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コンプライアンス情報

ヨーロッパ連合のお客様へ

この装置には、次の規則を順守していることを示す、CE マークが表示されています :

米国のお客様へ

この装置は、FCC 規則の Part 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件を守ることを条件
としています : 

1. この装置は、有害な混信を引き起こしません。

2. この装置は、予期しない操作の原因となる混信を含み、いかなる混信を受信する必要があり
ます。 

この装置は、FCC 規則の Part 15 に基づくクラス A デジタルデバイスの限度制限を順守してい
ることが、テストにより判明しています。これらの限度制限は、商業環境で装置を運転したと
き、有害な電波障害から合理的に保護することを目的としています。この機器は無線周波エネル
ギーを発生、使用、および放射するため、取り扱い説明書に従わずに設置および使用した場合は
無線通信に有害な干渉を引き起こすことがあります。住宅地帯でこの装置を運転すると、有害な
電波障害を引き起こす可能性が高く、その場合には、ユーザーは自費で修正することが要求され
ます。

クラス A の FCC 限度制限を順守するために、このユニットではシールドケーブルを使用しなけ
ればなりません。

この装置は、安全性と電磁放出の面で米国の規則を順守していることがテストで認証されてい 
ます。

この装置は次の安全基準に関して検査されています : 
UL 60950-1: 情報技術機器の安全性。

EU EMC 指令 2014/30/EU:

電磁適合性について、健康と安全に関する不可欠な必要要件。

EN 61000-6-2 一般基準 - 産業環境の耐性。

EN 61000-6-4 重工業環境の一般排出基準。

EN 61000-3-2 調波電流エミッション限度 ( 機器の入力電流 <16A /
フェーズ )。

EN 61000-3-3 機器、および 大 16A/ フェーズの定格電流に対する低電 

圧電源システムにおける電圧変動とフリッカーの制限。

EC 低電圧指令 2014/35/EU

限定された電圧の範囲内で使用される電気機器について、健康と安全に関する不可欠な必要 
要件。

EN 60950-1 商用電気機器を含む、情報技術機器に関する安全要件。

警告
人身傷害。 
このユニットに対して、コンプライアンス担当より明示的に承認されていない変更または改
造を行うと、この機器を運転するユーザーの権利が無効になることがあります。
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カナダのお客様へ

本デジタル機器は、カナダ通信省の電波障害規制で規定されているデジタル装置からの電波ノイ
ズ放射クラス A 制限を超えません。

この装置は、安全性と電磁放出の面でカナダの規則を順守していることがテストで認証されてい
ます。

この装置は次の安全基準に関して検査されています : 
CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03. 情報技術機器の安全性。 

Pour la clientèle du Canada

Le present appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassant les limites 
applicales aux appareils numerique de las class A prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada.

Cet équipement est certifié CSA.

この装置は次の安全基準に関して検査されています : 
CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03. 情報技術機器の安全性。

 

警告
人身傷害。 
この製品は、表示作業現場での視野の近くまたは視野に直接入るような使用方法を目的とし
ていません。表示作業現場での反射を防ぐために、この製品を視野の近くまたは視野に直接
入る場所に置かないでください。
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サポートとトレーニング

問い合わせ先情報

疑問点がある、またはサポートが必要な場合は、Videojet Technologies Inc.、電話番号 
1-800-843-3610（US 内のすべてのカスタマー用）にご連絡ください。米国以外のお客様は、 
Videojet Technologies Inc. の販売会社または子会社にご連絡ください。 

Videojet Technologies Inc.

1500 Mittel Boulevard

Wood Dale, IL 60191-1073 U.S.A.

TEL: 1-800-843-3610

ファックス : 1-800-582-1343

海外用ファックス : 630-616-3629

URL: www.videojet.com

サービスプログラム

ビデオジェットのサービスサポートプログラムは、ビデオジェットプリンタへのお客様の投 
資を保護し、総保有コストをミニマムに抑えます。 

ビデオジェットは、包括的なサービスプログラム、スペア部品、トレーニングを提供します。 
すべて、お客様の生産ラインの稼働を維持するために設計されています。 

• 完全なカスタマーサービスと、お客様の業務ニーズを満たすためにカスタマイズさ
れた製品 / サービス。

• 装置の稼働時間を 大化できるように設計されたプログラムで、 も重要な問題で
ある会社の生産性に注力することが可能 

• サポートおよび 高の製品（仕上がりの作品で高品質かつ信頼性の高い印刷コード
を実現する）を提供する、製品およびサポートプログラム。 

顧客トレーニング

自社でプリンタのサービスとメンテナンスを行うことをご希望の場合は、Videojet Technologies 
Inc. のプリンタ顧客トレーニングコースを受講し修得されるようお願いいたします。

 注 : 操作説明書は、Videojet Technologies Inc. の顧客トレーニングの補足（交換ではない） 
を目的としています。

Videojet Technologies Inc. の顧客トレーニングコースの詳細は、1-800-843-3610 にお電話くだ
さい ( 米国内のみ )。米国以外のお客様は、Videojet の海外子会社または地域の Videojet 販売店
にお問い合わせください。

Web: www.videojet.com
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セクション 1 はじめに

この章では、次のトピックについて説明します :

• 機器の説明

• この操作説明書について

• 関連出版物

• 内容説明

• 省略形と頭字語

• マニュアルでの章

1.1 機器の説明

Videojet DataFlex 6230 プリンタの主要部品は、次の通りです :

• プリンタ : 印字ヘッドとリボンが内蔵されています。CLARiTY コントローラーから
データが印字ヘッドに転送されます。印字ヘッドによって包装フィルムに印刷され
ます。

• CLARiTY コントローラーのディスプレイ : タッチスクリーンが内蔵されています。
タッチスクリーンを使って、作業にアクセスしたり、作業を設定したり、様々な印
刷パラメータの設定などができます。

1.2 この操作説明書について

本操作マニュアルは、プリンタを日常的に使用するユーザー向けに書かれています。操作マニュ
アルを読めば、プリンタの様々な部品や印刷操作を理解できるようになります。

1.3 関連出版物

次の説明書が参考のため入手可能です :

Videojet DataFlex 6230 サービス 説明書 , 部品番号 : 463048

Videojet DataFlex 6230 図解 部品の故障マニュアル 部品番号 : 463048

図 1-1: Videojet DataFlex 6230 プリンタおよび CLARiTY コントローラーのディスプレイ

1. 相互接続ケーブル接続

2. プリンタ

3. CLARiTY コントローラーディスプレイ
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1.3.1 言語コード

マニュアルを注文する際には、部品番号の後に 2 桁の言語コードを必ず付けてください。たと
えば、デンマーク語版の操作マニュアルは、部品番号 463047-18 になります。表 1-1 は、言語
コードのリストです。本マニュアルの翻訳版を特定する際に使用できます。

詳しくは ビデオジェット顧客サービスまたは Videojet 地元代理店にお問い合わせください。

 注 : 入手可能な操作マニュアルは、アスタリスク (*) で示します。入手可能なサービスマニ 
ュアルは、プラス記号 (+) で示します。詳しくは ビデオジェット顧客サービスまたは
Videojet 地元代理店にお問い合わせください。

コード 言語 入手可否 ( 注を参照 )

01 英語 ( 米国 ) * +

02 フランス語 *

03 ドイツ語 *

04 スペイン語 *

05 ポルトガル語 *

06 日本語 *

07 ロシア語 *

08 イタリア語 *

10 中国語 ( 簡体字 ) *

11 アラビア語 *

12 韓国語 *

13 タイ語 *

15 ノルウェー語 *

16 フィンランド語 *

17 スウェーデン語 *

18 デンマーク語 *

19 ギリシャ語 *

21 英語 ( 英国 ) * +

23 ポーランド語 *

24 トルコ語 *

25 チェコ語 *

26 ハンガリー語 *

33 ヴェトナム語 *

34 ブルガリア語 *

55 ルーマニア語 *

表 1-1: 言語コードのリスト 
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1.4 内容説明

本操作マニュアルでは、安全ガイドライン、付記、ユーザーインターフェース (UI) の用語など
の様々な種類の情報を扱っています。様々な種類の情報が分かりやすくなるように、本マニュア
ルでは異なる記述方法が使われています。

1.4.1 位置基準

左、右、前、後、右方向、左方向などの位置および方向はお客様が CLARiTY ディスプレイの
前面に向かった時の方向です。

1.4.2 測定単位

本マニュアルでは、メートル法を使用しています。同等の英語圏の単位系は、かっこ内に表記
しています。例 : 240 mm (9.44 in)。

1.4.3 安全情報

本マニュアルでは、特定の安全情報を「警告」または「注意」として表示しています。これら
の警告文書を注意深く読んでください。あなた自身または装置への潜在的な危険を回避する重
要な情報が含まれています。

1.4.3.1 警告

• 警告文は、けがや死亡につながる危険、安全ではない行動を示しています。

• 本文のすぐ左に、感嘆符付きの三角形で表示されます。

• 「警告」の文字で始まります。

• 常に、危険性を伴うステップまたは情報の前に表記されています。

例 :

57 セルビア語 *

59 クロアチア語 *

警告
人身傷害。 
すべての電気配線と接続については、製品のご利用地域における電気規格を順守してくださ
い。詳細は、関連する規制機関に相談してください。

コード 言語 入手可否 ( 注を参照 )

表 1-1: 言語コードのリスト ( 続き )
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1.4.3.2 注意

• 注意書きは、機器や資産の損傷につながる危険や安全ではない行動を示しています。

• 本文のすぐ左に、感嘆符付きの三角形で表示されます。

• 「注意」の文字で始まります。

• 常に、危険性を伴うステップまたは情報の前に表記されています。

例 :

1.4.4 注

注は、特定のトピックに関連する付加情報を示します。

例 :

 注 : 権限のないアクセスを防ぐため、いくつかの機能にパスワード保護を設定することができ
ます。

1.5 省略形と頭字語

注意
機器の破損。 
本機器の取り付け、操作、サービス、またはメンテナンスを行う前に、この章をよくお読み
ください。

省略形 非省略形

AC 交流

I/O 入力 / 出力

LCD 液晶ディスプレイ

LH 左側 (LH)

PLC プログラマブルロジックコントローラー

RH 右手

SELV 安全特別低電圧

UI ユーザーインターフェース

USB ユニバーサルシリアルバス

WYSIWYG（画面上の処

理内容とイメージが一致）

見たとおりのものが結果に反映されること

表 1-2: 省略形と頭字語 
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1.6 マニュアルでの章

本マニュアルは 10 の章で構成されています。各章で扱うトピックの紹介を表 1-3 に示します。

章の番号 章の名前 説明

1 はじめに このマニュアル、関連出版物、および使用されている文
体についての情報が記載されています。

2 安全 安全性や危険情報が記載されています。

3 主要部品 プリンタの主要部品について説明しています。

4 運転開始 プリンタの基本的な起動操作について説明しています。

5 CLARiTY 操作シ

ステム

CLARiTY オペレーティングシステムについて記載されて

います。 

6 ジョブエディタ ジョブの編集、削除を行う方法について記載されてい 
ます。

7 保守 プリンタのサービスとメンテナンスについて記載されて
います。

8 トラブルシュー
ティング

オペレーターレベルの診断およびトラブルシューティン
グの手順について説明しています。 トラブルシューティ

ング手順。

付録 A 仕様 プリンタの仕様について記載されています。

付録 B 可用性 可用性ツールについて記載されています。

表 1-3: 章のリスト
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セクション 2 安全

本項には次の情報が記載されています :

• はじめに

• 機器の安全ガイドライン

• 電気に関する安全ガイドライン

• プリンタの設置

• 印刷リボンの安全ガイドライン

• 他の重要なガイドライン

2.1 はじめに

Videojet Technologies Inc. は、高水準のパフォーマンスと信頼性を備えた印刷 / コーディングシ
ステムおよびインクメイクを生産することを基本方針としています。当社は、厳しい品質管理法
を導入し、徹底して製品の不良や危険の可能性をゼロにすることに取り組んでいます。

このプリンタは、情報を製品に直接印刷することを目的として設計されています。指定した以外
の目的でこの装置を使用すると、重大な人身事故につながる恐れがあります。

この章で説明する安全ガイドラインは、プリンタを安全に操作できるように、安全性の問題をオ
ペレーターに指示することを目的としています。

2.2 機器の安全ガイドライン

このセクションでは、機器の取り扱いまたは操作時の重要な安全ガイドラインを説明します。

警告
人身傷害。 
本製品をインストール、操作、サービス、またはメンテナンスする前に、この章によく目を
通してください。重大な人身事故につながる恐れがあります。

警告
人身傷害。 
この機器は、独立してこの機械を使用し、機器への損傷や要員の負傷を引き起こす危険性がな
い、認定された担当者だけが使用するようにしてください。操作担当者は、定期的に安全や環
境の危険に関する訓練を受け、情報を通知されている必要があります。

警告
人身傷害。 
これらのインストールは、熟練のサービスまたはメンテナンス担当員のみが実行しなければな
りません。資格のある担当員とは、正式の技術トレーニングを修了し、このプリンタでの十分
な作業経験を持ち、作業に伴う危険性について知識のある人物です。 
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2.2.1 印字ヘッド

警告
人身傷害。 
製品部品のメンテナンスまたは修理を始める前に、プリンタを主電源から外し、他に接続され
ている機器などの外部電源からプリンタを切断してください。

警告
人身傷害。

プリンタの電源がオンの時は、手や衣服が触れないようにしてください。

警告
人身傷害。

システムを安全に使用するため、デバイスに記載されているすべての安全警告ラベルを守っ
てください。

注意
機器の破損。 
いかなる場合でも、装置に付いている警告、注意、または指示ラベルを取り外したりせず、
見やすい状態にしてください。これらのラベルの一部が破損、擦り切れ、または外れると、
ただちに取り換える必要があります。

警告
人身傷害。

機器が動作している場合、決して指などを印刷ヘッドの下におかなでください。

注意
機器の破損。 
印字ヘッドの取り付け、接続、切断の際には、デバイスの電源を切ってください。

注意
機器の破損。 
通常の動作中でも、印刷ヘッドは高温になることがあります。印刷ヘッドに触れる前に、 
必ず必要な安全注意事項を守ってください。
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2.3 電気に関する安全ガイドライン

本項では電源、電源ケーブル、ヒューズ、接続、接地に関する安全ガイドラインについて説明し
ます。

2.3.1 電気規格の順守

 

2.3.2 電力

 

 

 

警告
人身傷害。 
すべての電気配線と接続については、製品のご利用地域における電気規格を順守してくださ
い。詳細は、関連する規制機関に相談してください。

警告
電気的な危険。

プリンタには、定格 5A の調整された 24VDC 電源から供給してください。

警告
電気的な危険。

PCB（プリント回路基板）を取り扱う場合は、常に、適切に接地されたリストストラップを
着用してください。着用を怠った場合、静電気により基板のコンポーネントが損傷する恐れ
があります。

警告
人身傷害。 
接続ケーブルやパイプが動作の障害になったり、他のマシンに巻き込まれたりしないように、
接続ケーブルやパイプはインストール時にしっかり固定してください。

警告
人身傷害。 
プリンタの制御盤には搭載されたリチウムバッテリーで永久的に電力が支給されている部分
があります。したがって、制御盤は導電性の物 ( 導電性のビニール袋などを含む ) の上に置い
たり、あるいはその中または上に保管したりしないでください。バッテリーが上がり、およ
び / またはバッテリーのオーバーヒートが起きる可能性があります。バッテリーの交換はオペ
レーターが行わないでください。

警告
人身傷害。 
バッテリーを不正なものと取り換えると、爆発が起きることがあります。使用したバッテ
リーは各地の規則に従って破棄してください。
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2.4 プリンタの設置

 

米国で定義されている危険な場所とは、爆発を引き起こすのに十分な量の危険物質が存在すると
ころです。これらは、電気安全設置基準 ANSI/NFPA 70–1993 の第 500 条で定義されています。

米国外では、危険な可能性のある場所への機器の設置にあたって、地域の規則を必ず順守してく
ださい。

プリンタ付属品の使用

プリンタの認証規格を順守するには、機器になんらかのデバイスを取り付ける際に、Videojet 
が承認した付属品のみを使用してください。

注意
人身傷害。 
主電源がオンである場合、 機器のコネクタは決して外さないでください (USB およびイーサ
ネットは除きます )。

警告
人身傷害。 
プリンタはオペレーターコントロールコンソールを使用します。パネルが操作しやすい適切
な作業高さと向きに取り付けてあることを確認します。

警告
人身傷害。

危険な場所にプリンタを設置してはいけません。危険な場所に設置すると爆発の原因となり、
人身傷害につながる恐れがあります。

警告
人身傷害。

設置後、プリンタ機構へのアクセスが可能であるように、プリンタを配置します。 

警告
人身傷害。

設置後は、プリンタからサイドカバーを外さないでください。
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2.5 印刷リボンの安全ガイドライン

2.6 他の重要なガイドライン

2.6.1 概説安全ガイドライン

注意
機器の破損。 
印刷リボンは、温度範囲 5 ºC ～ 40 ºC、凝結なしの湿度範囲 20% ～ 85% の場所で保管して
ください。

注意
機器の破損。 
不適正なリボンを使用すると、プリンタが破損する場合があります。このような破損は、 
プリンタ保証の対象外となります。販売店認定のリボンのみをご使用ください。

注意
機器の破損。 
清掃中は印字ヘッドに過剰な力をかけないでください。そうしないと、損傷が発生し、保証
が無効になることがあります。

注意
機器の破損。 
清掃には、代理店認定のクリーニング用品をご利用ください。高圧の空気や綿は使わないで
ください。

注意
機器の破損。 
不適正なクリーニング・キットを使用すると、プリンタが破損する場合があります。このよ
うな破損は、プリンタ保証の対象外となります。販売店認定のクリーニングキットのみを使
用してください。
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セクション 3 主要部品

この章では、プリンタの不可欠な部品およびアクセサリーについて説明します。

3.1 機器の説明

Videojet DataFlex 6230 プリンタの主要部品は、次の通りです :

• プリンタ

• CLARiTY コントローラーディスプレイ

3.1.1 プリンタ

Videojet DataFlex 6230 プリンタは、高解像度熱転送技術を採用し、ユニークな電子式のリボ
ンドライブや印刷ヘッドの制御に対応することで圧縮空気を不要としています。プリンタには
摩耗部品が少なく、メンテナンスの必要がありません。

以下のいずれのモードでも印字可能です :

• 間欠モード（印刷面が静止している間）

• 連続モード（印刷面が動いている間）

この製品は様々な構成の包装機に合わせて、左回り用と右回り用があります。

この製品は、標準 - 32 mm 印刷幅モデルです。

図 3-1: Videojet DataFlex 6230 プリンタおよび CLARiTY コントローラーのディスプレイ

1. 相互接続ケーブル接続

2. プリンタ

3. CLARiTY コントローラーディスプレイ
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主要部品

3.1.2 CLARiTY コントローラーディスプレイ

コントローラーへの接続は、図 3-2 を参照してください。プリンタからディスプレイへ接続す
るための相互接続ケーブル ( アイテム 1) があります。USB ポート ( アイテム 2) は、プリンタ
のデータや設定をアップロード、バックアップするためのものです。

注意
機器の破損。 
電源をオンにする前に、相互接続ケーブルが正しくつながれていることを確認してください。

2

1

図 3-2: ディスプレイ接続

1. 相互接続ケーブルの接続 2. USB ポート

2

1

図 3-3: 相互接続ケーブル

1. ケーブルと電源の接続

2. プリンタへのケーブル接続
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セクション 4 運転開始

はじめに

この章では、次のトピックについて説明します :

• プリントヘッド LED を理解する

• 電源をオンにする

• スクリーンオリエンテーションを設定

• プリンタを立ち上げる

• プリンタの停止

• 時間と日付を設定する

• 言語と地域表示の設定

• リボンのロード

• テスト画像のプリント

4.1 プリントヘッド LED を理解する

表 4-1 は、プリンタの状態を示すプリントヘッド LED を一覧します。

 注 : プリンタの立ち上がりで印字ヘッドが初期化中の場合も琥珀色の LED が点滅します。

色 オン 点滅 オフ

赤 プリンタはオフ
ラインです

プリンタの障害 —

黄 警告 プリンタは警告であ
りで印刷中

警告または故障なし

緑 プリンタはオン
ラインです

印字ヘッドは印刷中 —

表 4-1: LED インジケータ
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4.2 電源をオンにする

電源 / プラグをソケットに接続し、電源スイッチをオンにして電源をオンにします。

 注 : プリンタの電源をオンにする前に、すべてのケーブルの接続を確認してください。

電源がオンになると、接続されていれば、CLARiTY コントローラが起動します。ブートアップ
には、約 60 秒かかります。その過程でスタートアップ画面が表示されます。

スタートアップが成功すると、ホームページが表示されます。

15 秒の初期化プロセスが開始され、その間にプリンタによってリボンドライブの校正が行われ
ます。ステータスバーに「運転開始」という表示が点滅し、黄色 LED が点滅します。プロセス
が完了すると、ホームページが次のように変化します :

• ステータスパネルが運転開始からオフラインに変わります。

• インクメイク領域では、未使用リボンのパーセントが表示されます。

• コントロールフレームにある開始ボタンと停止ボタンが有効になります。

図 4-1 は、「オフライン」状態にある CLARiTY ホームページを示します。

図 4-1: オフライン状態の CLARiTY ホームページ
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4.3 スクリーンオリエンテーションを設定

CLARiTY コントローラーの取り付け位置によっては、画面イメージを 180 度回転させることが
必要になる場合があります。

画面の向きを変更する手順は、次の通りです :

1. ツール > 設定 > コントロール の順に移動します。図 4-2 を参照。

図 4-2: スクリーンオリエンテーション
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2. 画面の向きの設定。 画面方向の設定 画面が表示されます ( 図 4-3 を参照 )。

3. 必要に応じて 0 または 180 度のいずれかを選択して、  にタッチ 

します。

4. ホームアイコンにタッチすると、ホーム画面に戻ります。

図 4-3: スクリーンオリエンテーション
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4.4 デフォルトのイメージフォントサイズ

デフォルトのイメージフォントサイズは 8 ポイントで、必要に応じて変更できます。

デフォルトのイメージフォントサイズを変更するには、以下の手順を実行します :

1. ツール > 設定 > コントロールの順に移動します図 4-4 を参照。 

2. デフォルトのイメージフォントサイズをタッチすると、フォントサイズが変更されます。

3. 必要なデフォルトのフォントサイズを入力してタッチします

。

4. ホームアイコンにタッチすると、ホーム画面に戻ります。

図 4-4: デフォルトのイメージフォントサイズ
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4.5 プリンタを立ち上げる

プリンタのスイッチをオンにすると、プリンタの状態がシャットダウンから運転開始に変わり 
ます。この状態では、すべての外部電気入力が無視されるため、印字センサー信号によってプ 
リントがトリガされることはありません。そのため、プリンタを「運転中」の状態に切り替え 
てプリントを開始する前に、ラインとプリンタが生産の準備ができているかを確認することが 
できます。

プリンタを「運転中」の状態に切り替えるには、開始ボタンにタッチします 。

図 4-5 は、「運転中」状態の CLARiTY ホームページを示します。

 注 : プリンタに故障や警告が発生した場合は、運転中 が 故障 または警告に変わります。故障が
表示された場合は、問題を修正してから印刷を再開してください。詳細は、「故障メッセー
ジや警告の消去」- ページ 8-15 を参照してください。

4.6 プリンタの停止

プリンタの印刷を停止するには 。プリンタは、オフライン ステータスに戻ります。

図 4-5: 「運転中」状態の CLARiTY ホームページ
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4.7 時間と日付を設定する

CLARiTY システムで時間と日付を設定する手順は、次の通りです :

1. ツール > セットアップ > コントロール > 通信の順に移動します ( 図 4-6 を参照 )。

2. 日付を設定するために日付をタッチすると、に示すように、カレンダーページが表示さ 
れます。

3. + と – キーを使用して現在の月と年を選択します。

4. 今日の日付をタッチして、選択します。

5. にタッチし、設定を保存します。

6. 時間をタッチして、時間を設定します。データ設定画面が表示されます。

7. + と - キーを使用して、時間、分、および 秒 （オプション）設定に数値を入力します。

8. にタッチし、設定を保存します。

9. ホーム アイコンにタッチすると、ホーム画面に戻ります。

図 4-6: CLARiTY コントローラーの日付と時刻
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4.8 言語と地域表示の設定

CLARiTY の表示言語を設定するには、次の手順を実行してください :

1. ツール > セットアップ > コントロール > 言語設定の順に移動します。現在の言語と地域が表
示されます ( 図 4-7 を参照 )。

2. 地域 / 国にタッチします。使用可能な地域が表示されます。

3. リスト（現在使用できる地域がすべてリスト表示される）からユーザーの地域をタッチ 

して選択し、 をタッチします。

4. 言語にタッチします。利用可能な言語のリストが表示されます。

5. リスト（現在使用できる言語がすべてリスト表示される）からユーザーの言語をタッチ 

して選択し、 をタッチします。

6. ホームアイコンにタッチすると、ホーム画面に戻ります。

ホームページに表示される日付形式は選択した地域によって異なります。

図 4-7: 言語と地域
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4.9 リボンのロード

リボンのロードには、プリンタのカセットの取り外し、プリンタカセットでのリボンロールの
ロードが含まれます。

4.9.1 カセットの取り外し

カセットを取り外すには、次の手順を実行してください :

1. プリンタがオフライン状態であることを確認します ( 参照図 4-1 ページ 4-2)。

2. 図 4-8 のように、プリンタ正面にある黒い円状のリリースボタンを押します。カセットを
プリンタ本体から取り外すとき、ボタンがカチッと音がします。

この時、CLARiTY はカセットオープンの故障を表示します ( 図 4-9)。

図 4-8: カセットのロック解除

図 4-9: カセットオープン故障
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3. 図 4-10 のように、凹型ハンドルを持ち、カセットをプリンタ本体から取り出しします。

4.9.2 新しいリボンの挿入

変数を挿入する手順は、次の通りです :

1. 図 4-11 のように、リボンスプールを上にし、リボンローラーを手前にした状態でカセット
を平らな面に置きます。

注意
機器の破損。 
不適正なリボンを使用すると、プリンタが破損する場合があります。このような破損は、 
プリンタ保証の対象外となります。サプライヤー認定のリボンのみをご使用ください。

ットの取り

1

2

図 4-11: カセットの取り外し

1. リボンスプール (x2)
2. リボンローラー (x2)
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2. 新規リボンパッケージのロールを開き、リボンを約 12 in (30cm) 解いてください。

カセットのスプールホルダには、様々な色のディスクがあります :

•   黒いディスクは、新規リボンのロール向けです。

•   銀色のディスクは、空のロール向けです。

プリンタを運転すると、新規リボンは黒いホルダから解け、銀色のホルダへ巻かれます。

3. フルスプールを黒いディスクのホルダにスライドして入れてください。リボンが図 4-12
の図の方向で解けるようにロールを配置します。

 注 : スプールがホルダにしっかり押し下げられることを確認してください。

4. リボンを以下のように巻きます :

•   フルロールの外側から解く

•   フルロールに も近い白色ローラーの外側を回す

•   カセットの下を通す

•   第 2 白色ローラーの外側を回す

•   リボンエンコーダーローラーを回す

•   空スプールの外側を回す

5. 空のスプールを、銀色のディスクホルダにしっかりとスライドさせます。

図 4-12: リボンスプールの取り付け
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6. 手で空スプールを回して、余分なリボンを無くします。フルスプールが回転し始めたら空
スプールの回転を終了します ( 図 4-13)。

 注 : 提供されたリボンのはじめの部分に透明部分やプリントされたリーダーがある場合は、
空スプールを回転させて透明なリボンをすべて無くします。

 注 : カセットをプリンタに再挿入するときは、次のことを確認してください :

•   リボンは、印字ヘッドとプリンタのプリントローラーまたはプリントパッド間を
通る

•   リボンにねじれや詰まりがない

•   カセットの交換中にリボンの緩みがない

•   リボンは正しく回転することで、リボンの破損によるエラーを防止します。RH
プリンタはリボンを時計回りに回転させ、LH プリンタはリボンを時計回りに回
転させます

図 4-13: リボンスプールを巻く

図 4-14: LH/RH リボンルーティング

LH プリンタ リボンルート RH プリンタ リボンルート
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4.9.3 使用済みリボンの取り外し

インクカートリッジを交換するには、次の手順を実行してください :

1. 図 4-15 のように、カセットから 2 つのリボンスプール (1 つは使用済みのリボン ) をしっか
りと引きます。カセットからスプールを外すために、各スプールの下にあるディスクをレ
バーとして使用することができます。

2. 使用済みのリボンおよびスプールは廃棄してください。

リボンを一時的に取り外さなければならない場合があります ( 他の作業で別な幅のリボンを
必要とする場合 )。プリンタへ一部使用済みのリボンリールを入れ直す場合は、以下の点に
注意してください :

•   未使用のリールを黒いディスクホルダに入れます。

•   一部使用済みのリールを銀色のディスクホルダに入れます。

図 4-15: リボンスプールの取り外し
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4.9.4 カセットの取り付け

カセットを取り付けるには、次の手順を実行してください :

1. プリンタ本体の上にカセットを置きます。カセットのガイドピンを、ベースプレートの穴
に揃え、2 つの位置決めロッド ( 図 4-16) に揃えます。プリンタの本体から、2 つのリボン
ローラーの端にある穴につながります。

2. カセットをプリンタ本体に入れて、所定の位置でロックするまで押してください。

カセットオープンの故障メッセージは自動的に消去され、ステータスには、再びオフライ
ンが表示されます。

4.9.5 様々なリボンの幅や色を使用する

の印字ヘッド以内で、様々な幅のリボンを使用できます :

• 32 mm プリンタの 大リボン幅設定は 33 mm です。

32 mm プリンタの 小リボン幅設定は 20 mm です。

注意
リボンの設定。 
正しくリボン幅を設定しないと「リボン切れ」メッセージが表示される場合があります ( たと
え、未使用のリボンが残っていても )。また、リボンが使用済みリボンスプールにきつく巻か
れてしまう場合があります。こうなると、使用済みリボンのスプールを取り外すことが困難
になります。

1

2

図 4-16: 位置決めロッドアラインメント

1. リボンローラー

2. 位置決めロッド
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別の幅のリボンを挿入する場合は、新規の値を、CLARiTY に入力してください。以下の手順を
実行してください :

1. ツール > 設定 > インクメイク > リボンの幅 の順に移動します ( 図 4-17 を参照 )。

2. キーパッドを使い、図 4-18 のように、新規の値を入力します。

3. にタッチし、設定を保存します。

図 4-17: プリンタリボンパラメータ

図 4-18: プリンタリボン幅
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リボンの色が異なると、厚さも異なります。リール終了の警告を確実にするには、プリンタ 
によって使用されている正しいリボンの色を選択してください。リボンの色を選択するには、
次の手順を実行してください :

1. ツール > セットアップ > インクメイク > リボンの色 の順に移動します図 4-17 ページ 4-15
を参照。

2. 図 4-19 のように、必要なライン設定をリストから選択します。

3. にタッチし、設定を保存します。

4. ホームアイコンにタッチすると、ホーム画面に戻ります。

図 4-19: プリンタリボン色
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4.9.6 プリンタリボンの供給を点検する

ホームページのインクメイク領域 ( 図 4-20) にはリボンメーターが表示されるため、カセット
に残っている未使用のリボンの量がわかります。

メーターは、一目でリボンのレベルを点検できるように 3 色で表示されます。

• 青 = リボンが十分にある

• 黄色 = リボンがおよそ 50 m (164 ft) 残っている

• 赤 = リボンがおよそ 20 m (66 ft) 残っている

図 4-20: プリンタリボンの供給
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4.10 テスト画像のプリント

通常、 プリンタは、センサーまたは PLC (Programmable Logic Controller) のトリガでプリントす
るパッケージ機器で使用されます。

プリンタを運転する前にテスト画像をプリントして、印刷画像の品質をチェックすることができ
ます。インストール要員がこの機能を無効にした場合は、テスト印刷ボタン（図 4-21）はグレ
イアウト非アクティブで表示されます。また、テスト印刷ボタンを使用可能にするには、プリン
タを「運転中」状態に設定する必要があります。

テスト印刷を行うには、次の手順を実行してください :

1. プリンタがオフライン状態の場合は、 「開始」ボタンにタッチしてプリンタを実行中
状態にします。

2. プリンタが間欠アプリケーションにある場合は、包装フィルムが印字ヘッドの下にあること
を確認します。それ以外の場合は、包装フィルムが印字ヘッドを通り過ぎていることを確認
します。

3. CLARiTY コントロールフレームで  にタッチします ( 図 4-21)。プリンタがテスト印
刷を実行します。

4. テスト印刷を調べて画像が正しく印刷されているか確認してください。

図 4-21: テスト印刷ボタン

テスト印刷
ボタン
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この章では、次のトピックについて説明します :

• CLARiTY での作業の開始

• ホーム画面の使い方

• ツール画面の使い方

• パスワード保護

• マスタ / スレーブのレベル

5.1 CLARiTY での作業の開始

CLARiTY はアイコンベースのオペレーターコントロールシステムです。使いやすいタッチ画面
を備えています。プリンタの設定とコントロールを技術的に操作するには、ツール ボタンから
アクセスします。

図 5-1 に、CLARiTY オペレーターコントロールシステムのホーム画面を示します。

 注 : パスワード保護が有効であると、ユーザーのレベルに応じて使用できるオプションが異な
ります。詳しい情報は、「パスワード保護」ページ  5-36 を参照してください。 

5.2 ホーム画面の使い方

図 5-1: CLARiTY ホーム画面

1. ステータスバー

2. ツールボタン

3. 現在のジョブの詳細バー

4. インクメイク

5. パフォーマンス情報

6. 印刷位置

7. 印刷ボタン

8. システムコントロールボタン

9. ホームボタン

10. ジョブ選択ボタン
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ホーム画面では以下のオプションにアクセスできます :

警告
人身傷害。 

プリンタが オフライン モードのときにプリンタのステータスバーにタッチすると、プリンタ
は印刷を開始します。プリンタを起動する必要がない場合は、ステータスバーにタッチしない
でください。

ボタン 説明

ホーム画面に戻ります。

ツール画面を開きます。

現在のジョブに関する情報を表示し、選択す
ると、現在のジョブの詳細画面が開きます。

現在のジョブを含めて、使用可能なジョブの
リストを表示します。ジョブを選択すると、
印字するためにそのジョブをロードできるよ
うになります。フィールドがユーザーの使用
を可能にしている場合、ユーザーは印字前に
確認できます。

印刷を起動します。 

印刷を停止します。

テスト画像の印刷。

 注 : このオプションは、プリンタで 
CLARiTY 設定マネージャーを使用したロ 
ギングが有効の場合のみ表示されます。

印刷位置を、水平方向、垂直方向で調整 
します。

表 5-1: ホーム画面  
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ホーム画面では以下のオプションにアクセスできます :

ボタン 説明

プリンタのステータスを表示します。

• 運転中 : プリンタがオンであり、適切な
印字トリガを受信すると印字できる状態
です。

• オフライン：プリンタはオンですが、 
印字可能な状態ではありません。

• シャットダウン：印字ヘッドへの電源が
無効になっており、印字可能な状態では
ありません。

• 警告：オペレーターへの警告があります。
プリンタの正常な動作は妨げられていま
せん。

• フォルト：プリンタを始動する前にオペ
レーターが対応する必要があるフォルト
があります。

リボンの情報を示す消費者画面を表示しま
す。詳細については、「インクメイク」ペー
ジ  5-4 を参照してください。

次のプリンタパフォーマンス情報を表示 
します。

情報：

• スループット：プリンタのスループット
であり、現在のジョブが読み込まれてか
らの分あたりの印字回数です。

• バッチ印字回数：現在のジョブが読み込
まれてからの印字回数です。

このエリアを開くと、追加の統計情報を示す 
パフォーマンス 画面が開きます。詳細につい

ては、「パフォーマンス 画面」ページ  5-5 を
参照してください。

表 5-2: ホーム画面  
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5.2.1 インクメイク

ホーム画面のインクメイクエリアにタッチします。インクメイク画面が開き、図 5-2 のように、
リボン情報 ( 残っているリボンのパーセンテージ ) が表示されます。

リボン情報にタッチすると、図 5-3 のように、リボンのオプションが表示されます。

図 5-2: インクメイク画面

図 5-3:  リボン画面
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リボン画面には、表 5-3 のように、以下のオプションが表示されます。

5.2.2  パフォーマンス 画面

ホーム画面のパフォーマンスエリアにタッチします。図 5-4 のように、パフォーマンス 画面が
開きます。

 注 : スクロールバーを使って、画面を上下にスクロールします。

オプション 説明

パーセント 使用可能なリボンのパーセンテージ。

推定無動作時間 現在のジョブ、および生産速度に基づく、リボンが空である推定時間。

推定残り時間 現在のジョブ、および生産速度に基づいて推定される、残りの時間。

前回の変更 リボンが変更された、日付および時刻。

表 5-3: リボンのオプション

図 5-4:  パフォーマンス 画面
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パフォーマンス 画面には、表 5-4 のように、以下のオプションがあります。

オプション 説明

印字回数 / 分 プリンタのスループットであり、現在のジョブが読み込まれてからの分
あたりの印字回数です。

バッチ印刷回数 現在のジョブが読み込まれてからの印字回数です。

合計印刷回数 コントローラーの合計印字回数です。

可用性 プリンタの可用性、動作可能性に関する情報です。詳細については、 
「可用性」ページ  B-1 を参照してください。

速度落ちパッ 
ク数

速度落ちパックの数。 

 注 : 速度落ちパックは、連続モードで印字するときのプリンタの 低プ
リント速度よりも遅い製品です。 

速度落ちパック
にプリント数

速度落ちパックを使用した場合の印字回数です。

 注 : 印字ヘッドは、プリント速度が増加するまでプリントを保持 / 遅延
させます。そのため、速度落ちパックでの印字は、通常の場合との間に
ギャップがあります。

無効印字信号 無視された印刷信号の数。

短期間のス 
ピード

5 分の動作での、平均速度。

短期間の効率性 5 分の期間での入力として与えられる、公称毎分印刷数に対する、 実際

の分印刷数としての効率。

長期間のス 
ピード

10 分の動作での、平均速度。

長期的な効率性 10 分の期間での入力として与えられる、公称毎分印刷数に対する、実際

の分印刷数としての効率。

動向速度 動向速度の値。

動向効率 動向効率の値。

公称速度 必要な毎分あたりパック数としての速度を入力します。

表 5-4: パフォーマンスのオプション 



Videojet DataFlex 6230 操作説明書 - 改訂 AA 5-7

CLARiTY 操作システム

5.3 ツール画面の使い方

ツール画面にはプリンタに関係する各種ツールが並んでいます。

ホーム画面の にタッチすると、ツール画面に切り替わります。ツール 画面が開きます 
 

( 図 5-5 参照 )。

ツール画面には、表 5-5 のように、以下のオプションへのアクセスが提供されています。

オプション 説明

セットアップ プリンタ設定パラメータを表示、修正できます。セットアップ画面の詳
細については、サービスマニュアルを参照してください。

診断機能 診断画面には、プリンタ設定に関する主なパラメータの現在値が表示さ
れます。通常の操作に加え、障害に対処する際にも役立ちます。「診断画
面の使い方」ページ  5-8 を参照してください。

データベース 使用可能なデータベース、それぞれのキャパシティや保存されている
ジョブに関する情報。「データベース画面の使い方」ページ  5-33 を参照

してください。

ヘルプ 特定のタスクや基本的なトラブルシューティングのための資料。「ヘルプ
画面の使い方」ページ  5-35 を参照してください。

表 5-5: ツールのオプション

図 5-5: ツール画面
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5.3.1 診断画面の使い方

ツール画面の  にタッチすると、診断画面にアクセスできます ( 図 5-6)。

診断画面には、以下のパラメータが表示されます :

オプション 説明

印字ヘッド プリンタのコンポーネントのステータス、イベントログ、印字ヘッドの
正常性グラフ、エンコーダーのプロファイルに関する情報。「印字ヘッド
画面の使い方」ページ  5-9 を参照してください。

インクメイク リボンの供給や廃棄の直径、リボンのテンションや印刷モードに関する
情報。「インクメイク画面の使い方」ページ  5-22 を参照してください。

コントロール システムの情報、バージョン、通信設定に関する情報。「コントロール画
面の使い方」ページ  5-23 を参照してください。

オプション ここで使用できるオプションはありません。

表 5-6: 診断画面の説明 

図 5-6: 診断画面
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5.3.1.1 印字ヘッド画面の使い方

診断画面の  にタッチして、印字ヘッドパラメータにアクセスします ( 図 5-7)。

印字ヘッド画面には、以下のパラメータが表示されます :

オプション 説明

入力 3 つの外部入力パラメータおよび内部入力パラメータの状態。「入力画面

の使い方」ページ  5-10 を参照してください。

出力 プリンタの物理的な出力に関するステータス。「出力画面の使い方」ペー
ジ  5-12 を参照してください。

一般情報 印字ヘッドモード、印刷モード、ハイスループットモードなどの一般的
なパラメータ。「一般画面の使い方」ページ  5-13 を参照してください。

印字ヘッド正 
常性

印字ヘッド正常性のログ。「印字ヘッド正常性画面の使用」ページ  5-14
を参照してください。

イベントログ プリンタのダウンタイムの原因となっているイベントのログを表示しま
す。「イベントログ画面の使い方」ページ  5-15 を参照してください。

タイミング 様々なプリンタ操作のカウント。「タイミング画面の使い方」ページ 
 5-16 を参照してください。

エンコーダープ
ロファイル

エンコーダーのプロファイル。「エンコーダープロファイル画面の使い
方」ページ  5-17 を参照してください。

表 5-7: 印字ヘッド画面の説明 

図 5-7: 印字ヘッド診断画面
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入力画面の使い方

印字ヘッド画面の 入力 にタッチして、入力パラメータにアクセスします ( 図 5-8)。

入力画面では次のような各種パラメータにアクセスできます :

オプション 説明

入力設定 それぞれの入力の現在の設定内容を表
示します。

エンコーダー 製品のスピード変化を感知し、プリン
タが印字幅を調整できるようにするデ
バイスです。

外部インプット 1、2、3 3 つの入力のそれぞれのリアルタイム

での状態。

表 5-8: 入力画面の説明 

図 5-8: 入力画面
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印字動作位置 印字ヘッドの位置。印字ヘッドのホー
ムセンサーは、ヘッドが停止中である
か、いなかを検出します。

カセットオープン カセットの状態。カセットのホーム 
センサーは、カセットが開であるか、
閉であるかを検出します。

印字ヘッドからプラテンまでの距離 印字ヘッドとプラテンの間の距離。

印字ヘッド位置センサー 印字ヘッド位置センサーの位置。 

リボン廃棄位置センサー リボン廃棄位置センサーの位置。

モーター電圧 ステッパーモーターに供給される 
電圧。

24 ボルト電源 24V 電源のステータスが表示され 

ます。

印字ヘッド電圧 印字ヘッドの駆動電圧。24V にしなけ

ればなりません。

印字ヘッド温度 サーマル印字ヘッドの温度計のリアル
タイムでの読み取り。

オプション 説明

表 5-8: 入力画面の説明 ( 続き )
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出力画面の使い方

印字ヘッド画面の 出力 にタッチして、出力パラメータにアクセスします ( 図 5-9)。

出力画面では、以下のようなパラメータにアクセスできます :

 注 : トグル ボタンにタッチすると、出力の状態 ( 開 / 閉またはオン / オフ ) が分かり、診断目
的に役立ちます。

オプション 説明

印字動作位置 印字ヘッドを停止位置から、印刷位置へ移動させます。

印字ヘッド イン / アウト 印字ヘッドを準備状態から、印刷位置まで移動させ 
ます。

外部リレー出力と外部 PNP 出力 プリンタには、設定可能なリレー出力が 2 つと、設定

可能な PNP 24V 出力が 2 つ搭載されています。 

緑色 LED プリンタの前面の緑色の LED を切り替えます。

赤色 LED プリンタの前面の赤色の LED を切り替えます。

表 5-9: 出力画面の説明 

図 5-9: 出力画面
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一般画面の使い方

印字ヘッド画面の一般にタッチすると、パラメータにアクセスできます ( 図 5-10)。

一般画面では次のような各種パラメータを操作できます :

オプション 説明

プリンタモード プリンタのモードです。利用できるオプションは、以下の通り
です。

• インターミッテント（間欠）モード 

• 連続

プリンタハンド プリンタの設定です。オプションは、以下の通りです。 

利用可能：

• 右側 (RH) 

• 左側 (LH)

印字モード 印字モードです。利用できるオプションは、以下の通りです。

• 熱転写 ( リボンを使用 ) 

• ダイレクト ( リボンなしでプリンタを使用し、感熱ラベルに
直接印刷します )。

プリント位置決め プリントセンサーからターゲット上のプリントまでの総距離 
印字面。これには、設置時に設定された距離と、回線速度な 
どを調整するためにソフトウェアが必要とする内部距離が含ま
れます。

プリントテストイメージ テストイメージを印刷するウィンドウが開きます。

表 5-10: 一般画面の説明 

図 5-10: 一般画面
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印字ヘッド正常性画面の使用

印字画面の印字ヘッド正常性にタッチすると、印字ヘッド正常性パラメータにアクセスでき 
ます ( 図 5-11)。

印字ヘッド正常性画面では次のような各種パラメータを操作できます :

オプション 説明

 正常性グラフ 印字ヘッド正常性のグラフです。

印字ヘッド ID 印字ヘッド ID です。 

印字ヘッド抵抗 印字ヘッド抵抗です。印字ヘッド抵抗の値
は、印字ヘッドの抵抗特性に対するプリン
タの駆動エレクトロニクスと一致します。

印刷した合計距離 印刷した合計距離を km 単位で示します。

メーカーパスワード メーカーパスワードを入力して、高レベル
のオプションを有効にします。 

表 5-11: 印字ヘッド正常性画面の説明 

図 5-11: 印字ヘッド正常性画面
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イベントログ画面の使い方

印字ヘッド画面のイベントログにタッチすると、オプションにアクセスできます ( 図 5-12)。 

イベントログ画面には、以下に示すオプションがあります :

オプション 説明

エラーを非表示にする イベントログリストで、エラーイベントを表示 / 非表示に 

します。

警告を非表示にする イベントログリストで、警告イベントを表示 / 非表示に 

します。

ステータスを非表示にする イベントログリストで、ステータスイベントを表示 / 非表示

にします。

USB へのエクスポート イベントログおよび関連パラメータスナップショットを 
USB スティックにエクスポートできます。USB へのダウン

ロード手順は、UI によって示されます。

表 5-12: イベントログスクリーンの説明 

図 5-12: イベントログスクリーン
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タイミング画面の使い方

印字ヘッド画面のタイミングにタッチすると、パラメータにアクセスできます ( 図 5-13)。

この診断画面は、 新の印刷や、行った印刷ジョブ選択に関する情報を示します。これは、 
処理量が多い用途で、特に連続モーションのアプリケーションで、プリンタが何を実行した 
かを把握するのに役立ちます。

タイミング画面には、以下のパラメータが表示されます :

オプション 説明

低プリント速度 (mm/s) 以前の印刷サイクルで達成された、 低プリント速度。

高プリント速度 (mm/s) 前の印刷サイクルで達成された、 高プリント速度。

サイクル時間（ms） 印刷登録遅延の終了から印刷操作の終了までに完了した合
計時間。

印刷時間 (ms) 以前の印刷サイクルで、画像を印刷するのに要した実際の
時間。

ジョブ選択時間 イメージが確定した瞬間から印刷の準備が整うまでの、
ジョブを選択するのに要する時間を表示します。

ジョブデータ更新時間 イメージ内の動的変数 ( 時刻、日付、カウンター ) をすべ

て更新するのに要する合計時間を表示します。

カウンター更新時間 イメージ内のカウンターフィールドをすべて更新するのに
要する時間を表示します。

時刻 / 日付更新時間 イメージ内の時刻 / 日付フィールドをすべて更新するのに

要する時間を表示します。

表 5-13: タイミング画面の説明 

図 5-13: タイミング画面
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エンコーダープロファイル画面の使い方

エンコーダープロファイルは、連続モーションのアプリケーション向けに設計されています。

エンコーダーのプロファイルによって、プリンタはエンコーダーから包装フィルムの動作を 
取得し、便利な CLARiTY 画面にプロットすることができます。また、これはマシンからの入
力および出力の「オンライン・オシロスコープ」を同時に示します。過剰にリニアな速度や、
速度における急速な変化などのホストマシンにおけるエリアを避けることで、プリンタは印 
刷パフォーマンスを 適化できます。

図 5-14 は、エンコーダープロファイルの典型的な画面の例です。

CLARiTY オペレーターインターフェースに表示されるグラフは、「 大印刷速度」、現在の
「登録」の設定、印刷された画像のサイズなども考慮します。

こうした値を使うことで、グラフは受信した印刷信号を表示でき、ここで図 5-14 のように、
印刷が行われます。

この機能は、登録フェーズ中でプリンタが 大印刷速度を超えることで発生する、包装フィル
ムの移動が原因で発生する印刷登録などの問題を解決できます。

図 5-14: エンコーダープロファイルのグラフ
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CLARiTY 画面でエンコーダープロファイルを取得するには、以下を行います：

1. 印字ヘッド画面でエンコーダープロファイルにタッチすると、エンコーダープロファイル
パラメータにアクセスできます ( 図 5-15)。

2. 取得したいプロファイルのオプションを設定するには、以下のオプションの設定を行う必
要があります：

オプション 説明

トリガモード 利用できるオプションは、以下の通り
です。

• 自動 : エンコーダープロファイ 
ル取得 ボタンをタッチすると、
プロファイルを自動的に取得で 
きます。

• 印字開始信号：信号を受信した 
後だけ、プロファイルを取得でき
ます。

• 印字可能 低速度以下：フィル 
ムの速度が、プリンタの仕様上の

低限度を下回った場合にだけ、
プロファイルを取得できます。

表 5-14: エンコーダープロファイル画面の説明 

図 5-15: エンコーダープロファイル画面
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プロファイルタイプ 以下のタイプが使用できます：

• 標準 

• 印字動作表示

• インプット / アウトプット表示

それぞれのプロファイルのタイプは、
やや異なるグラフィックのフォームを
表しています。要件に も適合するも
のを選択してください。

X 軸プロファイル チャートの X 軸を、時間または距離

に設定します。

オプション 説明

表 5-14: エンコーダープロファイル画面の説明 ( 続き )
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3. オプションを設定したら、エンコーダープロファイル取得 ボタンをタッチして、取得プロ
セスを開始します。エンコーダープロファイル取得 画面が表示されます ( 図 5-16)。

 注 : リボンのキャリブレーションプロセス中は、エンコーダープロファイルは取得され 
ません。

4.  にタッチすると、エンコーダープロファイル 画面が表示さ

れます ( 図 5-17)。

図 5-16: エンコーダープロファイル取得画面

図 5-17: エンコーダープロファイル取得画面
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加えて、CLARiTY 設定マネージャがプリンタと通信すると、分析のためにエンコーダープロ
ファイルが PC へアップロードされます。

エンコーダープロファイルを PC へアップロードするには、以下のように進めます：

1. 新しいコーダーアイコンをクリックし、デバイスを移動し、図 5-18 のように、エンコー
ダープロファイル を選択します。

2. トリガ ボタンをクリックすると、コンマ区切り形式 (csv) のファイルにプロファイルが取
得されます。

3. このファイルにアクセスするには、図 5-19 のように、新しいエンコーダーから、ログファ
イルのフォルダを選択します。

このファイルは、Microsoft Excel などのスプレッドシートに読み込めます。そして、
CLARiTY が表示される画面で示されるのと同様のチャートウィザードで操作します。

図 5-18: エンコーダープロファイル - CLARiTY 構成の設定

図 5-19: エンコーダープロファイル - ログファイル
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5.3.1.2 インクメイク画面の使い方

診断画面で  にタッチすると、インクメイクパラメータにアクセスできます 
 

( 図 5-20)。

インクメイク診断画面には、以下のパラメータが表示されます :

オプション 説明

リボン供給直径 供給されるリボンの測定される直径。供給されるリボンの測定
される直径を、キャリブレーション後に、実際のリボンの直径
と比較し、キャリブレーション。

リボン廃棄直径 廃棄リボンの測定される直径です。測定される直径を、実際の
リボンの直径と比較し、 キャリブレーションシステムの正確な

機能を決定できます。

リボンテンション 新のリボンテンションの測定値。

印字モード 印字モードです。利用できるオプションは、以下の通りです。

• 熱転写 ( リボンを使用 ) 

• ダイレクト ( リボンなしでプリンタを使用し、感熱ラベル
に直接印刷します )。

表 5-15: インクメイク診断画面の説明 

図 5-20: インクメイク診断画面
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5.3.1.3 コントロール画面の使い方

診断画面で  にタッチして、コントロールパラメータにアクセスします ( 図 5-21)。

コントロール診断画面では次のような各種パラメータを操作できます :

オプション 説明

バージョン システムおよびそれぞれのサブコンポーネントのソフトウェア情報です。
「バージョン画面の使い方」ページ  5-24 を参照してください。

システム情報 プリント配線板 (PCB) のシリアル番号とリビジョン番号、CPU 処理能

力、機器参照情報を表示します。「システム情報画面の使い方」ページ 
 5-25 を参照してください。

連絡先情報 顧客サービス問い合わせ先情報です。「連絡先情報画面の使い方」ページ 
 5-26 を参照してください。

通信 プリンタのシリアルおよびネットワークポートです。「通信画面の使い
方」ページ  5-27 を参照してください。

生産監査ログ マシンの変更およびユーザーにより行われた変更のログを表示します。
「生産監査ログ画面の使い方」ページ  5-31 を参照してください。

イメージアップ
デートキュー

プリンタキューにあるすべてのジョブのリストです。「画像更新キュー画
面の使い方」ページ  5-32 を参照してください。

表 5-16: コントロール診断画面の説明 

図 5-21: コントロール診断画面
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バージョン画面の使い方

コントロール画面のバージョンにタッチすると、パラメータを表示できます ( 図 5-22)。

 注 : プリンタにインストールされているソフトウェアコンポーネントの間に矛盾がある場合、
ソフトウェアパーツナンバーには、「互換性のないソフトウェアバージョン」メッセー 
ジが表示されます。これが表示されると、CLARiTY ソフトウェアのアップデートが必 
要になります。アップデートしなければ、プリンタの動作が予測できなくなる場合が 
あります。

バージョン画面には、システムおよびそれぞれのサブコンポーネントのソフトウェア情報が表
示されます。

図 5-22: バージョン画面
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システム情報画面の使い方

コントロール画面のシステム情報にタッチすると、パラメータを表示できます ( 図 5-23)。

システム情報には、以下のパラメータが表示されます：

オプション 説明

PCB シリアル番号 PCB のシリアル番号です

PCB リビジョン PCB のリビジョン番号です

CPU 速度 CPU の速度です

機器参照 機器参照情報です

表 5-17: システム情報画面の説明 

図 5-23: システム情報画面
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連絡先情報画面の使い方

コントロール画面の連絡先情報にタッチすると、パラメータを表示できます ( 図 5-24)。

問い合わせ先情報画面には、以下の情報が表示されます：

オプション 説明

名前 顧客サービス担当の氏名です

住所 (1、2、3 行 ) 顧客サービス担当の住所です

シリアル番号 プリンタのシリアル番号です

電話番号 顧客サービス担当の電話番号です

E メール 顧客サービス担当の E メールです

表 5-18: 問い合わせ先情報画面の説明 

図 5-24: 問い合わせ先情報画面
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通信画面の使い方

コントロール画面の通信にタッチすると、パラメータにアクセスできます ( 図 5-25)。

通信画面には、以下のパラメータが表示されます :

オプション 説明

通信ポート 1 シリアルポートのステータス ( ボーレートや使用量など ) を表

示します。「通信ポート 1 画面の使い方」ページ  5-28 を参照

してください。

TCP/IP プリンタのネットワークポートの設定とステータスを表示 
します。「TCP/IP 画面の使い方」ページ  5-29 を参照してく 

ださい。

表 5-19: ホーム画面の説明 

図 5-25: 通信 画面



5-28 Videojet DataFlex 6230 操作説明書 - 改訂 AA

CLARiTY 操作システム

通信ポート 1 画面の使い方

通信画面の通信ポート 1 にタッチすると、パラメータにアクセスできます ( 図 5-26)。

通信ポート 1 画面には、以下のパラメータが表示されます：

オプション 説明

使用方法 シリアルポートに接続されているソフトウェアです

ボーレート シリアルポートのボーレートです

ComPort 上の CLARiTY 通信 シリアルポートのステータスが表示されます

表 5-20: 通信ポート 1 画面の説明 

図 5-26: 通信ポート 1 画面には、
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 TCP/IP 画面の使い方

通信画面の TCP/IP にタッチすると、パラメータにアクセスできます ( 図 5-27)。

TCP/IP 画面は次のパラメータを表示します :

オプション 説明

IP アドレス ネットワークの IP アドレスです。

サブネットマスク ネットワークのサブネットマスクアド
レスです。

CLARiTY 通信 TCP/IP ポート番号と CLARiTY ネッ

トワークステータスを表示します。 

表 5-21: TCP/IP 画面の説明 

図 5-27: TCP/IP パラメータ
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テキスト通信 テキスト通信に割り当てた TCP/IP 
ポート番号を表示します。 

リモートサービス テキスト通信に割り当てた TCP/IP 
ポート番号を表示します。

ZPL エミュレーション ZPL エミュレーションコマンドに割 

り当てた TCP/IP ポート番号を表示 

します。 

SATO エミュレーション 通信プロトコルのステータス、割り 
当てた TCP/IP ポート番号、ポートの

応答、SATO エミュレーションコマン

ドのネットワークステータス。 

オプション 説明

表 5-21: TCP/IP 画面の説明 ( 続き )
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生産監査ログ画面の使い方

コントロール画面の生産監査ログにタッチすると、パラメータを表示できます ( 図 5-28)。

 注 : このオプションは、プリンタで CLARiTY 設定マネージャを使用したログインが有効の場
合のみ表示されます。

 注 : プリンタに差し込まれている USB メモリスティックに、ログをバックアップすることも
できます。

CimComms 通信 CimComms 通信の TCP/IP ポート番

号とネットワークステータス。 

オプション 説明

表 5-21: TCP/IP 画面の説明 ( 続き )

図 5-28: 生産監査ログ画面
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画像更新キュー画面の使い方

コントロール画面の画像更新キューにタッチすると、パラメータを表示できます ( 図 5-29)。

5.3.1.4 オプション画面の使い方

現時点では使用できるオプションはなく、将来のバージョンの CLARiTY で導入される予 
定です。

図 5-29: 画像更新キュー画面
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5.3.2 データベース画面の使い方

ツール画面の  にタッチすると、データベース画面にアクセスできます ( 図 5-30)。

データベース画面には、以下のパラメータが表示されます :

オプション 説明

内部 プリンタに保存されているジョブを一
覧します。選択したジョブは、USB 
メモリスティックへ転送できます 
( 該当する場合 )。編集 ボタンには、

内部データベースからジョブを削除 
できるオプションがあります。

表 5-22: データベース画面の説明 

図 5-30: データベース画面
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容量 既存のジョブファイルのサイズとジョ
ブストレージの使用できる残りのバイ
ト数から推定した、プリンタに保存 
できるジョブファイ ルの数を表示 

します。 

外部 挿入されている USB メモリスティッ

クに保存されているジョブ。選択した
ジョブは、内部データベースへ転送で
きます。USB メモリスティックから

ジョブを削除できます。

 注 : このオプションは、USB メモリ
スティックがプリンタに差し込まれて
いる場合にのみ有効です。

オプション 説明

表 5-22: データベース画面の説明 ( 続き )
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5.3.3 ヘルプ画面の使い方

ツール画面で  にタッチするとヘルプ画面にアクセスできます ( 図 5-31)。

ヘルプ画面には、以下のパラメータが表示されます :

オプション 説明

資料 特定のタスクや基本的なトラブルシューティングのための資料

表 5-23: ヘルプ画面の説明 

図 5-31: ヘルプ画面
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5.4 パスワード保護

ユーザーインターフェースでパスワード保護を設定することにより、様々な操作機能を異なるア
クセスレベルで保護することができます。インストールの過程で、CLARiTY 設定マネージャを
使用すれば、標準または高度なパスワード選択が設定できます。Videojet DataFlex 6230 サービ
スマニュアル ( 品番 : 463045) を参照してください。

 注 : パスワード保護を有効にしたくない場合、なし オプションを選択できます。

パスワードコントロールは、ユーザーの要件ごとに設定できます。ユーザーがパスワードで保護
された機能にアクセスしようとすると、そのユーザーには、ユーザーインターフェースでパス
ワードを入力することが求められます。

正しいパスワードを入力すると、その機能やメニューが使用できるようになります。パスワード
レベルは、ユーザーがログアウトするか時間切れになるまで、アクティブのまま維持されます。

• 標準パスワード : たとえば、診断機能がパスワードで保護されている場合、ユー
ザーが ツール > 診断 に移動して 診断 メニューにアクセスすると、そのユーザーに
は、CLARiTY によりパスワードを入力することが求められます。

• 高度なパスワード : ユーザーには、必要なユーザー名を選択し、関連するパスワー
ドを入力することが求められます。

5.5 マスタ / スレーブのレベル

CLARiTY のマスタ / スレーブモードにより、 大 4 台までのプリンタを連結してグループとし
て使用することができます。（マスタはグループでただ 1 台）。この章では、次のレベルでのマ
スタ / スレーブの使用について説明します :

• レベル 1- グループジョブ選択

• レベル 2- グループコントロール

CLARiTY® のマスタ / スレーブモードの詳しい情報は、サービスマニュアルに記載されてい 
ます。

図 5-32: パスワード画面
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5.5.1 グループジョブ選択

グループジョブ選択を使うと、グループのすべてのプリンタが同じジョブをプリントするよう
になります。ジョブは、マスタプリンタでのみ選択することができます。マスタプリンタがス
レーブにどのジョブをプリントするか指示します。

グループジョブ選択を使う場合、マスタプリンタは次に説明する追加の情報を表示します :

• マスタに応答しないスレーブプリンタの故障メッセージを表示します。

• 印字ヘッド 画面（ツール > 診断 > 印字ヘッド ) には、グループプリンタのリストが
含まれます。プリンタの名前にタッチすると、そのプリンタの表 5-24 に記載され
ている情報が表示されます。

• 印字ヘッド 画面（ ツール > 診断 > 印字ヘッド ) で、グループから 1 つ以上のス
レーブを削除することができます。スレーブに故障が発生し、他のプリンタでジョ
ブのプリントを継続するときに、この機能が役立ちます。故障が直れば、またプリ
ンタをグループに割り当てることができます。

5.5.2 グループコントロール

このレベル（レベル 2）で作動させると、マスタプリンタからスレーブをコントロールすること
ができます。グループジョブ選択同様、マスタプリンタからのみジョブを選択できます。マスタ
プリンタがスレーブにどのジョブをプリントするか指示します。「グループジョブ選択」ページ 
 5-37 で説明したように、スレープをグループに割り当てるか削除することができます。

マスタプリンタを使って、グループの各プリンタのパラメータ設定を変更することができます。

また、マスタプリンタのユーザーインターフェースで、次の追加情報が表示されます :

• グループの各プリンタのインクメイク情報。 

• グループ全体の バッチカウントと 合計カウント。また、グループの各プリンタの 
合計カウントも表示。

• マスタとスレーブプリンタ両方の故障と警告メッセージ（スレーブはそれぞれの故
障と警告のみを表示）。

• グループの各プリンタの診断情報。

プリンタ 説明

マスタ ボタンの標準セットにより、プリンタの診断情報、ならびに使用中のマ
スタ / スレーブレベルに関する情報が表示されます。

スレープ スレーブとマスタの接続に関する情報が表示されます。

表 5-24: マスタ / スレーブ診断 



Videojet DataFlex 6230 操作説明書 - 改訂 AA 6-1

セクション 6 ジョブエディタ

この章では、次のトピックについて説明します :

• 新しい作業の作成と追加

• 現在のジョブまたはイメージの表示

• 印刷ジョブを選択する

• ユーザー編集可能フィールド

• プリント位置または表示を変更する

• 作業データベースから作業を削除する

6.1 新しい作業の作成と追加

プリント作業は、PC で実行される VideojetConnect™ Design/CLARiSOFT 画像デザインソフト
ウェアを使用してオフラインで作成されます。

これは、「見たままをそのまま印刷（WYSIWYG）できる」パッケージで、印刷イメージのルッ
ク & フィールをデザインし、複雑な有効期限計算などの特別なフィールドの内容を定義するこ
とができます。

VideojetConnect™ Design/CLARiSOFT を使いジョブのデザインが完了すると、パソコンのディ
スクに一意のジョブ名で保存します。そして、パソコンを RS232 ケーブル経由でプリンタに接
続し、保存したジョブを のローカルデータベースに転送します。

この他に、 プリンタは、「ジョブ」データベースを USB デバイスから直接ダウンロードする機能
を備えています。したがって、VideojetConnect™ Design/CLARiSOFT で作成されたジョブを 
USB デバイスに保存して、プリンタに直接ダウンロードする選択肢もあります。つまり、生産
現場にラップトップを持ち込む必要がなくなるのです。

画像の作成方法については、VideojetConnect™ Design/CLARiSOFT 付属のオンラインヘルプを
参照してください。 
プリンタに画像を転送する詳細は、 サービスマニュアルを参照してください。

作業がプリンタのローカルデータベースに保存されたら、PC を取り外すことができます。 
「印刷ジョブを選択する」ページ 6- 4 の説明にあるように、印刷用の作業が選択されます。

プリンタには 2 つの標準（デフォルト）作業画像が付属します :

• デフォルトの 4 行テキスト

• デフォルトの日付コード

これらの 2 つの作業画像の内容を自分のニーズに合わせて変更できます。画像の変更方法に 
関する説明は、「現在のジョブまたはイメージの表示」ページ 6- 2 を参照してください。

バッチコードや期限表示などの可変情報は、「ユーザー編集可能フィールド」ページ 6- 6 
に記載するように、携帯電話型のキーパッドを使用して入力できます。
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6.2 現在のジョブまたはイメージの表示

現在のジョブ名は、CLARiTY ホームページで表示されます ( 図 6-1)。生産ラインを開始する前
に、現在の作業がプリントしたい作業で間違いないことを確認してください。

図 6-1: CLARiTY ホーム画面
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現在の作業の詳細を表示するには、次の手順を実行してください :

1. ホームページ画面で現在の作業領域にタッチします。図 6-2 のように、作業の詳細が表示さ
れます。

2. ナビゲーションバーの または  タッチすると、ホーム画面に戻ります。

図 6-2: 現在のジョブの詳細表示
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6.3 印刷ジョブを選択する

1. ホーム画面の をタッチします。使用できる作業のリストが表示されます ( 図 6-3)。

 注 : ジョブを選択すると、そのジョブのプレビューが画面の右側に表示されます。 

図 6-3: ジョブリスト
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2. の図のように、リストで必要なジョブの名前にタッチ図 6-4 し、次にに
タッチします。

リストが長い場合は、リストの右側にスクロールバーが表示されます。スクロールバーの上
向き矢印ボタンまたは下向き矢印ボタンにタッチして、リストを移動します。

あるいは、キーパッドを使用して、ジョブの名前を入力することもできます。

ジョブがユーザーによる入力 ( 例、バッチコードや有効期限などのジョブ変数 ) を必要と 
する場合、 UI が入力を求めます。「可変日付情報を変更する」ページ 6- 6 を参照してく 
ださい。

3.  にタッチして、情報を承認し、 画像のプレビューを表示 
 

させます。

4. プレビューページで にタッチして、詳細を確認します。 

新規作業が、現在の作業になります。

 注 : プリンタのオフライン中、あるいは運転中は、新規の画像または作業を選択することが
できます。ステップ 4 を実行した後のみ、新規の作業が現在の作業に置き換わります。

5.  にタッチすると、ホーム画面に戻ります。

6. 全く変更をせずに、任意のステージで作業選択メニューを終了するには、タッチしてくださ
い 。

図 6-4: ジョブ選択
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6.4 ユーザー編集可能フィールド

一部の作業には、作業可変情報が含まれています。作業可変情報は、変更可能な作業画像の部品
です。作業可変情報には 3 つのタイプがあります :

• 可変テキストフィールド。 
バッチコード、製品名、テキストラベルなどに使用されます。

• 可変日付フィールド。 
たとえば、販売期限に使用されます。

• 可変カウンターフィールド。 
カウンターの初期値を修正できます。

選択した作業に可変情報が含まれていると、CLARiTY はユーザーに対して、必要な情報の入力
または編集を要求します。 

 注 : 各可変情報には、チェックボックスがあります。 初は、チェックボックスにはチェック

が入っていません。可変データを入力し、 にタッチすると、

CLARiTY は自動的にボックスにチェックを入れます。すべてのボックスにチェックを入れ

ない限り、次の手順に進めません。

6.4.1 可変日付情報を変更する

ユーザーフィールドを編集する手順は、次の通りです :

1. ジョブを選択すると、ジョブ内でユーザーが編集できるフィールドのリストが表示され 
ます。

2. リストから、必要なフィールドにタッチして選択します ( リストの 初のフィールドが自動
的に選択されています )。そのフィールドのデフォルトデータが、プレビューウィンドウに
表示されます ( 図 6-5)。

3. プレビューウィンドウの情報が、プリントに必要な情報である場合は、ステップ 6. に進ん
でください。情報を変更したい場合は、ステップ 4. を実行します。

4. にタッチして、情報を修正します。

図 6-5:  デフォルトの日付コードウィンドウ
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5. テキストフィールドの場合、次の作業を行います :

a. キーパッドを使用して、データを入力します。 
CLARiTY 操作システムは、「ユーザーが入力した」テキスト情報を扱う多くの標準言語
をサポートしています。 

b. 使用可能な言語を選択するには、「言語選択キー」にタッチします ( 図 6-6 を参照 )。

c. キーパッドは、コンピューターのキーパッドと同じように機能します。必要に応じて、
情報の変更を行います。

図 6-6: デフォルトキーパッド

言語選択キー
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データフィールドの場合、次の作業を行います :

d. データウィンドウにタッチして、カレンダー ページを表示します ( 図 6-7 を参照 )。

e. または にタッチして、月と年を変更します。

f. カレンダーで日付にタッチして、その月の日付を選択し、 
 にタッチ します。 

 注 : CLARiSOFT であらかじめ設定された定義済みのルールにより、使用できない日付
は選択できません。

6. データウィンドウの情報が正しいことを確認したら、 にタッ

チします。ユーザーインターフェースは、チェックボックスにチェックを入れます。ジョ

ブ内にユーザーが編集できるフィールドが 2 つしかない場合、ユーザーインターフェース

は 2 番目のフィールドを自動的に表示します。3 つ以上のフィールドがある場合、いずれか

を選択できるように、ユーザーが編集できるフィールドのリストが表示されます。 
 

このジョブの 後のフィールドで にタッチすると ( さらに、

チェックボックスにはすべてチェックが入っている )、ユーザーインターフェースはイメー

ジのプレビューを表示します。

7. プレビューで、次のいずれかを行います :

• イメージに問題がなく、新しいジョブを起動する場合は、

 にタッチします。さらに変更を行ったり、新しい

ジョブを選択したりするまで、製品には新しいイメージが印刷されます。

図 6-7: カレンダーページ
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• ジョブを印刷する準備が整っていない場合は、この画面をそのままにしておくこと

ができます。後で にタッチすれば、その時点でジョ

ブを選択できます。

• ジョブの選択画面を戻り、可変データを変更する場合は、

にタッチします。

• ジョブの選択を一切キャンセルするには、 にタッチします。

6.4.2 タッチして編集

ユーザーは、「タッチして編集」機能を使用することができます。これは、印刷ジョブで、
ユーザーフィールドを迅速かつ簡単に更新および変更できる機能です。

 注 : デフォルトでは、「タッチして編集」機能はオフになっているため、CLARiTY 設定 
マネージャでアクティブにする必要があります。

1. 現在のジョブの詳細バー を選択して、ジョブプレビューを表示します。

2.  にタッチして、ユーザー編集可能なフィールドを表示させます。

3. ジョブが開き、ユーザーが編集できるフィールドがハイライト表示されます。

 注 : 「タッチして編集」機能を使用して編集できるのは、ユーザーが編集できるフィール
ドがあるジョブのみです。これらは、メッセージの作成段階で CLARiSOFT で設定さ
れます。

4. ユーザーフィールドを編集するには、ユーザーフィールドにタッチします。

5. ユーザーフィールドのタイプに応じて、適切なユーザーフィールドエディタが表示され、
更新できます。

図 6-8: デフォルトの日付コードウィンドウ
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必要に応じてユーザーフィールドを更新し、  にタッチ 
します。

6. ユーザーフィールドが他にもある場合、フィールドごとに手順 4 と手順 5 を繰り返します。

7. 必要なユーザーフィールドをすべて編集したら、  にタッチし

ます。ジョブは、次回の印刷に備えて、プリンタで更新され、「現在のジョブの詳細バー」

に表示されます。

6.5 プリント位置または表示を変更する

以下の機能を変更して、プリント画像の品質または位置の変更に適用することができます :

• 印刷位置

• プリント方向

• プリント画像の濃度

• プリントディレイ（断続モードの場合のみ）

• プリント速度 ( 間欠モードアプリケーションのみ )

• 印字ヘッドプリント位置 ( 連続モードアプリケーションのみ )

印字ヘッド設定ページで、 ツール > 設定 > 印字ヘッド の順に移動することにより、プリント設
定を表示して変更することができます。

図 6-9 は、間欠モーションパッケージ機で実行するためにインストールされているプリンタの
印字ヘッド設定ページを表示します ( 被印刷物が静止している場合に限りプリント )。

図 6-9 は、連続モーションパッケージ機で実行するためにインストールされているプリンタの
印字ヘッド設定ページを表示します ( 被印刷物が動いている場合にプリント )。

図 6-9: 間欠モーションアプリケーションの印字ヘッド設定ページ
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6.5.1 プリント位置を変更する

画像がパッケージングフィルムに適正な位置でプリントされない場合、水平また垂直位置の登
録を変更し位置を変更することができます。このようにすると、マシンの印字領域ウィンドウ
内部の画像を移動させ、ブラケットのプリンタを移動しないで、プリント位置の微調整ができ
ます。画像がプリントウィンドウまたは有効なリボン幅の外に移動すると、画像の一部はプリ
ントされません。

• 垂直位置の登録は、パッケージングフィルムか印字ヘッドの幅に対して位置を決定
します。 

• 水平位置の登録は、パッケージングフィルムの長さに対して位置を決定します。

プリント位置を変更するには、次の手順を実行してください :

1. ツール > 設定 > 印字ヘッドの順に移動します。次の画面が表示されます ( 図 6-9 ページ 
6-10)。

2. 印字ヘッド設定ページで、水平位置の登録ボタンあるいは垂直位置の登録ボタンのいずれ
かにタッチし、必要な設定の編集ページを開きます。

3. または  ボタンを使い、パラメータ設定の微調整をします。

設定を変更するには、以下のいずれかを実行してください :

• キーパッドを使い、新規の値をタイプします。

• 小、 大、または初期設定ボタンにタッチし、 小、 大、または初期設定 
( 標準 ) 値を選択します。

4. にタッチし、設定を保存します。

5.  にタッチすると、ホーム画面に戻ります。

 注 : ホーム画面の でも、同様の調整を行うことができます。

図 6-10: 垂直方向印字位置の登録
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6.5.2 プリント濃度を変更する

プリント濃度が低すぎる場合は、プリント画像の色が色あせて見えます。

プリント濃度が高すぎる場合は、プリント画像の輪郭がにじんで見えます。これは、印字ヘッ
ドを酷使することになり、寿命が短くなります。

十分な品質のプリントを実現できる 低濃度を選択してください。

プリント濃度を設定するには、次の手順を実行してください :

1. ツール > 設定 > 印字ヘッドの順に移動します。次の画面が表示されます ( 図 6-9 ページ 
6-10)。

2. 大印字濃度。

3. または  ボタンを使い、パラメータ設定の微調整をします。 

設定を変更するには、以下のいずれかを実行してください :

• キーパッドを使い、新規の数値を入力します。

• 小、 大、または初期設定ボタンにタッチし、 小、 大、または初期設定 
( 標準 ) 値を選択します。

4. にタッチし、設定を保存します。

5.  にタッチすると、ホーム画面に戻ります。

6.5.3 プリントディレイを設定する

 注 : この機能は、断続モードのときにのみ適用することができます。

プリントディレイというのは、プリンタがプリント信号を受け取り、プリントを開始する時間
間隔のことです。プリントを開始する前に、被印刷物が完全に停止したことを確認するため
に、プリントディレイを長く設定することもできます。被印刷物がまだ動いている間に、プリ
ントを実行すると、プリント画像は、広がったり、つぶれたりする場合があります。 大の生
産高を可能にし、ばらつきのないプリント品質を保つように、プリントディレイを 短時間に
設定しなければなりません。

プリントディレイを変更するには、次の手順を実行してください :

1. ツール > 設定 > 印字ヘッドの順に移動します。次の画面が表示されます ( 図 6-9 ページ 
6-10)。

2. プリントディレイパラメータを選択し、プリントディレイパラメータの設定を開いてくだ
さい。

3. キーパッドを使い、新規の値を入力します。

4. にタッチし、パラメータ設定を保存します。

5.  にタッチすると、ホーム画面に戻ります。
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6.5.4 プリント速度を設定する

 注 : この機能は、断続モードのときにのみ適用することができます。

プリンタで使用される熱転写リボンは、パッケージ材料のタイプにより付着する度合いが変わ
ります。プリント速度は、接着性とプリント品質を改善するために遅く設定できます。また全
体のプリントサイクルタイムを減らすことによって、分当たりプリント数の生産高をより大き
くするためにプリント速度を速くすることもできます。

プリント速度を変更するには、次の手順を実行してください :

1. ツール > 設定 > 印字ヘッドの順に移動します。次の画面が表示されます ( 図 6-9 ページ 
6-10)。

2. 高プリント速度。印刷速度画面が表示されます。

3. キーパッドを使い、新規の値を入力します。

4.  にタッチすると、ホーム画面に戻ります。

6.5.5 印字ヘッド位置を設定する

 注 : この機能は、連続モードアプリケーションにしか適用できません。

プリントを連続して行う場合、図 6-11 のように、印字ヘッドはローラーに対して被印刷物を
押しつけます。

印字ヘッドの位置を変更して、被印刷物に対する印字ヘッドの角度を変更することができま
す。この角度は印字品質に影響を与えます。角度が適切でない場合、プリントの色が薄く見 
える場合があります。

適切な印字ヘッド位置に設定するには、次の手順を実行してください :

1. ツール > 設定 > 印字ヘッドの順に移動します。次の画面が表示されます ( 図 6-9 ページ 
6-10)。

2. 逆転プリント位置。

3. キーパッドを使い、新規の値を入力します。

 注 : 1 mm 刻みでプリント位置パラメータを変更してください。プリント位置パラメータは 
0.01mm 単位ですので、100 単位変更すると、1mm 印字ヘッドが移動することになり
ます。

1

3

24

図 6-11: 印字ヘッドプリント位置

1. 印字ヘッド

2. 被印刷物

3. ローラー

4. 印字ヘッド位置調整
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各位置からのサンプルプリントを試して、必要なプリント速度における 適印字品質を見
つけてください。

4.  にタッチすると、ホーム画面に戻ります。

6.6 作業データベースから作業を削除する

今後必要のないジョブを削除する手順は、次の通りです :

1. ツール > データベース の順に移動します。

2. 必要なデータベース ( 内部または外部 ) を選択し、  にタッチ
します。 

3. 内部ジョブ画面が表示されます ( 図 6-12)。この画面には、有効なプリント作業の全リスト、
および新規作業のストレージに使用できるスペースの詳細が載っています。

4. 作業リストから削除する作業名にタッチします。プレビューウィンドウに、ジョブイメージ
が表示されます。選択した作業だけが削除されていることを確認します。

5.  にタッチして、ジョブを削除します。 

図 6-12: データベース削除ウィンドウ
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6. 削除される作業を確認します ( 図 6-13)。

7.  にタッチして、ジョブを削除します。

8. 不要な作業を削除するには、ステップ 3 ～ 7 を繰り返します。

9.  にタッチすると、ホーム画面に戻ります。

図 6-13: 確認画面
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セクション 7 保守

はじめに

プリンタのメンテナンスには、オペレーターまたはサービス技術者が操作できる手順が含まれて
います。本項では、プリンタのオペレーターによる実施が許可されているメンテナンス作業が説
明されています。訓練を受けたサービス技術者や担当者が行わなければならない他のメンテナン
ス作業はサービスマニュアルに掲載されています。

本項では、オペレータが実行できるメンテナンス作業に関する情報を提供します。

• 一般的な保守

7.1 一般的な保守

Videojet DataFlex 6230 は、 低限度の継続的な保守活動も重視。

 注 : 過酷な環境や、汚れがひどい場合、予防的定期保守の間隔を短くする必要があります。

定期的に次の検査を行い、対処を実施してください。

注意
機器の破損。 
不適正なクリーニング・キットを使用すると、プリンタが破損する場合があります。このよ
うな破損は、プリンタ保証の対象外となります。販売店認定のクリーニング・キットのみを
使用してください。

検査のチェックポイント 頻度 対処

CLARiTY ディスプレイ

タッチスクリーンの汚れ 適時 タッチスクリーンを乾いた柔らか
い布や綿パッドで拭いて、きれい
にします。 

印字ヘッド

印字ヘッド リボンの変更に対応 
( 低頻度 )
注 : 過酷な環境や、汚れ

がひどい場合清掃の間隔
を短くする必要があり 
ます。

承認済みクリーニング・キットか
ら入手できる、あらかじめ湿らせ
た綿棒またはワイプで清掃します。
印字ヘッドのクリーニングの詳細
は、「印字ヘッドを清掃」ページ 
 7-2 を参照してください。

剥離ローラー 適時 ( 例、インクがロー

ラーへ移された場合 )
承認済みクリーニング・キットか
ら入手できる、あらかじめ湿らせ
た綿棒またはワイプで清掃します。

ケーブル

プラグソケットコネクタ
が、すべてねじでしっかり
と固定されていることを確
認します。

適時 必要に応じて、ねじを締め直 
します。

表 7-1: 予防保守スケジュール 
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7.1.1 印字ヘッドを清掃 

大のプリント品質を確保するためには、リボンが交換されるたびに印字ヘッドを清掃する必
要があります。

 注 : 過酷な環境や、汚れがひどい場合清掃の間隔を短くする必要があります。

印字ヘッドを清掃する手順は、次の通りです :

1. CLARiTY ディスプレイの ボタンをタッチします。ステータスバーが OFFLINE 
 

( オフライン ) に変わります。

2. 主電源スイッチをオンにします。

 注 : 電源を切っている場合は、印字ヘッドをプリンタ本体から離して、効率よくプリント
ラインを清掃することもできます。

3. カセットを取り外して、そばに置いてください。

 注 : カセットを入れたまま印字ヘッドを清掃しないでください。

注意
機器の破損。 

印字ヘッドの取り付け、接続、切断の際には、デバイスの電源を切ってください。

注意
機器の破損。 
通常の動作中でも、印刷ヘッドは高温になることがあります。印刷ヘッドに触れる前に、 
必ず必要な安全注意事項を守ってください。
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4. プリンタ付属の清掃用綿棒を使い、印字ヘッドのピクセルライン ( 図 7-1) を上から下へ、
白いカセットローラー、およびピールローラーを丁寧に清掃します。クリーニング・キッ
トには、 Videojet 認定の清掃用綿棒が含まれています。

 注 : 余分な液体を揮発させるには、1 分ほどかかります。この時間を置かないと、熱衝撃に
よって印字ヘッドが破損する場合があります。

5. カセットを交換し、所定の位置にロックしてください。

6. 主電源スイッチをオフにします。

これで、印字ヘッドの清掃は完了です。

注意
機器の破損。 
Videojet 認定のクリーニング・キットを使って、印字ヘッドやライトボックスの清掃を行い 
ます。高圧の空気や綿は使わないでください。

注意
機器の破損。 
鋭角な物体で印字ヘッドに触らないでください。

注意
機器の破損。 
清掃中は印字ヘッドに過剰な力をかけないでください。そうしないと、損傷が発生し、 
保証が無効になることがあります。

図 7-1: 印字ヘッドの清掃

印字ヘッドのピ
クセルライン 
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セクション 8 トラブルシューティング

はじめに

本項には、ユーザー向けのトラブルシューティング、障害診断情報が記載されています。 
本項には次の情報が記載されています :

• プリンタの故障

• 印刷での故障

• CLARiTY ディスプレイ障害

• CLARiTY エラーメッセージ

8.1 プリンタの故障

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法

カセットオー 
プン

カセットが完全に固定され
ていない

カチッと音がするまで、カセットを押し込
んでください。

カセットのラッチが正しく
調整されていない

カセットのラッチを調整します。

エンコーダーローラーにカ
セットマグネットがありま
せん。

エンコーダーローラーを交換します。 

リボンセンサー PCB または

ケーブルの不良。

必要に応じて交換してください。

リボンの破損 リボンが正しく装着されて
いない

リボンを再取り付けします。

リボンの破損または不良 使用中または新規のリボンのロールを再取
り付けします。

印刷の濃度が過剰、および /
または印刷圧の設定

ツール > セットアップ > 印刷ヘッド と 

移動し、印刷濃度や印刷圧を設定します。
結果を確認し、その結果に応じて調整しま
す。十分な印刷品質である場合は、可能 
な範囲で 低の設定にすることをお勧め 
します。

プリントプラテンまたは
ピールローラーとの調整が
不十分。

調整が適切であり、プリンタがプリントプ
ラテンまたはピールローラーとスクエアで
あることを確認します。必要であれば、プ
リンタと取り付けプレートの間でシムを使
います。

カセットをロードする際に、
過剰なたるみがある

リボンを再取り付けします。

カセットを挿入する際に、
リボンがピールローラーの
下である

カセットを挿入する際に、リボンが印刷
ヘッドとピールローラーの間にあることを
確認します。

表 8-1: プリンタの故障 
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カセットが損傷 ベースプレート、カセットローラー、マン
ドレル、マンドレルピン、フリクション
コーンなどのカセットのコンポーネントに
損傷がないか調べます。曲がっていたり、
調整が正しくなかったりするポーネントが
ないか確認します。必要に応じて、コン
ポーネントを交換してください。

カセットのコンポーネント
の欠落

メインのカセットのコンポーネントに沿っ
て、フリクションコーンやリーフスプリン
グが存在することを確認します。必要に 
応じて、コンポーネントを交換してくだ 
さい。

リール終端 リボンリールを交換します。

リボンの設定が正しくない ツール > 設定 > インクメイク の順に移動

し、使用しているリボンについて設定が正 
しいことを確認します。

サブストレートに対してリ
ボンがたるんでいて、ひっ
ぱられている

サブストレートが「べとつかない」ことを
確認してください。必要であれば、印刷濃
度および / または印刷圧の設定を下げてみ

ます。 

断続印字モードのみ： 

印刷速度を上げてみます。

断続印字モードのみ：プリ
ンタの印刷中にサブスト
レートが動いている

ツール > 設定 > 印字ヘッドの順に移動し

ます。プリンタが印刷を始める前にサブス
トレートが固定されないなら、印刷遅延 
を調整します。 

プリンタが印刷を終える前にサブスト 
レートが動き始めるなら、印刷速度を上 
げます。

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法

表 8-1: プリンタの故障 ( 続き )
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キャリブレー
ションに失敗 
しました。

リボンが正しく装着されて
いない

リボンを再取り付けします。

リボンリールの直径が範囲
外である

正しいリボンリールを使ってください。

リボンの設定が正しくない ツール > 設定 > インクメイク の順に移動

し、使用しているリボンについて設定が正 
しいことを確認します。

カセットが損傷 ベースプレート、カセットローラー、マン
ドレル、マンドレルピン、フリクション
コーンなどのカセットのコンポーネントに
損傷がないか調べます。曲がっていたり、
調整が正しくなかったりするポーネントが
ないか確認します。必要に応じて、コン
ポーネントを交換してください。

カセットのコンポーネント
の欠落

メインのカセットのコンポーネントに沿っ
て、フリクションコーンやリーフスプリン
グが存在することを確認します。必要に応
じて交換してください。

印字ヘッドキャ
リッジ位置

線形スライドは妨げられる
か、結合しています

プリンタの電源を切ってカセットを取り出
し、印字ヘッドキャリッジを前後にスライ
ドさせて、詰まっているかどうかを確認し
ます。乾燥した、きれいな、圧縮された空
気でキャリッジスライドからごみを洗浄し
てください。

緩んだ、または着用済みの
ベルト

摩耗した歯や欠けた歯の状態を点検しま
す。適切なベルト張力を確保します。適切
なベルト張力の調整を行うため、ベルトの
張り具合を調整してみるか、Videojet サー

ビス訪問を計画してください。必要に応じ
て交換してください。

摩耗したアイドラープー
リー

必要に応じて点検して交換してください。

リニアスライドには潤滑が
必要です

Videojet 部品番号 402113 で潤滑します。

印字ヘッドのホームスイッ
チに障害があります

ツール > 診断 > 印字ヘッド > 入力の順に

移動し、 ホームスイッチのボタンを押し

て、GUI ディスプレイ上で状態が変化する

かどうかを確認します。必要に応じて交換
してください。

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法

表 8-1: プリンタの故障 ( 続き )
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プラテンギャッ
プ範囲外

印刷準備完了の印字ヘッド
とプラテンのがギャップが
小さすぎるか、大きすぎま
す。許容範囲 1.5mm ～
2.5mm

印字ヘッドとプラテンとの間のギャップを
印刷準備完了位置で物理的に測定します。
ツール > 診断 > 印字ヘッド > 入力 の順に

移動し、印字ヘッドからプラテンまでの距
離に注意します。必要に応じてシムを追加
または削除します。

印字ヘッドアク
チュエータの 
位置

印字ヘッドの位置が不正 [ クリア ] ボタンを押すか、プリンタの電

源を入れ直してみてください。

アクチュエータケーブルを、
印字ヘッド上で緩めます

印字ヘッドのアクチュエータケーブルが、
印字ヘッドに完全に挿入されていません。

印字ヘッドの PCB 上の印字

ケーブルを緩めます

印字ヘッドケーブルがプリントヘッド
PCB に完全に装着されていることをご 

確認ください。

印字ヘッドアクチュエータ
機構の障害

印字ヘッドアクチュエータ機構に障害が出
ないように注意してください。

汚れたアクチュエータおよ
び / またはセンサーピン

アクチュエータとセンサーピンを洗浄し 
ます。

印字ヘッドアクチュエータ
を交換します。

必要に応じて交換してください。

損傷したセンサーピン 必要に応じて交換してください。

印字ヘッド PCB 不良 必要に応じて交換してください。

印字ヘッドの不良 必要に応じて交換してください。

リボン リボンセンサーケーブルが
リボンセンサー PCB および

/ またはメイン PCB に完全

には挿入されていない

リボンセンサーケーブルを確認して取り付
け直します。

自由に回転しないリボンエ
ンコーダーローラー

リボンエンコーダーローラーに残骸がない
か点検し、必要に応じて清掃します。

リボンエンコーダローラー
に欠けている磁石

円コーラローラーを交換します。

リボンセンサー PCB
の不良。

リボンセンサー PCB を交換します。

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法

表 8-1: プリンタの故障 ( 続き )
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印字ヘッドセン
サー

印字ヘッドのケーブルが、
印字ヘッド PCB に完全に挿

入されていません

印字ヘッドケーブルを印字ヘッド PCB に

挿入してください。

損傷がある印字ヘッド / 印字

ヘッドケーブル

印字ヘッドを交換します。

印字ヘッド温度 範囲外 動作中の印字ヘッドの温度範囲は -10 ℃～

65 ℃です。診断 > 印字ヘッド > 入力 の順

に移動し、温度を表示します。必要に応 
じて温度をウォームアップまたは冷却 
します。

印字ヘッドの温
度過上昇です

印字ヘッド過熱 印字ヘッドを冷却できます。 

損傷がある印字ヘッド / 印字

ヘッドケーブル

印字ヘッドを交換します。

リボンが低い すぐにリボンの取り替えが
必要です

リボンを交換します。

モーター電圧エ
ラー

電源電圧の変動が大きす 
ぎる

電源の出力をチェックしてください。

メインプリンタ PCB が故障 プリンタのメイン PCB を交換してくだ 

さい。

モーター故障 モーターを確認し、必要であれば交換して
ください。

リール終端 リアクティブモード： 
リボンが無くなりました。

プレディクティブモード：
リボンの残りは、~ 5m 
です。

リボンを交換します。

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法

表 8-1: プリンタの故障 ( 続き )



8-6 Videojet DataFlex 6230 操作説明書 - 改訂 AA

トラブルシューティング

リボン引き込み 断続印字モードのみ：プリ
ンタの印刷中にサブスト
レートが動いている

ツール > 設定 > プリントヘッド > 入力に

移動し、プリンタで印刷開始前に基板が落
ち着いていない場合は、印刷遅延を調整し
ます。プリンタが印刷を終える前にサブス
トレートが動き始めるなら、印刷速度を上
げます。

サブストレートに対してリ
ボンがたるんでいて、ひっ
ぱられている

サブストレートが「べとつかない」ことを
確認してください。必要であれば、印刷濃
度および / または印刷圧の設定を下げてみ

ます。断続印字モードの場合は、印刷速度
を上げることもできます。

損傷を受けたカセットのた
め、リボンが緩くなる

ベースプレート、カセットローラー、マン
ドレル、マンドレルピン、フリクション
コーンなどのカセットのコンポーネントに
損傷がないか調べます。曲がっていたり、
調整が正しくなかったりするポーネントが
ないか確認します。必要に応じて、コン
ポーネントを交換してください。

印刷サイクルエ
ラー

連続モードのみ：現在のプ
リンタの設定が、用途に応
じて 適化されていない

ツール > 診断 > 印字ヘッド > エンコー

ダープロファイル や エンコーダープロ

ファイル へ移動し、 大サブストレート

速度を決定します。次に CLARiTY 設定マ

ネージャを使用し、連続 大印刷速度 の
設定を 大サブストレート速度より大き
い、 50~100 mm/ 秒 に設定します。

プリンタの電源
が入らない

電源プラグが、電源装置に
完全に挿入されていません。

確認して、修正してください。

電源で、電力がオンになっ
ていません。

確認して、修正してください。

プリンタおよび電源の間の
接続が、適切に接続 / 固定さ

れていない

確認して、修正してください。

電源が故障 必要に応じて交換してください。

メインプリンタ PCB が故障 必要に応じて交換してください。

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法

表 8-1: プリンタの故障 ( 続き )
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CLARiTY GUI 
が起動しない

電源で、電力がオンになら
ない

確認して、修正してください。

プリンタおよび電源の間の
接続が、適切に接続 / 固定さ

れていない

確認して、修正してください。

GUI および / またはプリンタ

の USB 接続で、CLARiTY 
GUI ケーブルが完全に挿入

されていないか、緩んでい
ます

確認して、修正してください。

GUI USB ケーブルの不良 必要に応じて交換してください。

GUI の不良 必要に応じて交換してください。

電源が故障 必要に応じて交換してください。

メインプリンタ PCB が故障 必要に応じて交換してください。

印字ヘッドが動
かない

印字ヘッドアクチュエー 
タのコネクタケーブルを緩
める

印字ヘッドアクチュエータ機構への配線が
すべて確実に行われていることを確認して
ください。

印字ヘッドアクチュエータ
機構の障害

印字ヘッドアクチュエータ機構に障害が出
ないように注意してください。

汚れたアクチュエータおよ
び / またはセンサーピン

アクチュエータとセンサーピンを洗浄 
します。

印字ヘッドアクチュエータ
を交換します

必要に応じて交換してください。

損傷したセンサーピン 必要に応じて交換してください。

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法

表 8-1: プリンタの故障 ( 続き )
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印字ヘッドが、
ドライブしない

印字ヘッドまたはキャリッ
ジステッパーのモーターが
しっかりつながれていない。

確認して、修正してください。

線形スライドは妨げられる
か、結合しています

プリンタの電源を切ってカセットを取り出
し、印字ヘッドキャリッジを前後にスライ
ドさせて、詰まっているかどうかを確認し
ます。乾燥した、きれいな、圧縮された空
気でキャリッジスライドからごみを洗浄し
てください。

緩んだ、または着用済みの
ベルト

摩耗した歯や欠けた歯の状態を点検しま
す。適切なベルト張力を確保します。適切
なベルト張力の調整を行うため、ベルトの
張り具合を調整してみるか、Videojet サー

ビス訪問を計画してください。必要に応じ
て交換してください。

摩耗したアイドラープー
リー

必要に応じて点検して交換してください。

モーター故障 必要に応じて点検して交換してください。

情報が印刷され
ない

リボンが正しく装着されて
いない

リボンを再取り付けします。

低印刷濃度および / または印

刷圧の設定

ツール > 設定 > 印字ヘッド の順に移動し

て、印刷濃度 / 印刷圧の設置を上げます。

許容できる印刷品質の範囲内で、可能な限
り低い設定を使うことを推奨いたします。

垂直および / または水平登録

の設定が不適切

ツール > 設定 > 印字ヘッド の順に移動し、

垂直および水平登録を 0 に設定し、印刷結

果をチェックします。その結果に応じて調
整します。

印字開始信号 ツール > 診断 > 印字ヘッド > 入力 の順に

移動し、印刷信号の受信があるかチェック
します。

印字ヘッドが、印刷プラテ
ンやピールローラーと接触
していない

チェックして、障害物を取り除きます。 
必要であれば、シムを追加します。

サブストレートとリボンが
合っていない

別のリボンロールを試したり、基板サンプ
ルを Videojet サンプルラボに提出したりし

て、 適な互換性のあるリボンタイプを決
定してください。

プリンタが、ブラケットの
マウントで緩んでいる

取り付けプレートおよび 4 本の取り付けね

じがしっかり固定されている ことを確認

します。

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法

表 8-1: プリンタの故障 ( 続き )
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印字ヘッドからプラテン
パッド / ピールローラーの 

距離が長すぎる (>2.5 mm)

ツール > 診断 > 印字ヘッド > 入力 の順に

移動し、印字ヘッドとプラテンの距離が
2.5 mm を超えないようにします。印字

ヘッドとプラテンパッドまたは印字ロー
ラーの推奨距離 ( 印字ヘッドギャップ )
は 2 ミリです。印字ヘッドのギャップは 
VJ ツールで測定します。VJ の品番は 
SAR10222 です。必要であれば、シム 

を使って調整します。このプリンタの印 
字ヘッドギャップの範囲は 1.5 ミリ 

～ 2.5 ミリです。

連続モードのみ：印刷位置
が正しくない

ツール > 設定 > 印字ヘッド と移動し、印

刷位置 をチェックし、印字ローラーの中

央線に対して 適化されていることを直 
接確認します。

連続モードのみ：エンコー
ダー信号がないか、正しく
ない

ツール > 診断 > 印字ヘッド > 入力 > エン

コーダー と移動し、エンコーダーの方向

が正しく前方に登録されているかを画面 
で確認し、速度の値も検出されているか確
認します。

連続モードのみ：印字中に、
サブストレートが突然止ま
るか、サブストレートの速
度が 40 mm/ 秒 より低下 

する

サブストレートが突然止まらないこと、あ
るいはサブストレートの速度が 40 mm/ 秒 
より低下しないことを確認します。これ 
が出来ない場合、CLARiTY 設定マネー

ジャを使って、低速度動作 の設定を調整

します。 

断続印字モードのみ：プリ
ンタの印刷中にサブスト
レートが動いている

ツール > 設定 > 印字ヘッド の順に移動し

ます。プリンタが印刷を始める前にサブス
トレートが固定されないなら、印刷遅延 
を調整します。プリンタが印刷を終える前
にサブストレートが動き始めるなら、印刷
速度を上げます。

断続印字モードのみ：印刷
速度 の設定が不適切。

ツール > 設定 > 印字ヘッド の順に移動し、

印刷速度 を既定の 200 mm/ 秒 に設定し 

ます。印刷をチェックし、それに応じて調
整します。

印字ヘッドが摩耗、または
消失

ツール > 診断 > 印字ヘッド > 印字ヘッド

の状態 の順に移動し、プリンタの状態お

よび を表示し、デットドットがあるかど

うかを確認します。必要に応じて交換 
してください。

選択したジョブが無効、 
または破損

別のジョブ、または有効なジョブを選択し
ます。

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法
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不適正なプリントヘッドの
マッピング

CLARiTY 設定マネージャで接続し、印字

ヘッドのマッピングが正しいことを確認し
ます。

プリンタがオン
ラインになら 
ない

選択したジョブが無効、 
またはない

有効なジョブを選択します。

障害メッセージがクリアさ
れない

障害メッセージをクリアします。

リボンが、皺に
なっている

プリントプラテンまたはプ
リントローラーとの調整が
不十分

調整が適切であり、プリンタがプリントプ
ラテンまたはピールローラーとスクエアで
あることを確認します。必要であれば、プ
リンタと取り付けプレートの間でシムを使
います。

ピアローラーが汚れている、
破損している

必要に応じて、清掃、交換します。

ピアローラーのシャフト、
サポートが曲がっている、
損傷している

確認し、必要であれば交換してください。

カセットローラーが汚れて
いる、破損している

必要に応じて、清掃、交換します。

カセットが損傷 ベースプレート、カセットローラー、マン
ドレル、マンドレルピン、フリクション
コーンなどのカセットのコンポーネントに
損傷がないか調べます。曲がっていたり、
調整が正しくなかったりするポーネントが
ないか確認します。必要に応じて、コン
ポーネントを交換してください。

カセットのコンポーネント
の欠落

メインのカセットのコンポーネントに沿っ
て、フリクションコーンやリーフスプリン
グが存在することを確認します。必要に応
じて交換してください。

印刷の濃度が過剰、および /
または印刷圧の設定

ツール > セットアップ > 印刷ヘッド と移

動し、印刷濃度や印刷圧を設定します。 
リボンの皺を調べ、それに応じて調整 
します。十分な印刷品質である場合は、 
可能な範囲で 低の設定にすることをお 
勧めします。

リボンの設定が正しくない ツール > 設定 > インクメイク の順に移動

し、使用しているリボンについて設定が正 
しいことを確認します。

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法

表 8-1: プリンタの故障 ( 続き )
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8.2 印刷での故障

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法

印刷のトップま
たはボトムが 
ないか、不良で
ある

断続印字モードのみ：断続開
始ボーダーのトリムの設定が
不適切 

CLARiTY 設定マネージャに接続し、断

続開始ボーダーのトリム を 20 に設定し

ます。印字品質をチェックし、それに
従って調整します。

断続印字モードのみ：プリン
タの印刷中にサブストレート
が動いている

ツール > 設定 > 印字ヘッドの順に移動し

ます。プリンタが印刷を始める前にサブ
ストレートが固定されないなら、印刷遅
延 を調整します。プリンタが印刷を終 

える前にサブストレートが動き始めるな
ら、印刷速度を上げます。

断続印字モードのみ：水平登
録の設定が不適切

ツール > 設定 > 印字ヘッド の順に移動

し、水平登録 を 0 に設定します。印字 

品質をチェックし、それに従って調整 
します。

断続印字モードのみ：摩耗ま
たは損傷した印刷パッド

確認し、必要であれば交換してくだ 
さい。

同じ場所で、常
にラインが細く
なったり、消え
る ( 清掃しても

変わらない )

印字ヘッドが摩耗、または 
消失

ツール > 診断 > 印字ヘッド > 印字ヘッド

の状態 の順に移動します。必要に応じて

交換してください。

プリントの品質
が悪い

印刷濃度 / 印刷圧の設定が不

適切

ツール > 設定 > 印字ヘッド の順に移動

して、印刷濃度 / 印刷圧の設置を上げま

す。許容できる印刷品質の範囲内で、可
能な限り低い設定を使うことを推奨いた
します。

垂直および / または水平登録

の設定が不適切

ツール > 設定 > 印字ヘッド の順に移動

し、垂直および水平登録を 0 に設定し、

印刷結果をチェックします。その結果に
応じて調整します。

サブストレートとリボンが
合っていない

サブストレートのサンプルを Videojet へ
送るサンプルラボ で、 適なリボンのタ

イプを決定します。

プリンタが、ブラケットのマ
ウントで緩んでいる

取り付けプレートの 'T' ハンドルおよび 
4 本の取り付けねじがしっかり固定され

ている ことを確認します。

表 8-2: 印刷での故障 



8-12 Videojet DataFlex 6230 操作説明書 - 改訂 AA

トラブルシューティング

プリントプラテンまたはピー
ルローラーとの調整が不十分

調整が適切であり、プリンタがプリント
プラテンまたはピールローラーとスクエ
アであることを確認します。必要であれ
ば、プリンタと取り付けプレートの間で
シムを使います。

印字ヘッドからプラテンパッ
ド / ピールローラーの距離が

長すぎる (>5 mm)

ツール > 診断 > 印字ヘッド > 入力 へ移

動し、印字ヘッドからプラテンまでの距
離が 5mm を超えないことを確認します。 

印字ヘッドからプラテンパッドまたは
ピールローラーまでの推奨距離 ( 印字

ヘッドのギャップ ) は 2mm です。印字

ヘッドのギャップは VJ ツールで測定し

ます。VJ の品番は SAR10222 です。 

必要であれば、シムを使って調整 
します。

連続モードのみ：印刷位置が
正しくない

ツール > 設定 > 印字ヘッド と移動し、

印刷位置 をチェックし、ピールローラー

の中央線に対して 適化されていること
を直接確認します。

連続モードのみ：

エンコーダーの O- リングが

摩耗、または消失

エンコーダーの O- リングの状態を

チェックしてください。必要な場合は 
交換してください。

連続モードのみ：エンコー
ダーの O- リングがスリップ

しているか、ピールローラー
とうまく接触していない

エンコーダーの O- リングがピールロー

ラーとうまく接触していることを確認し
ます。

連続モードのみ： 

印刷またはサブストレー 
ト速度が 

1mm/ 秒未満に低下したとき

にサブストレートが突然停止
した

サブストレートが突然止まらないこ 
と、あるいはサブストレートの速度が 
1mm/ 秒 より低下しないことを確認しま

す。これが出来ない場合、CLARiTY 設
定マネージャを使って、「低速度動作」
の設定を調整します。 

断続印字モードのみ： 

プリンタの印刷中にサブスト
レートが動いている

ツール > 設定 > 印字ヘッドの順に移動し

ます。プリンタが印刷を始める前にサブ
ストレートが固定されないなら、「印刷
遅延」 を調整します。 

プリンタが印刷を終える前にサブスト
レートが動き始めるなら、「印刷速度」
を上げます。

断続印字モードのみ：「印刷速
度」の設定が不適切

ツール > 設定 > 印字ヘッド へ移動し、

印刷速度 の設定を既定の 200mm/ 秒 

に設定します。印字品質をチェックし、
それに従って調整します。

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法

表 8-2: 印刷での故障 ( 続き )
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8.3 CLARiTY ディスプレイ障害

印刷ヘッドが汚れています プリンタの電源を切り、印字ヘッドを冷
やし、 Videojet 印字ヘッドクリーニング

キット (Videojet 品番 216054) で印字

ヘッドを清掃します。 

印字ヘッドが摩耗、または 
消失

印字ヘッドを交換します。

プリントプラテンまたはピー
ルローラーが汚染、摩耗、 
損傷している

チェック、清掃、点検し、必要なら交換
します。 
 

障害 原因 解決策

CLARiTY GUI が起

動しない

プリンタと電源間のケーブ
ルが正しく接続 / 固定されて

いない

確認して、修正してください

電源が故障 必要に応じて交換してください

メインプリンタ PCB が故障 必要に応じて交換してください

電源プラグが、電源入力モ
ジュールに完全に挿入され
ていません

確認して、修正してください

電源で、電力がオンになら
ない

確認して、修正してください

表 8-3: CLARiTY ディスプレイ障害

エラーメッ 
セージ

考えられる原因 対処法

表 8-2: 印刷での故障 ( 続き )
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8.4 CLARiTY エラーメッセージ

CLARiTY で故障や警告が表示された場合は、次の作業を行います : 

• 故障メッセージや警告メッセージを読みます。 

• メッセージどおりに作業を行います。 

• メッセージの表示を消去します ( 故障が修正されると、メッセージは自動的に消去
される場合があります。また、消去 ボタンにタッチして、消去する必要がある場合
もあります )。 

8.4.1 故障メッセージや警告を読む 

故障や警告が発生すると、CLARiTY は、すべてのページの 上部にあるステータスウィンド 
ウに、故障メッセージを表示します。

故障が発生すると、プリンタの故障出力リレーが開きます。このリレーがパッケージ装置の停
止回路に連結されている場合、これを使用すれば、エラー発生時にパッケージ装置が停止した
ことを確認できます。これにより、プリンタに故障がある場合は、コード印刷のない製品の製
造を回避することがきます。

たとえば、図 8-3 のように、リボンの全リールが使用されると、CLARiTY は、リボン好転メッ 
セージと同時に赤い「故障」バナーを表示します。

図 8-1: 異常ステータス

図 8-2: 警告ステータス

図 8-3: エラー表示
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故障や警告がいくつも同時に発生する場合があります。故障は常に 初に表示されます。 

故障 / 警告の詳細やその対策の手順を表示するには、CLARiTY ディスプレイの 上部のステー
タスウィンドウで、赤または黄色の領域にタッチします。 

8.4.2 故障メッセージや警告の消去 

ここでは、故障メッセージを消去する方法を説明します。警告を消去するには、同様の手順を
使用します。 

故障リストの詳細を表示する手順は、次の通りです : 

1. 赤い「故障」メッセージにタッチして、故障のリストを表示します ( 図 8-4 を参照 )。

2. リストで、故障の名前にタッチします。 

図 8-4: 故障の選択
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3. エラーの詳細が表示されます。画面の指示に従って、故障を直します。

4. 故障を修正すると、  ボタンがアクティブになります。

5.  にタッチして、障害メッセージを消去します。

CLARiTY の障害や警告をクリアする方法の詳細は、 サービスマニュアルを参照してください。

図 8-5: 故障の詳細表示
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付録 A 仕様

はじめに

本項では、プリンタの仕様を以下のトピックに分けて説明します :

• 技術仕様

• CLARiTY コントローラー仕様

• プリント仕様

• ネットワーク通信と外部通信

• プリンタの寸法

• CLARiTY コントローラー

A.1 技術仕様

プリンタの技術仕様は表 A-1 をご覧ください。

技術仕様  32 mm

プリンタ

独自のソリッドステートなリボン 
ドライブ

間欠モーションと連続モーション

印字ヘッド 32 mm (1.26”)、200 dpi、8 dots/mm

印字領域 – 間欠モーションモード 32 mm (W) x 47 mm (L) (1.26” x 1.85”)

印字領域 – 連続モーションモード 32 mm (W) x 100 mm (L) (1.26” x 3.94”)

リボン幅 (mm) 20 mm - 33 mm (0.8”1.29”)

大リボン長 700 m (2296’) ( オプションのロングリボンを使用 

した場合 )

印刷速度

間欠モーションモード 50 mm/ 秒 - 300 mm/ 秒 (1.96”/ 秒 - 29.52”/ 秒 ) 

連続モーションモード 40 mm/ 秒 - 500 mm/ 秒 (1.6”/ 秒 - 29.52”/ 秒 ) 

大スループット 150 ppm

注 : ppm ( 毎分の出力枚数 ) は、パックのサイズによ   

り異なります。

寸法

重さ
GUI - 0.248 kg

プリンタ - 4.65 kg

印字ヘッド ( カセットを含む ) 165 mm (W) x 158 mm (H) x 159 mm (D)

タッチスクリーンディスプレイ 150 mm (W) x 105 mm (H) x 33.2 mm (D)

表 A-1: 技術仕様 
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入力（複数）/ 出力（複数）

外部入力 2 PNP インプット、設定ソース先：

印字センサー 1

印字センサー 2

プリントセンサー選択

印字禁止

外部エラー / 停止

プリントキュークリア

外部出力 2 リレー出力 
（1 チェンジオーバ + 1 N/O）および 2 PNP +24V ア        
ウトプット（ 大ソース電流 = 100mA /1 アウトプッ   

ト）、CLARiTY 設定マネージャから設定可能オンラ 

イン / オフライン

警告

使用中

プリント中（実際にプリントドットを活性化中）

ラベラフィード

アクティブ プリントサイクル（プリント開始から終 

了ならびにリボンリワインド）

アップデート プリントキューが一杯

新規のアロケーション

プリント失敗（すなわちプリント中に中断）

障害

オペレーターインターフェース
（CLARiTY）

TFT SVGA 800 x 480

電源要件 100 - 240 VAC、50/60 Hz、2A

電源要件     プリンタ 24 VDC、5A

動作温度範囲 0° - 40°C (32° - 104°F)

技術仕様  32 mm

表 A-1: 技術仕様 ( 続き )
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A.2 CLARiTY コントローラー仕様

表 A-2 CLARiTY コントローラー仕様の一覧

システム仕様 説明

オペレーターインターフェース フルカラー LCD タッチパネル CLARiTY インター

フェース

標準でジョブ選択とデータベースをサポート。
WYSIWYG（見たままをそのまま）プリントプレ

ビュー

パスワード保護 3 ユーザーレベル

リモートコーダー構成ソフトウェア CLARiTY 設定マネージャ

標準でオフライン設定とパラメータ保存

診断機能 標準でオンボード診断機能

表 A-2: システム仕様
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A.3 プリント仕様

プリント仕様は表 A-3 をご覧ください。

プリント仕様 説明

画像デザインソフトウェア VideojetConnect™ Design/CLARiSOFT

フォントのサポート Windows TrueType のダウンロード可能フォントを

すべてサポート（複数言語とユニコードサポートを
含む）。

テキスト 回転、ミラー、反転プリントなどのスケーラブルテ
キスト 

サポートされているフィールドタイプ 固定、可変情報（ユーザ入力）、マージ、日付、 
時間 

特別な機能 自動リアルタイムと日付機能

自動賞味期日計算とコンセッションマネージメント

自動増分と減分のテキスト、カウンター、 
バーコード

バーコードプリンタ EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, QR

グラフィック、画像、ロゴ CLARiSOFT を使い複数の画像フォーマットをサ

ポート。 大プリント領域まで全サイズ可能 

プリント機能 ミラーイメージプリント、イメージ回転および反転
プリント

日付コード 

サポート

時間、曜日、日、年間の通し週番号、年間の通 
し月番号、十年間の通し年番号、イスラム日付をサ
ポート

コードオプション 開始日、シフトコード、工場、マシン、ライン ID 

フィールドオリエンテーション 0°、90°、180°、270° 

表 A-3: プリント仕様 
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A.4 ネットワーク通信と外部通信

表 A-4 は、ネットワークと外部通信を一覧します。

 注 : RS232 番ポートが利用可能、I/O ケーブルにて接続

ネットワーク通信 
と外部通信

 コンポーネント 量

外部データ通信 RS232 ポイントツーポイント通信 1

Ethernet 10/100 base TX ネットワーク通信 1

バイナリと ASCII Comms プロトコル、Windows   
およびドライバ 

1

CLARiNET を使い、ホスト PC モード（リモート   

データベース）

1

USB ポート 1

マスタ / スレーブ機能 グループジョブ選択機能とグループ プリンタコン 

トロール機能

1

ネットワークコントロー
ル ソフトウェア

Claricom CLARiNET コーダー独立ネットワーク管  

理ソフトウェア 

1

表 A-4: ネットワーク通信と外部通信 
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A.5 プリンタの寸法

図 A-1 は、32 mm (RH) プリンタの寸法を表示します。

図 A-1:  32 mm RH プリンタ寸法
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図 A-2 は、32 mm (LH) プリンタの寸法を表示します。

図 A-2:  32mm LH プリンタ寸法

6
9.

7
9

 m
m

(2
.7

5
 in

)

19
.7

9 
m

m

(0
.7

8 
in

)

50 mm
(1.97 in)

50 mm

(1.97 in)
90.13 mm
(3.55 in)

164.70 mm

(6.48 in)

2.
00

 +
0.

50
 m

m
印

字
ヘ
ッ

ド
か
ら

プ
ラ
テ

ン
ま
で

の
距

離

(0
.0

8
 in

)

15
8.

20
 m

m

(6
.2

3
 in

)

16
1.

50
 m

m
印
字

ヘ
ッ
ド

奥

(6
.3

6 
in

)

35.75 mm

(1.41 in)47.00 mm
印字ヘッドのストローク

(1.85 in)

36.60 mm

(1.44 in)

32.00 mm
プリント可能領域

(1.26 in)

159.00 mm

(6.26 in)

24.59 mm
(0.97 in)



A-8 Videojet DataFlex 6230 操作説明書 - 改訂 AA

A.6 CLARiTY コントローラー

図 A-3 は、CLARiTY コントローラーの寸法を示します。

図 A-3: CLARiTY コントローラーの寸法
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付録 B 可用性

B.1 装置の全体的な有効性：可用性ツール

B.1.1 はじめに

稼働率とは、装置のアップタイムの測定値です。この値は、生産において装置が必要とされ 
る際に、その稼働準備が整っている時間量を表しています。これは OEE ( 装置の全体的な有 
効性 ) の 3 つの主要メトリックの 1 つであり、 Videojet DataFlex 6230 に適用できます。

可用性ツールを使用すれば、オペレーションの問題と装置本体の問題を区別することで、プリ
ンタのダウンタイムを追跡し、その統計データを表示することができます。故障画面で稼働時
間測定データを分析することで、プリンタとオペレーション双方のダウンタイムを頻繁に引き
起こす原因について把握し、これを除去しやすくなります。

稼働率には、以下の 2 つの稼働率メトリックが同時に表示されます :

• 装置の稼働率

• オペレーションの可用性

 注 : オペレーションの稼働率は、必要に応じて以下の 2 つの生産時間プロキシ間で変更するこ
とができます :「電源オン」および「実行中」モード。詳しくは 「オペレーションの可用
性」、ページ B-2 を参照してください。

ここでは

• 稼働時間 = プリンタアップタイムの合計値

• 計画生産時間 = 予期されている実際のライン稼働時間 *。

* プロキシが「電源オン」または「実行中」のいずれに選択されているかに応じて異なります。

B.2.2 装置の稼働率

装置の稼働率においては、ダウンタイムは以下に挙げるような内部エラー ( 故障 ) に直結して
います。

装置の稼働率は以下のように定義されます。

 

「プリンタ総使用時間」は、プリンタの電源がオンにされた ( 電源が供給された ) 時間の合計で
す。故障時にプリンタの電源が遮断された場合、プリンタがオフになっている時間もプリンタ
総使用時間に含められます。

「プリンタのダウンタイム」とは、「プリンタ総使用時間」のうち、「プリンタ障害状態」に
なっていた時間を表しています。「装置障害状態」とは、装置の障害と特定された不具合が原
因で、プリンタを利用できなかった期間を指します。詳細については、サービスマニュアルを
参照してください。

稼働率 % =
稼働時間

予定された生産時間

装置の可用性 = 1 -
装置のダウンタイム

プリンタ総使用時間
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B.3.3 オペレーションの可用性

これは、ダウンタイムが生産ラインに及ぼす影響を全体的に示すための、より広範な測定値 
です。オペレーションの可用性では、( 以下のような「手順」問題として分類される可能性の
ある ) 故障に関連したダウンタイムを追跡できます。

この原因として、プリンタの問題、オペレーター関連の問題、シフト切り替えなどが挙げられ
ます。

オペレーションの可用性は以下のように定義されます。

 

生産時間プロキシでは、可用性の算出において、顧客が選択した稼働モード ( ジェットオン 
または電源オン ) 間で切り替えることができます。生産時間は、どの生産時間プロキシを選択
したかに応じて、適切な方法で定義します :

• 運転中 : プリンタとジェットの両方がオンになっている場合。

• 電源オン：プリンタのステータスに関係なく、装置がオンになっている場合。

故障時に装置の電源が遮断された場合、装置がオフになっている時間も生産時間に含められ 
ます。

「オペレーションのダウンタイム」とは、「生産時間」のうち、「オペレーション障害状態」に
なっていた時間を表しています。「オペレーション障害状態」とは、オペレーションの障害と
特定された不具合が原因で、プリンタを利用できなかった期間を指します。

 注 : 装置 / オペレーションの故障状態については、サービスマニュアルを参照してください。

オペレーションの可用性 = 1 -
オペレーションのダウンタイム

生産時間
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