左上Ｙ：原点とするＹ座標の値を設定します。 
幅：原点からの幅を指定ます。 
高さ：原点からの高さを指定します。 
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13. 開曲線 

 
 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。 
座標値：座標値の各位置を経由して図形を形成します。 

 Ｘ、Ｙで設定した値がここに反映されます。 
 既存の座標値を削除したい場合はその値をクリックして反転させ、削除 
 ボタンをクリックします。 

Ｘ、Ｙ：Ｘ座標、Ｙ座標値を入力して追加ボタンで座標値を設定します。 
既存の座標値の変更を行う場合はその値をクリックして反転させ、Ｘ座標、
Ｙ座標値の入力を行い、設定ボタンで確定します。 
ファイルからボタンで他ファイルからの取り込みも可能です。 

※名前は入力しなくてもかまいません。 
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14. 閉曲線 

 
 
名前：図形を識別するための名称（識別子名）を入力します。 
座標値：座標値の各位置を経由して図形を形成します。 

 Ｘ、Ｙで設定した値がここに反映されます。 
 既存の座標値を削除したい場合はその値をクリックして反転させ、削除 
 ボタンをクリックします。 

Ｘ、Ｙ：Ｘ座標、Ｙ座標値を入力して追加ボタンで座標値を設定します。 
既存の座標値の変更を行う場合はその値をクリックして反転させ、Ｘ座標、
Ｙ座標値の入力を行い、設定ボタンで確定します。 
ファイルからボタンで他ファイルからの取り込みも可能です。 

※名前は入力しなくてもかまいません。 
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【文字】 
1. 文字共通属性 
文字のサイズ：文字サイズをポイント設定します。 
文字方向：縦書き・横書きより選択します。 
角度：文字表示する回転角度を入力します。 

０～３６０度、少数第1位まで指定できます。 
フォント：全角文字（１６種）、半角文字（４２種）、半角カナ（１５種）、 

デフォルト（明朝・ゴシック）より指定ができます。 
レイヤ：共通レイヤ・レイヤ１・レイヤ２・レイヤ３より選択します。 
 

2. 固定文字 

 
 
文字列：表示する文字列を入力します。 
文字間隔：文字ピッチを入力します。全角・半角それぞれに対して指定できます。 
左上Ｘ：原点とするＸ座標の値を設定します。 
左上Ｙ：原点とするＹ座標の値を設定します。 
名前：文字を識別するための名称（識別子名）を入力します。 
※ 名前は入力しなくてもかまいません。 
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3. 識別子／書式 

 
 
識別子：識別子名を入力します。（必須） 
※ 識別子名詳細については、補足 2 [ 予約識別子名称一覧 ]を参照してくださ
い。 

書式：書式を選択します。 
※ 書式詳細については、補足 1[ 指定可能な書式一覧  ] を参照してください。 
文字間隔：文字ピッチを入力します。全角・半角それぞれに対して指定できます。 
  自動調整を行う場合は、チェックを付けます。 
左上Ｘ：原点とするＸ座標の値を設定します。 
左上Ｙ：原点とするＹ座標の値を設定します。 
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１-７.２. ２－７．２          選択 

操作対象となる図形・文字を選択するときに使用します。 
1)  操作(O)の選択(S) (または、     ボタン)をクリックします。 
2)  配置変更・グループ化等をする文字･図形を選択します。 
3)  複数選択の指定の場合には、エリア指定による指定が可能です。 
※ 指定時マーカーが黒くぬりつぶされます。 
 

１-７.３. ２－７．３         移動 
描画した文字・図形を移動するときに使用します。 
1) 操作(O)の移動(M) (または、     ボタン)をクリックします。 
2) 移動したい文字･図形をマウスの左クリックで選択しマウスカーソルを動かし移動

位置が決定したら再度左クリックし文字･図形を移動させます。 
 

１-７.４. ２－７．４          コピー 
描画した文字・図形をコピーするときに使用します。 
1)  操作(O)のコピー(C) (または、     ボタン)をクリックします。 
2) コピーしたい文字・図形をマウスの左クリックで選択しマウスカーソルを動かしコ

ピー位置が決定したら再度左クリックし文字･図形をコピーさせます。 
 

１-７.５. ２－７．５          変形 
描画した文字・図形を変形するときに使用します。 
1)  操作(O)の変形(T) (または、     ボタン)をクリックします。 
2)  変形したい図形の四隅にある 、変形させたい方向の小さな四角をマウスの左クリ

ックで選択しマウスカーソルを動かし変形位置が決定したら再度左クリックを行
い 図形を変形させます。 

3)  2)の操作を、shiftを押しながら行うと、縦横比率を変えずに変形できます。 
 

１-７.６. ２－７．６          グループ化 
描画した複数の文字・図形を１つの操作対象にまとめるときに使用します。 

1)  操作(O)の選択(S) (または、     ボタン)をクリックします。 
2)  グループ化したい文字･図形を選択し、操作(O)のグループ化(G) (または、     ボ

タン)をクリックを行うとグループ化されます。 
 

１-７.７. ２－７．７          グループ化解除 
グループ化した複数の文字・図形を解除するときに使用します。 
1)  操作(O)のグループ化解除(H) (または、     ボタン)をクリックします。 
2)  マウスカーソルをグループ化された範囲に置きマウスの左クリックを行うとグル

ープ化が解除されます。 
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１-７.８. ２－７．８          削除 

文字・図形を削除するときに使用します。 
1)  操作(O)の削除(R) (または、     ボタン)をクリックします｡ 
2)  マウスカーソルを削除したい文字･図形の上に置き左クリックを行うと文字･図形

が削除されます。 
 

１-７.９. ２－７．９          上 
重なりあった文字・図形を最上部へ移動するときに使用します 
1)  操作(O)の上(U) (または、     ボタン)をクリックします。 

2)  上に動かしたい図形の上にマウスカーソルを置きマウスの左クリックを行うと文

字・図形が最上部になります。 

 
１-７.１０. ２－７．１０          下 

重なりあった文字・図形を最下部へ移動するときに使用します。 
1)  操作(O)の下(D) (または、     ボタン)をクリックします 

2)  下に動かしたい図形の上にマウスカーソルを置きマウスの左クリックを行うと文
字・図形が最下部になります。 

 
１-７.１１. ２－７．１１         全て 

レイヤの操作対象を全てとするときに使用します。 
1)  操作(O)の全て選択(B) (または、     ボタン)をクリックします。 

2)  全てのレイヤに描画されている文字･図形が操作対象になります。 

※補足 4 [ 操作レイヤと表示レイヤ ]を参照してください。 
 

１-７.１２. ２－７．１２          レイヤ１ 
操作対象をレイヤ１に指定します。 
1)  操作(O)の操作対象(O)のレイヤ１(または、     ボタン)をクリックします。 
2)  レイヤ１の文字・図形が操作対象になります。 
※補足 4 [ 操作レイヤと表示レイヤ ]を参照してください。 

 
１-７.１３. ２－７．１３          レイヤ２ 

操作対象をレイヤ２に指定します。 
1)  操作(O)の操作対象(O)のレイヤ２(または、     ボタン)をクリックします。 
2)  レイヤ２の文字･図形が操作対象になります。 
※補足 4 [ 操作レイヤと表示レイヤ ]を参照してください。 

 
１-７.１４. ２－７．１４          レイヤ３ 

操作対象をレイヤ３に指定します。 
1)  操作(O)の操作対象(O)のレイヤ３(または、     ボタン)をクリックします。 
2)  レイヤ３の文字･図形が操作対象になります。 

※補足 4 [ 操作レイヤと表示レイヤ ]を参照してください。 
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１-８. ２－８．          図形選択 
 

１-８.１. ２－８．１          左端揃え 
描画した図形・文字を左端に揃えるときに使用します。 
1)  操作(O)の選択(S) (または、     ボタン)をクリックします 
2)  左端揃えをしたい文字・図形を選択し選択図形(A)の左端揃え(L) (または、    ボ

タン)をクリックすると選択された文字・図形が選択範囲の最左端に揃えられます。 
 

１-８.２. ２－８．２          右端揃え 
描画した図形・文字を右端に揃えるときに使用します。。 
1)  操作(O)の選択(S) (または、     ボタン)をクリックします 
2)  右端揃えをしたい文字･図形を選択し選択図形(A)の左端揃え(R) (または、     ボ

タン)をクリックすると選択された文字・図形が選択範囲の最右端に揃えられます。 
 

１-８.３. ２－８．３          上端揃え 
描画した図形・文字を上端に揃えるときに使用します。 
1)  操作(O)の選択(S) (または、     ボタン)をクリックします。 
2)  上端揃えをしたい文字･図形を選択し選択図形(A)の上端揃え(T) (または、     ボ

タン)をクリックすると選択された文字・図形が選択範囲の最上端に揃えられます。 
 

１-８.４. ２－８．４          下端揃え 
描画した図形・文字を下端に揃えるときに使用します。 
1)  操作(O)の選択(S) (または、     ボタン)をクリックします。 

2)  下端揃えをしたい文字･図形を選択し選択図形(A)の下端揃え(B) (または、     ボ

タン)をクリックすると選択された文字・図形が選択範囲の最下端に揃えられます。 
 

１-８.５. ２－８．５          均等配置 
描画した図形・文字を均等に配置するときに使用します。 
1)  操作(O)の選択(S) (または、     ボタン)をクリックします。 
2)  均等配置したい文字･図形を選択し選択図形(A)の均等配置(O) (または、      ボタ

ン)をクリックします。 
3)  どこの間隔(W)かと、いくつ(I)何ポイントごとを決定すると選択された文字･図形が

選択範囲内で均等に配置されます。 
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１-８.６. ２－８．６          識別子エディタ編集 
描画した識別子を、拡張子で指定したエディタを開いて編集するときに使用します。 
1)  操作(O)の選択(S) (または、      ボタン)をクリックします。 
2)  識別子エディタ編集したい文字を選択し選択図形(A)の識別子エディタ編集(E) (ま

たは、   ボタン)をクリックします。 
3)  各指定をして、ＯＫボタンをクリックします。 

 
4)  拡張子に関連付けられているエディタが起動します。また、拡張子欄未入力の場合

はメモ帳（notepad.exe）が起動します。 
選択された識別子と書式が表示され編集可能となり編集後、保存して終了します。 
 

１-８.７. ２－８．７          識別子番号付け 
コピーなどで作成した、複数同名の識別子に番号を付けるときに使用します。 
1)  操作(O)の選択(S) (または、     ボタン)をクリックします。 
2)  番号付けしたい識別子を選択し選択図形(A)の識別子番号付け(N) (または、    ボ

タン)をクリックすると選択された識別子に連番で番号が付けられます。 
※ 識別子は "識別子名" + "#" + "番号" となります。"#"は自動昇順を表します。 
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１-８.８. ２－７．８          微移動 
 描画した図形・文字の位置を微調整するときに使用します。 

1)  操作(O)の選択(S) (または、     ボタン)クリックします。 
2)  微移動させたい文字･図形を選択し選択図形(A)の識別子番号付け(N) (または、       

ボタン)をクリックします。 
3)  上下左右のボタンをクリックして微移動を行います。 
4)  １回クリックでの移動量は移動量(Q)にて設定します。 

再表示(V)にて画面を再表示し、移動後の位置を確認出来ます。 
x y  の値を原点として設定されます。単位はポイント ( 1/72 )です。 
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補足 1[ 指定可能な書式一覧  ] 

     
指定できない書式を入力した場合は、消去されるので正しい書式を再度入力して下さ
い。 

書式 入力値 出力値 
’z,zzz,zz9 ’ ’1234567’ ’1,234,567’ 
’+99999’ ’+12345’ ’+12345’ 
’-99999’ ’-12345’ ’ -12345’ 
’99999-’ ’-12345’ ’-12345’ 
’+￥999’ ’+12’ ’￥012’ 
’￥999+’ ’+12’ ’￥0012’ 
’￥999-’ ’+12’ ’-0012’ 
’￥￥￥￥＋’ ’+12’ ’￥12’ 
’￥￥￥￥-’ ’-12’ ’￥-12’ 
’￥￥￥,￥￥￥,￥￥9’ ’123456’ ’￥123,456’ 
’￥￥￥,￥￥￥,999’ ’12345.12’ ’ ￥ 12,345.120’ 
’ ---,---,---’ ’12345.12’ ’-12,345.120’ 
’zzz,zzz,zzz’ ’1234’ ’1,234’ 
’＊＊＊, ＊＊＊,＊＊＊’ ’12345.12’ ’＊12345.120’ 
’zzz,zz9,999’ ’1234’ ’1,234,000’ 
’zzz9.999E999’ ’0.0005’ ’5.000E-04’ 
’x(10)’ ’あAう’ ’あAう’ 
’L(10)’ ’あAう’ ’あAう’ 
’R(10) ’ ’あAう’ ’あAう’  
’C(10)’ ’あAう’ ’あAう’ 

’zzz9^年z9＾月z9＾日’ ’19980916’ ’1998年9月16日’ 
 

① 文字列の書式について 
文字列は以下の書式があります。   

                       x(99)   左詰め文字列  L(99)   左詰め文字列 
                       R(99)   右詰め文字列  C(99)    センタリング文字列 
 

② 埋め込む文字について 
任意文字を＾で囲むことにより書式に定義することが出来ます。 
例)       zz9＾(123)＾zz9             012345             12(123)345 

     （書式）                 （データ）          （結果） 

① 

② 
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補足 2 [ 予約識別子名称一覧 ] 
 
実際の帳票出力時に､下の識別子名称は現在の日付を埋め込む処理をします。 
 

”IO_date_yy” 
”IO_date_yyyy” 
”IO_date_hh” 
”IO_date_mm” 
”IO_date_dd” 
”IO_date_ww” 
”IO_time_hh” 
”IO_time_mm” 
”IO_time_ss” 

西暦下２桁 (数字) 
西暦下４桁 (数字) 
平成年 (数字) 
月 (数字) 
日 (数字) 
曜日(数字) 
時 (数字) 
分 (数字) 
秒 (数字) 
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補足 3 [ 属性設定一覧 ] 
 

1)  文字属性 
図形の共通属性としましては、文字のサイズ、文字方向、角度、フォント、レイヤ（共
通レイヤ・レイヤ１・レイヤ２・レイヤ３）の指定が可能です。 
その他については下表のとおりです。 

 
項目 固定文字 識別子／書式 

文字列 ○  
文字間隔（全角文字） ○ ○ 
 〃  （半角文字） ○ ○ 
 〃  （自動調整）  ○ 
左上Ｘ ○ ○ 
左上Ｙ ○ ○ 
識別子（１２種）1  ○ 

書式（５種）2  ○ 
 
 
 

                                            
1 識別子種類については、補足 2 [ 予約識別子名称一覧 ]を参照してください。 
2 書式種類については、補足 1[ 指定可能な書式一覧  ]を参照してください。 
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2)  図形属性 
 
図形の共通属性としましては、線幅（１０種類）、線種（）、塗りつぶし（白黒・カラ
ー・網掛けパターン）、枠の有無、レイヤの種類（共通レイヤ・レイヤ１・レイヤ２・
レイヤ３）の指定が可能です。 
その他については下表のとおりです。 
 
 
項目 

ボ
ッ
ク
ス 

丸
ボ
ッ
ク
ス 

線 多
角
形 

楕
円 

楕
円
弧 

バ|
コ|
ド 

文
字
枠 

イ
メ
|
ジ 

 
ボ
ッ
ク
ス 

グ
ラ
フ 

開
曲
線 

閉
曲
線 

左上Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
左上Ｙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
幅 ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○   
高さ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○   
角丸めの半径  ○           
座標値3   ○ ○       ○ ○ 
弧の種類（ｵｰﾌﾟﾝ・扇・弓）      ○       
開始角度・終了角度      ○       
種類4       ○  ○ ○   
チェックデジット       ○      
データ文字列       ○      
微調整％       ○      
サイズ5        ○ ○    
フォント6        ○     
行間        ○     
データ型（整数・実数）          ○   
ファイル（ファイル取込）         ○ ○   
目盛り値・目盛り数          ○   
項目数          ○   
パターン          ○   
名前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

                                            
3 座標値の設定により、座標値の各位置を経由して図形を形成します。Ｘ、Ｙ値を入力して追加・削除・
設定ボタンで座標値を設定します。他ファイルからの取り込みも可能です。 
4 種類はバーコードの場合はバーコードの種類（７種）、イメージボックスの場合はファイルの種類（６
種）、グラフの場合はグラフの種類（４種）より指定ができます。 
5 サイズは文字枠の場合は文字のサイズ（ポイント）、イメージボックスの場合はボックスの幅高さ（ビ
ットマップの幅高さ・指定した幅高さ）の指定となります。 
6 フォントは全角文字（１６種）、半角文字（３８種）、半角カナ（４１種）、デフォルト（明朝・ゴシ
ック）より指定ができます。 

(付ける
か否か) 
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補足 4 [ 操作レイヤと表示レイヤ ] 
 

１）各操作レイヤに移動して描画 
 
・操作レイヤを使用しての描画 
（表示レイヤを“全て”に設定した操作です。） 

 
 
 
 
 
 
 
 

・表示レイヤを使用しての描画 
 

 
 
 
 
 

 
 

２）描画後の各レイヤでの表示内容 
 
操作レイヤでの移動、全て,レイヤ1,2,3で表示される描画部品は、すべての部品です。 
※表示レイヤを変更しての表示内容は、操作対象のレイヤ部品のみとなります。 
 
・操作レイヤ移動での表示 
（表示レイヤを“全て”に設定した操作です。） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・表示レイヤ移動での表示 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

レイヤ１ レイヤ２ レイヤ３ レイヤ全て 

レイヤ１ レイヤ２ レイヤ３ レイヤ全て 

レイヤ１ レイヤ２ レイヤ３ 

レイヤ１ レイヤ２ レイヤ３ 
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【表示レイヤと操作レイヤの設定】 

表示レイヤ
設定 

操作レイヤ
設定 

操作できる 
レイヤ 

表示される 
レイヤ 

全て レイヤ１ 全て・レイヤ１ 全て 

全て レイヤ２ 全て・レイヤ２ 全て 

全て レイヤ３ 全て・レイヤ３ 全て 

全て 全て 全て 全て 

レイヤ１ レイヤ１ 全て・レイヤ１ 全て・レイヤ１ 

レイヤ２ レイヤ２ 全て・レイヤ２ 全て・レイヤ２ 

レイヤ３ レイヤ３ 全て・レイヤ３ 全て・レイヤ３ 

 
※レイヤでの編集は、描画部品の4隅に四角のマーカーが付いている部品のみ選択、編
集することができます。 
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補足 5 [ バーコードデータの種類 ] 
●１次元バーコード 
 

1)  JAN標準 
書込むデータは、モジュラスチェックの桁を含まない12桁を書込んで下さい。なお、
使用できる文字は、数字だけです。 
 

2)  JAN短縮 
書込むデータは、モジュラスチェックの桁を含まない7桁を書込んで下さい。なお、使
用できる文字は、数字だけです。 
 

3)  CODE39 
書込むデータは、スタート・ストップキャラクターを含まない最大30桁 
のデータを書込んで下さい。なお、使用できる文字は、数字、英字A~Z 
 (大文字)、記号文字(－  ．$  /  ＋  %  SPACE )です。 
 

4)  NW-7 
書込むデータは、スタート・ストップキャラクターを含む最大32桁のデータを書込ん
で下さい。なお、使用できる文字は、数字、英字A~Z (大文字)、記号文字(－  ．$  /   :   
+ )です。ただし、スタート･ストップキャラクターは、英字a~z(小文字)で組み合わせ
が自由なので予めバーコードデータの最初と最後に必ず付けて下さい。 
 

5)  NW-7 HEX 
書込むデータは、スタート・ストップキャラクターを含む最大32桁のデータを書込ん
で下さい。なお、使用できる文字は、数字、英字(A~Z)です。ただし、スタート･スト
ップキャラクターは、英字a~z(小文字)で組み合わせが自由なので予めバーコードデー
タの最初と最後に必ず付けて下さい。 
 

6)  ITF(インターリーブド    2 of 5 ) 
書込むデータは、モジュラスチェックの桁数を含まない最大30桁を書き込で下さい。
なお、使用できる文字は、数字だけです。 
 

7)  カスタマバーコード 
 郵政省で１９９８年２月２日から実施されました郵便番号の７桁化にともない宛名をバーコー
ドとして印字する仕組みを取れるようになりました。メリットとしてカスタマバーコードで印字す
ることで郵便料金の価格が割引されます。 
郵政省から指定されている範囲にバーコードの大きさを合わせる為には、以下の制約があり
ます。 
郵政省ホームページを参考 
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① カスタマバーコードの寸法 
カスタマバーコードの寸法は、次表のとおりとし、（１０ポントの場合、a/10=1）、
８≦a≧11.5の大きさを示すものとします（8ポイントから11.5ポイント相当）。 
ａポイント 比率 基準寸法 許容範囲(mm) 
ロングバー長さ ６ ３．６×ａ/１０ ３．４０×ａ/１０～３．６０×ａ/１０ 
タイミングバー長さ ２ １．２×ａ/１０ １．０５×ａ/１０～１．３５×ａ/１０ 
バーピッチ ２ １．２×ａ/１０ ０．９５×ａ/１０～１．３０×ａ/１０ 
バー幅 １ ０．６×ａ/１０ ０．５０×ａ/１０～０．７０×ａ/１０ 
バースペース １ ０．６×ａ/１０ ０．４５×ａ/１０～０．６０×ａ/１０ 

 
② カスタマバーコードのフォーマットおよびけた数 
カスタマバーコードのフォントは、次のとおりとします。ただし、新郵便番号の3け
た目と４けた目の間のハイフン及び新郵便番号と住所表示番号を連結するハイフン
は省きます。また、英字1文字は、制御コードと数字コードの組合せにより表現し、
バーコード２けた分として扱います。 
フォーマット  ：ｽﾀｰﾄｺｰﾄﾞ＋新郵便番号＋住所表示番号＋ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ＋ｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞ 
バーコード桁数： （１）      （７）      （１３）     （１）     （１） 

 
以上の内容からバーコード全体の幅を決定します。（a=10ポイントとします。） 
（（全けた数 × 一文字のﾊﾞｰﾋﾟｯﾁの数 ）＋（ｽﾀｰﾄ＋ｽﾄｯﾌﾟのﾋﾟｯﾁ数））× ﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ 
 
（（  ２１   ×          ３          ）＋     ３．５）           × （0.95 

×ａ/１０～１．３０×ａ/１０） 
＝63.18mm～86.45mm（基準寸法79.8mm（ﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ1.2mm）） 
 

全体のバーコードの幅は、上記範囲で設定することになり、基準寸法では、計算値 
79.8 mm ≒ 8 cmが推奨値です。 

 
③ データの描画方法 
データ中の描画規則 ※□は、スペースを表します。 
識別子名□データ（新郵便番号（半角数字、及び英文字(-)10桁） 

                    ＋住所（全角半角数字文字の混在可能但し、半角カナを除く）） 
 

※住所の記述方法には、抜き出しのルールに添っていますので詳しくは、郵政省の 
 ホームページを参照して下さい。 
ex)
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★ CODE128バーコードについて 

 
CODE128では、各スタートコード（CODE-A CODE-B CODE-C）の表現があり、一概
にAsciiデータを直接採用する形ではバーコードリーダの採用するパターンに対して一
致できなくなります。 
 
IOWebDOCでは、各スタートコードに対応できるよう、仕様として、16進コードまたは、
Asciiでもそのままのデータではなく、別表１にあるようなコード変更が必要となりま
す。 
 
データ文字列の表示につきましては、チェックキャラクタまでを文字列に出力させてお
ります。チェックキャラクタが出力されている状態について運用的に紛らわしいとのこ
とであればデータ文字列の出力チェックを外していただき、文字列を別途識別子として
セットいただく方法でお願いいたします。 
 
 
＜データキャラクタについて＞ 
 
コードセットA ）すべての標準大文字英数字キャラクタとＡＳＣＩＩのコントロー 

ルキャラクタと７個の特殊キャラクタを表現できます。 
 

       コードセットB ）標準大文字英数字キャラクタと小文字アルファベットと７個の特 
                       殊キャラクタを表現できます。 
 
       コードセットC ）００～９９までの１００個の２桁数字と３個の特殊キャラクタ 

を表現できる。これにより１シンボルキャラクタで２数字がコ 
ード化され、標準データ密度の２倍の密度でコード化できます。 

 
 

＜特殊キャラクタ＞ 
 

１．ＣＯＤＥＡ、Ｂ、Ｃ 
    ＣＯＤＥ Ａ～Ｃの各キャラクタはそのコードに続くシンボルのコードセットを 
    変更するために使用されます。 
    コードセットを変更すると最終桁までその効果は維持されます。（再度コード 
    セットを変更する事もできます。） 
 

       ２．シフトキャラクタ 
           シフトキャラクタは一時的にＡからＢ、ＢからＡなどに変更する際に使用され 
           ます。これは、１個のシンボルキャラクタが変更された後に自動的に以前のコ 
           ードセットに戻ります。 
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       ３．ファンクションキャラクタ 
           「ＦＮＣ１」～「ＦＮＣ４」までの４つのファンクションキャラクタを持ち、 
           それに対しＣＯＤＥ１２８の性能を拡張するための様々な機能を与えること 
           が可能です。 
 
           「ＦＮＣ１」： 特定の工業規格に合致するシンボルを識別します。 
 
           「ＦＮＣ２」： ＦＮＣ２キャラクタを含むシンボルからデータを一時的に保 
                          存して、それを次のシンボルデータにプリフィックスとして 
                          送信するようにリーダーに命令します。 
                          この機能を利用する事によって送信前に複数のシンボルを連 
                          結する事が可能です。 
 
           「ＦＮＣ３」： ＦＮＣ３を含むシンボルからデータをリーダーに対してプロ 
                          グラム指令を命令する。 
 
           「ＦＮＣ４」： 拡張ＡＳＣＩＩモードへのアクセスを可能です。コードセッ 
                          トＡまたはＢでコード化されたデータは、正規のＡＳＣＩＩ 
                          値より１２８だけその値が大きくなります。 
 
       ４．スタート・ストップコードコードセットＡ、Ｂ、Ｃの中から初期コードセット 
           を定義するために、３個のスタートシンボルの中から１つを使用します。 
           シンボルの最後には必ずストップコードを 使用します。 
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３章  帳票の作成手順について 
 
帳票作成の手順例を以下に示します。尚、以下の例は、一般的な手順でありユーザが目的とする
帳票を作成する場合には、この限りではありません。 
 
 
帳票の新規作成 の場合には、0３－１．作成準備設定～参照し、修正/追加の場合には、0３－４．
テスト印刷／結果☆～を参照して下さい。 

 
 

 
 

                
 
                    

                       
 
 
 

 
 

 
                                     
 

             
 
                          

 

1-1.①環境設定(用紙サイズ及び方向,グリットを決定) 

1-1.② 既存レイアウトを下図として使用。 

1-1.③レイヤを使用して部品を分けて編集。 

レイアウト作成終了 

1-4.②印刷結果（修正/追加の場合には、1-2.に戻る） 

1-4.①テスト印刷 （画面/用紙） 

1-3.保存/編集 

1-2.部品を描画/編集する。 
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３－１．作成準備設定 
 
環境設定は、これからのレイアウト作成において作成時間を短縮、編集作業の操作を良くする為
に適切な設定を考慮する必要があります。 
（☆：重要（最低限作成に必要とされる操作）） 

 
用紙サイズ設定：  ☆ 
用紙サイズは、必ずしも最終用紙サイズに合わせて作成する必要はなく作成しやすい用
紙サイズで作成し、印刷時に拡大／縮小により全体のサイズを合わせて印刷する事も含
み設定して下さい。 
 
グリッド： 
グリッドは、描画部品をある一定間隔で配置する事を考慮し、XY方向の 
グリッドを設定して下さい。作成途中でのグリッド変更は、変更前の描画 
部品の位置を変更する事ないので、グリッドの変更後は、部品とグリッド間の距離は、
変りますので移動する場合には、前のグリッドに戻して移動する事をお勧めします。 
 
レイヤ： 
レイヤ１，２，３は、描画する種類、例えば文字、図形、書式／識別子に分けて描画す
る事ができます。この事により複雑な帳票で重なり合った描画部品を編集しやすく操作
できます。 
 
下図： 
レイアウト作成において目的とする帳票をイメージとしてある場合には、下図として張
り付けて表示し、イメージの上からなぞり描画できます。この事によりより作成効率を
上げる事が可能です。 
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３－２．描画／編集 

 
３‐２．１      描画☆ 
基本操作： 
図形の描画は、マウス操作は、左ボタンのクリックで始点を決定してドラッグしながら
次の左クリックで終点を決定します。右ボタンがキャンセルとなります。 
また、直線､多角形 ､開曲線 ､閉曲線 に限り、左ボタンのクリックで始点決定後、次の
クリックは、中継点を決定、Shiftキーを押しながら左ボタンをクリックで終点の決定と
なります。 
文字、識別子／書式 の描画は、描画文字の入力後、左ボタンクリックで決定します。 
 
３‐２．２      編集☆ 
描画属性の変更： 
属性変更ボタンをクリック後、部品をクリックし変更する方法と描画部品上でマウスの
右クリックメニューが表示され属性変更、コピー、削除、変形、移動、グループ化／
解除を選択できます。 
 
配置操作： 
描画編集で配置操作を行う場合には、選択後、配置操作（左揃え、右揃え、 
上揃え、下揃え、均等配置、識別子エディタ編集、識別子番号付け、 
微移動）などが有効となります。 

  
選択部品表示： 
選択ボタンをクリック後、描画部品の4角に四角いマーカーが表示され、選択されるとそ
のマーカーが黒く塗りつぶされます。 
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３－３．保存／編集 

 
３‐３．１      保存☆ 
保存は、上書き保存と名前を付けて保存のいずれかで保存を行います。 
 
３‐３．２      編集☆ 
ファイル編集は、ラインタイム（実行環境）で使用されるレイアウトファイル（＊.iod）
を作成する操作です。その為に、ツール上でのプレビュー、印刷操作を行う場合には、
このファイル編集操作を行うことが必要です。 
 
 

３－４．テスト印刷／結果☆ 
 

テスト印刷には、プレビュー、印刷により確認を行います。 
 


