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USBKBD-50ユーザーズガイド
型番：USBKBD-50 REV4.30

UART制御 USB106キーボード

エミュレーションボード

取扱説明書

お使いになる前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いくださ
い。

(C)2021 マイクロテクニカ

製品の概要

UART制御 USB106キーボードエミュレーションボード(型式:USB
KBD-50、以下型式で記載)は、USB接続の日本語106キーボードを
エミュレーションすることのできる組込ボードです。

日本語106キーボードの全キーに対応しており、本体のUSBポート
に接続したパソコンからはUSBキーボードとして認識されます。各
種操作は簡単な2線式の非同期式シリアル通信(UART)にて行い、す
べてのキー操作をUART通信でコマンドを送ることで実現します。
ASCIIコードに対応したアルファベット、数字、記号はもちろんの
こと、それ以外の特殊キーやファンクションキー、多重押しキーと
してALTキー・CTRLキー・SHIFTキーにも対応しています。また、
1つのキーを連続して打鍵し続ける連続打鍵機能も搭載しました。
また本体に最大20個の打鍵キーを記憶できるマクロ機能が搭載さ
れています。コマンド又は外部入力パッドの入力であらかじめ登録
した一連キーを打鍵させられます。

各部の説明とピンの詳細

給電方法選択ジャンパー
インターフェイスピン

インジケータLE
D

外部マクロ入力パッド

※この端子は将来の拡張用ですので使用しません。何も接続しない
ようにしてください。

※"RESET"と記載されているパッドは使用しません。何も接続しな
いようにしてください。

■インターフェイス端子(電源・UART端子)
基板の左から順番に123・・7と並んでいます。基板には簡単にシ
ルク印刷でピンの内容が記載されています。

ピン 詳 細
1 UART-受信データ端子(RX) TTLレベル
2 UART-送信データ端子(TX) TTLレベル
3 NC
4 NC
5 NC
6 電源端子 GND
7 電源端子 +5.0V（外部給電時はここに+5Vを印加します）

※NCには何も接続しません。

このピンの配列は、当方販売中のUSB-TTL変換パソコン接続ボー
ド(型式：60R800)に対応しています。

※60R800と接続する場合にはUSBKBD-50のヘッダピンを60R80
0の基板に直付けではなく適宜標準的な2.54mmピッチのメスピン
ソケットを使用されることをおすすめします。

■給電方法選択ジャンパー(JP1)
本体の電源給電方法を設定するジャンパーです。USBバスパワーか
ら給電するか、上記のインターフェイス端子から+5Vを給電（外部
給電）するかを設定します。

"USB"側にジャンパーソケットを設定するとUSBバスパワーによっ
て本体の電源が給電されます。この場合、USBKBD-50をパソコン
と接続するとデバイスがすぐに認識されます。

"EXT"側にジャンパーソケットを設定すると、インターフェイス端
子から給電された+5V電源により本ボードが動作します。インター
フェイス端子からの給電が行われた時点で、USBデバイスとして認
識されます。消費電流は最大で25mA程度が流れますので、50mA
以上取り出せる電源をご使用下さい。

【注意！】外部給電("EXT"側)の場合、外部と接続した電源が+5V
以上になったり本機の仕様、定格から逸脱したものの場合USB接続
したパソコン等の機器を破損させる恐れがあります。外部電源使用
時は信頼できる+5V、50mA以上取り出せる電源をご用意ください。

■外部マクロ入力パッド
登録したマクロを外部入力によって実行する場合に使う入力パッド
です。10ピンで1ピン位置と10ピン位置は基板にシルク印刷され
ています。10ピンは電源GND、それ以外のピンはマクロ入力です。

外部マクロ入力を使用する場合には、1～9ピンすべてのピンを必
ず10KΩの抵抗器でプルダウンしてください。プルダウン処理をし
ないで使うと入力ピンの状態が不定となり誤作動することがありま
す。
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下図は配線例です。下図では例として1つのピンだけをプルダウン
していますが、外部入力パッドを使用する場合には1～9ピンすべ
てのパッドをプルダウンしてください。集合抵抗をご利用頂くと便
利です。

ピン番号 割り当てられた機能
1 Hレベルでマクロバンク91h実行
2 Hレベルでマクロバンク92h実行
3 Hレベルでマクロバンク93h実行
4 Hレベルでマクロバンク94h実行
5 Hレベルでマクロバンク95h実行
6 Hレベルでマクロバンク96h実行
7 Hレベルでマクロバンク97h実行
8 Hレベルでマクロバンク98h実行
9 Hレベルでマクロバンク99h実行
10 電源GND

ピンの仕様はVIHが2.0V(min)、VILが0.8V(max)となっています。
H入力でマクロが実行されますので定常時は必ずプルダウンしてお
きます。

■RESETパッド
2つのパッドを短絡すると本体のマイコンをハードウエアリセット
できます。
ただし基本的には本リセットは使用しないでください。パソコンと
USBH-KBD50を接続した状態で本ボードだけリセットすると、パ
ソコンとの通信が切断され状態によってはパソコン側に不具合が生
じることがあります。
特に連続打鍵機能や同時打鍵機能、マクロ機能実行時に強制リセッ
トすると、パソコン側はその状態を維持したままになっており本機
だけがリセットされるとパソコン側で解除が行われないため、HID
キーボードのデータに不具合が生じることになります。
通常このパッドには何も接続しないでください。またリセット機能
は特別な事情がない場合には使用しないようにしてください。

■インジケータLED
このLEDは、「同時打鍵機能」又は「連続打鍵機能」が有効になっ
た時に点灯します。それ以外の時は点灯していません。
電源インジケーターではないのでご注意下さい。

通常打鍵のモード時は常に消灯しています。同時打鍵機能や連続打
鍵機能など通常の打鍵モードではない時にそれを知らせるインジケ
ーターとなります。

USBKBD-50のUART側の準備をしましょう

USBKBD-50の使用準備をしましょう。USBKBD-50は非同期時シ
リアル通信、UARTで動作させます。UARTの通信仕様は下記の通
りです。

・通信速度： 9600bps（固定）
・データ長： 8ビット長
・ストップビット： 1
・パリティ： なし
・信号順序： LSBファースト
・電圧振幅レベル： 0V-5V
・スレッショルド： Lowの場合最大1.4V以下

Highの場合最小3.5V以上

通信設定は固定で変更することはできません。
ロジック信号の電圧振幅レベルは0V-5Vです。3.3V系の回路と接
続する場合には適宜レベル変換回路等を介してください。

■当方のUSB-TTL変換ボード(60R800)をお持ちの場合
USB-TTL変換ボード(60R800)は、パソコンのUSBポートと接続し
て仮想COMポート経由でUART機器とのデータ送受信ができるオプ
ションボードです。当方で販売しております。

https://www.microtechnica-shop.jp/shopdetail/
000000000003/

60R800を使用してUSBKBD-50に対してパソコン側からUART経
由で、信号を送信できます。
USBKBD-50のインターフェイス端子は、60R800のピン配置に合
うように作られています。

60R800基板
USBコネクタが
同じ方向を
向くように
します

USBKBD-50基板

取り付ける方向がありますので、USBKBD-50のピンアサインと、
60R800のピンアサインが一致するように取り付けてください。
60R800とUSBKBD-50の基板に印刷されているシルク印刷の+5V
とGNDの方向（位置）が正しい関係になるように接続してくださ
い。
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一般的にはUSBKBD-50のヘッダピンを60R800の基板に直付けで
はなく適宜、標準的な2.54mmピッチのメスピンソケットを使用さ
れることをおすすめします。
USBKBD-50のヘッダピンを60R800のパッドに直付けをする場合
には給電方法選択ジャンパー(JP1)のピンを切断して、USBKBD-5
0の半田面を半田ショートさせてご使用ください。

60R800基板

2.54mmピッチメスピンソケット

USBKBD-50基板

※USBKBD-50のピンヘッダ径は直径0.64mmの標準品です。
60R800に装着するメスピンソケットは2.54mmピッチの0.64mm
ピンヘッダの挿入できる汎用品をご使用ください。例えば秋月電子
通商様で販売している"分割ロングピンソケット1x42“（通販コー
ド C-05779）などが利用できます。
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05779/

USBKBD-50と60R800を直付け（60R800側にメスソケットを付
けない場合）する場合には、そのままではUSBKBD-50の給電方法
選択ジャンパー(JP1)と60R800基板が干渉しますので、USBKBD-
50の「給電方法選択ジャンパー(JP1)」のピンをニッパー等で切断
してUSBKBD-50と60R800を装着します。
給電方法は、給電方法選択ジャンパー(JP1)の裏側（半田面）に半
田ショートをさせて設定します。

USBKBD-50のピンを直付け
60R800

カット！

USBKBD-50

J1ピンの裏面（半田面）に半田ブリッジをする

USBKBD-50への給電は、60R800側から行うこともできますし、
USBKBD-50に接続したUSBポートから給電することも可能です。
60R800側から電源給電する場合には、USBKBD-50の電源選択ジ
ャンパーは、"EXT"側にセットします。

■その他の機器やマイコン等と接続する場合
その他のUART機器と接続する場合には、最初に電源の給電方法を
給電方法選択ジャンパー(J1)で設定します。

給電方法をUSBパスパワー給電にした場合にはパソコンのUSBポー
トと接続するとすぐに周辺デバイスとして認識されます。
外部電源に設定した場合にはパソコンのUSBポートと接続してもす
ぐには認識されず、インターフェイス端子から+5Vの電源を供給し
た時点でUSBデバイスとして認識されます。

USBKBD-50のUARTピンのロジック電圧振幅レベルは0V-5Vです。
5V系回路とは直結できます。3.3V系回路と接続する場合には別途
電圧レベル変換回路等を介して接続してください。

UARTのロジックピンには電源電圧を上回る電圧を印加しないよう
にしてください。USBKBD-50に電源が給電されていない状態でロ
ジックピンに信号の電圧を印加するとロジックピンを通じて本機に
電流が流れてしまいますのでUARTホスト機器間には適宜抵抗器を
入れて電流制限をしてください。

直結することができます。但し、電源電圧を上回る電圧をロジック
ピンに印加することはできません。例えば、電源電圧を給電してい
ない時は、電源電圧は0Vですがその時、UARTのロジックピンに電
圧が生じている場合、そのピンをUSBKBD-50に接続すると、本体
が正しく動作しなくなったり本体を破損することがあります。UA
RTロジックピンは必ず電源電圧を超えないよう設計をお願い致し
ます。

ユーティリティソフトのインストール

USBKBD-50のUART側制御をパソコンでおこなう場合、当方より
便利なユーティリティソフトウエアをご提供しています。
USBキーボードとして打鍵したいデータを送信できる文字列送信ウ
インドウや、マクロ登録が簡単に行える機能を装備しています。
ユーティリティソフトウエアは下記のURLからダウンロードできま
す。

http://www.microtechnica.tv/support/software/
usbkbd50_util.zip

ダウンロードしたら解凍し、"setup.exe"を実行してパソコンにイ
ンストールしてください。

USBKBD-50をパソコンに接続しましょう

準備が整ったらパソコンのUSBポートとUSBKBD-50のUSBポート
をUSBケーブルで接続します。
接続する前にパソコン側の対応ハードウエア要件をご確認くださ
い。ハードウエア要件を満たさない又は異なるハードウエアと接続
した場合、正しく動作しないことがあります。

■利用可能なUSBホスト機器の要件

ハードウエア： USB HIDキーボードの入力に対応している
USB1.1以上のポートを搭載したパソコン

OS: Windows10/11
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ設定： パソコン側が日本語キーボード設定であること

106又は109キーボード設定であること

本機の動作保証環境としては接続先はWindows10又は11が稼働す
るパソコンとしております。当方ではこれらのパソコンで本機が正
しく動作することを確認しています。

ただし本機の動作原理としては、USB HIDキーボードのエミュレ
ーションをしていますので、USB HIDキーボードが接続できる各
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種機器、例えばMACやLinux等のOSが稼働する機器でも動作しま
すが、当方の動作保証対象外とさせて頂いております。
Windowsパソコン以外の機器との接続時は必ずお客様ご自身で動
作確認をして頂き、本機が正しく動作することを事前によくご確認
ください。

■Windowsパソコンと接続する
USBKBD-50は、パソコン等と接続するとヒューマンインターフェ
イスデバイス(HID)のUSBキーボードとして認識されます。一般的
にはOSにUSBキーボードのデバイスドライバーは標準で準備され
ているため特別なデバイスドライバーのインストールは必要ありま
せん。
Windowsパソコンと接続すると自動的にUSB HIDキーボードのデ
バイスドライバーがインストールされます。なお、本製品はパソコ
ンのUSBポートに接続することを前提とされておりますのでUSBハ
ブ経由では正しく動作しないこともありますのでご注意ください。

USBケーブルは高品質のものをご選定ください！

パソコンとUSBKBD-50を接続するUSBケーブルにはできる
だけノイズの影響を受けにくい高品質のものをご使用くださ
い。
できればコネクタ周りにフェライトコアが取り付けられてい
るものがおすすめです。またケーブル長はなるべく短くして
ください。
安価なケーブルの場合、外来ノイズの影響を受けて正しくデ
バイスを認識できない場合があります。

WindowsのデバイスマネージャでUSBデバイスとして正しく認識
されたかどうかを確認してください。
USBKBD-50を接続した状態でデバイスマネージャを開き、"キー
ボード"ツリーを展開します。

いくつかのHIDキーボードデバイスが登録されている場合には1つ
ずつダブルクリックしてプロパティを表示させ、"詳細"タブへ移動
し、"プロパティ"のプルダウンから"ハードウエアID"を選択します。

値の所に接続、認識されているキーボードのベンダID(VID)とプロ
ダクトID(PID)が表示されます。
本製品のVIDは0x04D8、PIDは0xFAB3です。値の所に本製品を示
すVIDとPIDが表示されるデバイスがあることを確認してください。

シリアルコマンドについて

USBKBD-50の駆動に使用されるシリアルコマンドは、非同期式シ
リアル通信(UART)です。
通信は送信データ(TX)と、受信データ(RX)の2線だけを使用します。
ハードウエアフロー制御は利用しません。

UART信号のロジック電圧振幅レベルは電源電圧を最大値として、
0V～+5Vです。通信プロトコルは下記の通りです。

・通信速度： 9600bps（固定）
・データ長： 8ビット長
・ストップビット： 1
・パリティ： なし
・信号順序： LSBファースト
・電圧振幅レベル： 0V-5V
・スレッショルド： Lowの場合最大1.4V以下

Highの場合最小3.5V以上

通信設定は固定で変更することはできません。
ロジック信号の電圧振幅レベルは0V-5Vです。3.3V系の回路と接
続する場合には適宜レベル変換回路等を介してください。

■数値表現について
本書ではすべての数値表現を16進数表記にて記載しております。
16進数であることを示すために数字の後ろにプリフィックスのhを
付けて記載しています。
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■USBKBD-50からのAcknowledgement(ACK)について
ACKnowledgement(ACKと記載)は、USBKBD-50がコマンドを受
信した時、そのコマンドが正しく受信されたことを通知するために
出力する肯定的な返事のデータです。
USBKBD-50のACKは3Eh(">")です。

USBキーボードとして打鍵したいASCIIコードや、その他の打鍵キ
ーデータ及びコマンドを送信し、その内容にエラーが無く正しく処
理が行われるとUSBKBD-50は3EhをUARTのTXピンから送信しま
す。これがACK信号です。

次の処理は必ずこのACK信号をUARTホスト側が受信してから行う
ように設計します。USBKBD-50がACK信号を送信してくる前に、
次のデータ等をUSBKBD-50にUART経由で送信しても正しく処理
は実行されません。

UARTホスト機器からUSBKBD-50に連続してデータを送信する場
合には必ずこのACK信号がUSBKBD-50から送信されるのを待って
次のデータ等を送信してください。
連続するデータの場合には一定のインターバル（間隔）が必要です
ので次の項をご覧ください。

一部コマンドには次のデータを受信するまで処理を実行しない場合
があります。そのようなコマンドの場合には、最終的に処理を実行
するデータを受信した後にACK信号を返します。修飾キー同時打
鍵機能及び連続打鍵機能を使用する場合には、これの対象となりま
すのでご注意ください。

■USBKBD-50へのデータ送信について
USBKBD-50ではキーボード打鍵のためのASCIIコードやキーデー
タ、その他コマンドをUARTホスト機器から受信すると、処理を実
行するのに時間がかかります。
USBキーボードとして処理をする場合この処理に約20ミリ秒程度
かかります。よって連続してデータをUARTホスト側からUSBKBD
-50に送信する場合には、必ず20ミリ秒以上間隔をあけてデータを
送信するように設計してください。また、USBKBD-50から送信さ
れるACK信号の確認を行った上で次のデータを送信してください。

なお、同じキーを連続打鍵したい場合にはそのキーデータをホスト
側から送り続けるのではなく連続打鍵機能をご利用下さい。

下図にUARTホスト機器とUSBKBD-50間でのデータ送受信の様子
をオシロスコープで観察した様子を示します。

11.8mS

上図例ではUARTホスト側から30hのデータ(ASCIIコードで文字"
1")を送信した場合です。30h送信後、USBKBD-50からのACK信
号(3Eh)が返るまでの時間は実測で約11.8ミリ秒です。

このACK信号が返るまでの時間は、接続している機器によって若
干変動することがあります。

USBKBD-50使用に際してのご注意

本製品はUSB HIDクラスのキーボードをシミュレーションするも
のですが、パソコン、OS(Windows)に対しキーボード操作を行う
ため、使い方によってはパソコンに問題を生じさせたり、パソコン
側の操作が不能になるなどの予期しない問題を生じさせる恐れがあ
ります。
例えばALTキーとF4キーの打鍵データをパソコンに送信すると、ア
プリケーションを閉じたりWindowsを終了させる操作ができます
が、意図せず送信してしまった場合には保存していないデータが消
去されてしまったりWindowsがシャットダウンしてしまったりす
ることがあります。
本製品及び本製品に付随する製品の使用に起因して、または関連し
て生じる直接的、間接的損害およびその他のあらゆる損害に対して
行為の形態を問わずマイクロテクニカは一切の責任を負わないもの
とします。
本製品を利用する機器等を設計する場合には事前のテストや動作確
認を十分行ってください。

マクロ機能を利用する

90h～99hまでの10バンクに各20文字（20ステップ）をUSBKBD-
50本体の不揮発性メモリーに記憶させることができます。よく使
う文字列などを登録しておくことで1バイトのコマンドを送るだけ
でまとめて打鍵することができます。

ｽﾃｯﾌﾟ数
ﾊﾞﾝｸ 1 2 3 4 5 6 7・・・・・・・・18 19 20
90h
91h
92h
93h
94h
95h
96h
97h
98h
99h

例えばバンク90hに、"Microtechnica"という13文字を登録させて
おくと、USBKBD-50はUART通信で90hを受信すると直ちに"Micr
otechnica"というキーデータを打鍵します。ACK信号は文字数分
返ります。（この場合には3Ehが13個返ります。）

マクロ機能には文字だけでなく修飾キー(ALT,CTRL,SHIFT)を含む
こともできます。またその他、矢印キーなど本機で打鍵できるすべ
ての打鍵データを記憶できます。

マクロ機能を使う場合には最初にどのバンクにどういった打鍵キー
データを割り当てるかを登録する必要があります。登録は89hで行
うことができます。（登録方法は本書の89hの項目を参照）
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■外部マクロ入力パッドを使用する
通常マクロ機能は、90h～99hまでのバンクに登録したキーデータ
をUARTコマンドの入力で実行しますが、USBKBD-50では本体の
外部マクロ入力パッドにHパルス信号を印加しても実行できます。

工場出荷時には外部マクロ入力パッドからの入力は無効になってい
ます。マクロ入力パッドからのマクロ実行を有効にするには88hコ
マンドで設定が必要です。詳しくは本書の88hコマンドの項目をご
覧ください。

外部マクロ入力パッドからの入力を有効にした場合には、各ピンに
30ミリ秒以上のHパルスを印加するとマクロが実行されます。
外部マクロ入力を有効にする場合には必ず外部マクロ入力パッドの
1ピン～9ピンを10kΩ程度の抵抗器でプルダウンする必要があり
ます。ブルダウン回路を付けずに外部マクロ入力を有効にするとマ
クロがランダムに実行されてしまいます。

外部マクロ入力で実行できるマクロはバンク番号91h～99hの合計
9つであることに注意してください。バンク90hは実行できません。
各パッドに対応するバンク番号については本書1ページ「■外部マ
クロ入力パッド」の項目をご参照ください。

【重要！必ずお読みください！！】
外部マクロ入力を有効にすると、UART経由でのキー打鍵やマクロ
コマンドの登録はできなくなります。
UART経由でのキー打鍵をしたい場合には、必ず外部マクロ入力機
能を無効に設定してください。またマクロの登録をする場合には必
ず、外部マクロ入力機能を無効にしてください。
外部マクロ入力機能の有無設定を変更した場合には本体の再起動が
必要です。
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シリアルコマンド一覧

コマンドに書かれた値は16進数です。例えば、"6Ch"と書かれたコマンドの場合には16進数の6Cという意味になります。（C言語などでは0x
6Cと記載することがあります。）コマンドはすべて1バイトで必要に応じてパラメーター（引数）があります。

【機能/動作】 英数字及び記号などASCIIコード表の20h～7Fhまでの文字を打鍵する

【コマンド】 ASCII コードの対応するコード(20h～7Fhまで)

【解説】 ASCIIコード表（本書付録参照）の20h（スペース）から、7Fh(DEL)までの95文字は、主に記号やアルファベット(A～Z並び
にa～z)、及び数字が含まれています。この範囲の文字を打鍵したい場合には、ASCIIコードの値をそのままUSBKBD-50に送
信することで、その文字が打鍵されます。

例えば、文字"A"は、ASCIIコード表より41hです。よってUARTホストより41hを送信すると、キーボードから A キーを打
鍵したことと同様になり、Windows側には"A"が入力されます。メモ帳などのテキストエディタをアクティブウインドウにし
ておくことで文字を打鍵できます。
なお一般的に通常のキーボード操作では、大文字の入力の場合には、 Shift キーを打鍵しながら a キーを打鍵しますが、U
SBKBD-1Eでは、ASCIIコード表の通り、大文字も小文字も Shift キーの操作などに関係なくそのまま打鍵が可能です。もち
ろん、修飾キー同時打鍵機能で Shift キーを打鍵した状態で文字aのデータ(61h)を送信しても大文字"A"が打鍵可能です。

【期待戻り値】キーデータを受信して正しくUSBキーボードとしての処理を行うと、ACKを返します。
次のデータを送信する場合には、必ずACKの受信を待ってから行ってください。また次のデータを送信するまでには、20ミ
リ秒以上の時間を空けて頂けますようお願い致します。

【注意事項】 キーボードで打鍵できる文字データには、言語設定によって依存する言語環境依存文字があります。
ASCIIコード5Chの"＼"（バックスラッシュ）は、日本語環境では、"￥”記号になります。バックスラッシュの入力はできま
せんので、ご注意ください。
ASCIIコードの60hは仕様上、入力できません。
その他の文字、記号、数字については、20h～7FhまではASCIIコード表の通り入力打鍵が可能です。

20hはスペース、7Fhは DEL キーです。

【機能/動作】 ASCIIコードにない各種機能キーの入力をする

【解説】 ASCIIコード表にない、106キーボードの各種キー打鍵をするためのコマンドです。
下表の通り、キーボードの各キーが、コマンドに割り当てられており、コマンドを送信することで該当するキーを打鍵したの
と同じ動作となります。キーボードの一部には、日本語環境特有のキーがありますので、Windowsは日本語版での動作のみ
保証しております。
なお表のコマンド値の欄に2つの値がある場合には、どちらのコマンドでもそのキーが打鍵できることを意味します。

キー名称 コマンド値
Enterキー A1h 0Dh
ESCキー A2h 1Bh
TABキー A3h
十字キー右 A4h
十字キー左 A5h
十字キー下 A6h
十字キー上 A7h
\マーク（バックスラッシュ） 5Ch
F1キー F1h
F2キー F2h
F3キー F3h
F4キー F4h
F5キー F5h
F6キー F6h
F7キー F7h
F8キー F8h
F9キー F9h
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F10キー FAh
F11キー FBh
F12キー FCh
Print Screenキー E0h
Scroll Lockキー E1h
Pauseキー E2h
Insertキー E3h
Homeキー E4h
Page Upキー E5h
Page Downキー E6h
Endキー E7h
Num Lockキー E8h
半角/全角キー E9h
Caps Lockキー（英数キー） EAh
無変換キー EBh
変換キー ECh
カタカナ/ひらがなキー EDh
Back Spaceキー 08h
DELキー 7Fh
テンキーパッドの0 B0h
テンキーパッドの1 B1h
テンキーパッドの2 B2h
テンキーパッドの3 B3h
テンキーパッドの4 B4h
テンキーパッドの5 B5h
テンキーパッドの6 B6h
テンキーパッドの7 B7h
テンキーパッドの8 B8h
テンキーパッドの9 B9h
テンキーパッドの/ BAh
テンキーパッドの* BBh
テンキーパッドの- BCh
テンキーパッドの+ BDh
テンキーパッドのEnter BEh
テンキーパッドの. （ピリオド） BFh
全角のー（バックスペースキーの左隣） EFh
※

※全角のーは、バックスペースキーの左隣のキーです。全角ひらがなで"ー"、アルファベットで"\"となります。環境依存キ
ーです。

【期待戻り値】キーデータを受信して正しくUSBキーボードとしての処理を行うと、ACKを返します。
次のデータを送信する場合には、必ずACKの受信を待ってから行ってください。また次のデータを送信するまでには、20ミ
リ秒以上の時間を空けて頂けますようお願い致します。

【注意事項】 ALT キー、 CTRL キー、 SHIFT キーは単独打鍵の割り当てはなく、修飾キーとして同時打鍵キーとして機能します。
詳しくは同時打鍵コマンドについてご覧ください。
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【機能/動作】 ALTキー、CTRLキー、SHIFTキーの修飾キーによる同時打鍵機能を使用する

【解説】 USBKBD-50では、 ALT キー、 CTRL キー、 SHIFT キーは修飾キーとして、別のキーと同時に打鍵することを想定して設
計されています。
Windowsや、各種アプリケーションソフトには多くのショートカットキーが割り当てられており、それらは一般的に ALT キ
ーや CTRL キー、 SHIFT キーと別の何かのキーを同時に打鍵することで、割り当てられた動作をするように設計されてい
ます。

例えばWindowsでは ALT キーと F4 キーを同時打鍵するとアクティブになっているウインドウ又はアプリケーションが終
了します。また、 CTRL キーと c キーを同時打鍵すると指定した文字列や画像、ファイル等をクリップボードにコピーす
ることができます。
Windowsに搭載されたショートカットキー一覧については本書に付録として掲載しております。
また、その他アプケーションソフトでもショートカットキーが割り当てられていることが多く、一定の操作をキー操作だけで
行うことができます。USBKBD-50を使用することで外部の機器からアプリケーションソフトの操作や制御が可能となります。

同時打鍵機能を使用する場合には、まず最初に下表の通り ALT キー、 CTRL キー、 SHIFT キーいずれかの修飾キー打鍵
をコマンドにより行います。下表の同時打鍵キーコマンドを送信するとUSBKBD-50本体のLEDが点灯し、次のコマンド（キ
ーデータ）の入力待機状態となります。この修飾キーのコマンドを受信した場合にはACKの3Ehは返りません。
次のキーデータをUARTホスト機器から送信すると、同時打鍵が実行された上でLEDが消灯してACKが返ります。また、修飾
キーによる同時打鍵機能は自動的に解除されます。

修飾キー名称 コマンド値
CTRLキー 80h
SHIFTキー 81h
ALTキー 82h
ALTキーとCTRLキーの2つ同時打鍵 83h
CTRLキーとSHIFTキーの2つ同時打鍵 87h

機能名称 コマンド値
修飾キーによる同時打鍵機能解除 84h

修飾キーによる同時打鍵をキャンセルしたい場合には84hをUSBKBD-50に送信します。84hを受信すると修飾キーによる同
時打鍵機能は解除されLEDが消灯し、52h("R")が返ります。
キャンセルした場合にはACKの3Ehではないことにご注意ください。

83hの ALT キーと CTRL キーの同時打鍵機能は、主にWindowsの ALT キー、 CTRL キー、 DEL キーを同時に打鍵する
ことによる強制終了又はコンピューターのロック機能を行うことを想定しています。83hの後に DEL キーコマンドの7Fhを
送信すると、Windowsは、コンピューターのロック画面又は強制終了となります。

【期待戻り値】修飾キーデータを送信後、キーデータを受信するとACKを返します。
84hコマンドにより修飾キーによる同時打鍵機能を解除した場合には、52hが戻ります。

【補足】 パソコンの106キーボードには ALT キー、 CTRL キー、 SHIFT キーは左右にありますが本製品はいずれも左側の各キーを
打鍵したのと同じ動作となります。通常、 ALT キー、 CTRL キー、 SHIFT キーについては左右による機能の差はありま
せんが、希にアプリケーションソフトによっては左右によって使い方やショートカットの割り当てを区別している場合があり
ます。そのようなアプリケーションソフトは使用できませんのでご注意ください。

ショートカットキーでアルファベットを使用する場合にはASCIIコード表の小文字を使用してください。
例えばペーストコマンドの場合には CTRL キーと v キーですので80h→76hとなります。大文字のV(56h)ではありません。

またWindowsで下図のようなメッセージに対する応答をする場合で、「保存しない(N)」を実行しようとする場合、メッセー
ジ上は大文字の(N)と表示されていますが、実際にはキーボードのデータとしては小文字の"n"(6Eh)を送信することになりま
す。大文字の"N"(4Eh)を送信してもこのメッセージに対しては何も実行されません。
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【機能/動作】 同一キーの連続打鍵機能を使用する

【解説】 USBKBD-50では1つのキー打鍵処理について約20ミリ秒程度の時間を要します。
同一のキーをずっと連続打鍵したい場合には、同一キーの連続打鍵機能を使用します。この機能を使用すると、解除コマンド
をUARTホスト機器から送信するまで、指定したキーが連続して打鍵されます。

連続打鍵機能を使用する場合には、まず最初に連続打鍵機能を有効にするコマンド、85hをUSBKBD-50に送信します。
USBKBD-50は85hを受信すると、本体のLEDが点灯し、連続打鍵したいキーデータの入力待機状態となります。
この連続打鍵機能の有効コマンド(85h)を受信した場合にはACKの3Ehは返りません。

次のキーデータを送信すると連続打鍵が開始された上でACKが返ります。
連続打鍵中はLEDが点灯し続け、連続打鍵実行中であることを示します。この連続打鍵は解除コマンドである86hを受信する
まで続きます。（補足に記載の注意事項をお読みください）

連続打鍵をキャンセル、解除したい場合には、86hをUSBKBD-50に送信します。86hを受信すると連続打鍵機能は解除されL
EDが消灯し、ACKの3Ehが返ります。

機能名称 コマンド値
連続打鍵開始コマンド 85h
連続打鍵解除コマンド 86h

連続打鍵機能に指定できるキーデータはASCIIコードに記載の文字の他、各種ファンクションキー、及び修飾キーによる同時
打鍵キーについても指定できます。例えば、 ALT キーと f キーを連続打鍵し続けたい場合には次のようにコマンドを送信
します。

85h → 82h → 66h

【期待戻り値】連続打鍵開始コマンドを送信後、キーデータを受信するとACKを返します。
86hコマンドにより、修飾キーによる同時打鍵機能を解除した場合には、ACKが戻ります。

【補足】 連続打鍵機能は同一のキーを打鍵しつづける状態を実行する機能ですが、USBKBD-50が解除コマンド(86h)を受信する前に
パソコン本体から外れたり、電源を切断したりするとWindows側のキーボードに関するデータ構造に不正なデータが生じて
パソコンの操作ができなくなる恐れがあります。
また、修飾キーデータを含むデータの連続打鍵機能を実行していた時に、連続打鍵機能を解除せずUSBKBD-50の電源を切断
したりUSBポートから外してしまうと、連続打鍵は停止しますが修飾キーは打鍵されたままの状態になってしまいます。その
ような状態になると、パソコンを再起動するまでパソコンのキーボード操作が一切できなくなる恐れがあります。

ホスト機器を設計する場合にはこの点に十分ご注意ください。また予期せずUSBKBD-50の電源が切断されたりUSBポートか
ら外されたりする場合も想定して機器の設計をして頂けますようお願いいたします。
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【機能/動作】 Usage IDを指定して打鍵データを出力する (正式サポート外)
※本機能は正式サポート外のオプション機能です。不具合が発生していもサポート対象とはなりません。

【コマンド】 C0h

【形式と引数】C0h , Usage ID

UsageID： 00h～FFh USB HID Tables(Ver.1.12)で定められたUSB Usage ID (16進数)
ただしUsage IDとして定義されている値のみ有効

【詳細】 USBKBD-50の基本機能では打鍵したいASCIIコードのデータを入力してキーボード打鍵をしますが、USB.ORGが仕様書とし
て策定しているUSB HID Tables Ver.1.12で定められているUSB Usage IDを指定してそのキーを打鍵することもできます。

コマンドC0hに続いて、00h～FFhのUsage IDを指定します。
Usage PageはUSB HIDキーボードなので07hと固定されており指定する必要はありません。Usage IDのみを指定します。

USBKBD-50はC0hを受信すると本体のLEDが点灯します。LED点灯中にUsage IDの数値を受信すると該当するキーデータを
打鍵します。なお1回打鍵するとLEDは消灯し、従来のモード（ASCIIコードで指定する状態）に戻ります。Usage IDを指定
して打鍵する場合には常にC0hに続けてUsage IDを送信してください。（Usage IDによる指定状態を継続することはできま
せん。）

Usage IDを指定して打鍵する状態では、連続打鍵や他のキーとの当時打鍵などの機能は使えなくなります。
Usage IDにない数値を引数として指定すると不正なデータが打鍵されたり、OSがハングアップするなどの原因となりますの
で、Usage IDとして定義されていない数値は引数として指定しないでください。

下図は代表的な日本語キーボードにUsage IDを記載したものです。（数値は16進数表示です）

Usage IDとASCIIコードとは全く異なっていることにご注意ください。Usage IDはUSBキーボードで割り当てられた数値で
す。例えばキーボードの"ESC"を打鍵したければ、次のようなコマンドを本機に送ります。

C0h, 29h

正しくキーが打鍵されるとACK(3Eh)が返ります。
Usage IDの一覧はUSB.ORGがリリースしているHID Usage Tables仕様書をご参照ください。
※Google等で「HID Usage Tables」と検索するとPDFファイルが見つかります。

【補足】 本機能は通常使用しません。
特殊な使い方や打鍵したいキーそのものを指定したい場合にのみお使いください。引数としてUsage IDは00h～FFhまで指定
できますがUsage IDとして定義されていない値を指定するとOSが不安定になったり動作に支障を来すことがあるので引数の
指定には十分注意をしてください。

Usage IDを指定する機能を使う時は、本機が搭載している連続打鍵機能や複数キーの同時打鍵機能は使用できません。

本機能は、正式サポート外です。すべての環境で本機能が正常に動作することを保証するものではありません。
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【機能/動作】 マクロデータを登録する

【コマンド】 89h

【形式と引数】89h , バンク番号 , [100ミリ秒] , ステップ数

バンク番号： 90h～99h 登録したいバンク番号を指定します。
[100ミリ秒]： バンク番号送信後は必ず100ミリ秒間隔をあけてください。
ステップ数： 登録するキーデータの数（ステップ数）を指定します。

【詳細】 指定したバンクにキーデータを登録するコマンドです。手順が煩雑ですのでよくご確認をお願いします。

①89hの送信 89hを受信すると本機のLEDが点灯しマクロデータ登録モードであることを示します。
続いて登録したいバンク数を指定します。指定できるバンクの値は90h～99hです。すでに登録されている場合には上書きさ
れます。次に登録するキーデータの個数（ステップ数）を送信しますが、注意が必要なのはバンクの値送信後100ミリ秒の遅
延が必要ということです。

②100mS遅延 100ミリ秒の遅延が入らないと本機は正しく動作しません。

③ｽﾃｯﾌﾟ数 100ミリ秒の間隔を開けた後、登録するキーデータの個数、すなわちステップ数を送信します。
例えば単に5文字"ABCDE"だけの登録ならば、「5」(05h) を送信します。最大で20まで指定できます。
文字数と表現せずステップ数と表現しているのは、マクロには文字キーだけでなく矢印キーや修飾キー、TABキーなど本機で
打鍵できるすべてのキーデータを含むためです。例えば十字キーで「 → ← ↓ ↓ ↑ 」 という5つの矢印キーデー
タも登録できます。この場合もステップ数は5です。

④ACK確認 ステップ数を送信後にUSBKBD-50が正しく登録可能な状態になるとACK(3Eh)を返します。LEDは点灯したままです。
このACK受信を確認してからキーデータの送信を行います。UARTホスト機器はACKの受信を必ず待ってください。

⑤登録データ ACK受信後、登録したいキーデータを1バイトずつUSBKBD-50に送信しますが、各データは必ず20ミリ秒の間隔をあけて送
の送信 信する必要があります。例えば5つのキーデータ「ABCDE」を登録したい場合には、まず"A"(41h)を送信し20ミリ秒待った

後、次に"B"を送信、再度20ミリ秒待ってから"C"を送信・・・というように送信します。
20秒の間隔をあけずにキーデータを送信してしまうと正しく登録ができません。

送信できるキーデータは20h～7EhまでのASCIIコードに該当する文字キーデータと、その他本書5～6ページの表に記載のあ
る各種キーデータです。

ALTキーなどの修飾キーも登録可能です。修飾キーは次のキーデータを送信すると自動的に解除されます。修飾キーの手動解
除は必要ありません。例えばWindowsのショートカット「コピー」(CTRL+"c")と「貼り付け」(CTRL+"v")を登録したい場合
には次のようにします。

80h, 63h, 80h, 76h

80hはCTRLキーの指定です。続いて"c"キーを打鍵します。この時点でCTRL修飾キーは解除されています。
続いて再度CTRLキーデータと"v"キーを打鍵します。なおこのマクロを実行するとACKは2回返ります。
修飾キーはそれに続く文字キーデータと合わせて1つのACKとなります。

⑥登録完了 送信したキーデータが指定したステップ数に達するとLEDが消灯しACKが返ります。このACKをもって登録完了となります。

【使用例】 例：95hに13文字+エンターキーの"Microtechnica<CR>"を登録したい場合。

89h, 95h, --[100m秒]--,14
→ACK(3Eh)確認、ACKが本機から送信されたことを確認後、登録したいキーデータを1バイト毎に20ミリ秒間隔開けて送信

4Dh 69h 63h 72h 6Fh 74h 65h 63h 68h 6Eh 69h 63h 61h 0Dh （全14バイト送信、各バイト毎に20m秒の間隔）
→ACK確認、LEDが消灯。

【補足】 連続打鍵(85h)は登録可能ですが後ろに続くキーデータを打鍵すると自動解除されるため連続打鍵にはなりません。
ここで登録されるバンク番号90h～99hまでのマクロデータは外部マクロ入力パッドからの入力に対応します。
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【機能/動作】 登録済みマクロデータを実行する

【コマンド】 90h～99h

【詳細】 89hで登録したマクロを実行します。
マクロ実行時は修飾キー以外は1ステップにつき1つACKが返ります。修飾キーは後ろに続く1データと合わせて1つのACKが
返ります。UARTホスト側はACKを受信することで何個のキーデータをUSBKBD-50が送信したか確認できます。

【機能/動作】 外部マクロ入力を有効にする （要再起動）

【コマンド】 88h

【形式と引数】88h , モード番号 , [ディレイ値]

モード番号： 0 → 無効
1 → 有効（打鍵リピートあり）
2 → 有効（打鍵リピートなし）

[ディレイ値] モード番号2の場合のみ指定するチャタリング防止の遅延時間。10ミリ秒単位で0～255を指定。

【詳細】 外部マクロ入力機能は、本機の外部マクロ入力パッドから入力されたHパルス(>30mS)にて、登録済みのバンク91h～99hま
でのマクロを実行するものです。(バンク90hは使用できません。)
マクロは通常90h～99hの値をUART信号で本機に入力するとそれに応じた登録済みマクロが実行されますが、外部にスイッ
チなどを付けてマクロを実行したい場合に利用できます。

外部マクロ入力を有効にする場合には必ずパッドの1ピン～9ピンを抵抗器でプルダウンしてください。
プルダウンしていない状態でこの機能を有効にしないでください。詳しくは2ページをご覧ください。

引数のモード番号は0～2で、0を指定すると無効（デフォルト）になります。

モード1はこの機能を有効にしますが、打鍵リピートありで、パッドがHレベルの間は繰り返しマクロが実行されます。Lレベ
ルでマクロの実行が停止します。Hレベルの間、連続してマクロを実行したい場合にはこのモードを指定します。

モード2は機能を有効にしますが打鍵リピートはなしで、パッドがHになると1回だけマクロを実行します。
Hレベルが持続してもマクロは繰り返し実行されません。Lレベルに戻し、再度Hレベルにすると1回だけマクロを実行します。
モード2を指定した場合、引数の2を受信すると本機は1回ACKを返します。そのACKを受信後ディレイ値を送信してください。
このモードでは引数にディレイ値を指定します。ディレイ値とはHレベルになった後、Lレベルに戻った時、一定時間入力を
無効にする時間のことです。下図で確認してください。

入力パルス信号がHレベルに立ち上がった時に1回マクロは実行されます。Hレベルの期間は何も動作しません。
Lレベルに戻ると、ディレイ期間がスタートします。その間に入力されたHレベルのパルスは無視されます。ディレイ期間経
過後から再度入力ができるようになります。外部に機械接点のあるスイッチなどを接続した時のチャタリング対策に使えます。

ディレイ期間

入力パルス

Hレベルになった時に1回実行

Lに戻った時点でディレイ時間が開始

入力が有効に戻る
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ディレイ値は10ミリ秒単位で最大255まで指定できます。例えば30を引数として指定すると300ミリ秒のディレイ期間が作
れます。通常チャタリング対策には300ミリ秒～600ミリ秒程度の遅延を挿入します。

モード変更が完了するとACKが返ります。モードは本体の不揮発性メモリーに記憶され電源を切断してもその内容は保持さ
れます。

なおモード変更の内容は、本機を再起動後から有効になります。

【補足】 ・外部マクロ入力パッドから実行できるマクロはバンク番号91h～99hの9つです。90hは実行できません。
・ディレイ値は10～60の程度で設定をおすすめします。
・引数としてモード2を送信した場合、本機はACKを返すので、それを受信してからディレイ値を送信してください。
・モード設定変更の内容は本機の再起動後から有効になります。
・本機能を有効にする場合は必ず全ての入力パッド(1～9ピン)をプルダウンする回路を設けてください。
・外部マクロ入力を有効にすると、UART経由でのキー打鍵、マクロコマンドの登録はできなくなります。
UART経由でのキー打鍵をしたい場合には、必ず外部マクロ入力機能を無効にしてください。またマクロの登録をする場合に
は必ず、外部マクロ入力機能を無効にしてください。外部マクロ入力機能の有無設定を変更した場合本体の再起動が必要です。

【重要！】
外部マクロ入力機能を有効にした状態では「88hと引数0」以外のコマンドはすべて受け付けなくなります。
外部マクロ入力機能を有効にしているとUART通信ができなくなったようになるため、本体が破損したかと思ってしまう場合
があります。USBKBD-50のUART通信が動作しないと感じたら一度 88h→00h を本機に送信してください。
UART通信でのキー打鍵、マクロ登録その他の操作をしたい場合には外部マクロ入力機能をいったん無効にした上で本体を再
起動してから操作してください。
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【機能/動作】 修飾キーを指定する (正式サポート外)
※本機能は正式サポート外のオプション機能です。不具合が発生していもサポート対象とはなりません。

【コマンド】 C2h

【形式と引数】C2h , ModifierValue

ModifierValue： 00h～FFh 下記詳細に記載の方法で求めた修飾キーの数値

【詳細】 左右Altキー、左右Ctrlキー、左右Shiftキー、左右GUIキー(Windowsの場合にはWindowsキー)を、別のキーと同時打鍵する
場合の修飾キーを値で指定するためのコマンドです。
指定する値、ModifierValueは次のビットマスクで算出します。

右GUIキー 右Altキー 右Shiftキー 右Ctrlキー 左GUIキー 左Altキー 左Shiftキー 左Ctrlキー

ビット7 6 5 4 3 2 1 ビット0

8ビット長の各ビットはそれぞれのキーに対応しており“1"でそのキーが修飾キーとして有効になります。
例えば 左Altキーと 左Shiftキーを同時に打鍵したい場合には 00000110 となりModifierValueは 06h となります。

C2hコマンドをUSBKBD-50が受信すると本体のLEDが点灯して修飾キー指定モードであることを通知します。
続いて上記の方法で算出した00h～FFhまでのModifierValueをUARTホストから送信してください。
この引数ModifierValueを受信した後から打鍵したいキーのデータをUSBKBD-50に送信します。

例: 修飾キー左Altキーと、 左Shiftキーを c キーと同時打鍵したい場合

C2h, 06h, 63h

上の3バイトをUSBKBD-50が受信すると修飾キー2つと文字キー1つの計3キーを同時に打鍵できます。

打鍵が終了すると自動的に修飾キー指定モードは終了しLEDは消灯します。
なお修飾キー指定モードはC3hでキャンセルできます。キー打鍵をせず修飾キー指定モードをキャンセルする時にご使用くだ
さい。

【補足】 本機能はファームウエアバージョン2.2.0以上で利用できます。
C2hを受け付けない（C2hを受信してもLEDが点灯しない）場合、本機能は利用できません。

Windowsキーは左GUIキーに該当します。

本機能による修飾キー指定では引数のModifierValueとして00h～FFhまでを指定できますが、引数の値を誤って指定するとO
Sに間違った修飾キーデータが入力されOSが意図しない動作をしてしまうことがあります。
引数の指定は十分に注意してください。
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ユーティリティソフトウエアを使用する

ユーティリティソフトウエアを使うとパソコンから簡単にUART通
信経由で本機の制御ができます。特にマクロ設定を簡単に行うこと
ができます。

起動したら最初にUSBKBD-50のUARTピンとパソコンを接続して
いるポートを指定します。通信設定のプルダウンからUSBKBD-50
が接続されているポートを指定してください。

打鍵したいキーデータが文字だけの場合には"文字列の送信"のボッ
クスに文字を半角英数字で入力し、"送信"ボタンを押すと打鍵でき
ます。

マクロを登録してある場合には"マクロ実行"のグループにある90h
～99hまでのボタンを押すと、そのバンクに登録されたマクロを実
行できます。

マクロ登録をしたい場合には"マクロ登録"のグループで登録ができ
ます。登録するバンク番号をプルダウンで選択します。
"HEX"のオプションが有効になっている場合"キー1"のボックスか
ら順に登録したいキーデータを16進数の値で入力していきます。
文字はASCIIコードの値、その他のキーデータは本書5～6ページの
表を参照して入力してください。
文字キーだけの登録の場合には"String"オプションを有効にして
"文字列"のボックスに登録したい文字列を入力します。
入力が完了したら"設定送信"ボタンを押すとマクロが登録されま
す。

送信にはすこし時間がかかります。下図のメッセージが表示される
まで待ちます。

外部マクロ入力パッドのモード設定は"ピン入力設定"の箇所で設定
できます。

「有効-リピートなし」を選択すると、ディレイ値を設定できるよ
うになります。設定値は16進数で入力してください。
設定は10ミリ秒毎になります。0Ahを指定すると10×10ミリ秒で
100ミリ秒のディレイとなります。

設定が完了したら"設定送信"ボタンを押してください。下図のメッ
セージが表示されますので、USBKBD-50を再起動して設定内容を
有効にしてください。

主な仕様

電源電圧： DC5V（要安定化）
消費電流： USB未接続時：約16mA

USB接続時：約25mA～約30mA程度

インターフェイス： 非同期式シリアル(UART)
通信速度： 9600bps（固定）
データ長： 8ビット長
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ： 1
パリティ： なし
電圧レベル： 0V-5V
ｽﾚｯｼｮﾙﾄﾞ： Lowの場合最大1.4V以下

Highの場合最小3.5V以上

認識デバイス USB HIDクラスキーボード

対応パソコン環境: USB1.1以上のUSB HIDクラスキーボードに
対応しているOSを搭載するパソコン

対応OS Windows10/11
※32ビット・64ビット両方に対応しています
※いずれも言語は日本語環境でのみ動作

キーボード設定 日本語キーボード設定であること
※106又は109キーボード設定であること

生産国： 日本
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使用上の注意

USBKBD-50の使用に際して下記の注意事項をお守りください。

①USBKBD-50を使用したことにより生じる、明示的及び潜在的な
危険性や、不確実性について当方では予見することができません。
使用する際には、お客様の責任においてこの製品を正しくお使いた
だけますようお願い致します。

②当方ではUSBKBD-50本体並びにサポートソフトウエア、本マニ
ュアル等製品に関わるすべての製品、サービスについて安全性、正
確性、有用性について一切の保証を行いません。

③USBKBD-50は一般的な製品での使用の範囲に限定されます。本
製品を宇宙、航空、原子力、燃焼制御、運輸、交通、各種安全装置、
ライフサポート関連の医療機器等のように、特別な品質・信頼性を
要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり人体に危害を
及ぼす恐れのある用途向けには使用できません。

④USBKBD-50はHIDクラスのUSBキーボードをシミュレーション
することができる製品ですが本製品によってパソコン、OS(Windo
ws)に対し操作を行うことができるため、使い方によってはパソコ
ンに問題を生じさせたりパソコン側の操作が不能になるなどの予期
しない問題を生じさせる恐れがあります。
特に連続打鍵機能実行の際に修飾キーを含んだキー打鍵を行ってい
る時、本機の予期しない動作停止を発生させるとWindows側のキ
ーボードデータに問題が生じ、パソコンの動作に問題を発生させる
ことがあります。特に作業中に保存していないデータ等については、
予期せず発生した問題により途中で消去されてしまったり、破棄さ
れてしまったりする恐れがあります。

⑤USBKBD-50の使用によって生じた如何なる問題であっても、当
方（マイクロテクニカ）は一切の責任を負わないものとし、本製品
の使用についてはユーザーの責任のもと使用するものと致します。
本製品及び本製品に付随する製品の使用に起因して、または関連し
て生じる直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的
損害、付随的損害、結果的損害およびその他のあらゆる損害に対し
行為の形態を問わずマイクロテクニカは一切の責任を負わないもの
と致します。これにはデータや利益の損失に対する責任を含むもの
と致します。

⑥USBKBD-50を使用した製品等を製造させる場合には様々なフェ
イルセーフ機能（安全設計）を施して頂き、十分に機器のテストを
した上で運用されますようお願い致します。
またデータの損失や予期しない事態に備えデータのバックアップを
行って頂けますようお願い致します。

サポート情報

よくお寄せいただくご質問については当方のFAQページにまとめて
掲載しております。下記のFAQページをご覧下さい。

http://www.microtechnica.tv/cgi-bin/faq.cgi

上記FAQにないご質問は以下のいずれかの方法でご質問をお寄せく
ださい。

■Eメール support@microtechnica.net

他社製品に関することや自作回路に関するご質問にはお答え致しか
ねますのであらかじめご了承ください。

なお技術的なご質問をされる場合には必ずご使用環境や使用してい
るデバイスの型式、エラーが表示されている場合には正確なエラー
メッセージをお知らせください。

マイクロテクニカ
〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-3-10
TEL: 03-3700-3535 FAX: 03-3700-3548

(C)2021 Microtechnica All rights reserved
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参考データ（付録）

■ASCIIコード一覧

■Windowsのショートカットキー一覧

Windowsのショートカットキーは、OSのバージョンによって異なります。
Google等で「Windows ショートカットキー」で検索してみてください。


