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老先生◆と，元気のいい若い学生○の対話である．

私たちは，じゃどうすりゃいいのと思ってしま
います．

◆ とうとう2008年になりました．おめでとうござ

◆ いつの時代にも変わらない事はいくつかあるの

います．

ですよ．それに基づいて考えれば，これからの

○ おめでとうございます．でも，私もとうとう大
◆

難関にも対応は出来ていくと思うのですが．

台になる年で喜んでいいのか．．．．

○ それは何ですか．

そうですか．あなたの3.4倍の年齢の私はどう

◆ いくつかあるが，社会人類のためにというと大

いえばいいのでしょうね．

げさすぎてピンと来なくなるが，自分の持ち場

○ まあ，よくそこまで保ったと思って喜べばいい

で最善を尽くすということです．最近いろいろ

のじゃないでしょうか．

の組織の不祥事がありますね．組織内にあって，

◆ 違うよ．将来どうかと考えてのことだ．

本来してはならないことを目先の利益に目を奪

○ 私も将来について，不安は大きいです．地球環

われてやってしまう．これは本来のその組織の

境はどうなるのか，就職はできるのか，就職で
きてもつとまるのか，結婚できるのか，たぶん

果たすべきことを忘れているからですね．
○ それはああいいニュースを聞くと私も思います．

先生の人生はほとんどいい時代だった．平和だ

で，いまはまだ学生なんで．．．．

ったし，経済的にも伸びてきた．そして，その

◆ 学生の本分は，何です．

経済的発展を信じてみな頑張れた．でも，私た

○ （かなわんなあ．例のやつをいわそうとしてい

ちの将来は難しい．

る．）はい，勉強です．ただ，知識を詰め込む

◆ 私は戦争も多少覚えているし，そのあとの食糧

だけでなくて，しっかり問題をみつけ，考え抜

難なども経験しています．貧乏生活はよく覚え

いて，解決する力をつけよ，つねに成長せよと

ています．だから，特に私の子どもや孫をみて

いうことですね．

いると，経済の絶頂期を経験し，贅沢に慣れ，

◆ （まあ，わしの普段言ってることを一応はきい

貧乏や飢えを知らないし，たくましさを失って

ているらしいな．）では，ちょっと年始めに頭

きていると心配している．

のトレーニングをしましょう．おとそや正月気

○ 大人がみなそのようなことを言うからかえって，

分で頭はだいぶにぶっているだろうからね．
○ （お説教モードをはやくきりあげないと）はあ．

＊Nobuki

それより正月だから，ゆっくりしません．
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◆ それはあとから．
○ （やっぱり年相応に頑固になってきた．）
１．商品についているバーコード
◆ スーパーやコンビニで扱っている商品のほとん
どに，あるいは，本の背表紙に，白と黒の模様
がついています．あれはEAN-13という種類の，
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商品を識別するためのバーコードです．見たこ

◆ それもあります．学生の持ち物で聞いてみたら，

とがありますね．では，あなたはバーコードを

韓国，台湾，スペインの商品がありました．バ

読めますか．これは一定の約束で作られており，

ーコードの重要な点は国際的に共通になり，グ

かなり複雑ですが，読む気になれば読めないこ

ローバル化する小売業，流通のインフラになっ

とはないと思います．しかし，無理して読まな

たということです．

くても，その中味は下に書いてあります．そう

○ バーコードが何を表しているかというのは分か

です．13桁の数字が並んでいますね．EAN-13

りましたが，レジではどうして金額が分かるの

というのは13桁で，国番号（２桁），メーカー

でしょうか．

番号（５桁）
，そのメーカーの中の商品番号（５桁）
，

◆ もともとバーコードはレジの効率化のために研

そして，正しく読み取れたことを確認するため

究開発されました．レジとしては商品の値段が

のチェックディジット（１桁）から構成されて

一番大事な訳です．だから値段を表すと考える

います．ここまででなにか質問は？

のが自然です．すぐ値段が分かって便利ですね．

○ EAN-13以外に，EAN-10とかもあるのですか．

しかし，セールをするときなどバーコードを取

◆ 今のところは13桁のものと，消しゴムとかには

っ替えないといけないという面倒なことになり

小さいバーコードがついていますね．あれは短

ますね．だから，その方法は取らなかった．バ

縮コードといい，８桁で，EAN-8といいます．

ーコードはあくまで商品を識別するために使い，

国番号が２桁，メーカーコードが４桁，商品コ

店のおくにあるストアコンピュータにその番号

ードが１桁，チェックディジットが１桁です．

を送って，データベースから，値段やその商品

○ あれ，これだと一つのメーカーで10品目しか扱

の名前とか，割引中なら，何％引きとかの情報

◆

えないのですか．

をPOS端末の方へ送り返しているのです．これ

不足なら,メーカーコードを複数借用すればい

をPrice lookup方式といいます．ただ，値段を

いのです．

全く含まないわけではありません．生鮮食料品
などメーカーであらかじめバーコードを印刷す

○ いま借用といいましたが，バーコードは借りる

る（ソースマーキング）でなく，その店でラベ

のですか．

ルを貼り付ける方法があるでしょう．これは

◆ 公式には貸すとは言ってないですが，流通シス
テム開発センターというところに申請して，番

in-store markingといって，その店でつけるので，

号を割り当てて貰うのです．資本金１億円未満

別に値段を入れてもいいのです．これは国番号

だと10500円で済みます．３年間借用でき，延

の部分が特定のものになっています．一度商品

長もできます．

をよく観察してみてください．

○ メーカーコードは５桁だとすると，10万社しか

○

かけますね．

使えないことになるのではないでしょうか．そ
れだと番号の枯渇問題が起こるのではないでし

はい．ところで，EAN以外のバーコードも見

◆

そうです．注意してみるとEANの形式とは違
うバーコードが結構いろいろ使われています．

ょうか．
◆ いいことに気づきました．日本はもともと国番

特許だけでも500を超えていると物の本にあり

号として49を取得していました．しかし，とて

ます．段ボールの箱の側面に使われているのは

も足りないので，45も取得しました．さらに，

箱を開けなくてもどいういう品物がどのように

45で始まるものの半分はメーカーコードを７桁

詰めてあるかを示すITFというバーコード，宅

にして，その代わりメーカー内の商品コードを

配便のラベルに使うもの，その他いろいろの形

３桁に減らしたのです．これでメーカーコード

式のものが使われています．JIS規格には５種

を一気に増やすことができ，当分大丈夫です．

類あります．

それからよく商品をみていると，49，45以外の

○ これからちょっと気をつけてみてみます．スー
パーとコンビニでは違う読み方をしていますね．

ものも結構あります．
○ それは輸入品ですか．

◆ それもよく気がつきました．コンビニではリー
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ダーを手にもって，商品に光をあてています．

できても道順編成まではできないですよ．

スーパーでは，リーダー部は固定されていて，

◆ そうですね．実は，上の例のように漢字で複雑

商品の方を動かして光にあてています．スーパ

な部分を７桁の数字に置き換えて読みやすくし，

ーのは動かないみたいだけど，高速にレーザー

あとの何丁目何番地などというのは，実は宛先

光をいろいろの方向に走査して商品からの反射

のところから読み取っているのです．
○ えっ！ あの宛名のそばの数字を読み取るので

光を探しているのですね．

すか．難しいと思いますよ．大体，横書きだと，
２．見えないバーコード

１，２，３なんかで書きますが，縦書きだと，

実は，見えないバーコードも使われています
が，見たことはありますか．これはどこで使っ

三丁目一三番地と書いたり，まちまちですよね．
◆ そうです．それがつらいところです．でも必死

ているでしょう？

の技術開発で，いろいろのパターンの丁，番地
などを読み取るようにしています．

○ 見えないのに見たかといわれても．どちらを答
えても矛盾だとつっこむのでしょう．お札です
◆

○ それが読めれば，配達先の番地やマンションの

か．

部屋番号まで機械的に読み取れるから，道順編

ブー．実はね．皆さんのところへ届く(定型）

成ができるのですね．

の封筒には見えないバーコードがついているの

◆ そのとおり．道順は配達原簿というらしいです

です．以前，郵便番号は５桁だったのですが，

が，そういうデータがあって，届いている郵便
物をその順になるようにソート(整列)という作

覚えていますか．
○ そういわれれば，そういうこともあったような．

業をして並べ替えるのですね．その並べ替えに

◆ あれで何をしたかったか．郵便物を集めてきて

２回仕分け機を通します．

どの局へ送るかを決めるのに，ベテランが宛名

○ わあ．大変ですねえ．だけどそこまでいくと，

をいちいち読んで送り先ごとに別の棚にいれる

集配局へまとめて送ることと，道順編成まで自

仕分け作業をしていた．これを自動化したかっ

動化されるのですね．すごい．

た．５桁といっても実際は３桁が主要で，２桁

◆ すごいですね．実際，郵便料金は久しく値上げ

は枝番でしたが，これで，送り先の集配局がわ

していません．この方法が人件費の削減に役立

かるようにしたのです．あの赤枠の中に書かれ

っているのでしょう．

た手書きの数字をパターン認識して，数字を読

○ で，その見えないバーコードってどうして必要
なんでしょう．

み取った．それでどの局へ送るかを決め，トラ
ックなど行き先別に乗せて送っていた．しかし，

◆ 郵便物は何回も仕分け機の中を通ると言うこと

そういう郵袋が局に届くと，今度は配達のため

は分かりますね．その都度，上にいったような

に，それを机の上に広げて，今度はベテランの

７桁の部分と読みにくい宛先の丁目番地などを

配達局員が，道順編成をします．つまり配達す

読むという高度の作業をするシステムは実はか

る順序通りに郵便物を取り揃えていきます．こ

なり高価なものになります．そこで，そのよう

の作業は町名や番地を読み配達経路順に並べる

に読むのは一回にして，読んだ結果をあと簡単

ので熟練もいるし，労働集約的な仕事でした．

に読めるバーコードに置き換えて，封筒に印刷
してしまおうと考えたのです．

○ これは難しそうな仕事ですね．
◆ それを自動化したいという願いから７桁にしま
○

○ そうか．丁寧に書いた封筒の上に白黒のバーコ

した．さあ，どうしたのでしょう．

ードなど印字されたらぶちこわしですね．だか

７桁の郵便番号簿をみても，たとえば，689−

ら，見えないように印字した．

1111は鳥取県鳥取市若葉台北までです．若葉

◆ 紫外線を当てると赤紫色に発光するインクがあ

台北というところは実は大学が一つあるだけで

るのです．これを電気屋さんで売っているブラ

すが，一般の町だと家が一軒ぽつんと建ってい

ックライトというランプ（私の使っているのは

るわけないから，７桁にしても町ごとに分類は

700円くらいでした）を当てると光って見えます．
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さあ，最後の疑問です．バーコードを読む仕分

ドでは内容を書こうとすると下手すると，コー

け機はそう高くつかないが，最初宛先から読む

ドより面積が必要になったりして困ります．そ

仕分け機は高いシステムだと言いましたが，な

れで内容は書かないのです．
○ バーコードは読めないとき店員さんが下の数字

ぜだかわかりますか．

をキーボードから入れていることがありますね．

○ さあ．やっぱりすごい技術を使っているので，

QRコードだと，もし汚れたりすると読めない

メーカーが値段を高くしている？

ことになるのですか．

◆ 実は，手書きの宛名を読むのはそんなに簡単で
はないのです．怪しいときは，その表書きの画

◆ 実はね．これは大問題です．その解決策として，

面を人間に見せて，人間がすぐに番号に変換し

RS符号という誤り訂正符号の技術を使って，

て入力するというビデオエンコーダという端末

たとえば，30％程度が汚れても正しく読み取

とそのオペレータが数人その仕分け機の背後に

れるというような仕掛けをしてあるのです．

控えているのです．この仕事は大変です．つぎ

○ それはすごいですね．

つぎ読みにくい表書きが画面に映し出されてそ

◆

身近になってきたバーコードやQRコード，こ

れをとっさに入力するのですから．ここまで含

れらはまだまだ発展していきそうですが，ICタ

めるとそのコストが高くつくというわけです．

グという，電波で情報をやりとりするものが登

○ うーん．なにかそこはもっと工夫して，オペレ

場し，個別のものに情報をもたせる「情物一体」

ータさんの苦労を無くするようにしたいところ

ということが実現しつつあります．たとえば，

ですね．

自動改札などで使われるICOCA,Edyなどのプ
リペイドですが，PiTaPaはポストペイでこれ

◆ それはあなたがいい方法を編み出してくれると

からいろいろのビジネスモデルができそうです．

いいですが．初夢でいいアイデアを出してくだ

○ ユビキタス社会の到来ですね．これからどんな

さい．

ことになるか，楽しみですが．ちょっとICタグ

○ 最近ケータイで読める四角いのがありますね．

は見えないだけに取扱注意ということもありそ

あれもバーコードというのですか．

うですね．
３．ＱＲコード

◆ そうですね．うまく使うことが大事になります．
いい使い方を研究してください．

◆ あれは小さい白黒の正方形の集まりでパターン
を作っているので，２次元コードと呼ばれる部

○ 先生，調子に乗って話をしていますが，もう時
間がありませんよ．

類に入り，１次元のバーコードとは区別します．
ケータイで読めるのは，ＱＲコードと呼ばれる

◆ 残念，これからRFID，バーコード，QRコード

もので，デンソーが開発しました．これは日本

など情物一体の技術（自動認識技術といいます）

発で国際規格化に成功した珍しい例です．ケー

が，いろいろの場面で使われていくでしょう．

タイで採用され普及し始めました．これは３つ

こういう技術で，さまざまな無駄や間違いを減

の目玉が特徴的ですね．これでＱＲコードの所

らして，省エネや安全の確保に役立っていきま

在がすぐ認識でき，早く読み取れるというので，

す．地味な技術かもしれないが，情報システム

Quick Responseだというのが由来です．特徴は，

ではこれは重要な役目をするので，注目して欲

バーコードに比べ情報密度が高く，数千個の数

しいし，もっと人間に役立つ方向へ使って欲し

字列でも表せるし，英字や漢字なども多種のも

いですね．

のを表せます．バーコードは情報量が少ないの

○ じゃあ，はやくはやく，お茶にしましょう．美
味しいお菓子もありますから．

で，下に数字列が書いてありますが，QRコー
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