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1. はじめに 

 

RF Code 社のスパイダー･システムは、RFID(Radio Frequency IDentification : 電波を利用した

非接触個体識別)システムであり、リーダーの読取り可能範囲内にある電波を発信しているタグの

情報をソフトウェアアプリケーションが構築されているシステムに通知するように設計されていま

す。 

 

このシステムは「ビーコン」タイプのスパイダータグを使用して、タグは自らの識別情報である ID を

予め設定された周期で定期的に電波を利用して通知します。スパイダーⅢA リーダーはデュアル・

チャンネル RF 受信機で、スパイダー・タグ発信の周波数に合わせてタグから送られるタグ ID デー

タを受信する様に設計されています。タグが発信すると、リーダーはその ID データを受信しタグの

ID 情報を解読します。リーダーはそのタグ ID 情報をRS-232 シリアル ASCII 通信でソフトウェア・

アプリケーションにデータを送ります。 

 

本書では、スパイダーⅢA リーダーの設定と操作に関する説明を行います。スパイダーⅢA リーダ

ーには、いくつかの操作モードとオプション機能があり、システムの設定によりさまざまな対応が可

能です。またスパイダータグに関する仕様についても記載しています。 
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2.  スパイダーⅢAリーダー 

 

このスパイダーⅢA リーダーは RF 受信機で、12cm x 12cmx 4cm の金属製のケースに収められ

ています。このリーダーはスパイダータグとセットで使われ、タグは自身の ID コードを無線信号とし

て予め設定された周期で定期的に発信しています。リーダーはタグの個々の ID 信号を解読し、リ

ーダーの設定状況にあわせて、RS-232 D Sub 9 ピン仕様のシリアルポートを通じて上位システム、

ソフトウェア･アプリケーションに送られ処理されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
米国連邦通信委員会(FCC)の認定  

スパイダーⅢA リーダーは米国連邦通信委員会(FCC)の規定第 15B のもとで電波の放射を行わない装置としての使

用を認定されています。この装置は有害な電波妨害をみずからが起こす可能性はない代わりに、動作不良となる可能

性のある妨害電波などすべて受信する可能性があります。 

本リーダに対する変更や改造は RF Code 社により禁止されており、変更や改造を加えた場合、本リーダの動作保証

対象外となりますのでご注意ください。 
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2.1  スパイダーⅢAリーダーのコントロール 

 

スパイダーⅢAリーダーは、工場出荷時初期仕様に設定されています。スパイダーⅢAリーダの内

部には機能設定に関する DIP スイッチが用意されており、それによって操作モードを変更できるよ

うになっています。スパイダーIIIA はその大部分の機能設定を上位側からシリアルポートを通じて

送られるASCII ダウンロード・コマンドによっても設定することが可能です。 

 

 
前面 

 

 

 

 

 

 

 

後面 

 

 

電源スイッチ  

外部電源ジャック シリアル(RS232C)コネクタ 

アンテナコネクタ 

アンテナ 

パ゛ッテリー充電表示ランプ 

リーダー電源表示ランプ

タグ状態表示ランプ 
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(1) リーダー電源表示ランプ 

このランプが点灯している場合は、内蔵バッテリーまたは外部の電源コネクタのいずれかによって

スパイダー・リーダーが電源オンの状態にあることを示しています。 

 

(2) バッテリー充電表示ランプ 

このランプが点灯している場合は、リーダー内蔵バッテリーが充電中であることを示しています。内

蔵バッテリーが完全に充電されると、バッテリー充電表示ランプが消えます。電源がオンの状態で

は常にバッテリーの再充電が行わています。内蔵バッテリーの充電は電源スイッチオフの状態では

行われません。 

 

(3) タグ状態表示ランプ 

このランプはリーダーがタグを読み取った際に点灯します。スパイダーリーダーはランプが点滅す

るスピードよりも速くタグを解読できるため、１つの点滅で一つのタグの認識を表すものではなく、複

数のタグの解読が行われていることを表示している場合があります。 

スパイダー・リーダーが自動登録「オート レコグニション」モードに設定されている場合、このランプ

は、タグ ID の自動登録「オート レコグニション」が終了しシリアル・ポートへデータを送るタイミング

で点滅します。 

タグの読取りを中止している状態である「スタンド・バイ」モードの時は、リーダーのタグ状態表示ラ

ンプがゆっくりと点滅します。 

 

(4) アンテナ・コネクター 

スパイダーIIIA リーダーへのタグからの ID データ受信用アンテナを取り付ける為のコネクターです。

リーダー1 台に2 つのアンテナコネクターが装備されていますが、それぞれのアンテナコネクターは

スパイダーIIIA リーダー内部で各々独立した受信回路に接続されています。 

(スパイダーIIIA リーダーは内部に独立した２つのチャンネルの受信回路を装備しています。) 

 

(5) リーダー電源スイッチ 

リーダーの電源オン・オフを行う為のスイッチです。このスイッチは外部電源または内臓バッテリー

の電源オン・オフの制御を行います。 

 

(6) 外部電源ジャック 

外部電源アダプターによりリーダーに電力を供給する為のジャックで、12V の直流(VDC)を使用し

ます。ジャックは同軸プラグで中心がプラス、外側がマイナスです。リーダは外部電源アダプターか

ら電源を供給されると、内臓バッテリーからの電源供給は自動的にオフになり、外部電源からの電

力供給に自動的に切り替わります。また外部電源が切り離された場合は内臓バッテリーが自動的
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にリーダに電力供給する様切り替わります。内臓バッテリーの再充電は外部電源でのみ可能です。

外部電源をつなぐと自動的に再充電が開始されます。(電源オン時) 

 

(7) シリアル RS232C 通信コネクタ 

DCE RS-232C、D Sub 9 ピン仕様のシリアル通信インタフェースです。リーダーが読み取ったデー

タはこのシリアルポート経由で外部に送信されます。 

データを受け取る側のシリアル通信仕様は 

 

送信レート 「スパイダーIIIA リーダーの機能設定」にあわせて設定して下さい。 

 (通常 9600bps, ターボモード 19200bps,又は 38400bps) 

データ・ビット  8bit 

ストップ・ビット  1bit 

パリティ   無し 

 

に設定してお使いください。 

 

ハードウェア・ハンドシェークが必要な場合は、上位側からのプラス電圧 RTS (ピン番号 7)でスパ

イダーリーダの電送を可能にします。スパイダー・リーダーからのプラス電圧 CTS (ピン番号 8)は

ホストの電送を可能にします。通信速度は SW1 No.1-6 で設定され、またその他通信設定変更は

SW1 の No.1 又は 2 で行います。詳細はDIP スイッチ設定表を参照してください。 
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2.2 アンテナ 

 

リーダーの読み取り範囲はリーダーに接続されるアンテナ・ケーブルの仕様、利得性能とリーダー

の設定の組み合わせによって決定されます。 

 

アンテナは各々の仕様が持つ利得、指向性により読取り範囲が決ります。 

 

スパイダーリーダー用標準アンテナとして推奨される 1/4 波長の長さのヘリカルアンテナ(303MHz

の場合、1 波長は約 1m です。)の場合、最も良い感度特性を得る為にはアンテナを60-90 度の角

度で交差するような方向に向けた場合です。各々のアンテナには最適な指向性がありまた、２つ以

上のアンテナを同時に利用する場合、最適な組み合わせ設置方法は異なります。特に２つ以上の

アンテナを同時にされる場合、指向性が重なるような利用方法では個々のアンテナの感度が相殺

されてしまう場合があります。 

 

(注：リーダーによる読取り範囲はリーダーやアンテナの設置場所の周囲の環境によって変化します。リーダーやタグ

の周囲にある構造物がアースをとったものであるかどうか、また金属物のような電波を反射するような材質のものであ

るかによって感度範囲は大きく影響を受けます。リーダー・アンテナの設置に関しましてはシステムインテグレター、販

売代理店等に事前にご相談ください。) 

 

スパイダー・リーダーにはアンテナに接続される独立した受信回路が２つあり、それぞれ個別にあ

るいは２つ一緒に作動し、さまざまな状況で最善の感度を確保することが可能です。アンテナはい

ずれか一方のコネクターにアンテナを接続した場合でも作動しますが、受信機側でさまざまな環境

に対応した最善の受信状態を確保する為に、なるべくアンテナを２つ同時に接続することをお勧め

します。 

 

(アドバイス : さまざまな環境で最善の受信状態を確保する為に、アンテナの向き(各々のアンテ

ナのもつ指向性に合わせて)をそれぞれ異なった角度に向けることをお勧めします。タグはさまざ

まな場所に置かれるため、リーダーへの信号伝達経路がそれぞれのタグごとに異なりその為、

一つのアンテナではすべてのタグの情報を最良の状態で受信することが難しくなります。２つの

アンテナを異なる指向性に設置することで、１つののアンテナで信号を判別できない場合でも、も

う一つのアンテナが判別できる確立が高くなます。リーダー・アンテナを設置する場合は、アンテ

ナの位置、指向性を色々試して頂き、最適の受信感度、範囲を得られるようにしてください。また

一般的には、リーダー・アンテナの設置位置を地面または床面から高く設置すればするだけ、リ

ーダーの検出範囲は改善します。場合によってはアンテナ同軸延長ケーブルでアンテナをリーダ

ーから離して接続する方法も有効です。 
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先に紹介した 1/4 波長長のヘリカルアンテナ以外にオプションとして、種々の受信特性をもっている

アンテナもスパイダー・リーダーに使用できます。詳細はお近くのスパイダー・リーダーのシステム

インテグレーター又は販売代理店にお問い合わせください。 

 
ご注意 : 環境ノイズについて 

どんな場所であろうとも、一般に利用されている電子機器からはレベルの違いはあれ、何らかのノイズが発生しています。

リーダー以外の機器から発せられる妨害ノイズを最少に抑えるためには、スパイダー・リーダー・アンテナとコンピュータ、

モニター、プリンターおよびその他の電子オフィス機器などノイズの発生源となる機器と1.5～2.0 メートル程間隔をとるこ

とをお勧め致します。 
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2.3 スパイダーⅢAシリアル通信インタフェース (必要な方だけお読み下さい。) 

 

スパイダー・リーダーはシリアルインターフェイスを通じてタグ ID データを8 ビットの ASCII キャ

ラクタで出力します。 

リーダーをコントロールする各コマンドを利用される場合は各コマンドの最後にキャリッジ・リタ

ーン・キャラクタ(CR)を付加してください。同様に、スパイダー・リーダーより送信されるすべて

のメッセージの最後にもCR キャラクタが付加されます。 

スパイダー・リーダーに対して読取り開始コマンドとCR キャラクタが送信された後、スパイダー

リーダーはタグ ID データの送信を開始します。 

リーダーは、「シングルスキャニングエミュレーション」でかつ外部より電力供給を受けている

(SW1-1 オンの)場合に、タグ読み込みの後、６キャラクタ分待ってタグ IDデータの送信を開始

します。SW1-1 がオフの時は、CR の後の時間待ちは１キャラクタ分です。 

 

コマンドをスパイダーリーダーに送信する場合、コマンド間の実行間隔が短ければ最良の結果

が得られますが但し最低でも10 ミリ秒は間隔を空けてください。 

スパイダー・リーダーではハーフデュープレックス(半二重操作)仕様の RS-232 プロトコルを使

用しているため、同時送受信は行えません。ハーフデュープレックス(半二重操作)の制御はハ

ードウェア・ハンドシェークのコントロールによってスパイダー・リーダーの内蔵プロセッサーで

処理されます。 

 

(注 :  RTS/CTS の制御によるコントロールについて 

スパイダー・リーダーが CTS(Clear To Send、送信可)ハンドシェーク信号をオフにすると、ホスト･システムは進行

中のキャラクタを完了し(ただし、１キャラクタが伝送中である場合)、その次に伝送を止めて、リーダーがホストにメッ

セージを送信し、リーダーによってCTS がオンとなるまで出力が止まります。スパイダー･リーダーによって上位シス

テムはデータの受信を完了できますが、スパイダー･リーダーからデータの出力を開始する前に CTS をオフとした

後に１フル・キャラクタ分の時間を割きます。 

上位システムへの出力が終了すると、スパイダーリーダーは最低でも６フル・キャラクタ分の待ち時間をとり、その

後、また出力を開始します。その待ち時間の間、上位システムは CTS がオンである限り、データ受信再開がいつで

も行えます。 

RS-232プロトコルでは、スパイダー･リーダーはDCE 装置として定義されます。これはスパイダー･リーダーがCTS

ピンを駆動し、さらに RX ピンに駆動をかける上、RTS ピンおよび TX ピンを監視します。またスパイダー･リーダー

は DC(+)電圧でDSR ピンに駆動をかけ、その装置の接続および電力供給状況を表示します。この場合、DSR ピン

の監視は必要ありません。 
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スパイダー･リーダーは次のうちのいずれかの場合は CTS をオフにします。 

・ リーダーが現在データの送信中である場合、 

・ リーダーが１キャラクタ時間で新しい伝送を開始する場合、 

・ リーダーは最後に受け付けたコマンドの 処理を完了していない場合、 

 

このハンドシェークのプロトコルを使用して、スパイダー･リーダーはリーダーからの出力を優先させます。これはス

パイダー･リーダーの出力および受信用に割り付けられたバッファー・スペースに限りがあるためです。 

 

上位システムはRTS ハンドシェーク・ラインを使用してスパイダー･リーダーのデータ出力に制限を加えることができ

ます。上位システムが RTS をオフにすると、スパイダー･リーダーはデータ出力を完了し(ただし、スパイダー･リーダ

ーが出力中に限られます。)、それ以降の出力をすべて中止します。RTS をオンにすることでスパイダー･リーダー

は直ちに出力を再開します。 

 

RTS がオンとならない間は、スパイダー･リーダーはタグの ID データをとり続けのリーダー内蔵のプロセッサ内部メ

モリにあるタグ・データベースへログとして記録し続けます。RTS がオンにならない場合、複数のタグが読取り範囲

内を行きつ戻りつしている可能性があり、その場合、１つのタグの最新関連状態の情報のみが RTS がオンとなると

同時に出力されます。 

 

スパイダー･リーダーの出力用バッファは、スパイダー･リーダーのいくつかのコマンド(A コマンド、S コマンドまたは

D コマンド)が速い速度で連続して実行された場合、または RTS がオフのままコマンドが実行されと、動作異状を起

こす可能性があります。) 
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2.3.1  シリアル通信について推奨する設定 

 

秒あたりの転送ビット数  :  

9600bps、19200bps または 38400bps  (SW1 - 1, 2, 6 スイッチにより設定しま

す。) 

 

    データ・ビット:       8 

    パリティ:        なし 

    ストップ・ビット:       1 

    ASCII の設定: 

    ASCII 送信 

        ライン・フィードによるライン・エンドの送信   なし 

        域内でのエコー型キャラクタ    なし 

        ライン・ディレイ     10 ミリ秒 

        キャラクタ・ディレイ     0 

      ASCII 受信 

        着信ライン・エンドに対するライン・フィードの補填  あり 

        着信データの７ビット化      なし 

        ラインのラップ化     なし 
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2.4  スパイダーⅢAリーダーの機能設定スイッチ 

 

スパイダー･リーダーの内蔵基盤上に各種機能設定用のディップスイッチが搭載されています。こ

のスイッチによりあらかじめ決められた動作モードやデータ通信プロトコルを設定することが可能で

す。ディップスイッチの位置についての詳細は下記をご覧下さい。また各種設定についてはディップ

スイッチ(SW1 1-8)の設定表を参照ください。 

 

(注 : 本書に記載されている各種設定仕様はリーダー・ファームウェア改訂版2.0x に適用される

ものです。リーダーは「V」「A」コマンドを実行するとファームウェアのバージョン番号を上位のシ

ステム上に伝えます。) 

 

SW 1  No.1-8 

 

ディップスイッチ SW 1は全部で 8 つのスイッチにより構成されています。各スイッチは電源オンの

状態でも変更が可能です。 

    

(通信速度を改善する「パワー・アップ、ターボモード」に設定する場合はスイッチ SW1-2を除きすべ

てのスイッチをオフにしてください。No. 2, 6 がターボ・モード用パワー・アップ・スイッチです。スパイ

ダー･リーダーは工場出荷時では 19200bps での初期設定(ターボ・モード)に設定されています。) 

 
SW1 No.  機能仕様 

オン シングルスキャン・エミュレーションでのリーダーの初期化:「コンティニュア
ス」モードでのパワー・アップ 出力:Tag IDer （タグ識別子） 

1 

オフ :スタンド・バイ状態でのパワー・アップで、ホスト・コマンド待ち 
オン ターボ・モード:読取り可能範囲内に 450 個以上のタグがある場合にご利用

をお勧め致します。(最大処理速度) 
2 

オフ 通常モード: 読取り可能範囲内に 450 個以下のタグが存在する場合。(通
常処理速度) 

3 オフ 未使用 
4 オフ 未使用 
5 オフ 未使用 

オン ターボ・モードで 19200bps; 通常モードで 9600bps 6 
オフ ターボ・モードで 38400bps; 通常モードで 19200bps 

7 オフ 未使用 
8 オフ 未使用 

 

(注 : ターボーモードとノーマルモードの選択はシステムの負荷を考慮し調整して下さい。) 
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内蔵ボードDIP スイッチ設定

充電池 8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

ON  OFF 

電源スイッチ  

パネルコネクタ 

電源コネクタ シリアルポート 

SW-1 
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2.5 スパイダーⅢAリーダーの機器構成コマンド 

 

スパイダー･リーダーは各種機能を外部からシリアルポートを通じて制御することが可能なコマンド

がサポートされています。リーダーの操作やトラブルシューティングに使用されます。 

  

コマンドご利用上のご注意 :  

・ それぞれのコマンドは１つまたは複数のキャラクタでその後にキャリッジ・リターン

(CR)を付けて実行してください。 

・ コマンドに小文字はご利用いただけません。必ず大文字にてご利用ください。 

・ コマンドのリーダーへの実行は１回に１個とし、連続で実行する場合、コマンド内容に

注意書きがない限り、最低 10 ミリ秒の間隔をとって下さい。 

・ スパイダー･リーダーの個々のコマンドはリーダーの作動中はリアル・タイムで送信で

きますが、複数のリーダーをネットワーク上で一度に設定変更を行う等の場合は、

「E」コマンドにてリーダーの作動を一旦中断した上で設定変更を行い、その後再度

「A」または「C」コマンドで再始動することをお勧めます。 

・ スパイダー･リーダーは出荷時には下記の表に示している設定を初期設定として設

定されています。 

・ スパイダー･リーダーは監視タイマーが組み込まれています。内蔵プロセッサーが指

定された一定時間プログラムを実行できない状態になった場合、リーダーを自動的に

再始動します。自動再始動によりリーダーは初期設定状態に戻ります。 

 

スパイダー･リーダー・コマンドは以下のとおりです。 

 
コマンド 機能 
Acr 

スタンド･バイ状態の場合は、スタンド･バイを終了し、タグの読み取
りを開始します。 
このコマンドは登録されているすべてのタグ ID 登録メモリーをクリア
します。このコマンドの後、リーダーは上位側に対してバージョン番
号「V,SPIDER,2.xx,(c)2000 RF Code, Inc.」を送ります。 

Ccr スタンド･バイ状態の場合は、スタンド･バイを終了しタグの読み取り
を開始します。 
このコマンドでは登録されているタグ ID 登録メモリーはクリアしませ
ん。 

Ecr タグの読み取りを終了し、スタンド･バイ状態に入ります。 
スタンド･バイ状態ではタグ読取りは一切行いませんがすべてのコ
マンドが使用可能です。 
タグ状態表示ランプはゆっくりと点滅し、リーダーがスタンド･バイ状
態にあることを示します。これが初期状態であり、リーダーのパワ



   

  
 - 16 - 

ー・アップ後一旦は必ずこの状態になります。 
I、Ccr タグ登録メモリーをリセットします。これによってリーダー内部のすべ

てのタグ情報が消されます。タグ ID の自動登録がオンになっている
場合は、タグが読込まれた時点で、リーダーは、再度タグ ID の登録
を開始します。 

I、A、1cr タグ ID オートレゴグニション(自動タグ ID 登録)をオンにします。 
新しいタグが読み取られる度に、タグ ID をリーダー内部の登録メモ
リーに記録します。登録メモリーがいっぱいになり、なお新しいタグ
が検出された場合は、リーダーは、その時点で読み取られていない
タグの ID を検出し、新しいタグ ID と入れ替えます。使用環境でのノ
イズが高いほど自動登録が難しくなる上、読取り範囲にタグが多数
存在している場合は、タグが少ない場合よりも登録に時間がかかり
ます。自動登録はリーダーのパワーアップ時に自動的に設定されま
す。 

I、A、0cr タグ自動登録機能をオフにします。 
このコマンドが実行された時点で登録されているタグ ID はそのまま
保持されます。タグ ID 登録をすべて消す場合は「A」や「I,D,」コマン
ド等を実行してください。自動登録がオフの場合でも、タグ ID を登録
コマンド(I、R、Tag ID)を使って登録することが可能です。 

I、R、Tag IDcr TagID –アルファベット 7 文字のタグ ID – を１つ登録します。 
このコマンドによって１つのタグ ID をリーダーに登録できます。一回
のコマンドで登録できるのは一つのタグ ID のみです。数個の登録を
行う場合は上記手順で繰り返しこのコマンドを実行してください。 

I、D、TagIDcr リーダーに登録されたタグ ID を削除します。 
TagID は7 文字アルファベットです。このコマンドによってリーダーの
登録メモリーからタグ ID を１つ削除できます。 

I、G、GroupIDcr GroupID を設定します。GroupID は 4 文字アルファベットで指定し
ます。 
リーダーはこのコマンドで登録されたグループID をもったタグだけを
認識します。その他のグループ ID を持つタグはすべて無視されま
す。初期値は「RFCD」となっています。 

I、Scr メモリー登録されているタグ ID をすべてリストで表示します。 
リストの終わりに、リーダーは I、Scr を送信します。 

Kcr *キル(Kill)コマンド。 
このコマンドが実行されると、リーダーは一旦スタンド･バイになり、メ
モリーをクリアし、パワー・アップ・リブートで再起動を行います。この
コマンドが完了するとパワー・アップが完了た状態と同じ状態に戻り
ます。リーダーがこのコマンドを実行するには最高 6 秒かかります。 
(*Version2.01 以降でのみ利用可能) 

M、Ecr タグ ID の読取りモードを例外「Exception」に設定します。 
このモードでは読取り範囲に対して新しく入った、あるいはその範囲
から出たタグ IDのみを送信します。送信のフォーマットは N、Tag ID
または L、Tag ID で、この場合は N は読取り可能範囲内で新しく認
識されたことを、L はその範囲から出たことを示します。 

M、Ccr タグの読取りモードを連続「Continuous」に設定します。 
連続モードでは、タグ ID が読み取られた都度、タグ ID を送信しま
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す。送信フォーマットは Tag ID または H、Tag ID であり、別述する
「H」コマンドがオン(H、1cr)になっていれば、H はタグからのヒットを
示します。連続モードになると、リーダーの感度設定(後述「R」コマン
ドで設定)は自動的に最大範囲「8」に設定されます。リーダーは電
源投入後「Continuous」モードに自動設定されます。 

H、1cr 連続「Continuous」モードで読取り中の場合、タグ ID メッセージに対
する「H」メッセージのをヘッダーとして付加します。 
電源オン時に SW1-1 がオフであればこれが初期設定でする。 

H、0cr 連続「Continuous」モードで作動中の場合、タグ ID メッセージに対
する「H」メッセージヘッダーをオフにします。 
電源オン時に SW1-1 がオンであればこれが初期設定となります。 

N、1cr タグ ID の出力メッセージ中にタグが現在いくつ読み取られているか
を表示します。 
このタグ数カウントは、コンマで区切られた、タグ ID メッセージの後
に数字として表示されます。数字が示すのは、リーダーによって現
在検出されているタグの合計です。 

N、0cr タグ ID の出力メッセージ中のタグ・カウント･メッセージをオフにしま
す。初期状態ではこれがオフとなっています。 

R、numcr 読取り範囲の調整(内蔵アッテネーター)を行うコマンドでアンテナの
入力感度を調節します。読取り強度を1から8の数字で設定が可能
です。 
1 は最大減衰または最小読取り範囲に設定し、8 は最小減衰または
最大読取り範囲に設定します。 
リ―ダー電源投入時には「8」が初期設定となっており、最大読取り
範囲が設定されています。 

Scr S コマンドは、リーダーの現在の設定・動作状態を示します。リーダ
ーから返還される状態メッセージの説明に関しては 2.5.2 節を参照
してください。 

T、numcr タグ読取りのタイムアウト時間を1/8 秒単位で設定します。 
タグのタイムアウトは Exception モードのみで設定可能です。 
タグがリーダーの読取り可能範囲をでた後、設定されたタイムアウト
時間が経過しても再びタグ ID が認識されない場合、認識範囲外と
なったことを示す「L」を返します。 
タグのタイムアウト設定時間はタグ送信間隔よりも少なくとも25%長
く設定する必要があります。設定可能範囲は 8 – 999 または 1 – 
125 秒です。 
(注: このタイムアウトがタグの送信間隔よりも短かい場合、リーダ
ーはタグがあるとないとにかかわらず認識をしません。電源投入時
の初期設定は 76(76/8=9.5 秒)です。 
 

W、0cr エラー･メッセージ、ワーニングメッセージを共にオフにします。 
SW1-1 がオンの場合はリーダーが電源投入された場合の初期設
定となります。 

W、1cr エラー･メッセージをオフに、ワーニングメッセージをオンにします。ワ
ーニングメッセージの詳細に関しては 2.5.4 節を参照してください。 

W、2cr エラー･メッセージをオンに、ワーニングメッセージをオフにします。こ
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のエラー･メッセージの説明は 2.5.3 節を参照してください。 
W、3cr エラー･メッセージ、ワーニングメッセージを共にをオンにします。

SW1-1 がオフの場合にはリーダーの電源投入時の初期設定となり
ます。 

Z、numcr リーダーがタグ ID とノイズを識別するレベルを設定します。 
設定可能なパラメータは 0 から100 の数です。 
読み取られたタグ ID 信号が設定されているレベルを超えている場
合は、リーダーはすべてのタグ ID を内部で即座に処理しデータを送
信しますが、レベルを超えていない場合はリーダーは同じタグ ID が
2 回連続して読み取りが行われない限りタグ ID を送信しません。設
定レベルが高いほど確実に読まれたタグ ID のみ送信し、信号が弱
いタグ ID データを処理しない為、利用される環境でのノイズの多少
に従い設定してください。設定値が小さい場合は、ノイズの多い環
境でノイズと混在したタグ ID データの読取りの正確性を向上させま
す。リーダー電源投入時の初期値は「10」です。 

Dcr 
診断メッセージを送信します。 
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2.5.1 リーダーステータスメッセージの詳細 

 

リーダーの設定、動作ステータス表示コマンドScr に対するレスポンスとして送信されます。 

 

リーダーステータスメッセージ･フォーマット :   S、a、b、c、d、e、f、g、h、icr  

 
フィールド 例 内容 

S S S コマンドを実行したことを表示します。 
a 407 リーダーによって現在検出されているタグ数を表示しま

す 
b 885 リーダーに自動登録されたタグ総数を表示します。 
c 207 リーダー内部でのタグ ID 登録の残りの容量を表示しま

す。タグがリーダーに登録される優先順位としてはまず、
空き容量に登録されたタグ ID がまず割り当てられ、その
次に、登録されてはいるが、読み込みのされていないタ
グ ID の領域を消しながら登録に利用されます。 

d 76 1/8 秒単位でタグ検出タイムアウト時間を設定します。
(例 76/8=9.5 秒) 設定可能範囲: 8 - 999 
初期値・タイムアウトは 76 です。 

e 8 リーダー内蔵のアッテネーター減衰設定を表示します。1
は最大減衰すなわち最短範囲に対応します。8 は最小
減衰すなわち最長範囲に対応します。許容設定: 1 - 8 
初期値は 8 です。 

f RFCD 現在のグループ・コード設定を表示します。グループコー
ドの定義と同様に 4 文字のアルファベットで表示されま
す。 
初期値グループ・コードは「RFCD」です。 

g CANHSR リーダーの設定動作モードを表示します。各アルファベッ
トにより表示される定義は下記の通りです。 
¨ C または E C=「Continuos 」連続モード(初期設

定)、E=「Exception」例外モード 
¨ A=タグ ID 自動登録 設定(初期値) 
¨ N=読取りタグ数カウント オン 
¨ H=連続(H) オン(初期値) 
¨ S=スタンド･バイ(タグ検出が中止)(初期値) 
¨ L=低電圧警告表示 
¨ W=警告メッセージがオン(初期値) 
¨ R=エラー･メッセージがオン(初期値) 
 
*「H」はリーダーが連続モードの状態のみ、｢H｣が表示さ
れます。 
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h 703589 「A」または「C」実行後、経過した時間(秒)を表示します。
設定された時間(秒)が経過してもコマンドが実行されな
い場合、リーダーは自動的に初期化されます。 

icr 10 リーダーの感度設定(「Z」パラメータ)。0 から100 までの
数字で定義します。初期値は 10 です。最後に(CR)がこ
の表示の後に最後につきます。 
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2.5.2 登録タグ ID リスト･メッセージの詳細 

 

登録タグ ID リスト･メッセージはスパイダーリーダーに登録されているタグ ID リスト要求コマンド 

I、Scr に対する返信として送信されます。 

 

このリストはリーダーに登録されたすべてのタグ ID 及び各タグの状態を表示するために使用され

ます。タグは自動登録またはコマンドによって登録されたタグ ID をリストとして表示します。 

 

タグ状態メッセージ･フォーマットは I、a、b、ccr です。 

 

フィールド 例 内容 
a A A は自動登録されたことを示します(一時的なもの )。 

H はホスト登録されたことを示します(非一時的、自動
的には消去できません)。 

b AXBYCZD タグ ID – 7 文字のアルファベット 
ccr 1 1 は現在読取り範囲内であることをあらわします。 

0 は一旦登録されたものの、I, S コマンドが実行された
際に読み取り可能範囲内にタグが存在しないというこ
とを表示しています。 
キャリッジ・リターン(CR)がこのデータの最後に付きま
す。 
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2.5.3  エラー･メッセージの詳細 

 

スパイダーⅢA リーダーが問題とされる状態を検知した場合、エラー･メッセージを表示します。 

注: 各エラー･メッセージの後にはキャリッジ・リターン(CR)が付きます。 

 

    エラー･メッセージ･フォーマット: E、numcr 

 
Num 内容 推奨 
E、1 登録済みタグ IDデータベースに

問題が生じた。 
 

リーダーの電源を一旦オフにし、再始動し
て下さい。 

E、2 コマンドが認識されない。 もう一度コマンドを繰り返してください。注 : 
コマンドはすべて大文字にする必要があり
ます。 

E、3 低電圧警告。リーダーはこのメ
ッセージを表示後自動的にスタ
ンド･バイ状態に戻ります。 

外部電源からリーダーに電力供給してくだ
さい。 
バッテリーの再充電を行ってください。 

E、4 コマンドのパラメータが範囲外
である。 

コマンドのパラメータを正しい範囲内で設
定してください。 
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2.5.4 ワーニングメッセージの詳細 

 

スパイダーⅢAリーダーは、重大と思われる問題、状態が発見された場合、ワーニングメッセージを

出します。 (注: 各ワーニングメッセージの後にはキャリッジ・リターン(CR)が付きます。) 

 

ワーニングメッセージ･フォーマット: W、numcr 

 
Num 内容 推奨 
W、1 レベルを超えたタグ信号またはノ

イズ信号が存在している。 
読取り精度が極端に低下する可
能性があります。 

リーダーの読取り範囲におけるタグの数
を減らしてください。 
リーダー読取り範囲設定を縮小し、リーダ
ーが検知するタグの数を減らしてくださ
い。リーダーのアンテナであらかじめ設定
されている周囲のノイズの影響も減らせ
ます。 
リ ー ダ ー 側 に は い か な る 場 合 で も
303.825MHz の帯域のノイズ混信は入
れないようにしてください。 

W、2 タグの読取り可能数が最大になっ
た。 
非検出の自動登録されるタグ ID
用メモリーの空き状況次第では以
後のタグが検出されなくなる可能
性があります。。 

リーダー読取り範囲内のタグ数を減らし
てください。 
リーダー読取り範囲設定を縮小し、リーダ
ーが検出するタグの数を減らしてくださ
い。 

W、3 タイムアウト処理設定時間を超え
てしまった。 
タグ検出間隔がタイムアウト設定
以上となっている可能性がありま
す。 

リーダー読取り範囲内のタグ数を減らし
てください。 
リーダー読取り範囲設定を縮小して検出
可能なタグ数を削減してください。 

W、4 タグ処理遅延を超えてしまった。 
タグ ID の認識処理ができない可
能性があります。 

リーダー読取り範囲内のタグ数を減らし
てください。 
リーダー読取り範囲設定を縮小して検出
可能なタグ数を削減してください。 
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2.5.5  スパイダーリーダー仕様一覧 

 

サイズ 

重量 

電源 

動作温度    0 ～ 75℃ 

保存温度   - 20 ～ 85℃ 

複数同時読み取り  256個/リーダー 

送信レート    6x/ min. 

耐振性    1 G peak, 5 Hz - 500 Hz. 

動作湿度    <95% 

保存湿度    <98% (但し結露しないこと) 

通信周波数   303.825 MHz 
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3. スパイダータグ 

 

3.1  スパイダータグの基本仕様 

サイズ 

重量 

防水  オプションのパッキングを使用した状態でIP63相当 

動作温度   0 ～ 75℃ 

保存温度  - 20 ～ 85℃ 

耐振性   1 G peak, 5 Hz - 500 Hz. 

動作湿度   <95% 

保存湿度   <98% (但し結露しないこと) 

通信周波数  303.825 MHz 
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3.2 発振間隔 

 

スパイダータグは発信間隔を下記の設定にすることが可能です。(但し工場出荷時オプション) 

 

モード 発信間隔(秒) 平均消費電流(μA) 電池寿命: 年(CR2032 使用時 25℃) 
a 0.2  54  0.43 
b 0.4 32 0.71  
c 0.7 23 1.0 
d 1.0 19 1.2 
e 1.5 14 1.6 
f 2.3 10 2.3 
g 3.7 6.6 3.4 
h 7.0 4.6 4.8 
I 13 3.5 6.2 
j 25 3.0 7.4 
k 50 2.7 8.2 
l 100 2.5 8.7 

 

上記の電池寿命はあくまで計算上の参考値です。「h」モードが標準品です。 
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3.3 スパイダータグのタグ ID について 

 

スパイダータグの個別番号「ID」は下記の二つの認識番号から構成されています。 

① タグ ID 「Tag ID」 

② グループID 「Group ID」 

  

3.4  スパイダータグの電池交換方法 

 

スパイダータグは電池が無くなると通信距離が短くなり、やがて発信をしなくなります。3.2 の表を

目安に通信距離が短くなりはじめたら電池を交換してください。交換する際に使用する電池は

「CR2032」を利用してください。また電極のプラス極とマイナス極を間違えないようにしてください。

間違えますとタグの故障の原因となります。タグの基盤上のアンテナ面をしたにして(電池のソケ

ットが上になります。)、電池のプラス側(+)を上、マイナス側(-)を下にしてソケットに差し込んでく

ださい。電池の交換を行っても、また電池が無くなった状態で放置してもタグの個別番号 ID は消

えず、また書き換えられることもありません。 

 

3.5 オプション 

 

防水用のケース組み込み用パッキングを用意しています。日常生活用防水です。 

(JIS IP63 対応) 

以上 


