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ChangeMe は､自由にティプロ製品のプログラミングを行うことができる、誰にでも使いやす

いソフトウェアです。 

ChangeMe は MID シリーズと FREE/FREE+シリーズの両方の製品に対応しています。 
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ChangeMe 及び FREE/FREE+の概説 

概要､履歴､機能 

 

 

この章では 
概説 .................................................................................... 7 
履歴 .................................................................................... 8 
特色 .................................................................................... 9 
用語解説 ............................................................................ 10 
 
 

概説 
FREE/FREE+は完全にモジュール化されたプログラマブル・キーボ

ード、ID モジュール､カードリーダ､LCD スクリーン､ポインティン

グ・デバイス､その他のモジュールからなるシステムです。 

最大 14 台の FREE/FREE+モジュールと 1 台のコントローラを機械

的､電子的に接続したものを FREE/FREE+構成と呼びます。 

FREE/FREE+構成は 3 種類のカテゴリーに分けられます： 

 タッチ・モジュール中心の構成 (FREE+) 

 キーボード・モジュール中心の構成(FREE)  

 カメレオン・モジュール中心の構成 

最初の構成はコントローラがタッチ・モジュールに内蔵され､2 番

目はキーボード・モジュールに､3 番目はカメレオン・モジュール

に内蔵されています。 

 

 
 

第 1 章  

イントロダクション 
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履歴 
FREE は好評を博した MID の次の世代となるシリーズです。 

MID は 1997 年に初めてモジュラー・コンセプトを紹介した画期的

なシリーズです。 

MID シリーズはマスター・モジュールを中心に各種のスレーブ・

モジュールを組み合わせることができました。 

このコンセプトは 2002 年に FREE シリーズに引き継がれました。 

FREE シリーズではマスターはコントローラとして､スレーブはモ

ジュールとして取り扱われるようになりました。 

FREE+モジュールは LCD タッチ・スクリーンを核として構成され

ます。. 

FREE/FREE+ファミリーは常に新たなモジュールを開発して発展

を続けています。 
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特色 
FREE/FREE+では様々なモジュールの組み合わせが可能です。 

32 キーから 128 キーにいたるマトリクス・タイプまたは QWERTY
レイアウト・タイプのキー・モジュールを磁気カードリーダ､ID モ

ジュール(キーロックまたは iButton®)､バーコードリーダ､ポインテ

ィング・デバイス､ハンドセット､RF ID モジュールと組み合わせら

れます。 

タッチ・スクリーン (FREE+)とカメレオンは単体でも、他のモジュ

ールと組み合わせた構成のいずれでも使えます。 

すべてのキーは ChangeMe ソフトウェアによりプログラム可能で

す。 

キーに割り付けることができるのは 

 たとえば"SOLUTION"といった一連のコードやストリング、 

 CTRL+F11 といったスペシャル・キー、 

 ビープやディレイといった機能､ 

 上記の機能の組み合わせ 

USB コントローラではデバイス自体で高度なセキュリティ機能を

設定できます。 

従って FREE/FREE+は以下のような用途に最適です。 

 POS 
 メニュー・ショートカットなどのキー・コンビネーションをひ

とつのキーにプログラムしてオフィス・アプリケーションで使

用する（たとえば、CAD、エディター､会計ソフト） 

 わずかなコマンドだけを要するまたは迅速な反応が必須の専用

アプリケーションで使用する。(たとえば通話コントロール､ラ

ベル・プリンター､産業用機械など)  

FREE/FREE+のエレガントなデザインは店頭などの人目に触れる

場所でも雰囲気を損ねることがありません。 
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用語解説 
このガイドをお使いになるには､専門用語とその使用方法をよく理

解されることが大切です。 

使われる専門用語の詳しい意味については巻末の用例をご覧くだ

さい。 

テキスト中で使われるフォーマットの意味を以下にまとめました。 

フォーマット インフォメーションの種類 
三角矢印() ステップごとに表示され､作業の手順を示しま

す。 

コマンド コマンド・ボタンやリスト内のアイテムなど選

択しなくてはならないアイテム 

メニュー・オプション すべてのメニューはこのフォーマットで示され

ます。 

重要 重要なポイントを強調します。 

Monospace Shift, Ctrl, Alt などキーボード上のキーを示

します。 

また入力すべきテキストを示します。 

KEY+KEY Ctrl+P, Alt+F4 などのようにひとつのキーを

押したままもうひとつのキーを押す必要のある

キー・コンビネーション 
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ChangeMe 各バージョンでの変更点 

 

この章では 
4.4から 4.5 ......................................................................... 11 
4.3から 4.4 ......................................................................... 11 
4.2から 4.3 ......................................................................... 12 
4.1から 4.2 ......................................................................... 12 
4.0.4から 4.1 ...................................................................... 13 
3.0.9から 4.0.4 ................................................................... 13 
 
 

4.4 から 4.5 
 新しいキー・コンテント・フォーム 

 ヘルプ・ファイルの更新 

 英語版 4.5 をベースに日本語版 4.5.9 を開発 

 

 
 

4.3 から 4.4 
 コントローラ・モジュールを表示可能に 

 USB コントローラの新機能サポート 

 新しいスキャンラインにビープとディレイをサポート 

 追加されたモジュール：TM-KMR128, TM-HUA, KB50 

 

 
 

第 2 章  

変更点 
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4.2 から 4.3 
 USB 経由のダウンロードを改善 

 USB 経由のアップロード 

 OCR モジュールのサポート 
 MidApi ver. 4.0 

 

 
 

4.1 から 4.2 
 USB コントローラのサポート 

 プラットフォームを問わない高速 USB プロトコルのサポー

ト 

 新機能：セキュリティ 

 キーボード・コンテント (PS/2 及び USB) を PS/2 と USB のいず

れのキーボードによってもプログラミング可能に 

 LabelMe により MID のキー・カバー印刷も可能に 

 

4.0.4 から 4.1 
 「自動検出」機能の変更。コントローラが指定ポートに接続さ

れていない場合､他のポートをチェック。 

 基本設定に新項目（デフォールト・ポート）を追加。ここで指

定されたポートが常に最初にチェックされる。 

 新たに「デフォールト・コンテントをロード」をキー・ポップ

アップ・メニューに追加。 

 3 種類のデフォールト・レイアウト・ファイルを用意： 
Qwerty.mtx, NumPad.mtx and Front.mtx （"Predefined"ディレクト

リ内にあります） 

 改善された API 3.1.8 

 改善された XP プラットフォーム上での動作 
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3.0.9 から 4.0.4 
 新しい FREE/FREE+モジュールに対応 

 プログラミングの 256 キーまでの制限を撤廃 

 GUI の変更 

 新しい LabelMe 印刷ユーティリティ（FREE/FREE+モジュール

専用）を開発。MID ユーザーには PrintLabels ユーティリティを

用意。 

 カメレオン・モジュールと JIS 規格カードリーダに対応 

 ダウンロード機能の改善 

RS232 出力のできる MID または FREE/FREE+デバイスをお持ちの

場合､ノートパソコンから COM ポート経由でダウンロードできま

す。その場合､キーボード・コネクター(mini DIN 6)と外部キーボー

ド・ポートに、また RS232 コネクター(DSUB9)を空いている COM
ポートに接続する必要があります。 

 ChangeMe を パラメータ COM で起動すると、COM ポートだけ

に接続されたキーボードを探します。 

 改善されたコミュニケーション・ルーティン (MIDAPI ver 3.1.5) 

 デバッグ・モードに新機能追加 

 Winkoki (キーボード・スキャン・コードをキャプチャできます) 

 ScanLineBig（入力されたコードをキャプチャ､表示できます） 

 レイヤーのコピー／移動ユーティリティ 

 すべてのキーにクリックとオートリピートのフラッグを設定 
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全般セクションはキーボードのプログラミングに必要な ChangeMe
のインストールの仕方を解説します。,  

もしタッチスクリーンつきのFREE+をお使いの場合､ドライバーの

インストールが必要です。これはタッチスクリーンのセクションで

開設されます。  

 

 
 

全般 
3 種類のモジュール・タイプがあります：ディスプレイ､タッチス

クリーン､そしてプログラマブル・モジュールです。 

ディスプレイ・モジュールにはソフトウェアをインストールする必

要はありません。 

タッチスクリーンにはキャリブレーションなどを行うためのソフ

トウェアが必要です。 

プログラマブル・モジュールを機能設定するには ChangeMe が必要

です。 ひとたび設定してしまえばその後は一切のドライバーなし

に機能します。(例外としては MidAPI がアプリケーションによって

使われる場合です) 

ヘリオス・ホームページよりダウンロードしたインストーラの圧縮

ファイルを解凍してください。 

"Install ChangeMe"のアイコンをクリックします。 

スクリーン上の指示に従ってください。 

標準インストール内容 

第 3 章  

 FREE/FREE+ソフトのインストール 
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もちろん上記のソフトのうち､一つか二つだけをインストールする

こともできます。 

キーボードのプログラミングやラベル印刷を行わないパソコンに

は ChangeMe と LabelMe をインストール必要はありません。 

MIDAPI を使う必要がなければ､何もインストールする必要はあり

ません！すでにプログラムされたキーボードを接続するだけで機

能します。 

 

 
 

  ChangeMe 

 ChangeMe は従来 MIDWIN として知られていたティプロ・キーボード

の機能設定ユーティリティです。 

ChangeMe を使って､キーボード､カードリーダ､キーロックなどをプロ

グラムできます。 

  LabelMe 

 LabelMe はキー・ラベル印刷ソフトです。印刷されたラベルはキーの透

明カバーの下にセットすることができます。 

  MIDAPI 

 MIDAPI は他のソフトから直接キーボードにアクセスするために使わ

れるファンクションのライブラリです。  

MIDAPI は ChangeMe とともに自動的にインストールされます。 
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タッチスクリーン 
もしタッチスクリーン(TM-T__ )をベースにした FREE+モジュール

がある場合､タッチスクリーン・ドライバーをインストールする必

要があります。 

ティプロ CD を CD ドライブに挿入すると自動起動します。  

"Install ELO touch driver", "Install drivers for this computer"をクリック

します。FREE+モジュールが接続されているポート（COM または

USB）を選択します。 

シリアル・ポートを選ぶ場合､正しい COM ポートを指定すること

が重要です。 

インストールが完了後､以下の手順でキャリブレーションを行いま

す。 START > SETTINGS > CONTROL PANEL > TOUCH SCREEN. 
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ティプロ・キーボードはプログラマブル・キーボードです。お使い

になる前にプログラムすることが必要です。ChangeMe はそのため

のユーティリティです。 

この章ではプログラムをまず見てみます。スクリーン上に何が表示

され､それで何ができるか見てみましょう。 

 

 

この章では 
はじめに ............................................................................ 20 
ステータス・バー ............................................................ 21 
 
 

第 4 章  

ChangeMe – 概説 
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はじめに 
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 メニュー  ChangeMe のすべてのコマンドはここにあります。

メニューの詳細な内容についてはメニュー構成の

項目をご覧ください。  

 モジュール  接続されているすべてのプログラマブル・モジュ

ールがここに表示されます。そのどれかのモジュ

ールをクリックすれば､モジュール・ビューが開き

ます。モジュールは自動認識されますが､手動で追

加することもできます。  

 ショートカット  よく使うアイテムはここにリストされています。 

 モジュール・ビュー  モジュールのタイプごとに異なるウィンドウが開

きます。モジュール・タイプの詳細についてはプ
ログラミングの項を見てください。 

 ステータス・バー  現在のプログラム・セッティングを表示します。

詳細についてはステータス・バーの項をご覧くだ

さい。 

 

 
 

ステータス・バー 

 

 レイアウト 現在のキーボード・レイアウト。メニューのオプション

>基本設定>キーボード設定で変更できます。 

 メモリー 未使用のキーボード・メモリー容量。モジュール情報の

項を参照。 

 インターフェース 現在のインターフェース。PS/2、COM、または USB。
ここをダブル・クリックすれば､メニューのオプション>

接続ポートにアクセスできます。.  
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ファイル ( 27ページ)  

 新規 新しいファイルの作成 

 開く  既存のファイルを開く 

 保存  現在の構成を保存する 

 別名で保存  新たな名前で保存する 

 バッチアップデート・ファ
イルとして保存 (TXB)  

現在の構成を TXB ファイル

として保存する 

 LabelMe で印刷 キー・ラベルの印刷 

 終了 ChangeMe プログラムの終了 

デスクトップ   

 モジュールの追加  デスクトップに新たなモジュ

ールを追加する 

 モジュールの削除  デスクトップのモジュールを

削除する 

 デスクトップを開く 保存されているデスクトップ

を開く 

 デスクトップを保存  現在のデスクトップを保存す

る 

 デスクトップをクリア デスクトップをクリアする 

 自動検出 現在接続されているすべての

モジュールを検出する 

キーボード  

 キーボード・コンテントを
アップデート 

現在の構成でキーボードのメ

モリーをアップデートする 

第 5 章  

メニュー構造 
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 アップデートと検証  キーボードのメモリーをアッ

プデートして､メモリーを検

証する 

 検証  コントローラのメモリーを検

証する 

 アップロード  キーボードからその構成をデ

スクトップに再現する 

 モジュール情報  モジュール情報を取得する 

ツール   

 スキャンライン  キーボード・コンテントをテ

ストする (PS/2 と USB) 

 テスト・ウィンドウ PS/2 または USB のキー・コン

テント(表示可能のもの)をテ

ストする 

 TTY ターミナル RS232 のキー・コンテントを

テストする 

オプション   

 ツールバー  ツールバーを見せる／隠す 

 接続ポート  接続ポートを選択する 

 基本設定  基本設定を編集する 

セキュリティ   

 ツールバーを見せる／隠す  ツールバーの表示オプション 

 見る  キーに表示される情報を選ぶ 

 パスワードの編集  セキュリティ・パスワードの

管理 

 特定のキー・コンビネーシ
ョンを制限 

キー・コンビネーションの制

限の管理 

 セキュリティ・ウィザード  セキュリティ設定のアシスタ

ント 

 コンテントを設定  キーにコンテントを設定する 
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 キーをセキュリティ・レベ
ル 0 に設定 

セキュリティ・レベル 0 のキ

ーを設定する 

 キーをセキュリティ・レベ
ル 1 に設定 

セキュリティ・レベル 1 のキ

ーを設定する 

 キーをセキュリティ・レベ
ル 2 に設定 

セキュリティ・レベル 2 のキ

ーを設定する 

 キーをセキュリティ・レベ
ル 3 に設定 

セキュリティ・レベル 3 のキ

ーを設定する 

 ログオン・キーを設定  ログオン・キーを設定する 

 ログオフ・キーを設定 ログオフ・キーを設定する 

ウィンドウ   

 タイル ウィンドウをタイル表示する 

 カスケード ウィンドウをカスケード表示

する 

ヘルプ  

 アップデートの確認  インターネット経由でアップ

デートを確認する 

 ChangeMe ヘルプ  ヘルプ・ファイル(未定) 

 ティプロ・ホームページへ  ティプロ・ホームページへの

リンク 

 ティプロ・サポートへ ティプロ・サポートページへ

のリンク 

 サポートにメールを送信 問い合わせメールの送信 

 バージョン情報 バージョン情報の表示 

モジュールのコンテクスト・メニュー 

 モジュールをクリア  モジュール構成を消去する 

 すべてを AT/PS2 に設定  デフォールトで PS2コンテント

にする 

 すべてを RS232 に設定  デフォールトでRS232コンテン

トにする 
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 すべてを USB に設定  デフォールトで USB コンテン

トにする 

 デフォールトに設定  定義ファイルからデフォール

ト設定をロードする 

 RS232 OPOS  キーを OPOS 標準に設定する 
(RS232) 

 USB OPOS  キーを OPOS 標準に設定する
(USB) 

 テキストをインポート  テキスト・ファイルからコンテ

ントをインポートする 

 テキストをエクスポート  テキスト・ファイルからコンテ

ントをエクスポートする 

キーのコンテクスト・メニュー   

 クリア・キー  キー・コンテントを消去する 

 コンテントを切り取り  キー・コンテントを切り取る 

 コンテントをコピー  キー・コンテントをコピーする 

 コンテントを貼り付け  キー・コンテントを貼り付ける 

 RS232 OPOS キーを作る キーを OPOS 標準に設定する 
(RS232) 

 USB OPOS キーを作る キーを OPOS 標準に設定する
(USB) 

 デフォールト・コンテン
トをロード  

既成の定義ファイルをロード

する 

ツールバー・ショートカット   
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この章では 
ファイル ............................................................................ 27 
デスクトップ .................................................................... 32 
キーボード ........................................................................ 36 
ツール ................................................................................ 38 
オプション ........................................................................ 40 
セキュリティ .................................................................... 46 
ウィンドウ ........................................................................ 62 
ヘルプ ................................................................................ 63 
ショートカット・ツールバー ........................................ 64 
モジュール・コンテクスト・メニュー ........................ 65 
キー・コンテント・メニュー ........................................ 70 
キー・コンテント・フォーム ........................................ 71 
 
 

ファイル 

新規 
新しい ChangeMe ファイルを作成します。レイアウトが保存されて

いない場合は保存するか尋ねられます。  

デスクトップは維持されますが､すべてのコンテントはクリアされ

ます。 
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開く 

 
F3  

既存のレイアウト・ファイル(.lay)を開きます。事前のレイアウトが

保存されていなかった場合､それを保存するか尋ねられます。 

レイアウト・ファイル(.lay)を指定して､開くをクリックします。  

 

 

 
 

保存 

 
F2  

現在のファイルを保存します。初めて保存する場合は別名で保存と

同じ操作になります。 
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別名で保存 
名前を付けて保存パネルを開きます。 

レイアウトを保存したいディレクトリを選び､ファイル名テキスト

ボックスにファイル名をつけて保存をクリックします。 

 

保存されるファイルのタイプについては ChangeMe ファイル・タイ

プを参照してください。 
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バッチ・アップデートファイルとして保存 (TXB) 
現在のファイルを TXB ファイルとして保存します。  

バッチ・アップデートファイルを作成ダイアログを開きます。  

 

1 デスティネーション・ファイルのファイル名をクリックします

目的のファイルを選ぶダイアログが開きます。レイアウトを保

存したいディレクトリを選び､ファイル名を指定します。そして

保存をクリックします。 
 

 
2 ファイルの内容テキストボックスを使って､ファイルに関する

コメントをつけることができます。 
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3 コントローラ・タイプの選択で AT/PS2 または USB のいずれの

タイプの TXB ファイルを作成するか決めます。 

4 保存ボタンをクリックしてファイルを作成します。 
 

 

 

TXB ファイルの詳細については ChangeMe ファイル・タイプの項

をお読みください。  
 

LabelMeで印刷を行う 

 
Ctrl + P  

このメニュー・オプションを使って､キー・キャップの透明カバー

の下に挿すキー・ラベルの印刷を行うことができます。 

ChangeMe で作成したラベルはそのまま LabelMe にインポートする

ことができます。そしてグラフィックスを加えたりといった編集加

工が行えます。 

 

OK ボタンをクリックするだけですべてのラベルがインポートさ

れます。一部のラベル・フォーマットだけをインポートするときは

スキップを使うかまたは使用のチェックを外してください。 (H = 
横ダブル､ S = シングル、V = 縦ダブル、Q = 4 倍角) 

詳しくは LabelMe マニュアルを参照してください。 
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終了 
Exits the program ChangeMe プログラムを終了します。もしファイル

を保存していなかった場合､保存するか尋ねられます。 
 

デスクトップ 
FREE/FREE+構成がパソコンに接続されているときは､自動検出を

使って接続されているすべてのモジュールを検出することができ

ます。ChangeMe の起動時にこの作業は自動的に行われます。  

オフライン・モード(キーボード未接続時)では手動でモジュールを

追加・削除することで構成は作成､編集することができます。 
 

モジュールの追加 
このコマンドでデスクトップにモジュールを追加できます。 

 

1 FREE/FREE+または MID のいずれかのシリーズを選びます。 

2 モジュールのカテゴリー(タッチ､キーボード､カードリーダな

ど)を選びます。 

3 追加したいモジュールを選びます。 

4 追加するモジュールの位置を指定することができます。ポジシ

ョン 1 が左端です。 
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5 追加ボタンをクリックします。 
 

モジュールの削除 
このコマンドでデスクトップからモジュールを削除できます。 

 

ドロップダウン・メニューから削除したいモジュールを選び､OK
をクリックする。 
 

デスクトップを開く 
このコマンドで以前保存したデスクトップを開くことができます。 

 

ファイルを探して開くをクリックします。  
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デスクトップの保存 
このコマンドで現在のデスクトップを保存できます。一度保存すれ

ば､デスクトップを開くコマンドでいつでもリロードができます。 

 

ファイル名を選び保存をクリックします。  
 

デスクトップをクリア 
デスクトップをクリアして､すべてのモジュールを削除できます。 

もし変更が保存されていないときは保存するか尋ねられます。 
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自動検出 

 
 

このコマンドは現在パソコンに接続されている構成を検出してメ

イン・ウィンドウに表示する機能を持ちます｡ 

ChangeMe を起動したときは自動的にこの機能が開始されます｡ 

 

自動検出はオプション＞接続ポートで指定されたポートに対して行

われます。 
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キーボード 

キーボード・コンテントのアップデート 

 
 

接続されたキーボードのメモリーに現在の構成をアップデートし

ます｡ 

すべてのモジュールのすべてのキーについての設定内容がコント

ローラに送られ､フラッシュ・メモリーに蓄えられます 

停止ボタンをクリックすればアップデートを中止できます｡ 

アップデートはオプション＞接続ポートで指定されたポート経由で

行われます。 
 

アップデートと検証 

 
 

このコマンドを使って構成が正しくコントローラのメモリーに保

存されたか確認できます｡ 

このコマンドは文字通り最初にアップデートを行い､続いて検証を

行います｡ 
 

検証 

 
 

検証はコントローラのメモリーの内容をChangeMeで作られた構成

及びキー・コンテントと比較します｡ 

もし差異があればレポートされます｡ 
 

アップロード 
コントローラのフラッシュ・メモリーに蓄えられた構成を

ChangeMe のデスクトップ上にロードします｡ 
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モジュール情報 
キーボードに関する情報を表示します｡ 

メモリー内容､キー､コントローラ及びモジュールについての詳細

です｡ 
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ツール 
キー・コンテントをテストするためのツールがこのメニューにあり

ます｡ 

PS/2 及び USB 向けに 2 種類､RS 232 向けに 1 種類あります｡ 
 

スキャンライン 
 F4 

 

このウィンドウでは押されたキーのコンテント (PS/2 及び USB)が
表示されます｡Shift, Control, Alt, F1…などを含めたすべての

キーを捕捉できます 

ウィンドウ内を一度クリックしてからキーをテストします｡ 

クリアボタンでウィンドウ内を消去できます｡ 

右上の  ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます｡ 
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テスト・ウィンドウ 
 F5 

 

このウィンドウには押されたキーのコンテント(PS/2 及び USB)が
表示されます｡ 

クリア でテスト・ウィンドウの内容を消去できます｡ 

 
 

TTYターミナル 
 F6 

このツールでは RS232 経由で送られるキー・コンテントのテスト

ができます｡  

まずキーボードが接続されている COMポートをインターフェース

のプルダウン・メニューから選び､通信速度をボードレートのセク

ションから選びます 
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ターミナル・ウィンドウが表示されます｡ 

 

他の COM ポートを試すにはポートの変更 ボタンをクリックする｡ 

テキスト・ボックスをクリアでテキストを取り消せます｡  

行を挿入で新しい行に次のインプットを入れられます｡ 

16 進法表示をチェックすることで ASCII コード化されていないロ

ーコードを見ることができます｡ 

詳しくはテスティングを参照してください｡ 
 

オプション 
プログラムの基本設定とオプションをここで設定できます｡ 
 

ツールバー 
どのツールバーを表示するかを設定します｡ツールバーにはメイン

とセキュリティがあります｡ 
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メイン(ショートカット)ツールバー 

 

 

セキュリティ・ツールバー 

 
 

接続ポート 
キーボードをプログラムする際に使用するポートを設定します｡ 
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ラジオ・ボタンをクリックしてインターフェースを選択します｡ 

COM ポートを選択する場合、ボードレートも決めなくてはなりま

せん。 

デフォールト設定 のチェックボックスは選択したポートをデフォ

ールト・ポートに設定します｡次回 ChangeMe を起動したときには

このポートを最初に調べに行きます｡ 

注意：このインターフェースはプログラムされたキーボードのプロ

トコルとは独立して設定されます。  
 

基本設定 

 
 

 
 

ChangeMe 基本設定 

 

 



 ChangeMeの使い方 43 
 
 

キー・プレビューを見せるは

オン・オフ・ボタンになって

おり､オンのときはマウスの

ポインターをキーの上に動か

すとそのキーのコンテントを

表示します 
 

ツールボタン名を見せるはツ

ールボタン横のテキストの表

示をオン・オフします｡ 

 

オフにす

ると 

 

デフォールト・ポートは

ChangeMe 起動時にどのポー

トを調べに行くか決めます｡  
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キーボード設定 

 

レイアウトのドロップダウン・メニューから適切な言語レイアウト

を選びます｡(日本語版の場合 Japan がデフォールト設定) 

レイヤーの段数でひとつのキーにプログラムするレイヤーの数を

設定します｡(最大 4 レイヤー) 

もしコントローラがコードを送信する速度が速すぎる場合(一部の

パソコンでは起き得ます)､異なったインターバイト・ディレイを選

ぶことができます｡これは二つのコードの送信間隔です。デフォー

ルトは 1 ms に設定されています｡ 

RS232 ボードレートも同様に調整可能です｡デフォールトは 9600
です。 

Ascii では ASCII キー・コンテントがどのようにパソコンに送信さ

れるか選べます｡  

選択したレイアウトどおりのキーボード・スキャンコードとして、

または Alt – ASCII シークェンスとして送信できます｡ 
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詳細設定 

 

サウンドの種類は変更ができなくなりました｡ 

サウンドの長さは短・中・長のいずれかが選べます｡ 

サウンド・デフォールト：オフを選択すれば､個々のキーのクリッ

ク設定にかかわらず､サウンドを消すことができます｡ 
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スキャンライン 

他のアプリケーションに移動したときのスキャンラインの動作を

ここで設定できます｡ 

スキャンラインは押されたキーのコードをキャプチャするテキス

ト・ボックスです｡ 
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セキュリティ 
セキュリティは USB コントローラの機能のひとつです｡  

セキュリティ機能を利用するにはキーボードに USB コントローラ

が装備されている必要があります｡ 
 

ツールバーを見せる／隠す 
セキュリティ・ツールバーの表示・非表示を選びます｡ 

 
 

見る 
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どのキー・プロパティが表示されるか選びます。キー・タイプ、セ

キュリティ・レベル、またはその両方が選べます。 

キー・タイプを見る キー・タイプ／機能を表示する 

以下のように表示されます： 

 * – キー・コンテント (PS/2 または USB) 

 R – RS232 コンテント 

 C – カスタム・コンテント 

 Sn – レイヤーにシフト 

 Ln – レイヤーにロック 

 

セキュリティ・レベル

を見る 
このコマンドは各キーのセキュリティ・レベル

を表示します。 

 

見えるセキュリティ・

レベル 
どのセキュリティ・レベルまで見えるか選べま

す： 

 レベル 0 のみ－セキュリティ・レベル 0 で

機能するキーのみ見える 

 レベル 1 まで－セキュリティ・レベル 1 で

機能するキーのみ見える 

 レベル 2 まで－セキュリティ・レベル 2 で

機能するキーのみ見える 

 レベル 3 まで－すべてのキーが見える 

 
 

パスワードの編集 
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パスワードの編集ダイアログを開きます。ここでセキュリティ・レ

ベルごとのパスワードを管理できます。 

もしパスワードがまったく定義されていない場合は下記のダイア

ログが表示されます： 

 

まずアスキーまたはキー・パスワードのどちらのパスワード・タイ

プを使うかきめる必要があります。 

アスキー・パスワードは ASCII 文字だけで構成されています。（た

とえば磁気カードまたは iButton のコンテント） 

キー・パスワードはキー・ストローク（PIN コード）で構成されて

います。使われるキーのコンテントは何でもかまいません。 

すべてのパスワードは同じ長さを持たなくてはなりません。これは

パスワードの長さボックスで設定できます： 

 アスキー・パスワードは 1 から 12 文字 

 キー・パスワードは 1 から 8 文字 

設定ボタンをクリックして決定します。（もしパスワード・タイプ

と長さが変更された場合は変更ボタン） 
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セキュリティの一般設定 
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セキュリティ・レベルにログインすると以下の項目が設定できま

す： 

 サクセス・シークェンス・レベル： システムに送られるコン

テント 

 デスティネーション・レイヤー： キーボードがロックされる

レイヤーを指定します。 

 タイムアウト（分）： キーボードのキーが一定時間以上押さ

れることがない場合、自動的にログオフさせます。 (0 はタイム

アウトなし) 

さらに： 

 フェイル・シークェンス： ログオンに失敗したときにこのコ

ンテントが送られます。 

 シークェンスの回復： キーボードがログオフされたときに送

られます。（セキュリティ・レベル 0 に戻る） 

 

パスワードのタイプ／長さを変えたい場合は変更をクリックしま

す。 

注意：パスワードのタイプ／長さを変更すると現在のすべてのパス

ワードが削除されます。 

下記の警告／確認パネルが表示されます： 
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アスキー・パスワード 

アスキー・パスワードは一文字ずつ打ち込む必要があります。 

タブをクリックしてセキュリティ・レベルを選びます。 

レベルタブには３種類のセクションがあります： 

 編集ボックスでパスワードの編集ができます。 

 ボタン：追加、削除、置換 

 リストボックス：すべてのパスワードがリストされます。 

パスワードの追加 

 
パスワードを編集ボックスに打ち込みます。その長さはセキュリテ

ィの一般設定で設定されたものでなくてはなりません。追加をクリ

ックしてそのパスワードをリストに追加します。もし同じパスワー

ドがすでに存在すれば、下記のダイアログが表示されます： 
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もしこのパスワードをこのセキュリティ・レベルに追加したければ、

はじめにそれをすでに存在しているリストから削除しなくてはな

りません。 

パスワードの削除 

パスワード・リストからパスワードを削除するには、そのパスワー

ドをクリックしてから削除ボタンをクリックします。 
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パスワードの変更 

そのパスワードをクリックします。編集ボックスでそのパスワード

を打ち代えて置換ボタンをクリックします。 
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キー・パスワード 

タブをクリックしてセキュリティ・レベルを選びます。 

 レベルタブには３種類のセクションがあります： 

 キー（数はパスワードの長さに一致します）： パスワードの

編集をおこないます。 

 ボタン・パネル： 記録、追加、クリア、削除、プレイ、停止、

置換 

 リストボックス： すべてのパスワードがリストされています。 

新しいパスワードの追加 

記録ボタンをクリックしてから画面上のモジュールのキーをクリ

ックしていきます。 
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モジュールが表示されます： 

 

キーをクリックしていくことでパスワードを指定します。追加ボタ

ンをクリックしてリストに追加します。  

クリアボタンでパスワードを構成するキーをクリアできます。 

キーの指定を終えるときは停止ボタンをクリックします。 

個別にキーを編集できます。パスワードの中の変えたいキーをクリ

ックするとパスワードの中のキーを変更パネルが表示されます： 
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キーコードはコロン(:)で区切られた 2 つのパートから構成されま

す。前のパートは常に M で始まり、モジュールの番号が続きます。

後のパートはそのモジュールの中のキー位置を示します：上記の例

では行（A から H）と列（1 から 16）。つまりキーはモジュール番

号とその中の位置で指定されます。 

もし同じパスワードがすでに存在すれば、下記のダイアログが表示

されます： 

 

もしこのパスワードをこのセキュリティ・レベルに追加したければ、

はじめにそれをすでに存在しているリストから削除しなくてはな

りません。 

パスワードの削除 

削除したいパスワードをパスワード・リストの中から選んでから、

削除ボタンをクリックします。 

パスワードのデモ 

リストからパスワードを選びます。プレイボタンをクリックします。

パスワードのキー・シークェンスが再現されます。 

パスワードの変更 

変更したいパスワードをクリックします。画面上のキーをクリック

して変更を行い、置換ボタンをクリックします。 
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特定のキー・コンビネーションを制限 

 

ユーザーがタイプできるキー・コンビネーションを制限するダイア

ログが開かれます。 

 

 



 ChangeMeの使い方 59 
 
 

各セキュリティ・レベルにおいて入力できない特定のキー・コンビ

ネーションを設定できます。 

重要：キー・コンビネーションとは同時に押されるキーの組み合わ

せを指します。 

このダイアログには４種類のセクションがあります： 

 モディファイヤー： どのモディファイヤー・キーが他のキー

と同時に押されることを無効にするか、チェック・ボックスで

指定できます。 

 コンビネーション： 入力を無効にしたいキーの組み合わせを

ここに入れます。 ボタンをクリックすれば編集ボックスの

中をクリアできます。 

 制限： そのキー・コンビネーションを制限したいセキュリテ

ィ・レベルをこのチェック・ボックスでチェックしてから、追

加ボタンをクリックします。 

 現在制限されているキー・コンビネーション： すでに定義さ

れているキー・コンビネーションを表示します。削除またはす

べてクリアボタンをクリックして、リストから削除できます。. 

 

 例 1：たとえば、Control+A をセキュリティ・レベル 0 と 1 で

無効にしたいときは： 

1 モディファイヤーの Control をチェックします。  

2 コンビネーション・ボックスに A を入力します。  

3 レベル 0 とレベル 1 をチェックします。 

4 追加ボタンをクリックします。 

上記の例では左右どちらの Control キーが押された場合も、 
Control+A は入力不能なシークェンスとなります。 

 例 2：もし RightAlt+E をセキュリティ・レベル 0 と 1 で無効

にしたいときは： 

1 すべてのモディファイヤー・ボックスからチェックを外します。 

2 RightAlt+E をコンビネーション・ボックスに入力します。  

3 レベル 0 とレベル 1 をチェックします。 

4 追加ボタンをクリックします。 
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上記の例では RightAlt+E だけが無効となり、LeftAlt+E は入

力できます。 

重要：Control+Alt+Delete をすべて無効にしたいときはモディ

ファイヤー・ボックスの Control と Alt をともにチェックした上

で、コンビネーション・ボックスに Del を入力します。もし、テ

ンキー部に小数点キーがあれば、これも無効にしなくてはなりませ

ん。（Control+Alt+NumDecimal） 
 

 

セキュリティ・ウィザード 

 

セキュリティ・ウィザードを開きます。これに従ってセキュリテ

ィ・オプションを設定していくことができます。 
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コンテントを設定 

 

マウスのポインターを（キーをセキュリティ・レベル X に設定モ

ードから戻るとき）通常の矢印カーソルに変えます。この状態でキ

ーをクリックすればキー・コンテントの設定が行えます。 

注意：通常はマウスのカーソルはコンテントを設定モードにありま

す。  
 

キーをセキュリティ・レベル 0に設定 

 

キーをセキュリティ・レベル 0 に設定します。 

これらのキーは常に使用できます。 
 

キーをセキュリティ・レベル 1に設定 

 

キーをセキュリティ・レベル 1 に設定します。 

これらのキーはセキュリティ・レベル 0 では無効となりますが、ほ

かのすべてのレベルで使用できます。 
 

キーをセキュリティ・レベル 2に設定 

 

キーをセキュリティ・レベル 2 に設定します。 

これらのキーはセキュリティ・レベル 0と 1では無効となりますが、

レベル 2 と 3 では使用できます。 
 

キーをセキュリティ・レベル 3に設定 
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キーをセキュリティ・レベル 3 に設定します。 

これらのキーはセキュリティ・レベル 3 だけで使用できます。 

 
 

ログオン・キーを設定 

 

ログオン・キーを設定します。このキーを押したあとにはパスワー

ドの入力が行えます。 
 

ログオフ・キーを設定 

 

ログオン・キーを設定します。このキーを押したあとにはセキュリ

ティ・レベル 0 に戻ります。 

 
 

ウィンドウ 

 

タイルですべてのモジュール・ウィンドウを開き、並べます。 
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カスケードでウィンドウを重ねて表示します。 

 

 

モジュール・リストの中のモジュールを選べば、そのモジュール・

ウィンドウが開きます。 

 

 

 

 

 
 

ヘルプ 
ヘルプ・メニューからはサポートへのアクセス、バージョン情報な

どが得られます。 
 
 

ティプロ・ホームページへ 
ティプロ日本総代理店（株）ヘリオスのホームページを開きます。 

http://www.helios.co.jp 
 

ティプロ・サポートへ 
ティプロ本社のサポートページを開きます。 
http://www.tipro.si/download/. 
 

 

http://www.tipro.si/download/
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サポートにメールを送信 
ティプロ本社のサポートにメールを送ります。 

日本国内の顧客は（株）ヘリオスに直接お問い合わせください。
info@helios.co.jp 
 

バージョン情報 

 

プログラム・バージョンが太字で表示されます。その他のプログラ

ム・モジュール（dll、カメレオン・ユーティリティなど）はその下

に表示されます。 

OK ボタンでウィンドウを閉じます。  

 
 

ツールバー・ショートカット 
ツールバー・ショートカット  

 
 

ファイル＞開く  
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ファイル＞保存  

 
 

デスクトップ＞自動検出  

 
 

キーボード＞キーボード・コンテントをア

ップデート  

 
 

キーボード＞アップデートと検証  

 
 

キーボード＞検証  

 
 

ファイル＞ LABELMEで印刷 

 
 

オプション＞基本設定  

 
 

モジュール・コンテクスト・メニュー

（右クリック） 
このメニューはマウスの右ボタンでモジュールのアイコンをクリ

ックすると表示されます。 
 

モジュールをクリア 
このコマンドでモジュールのコンテントをすべてクリアして、すべ

てのキーを初期状態に戻すことができます。 
 

すべて AT/PS2に設定 
すべてのキーにデフォールトの PS/2 コンテントを設定できます。

下記のいずれかの昇順の数字が選べます： 

 A1..H16 
 1..128 
 Physical A1..H16 
 Physical 1..128  
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すべて RS232に設定 
すべてのキーにデフォールトの RS232 コンテントを設定できます。

下記のいずれかの昇順の数字が選べます： 

 A1..H16 
 1..128 
 Physical A1..H16 
 Physical 1..128  
 

 すべて USBに設定 
すべてのキーにデフォールトの USB コンテントを設定できます。

下記のいずれかの昇順の数字が選べます： 

 a1 ... hg 

 
 

デフォールトに設定 
事前設定されたコンテントをモジュールにロードします。 

これは英語 Qwerty 配列モジュールなど事前設定されたコンテント

の存在するモジュールにだけ対応しています。 
 

RS232 OPOS 
このコマンドはすべてのキーを RS232 OPOS デフォールトに設定

します。  

 

 



 ChangeMeの使い方 67 
 
 

利用できるオプションは： 

 全レイヤー すべてのレイヤーに OPOS バリュー

を設定する。 

 レイヤー1 レイヤー1 にだけ OPOS バリューを

設定する。  

 レイヤー2 レイヤー2 にだけ OPOS バリューを

設定する。 

 レイヤー3 レイヤー3 にだけ OPOS バリューを

設定する。 

 レイヤー4 レイヤー4 にだけ OPOS バリューを

設定する。 

タッチ・モジュール (FREE+)があれば、その位置を指定するように

促されることになります。（ChangeMe はこれを検出できないので） 

ドロップダウン・ボックスから位置を選んで、OK ボタンをクリッ

クします。 
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USB OPOS 
このコマンドはすべてのキーを USB OPOS デフォールトに設定し

ます。 
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利用できるオプションは： 

 すべてのレ

イヤー 
すべてのレイヤーに OPOS バリュー

を設定する。 

 レイヤー1 レイヤー1 にだけ OPOS バリューを

設定する。  

 レイヤー2 レイヤー2 にだけ OPOS バリューを

設定する。 

 レイヤー3 レイヤー3 にだけ OPOS バリューを

設定する。 

 レイヤー4 レイヤー4 にだけ OPOS バリューを

設定する。 

タッチ・モジュール (FREE+)があれば、その位置を指定するように

促されることになります。（ChangeMe はこれを検出できないので） 

ドロップダウン・ボックスから位置を選んで、OK ボタンをクリッ

クします。 

 

 
 

テキストをインポート 
テキスト・ファイルからこのモジュールにキー・コンテントをイン

ポートします。 

このテキスト・ファイルは既存のモジュールのキー・コンテントを

エクスポートすることで作成できます。 
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テキストをエクスポート 
モジュールのキー・コンテントをテキスト・ファイルにエクスポー

トします。  

このテキスト・ファイルは既存のモジュールのキー・コンテントを

モジュール全体またはその一部からインポートすることに使えま

す 

 
 

キー・コンテント・メニュー

（右クリック） 
マウスの右クリックでこのメニューが表示されます。 
 

クリア・キー 
キー・コンテントをクリアします。ただキー・サイズは変わりませ

ん。 
 

コンテントを切り取り 
キー・コンテントを切り取ります。このコンテントは他のキーに貼

り付けができます。 

事実上コピーとクリアのコマンドを組み合わせたものです。 
 

コンテントをコピー 
キー・コンテントをコピーします。このコンテントは他のキーに貼

り付けができます。 
 

コンテントを貼り付け 
メモリーにあるキー・コンテントを貼り付けます。現在のコンテン

トは上書きされます。 
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RS232 OPOSキーを作る 
キーのコンテントを対応する RS232 OPO 値に設定します。 

タッチ・モジュール (FREE+)があれば、その位置を指定するように

促されることになります。（ChangeMe はこれを検出できないので） 
 

USB OPOSキーを作る 
キーのコンテントを対応する USB OPOS 値に設定します。 

タッチ・モジュール (FREE+)があれば、その位置を指定するように

促されることになります。（ChangeMe はこれを検出できないので）  
 

デフォールト・コンテントをロード 
テキスト・ファイルからコンテントをロードすることができます。

（現在のキーを左上隅として） 

この機能を利用すれば、たとえばテンキー・パッドをキーボード上

の好きな位置に設定できます。 
 

キー・コンテント・フォーム 
モジュールのキーをクリックするとキー・コンテント・フォームが

開きます。ここでキーの設定を行います。 
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メニュー構造 
サイズ  キー・サイズを決定します。 

機能  キー・タイプを決定します。 

インターフェース  コードを送信するインターフェースを決定します。 

スキャンライン  スキャンラインを管理します。 

コンテント  スペシャル・コンテントを追加します。 

 
 

サイズ 

ツールバーからキー・サイズを選択できます： 

 

またはサイズ・メニューから： 

 

キー形状を選択します： 

 シングル・キー (1 x 1 ) 

 横ダブル・キー (1 x 2) 

 たてダブル・キー (2 x 1) 

 ４倍角キー (2 x 2) 

 カスタム・キー (qwert 部分のカスタム・サイズ・キー) 

 ブラインド・キー (カバー・キー) 

大きなサイズのキーを利用する場合、隣りのキーは使用できません。 
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機能 

キーの機能を設定します。 

ツールバーのタイプから： 

 

または機能メニューから： 

 

以下の機能をキーに設定できます： 

 コンテント・キーにはユーザーの選ぶコンテントを設定できま

す。 

 レイヤーにシフト・キーはそのキーが押されている間だけ特定

のレイヤーにシフトします。同時にほかのキーが押されると、

そのキーの特定のレイヤーのコンテントが出力されます。レイ
ヤーにシフト・キーが放されると、再び以前のレイヤーに復帰

します。 

 レイヤーにロック・キーは特定のレイヤーに移行させます。こ

のキーを放した後もそのレイヤーにとどまります。（CapsLock
キーと同じです） 

 上のレイヤーにロック、下のレイヤーにロックはそれぞれ１段

上と下のレイヤーに移行し、とどまります。 
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インターフェース 

インターフェースはコードがどのようにパソコンに送信されるか

を設定します。使用するコントローラのタイプに応じて選択してく

ださい。 

インターフェース・メニューから： 

 

またはツールバーから： 

 

以下のオプションが選べます： 

 キーボード (PS/2 及び USB) 
 RS232 
 カスタム・コード 

インターフェースを参照 

 
 

スキャンライン 

現在選択されているスキャンラインの編集をここで行います。 

コマンドはツールバーから選ぶこともできます： 
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またはスキャンライン・メニューから： 

 

コンテントの編集には通常の編集コマンドが使用できます：切り取

り、コピー、貼り付け、削除、取り消し 

スキャンライン・メニューからモードとビュー・オプションを設定

できます。詳しくはスキャンライン・オプションをご覧ください。 

注意：これらのコマンドはスキャンラインがアクティブなときだけ

使えます。 
 

コンテント 

現在のスキャンラインにスペシャル・コンテントを追加できます。

コマンドはツールバーから選べます。 

 

またはコンテント・メニューから 

 

ビープ音、短いディレイ (100 ms) または長いディレイ (1 s)を追加で

きます。 

注意：これらのコマンドはスキャンラインがアクティブのときだけ

使用できます。 
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ツール 
キー・コンテントのツールバーには以下のセクションがあります： 

 

 キー・サイズ  キー・ファンクション インターフェース  

 

スペシャル・コンテント  スキャンライン・コンテントの編集  

 

 

 

 
 

スキャンライン 
スキャンラインはキーボードのインプットを補足する特別なツー

ルです。 
 

スキャンライン・コンテクスト・メニュー（右クリ

ック） 

スキャンラインを右クリックするとコンテクスト・メニューが表示

されます。（インターフェースはパソコン・キーボードにセットさ

れてなければなりません。）： 
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ここでは： 

 スペシャル・コンテントの追加、 

 スキャンライン・オプションの設定、 

 コンテント自体の編集ができます。 

 
 

スペシャル・コンテント 

 

ここで現在のスキャンラインにスペシャル・コンテント（ビープ音、

長短のディレイ）を追加できます。 

いくつかのオプションは USB コントローラ専用です。（USB OPOS
及び レイヤーにロック） 

 
 

スキャンライン・オプション 

 

ここでは以下のオプションが選べます： 

 表示タイプ 

 マニュアルまたはスキャン・モード 

キー・コードはコンテント表示（シフト・キーなら LEFTSHIFT、
ｑキーならｑ等）として、または HIDインデックス（シフト・キー

なら/E1 E1\ 、ｑキーなら/14 14\）として表示できます。"/"はメイ

ク・コードでコードの前に表示され、"\"はブレイク・コードでコー

ドの後に表示されます。 

コンテント表示： 
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同じコードを HID インデックスでは： 

 

入力はスキャン・モード（スキャンラインは押されたキーをスキャ

ンします）により、またはテキスト・モードで HID インデックス

による編集で行えます。 

 
 

編集 

ここでスキャンライン・コンテントの編集を行えます： 

 

元に戻すでスキャンラインに入る前のコンテントに回復できます。 

スキャンラインに入るとデフォールトで以前のコンテントは削除

されます。以前のコンテントに追加を選ぶと、以前のコンテントの

終わりに新しいコンテントが追加されます。 

切り取りは選択されたコンテントをクリップボードに移動し、ほか

の場所に貼り付けができるようにします。 

コピーは選択されたコンテントをクリップボードにコピーして、ほ

かの場所に貼り付けができるようにします。 

貼り付けは事前にコピー／切り取りされたコンテントを貼り付け

ます。 

削除は選択されたコンテントを削除します。 

スキャンラインで何も選択されていないときや、コンテントがクリ

ップボードにない場合はいくつかのオプションが使用できなくな

っています。 
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FREE/FREE+構成のすべてのプログラミング方法がこの章で説明

されています。全般的な情報のあと、個別のモジュールについて詳

しく説明されます。高度なテクニックの項目では複数の構成をプロ

グラミングするときに便利な方法が紹介されます。 

この章では 
全般 .................................................................................... 79 
キーボードのプログラミング ........................................ 83 
カメレオンのプログラミング ........................................ 91 
カードリーダのプログラミング .................................... 91 
ID モジュールのプログラミング ................................... 97 
ヘッドセットのプログラミング .................................... 102 
高度なテクニック ............................................................ 104 
ロールオーバー ................................................................ 108 
ファイル・タイプ ............................................................ 111 
 
 

全般 
この章ではモジュール・プログラミングの基礎をカバーします。

（モジュール、キーの選択とコンテントの入れ方） 
 

第 6 章  

プログラミング 
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デスクトップ 
プログラムをスタートすると自動検出機能が接続されている

FREE/FREE+モジュール構成を自動的に表示します。 

 

あるいはオフラインでモジュールの追加またはモジュールの削除

機能を使って、構成を作ることができます。メニューのデスクトッ
プを選びます。 

デスクトップは保存または開くことができます。 

デスクトップが保存されたときは、構成中のモジュールとその位置

が保存されるだけで、キー・コンテントは保存されません。 

 
 

モジュールの選択 
モジュールを選ぶにはそのイメージをマウスでクリックします。そ

のモジュールごとに異なったウィンドウが開きます。各モジュール

のプログラミング方法は以下に説明されます。 
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キーの選択 
キーはマウスでクリックすることで選ぶことができます。 

 

 
 

コンテントの入力 
キー・コンテントの入力を行うには標準キーボードをパソコンに接

続しておく必要があります。標準キーボードは FREE/FREE+経由で

接続することができます。  

PS/2 パススルー・ポートを持たないカメレオンを使用する場合は、

標準キーボードを直接パソコンに接続し、カメレオンは RS232 ケ

ーブルだけ接続すれば OK です。 

 
 

構成の保存 
構成を保存します。この情報は.lay ファイルの形で保存され、あと

で開くことができます。 

 
 

アップデート 
FREE/FREE+モジュール構成を作成したあと、コントローラのメモ

リーをこの新しい構成でアップデートします。ひとたびコントロー

ラがアップデートされると、キーボードは ChangeMe なしで使うこ

とができます。 
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テスト 
作成した構成をキーボードにアップデートします。 

コンテントのテストをするために、メニューバーのツールからふた

つのオプションが選べます：AT-PS/2 と USB 用及び RS232 用。 

AT/PS2 と USB コンテントをテストするにはツール＞テスト・ウィ
ンドウまたはツール＞スキャンラインを選びます。 

コンテントをテストするにはツール＞TTY ターミナルを選びます。 

すべてのモジュールをテストできます。キーボードのキーを押す、

iButton またはカードを挿入する、キーを回すなどを行うと、プロ

グラムされたコンテントがウィンドウ内に表示されます。 
 

キーボードのプログラミング 
キーボードは各４レイヤーまでキー設定を行えます。つまり、ひと

つのキーに最大４段まで異なったコンテントを持たせることがで

きます。（標準キーボードにある Shift-, Control-, Alt- などを使用し

たときと同様に機能します。） 

キーボードのイメージをクリックすると、そのキーボード・レイア

ウトのウィンドウが開きます。 

 

個々のキーをプログラムできます。 
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キーをクリックしてやると、キー・コンテント・ウィンドウが開き

ます。 
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キー・コンテント・ウィンドウに含まれるのは： 
 メイン・メニュー（キー・サイズ、機能、インターフェース、

スキャンラインとコンテント） 

 キー・ツールバー（キー・サイズ、キー・タイプ、インターフ

ェース） 

 コンテント・ツールバー（スペシャル・コンテントと編集コン

テント） 

 スキャンライン（各レイヤーにコンテントを入力） 

このフォームには以下のセクションがあります： 
 コンテント 

このセクションには４段のレイヤーそれぞれにコンテントを定義

するためのスキャンラインがあります。スキャンラインの中でマウ

スの右クリックをすれば、コンテクスト・メニューから追加コマン

ドと設定にアクセスできます。 

 ラベル 

各キーはレイヤーごとにラベルをつけられます。 

このラベルは印刷可能です。 

 クリック 

キーが押されたときのサウンドをオン・オフします。 

 オートリピート 

これがチェックされていると、キーが押されている間はコンテント

を出力しつづけます。 

オフになっていると、コンテントは一回だけ出力されます。 

 クリア・ボタン    

クリア・ボタンをクリックすればそのレイヤーのコンテントはクリ

アされます。（Delete キーを押しても、それはそのまま記録され

るだけで、レイヤーはクリアされません） 

 ラベル表示／非表示ボタン    

このボタンをクリックすればラベルの表示／非表示を選べます。 

キー・コンテント・フォームを参照。 
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コンテント・キー 
最大４レイヤーまで設定できます。（レイヤー数は基本設定で設定

できます）コンテントは： 

 ストリング（一連のキー・プレス） 

 キー・プレスのコンビネーション 

 スペシャル・ファンクション（ビープ音、ディレイ） 

 上記の組み合わせ 

 

 
 

数字 

お好きな数字を入れられます。 

テンキー部分の数字は qwerty 上部の数字とは異なるコンテントで

すので、ご注意ください。 

 

 
 

ストリング 
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ストリングは文字は黒でスペース・バーは青色で表示されます。 

 
 

スペシャル・ファンクション・キー 

（インターフェースが標準キーボード（PS/2 または USB）に設定

されている場合のみ） 

スペシャル・ファンクション・コンテントは青色で表示されます。 

どのスペシャル・キーでも押せばこのコンテントが記録されます。 

 

 
 

上記の組み合わせ 

 

上記のすべてを組み合わせて入力できるほかに、ディレイを挿入す

ることもできます。（上記の例ではワン・キーでメモ帳を開けま

す。） 

 
 

 



88 ChangeMeの使い方 
 

レイヤー・キー 
これはツールバーのキー・タイプメニューから選ぶことができま

す： 

 

または機能メニューから： 

 

 レイヤーにシフトは標準キーボードの Shift, Control，Alt
と同様に機能します。押している間だけそのレイヤーに移行し

ます。 

 レイヤーにロックは CapsLock と同様に機能します。 

 上のレイヤーにロック，下のレイヤーにロックはひとつ上また

は下のレイヤーに移行させます。 

機能を参照 
 

サイズ 
キー・サイズはツールバーから決められます： 
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またはサイズ・メニューから： 

 

ダブル・キーや４倍角キーがあれば，それもプログラムしなくては

なりません。使われるキーの中で左上のキーにサイズを設定しなく

てはなりません。 

使えるサイズは： 

 シングル  1 x 1  

 横ダブル 2 x 1  

 縦ダブル 1 x 2  

 ４倍角 2 x 2  

 

組み合わせて使われるキーはコンテントが空でなくてはなりま

せん。 

ブラインドを設定するとそのキーを使用不能にできます。 

 
 

インターフェース 

 

接続可能なインターフェースのリストです。詳しくは下記の各セク

ションを参照してください。 

いくつかのモジュールはすべてのインターフェースに対応してい

ません。 
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PC キーボード(PS/2 と USB)－デフォールト 

コンテントはキーを押すことで通常のスキャンコードとして捉え

られます。また，A, F11, Ctrl+A などのキー・コンビネーショ

ンも入れられます。 

スキャンラインがアクティブのときは黄色に表示されます： 

 

アクティブでないときは白色です： 

 

すべてのコードを捉えることができます。 

 
 

ASCII(PS/2 と USB) ：キーボードは除く 

コンテントは文字と ASCII コードとして入力されます。 

文字を入力するには対応するキー(A, B,…)を押すか，ASCII コード

（10 進法または 16 進法）で入力します。後者はコード間を必ずパ

イプ・キャラクター("|")で区切らなければなりません。 

 

 
 

RS232 

ASCII (PS/2 と USB) と同じですが，コンテントは RS232 -COM-経
由で送られます。 

コンテントは文字と ASCII コードとして入力されます。 

文字を入力するには対応するキー(A, B,…)を押すか，ASCII コード

（10 進法または 16 進法）で入力します。後者はコード間を必ずパ

イプ・キャラクター("|")で区切らなければなりません。 
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カスタム・コード 

コンテントはコードとして入力され，キーボードからシステムに送

られます。 

注意：システム・アーキテクチャと通信プロトコルに詳しい方にの

みこのオプションはお勧めします。 

 

 
 

OPOS RS232：キーボードは除く 

OPOS デフォールトを送信します。 

 
 

カメレオンのプログラミング 
カメレオン・マニュアルをご参照ください。 

 
 

カードリーダのプログラミング 
カードリーダには磁気カードとバーコードの 2 種類があります。 
 

磁気カードリーダ 
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カードリーダのアイコンをクリックすると，次のウィンドウが表示

されます。カードリーダの種類によって使用できないトラックもあ

ります。 

 
 

トラック 

すべてのアクティブなトラックが表示されます。使用しないトラッ

クがあれば，チェックを外します。 

カードリーダ・アイコンの３つのドットがどのトラックが使用可能

かを示します。 

たとえば、TM-RJA はトラック 2 のみが読めます。 
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ヘッダとターミネータ 

トラックのコンテントの前後にヘッダとターミネータとしてコー

ドを挿入することができます。 

トラックごとにシステムに送信： 

ヘッダ トラック・コンテント ターミネータ 

ヘッダとターミネータのコンテントはキーロックの場合と同じに

できます。 

 
 

スペシャル・コード 

以下のようなスペシャル・コードがすでにプログラムされています

が，変更することが可能です。 
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読み取り成功の場合ビープ音が 1 回，失敗の場合 3 回鳴ります。 

カードのコンテントのセパレータ・コードも変更することができま

す。 

 

インターフェース，ヘッド／ターミネータ・タイプ 

ヘッダ，ターミネータ，コンテントのインターフェースをドロップ

ダウン・メニューから選びます。 

各インターフェースについてはインターフェースを参照してくだ

さい。 
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バーコード・リーダ 
この構成はバーコード・スロットリーダ及び RS232 パススルー・

ポート（たとえばバーコード・スキャナ・インプット）に対応しま

す。 

 

 

カードリーダのアイコンをクリックすると次のウィンドウが開き

ます。 
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スタート／エンド・コード 

.トラックのコンテントが送信される前（スタート・コード）と後

（エンド・コード）にコードを追加できます。 

 

読み取り成功： サクセス・

コード 
スタート・

コード 
バーコード・

データ 
エンド・

コード 

読み取り失敗： フェイル・

コード 
   

サクセス／フェイル・コード：読み取り成功と失敗の時の送信コー

ドは変更できます。 

，長短のディレイを追加するには，スキャンラインをマウスで右ク

リックしてスペシャル・コンテントから選びます。 

 
 

インターフェース 

サクセス／フェイル・コードとスタート／エンド・コードのインタ

ーフェースは独立して設定できます。 

詳しくはインターフェースを参照してください。 
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BCR プロパティ 

タブ 2－バイト 1, 2, 3 (インターフェース) とタブ 3－バイト 4-11 (プ
リフィクスとサフィクス) 

ここで接続されたバーコード・リーダのパラメータを設定できます。 

何種類かのパラメータはすでにプログラムされています。 

 

 
 

 ID モジュールのプログラミング 
ID モジュールには何種類かあります。いずれも各 2 個のプログラ

マブル・キーを持っています。このキーはキーボード上のキー同様

にプログラムすることができます。（キーボードのプログラミング

参照） 
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キーロック 

 

すべてのキー・ポジションにコンテントとレイヤーにロックが設定

できます。  

レイヤーにロックを選ぶには ボタンをクリックします。 

 

 



 ChangeMeの使い方 99 
 
 

コンテントをクリアするには ボタンをクリックします；レイヤ

ーにロックをクリアするには ボタンをクリックしてコンテント
のみを選びます。 

モジュール構成に USB コントローラがあれば，セキュリティ機能

も同時に設定できます。詳しくはセキュリティ機能を参照してくだ

さい。 

インターフェースはパソコンとの接続により，PS2、USB、RS232
が選べます。詳しくはインターフェースを参照してください。 

ビープ音やディレイなどのスペシャル・コンテントを追加するには

スキャンラインを右クリックしてください。コンテクスト・メニュ

ーが開きます。 
 

iButton 

 

ビープ音やディレイなどのスペシャル・コンテントを追加するには

スキャンラインを右クリックしてください。詳しくはビープ音とデ

ィレイを参照して下さい。 

ボタンをクリックするとレイヤーにロック，ログオン／ログオ
フ・シークェンスなどを設定できます。 
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iButton が挿入／抜き取りされたとき，キーボードを特定のレイヤ

ーにロックすることができます。 

モジュール構成に USB コントローラがあれば，セキュリティ機能

も同時に設定できます。詳しくはセキュリティ機能を参照してくだ

さい。 

 
 

コンテント 

iButton のコンテントは挿入時ヘッダと挿入時ターミネータにより

前後を挟まれて送信されます。 

 IButton 挿入時 IButton 抜き取り時 

システ

ムへの

送信： 

挿入時 

ヘッダ 

ID 

ナンバー 

挿入時 

ターミネータ 

抜き取り時 

ヘッダ 

抜き取り時 

ターミネータ 

iButton が抜き取られたときは抜き取り時ヘッダと抜き取り時ター

ミネータだけが送信されます。コードを送信後に特定のレイヤーに

ロックするには、抜き取り時ヘッダにそのコード送信を設定し，抜

き取り時ターミネータにレイヤーにロックを設定します。 
 

インターフェース 

ヘッダ，ターミネータ，コンテント送信のインターフェースを選択

します。 

詳しくはインターフェースを参照してください。 

 
 

iButton モードの設定 

特別な条件のときだけこの設定を変更する必要があります。たとえ

ば，取り外し時ヘッダを送信させないようにするなど。 
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RFID 

 

RFID には以下のような設定が可能です： 

 読み取り成功コードは RFID タグがうまく読み取られたときに

送信されます。デフォールトではビープ音になっています。 

 読み取り失敗コードは RFID タグがうまく読み取られなかった

ときに送信されます。デフォールトではビープ音３回になって

います。 

 ヘッダは RFID ナンバーが送信される前に送られます。 

 ターミネータは RFID ナンバーが送信された後に送られます。 

 インターフェースは RFID モジュールのインターフェースの設

定を行います。ヘッダ，ナンバー，ターミネータが送信される

経路です。詳しくはインターフェース・タイプを参照してくだ

さい。 

RFID タグのコンテントはヘッダの後で送信され，その後にターミ

ネータが送信されます。 

 RFID タグ・読み取り成功 

システムへ

の送信： 
ヘッダ ID ナンバー ターミネータ 
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ハンドセットのプログラミング 
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ハンドセット・フォームでは以下の設定が行えます： 

 押して話す：押すはハンドセットのキーが押されたときに送信

されます。 

 押して話す：離すはハンドセットのキーが離されたときに送信

されます。 

 フック・スイッチ－着信待ちはハンドセットがベースに戻され

たときに送信されます。 

 フック・スイッチ－通話中はハンドセットがベースから取り上

げられたときに送信されます。 

LED タブ 

 

ハンドセット・モジュールには２個の LED があります。その発光

色は上記の設定にあわせて変更することができます。マウスのカー

ソルをサークルの上に動かすと現れるパレットから色を選びます。

変化なしは文字通り色が変化しないことで，直前の色が継続します。 

取得をクリックすると接続されているハンドセット・モジュールの

LED 設定内容を再現します。 

設定をクリックして，接続されたハンドセットに発光色を設定しま

す。 

詳細タブ 

詳細タブはデバッグ時専用です。 
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高度なテクニック 

テキストをインポート 
あるモジュールから他のモジュールにコンテントをコピーするに

はテキストをインポート機能を使います。 

キー・コンテントをインポートしたいモジュールのアイコンを右ク

リックして、テキストをインポートを選びます。 

異なったモジュール構成に同一のモジュールがあるときにこのコ

マンドが使えます。 

まずあるモジュールをプログラムしてから、そのキー・コンテント

をエクスポートします。 

次にその保存されたコンテントを新しいモジュール構成にインポ

ートします。 

インポートされたコンテント・ファイルがインポートする側のモジ

ュールとサイズが異なる場合、以下のいずれかの事態が起こりま

す： 

 インポートされたファイルが現在のモジュールより大きい場

合：現在のモジュールのサイズより大きな部分のキーは無視さ

れてインポートされません。 

 インポートされたファイルが現在のモジュールより小さい場

合：すべてのキーがインポートされ、残りのキーはクリアされ

ます。 

インポートは常にモジュールの左上隅から始められます。 

それ以外の位置からインポートを始めたい時は、デフォールト・コ

ンテントの項を参照してください。 

"Predefined"フォルダには、テンキー・パッドをもつ"numpad.mtx"
などのいくつかのコンテント・ファイルが用意されています。 
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テキストをエクスポート 
ほかのモジュール構成で再利用したいキー・コンテントをエクスポ

ートできます。一度エクスポートされたテキストはあとでインポー

トができます。 

 エクスポートするには： 
1 エクスポートしたいモジュールのキーをプログラムします。 

2 エクスポートしたいモジュールのアイコンを右クリックして、

テキストをエクスポートを選びます。 

3 作成されたファイルのフォーマットは以下で説明されます。 

 
 

デフォールト・コンテント 
特定位置のキーからインポートを開始することができます。そのキ

ーを右クリックしてデフォールト・コンテントをロードを選びます。 

すでに保存されているコンテントのファイルを選びます。これは事

前にエクスポートしたファイルでも結構です。 

エクスポート・ファイルが作成されたモジュールに含まれていたよ

りも少ないキーをインポートするには、ファイルを編集する必要が

あります。 

テキスト・エディターで拡張子.mtx のファイルを開き、インポート

したくないキーを削除します。 

ファイル・フォーマットは下記を参照してください。 
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テキスト・ファイル・フォーマット 
エクスポートされたキー・コンテントは MID/FREE エクスポート・

テキスト・ファイル形式(.mtx)で保存されます。このフォーマット

はキー・コンテントのエクスポートとインポートのみならず、固定

キー（たとえば QWERTY 配列モジュール）の内容を読むためにも

使われます。 

以下にエクスポート・テキスト・ファイルの例を示します： 
A1/S/CT/A++++/C++++/F++--/~1~{F1}~~~!~1~~~ 
A2/S/CT/A++++/C++++/F++--/~2~{F2}~~~@~2~~~ 
A3/S/CT/A++++/C++++/F++--/~3~{F3}~~~#~3~~~ 
A4/S/CT/A++++/C++++/F++--/~4~{F4}~~~$~4~~~ 
A5/S/CT/A++++/C++++/F++--/~5~{F5}~~~%~5~~~ 

すべてのラインはキー・コンテントを定義しています： 

A1 ：キーの位置（左上のキー） 

S   ：シングル・キー（C = カスタム・キー、 Q = ４倍角キーなど） 

CT ：コンテント・キー (S2 = レイヤー2 にシフトなど) 

A++++：オートリピートはすべてのレイヤーで利用できます。 

C++++ ：キー・クリックはすべてのレイヤーで利用できます。 

F++-- ：レイヤー１と 2 は固定、3 と 4 はプログラマブルです。 

~1~{F1}~~~ :~で区切られた 4 個のコンテント 

コンテント 1 は文字 1 です。 

コンテント 2 はキーF1 です。 

コンテント 3 と 4 はブランクです。 

***すべてのコンテントは US English レイアウトで表現され、イン

ポートのときに翻訳されます。 

~!~1~~~ : ~で区切られた 4 個のラベル。 

ラベル 1 は文字!です。 

ラベル 2 は文字 1 です。 

ラベル 3 と 4 はブランクです。 
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キーボードからコンテントをロードする 
アップロードを使ってすでにプログラムされているモジュール構

成を取得できます。 

 

モジュール情報 
メニューのキーボード＞モジュール情報で接続されているモジュ

ール構成の内容が表示されます。 

 

モジュールのバージョンでコントローラ（マスター・モジュール）

のバージョンとほかのモジュールが表示されます。 

ID とモジュール名が一覧表示されます。 

Free: リストは： 

 メモリの残量（バイト表示） 

 ほかのモジュールを接続したときに追加できるキー数。 

 現在の構成に追加できるモジュール数。 
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ロールオーバー 

ロールオーバーとは 
時として、3 個以上のキーが同時に押されたときに、コントローラ

が４番目のキーも同時に押されたと誤認することが起き得ます。こ

れがゴースト・キーと呼ばれるもので、こうした現象をロールオー

バーといいます。キーボードはこのときどのキーが実際に押された

のか（４個のキーのうちどの３個が押されたか、または４個すべて

が押されたか）判別できませんので、不正な入力として処理してし

まいます。コントローラはビープ音で警告し、システムにコードを

送信しません。 

 
 

なぜ起きるのか 
マトリクス・キーボードの構造に原因があります。 

各キーのターミナルはそれぞれプロセッサに接続されています。あ

るキーが押されると、プロセッサはふたつのシグナルを同時に受け

ます。 

下図のように、プロセッサの同じポートに接続している 3 個のキー

が同時に押されたときの状況が起きるとします。するとプロセッサ

には 4 番目のキーが同様に押された（破線で示す）として認識され

ます。 
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キーボードの構造上、大型サイズのキー（ダブル・キーや４倍角キ

ー）を押すと、複数のキーを同時に押すことになります。 

マトリクス・モジュールは大型サイズのキーによってロールオーバ

ーが起きないように設計されています。４倍角キーはどの位置にも

設定できるようになっています。 

ロールオーバーが起きてしまう唯一のケースは、大型サイズのキー

がほかのキー（通常レイヤーにシフト・キー）と組み合わされた場

合です。 

ChangeMe はそうした状況を感知して警告します。 

ロールオーバーが起きていないときにのみ、データをキーボードに

ダウンロードできます。 
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どのように対処するか 
ChangeMe はレイアウト・ファイルをアップデートする時点で、ロ

ールオーバーが起きたことを警告します。この際、問題のあるキー

を赤く表示しています。 

 

 

ロールオーバーの一例： 

 

 

A1 はコンテントのある４倍角キーで、C2 はレイヤーにシフト・キ

ーとしてプログラムされています。 

これらの二つのキーが同時に押されるとロールオーバーが起きま

す。 

ロールオーバーを解決するには 3 つの方法があります： 

 4 倍角キーの位置を変える。 

 レイヤーにシフト・キーの位置を変える。 

 4 倍角キーのサイズを変える。 
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ファイル・タイプ 
ChangeMe で使われるファイルのタイプと簡単な説明 

.lay Lay ファイルにはキーボードのコンテントと設定のすべて

が含まれています。ChangeMe はこのファイルからモジュ

ール構成のすべての内容を知ることができます。 

.cov CovファイルにはMID専用印刷ユーティリティ（ではない）

に必要なデータ（色、テキスト、フォントなど）が含まれ

ています。 

.bin Bin ファイルはキーボードにダウンロードされるバイナリ

ー・ファイルです。バッチ・ダウンロードのときだけに使

われます。 

.txb Txb ファイルはキーボードのコンテントと設定をすべて含

む xml ファイルです。Libero ユーティリティを使ってモジ

ュール構成をアップデートするときに使われます。 
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ChangeMe はキートップ印刷ユーティリティ LabelMe を用意してい

ます。 
 

FREE/FREE+シリーズ及び

MID シリーズ 
FREE/FREE+シリーズ及び MID シリーズ・キーボードでは、キート

ップの透明カバーの下にセットできるラベルを印刷するのに

LabelMe を使います。 

このユーティリティのマニュアル（LabelMe 使用説明書）は別途あ

りますので、詳しくはそちらを参照してください。 

LabelMe は専用プリカット・ペーパーにも普通紙にも印刷できます

（注意：日本ではプリカット・ペーパーは用意されません）。ラベ

ルは ChangeMe からインポート（ファイル＞LabelMe で印刷）する

ことも、まったく新規のファイルとしてラベルを作成することもで

きます。 

インポートされたラベルは編集可能で、ビットマップ画像も追加で

きます。 

第 7 章  

印刷 
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USB コントローラを装備したキーボードではセキュリティ機能を

使うことができます。 
 

第 8 章  

セキュリティ 
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イントロダクション 

セキュリティ 

セキュリティ機能には以下のようなものがあります： 

 ユーザーのキーボードへのアクセスを制限できます。いくつか

のキーを使用不能にすることができます。 

 特定のキー・コンビネーション、例えば Control+Alt+Delete
を使用不能にすることができます。 

セキュリティ・レベル 

モジュール構成は 4 段階までのセキュリティ・レベルを設定するこ

とができます。 

セキュリティ・レベルはどのキーが使用可能かを示します： 

 もしあるキーがセキュリティ・レベル 0 に設定されていた場合、

そのキーはいつでも（どのセキュリティ・レベルでも）使用可

能です。 

 もしあるキーがセキュリティ・レベル 1 に設定されていた場合、

そのキーはセキュリティ・レベル 0 では使用できませんが、そ

れ以外の 3 レベルでは使用可能です。 

 もしあるキーがセキュリティ・レベル 2 に設定されていた場合、

そのキーはセキュリティ・レベル 0と 1では使用できませんが、

レベル 2 と 3 では使用可能です。 

 もしあるキーがセキュリティ・レベル 3 に設定されていた場合、

そのキーはレベル 3 以外では使用できません。 

注意：レイヤーとセキュリティ・レベルは別の概念です。混同しな

いでください。ひとつのキーには 4 段までのレイヤーを設定するこ

とができます。セキュリティ・レベルは 4 レベルのうちのどれかひ

とつのレベルに設定できます。 

セキュリティ＞キーをセキュリティ・レベルに設定の項目を参照し

てください。 

ログオン 

ログオン・キーを押してからパスワードを打ち込みます。 

ログオフ 

ログオフ・シークェンスをプログラムしたキーを押します。 
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セキュリティ・ウィザード 
簡単にセキュリティ機能を設定する方法があります。セキュリテ

ィ・ウィザードを使えば、ステップを追って設定ができます： 

1 ログオンするのに使うモジュールを選びます。（キーボード、

iButton またはキーロック） 

2 キーボードを選んだ場合、パスワードの長さを決めなくてはな

りません。 

3 セキュリティ・レベルごとにパスワードを設定します 

4 ログオン・ログオフがキーボードで行われる場合、ログオン・

キーとログオフ・キーを設定する必要があります。 

5 各セキュリティ・レベルで使用可能なキーを設定します。 

セキュリティ・レベルごとに制限できる特定のキー・コンビネーシ

ョンを設定することもできます。メニューからセキュリティ＞特定
のキー・コンビネーションを制限を選びます。 
 

高度なテクニック 
一番楽にセキュリティ設定を行うにはセキュリティ・ウィザードを

使います。 

以下ではセキュリティ・オプションを設定する高度なテクニックを

紹介します 
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キー・モジュール 

A. パスワードの設定 

すべてのパスワードは長さをそろえる必要があります。 

パスワード・タイプの詳細と設定方法はパスワードの編集の項目を

参照してください。 

B. ログオン・キーとログオフ・キーの設定 

ログオンするにはログオン・キーを使います：このキーが押される

とキーボードはパスワードの入力に備えます。 

ログオフ・キーはセキュリティ・レベル 0 に戻るために使います。 

セキュリティ＞ログオン・キーを設定を参照してください。 

 

 
 

iButton 
iButtonモジュールでセキュリティ機能を設定することもできます。

iButton をセットすることでログオンし、取り外すことでログオフ

できます。以下にその方法を説明します。 

A. iButton モジュールの設定 
1 iButton モジュールのイメージをクリックして iButton ウィンド

ウを開きます。 

2 アイコンをクリックしてログオン・シークェンスを挿入時ヘ

ッダに設定します。 

3 アイコンをクリックしてログオフ・シークェンスを抜き取り

時ヘッダに設定します。 
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注意：インターフェース／コンテント・タイプは PC キーボード・

コンテント (PS/2 と USB)に設定しておくことが必要です。 

 

B. パスワードの追加 

 iButton はひとつごとに独自のコードを持っています。このコード

は 12 桁の 16 進法フォーマットからなります。したがって、パスワ

ード・タイプはアスキーに、パスワードの長さは 12 に設定する必

要があります。そして各セキュリティ・レベルごとにパスワードを

追加していきます。詳しくはセキュリティ＞パスワードの編集を参

照してください。 

 
 

キーロック 
キーロック・モジュールもログインに使うことができます。 

A. パスワード・タイプと長さの設定 
1 パスワードの編集ダイアログを開く。 

2 もしすでにパスワード・タイプと長さが設定されている場合は、

変更ボタンをクリックして編集ボックスを開きます。 

3 .パスワード・タイプをキー・パスワードに設定します。 

4 パスワードの長さを 1 に設定します。 
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B. キーロックの各ポジションにセキュリティ・レベルを設定

する 

ボタンをクリックしてキーロックの各ポジションにセキュリテ

ィ・レベル設定することができます。 

注意：インターフェース／コンテント・タイプは必ず PC キーボー

ド（PS/2 と USB）に設定してください。 

 

セキュリティ・レベル 0 に戻るコマンドは事実上ログオフ・シーク

ェンスです。 

もし下記のような警告パネルが表示されたときは、パスワード・タ

イプと長さを設定しなくてはなりません。 
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プログラムの動作の基本設定を変更することができます。 

ビジュアル的なものでは、ツールボタン名やキー・プレビューなど

の設定があります。 

ほかにはプログラムによるインプットの解釈の仕方やデフォール

ト設定を変更できます。 

接続されたモジュール構成とパソコンの間の接続方法についても

変更できます。 

この章では 
ビジュアル ........................................................................ 121 
インプット ........................................................................ 121 
デフォールト .................................................................... 122 
接続ポート ........................................................................ 122 
 
 

ビジュアル 
メニューからオプション＞基本設定＞CHANGEMEを選ぶと二つのビ

ジュアル・オプションが選べます： 

 キー・プレビューを見せる 

 ツールボタン名を見せる 
 

インプット 
最初にインプットについて設定すべきは、お使いになっている標準

キーボードの正しい国別レイアウトです。これはオプション＞基本

設定＞キーボード設定から選ぶことができます。 

 
 

第 9 章  
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デフォールト 
オプション＞基本設定＞キーボード設定でレイヤーを何段まで設

定するか決められます。最大４段までです。 

オプション＞基本設定＞詳細設定でクリック音のデフォールトを

選べます。 

 
 

接続ポート 
オプション＞接続ポートでプログラミング・インターフェースを

USB、PS/2 、または RS232 から選ぶことができます。 

このポートは接続されたモジュール構成をプログラムするときに

使われます。キーが押されたとき使われるインターフェース破婚テ

ント・ダイアログで設定できます。（インターフェース参照） 

ChangeMe が起動したときに、接続されたモジュール構成を最初に

探しに行くポートがデフォールト・ポートです。これはオプション

＞基本設定＞ChangeMe から設定できます。 

キーボードが RS 232 コンテンツを送信するボードレートはオプシ

ョン＞基本設定＞キーボード設定から設定できます。 

このメニューからはインターバイト・ディレイも設定できます。こ

れはシステムに送られる各バイト間のディレイです。 
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いくつかの特別な機能がここでは説明されます。 

問題解決のヒントは FAQ（よくある質問）セクションを参照して

ください。 

この章では 
スペシャル・コンテントのプログラム ........................ 123 
国別レイアウトの変更 .................................................... 126 
クリックとオートリピート ............................................ 126 
COM ポート経由のプログラム ...................................... 127 
ショートカット・キーのプログラム ............................ 127 
 
 

スペシャル・コンテント

のプログラム 
この章ではビープ音やディレイのようなスペシャル・コンテントと

多段レイヤー・キーのプログラムについて説明します。 
 

多段レイヤー・キー 
各キーには４段までのレイヤーにコンテントを設定できます。キー

ボードがどのレイヤーにあるかで（LED により L1 から L4 まで表

示されます）、異なったコンテントをシステムに送ることができま

す。 

異なったレイヤーにアクセスするためには、少なくともひとつのキ

ーをレイヤー変更キーとして設定する必要があります。 

これはツールバーから行えます： 

 

第 1 0 章  

特別な機能 
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または機能メニューから： 

 

レイヤーにシフト・キーは標準キーボードの SHIFT キーと同様の

働きをします；このキーを押したままコンテント・キーを押さなく

てはなりません。 

レイヤーにロック・キーは CapsLock キーと同様の働きをします；

一度押すと、ほかのレイヤーにロック・キーを押すまでキーボード

はそのレイヤーに固定されます。 

注意：あるレイヤーにロックされた状態でレイヤーにシフト・キー

を押すと、そのレイヤーに移動します。実際、デフォールトではキ

ーボードはレイヤー1 にロックされています。 

異なったレイヤーにアクセスができます。 
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プログラム完了後、このキーが押されると jump という一連の文字

がシステムに送信されます。 

レイヤー2 にシフト・キーを同時に押すとこのキーからは F7 がシ

ステムに送信されます。 

この同じキーをレイヤー4 にロック・キーを押したあとに押すと、

Alt-V を送信し、その 100ms（ミリ秒）後に P と Enter を送信し

ます。 

 
 

ビープ音とディレイ 
スキャンラインをマウスで右クリックすることにより、ビープとデ

ィレイをプログラムできます。コンテクスト・メニューを開くと： 

 

ここでビープと長短のディレイが選べます。 

注意：送信成功／失敗のビープを設定するには、インターフェース

は PC キーボード・コンテント(PS2 と USB)にしておかなければな

りません。 
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国別レイアウトの変更 
メニューのオプション＞基本設定＞キーボード設定でキーボード

の国別レイアウトを変更できます。 

ChangeMe 日本語版では JAPAN レイアウト（日本語 104 タイプ）が

デフォールト設定になっています。 

キーボードは IBM コードを送信するようになっていますから、異

なったレイアウトでは異なったコンテントが送信されます。 

US レイアウトのキーボードの"y"が押されると、ドイツ語レイアウ

ト上では"z"が送信されます。つまり、US レイアウトで"y"を送信す

るようにプログラムされたキーは、ドイツ語レイアウト上では実際

には"z"を送信します。 
 

クリックとオートリピート 

 

クリックのボックスにチェックを入れると、そのキーが押されたと

きにクリック音がします。 

デフォールト設定はメニューのオプション＞基本設定＞詳細設定

から変更できます。 

オートリピートはあるキーが押し続けられたときにコンテントを

繰り返し送信します。 
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COM ポート経由のプログラミング 
PS/2 経由ではなく RS232 経由でティプロのモジュールと接続した

い場合には、以下の設定を変更する必要があります： 

メニューのオプション＞接続ポートからケーブルの接続されてい

るポートを選びます。 

ウィンドウ右下のステータス・バーに現在選択されているインター

フェースが表示されます。（この部分をダブル・クリックすること

でもインターフェースの変更が行えます） 

 

注意：PS/2 プラグも電源供給のために必要ですので、接続したまま

にしておいてください 

 

 
 

プログラムのショートカット 
1 ショートカット・キーを設定したいプログラムのアイコンの上

でマウスの右クリックを押します。 

2 プロパティ（R）を選びます。 
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3 ショートカット・タブのなかにショートカットキーというフィ

ールドがあります。ここをクリックして好みのキー・コンビネ

ーションを打ち込みます。（たとえばメモ帳に Ctrl+Alt+N） 

 
4 OK ボタンをクリックします。 

5 ChangeMe を起動します。 

6 接続されているモジュールが自動検出されます。 

7 ショートカットを設定したいキーをクリックします。 

8 キー・コンテント・ウィンドウが表示されます。 

9 レイヤー1 のコンテントを同じキー・コンビネーションに設定

します。（下図参照） 

 
10 OK ボタンをクリックします。 

11 アップデート・ボタンをクリックしてキーボードに新たなコン

テントをダウンロードします。 
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12 ChangeMe を終了して、設定したキーを押してみます。メモ帳が

起動するはずです。  

 
 

これには二つの設定方法があります。 

ひとつはウィンドウズ・ショートカットを使う方法です。Win+E
などでエクスプローラーを開きます。ショートカット・キーを参照

してください。 

もうひとつの方法はウィンドウズ・ショートカットでプログラムを

起動して(Win+R)、パスを指定した上で enter をいれます。 

注意：起動にタイムラグがある場合は、Win+R とパス指定の間に

ディレイを挿入する必要があります。 

例： 

ChangeMe をひとつのキーで起動します： 

Win+R でファイル名を指定して実行を起動し、

C:\Tipro\MID450\ChangeMe.exe と打ち込んでから Enter キ

ーを押します。  
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この章では 
FREE/FREE+と OS ........................................................... 131 
キーに ASCII 値をマッピングできるか？ .................... 131 
Caps Lock キーをティプロ・キーボードでは'OFF'、 
もう一台のキーボードでは'ON'と設定できるか？ ..... 132 
キーボードの機能をオンラインで変更することは可能か？ 
 ............................................................................................ 132 
MID と FREE モジュールの寿命は？ ............................ 133 
磁気カードリーダのデータ読み込みが速過ぎます： 
文字間ディレイを挿入できますか？ ............................ 133 
ひとつのキーにコンテントとレイヤーロックを同時に 
設定できますか？ ............................................................ 134 
 
 

FREE/FREE+と OS 
ティプロ・キーボードをプログラムするためにはウィンドウズ

OS(98, NT, 2000, ME, XP)が必要ですが、一度プログラムされたキー

ボードは IBM 標準キーボードをサポートするほかの OS(Unix, 
Linux, OS/2, Mac OS...)でも使用できます。 

 
 

キーに ASCII 値をマッピング

できるか？  
ALT キーを押してから ASCII 値をテンキーから入力します。 
例：あるキーに温度記号(°)を設定します。ChangeMe で設定したい

キーを選んで、ALT+2+4+8 と入力します。 

注意：テンキーの数字を押さなくてはなりません。ChangeMe はキ

ー・シークェンスを認識し、OS はそれを温度記号に変換します。 
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Caps Lock キーをティプロ・

キーボードでは'OFF'、もう

一台のキーボードでは'ON'
と設定できるか？ 

できません。なぜならキーボードはパソコン側から要求されたとき

のみ LED インディケータを点灯させるからです。インディケータ

は PC 側の支配で、キーボード側はそれが'ON'か'OFF'かを知りませ

ん。A, CapsLock, A とキーを押したときに何が起きるかを見てみま

しょう。 

キーを押したとき、パソコンは'A'というコードを受けて'a'と表示し

ます。 

次に Caps Lock を押すと、パソコンはそのコードを受けて Caps Lock
が'ON であると認識して、キーボードに対して LED を'ON'にするよ

う要求します。 

再び'A'を押すと、パソコンは以前と同じコードを受けますが、Caps 
Lock が'ON'であると知っているので、'A'と表示します。 

 
 

キーボードの機能をオンラインで

変更することは可能か？ 
できません。その理由は： 

構成内容を変更することはキー・ラベルの変更も意味します。これ

は毎日行えることではありません。 

キーボード自体よりアプリケーションを変更するほうが楽です。た

とえばレストランで、月曜はメニュー1＝ビーフ、火曜はメニュー1
＝チキンだとすれば、キーボードを変更するよりメニュー1 のキー

を設定した上で、ソフト上でそれを日々のメニューに変換するほう

が楽です。 
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 MID と FREE モジュールの寿命は？ 
平均故障発生時間(MTBF)は 8 万時間です。（24 時間連続稼動させ

ても 9 年間以上です） 

 
 

磁気カードリーダのデータ読み込みが

速すぎます：文字間ディレイを挿入で

きますか？ 
データ送信速度はオプション＞基本設定＞キーボード設定の中の

インターバイト・ディレイのフィールドから変更できます。デフォ

ールトは最短の 1ms ですが、8 ms まで増やせます。 

ヘッダおよびターミネータの一部として文字間ディレイも挿入で

きます。最初のトラックが送信されたあと、100ms 待ち、ほかのコ

ードを送信できます。（文字間ディレイは 100ms または 1s または

それ組み合わせて 1s + 100ms + 100ms ...にも設定できます。ディレ

イの項目を参照してください。） 

例： 

あるキーのコンテントが<Space><F1>であれば、以下のようなコ

ードが送信されます： 
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ひとつのキーにコンテントと

レイヤー・ロックを同時に設

定できますか？ 

PS/2 及び RS232 コントローラをお使いの場合：  

キーボードの場合はできません。キーはコンテント・キーか、レイ

ヤーにシフト／ロック・キーのいずれかの二者択一です。 

キーロックでは可能です。コンテントとシフト・ロックを同時にプ

ログラムできます。 

USB コントローラをお使いの場合： 

ひとつのキーにコンテントとレイヤー・ロックをプログラムするこ

とが可能です。スキャンラインをマウスで右クリックして、スペシ

ャル・コンテント＞レイヤーにロックを選ぶことができます。 

スキャンラインのコンテクスト・メニューの項を参照してください。 
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この章では 
ノートパソコンでプログラムできません。 ................ 135 
検証でエラーが出ます .................................................... 136 
 
 

ノートパソコンでプログラム

できません。 
ChangeMe は以下の理由によりノートパソコンでは正常に機能しま

せん： 

デスクトップ・パソコンの場合、MID または FREE キーボードは直

接パソコンに接続され、標準キーボードは MID / FREE に接続され

ます。つまりキーボード同士はシリアル接続されるわけです。一方

ノートパソコンの場合はパラレル接続となります。つまり両方のキ

ーボードがパソコンに直接接続されており、ChangeMe はその両方

のキーボードと交信することになります。 

問題になるのはChangeMeがMID/FREEキーボードから情報を取得

しようとしたときに両方のキーボードが反応してしまうことです。

内蔵キーボードのほうが先に反応すると、MID/FREE キーボードで

しか使わない特殊なコマンドに対して「理解不能」という返答を行

ってしまいます。 

解決方法： 

 キーボードを COM ポートに接続します。COM ポート経由のプ
ログラミングを参照してください。 

 あるいはほかのデスクトップ・パソコンでプログラムします。 

一度プログラムされたキーボードはノートパソコンでも使用でき

ます。 
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エラーの内容：「コードをアドレス：20 に送信したときのエラー」
と「キーボード・メモリの書き込みエラー！」 

解決方法： 

1 最新版の ChangeMe が使われていることを確認してください。 

2 一部のパソコンでこの現象が起きることが知られています。簡

単な方法としてはネットワーク接続を一度外して付け直します。

それでもだめな場合はほかのパソコンをお使いください。 

 
 

検証でエラーが出ます。 
検証とはキーボードのメモリーのコンテントをロードして、パソコ

ン上のファイルと比べることです。このときパソコン上のファイル

の読み取りに問題が生じることがあります。その場合、以下の方法

をお試しください： 

SHIFT+ALT+BACKSPACE を押します。これで ChangeMe のデバッ

グ・モードに入ります。 

メニューから拡張ツール＞すべてを AT/PS2 に設定＞1..128 を選ぶ

と、キーボードに数字が設定されます。 

Update (don't Verify) and check whether all the keys are programmed ア
ップデートを行い（検証はしない）、すべてのキーが正しくプログ

ラムされているか確認します。 

もしすべてが正しく設定されていれば問題はないので、本来のファ

イルでアップデートを行います。（デバッグ・モードから通常モー

ドに戻るには再び SHIFT+ALT+BACKSPACE を押します。） 

もし正しく設定されていなければ、サポートにコンタクトしてくだ

さい。 
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この章では版権とテクニカル・サポートについて説明されています。 

この章では 
商標 .................................................................................... 138 
ソフトウェアの配布条件 ................................................ 138 
特記事項 ............................................................................ 139 
WIN キー ........................................................................... 139 
テクニカル・サポート .................................................... 140 
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商標 

ChangeMe は Tipro keyboards d.o.o の著作権です。 

FREE™ は Tipro keyboards d.o.o の商標です。 

FREE+™ は Tipro keyboards d.o.o の商標です。 

MIDWIN は Tipro keyboards d.o.o の著作権です。 

MID™ は Tipro keyboards d.o.o の商標です。 

All rights reserved 

IBM® は International Business Machines Corporation の登録商標です。 

Windows® は Microsoft® Corporation の登録商標です。 

iButton® は Dallas Semiconductor の登録商標です。 

 

 

ソフトウェアの配布条件 

FREE/FREE+及び MID と同梱されているソフトウェアは無償ソフトで、使用できるシステ

ムの数量に制限はありません。 

プログラムやそのリソースへの改変は厳しく禁じられています。FREE/FREE+ソフトウ

ェアのどの部分の改変もほとんどの国での知的財産権の侵害をみなされ、厳しく法的責

任の追求が行われます。 
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特記事項 

ティプロ・キーボード及びその販売者はいかなる場合にもこの製品の使用による、また

は使用できないことによる損害（すべての特別な、偶発的な、事後的な、または間接的

な怪我による損害、営業利益の逸失、営業情報の逸失、またはその他の金銭的損失）の

責任を負いません。 

 

 

WIN キー 

このサインが印字されたキーは、多くの標準キーボードで見られるウィンドウズ・ロ

ゴ・キーと同様の機能を持ち、スタート・メニューを開きます。このウィンドウズ・ロ

ゴを使用するためにはそのキーを特定の位置に固定する必要があり、プログラマビリテ

ィをポリシーとするティプロではもはやこのロゴを使用しません。 
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テクニカル・サポート 

にこのマニュアルをお読みになっても問題が解決しない場合には、下記宛お問い合わせ

ください： 

その際、次の項目について情報を準備していただけると、より早い解決に役立ちます。 

 ChangeMe のバージョン 

 キーボード > モジュール情報  

 お使いになっている OS の種類 

 パソコンの機種 

 

株式会社ヘリオス 連絡先 

E メール info@helios.co.jp 

電話 03-5770-7631 

ファックス 03-5770-1277 

住所 〒107-0062 

 東京都港区南青山 2-2-15 

 ウィン青山 1401 
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