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適　用　機　種
＜シリアルインターフェイス＞ ＜パラレルインターフェイス＞

シングル SP312FD40-100J1 （注１）SP312FC40-100J1 XXX
ヘッド SP342FD40-100AJ1（注１）SP342FC40-100AJ1 XXX

SP349FD40-100AJ1（注１）SP349FC40-100AJ1 XXX
SP321SD28-100J1 （注１）SP321SC28-100J1 XXX
SP322SD40-100J1 （注１）SP322SC40-100J1 XXX

ツインヘッド SP317FD40-100J1 （注１）SP317FC40-100J1 （注２）
SP347FD40-100J1 （注１）SP347FC40-100J1 （注２）

XXX…なし： 標準（FCのみ）
P98 ： NEC PC98対応
PFU： Panacom Mシリーズ

富士通　FMR　対応
ESC： ESC/P対応（DOS/V互換機）

注１ 適用機種がシリアルインターフェイスの場合はSTARのみ
注２ SP317/347FC40-100J1は、STAR、PC98、ESC/P、富士通及び

Panacom Mを全サポート

Trademark Acknowledgements

名称 会社名
PC9800シリーズ 日本電気株式会社
Panacom Mシリーズ 松下電器産業株式会社
FMRシリーズ 富士通株式会社
ESC/Pシリーズ セイコーエプソン株式会社
MS-DOS Microsoft Corp.

【各PC対応版についてのおことわり】
SP300パラレルインターフェイスプリンタの各PC対応版は、各PCを使用したシステムでの漢
字レシート印字を目的としています。各PCの純正漢字プリンタは、24ピンタイプやページプリ
ンタ等であり、SP300とはメカニズムの基本構成が異なるために、ドット密度、文字の大きさ等
に互換性がありません。従って文字の位置揃え、罫線、グラフィック印字等で純正プリンタと
同じ印字結果が得られませんことを予め御承知おき下さい。各PC対応版は、基本的に漢字
モード設定／解除コマンドに純正プリンタとの互換性を持たせたものであり、その他の純正
プリンタにあるコマンドセットで本コマンド表に掲載されていないものは、ほとんどの場合
SP300では吐き捨てられます。

尚、漢字印字をする場合、漢字モード設定／解除コマンドは、DOS上のプリンタドライバが自
動的に付加してくる場合が多いので、特に意識して付加する必要はありません。

（例）“漢字”を印字する場合　　　：LPRINT“漢字”
だけで良い。漢字モード設定／解除コマンドは、DOSが自動的に付加しプリンタに送
信する。
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1.　コントロールコード表

文字の設定に関するコントロールコード
FUJITSU対応

PANACOM対応

<GS>"M"

<GS>"p"

<GS>"p"

<SO>

<SI>

<GS>"-""1"
<GS>"-"<1>

<GS>"-""0"
<GS>"-"<0>

<GS>"5"
<GS>"6"

命令の内容

7×9（ハーフドット）フォントの選択
（電源投入時選択）

5 × 9 フォントの選択(*7)
9×9（ハーフドット）フォントの選択(*2)
5× 9フォントの選択

(*6)
倍幅拡大文字の選択

倍幅拡大文字の解除

アンダーラインモードの選択

アンダーラインモードの解除

倒立印字モードの選択(*5)
倒立印字モードの解除(*5)
倒立印字モードの選択(*6)
倒立印字モードの解除(*6)

頁

4

4

4

5

6

6

6

7
7
7
7

STAR標準

<ESC>"M"

<ESC>"P"

<ESC>"P"

<SO>

<DC4>

<ESC>"-""1"
<ESC>"-"<1>

<ESC>"-""0"
<ESC>"-"<0>

<SI>
<DC2>
<SI>
<DC2>

PC98対応

<FS>"M"

<FS>"p"

DIPSW2-8 ON <FS>"q"
DIPSW2-8 OFF <FS>"P"
<SO>

<SI>

<ESC>"-""1"
<ESC>"-"<1>

<ESC>"-""0"
<ESC>"-"<0>

<FS>"5"(*2)
<FS>"6"(*2)
<FS>"5"
<FS>"6"

ESC/P対応

<ESC>"g"

<ESC>"M"

<ESC>"M"

<ESC>"W""1"
<ESC>"W"<1>
<ESC>"W""0"
<ESC>"W"<0>
<ESC>"-""1"
<ESC>"-"<1>
<FS>"-""1"
<FS>"-"<1>
<ESC>"-""0"
<ESC>"-"<0>
<FS>"-""0"
<FS>"-"<0>
<FS>"5"
<FS>"6"
<FS>"5"
<FS>"6"

行間隔に関するコントロールコード
命令の内容

印字改行

印字改行（LFと同じ）
1/6インチ改行の設定

（電源投入時設定）
1/8 インチ改行の設定(*5)
1/8 インチ改行の設定(*6)
n/144 インチ改行の設定(*1)
n行紙送り
1 回の n/72 インチの逆紙送り(*8)

頁

8

8
8

8
9
9
9
10

STAR標準

<LF>

<CR>
<ESC>"z""1"
<ESC>"z"<1>

<ESC>"0"
<ESC>"y" n
<ESC>"a" n
<ESC>"j" n

PC98対応

<LF>

<CR>
<ESC>"A"

<ESC>"B"
<ESC>"B"
<FS>"y" n
<FS>"a" n
<ESC>"j" n

ESC/P対応

<LF>

<CR>
<ESC>"2"

<ESC>"0"
<ESC>"0"
<FS>"y" n
<FS>"a" n
<ESC>"j" n

FUJITSU対応
PANACOM対応

<LF>
<ESC>"E"
<CR>
<GS>"A"

<GS>"B"
<GS>"B"
<GS>"y" n
<GS>"a" n
<GS>"j" n

ページのレイアウトに関するコントロールコード
頁

11
11
11

12
12
13
13

13
14
14
15
15
16
17

STAR標準

<FF>
<ESC>"C" n
<ESC>"C" n

<ESC>"1" n
<ESC>"Q" n
<ESC>"D" n1‥<0>
<ESC>"D" n1‥<0>

<HT>
<ESC><SP> n
<ESC>"B" n1‥<0>
<VT>
<ESC>"N" n
<ESC>"0"

PC98対応

<FF>
<FS>"f" n
DIPSW2-8 ON <FS>"g" n
DIPSW2-8 OFF <FS>"f" n
<FS>"L" n
<FS>"Q" n
<FS>"G" n1‥<0>
DIPSW2-8 ON <FS>"H"

n1 n2‥<0>
DIPSW2-8 OFF <FS>"G"

n1 n2‥<0>
<HT>
<FS><SP> n
<FS>"v" n1‥<0>
<VT>
<FS>"N" n
<FS>"0"
<FS>"8"

ESC/P対応

<FF>
<ESC>"C" n
<ESC>"C" n

<ESC>"1" n
<ESC>"Q" n
<FS>"h" n1‥<0>
<FS>"h" n1‥<0>

<HT>
<ESC><SP> n
<ESC>"B" n1‥<0>
<VT>
<FS>"N" n
<FS>"0"

FUJITSU対応
PANACOM対応

<FF>
<GS>"f" n
<GS>"f" n

<GS>"L" n
<GS>"Q" n
<GS>"G" n1‥<0>
<GS>"G" n1‥<0>

<HT>
<GS><SP> n
<GS>"v" n1‥<0>
<VT>
<GS>"N" n
<GS>"8"

命令の内容

改ページ（フォームフィード）
n 行のページ長設定(*5)
n行のページ長設定

(*6)
左マージンの設定
右マージンの設定
水平タブ位置の設定(*5)
水平タブ位置の設定

(*6)
水平タブの実行
文字の右スペース量設定(*2)
垂直タブ位置の設定(*2)
垂直タブの実行(*2)
n 行下マージンの設定(*2)
下マージンの解除(*2)
印字位置の指定(*2)
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命令の内容

n/72インチ改行の定義
n/72インチ改行の設定
n/72インチ改行の1回行送り
8ドット標準密度ビットイメージ
8ドット倍密度ビットイメージ
9 ドットビットイメージ(*5)
9 ドットビットイメージ(*6)

頁

17
17
17
18
19
20
20

STAR標準

<ESC>"A” n
<ESC>"2"
<ESC>"J" n
<ESC>"K" n1<0>‥
<ESC>"L" n1 n2‥
<ESC>"^ " n0 n1‥
<ESC>"^ " n0 n1‥

PC98対応

<FS>"e" n
<FS>"2"
<FS>"j" n
<FS>"k" n1<0>‥
<FS>"1" n1 n2‥
<FS>"^ " n0 n1‥(*2)
<FS>"＾ " n0 n1‥

ESC/P対応

<FS>"e" n
<FS>"3"
<FS>"j" n
<FS>"1" n1<0>‥
<ESC>"L" n1 n2‥

<FS>"＾ " n0 n1‥

FUJITSU対応
PANACOM対応

<GS>"e" n
<GS>"2"
<GS>"J" n
<GS>"k" n1<0>‥
<GS>"1" n1 n2‥

<GS>"＾" n0 n1‥

ダウンロードに関するコントロールコード
命令の内容

ダウンロード文字の定義
ダウンロード文字セットの設定

ダウンロード文字セットの解除

頁

22
22

23

STAR標準

<ESC>"&"<0> n1‥
<ESC>"%""1"
<ESC>"%"<1>
<ESC>"%""0"
<ESC>"%"<0>

PC98対応

<FS>"&"<0> n1‥
<ESC>"%""1"
<ESC>"%"<1>
<ESC>"%""0"
<ESC>"%"<0>

ESC/P対応

<FS>"%"<0> n1‥
<ESC>"%""1"
<ESC>"%"<1>
<ESC>"%""0"
<ESC>"%"<0>

FUJITSU対応
PANACOM対応

<GS>"&"<0> n1‥
<GS>"%""1"
<GS>"%"<1>
<GS>"%""0"
<GS>"%"<0>

外部機器駆動に関するコントロールコード
命令の内容

外部機器駆動パルス幅の設定
外部機器1の駆動命令A

(*5)
外部機器1の駆動命令B

(*5)
外部機器2の駆動命令B

(*5)
外部機器1の駆動命令A

(*6)
外部機器1の駆動命令B

(*6)
外部機器2の駆動命令B

(*6)

頁

25
25

26

26

25

26

26

STAR標準

<ESC><BEL> n1 n2
<BEL>

<FS>

<SUB>

<BEL>

<FS>

<SUB>

PC98対応

<FS><BEL> n1 n2
<FS><GS>

<FS><RS>

"!"

<FS><SUB>

" ’ "

<FS><GS>

<FS><RS>

"!"

<FS><SUB>

" ’ "

DSW1-8 ON

DSW1-8 OFF

DSW1-8 ON

DSW1-8 OFF

DSW1-8 ON

DSW1-8 OFF

DSW2-7 ON

DSW2-7 OFF

DSW2-7 ON

DSW2-7 OFF

DSW2-7 ON

DSW2-7 OFF

ESC/P対応

<FS><BEL> n1 n2
<FS><GS>

<FS><RS>

"!"

<FS><SUB>

" ’ "

<FS><GS>

<FS><RS>

"!"

<FS><SUB>

" ’ "

DSW1-8 ON

DSW1-8 OFF

DSW1-8 ON

DSW1-8 OFF

DSW1-8 ON

DSW1-8 OFF

DSW2-7 ON

DSW2-7 OFF

DSW2-7 ON

DSW2-7 OFF

DSW2-7 ON

DSW2-7 OFF

FUJITSU対応
PANACOM対応

<GS><BEL> n1 n2
<GS><US>

<GS><RS>

"!"

<GS><SUB>

" ’ "

<GS><US>

<GS><RS>

"!"

<GS><SUB>

" ’ "

DSW1-8 ON

DSW1-8 OFF

DSW1-8 ON

DSW1-8 OFF

DSW1-8 ON

DSW1-8 OFF

DSW2-7 ON

DSW2-7 OFF

DSW2-7 ON

DSW2-7 OFF

DSW2-7 ON

DSW2-7 OFF

漢字に関するコントロールコード
命令の内容

漢字モード設定

漢字モード解除

シフトJIS漢字モード設定

ブロックグラフィックモード設定

漢字文字間のスペース設定
半角漢字文字間のスペース設定
漢字ダウンロード文字の定義
8×16ドット漢字設定

（電源投入時設定）
16× 16ドット漢字設定

全角漢字設定
（電源投入時設定）
4倍角漢字設定

全角8×16ドット漢字設定
(*5)

頁

28

28

29

29

29
30
32
32

33

33

33

34

STAR標準

<ESC>"p"

<ESC>"q"

<ESC>"$""1"
<ESC>"$"<1>
<ESC>"$""0"
<ESC>"$"<0>
<ESC>"s" n1 n2
<ESC>"t" n1 n2
<ESC>"r" a1 a2 d1‥d32
<ESC>"u""1"
<ESC>"u"<1>
<ESC>"u""0"
<ESC>"u"<0>
<ESC>"x""1"
<ESC>"x"<1>
<ESC>"x""0"
<ESC>"x"<0>
<ESC>"w""1"
<ESC>"w"<1>

PC98対応

<ESC>"K"

<ESC>"H"

<FS>"$""1"
<FS>"$"<1>
<FS>"$""0"
<FS>"$"<0>
<FS>"s" n1 n2
<FS>"t" n1 n2
<FS>"r" a1 a2 d1‥d32
<FS>"u""1"
<FS>"u"<1>
<FS>"u""0"
<FS>"u"<0>
<FS>"x""1"
<FS>"x"<1>
<FS>"x""0"
<FS>"x"<0>
<FS>"w""1"
<FS>"w"<1>

ESC/P対応

<FS>"&"

<FS>"・"

<FS>"$""1"
<FS>"$"<1>
<FS>"$""0"
<FS>"$"<0>
<FS>"S" n1 n2
<FS>"T" n1 n2
<FS>"t" a1 a2 d1‥d32
<FS>"u""1"
<FS>"u"<1>
<FS>"u""0"
<FS>"u"<0>
<FS>"W""0"
<FS>"W"<0>
<FS>"W""1"
<FS>"W"<1>
<FS>"w""1"
<FS>"w"<1>

FUJITSU対応
PANACOM対応

<GS>"K"
<ESC>"$""@"
<ESC>"$""B"
<FS>"K"
<GS>"H"
<ESC>"(""H"
<GS>"$""1"
<GS>"$"<1>
<GS>"$""0"
<GS>"$"<0>
<GS>"s" n1 n2
<GS>"t" n1 n2
<GS>"r" a1 a2 d1‥d32
<GS>"u""1"
<GS>"u"<1>
<GS>"u""0"
<GS>"u"<0>
<GS>"x""1"
<GS>"x"<1>
<GS>"x""0"
<GS>"x"<0>
<GS>"w""1"
<GS>"w"<1>

グラフィックに関するコントロールコード
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命令の内容

全角8×16ドット漢字設定

(*6)
4倍角16× 16ドット漢字設定

(*5)
4倍角16× 16ドット漢字設定

(*6)
漢字 90°回転モード(*2)
半角文字指定(*1)
半角文字解除(*1)

頁

34

34

34

35
36
36

STAR標準

<ESC>"w""1"

<ESC>"w"<1>

<ESC>"w""0"
<ESC>"w"<0>
<ESC>"w""0"

<ESC>"w"<0>

<ESC>"i" n

PC98対応

DIPSW2-8 ON

DIPSW2-8 OFF

DIPSW2-8 ON

DIPSW2-8 OFF

<FS>"w""0"
<FS>"w"<0>

<FS>"z""1"

<FS>"z"<1>

<FS>"w""1"

<FS>"w"<1>

<FS>"z""0"

<FS>"z"<0>

<FS>"w""0"

<FS>"w"<0>

ESC/P対応

<FS>"w""1"

<FS>"w"<1>

<FS>"w""0"
<FS>"w"<0>
<FS>"w""0"

<FS>"w"<0>

<FS><SI>
<FS><DC2>

FUJITSU対応
PANACOM対応

<GS>"w""1"

<GS>"w"<1>

<GS>"w""0"
<GS>"w"<0>
<GS>"w""0"

<GS>"w"<0>

その他のコントロールコード
命令の内容

ブザーの鳴動
印字データのキャンセルとプリンタの初期化
ディセレクトモードの設定
セレクトモードの設定
片方向印字モードの選択

片方向印字モードの選択
(*6)

双方向印字モードの選択

プリンタの初期化

問い合わせ(*3)
テキスト開始(*3)
テキスト終結(*3)
用紙のカット(*4)

頁

37
37
38
39
39

39

40

40

41
41
41
42

STAR標準

<RS>
<CAN>
<DC3>
<DC1>
<ESC>"U""1"
<ESC>"U"<1>
<ESC>"U""2"
<ESC>"U"<2>
<ESC>"U""0"
<ESC>"U"<0>
<ESC>"@"

<ENQ>
<STX>
<ETX>
<ESC>"d""0"
<ESC>"d"<0>

PC98対応

<BEL>
<CAN>
<DC3>
<DC1>
<ESC>">"

<FS>"["

<ESC>"]"

<ESC>"c""1"

<FS>"d""0"
<FS>"d"<0>

ESC/P対応

<BEL>
<CAN>
<DC3>
<DC1>
<ESC>"U""1"
<ESC>"U"<1>
<ESC>"U""2"
<ESC>"U"<2>
<ESC>"U""0"
<ESC>"U"<0>
<ESC>"@"

<FS>"d""0"
<FS>"d"<0>

FUJITSU対応
PANACOM対応

<BEL>
<CAN>
<DC3>
<DC1>
<GS>">"

<GS>"["

<GS>"]"

<GS>"c""1"
<ESC>"c"

<GS>"d""0"
<GS>"d"<0>

＊ 1. フリクションフィードプリンタ（ロール紙用プリンタ：SP312F, SP342F,
SP349F, SP317F, SP347F）のみに有効。

＊2. スプロケットフィードプリンタ（SP321S/322S）のみに有効。
＊3. シリアルインターフェイスのプリンタのみに有効。
＊4. オートカッター付きのプリンタ（SP342F, 349F, SP347F）のみに有効。
＊5. シングルヘッドの場合
＊6. ツインヘッドの場合
＊7. シングルヘッドのフリクションフィードプリンタ（SP312F, SP342F, SP349F）

のみに有効
＊8. SP349のみに有効

<FS>"i" n
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1-1 文字の設定に関するコントロールコード

機　　　能� 7×9（ハーフドット）フォントの選択

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>  "M" <FS> "M" <ESC> "g" <GS> "M"
16進コード (1B)H (4D)H (1C)H (4D)H (1B)H (67)H (1D)H (4D)H

概　　　要� ANK文字の7×9（ハーフドット）フォントを選択します。
STAR標準： CPI、最大印字桁数は機種およびディップスイッチ1-5

の紙幅設定により、以下のようになります。
電源投入時、このコードが自動的に選択されます。
このコードは1行の先頭で入力してください。それ以外は無効となり
ます。

機種 SP312F,SP342F,SP349F SP321S SP322S SP317/347F
CPI 15.4 12.2 15.4 14.9

紙幅（インチ）3.25 3.0 2.25 3.5 3.0 3.5 3.25 3.0 2.25
最大印字桁数 40 40 28 28 28 40 40 40 28

ディフォルト値 ディフォルト値

各PC対応： シングルヘッドの場合、ディップスイッチによる紙幅
設定はできません。
紙幅は3.5/3.25/3.0インチ固定です。

機　　　能� 5×9フォントの選択

コ　ー　ド� シングルヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応
FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード <ESC> "P" <FS> "p" <ESC> "M" <GS> "p"
16進コード (1B)H (50)H (1C)H  (70)H (1B)H  (4D)H (1D)H (70)H

ツインヘッドの場合

適用機種 STAR標準
PC98対応

ESC/P対応 FUJITSU対応
DIPSW 2-8がON DIPSW 2-8がOFF PANACOM対応

コントロールコード <ESC> "P" <FS> "q" <FS> "p" <ESC> "M" <GS> "p"
16進コード (1B)H (50)H (1C)H (71)H (1C)H(70)H (1B)H (4D)H (1D)H (70)H

概　　　要� ANK文字の5×9フォントを選択します。
フリクションフィードプリンタのみに有効です。
STAR標準： CPI、最大印字桁数はディップスイッチ1-5の紙幅設定

により、以下のようになります。
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ツ イ ン ヘ ッ ド で
PC98選択時の注意

このコードは1行の先頭で入力して下さい。それ以外は無効となります。

機種 SP312F,SP342F,SP349F SP317/347F
CPI 12.8 12.5

紙幅（インチ）3.25 3.0 2.25 3.25 3.0 2.25
最大印字桁数 33 33 23 33 33 23

ディフォルト値 ディフォルト値

各PC対応： シングルヘッドの場合、ディップスイッチによる紙幅
設定はできません。
紙幅は3.25/3.0インチ固定です。

SP300シングルヘッドPC98対応機との互換コー
ドを使用する場合はDIPSW2-8をOFF設定にして
下さい。

機　　　能� 9×9（ハーフドット）フォントの選択

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード <ESC> "P" <FS> "p" <ESC> "M" <GS> "p"
16進コード (1B)H (50)H (1C)H (70)H (1B)H (4D)H (1D)H (70)H

概　　　要� ANK文字の9×9（ハーフドット）フォントを選択します。
スプロケットフィードプリンタのみに有効です。
STAR標準： シングルヘッドの場合、CPI、最大印字桁数は機種に

より、以下のようになります。
このコードは1行の先頭で入力して下さい。それ以外は無効となります。

機種 SP321S SP322S
CPI 10.2 12.8

紙幅（インチ） 3.5 3.0 3.5
最大印字桁数 23 23 33

各PC対応： シングルヘッドの場合、ディップスイッチによる紙幅
設定はできません。
紙幅は3.5/3.0インチ固定です。

機　　　能� 倍幅拡大文字の選択

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード
<SO> <SO> <ESC>"W""1" <SO>

<ESC>"W"<1>

16進コード
<0E>H (0E)H (1B)H (57)H (31)H (0E)H

(1B)H (57)H (01)H

概　　　要� 以降のデータを2倍角の拡大文字で印字します。
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機　　　能� 倍幅拡大文字の解除

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <DC4> <SI> <ESC>"W""0" <SI>
<ESC>"W"<0>

16進コード (14)H (0F)H (1B)H (57)H (30)H (0F)H
(1B)H (57)H (00)H

概　　　要� 拡大文字の選択を解除し、以降のデータを通常の文字幅で印字しま
す。

機　　　能� アンダーラインモードの選択

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

<ESC>"-""1" <ESC>"-""1" <ESC>"-""1" <GS>"-""1"

コントロールコード
<ESC>"-"<1> <ESC>"-"<1> <ESC>"-"<1> <GS>"-"<1>

<FS>"-""1"
<FS>"-"<1>

(1B)H (2D)H (31)H (1B)H (2D)H (31)H (1B)H (2D)H (31)H (1D)H (2D)H (31)H

16進コード
(1B)H (2D)H (01)H (1B)H (2D)H (01)H (1B)H (2D)H (01)H (1D)H (2D)H (01)H

(1C)H (2D)H (31)H
(1C)H (2D)H (01)H

概　　　要� 以降のデータのすべてをアンダーラインとともに印字します。
水平タブによるスペースにはアンダーラインは引かれません。

機　　　能� アンダーラインモードの解除

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

<ESC>"-""0" <ESC>"-""0" <ESC>"-""0" <GS>"-""0"

コントロールコード <ESC>"-"<0> <ESC>"-"<0> <ESC>"-"<0> <GS>"-"<0>
<FS>"-""0"
<FS>"-"<0>

(1B)H (2D)H (30)H (1B)H (2D)H (30)H (1B)H (2D)H (30)H (1D)H (2D)H (30)H

16進コード (1B)H (2D)H (00)H (1B)H (2D)H (00)H (1B)H (2D)H (00)H (1D)H (2D)H (00)H
(1C)H (2D)H (30)H
(1C)H (2D)H (00)H

概　　　要� アンダーラインモードを解除します。
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機　　　能� 倒立印字モードの選択

コ　ー　ド� シングルヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <SI> <FS> "5" <FS> "5"
16進コード (0F) H (1C)H  (35)H (1C)H (35)H

ツインヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応
FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード <SI> <FS> "5" <FS> "5" <GS> "5"
16進コード (0F)H (1C)H (35)H (1C)H (35)H (1D)H (35)H

概　　　要� 以降のデータを倒立文字で印字します。
このコードは1行の先頭で入力して下さい。それ以外は無効になりま
す。したがって1行内の正立・倒立の混在はできません。
PC98対応：シングルヘッドの場合は、スプロケットフィードプリン

タのみに有効です。

機　　　能� 倒立印字モードの解除

コ　ー　ド� シングルヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応
FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード <DC2> <FS> "6" <FS> "6"
16進コード (12)H (1C)H  (36)H (1C)H  (36)H

ツインヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <DC2> <FS> "6" <FS> "6" <GS> "6"
16進コード (12)H (1C)H (36)H (1C)H (36)H (1D)H (36)H

概　　　要� 倒立文字が解除されます。このコードは1行の先頭で入力してくださ
い。
PC98対応：シングルヘッドの場合はスプロケットフィードプリンタ

のみに有効です。
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1-2 行間隔に関するコントロールコード

機　　　能� 印字改行

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <LF> <LF> <LF> <LF>
<ESC> "E"

16進コード (0A)H (0A)H (0A)H (0A)H
(1B)H (45)H

概　　　要� ラインバッファ内のデータを印字し、1行分の紙送りを行います。な
お、このコードに先行するデータがないときは、1行分の紙送りだけ
を行います。

機　　　能� 印字改行（LFと同じ）

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <CR> <CR> <CR> <CR>
16進コード (0D)H (0D)H (0D)H (0D)H

概　　　要� 機能はLFコードと同じです。
ただし、ディップスイッチ1-3がONのときは、このコードは無効とな
ります。

機　　　能� 1/6インチ改行の設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード
<ESC>"z""1" <ESC> "A" <ESC> "2" <GS> "A"
<ESC>"z"<1>

16進コード
(1B)H (7A)H (31)H (1B)H (41)H (1B)H  (32)H (1D)H  (41)H
(1B)H (7A)H (01)H

概　　　要� 以降の行送りを1/6インチに設定します。
電源投入時、行送りはこのコードが自動的に設定されます。
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機　　　能� 1/8インチ改行の設定

コ　ー　ド� シングルヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC> "B" <ESC> "0" <GS> "B"
16進コード (1B)H (42)H (1B)H (30)H (1D)H (42)H

ツインヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応
FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード <ESC> "0" <ESC> "B" <ESC> "0" <GS> "B"
16進コード (1B)H (30)H (1B)H (42)H (1B)H (30)H (1D)H (42)H

概　　　要� 以降の行送りを1/8インチに設定します。

機　　　能� n/144インチ改行の設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード <ESC>"y" n <FS>"y" n <FS>"y" n <GS>"y" n
16進コード (1B)H (79)H n (1C)H (79)H n (1C)H (79)H n (1D)H (79)H n

定　義　域� 1≦n≦255

概　　　要� 以降の行送りをn/144インチに設定します。
フリクションフィードプリンタのみに有効です。

機　　　能� n 行紙送り

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"a" n <FS>"a" n <FS>"a" n <GS>"a" n
16進コード (1B)H (61)H n (1C)H (61)H n (1C)H (61)H n (1D)H (61)H n

定　義　域� 1≦n≦127

概　　　要� ラインバッファ内のデータを印字した後、n行の紙送りを実行しま
す。
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機　　　能� 1回のn/72インチの逆紙送り

コ　ー　ド� <ESC>"j" n
(1B)H (6A)H n

定　義　域� 1≦n≦255

概　　　要� このコードの入力により、1回のn/72インチの逆紙送りをおこないま
す。1行のスペースの位置は変わりません。

このコマンドは前ページ以降に戻ることも可能ですが、戻ったページ
の行の位置がページ長管理の対象となります。

（例）ページ長=33行時に、<ESC>"j" (78)Hを実行した時、

<ESC>"j" 78Hを実行後の
ページ長の頭の位置

<ESC>"j" 78Hを実行後の 正紙送りの方向
行の位置

<ESC>"j" 78Hを実行する前の
ページ長の頭の位置

<ESC>"j" 78Hを実行する前の
行の位置

注　　　意� このコマンドにより逆紙送りをおこなう場合、用紙がカッター刃の位
置から12/72インチ以上必ずでているようにしてください。
逆紙送りをこれ以上おこないますと、紙詰まりがおこることがありま
す。
（例） カッター動作後、A/72インチ（A＞6）の紙送りをした場合、

このコマンドで設定可能なnの値は
1≦n≦A－12となります。

1
2
3
4
5
.

28
.
.

33
1
2
3
4
5
.
.
.

33
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1-3 ページのレイアウトに関するコントロールコード

機　　　能� 改ページ（フォームフィード）

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <FF> <FF> <FF> <FF>
16進コード (0C)H (0C)H (0C)H (0C)H

概　　　要� ラインバッファ内のデータを印字した後、次のページの頭出し動作を
行います。

機　　　能� n行のページ長設定

コ　ー　ド� シングルヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応
FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード <ESC>"C" n <FS>"f" n <ESC>"C" n <GS>"f" n
16進コード (1B)H (43)H n (1C)H (66)H n (1B)H (43)H n (1D)H (66)H n

ツインヘッドの場合

適用機種 STAR標準
PC98対応

ESC/P対応 FUJITSU対応
DIPSW 2-8がON DIPSW 2-8がOFF PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"C" n <FS>"g" n <FS>"f" n <ESC>"C" n <GS> "f" n
16進コード (1B)H (43)H n (1C)H (67)H n (1C)H(66)H n (1B)H (43)H n (1D)H (66)H n

定　義　域� 1≦n≦255 （ 初期設定値： ）フリクションフィードの場合 n=42
スプロケットフィードの場合 n=33

概　　　要� 1ページの長さをn行に設定し、現在位置をページの先頭位置としま
す。

SP300シングルヘッドPC98対応機との互換コー
ドを使用する場合はDIPSW2-8をOFF設定にして
下さい。

ツ イ ン ヘ ッ ド で
PC98選択時の注意
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機　　　能� 左マージンの設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"1" n <FS>"L" n <ESC>"1" n <GS>"L" n
16進コード (1B)H (6C)H n (1C)H (4C)H n (1B)H (6C)H n (1D)H (4C)H n

定　義　域� 0≦n≦（右マージン－4）

概　　　要� ラインバッファ内のデータを印字した後、現在設定されているANK
文字サイズによる左マージンの設定を行い、設定された次の桁より印
字が行われます。文字サイズが変更されても、左マージンは移動しま
せん。

機　　　能� 右マージンの設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"Q" n <FS>"Q" n <ESC>"Q" n <GS>"Q" n
16進コード (1B)H (51)H n (1C)H (51)H n (1B)H (51)H n (1D)H (51)H n

定　義　域� 4≦n≦（最大印字桁数）

概　　　要� ラインバッファ内のデータを印字した後、現在設定されているANK
文字サイズによる右マージンの設定を行い、n桁まで印字が行われま
す。文字サイズが変更されても、右マージンは移動しません。
左右マージンの設定は印字可能領域が18ドット以上なければ設定出来
ません。また漢字印字において1文字の大きさがマージンで設定され
た印字領域より大きく、印字不可能の場合はその文字の替りに“?”
を印字します。

左マージンn値

右マージンn値

最左端

印字領域
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機　　　能� 水平タブ位置の設定

コ　ー　ド� シングルヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"D" n1 n2…nk<0> <FS>"G" n1 n2…nk<0> <FS>"h" n1 n2…nk<0> <GS>"G" n1 n2…nk<0>
16進コード (1B)H (44)H n1 n2…nk(00)H (1C)H (47)H n1 n2…nk(00)H (1C)H (68)H n1 n2…nk(00)H (1D)H (47)H n1 n2…nk(00)H

ツインヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応
DIPSW 2-8がON DIPSW 2-8がOFF PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"D" n1 n2…<0> <FS>"H" n1 n2…<0> <FS>"G" n1 n2…<0> <FS>"h" n1 n2…<0> <GS>"G" n1 n2…<0>
16進コード (1B)H (44)H n1 n2…(00)H (1C)H (48)H n1 n2…(00)H (1C)H (47)H n1 n2…(00)H (1C)H (68)H n1 n2…(00)H (1D)H (47)H n1 n2…(00)H

定　義　域� 1≦n1＜n2＜n3＜…＜nk≦（最大印字桁数-１）、1≦k≦16

概　　　要� 既に設定されている水平タブ位置を解除し、新しい水平タブ位置を設
定します。設定する水平タブ位置は小さい順に設定し、＜0＞で終了
します。設定可能な水平タブは最大16個です。すべての水平タブ位置
をクリアするにはn1=＜0＞で出来ます。タブ位置は、n + 1桁目にな
ります。
尚、タブ位置の基準点は、左マージンの設定に関係なく用紙の左端と
なります。

注　　　意� タブの設定位置＜nk＞が直前の設定位置＜nk-1＞に等しいか、または
小さい場合は、水平タブ設定は終了したものとみなされます。

SP300シングルヘッドPC98対応機との互換コー
ドを使用する場合はDIPSW2－8をOFF設定にし
て下さい。

機　　　能� 水平タブの実行

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード <HT> <HT> <HT> <HT>
16進コード (09)H (09)H (09)H (09)H

概　　　要� あらかじめ設定された次の水平タブ位置まで印字位置を移動します。
現在位置が、実行しようとする最後の水平タブ位置以後にある場合
は、このコードは無視されます。水平タブによってとばされたスペー
スには、アンダーラインは印字されません。

ツ イ ン ヘ ッ ド で
PC98選択時の注意
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機　　　能� 文字の右スペース量設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC><SP> n <FS><SP> n <ESC><SP> n <GS><SP> n
16進コード (1B)H (20)H n (1C)H (20)H n (1B)H (20)H n (1D)H (20)H n

概　　　要� ANK文字の右スペース量を設定します。漢字には適用されません。
スプロケットフィードプリンタのみに有効です。
nの値は SP321S:0.209mm（1/2ドット）に対応します。

SP322S:0.165mm

《9×9フォントの場合》

nの値(0≦n≦10)により、ANK文字の右スペース量が決定されます
が、これにより1行中の桁数が決定されます。

機種 フォント 桁数

SP321S
9×9 INT {280/(12+n)}
7×9 INT {280/(10+n)}

SP322S
9×9 INT {400/(12+n)}
7×9 INT {400/(10+n)}

（INTは整数を表します。）

倍幅拡大文字の場合の右スペース量は2nになります。
電源投入時、n=0に自動的に設定されます。
プリンタの初期化または＜CAN＞の入力、または再び設定されるま
で有効となります。

機　　　能� 垂直タブ位置の設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード <ESC>"B" n1 n2…<0> <FS>"v" n1 n2…<0> <FS>"B" n1 n2…<0> <GS>"v" n1 n2…<0>
16進コード (1B)H (42)H n1 n2…(00)H (1C)H (76)H n1 n2…(00)H (1B)H (42)H n1 n2…(00)H (1D)H (76)H n1 n2…(00)H

定　義　域� 1≦n1＜n2＜n3…＜nK≦255,1≦K≦16

概　　　要� 既に設定されている垂直タブ位置を解除し、新しい垂直タブ位置を設
定します。設定する垂直タブ位置は小さい順に設定し、＜0＞で終了
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します。設定可能な垂直タブは最大16個です。すべての垂直タブをク
リアするにはn1=<0>で出来ます。タブ位置はn+1行目になります。
スプロケットフィードプリンタのみに有効です。

注　　　意� タブの設定位置<nK>が直前の設定位置<nK-1>に等しいか、または小
さい場合は、垂直タブ設定は終了したものとみなされます。

機　　　能� 垂直タブの実行

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <VT> <VT> <VT> <VT>
16進コード (0B)H (0B)H (0B)H (0B)H

概　　　要� ラインバッファ内のデータを印字した後、あらかじめ設定された次の
垂直タブ位置まで印字位置を移動します。
現在位置が、実行しようとする最後の垂直タブ位置以後にある場合に
は、次のページの先頭まで印字位置を移動します。
スプロケットフィードプリンタのみに有効です。

機　　　能� n行下マージンの設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"N" n <FS>"N" n <FS>"N" n <GS>"N" n
16進コード (1B)H (4E)H n (1C)H (4E)H n (1C)H (4E)H n (1D)H (4E)H n

概　　　要� n行下のマージンを設定します。
nの値は0から255までで初期設定はn=0です。
スプロケットフィードプリンタのみに有効です。
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機　　　能� 下マージンの解除

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"0" n <FS>"0" n <FS>"0" n <GS>"0" n
16進コード (1B)H (4F)H n (1C)H (4F)H n (1C)H (4F)H n (1D)H (4F)H n

概　　　要� 下マージンを解除します。
スプロケットフィードプリンタのみに有効です。

機　　　能� 印字位置指定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <FS>"8" n
16進コード (1C)H (38)H n

概　　　要� nの値により印字位置を指定します。
スプロケットフィードプリンタのみに有効です。

n=0または"0" 左寄せ（デフォルト）
n=1または"1" 中央寄せ
n=2または"2" 右寄せ

注　　　意� 印字位置は左右マージン間において設定されます。
印字位置指定は行の先頭で入力してください。それ以外は無効です。
n=1（中央寄せ）またはn=2（右寄せ）が指定されている時、<HT>
（水平タブ実行コマンド）は無視します。
プリンタの初期化コマンドまたは<CAN>コマンドで印字位置は左寄
せになります。
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1-4グラフィックに関するコントロールコード

機　　　能� n/72インチ改行の定義

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"A" n <FS>"e" n <FS>"e" n <GS>"e" n
16進コード (1B)H (41)H n (1C)H (65)H n (1C)H (65)H n (1D)H (65)H n

定　義　域� 0≦n≦85（初期設定n=12）

概　　　要� 以降の行送りをn/72インチに定義します。このコードだけではn/72イ
ンチ改行は、設定されません。
次に示すn/72インチ改行の設定コードを送ることにより行送りをn/72
インチに設定します。

機　　　能� n/72インチ改行の設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード   <ESC>"2"     <FS>"2"     <FS>"3" <GS>"2"
16進コード (1B)H (32)H n (1C)H (32)H n (1C)H (33)H n (1D)H (32)H n

概　　　要� 行送りを前述したn/72インチ改行の定義で定義した値に設定します。

機　　　能� n/72インチの1回行送り

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"J" n   <FS>"j" n    <FS>"j" n <GS>"J" n
16進コード (1B)H (4A)H n    (1C)H (6A)H n     (1C)H (6A)H n    (1D)H (4A)H n

定　義　域� 1≦n≦255

概　　　要� ラインバッファ内のデータを印字した後、1回のn/72インチ前進行送
り（紙送り）をします。
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機　　　能� 8ドット標準密度ビットイメージ

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"K" n1<0> m1 m2…   <FS>"k" n1<0> m1 m2…      <FS>"1" n1<0> m1 m2…     <GS>"k" n1<0> m1 m2…
16進コード (1B)H (4B)H n1 (00)H m1 m2…  (1C)H (6B)H n1 (00)H m1 m2… (1C)H (6C)H n1 (00)H m1 m2…   (1D)H (6B)H n1 (00)H m1 m2…

定　義　域� 1≦n1≦200(SP312F, SP342F, SP349F, SP322S, SP317F, SP347F)
1≦n1≦140(SP321S)

概　　　要� n1によって定められたデータ数だけビットイメージの印字を実行しま
す。このとき印字は片方向印字となります。
1≦n1≦｛1行に印字できる最大データ量｝です。1行に印字できる
データ量を超えたデータは無視されます。
ビットイメージ印字後、自動的にキャラクターモードに戻ります。

注　　　意� 2行以上のグラフィック印字を最初の行から印字する場合は、1行目と
2行目の間が不揃いにならないように、1行目のグラフィック印字の前
に、1行以上の紙送りを行ってください。

印字ヘッドのニードルワイヤ（ピン番号）とデータの関係を下図に示
します。

　　例　　� ビットイメージによる印字を行ってみましょう。
下記にビットイメージによるデザインを作成します。

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1

上位 下位

ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9 （未使用）

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m21 m22 m23 m24 m25 m26 m27 m28 m29 m30

D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
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まずデータ量は30ですからn1=(1E)Hとなります。
データm1～m30を16進数に変換すると下記のようになります。

データ 2進数 16進数 データ 2進数 16進数 データ 2進数 16進数
m1 00000001 01 m11 00111110 3E m21 00111110 3E
m2 00011110 1E m12 00000010 02 m22 00101110 2E
m3 00111110 3E m13 00000010 02 m23 00101110 2E
m4 01011111 5F m14 00111110 3E m24 00111110 3E
m5 00011111 1F m15 00111110 3E m25 00101111 2F
m6 01011110 5E m16 00101111 2F m26 00101111 2F
m7 00011110 1E m17 00101111 2F m27 00111110 3E
m8 00111111 3F m18 00111110 3E m28 00111110 3E
m9 00101111 2F m19 00101110 2E m29 00000010 02
m10 00111110 3E m20 00101110 2E m30 00000010 02

印字サンプル�

機　　　能� 8ドット倍密度ビットイメージ

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"L" n1 n2 m1 m2… <FS>"1" n1 n2 m1 m2… <ESC>"L" n1 n2 m1 m2… <GS>"1" n1 n2 m1 m2…
16進コード (1B)H (4C)H n1 n2 m1 m2… (1C)H (6C)H n1 n2 m1 m2… (1B)H (4C)H n1 n2 m1 m2… (1D)H (6C)H n1 n2 m1 m2…

定　義　域� 1≦n1+256×n2≦400(SP312F, SP342F, SP322S, SP317F, SP347F)
1≦n1+256×n2≦200(SP321S)

概　　　要� n1、n2によって定められたデータ数だけ倍密度（ハーフドット印字）
ビットイメージを実行します。このとき印字は片方向印字となりま
す。
1≦n1+256×n2≦｛1行に印字できる最大データ量｝です。
1行に印字できるデータ量を超えたデータは無視されます。
ビットイメージ印字後、自動的にキャラクターモードに戻ります。印
字ヘッドのニードルワイヤとデータの関係は前述の8ドット標準密度
ビットイメージと同じです。

注　　　意� (1)横方向に隣り合ったドットは印字出来ません。

m1 m3 m5 m7 m9 m11

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

m2 m4 m6 m8 m10印字可能
m1 m3 m5 m7 m9 m11

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

m2 m4 m6 m8 m10印字不可能

横方向に隣り
合ったドット

横方向に隣り
合ったドット
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(2) 2行以上のグラフィック印字を最初の行から印字する場合は、1行
目と2行目の間が不揃いにならないように、1行目のグラフィック
印字の前に、1行以上の紙送りを行ってください。

機　　　能� 9ドットビットイメージ

コ　ー　ド� シングルヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"＾" n0 n1 n2 m1 m2… <FS>"＾" n0 n1 n2 m1 m2…
16進コード (1B)H (5E)H n0 n1 n2 m1 m2… (1C)H (5E)H n0 n1 n2 m1 m2…

ツインヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"＾" n0 n1 n2 m1 m2… <FS>"＾" n0 n1 n2 m1 m2… <FS>"＾" n0 n1 n2 m1 m2… <GS>"＾" n0 n1 n2 m1 m2…
16進コード (1B)H (5E)H n0 n1 n2 m1 m2… (1C)H (5E)H n0 n1 n2 m1 m2… (1C)H (5E)H n0 n1 n2 m1 m2… (1D)H (5E)H n0 n1 n2 m1 m2…

定　義　域� n0=0のとき
1≦n1+256×n2≦200(SP312F, SP342F, SP322S, SP317F, SP347F)
1≦n1+256×n2≦140(SP321S)
n0=1のとき
1≦n1+256×n2≦400(SP312F, SP342F, SP322S, SP317F, SP347F)
1≦n1+256×n2≦280(SP321S)

概　　　要� n0=0のとき標準密度9ドットビットイメージ、n0=1のとき倍密度9
ドットビットイメージの印字を行います。横方向のドット数はn1+256
×n2ドットとなります。右マージンを超えたドットは無効となりま
す。

データ数は2×(n1+256×n2)となります。
ビットイメージ印字後は自動的にキャラクターモードに戻ります。
PC98対応：スプロケットフィードプリンタのみに有効です。
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(2) 2行以上のグラフィック印字を最初の行から印字する場合は、1行
目と2行目の間が不揃いにならないように、1行目のグラフィック
印字の前に、1行以上の紙送りを行って下さい。

m1 m3 m5 m7 m9 m11

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

m2 m4 m6 m8 m10印字可能
m1 m3 m5 m7 m9 m11

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

m2 m4 m6 m8 m10印字不可能

横方向に隣り
合ったドット

横方向に隣り
合ったドット

注　　　意� (1)倍密度ビットイメージを印字するとき、横方向に隣り合ったドッ
トは印字出来ません。
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1-5 ダウンロードに関するコントロールコード

機　　　能� ダウンロード文字の定義

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"&"<0> n1 n2 <FS>"&"<0> n1 n2 <FS>"%"<0> n1 n2 <GS>"&"<0> n1 n2
[m0…mk]n2-n1+1 [m0…mk]n2-n1+1 [m0…mk]n2-n1+1 [m0…mk]n2-n1+1

16進コード (1B)H (26)H (00)H n1… (1C)H (26)H (00)H n1… (1C)H (25)H (00)H n1… (1D)H (26)H (00)H n1…

定　義　域� (20)H≦n1≦n2≦(7F)H,m0=(00)Hまたはm0=(80)H
7×9フォントの時 k=7
5×9フォントの時 k=5
9×9フォントの時 k=9

概　　　要� ダウンロード文字を定義します。
ダウンロード文字は最大10文字まで定義することができ、定義された
文字パターンはプリンタのRAMに記憶されます。
n1は定義を開始する文字コード、n2は定義を終了する文字コードを示
し、1文字だけを定義する場合はn1=n2とします。
m0は下図に示すように文字パターンと印字ヘッドの関係を示しま
す。m1 m2...は文字パターンを示します。

注　　　意� 7×9（ハーフドット）フォント（初期設定）、又は9×9（ハーフドッ
ト）フォントのとき、横方向に隣り合ったドットは印字できません。

機　　　能� ダウンロード文字セットの設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応

PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"%""1" <ESC>"%""1" <ESC>"%""1" <GS>"%""1"
<ESC>"%"<1> <ESC>"%"<1> <ESC>"%"<1> <GS>"%"<1>

16進コード (1B)H (25)H (31)H (1B)H (25)H (31)H (1B)H (25)H (31)H (1D)H (25)H (31)H
(1B)H (25)H (01)H (1B)H (25)H (01)H (1B)H (25)H (01)H (1D)H (25)H (01)H

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1

下位

ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9

m0=(00)H の場合
上位

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1

下位

ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9

m0=(80)H の場合
上位

m1 m3 m5 m7

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

m2 m4 m6

印字不可能

横方向に隣り
合ったドット

横方向に隣り
合ったドット

m1 m3 m5 m7

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

m2 m4 m6

印字可能
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概　　　要� ダウンロード文字セットを選択します。
前述したダウンロード文字の定義コードによりダウンロード文字を定
義しただけでは、ダウンロード文字を印字することはできません。ダ
ウンロード文字の印字は、このコードをプリンタに送ることにより実
行されます。

機　　　能� ダウンロード文字セットの解除

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード
<ESC>"%""0" <ESC>"%""0" <ESC>"%""0" <GS>"%""0"
<ESC>"%"<0> <ESC>"%"<0> <ESC>"%"<0> <GS>"%"<0>

16進コード
(1B)H (25)H (30)H (1B)H (25)H (30)H (1B)H (25)H (30)H (1D)H (25)H (30)H
(1B)H (25)H (00)H (1B)H (25)H (00)H (1B)H (25)H (00)H (1D)H (25)H (00)H

概　　　要� ダウンロード文字セットの選択を解除し、内蔵文字セットを選択しま
す。電源投入時は、内蔵文字セットを選択します。

　　例　　� 7×9（ハーフドット）フォントの場合での、ダウンロード文字による
印字を行ってみましょう。
(1)ダウンロード文字をデザインします。

(2)ダウンロード文字を定義します。
ダウンロード文字の書き込む場所を（文字コード）(21)H、(22)H、
(23)Hとすると、n1=(21)H、n2=(23)Hとなります。
文字パターンデータと印字ヘッドの関係を9ピン未使用とすると、
m0=(80)Hとなります。データm1～m7を16進数に変換すると以下
のようになります。

データ 2進数 16進数 データ 2進数 16進数 データ 2進数 16進数
m1 10100000 A0 m1 10011000 98 m1 00111100 3C
m2 00000000 00 m2 01100100 64 m2 01000010 42
m3 10100000 A0 m3 10000010 82 m3 10100101 A5
m4 00011111 1F m4 00000001 01 m4 00000000 00
m5 10100000 A0 m5 10000010 82 m5 10100101 A5
m6 00000000 00 m6 01100100 64 m6 01000010 42
m7 10100000 A0 m7 10011000 98 m7 00111100 3C

m1 m3 m5 m7

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

m2 m4 m6

m1 m3 m5 m7

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

m2 m4 m6

m1 m3 m5 m7

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

m2 m4 m6

文字コード(21)H 文字コード(22)H 文字コード(23)H
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データ送信例�

(1) ダウンロード文字の定義 (1B)H (26)H (00)H (21)H (23)H (80)H
(A0)H (00)H (A0)H (1F)H (A0)H (00)H
(A0)H (80)H (98)H (64)H (82)H (01)H
(82)H (64)H (98)H (80)H (3C)H (42)H
(A5)H (00)H (A5)H (42)H (3C)H

(2) ダウンロード文字セットの選択 (1B)H (25)H (31)H
(3) 文字コード (21)H (22)H (23)H (0A)H
(4) ダウンロード文字セットの解除 (1B)H (25)H (30)H
(5) 文字コード (21)H (22)H (23)H (0A)H

印字サンプル�
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1-6 外部機器駆動に関するコントロールコード

機　　　能� 外部機器駆動パルス幅の設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC><BEL> n1 n2 <FS><BEL> n1 n2 <FS><BEL> n1 n2 <GS><BEL> n1 n2
16進コード (1B)H (07)H n1 n2 (1C)H (07)H n1 n2 (1C)H (07)H n1 n2 (1D)H (07)H n1 n2

定　義　域� 1≦n1≦127,1≦n2≦127（初期設定値n1=n2=20）

概　　　要� 外部機器（キャッシュドロワーなど）を駆動するための通電時間設定
コマンドです。
通電時間=10×n1(ms)
ディレイ時間=10×n2(ms)
外部機器1の駆動命令コードにより実行します。

機　　　能� 外部機器1の駆動命令A

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応

PANACOM対応
<BEL> ※1 ※1 ※1

コントロールコード <FS> <GS> <FS> <GS> <GS> <US>
※2 ※2 ※2

(07)H ※1 ※1 ※1

16進コード (1C)H  (1D)H (1C)H  (1D)H (1D)H (1F)H
※2 ※2 ※2

シングルヘッドの場合 ※ 1：DSW1-8ON ※ 2：DSW1-8OFF
ツインヘッドの場合 ※ 1：DSW2-7ON ※ 2：DSW2-7OFF

概　　　要� 外部機器駆動パルス幅の設定コードによって設定された条件で外部機
器1を駆動します。

ON

OFF

10 × n1 (ms) 10 × n2 (ms)

印字、紙送り禁止
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機　　　能� 外部機器1の駆動命令B

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

<FS> ※1 ※1 ※1

コントロールコード <FS> <RS> <FS> <RS> <GS> <RS>
※2 ※2 ※2
"!" "!" "!"

(1C)H ※1 ※1 ※1

16進コード (1C)H (1E)H (1C)H (1E)H (1D)H (1E)H
※2 ※2 ※2
(21)H (21)H (21)H

シングルヘッドの場合 ※ 1：DSW1-8ON ※ 2：DSW1-8OFF
ツインヘッドの場合 ※ 1：DSW2-7ON ※ 2：DSW2-7OFF

概　　　要� 外部機器駆動パルス幅の設定コードによって設定された条件で外部機
器1を駆動します。外部機器1の駆動命令Aとの違いは、以下の通りで
す。
プリンタが外部機器1の駆動命令Bを受信したら、すぐ命令を実行す
るのに対して、外部機器1の駆動命令Aは、他のコントロールコード
と同様に受信後、一旦データバッファ内にストアされ、受信した順に
実行されることです。

機　　　能� 外部機器2の駆動命令B

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

<SUB> ※1 ※1 ※1

コントロールコード
<FS><SUB> <FS><SUB> <GS><SUB>
※2 ※2 ※2
"  ’" "  ’" "  ’"

(1A)H ※1 ※1 ※1

16進コード
(1C)H (1A)H (1C)H (1A)H (1D)H (1A)H
※2 ※2 ※2
(27)H (27)H (27)H

シングルヘッドの場合 ※ 1：DSW1-8ON ※ 2：DSW1-8OFF
ツインヘッドの場合 ※ 1：DSW2-7ON ※ 2：DSW2-7OFF

概　　　要� 外部機器2を駆動します。通電時間は200ms ON、200ms OFFと固定さ
れています。
外部機器2の駆動命令Bを受信したら、すぐ命令を実行します。

注　　　意� 外部機器1と外部機器2を同時に駆動することはできません。
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1-7 漢字に関するコントロールコード
漢字を印字するには、JISコード表またはシフトJISコード表で定義されたコードを入
力することにより印字できます。
コード表については、2章の文字コード表を参照してください。
文字コード表は、スター標準機の場合を掲載してあります。
各PC対応機によっては扱うコードが一部異なるところがありますので、相違点につ
いては、別冊の「スモールプリンタ取扱説明書」を参照してください。
(1) JISコード

JISコードの漢字を印字する場合には、漢字モード設定コードの入力により漢字
モードに変換する必要があります。漢字モードに変換した後、出力したい漢字
のJIS漢字コード表の中から選択し、16進数又は10進数により第1バイト、第2バ
イトの順で入力します。
このように2バイトで、一つの漢字を意味します。又、漢字モードを解除すると
きは漢字モード解除コードの入力により行います。

漢字モード設定 漢字データ（2×nバイト） 漢字モード解除

→<ESC>"p" → m11 m12 → m21 m22 → …m11 m12 → …mn1 mn2 → <ESC>"q"→
m11 : 第1バイト
m12 : 第2バイト

(1≦i≦n)

JIS漢字データの転送シーケンス（STAR標準の場合）

漢字の印字方法は基本的には上記の通りです。
漢字は、16×16ドットで構成され、2パス、4倍角文字で印字します。1パス目は縦9
ドットを印字し、9/72インチ改行後、2パス目で残りの7ドットを印字します。

(2) シフトJISコード／ブロックグラフィック
シングルヘッドSTAR標準及びツインヘッド
ディップスイッチ1-2がONの時にシフトJISモードとなり、印字データの第1バイ
トがASCIIコード表の80Hから9FHの範囲及びE0HからFEHの範囲であれば、次の
バイトとペアで漢字1文字を印字します。
ディップスイッチ1-2がOFFの時には、ASCIIコード表の80Hから9FH及びE0Hから
FEHの範囲にはブロックグラフィックが印字されます。
このように、シフトJISコードでは、漢字モードに入るコントロールコードなし
に漢字を印字できます。
JISコードとシフトJISコードを併用することもできますが、漢字モード中からは
シフトJISコードは引けません。
シングルヘッドPC98対応、FUJITSU/PANACOM対応：シフトJISモードがデフォ
ルトとなります。（DIP SWでの設定はできません）
シングルヘッドESC/P対応：ブロックグラフィックモードがデフォルトとなりま
す。（DIP SWでの設定はできません）
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機　　　能� 漢字モード設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

<ESC> "p" <ESC> "K" <FS> "&" <GS> "K"

コントロールコード <ESC>"$""@"
<ESC>"$""B"
<FS> "K"

(1B)H (70)H (1D)H (4B)H (1C)H (26)H (1D)H (4B)H

16進コード (1B)H (24)H (40)H
(1B)H (24)H (42)H
(1C)H (4B)H

概　　　要� 漢字モードの設定を行います。
漢字データはすべて漢字コード表で2バイトの16進数または、10進数
に変換して入力してください。
転送手順は第1バイト、第2バイトの順に行って下さい。
（第1バイト＝上位バイト、第2バイト＝下位バイト）
漢字モードは漢字モード解除コードにより解除されます。漢字モード
が解除されるまでのデータは2バイトの漢字コードとして認識されま
す。
漢字データ量が同一行で印字可能な最大印字桁数を越える場合は、自
動的に印字を行います。
漢字モード中でも他のコントロールコードは有効となりますが、一部
には有効とならないコントロールコードもあります。（漢字モード解
除の 注　　　意� を参照してください。）

機　　　能� 漢字モード解除

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応

PANACOM対応

コントロールコード <ESC> "q" <ESC> "H" <FS> "." <GS> "H"
<ESC>"(""H"

16進コード (1B)H (71)H (1B)H (48)H (1C)H (2E)H (1D)H (48)H
(1B)H (28)H (48)H

概　　　要� 漢字モードを解除します。
このコード入力後のデータは1バイトデータとして認識されます。

注　　　意� 漢字モード中でも他のコントロールコードは有効となりますが、以下
のコントロールコードは漢字モードに対しては有効となりません。
1)文字フォントの選択
2)ダウンロード
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機　　　能� シフトJIS漢字モード設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"$""1" <FS> "$""1" <FS> "$""1" <GS> "$""1"
<ESC>"$"<1> <FS>"$"<1> <FS>"$"<1> <GS>"$"<1>

16進コード (1B)H (24)H (31)H (1C)H (24)H (31)H (1C)H (24)H (31)H (1D)H (24)H (31)H
(1B)H (24)H (01)H (1C)H (24)H (01)H (1C)H (24)H (01)H (1D)H (24)H (01)H

概　　　要� シフトJIS漢字モードを設定します。
コード表の(80)Hから(9F)Hの範囲および(E0)Hから(FE)Hの範囲のモー
ドを選択します。
シフトJISにより指定された漢字についても、JISコードの漢字同様他
のコントロールコードは有効です。

機　　　能� ブロックグラフィックモード設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード
<ESC>"$""0" <FS> "$""0" <FS> "$""0" <GS> "$""0"
<ESC>"$"<0> <FS>"$"<0> <FS>"$"<0> <GS>"$"<0>

16進コード
(1B)H (24)H (30)H (1C)H (24)H (30)H (1C)H (24)H (30)H (1C)H (24)H (30)H
(1B)H (24)H (00)H (1C)H (24)H (00)H (1C)H (24)H (00)H (1C)H (24)H (00)H

概　　　要� ブロックグラフィックモードを設定します。

機　　　能� 漢字文字間のスペーシング

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"s" n1 n2 <FS>"s" n1 n2 <FS>"S" n1 n2 <GS>"s" n1 n2
16進コード (1B)H (73)H n1 n2 (1C)H (73)H n1 n2 (1C)H (53)H n1 n2 (1D)H (73)H n1 n2

概　　　要� n1、n2で指定されるスペースを漢字文字間にとります。
n1は文字の左側のスペーシング量で、n2は文字の右側のスペーシング
量です。
4倍角16×16の場合
n1=1ドット
n2=1ドット（1ドット=0.330mm : SP312F, SP342F, SP349F, SP322S,

SP317F, SP347F
=0.417mm : SP321S）

4倍角8×16、全角16×16の場合
n1=1/2ドット
n2=1/2ドット（1/2ドット =0.165mm : SP312F, SP342F, SP349F, SP322S,

SP317F, SP347F
=0.209mm : SP321S）
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《4倍角16×16の場合》

n1、n2の値により、漢字文字間のスペーシングが決定されますが、こ
れにより1行中の漢字桁数が決定されます。

機種 フォント 桁数
SP321S 4倍角16×16 INT {140/(16+n1+n2)}

4倍角8×16、全角16×16、全角8×16 INT {280/(16+n1+n2)}
SP322S/ 4倍角16×16 INT {200/(16+n1+n2)}
SP312F/342F/349F/317F/347F 4倍角8×16、全角16×16、全角8×16 INT {400/(16+n1+n2)}

（INTは整数を表します。）
ディフォルト状態（電源投入時）は、n1=0、n2=2です。
プリンタの初期化コードの入力、または再び設定されるまで有効とな
ります。

機　　　能� 半角漢字文字間のスペーシング

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"t" n1 n2 <FS>"t" n1 n2 <FS>"T" n1 n2 <GS>"t" n1 n2
16進コード (1B)H (74)H n1 n2 (1C)H (74)H n1 n2 (1C)H (54)H n1 n2 (1D)H (74)H n1 n2
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概　　　要� n1、n2で指定されるスペースを(2921)H～(2B7E)H半角漢字文字間にと
ります。
（シフトJIS漢字の場合(8540)H～(869E)Hです。）
n1は文字の左側のスペーシング量で、n2は文字の右側のスペーシング
量です。
4倍角16×16の場合
n1=1ドット
n2=1ドット（1ドット =0.330mm : SP312F,　SP342F,　SP349F,　SP322S,

SP317F,　SP347F
=0.417mm : SP321S）

4倍角8×16、全角16×16の場合
n1=1/2ドット
n2=1/2ドット（1/2ドット=0.165mm : SP312F,　SP342F,　SP349F,　SP322S

=0.209mm : SP321S）

《4倍角16×16の場合》

n1、n2の値により、漢字文字間のスペーシングが決定されますが、こ
れにより1行中の漢字桁数が決定されます。

機種 フォント 桁数
SP321S 4倍角16×16 INT {140/(8+n1+n2)}

4倍角8×16、全角16×16、全角8×16 INT {280/(8+n1+n2)}
SP322S/ 4倍角16×16 INT {200/(8+n1+n2)}
SP312F/342F/349F/317F/347F 4倍角8×16、全角16×16、全角8×16 INT {400/(8+n1+n2)}

（INTは整数を表します。）
ディフォルト状態（電源投入時）は、n1=0、n2=1です。
プリンタの初期化コードの入力、または再び設定されるまで有効とな
ります。
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機　　　能� 漢字ダウンロード文字の定義

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"r"a1 a2 d1 d2…d32 <FS>"r" a1 a2 d1 d2…d32 <FS>"t" a1 a2 d1 d2…d32 <GS>"r"a1 a2 d1 d2…d32
16進コード (1B)H (72)H a1 a2 d1 d2…d32 (1C)H (72)H a1 a2 d1 d2…d32 (1C)H (74)H  a1 a2 d1 d2…d32 (1D)H (72)H a1 a2 d1 d2…d32

概　　　要� 漢字ダウンロード文字を定義します。
a1、a2はアドレスを示します。a1が第1バイトa2が第2バイトとなり、
<7720>H～<7729>Hまでの10文字が定義可能となります。
定義された漢字ダウンロード文字は、他の漢字と同様に2バイトでア
クセスされます。そのときの漢字コードはa1が第1バイト、a2が第2バ
イトとなります。
d1、d2……d32は文字パターンデータです。次のように設計して、順
次データを転送してください。

漢字ダウンロード文字の字体は16×16ドットパターンで構成されま
す。
印字される場所を1、印字しない場所を0として、フォントデータに変
換します。
ニードル上側をMSB（最上位ビット）とし、下側のLSB（最下位の
ビット）とし、図のようにd1、d2……d32までデータとしてとりま
す。
一度定義された漢字ダウンロード文字は再定義されるか、電源OFFま
で有効となります。

機　　　能� 8×16ドット漢字設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード
<ESC>"u""1" <FS>"u""1" <FS>"u""1" <GS>"u""1"
<ESC>"u"<1> <FS>"u"<1> <FS>"u"<1> <GS>"u"<1>

16進コード
(1B)H (75)H (31)H (1C)H (75)H (31)H (1C)H (75)H (31)H (1D)H (75)H (31)H
(1B)H (75)H (01)H (1C)H (75)H (01)H (1C)H (75)H (01)H (1D)H (75)H (01)H

概　　　要� 8×16ドット漢字設定を行います。
電源投入時、このコードが自動的に設定されます。

ニードル上

ニードル下

MSB

LSB
MSB

LSB

d1

d2

d3

d4

d31

d32

16

16
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機　　　能� 16×16ドット漢字設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"u""0" <FS> "u""0" <FS> "u""0" <GS> "u""0"
<ESC>"u"<0> <FS> "u"<0> <FS> "u"<0> <GS> "u"<0>

16進コード (1B)H (75)H (30)H (1C)H (75)H (30)H (1C)H (75)H (30)H (1D)H (75)H (30)H
(1B)H (75)H (00)H (1C)H (75)H (00)H (1C)H (75)H (00)H (1D)H (75)H (00)H

概　　　要� 16×16ドット漢字設定を行います。

機　　　能� 全角漢字設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応

PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"x""1" <FS> "x""1" <FS> "W""0" <GS> "x""1"
<ESC>"x"<1> <FS> "x"<1> <FS>"W"<0> <GS> "x"<1>

16進コード (1B)H (78)H (31)H (1C)H (78)H (31)H (1C)H (57)H (30)H (1D)H (78)H (31)H
(1B)H (78)H (01)H (1C)H (78)H (01)H (1C)H (57)H (00)H (1D)H (78)H (01)H

概　　　要� 全角漢字設定を行います。
電源投入時、このコードが自動的に設定されます。

機　　　能� 4倍角漢字設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード
<ESC>"x""0" <FS> x""0" <FS> "W""1" <GS> "x""0"
<ESC>"x"<0> <FS> "x"<0> <FS>"W"<1> <GS> "x"<0>

16進コード
(1B)H (78)H (30)H (1C)H (78)H (30)H (1C)H (57)H (31)H (1D)H (78)H (30)H
(1B)H (78)H (00)H (1C)H (78)H (00)H (1C)H (57)H (01)H (1D)H (78)H (00)H

概　　　要� 4倍角漢字設定を行います。
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機　　　能� 全角8×16ドット漢字設定

コ　ー　ド� シングルヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード
<ESC>"w""1" <FS> "w""1" <FS> "w""1" <GS> "w""1"
<ESC>"w"<1> <FS>"w"<1> <FS>"w"<1> <GS>"w"<1>

16進コード
(1B)H (77)H (31)H (1C)H (77)H (31)H (1C)H (77)H (31)H (1D)H (77)H (31)H
(1B)H (77)H (01)H (1C)H (77)H (01)H (1C)H (77)H (01)H (1D)H (77)H (01)H

ツインヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応
DIPSW 2-8がON DIPSW 2-8がOFF PANACOM対応

コントロールコード <ESC> "w""1" <FS> "z""1" <FS> "w""1" <FS> "w""1" <GS> "w""1"
<ESC>"w"<1> <FS> "z"<1> <FS> "w"<1> <FS> "w"<1> <GS> "w"<1>

16進コード (1B)H (77)H (30)H (1C)H (7A)H (30)H (1C)H (77)H (30)H (1C)H (77)H (30)H (1D)H (77)H (30)H
(1B)H (77)H (00)H (1C)H (7A)H (00)H (1C)H (77)H(00)H (1C)H (77)H (00)H (1D)H (77)H (00)H

概　　　要� 全角8×16ドット漢字設定を行います。
電源投入時、このコードが自動的に設定されます。

SP300シングルヘッドPC98対応機との互換コードを使用する場合
はDIPSW2-8をOFF設定にして下さい。

機　　　能� 4倍角16×16ドット漢字設定

コ　ー　ド� シングルヘッドの場合

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応
FUJITSU対応

PANACOM対応

コントロールコード
<ESC>"w""0" <FS> "w""0" <FS> "w""0" <GS> "w""0"
<ESC>"w"<0> <FS>"w"<0> <FS>"w"<0> <GS>"w"<0>

16進コード
(1B)H (77)H (30)H (1C)H (77)H (30)H (1C)H (77)H (30)H (1D)H (77)H (30)H
(1B)H (77)H (00)H (1C)H (77)H (00)H (1C)H (77)H (00)H (1D)H (77)H (00)H

ツインヘッドの場合

適用機種 STAR標準
PC98対応

ESC/P対応 FUJITSU対応
DIPSW 2-8がON DIPSW 2-8がOFF PANACOM対応

コントロールコード
<ESC> "w""0" <FS> "z""0" <FS> "w""0" <FS> "w""0" <GS> "w""0"
<ESC>"w"<0> <FS> "z""0" <FS> "w"<0> <FS> "w"<0> <GS> "w"<0>

16進コード
(1B)H (77)H (30)H (1C)H (7A)H (30)H (1C)H (77)H (30)H (1C)H (77)H (30)H (1D)H (77)H (30)H
(1B)H (77)H (00)H (1C)H (7A)H (00)H (1C)H (77)H (00)H (1C)H (77)H (00)H (1D)H (77)H (00)H

概　　　要� 4倍角16×16ドット漢字設定を行います。

漢字のフォントに関するコントロールコードの関連図を示すと次頁の
ようになります。（STAR標準の場合）

ツインヘッドで
PC98選択時の注意
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SP300シングルヘッドPC98対応機との互換コードを使用する場合
はDIPSW2-8をOFF設定にして下さい。

機　　　能� 漢字90°回転モードの設定／解除

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード <ESC>"i" n <FS>"i" n
16進コード (1B)H (69)H n (1C)H (69)H n

概　　　要� このコマンド以降の漢字を90°回転して印字します。
nの値により回転方向または解除を指定します。
スプロケットフィードプリンタのみに有効です。

n=0または"0" 回転モード解除（デフォルト）
n=1または"1" 左回転モード（反時計回り）
n=2または"2" 右回転モード（時計回り）

（例）
n=0または"0"の時

回転解除
n=1または"1"の時

n=2または"2"の時転回右

左 回 転

4倍角 8 × 16 ドット漢字
（2パス印字）

4倍角 16 × 16 ドット漢字
（4パス印字）

全角 8 × 16 ドット漢字
（2パス印字）

全角 16 × 16 ドット漢字
（4パス印字）

<ESC> "x" 1

<ESC> "x" 0

<ESC> "x" 1

<ESC> "u" 0 <ESC> "u" 1

<ESC> "u" 0 <ESC> "u" 1 <ESC> "w" 0

<ESC> "w" 1

電源投入時（ディフォルト）

<ESC> "x" 0

ツインヘッドで
PC98選択時の注意
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ESC/P選択時
の注意

注　　　意� 半角漢字を回転したとき、文字間スペースは全角漢字の値が適用され
ます。
ANK文字は回転されません。
プリンタの初期化コマンドまたは<CAN>コマンドで漢字回転モード
は解除されます。

機　　　能� 半角文字指定

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応
FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード なし なし <FS> <SI> なし
16進コード (1C)H (0F)H

概　　　要� 全角英数字、全角カタカナ、全角罫線文字を半角漢字サイズで印字し
ます。
このコードは、ESC/P選択時で、DIPSW2-8がOFFの場合のみ有効で
す。

ESC/Pでは、このコードで半角指定できる文字は、JIS漢字全コー
ドが対象であるのに対し本機では、SP300が2920～2B6Fでサポー
トしている半角文字のみが対象となります。また、2C20～2C6Fの
全角罫線素子は、ESC/Pに存在しないため半角変換しません。

機　　　能� 半角文字解除

適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応
FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード なし なし <FS> <DC2> なし
16進コード (1C)H (12)H

概　　　要� <FS><SI>で設定された半角文字指定を解除します。
このコードは、ESC/P選択時で、DIPSW2-8がOFFの場合のみ有効で
す。
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1-8 その他のコントロールコード

機　　　能� ブザーの鳴動

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <RS> <BEL> <BEL> <BEL>
16進コード (1E)H (07)H (07)H (07)H

概　　　要� プリンタから短い警告音を発信します。

機　　　能� 印字データのキャンセルとプリンタの初期化

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード <CAN> <CAN> <CAN> <CAN>
16進コード (18)H (18)H (18)H (18)H

概　　　要� データバッファ及びラインバッファのクリアと既に設定された各種の
コマンドの初期化を行います。
ただし、外部機器駆動パルス幅の設定は初期化されません。また、
DIPSWの再読み込みは行いません。
なお、シリアルインターフェイスプリンタの場合、アドレッサブル
モード及びDC1、DC3モードにおけるセレクト／ディセレクト状態は
影響されません。
STX-ETXモード時、<CAN>コードによりSTX-ETXの間のデータとラ
インバッファがクリアされ、コマンドの初期化は行われません。

注　　　意� メカニカルエラーまたは紙無し発生時に<CAN>を送信する場合は、
次の2点について、確認された後に行うようにしてください。
1) [DTRモード時]DTRがマーク状態になった。

[Xon/Xoffモード時]プリンタから送信されるXoffを受信した。
2) プリンタステータスのメカニカルエラービットまたは紙無しエ

ラービットが1になった。



- 38 -

機　　　能� ディセレクトモードの設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <DC3> <DC3> <DC3> <DC3>
16進コード (13)H (13)H (13)H (13)H

概　　　要� (1) シリアルインターフェイスプリンタの場合
ディップスイッチ1-4の設定により、この機能は異なります。
a) DC1、DC3無効モード（ディップスイッチ4-1～4-4がすべて

ON）のとき、プリンタはこのコードを無視します。
b) DC1、DC3有効モード（ディップスイッチ4-1～4-4がすべて

OFF）のとき、プリンタは<DC3>を受け取ると、それ以降の
データを無視します。
ディセレクトモードの解除は、コード<DC1>により行われま
す。

c) アドレッサブルモード（ディップスイッチ4-1～4-4の設定が
a、b以外）のとき、プリンタは<DC3>を受け取ると、それ以降
のデータを無視します。
ディセレクトモードの解除は、コード<DC1>nにより行われま
す。なお、アドレッサブルモードはオプションのRS-422Aを取
り付けたときだけ有効です。

(2) パラレルインターフェイスプリンタの場合
プリンタはこのコードを受け取ると、それ以降のデータを無視し
ます。ディセレクトモードの解除は、コード<DC1>により行われ
ます。
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機　　　能� セレクトモードの設定

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <DC1> <DC1> <DC1> <DC1>
16進コード (11)H (11)H (11)H (11)H

概　　　要� (1) シリアルインターフェイスプリンタの場合
ディップスイッチ1-4の設定により、この機能は異なります。
a) DC1、DC3無効モード（ディップスイッチ4-1～4-4がすべて

ON）のとき、プリンタはこのコードを無視します。
b) DC1、DC3有効モード（ディップスイッチ4-1～4-4がすべて

OFF）のとき、プリンタは<DC1>を受け取ると、ディセレクト
モードを解除し、これ以降のデータをバッファに入力します。

c) アドレッサブルモード（ディップスイッチ4-1～4-4の設定が
a、b以外）のとき、プリンタは<DC1>n（nは自分のアドレス）
を受け取ると、ディセレクトモードを解除し、これ以降のデー
タをバッファに入力します。
なお、アドレッサブルモードはオプションのRS-422Aを取り付
けたときだけ有効です。

(2) パラレルインターフェイスプリンタの場合
プリンタはこのコードを受け取ると、ディセレクトモードを解除
し、これ以降のデータをバッファに入力します。
アドレッサブルモードにおいて、同時に2つ以上のプリンタをセ
レクトすると、プリンタからの送信が衝突するため、D3コードで
すべてのプリンタをディセレクトしてから1つのプリンタをセレ
クトしてください。

機　　　能� 片方向印字モードの選択

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード
<ESC>"U""1" <ESC> ">" <ESC>"U""1" <GS> ">"
<ESC>"U"<1> <ESC>"U"<1>

16進コード
(1B)H (55)H (31)H (1B)H (3E)H (1B)H (55)H (31)H (1D)H  (3E)H
(1B)H (55)H (01)H (1B)H (55)H (01)H

概　　　要� このコードにより、ラインバッファ内のデータを印字した後、片方向
印字となります。
以降のデータは、印字ヘッドが左から右に移動するときだけ、印字さ
れます。

注　　　意�
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機　　　能� 双方向印字モードの選択

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"U""0" <ESC> "]" <ESC>"U""0" <GS> "]"
<ESC>"U"<0> <ESC>"U"<0>

16進コード (1B)H (55)H (30)H (1B)H (5D)H (1B)H (55)H (30)H (1D)H (5D)H
(1B)H (55)H (00)H (1B)H (55)H (00)H

概　　　要� このコードにより、ラインバッファ内のデータを印字した後、ANK
文字は双方向印字になります。
ただしDSW1-1がONのときは、一行中に漢字が含まれると、片方向印
字モードが優先されます。

機　　　能� プリンタの初期化

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応

PANACOM対応

コントロールコード <ESC> "@" <ESC>"c""1" <ESC> "@" <GS>"c""1"
<ESC> "c"

16進コード (1B)H (40)H (1B)H (63)H (31)H (1B)H  (40)H (1D)H (63)H (31)H
(1B)H  (63)H

概　　　要� ラインバッファ内のデータを印字した後、既に設定された各種のコマ
ンドの初期化を行います。
ただし、外部機器駆動パルス幅の設定は初期化されません。
また、ラインバッファ、データバッファはクリアされず、DIP SWの
再読み込みは行いません。
なお、シリアルインターフェイスプリンタの場合、アドレッサブル
モード及びDC1、DC3モードにおけるセレクト／ディセレクト状態は
影響されません。
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機　　　能� 問い合わせ

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ENQ>
16進コード (05)H

概　　　要� このコードは、シリアルインターフェイスプリンタにのみ有効です。
STX-ETXモードのオンライン時：プリンタはステータス情報と
チェックバイトをホストに対して送信します。
その他のオンライン時： プリンタはステータス情報をホストに対し

て送信します。
オフライン時： プリンタはメカニカルエラービット、紙無

しエラービット、電源ダウン情報ビットの
いずれかが1になっている場合のみステー
タス情報をホストに対して送信します。

機　　　能� テキスト開始

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <STX>
16進コード (02)H

概　　　要� このコードはシリアルインターフェイスプリンタのみに有効です。
ラインバッファ内のデータを印字した後、STX-ETXモードを開始し
ます。
STX-ETXの使用方法については、別冊の「スモールプリンタ取扱説
明書」をお読み下さい。

機　　　能� テキスト終結

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応 FUJITSU対応

PANACOM対応
コントロールコード <ETX>
16進コード (03)H

概　　　要� このコードはシリアルインターフェイスプリンタのみに有効です。
STX-ETXモードを終了し、テキストデータを印字します。
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機　　　能� 用紙のカット

コ　ー　ド�
適用機種 STAR標準 PC98対応 ESC/P対応

FUJITSU対応
PANACOM対応

コントロールコード <ESC>"d""0" <FS>"d""0" <FS>"d""0" <GS>"d""0"
<ESC>"d"<0> <FS>"d"<0> <FS>"d"<0> <GS>"d"<0>

16進コード (1B)H (64)H (30)H (1C)H (64)H (30)H (1C)H (64)H (30)H (1D)H (64)H (30)H
(1B)H (64)H (00)H (1C)H (64)H (00)H (1C)H (64)H (00)H (1D)H (64)H (00)H

概　　　要� このコードはオートカッターを装備したプリンタに有効です。
ラインバッファ内のデータを印字した後、用紙を一点残しでフルカッ
トします。
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1-9 注意事項とプログラム例

文字コードやコントロールコードをパソコンからプリンタに送信する場合の注意事
項とプログラム例を以下に示します。

1-9-1 各PC対応版についての注意事項
各PC対応版のコマンド体系は、基本的に漢字モード設定コマンドと、漢字モード解
除コマンドに互換性を持たせていますが、それ以外は、一部を除いて殆ど互換性は
ありません。
一部の共通コマンド以外のコマンドは、殆ど無視されますので、装飾印字やビット
イメージ印字などをする場合は、本マニュアルに記載のコマンドに従って送信して
ください。

1-9-2 BASICで送れないコード
BASIC言語の制約で、LPRINT文で出力できないコードや他のコードに変換されて出
力される場合があります。
又、MS-DOS版のBASICを使用した場合（MS-DOSのプリンタドライバPRINT.SYS等
を使用した場合）にもLPRINT文で出力できないコードや他のコードに変換されて出
力される場合があります。
このような場合には、パソコンのプリンタ出力ポートを直接制御するなどして出力
してください。
特に、ビットイメージ、ダウンロード、漢字ダウンロードを実行する場合はサンプ
ルプログラムに示すように、パソコンのプリンタ出力ポートを制御するようにして
ください。

以下に、PC9801シリーズでのポート出力のプログラム例を示します。

100 OUTDATA=&H_ 出力データ（下線部にコードを16進で入力）
200 GOSUB ＊PORTOUT
300 END
400 ＊PORTOUT
500 A=INP(&H42) AND 4

BUSYがクリアされるまでループ
600 IF A<>4 THEN ＊PORTOUT
700 OUT &H40,OUTDATA 出力データセット
800 OUT &H46,14

ストローブ出力
900 OUT &H46,15
1000 RETURN

.............

...

........................

...........................

........................

...........
...
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1-9-3 プログラム例
1. PC98対応機例
《プログラム例》
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《印字サンプル》
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1. スター標準機例
《プログラム例》
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《印字サンプル》
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2. 文字コード表

2-1 ANK文字（シフトJIS漢字モード）
コントロールコードによってシフトJIS漢字モードが選択された場合（全機種）、ま
たはディップスイッチ1-2がONの場合（シングルヘッドのSTAR標準機及びツイン
ヘッド）は、80Hから9FHとE0HからFEHの範囲がシフトJIS漢字コードの1バイトに
なります。
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2-2 ANK文字（ブロックグラフィックモード）
コントロールコードによってブロックグラフィックモードが選択された場合（全機
種）、またはディップスイッチ1-2がOFFの場合（シングルヘッドのSTAR標準機及び
ツインヘッド）は、80Hから9FHとE0HからFEHの範囲がブロックグラフィック文字
となります。
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－MEMO－

P1993.03
P1996.06



Printed in JAPAN, 80822925

本　　社／〒422　静岡市中吉田20-10
☎054-263-1115 (営業直通)
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