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１．メモリ－スイッチとディップスイッチ１．メモリ－スイッチとディップスイッチ１．メモリ－スイッチとディップスイッチ１．メモリ－スイッチとディップスイッチ

１１１１-1-1-1-1    メモリ－スイッチメモリ－スイッチメモリ－スイッチメモリ－スイッチ

メモリスイッチの設定

メモリ－スイッチの内容は、工場出荷時に機種ごとに適した設定がＥＥＰＲＯＭに書き込まれています。

この設定の変更は、ホストコンピュ－タからのコマンドによって行います。

コマンドによる設定後は、一度電源をオフにし、再度電源を投入するか、またはリセットコマンドを送り、プリンタを

リセットしてください。（そのままでは、設定された内容は有効になりません。）

設定内容によっては、プリンタが正常に動作しない場合もありますので注意してください。

詳しい機能および設定方法については、「３．スタ－モ－ド・コマンド」を参照してください。

＜ＥＳＣ＞ ＃Ｎ，”ｎ１　ｎ２　ｎ３　ｎ４ ” ＜ＬＦ＞ ＜ＮＵＬ＞

　Ｎ：メモリ－スイッチ番号

　ｎ１　ｎ２　ｎ３　ｎ４：設定デ－タ

工場出荷時の設定は、以下の通りです。

メモリ－スイッチ １６進コ－ド

＃０ 0010

＃１ 0000

＃２ 0000

＃３ 0000

＃４ 0000

＃５ 0000
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1-1-1-1-２　ディップスイッチ２　ディップスイッチ２　ディップスイッチ２　ディップスイッチ

ディップスイッチの操作
以下の手順にてドキュメントテ－ブルを取り外し、ディップスイッチを設定してください。

① プリンタの電源が「ＯＦＦ」になっていることを確認してください。

② プリンタカバ－を取り外してください。

③ 下図のａａａａ部分のくぼみをドライバ－などで上から押すとドキュメントテ－ブルがロック部より外れます。

　　くぼみを押したままドキュメントテ－ブルを左の方向へスライドさせてください。

④ ディップスイッチはドキュメントテ－ブルの下のメイン基板上にあります。

ディップスイッチを操作できるくらいの位置まで、ドキュメントテ－ブルをさらに移動させてください。

⑤ シャ－プペンシルなどの先の細いものを使用して、ディップスイッチを切り替えてください。

⑥設定後は③と同じように、ａａａａ部分のくぼみをドライバ－などで上から押したままドキュメント

　テ－ブルを右の方向へスライドさせ、取り付けてください。
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１１１１----２２２２----１　シリアルインタ－フェイスにおけるディップスイッチの機能１　シリアルインタ－フェイスにおけるディップスイッチの機能１　シリアルインタ－フェイスにおけるディップスイッチの機能１　シリアルインタ－フェイスにおけるディップスイッチの機能

工場出荷時の設定は、1-1～1-7はＯＮ状態、1-8～1-10はＯＦＦ状態となっています。

ＤＳＷ 内　容 ＯＮ ＯＦＦ

1-1

1-2
ボ－レ－ト 下表参照

1-3 デ－タ長 ８ビット ７ビット

1-4 パリティチェック 無効 有効

1-5 パリティ選択 奇数 偶数

1-6 ハンドシェイク ＤＴＲ／ＤＳＲ Ｘ-ＯＮ／Ｘ-ＯＦＦ

1-7

1-8
コマンドエミュレ－ション 下表参照

1-9 ＃６ピン(ＤＳＲ)リセット信号 有効 無効

1-10 ＃２５ピン(ＩＮＩＴ)リセット信号 有効 無効

ＤＳＷ1-2,1-1

ボ－レ－ト 1-2 1-1

1200BPS ＯＦＦ ＯＦＦ

2400BPS ＯＦＦ ＯＮ

4800BPS ＯＮ ＯＦＦ

9600BPS ＯＮ ＯＮ

ＤＳＷ1-8,1-7

コマンドエミュレ－ション 1-8 1-7

スタ－モ－ド ＯＮ ＯＮ

ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド(TM-295) ＯＦＦ ＯＮ

ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド(TM-290) ＯＦＦ ＯＦＦ

予約（この設定にしないこと） ＯＮ ＯＦＦ
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１１１１----２２２２----２　パラレルインタ－フェイスにおけるディップスイッチの機能２　パラレルインタ－フェイスにおけるディップスイッチの機能２　パラレルインタ－フェイスにおけるディップスイッチの機能２　パラレルインタ－フェイスにおけるディップスイッチの機能

工場出荷時の設定は、1-1～1-7はＯＮ状態、1-8はＯＦＦ状態となっています。

ＤＳＷ 内　容 ＯＮ ＯＦＦ

1-1

1-2
＃３１ピン／＃３６ピンのリセット信 号 下表参照

1-3

1-4

1-5

1-6

未使用（ＯＮ固定） － －

1-7

1-8
コマンドエミュレ－ション 下表参照

ＤＳＷ1-2,1-1

リセット入 力 条 件 1-2 1-1

＃３１ピンがＬＯＷ入力 ＯＮ ＯＮ

＃３１ピンがＬＯＷ入力　かつ

＃３６ピンがＬＯＷ入力
ＯＦＦ ＯＮ

ＯＦＦ ＯＦＦリセット入力無効

ＯＮ ＯＦＦ

ディップスイッチ１-１＝ＯＮかつ１-２＝ＯＮ(工場出荷時の設定)に設定することにより、インタ－フェイスの＃３１

ピンからリセットをかけることができます。

すなわち、＃３１ピンをＬＯＷにすることにより、リセットをかけることができます。

また、ディップスイッチ１-１＝ＯＮかつ１-２＝ＯＦＦに設定することにより、インタ－フェイスの＃３１ピンと＃３６ピン

からリセットをかけることができます。

すなわち、＃３１ピンと＃３６ピンを共にＬＯＷにすることにより、リセットをかけることができます。

ＤＳＷ1-8,1-7

コマンドエミュレ－ション 1-8 1-7

スタ－モ－ド ＯＮ ＯＮ

ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド(TM-295) ＯＦＦ ＯＮ

ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド(TM-290) ＯＦＦ ＯＦＦ

予約（この設定にしないこと） ＯＮ ＯＦＦ
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２．インタ－フェイス２．インタ－フェイス２．インタ－フェイス２．インタ－フェイス

２２２２----１　シリアルインタ－フェイス１　シリアルインタ－フェイス１　シリアルインタ－フェイス１　シリアルインタ－フェイス

２２２２----１１１１----１　インタ－フェイス仕様１　インタ－フェイス仕様１　インタ－フェイス仕様１　インタ－フェイス仕様

方式 ：ＲＳ２３２Ｃ

デ－タ転送形式 ：調歩同期式

デ－タ転送レ－ト ：１２００，２４００，４８００，９６００（ＢＰＳ）

デ－タ長 ：７または８ビット

パリティチェック ：パリティ有りまたは無し

パリティ種類 ：奇数または偶数

ストップビット ：１ビット（固定）

信号極性 ：マ－ク＝論理「１」（－３Ｖ～－１５Ｖ）

：スペ－ス＝論理「０」（＋３Ｖ～＋１５Ｖ）

２２２２----１１１１----２　インタ－フェイス回路２　インタ－フェイス回路２　インタ－フェイス回路２　インタ－フェイス回路
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２２２２----１１１１----３　コネクタと信号名３　コネクタと信号名３　コネクタと信号名３　コネクタと信号名

ﾋﾟﾝ No 信号名 方 向 機    能
1 FG - フレームグランド

2 TXD OUT 送信データ

3 RXD IN 受信データ

4 RTS OUT 1) スタ－モ－ド
   メモリスイッチ 4－D=0 の時： DTR 信号と同じです
   メモリスイッチ 4－D=1 の時： 常にスペース状態です
2) ESC/POS モード
   DTR 信号と同じです

5 N.C 未使用

6 DSR IN 1)ディップスイッチ 1-9=OFFの場合

① スタ－モ－ド

　　　この信号の状態は確認しません

　② ESC/POSモード

　　 　・ DTR/DSR通信モード時

　　　　　メモリスイッチ 4-5=0の時：ホストがデータを受信できるかどうかを示す

                            信号線として確認します

   　　　　　　　　　　　スペース状態 ＝ ホスト受信可能

   　　　　　　　　　　　マーク状態   ＝ ホスト受信不可能

　　　　　メモリスイッチ 4-5=1の時：この信号の状態は確認しません

　　 　・ X-ON/X-OFF通信モード時、この信号の状態は確認しません

2)ディップスイッチ 1-9=ONの場合

　外部リセット信号となります

　パルス幅 1mS以上のマーク状態でリセットがかかります

7 SG シグナルグランド
8-19 N.C 未使用

20 DTR OUT プリンタがホストからのデータを受信可能であるかどうかを示します

1）DTR/DSR通信モードの場合

   　プリンタが受信可能な時、スペースとなります

2）X-ON/X-OFF通信モードの場合

     以下の場合を除き常にスペースとなります

    　 1．リセット後、通信可能となるまでの間

     　2．自己印字、桁ずれ調整モード中

21-24 N.C 未使用

25 INIT IN 1)ディップスイッチ 1-10=OFFの場合

　この信号の状態は確認しません

2)ディップスイッチ 1-10=ONの場合

　外部リセット信号となります

　パルス幅 1mS以上のスペース状態でリセットがかかります
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２２２２----１１１１----４　インタ－フェイスの接続４　インタ－フェイスの接続４　インタ－フェイスの接続４　インタ－フェイスの接続

ホストコンピュ－タのインタ－フェイス仕様を参照してインタ－フェイスの接続を行ってください。

下記に代表的な接続方法を示します。

２２２２----１１１１----５　通信制御５　通信制御５　通信制御５　通信制御

ＤＴＲモ－ド
このモ－ドはディップスイッチ１－６がＯＮの時、設定されます。（工場出荷時はＯＮ）

ＤＴＲ信号をＢＵＳＹ信号に見立てて制御を行うモ－ドで、”スペ－ス”はプリンタがデ－タを受け取れることを示し、

逆に”マ－ク”はデ－タを受け取れないことを示します。
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電源ＯＮ後プリンタにエラ－がない場合、ＤＴＲ信号ラインを”スペ－ス”にします。

ホストコンピュ－タはＤＴＲ信号ラインが”スペ－ス”であることを確認後、ＲＸＤ信号ラインにデ－タテキストを送信

します。プリンタはデ－タバッファの空きエリアが規定バイト以下（ニアバッファフル条件＊１）になるとＤＴＲ信号

ラインを”マ－ク”にします。ホストコンピュ－タは、ＤＴＲ信号ラインが”マ－ク”であることを確認後、デ－タテキス

トの送信を停止しますが、プリンタはこの時点でもデ－タバッファに空きエリアのある分だけ、デ－タの受信が可

能です。もしもＤＴＲ信号を無視してデ－タを送信すれば、空きエリアを超えた分のデ－タを受け捨てます。

プリンタは、印字によりデ－タバッファの空きエリアが増大し、デ－タバッファの空きエリアが規定バイト以下（ニア

バッファエンプティ条件＊２）になるとＤＴＲ信号ラインを”スペ－ス”にします。

＊１ニアバッファフル条件

バッファサイズ＝１Ｋバイト 空きエリア２５６バイト以下
スタ－モ－ド

バッファサイズ＝３５バイト 空きエリア　１０バイト以下

ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド 空きエリア  １０バイト以下

＊２ニアバッファエンプティ条件

バッファサイズ＝１Ｋバイト 空きエリア(２Ｋ－２５６)バイト以上
スタ－モ－ド

バッファサイズ＝３５バイト 空きエリア　２０バイト以上

ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド 空きエリア  ２０バイト以上

メカニカルエラ－によるオフライン状態になった時、ＤＴＲ信号を”マ－ク”としてプリンタが受信不可能であることを

ホストに知らせます。

メカニカルエラ－の原因を取り除いた後、ＲＥＬＥＡＳＥスイッチを押すことによりオンラインとなり、ＤＴＲ信号は”スペ

－ス”となります。ただし、バッファの空きエリアによりＤＴＲ信号を”マ－ク”としている場合には、そちらの条件が優

先します。

デ－タ受信時、フレ－ミングエラ－のチェックを行います。ストップビット検出時に「スペ－ス」状態が検出された時、

フレ－ミングエラ－となります。

垂直パリティエラ－は、ディップスイッチの設定にてパリティチェックが有効となっている場合にチェックされます。

スタ－モ－ドの場合、フレ－ミングエラ－と垂直パリティ－エラ－の発生はプリンタステ－タスにて知ることができ

ます。
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Ｘ-ＯＮ／Ｘ-ＯＦＦモ－ド
このモ－ドはディップスイッチ１－６がＯＦＦの時、設定されます。

受信可能の時にＸ-ＯＮ(ＤＣ１)、受信不可能の時にＸ-ＯＦＦ(ＤＣ３)デ－タをＴＸＤ信号よりホストに対して知らせる

モ－ドです。

電源ＯＮ後プリンタにエラ－がない場合、ＴＸＤ信号ラインよりＸ-ＯＮ(コントロ－ルコ－ド名で、ＤＣ１１６進のデ－タで

１１Ｈ)を出力します。ホストコンピュ－タはＸ-ＯＮを受け取った後、ＲＸＤ信号ラインにデ－タテキストを送信します。

スタ－モ－ドにおいて、メモリスイッチ４－Ｃ＝１の場合はホストコンピュ－タがデ－タテキストを送ってくるまでプリンタ

はＸ-ＯＮを３秒おきに出力します。

Ｘ-ＯＦＦ(ＤＣ３、１３Ｈ)は、デ－タバッファの空きエリアが規定バイト以下（ニアバッファフル条件＊１）になると出力し

ます。さらにスタ－モ－ドにおいて、メモリスイッチ４－Ｃ＝１の場合は、デ－タを１バイト受信するごとにＸ-ＯＦＦを出

力します。（工場出荷時は、メモリスイッチ４－Ｃ＝０となっています。）

Ｘ-ＯＦＦを受け取ったホストコンピュ－タは、デ－タテキストの送信を停止しますが、プリンタはこの時点でもデ－タバ

ッファに空きエリアのある分だけデ－タの受信が可能です。もしも空きエリアを超えた分のデ－タが送られた場合は、

デ－タを受け捨てます。印字によりバッファの空きエリアが増大し、バッファ内のデ－タが規定バイト以下（ニアバッフ

ァエンプティ条件＊２）になるとＸ-ＯＮが出力されます。

＊１ニアバッファフル条件

バッファサイズ＝１Ｋバイト 空きエリア２５６バイト以下
スタ－モ－ド

バッファサイズ＝３５バイト 空きエリア　１６バイト以下

ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド 空きエリア　１０バイト以下

＊２ニアバッファエンプティ条件

バッファサイズ＝１Ｋバイト 空きエリア(1Ｋ－２５６)バイト以上
スタ－モ－ド

バッファサイズ＝３５バイト 空きエリア　２０バイト以上

ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド 空きエリア　２０バイト以上
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メカニカルエラ－によるオフライン状態になった時、Ｘ-ＯＦＦを出力し、プリンタが受信不可能であることをホストコン

ピュ－タに知らせます。この時、ホストコンピュ－タはステ－タス要求コマンドの送信によりプリンタステ－タスを受信

することができます。

メカニカルエラ－の原因を取り除いた後、ＲＥＬＥＡＳＥスイッチを押すことによりオンラインとなり、Ｘ-ＯＮ信号が出

力されます。ただし、バッファの空きエリアによりＸ-ＯＦＦを出力している場合には、そちらの条件が優先します。

デ－タ受信時、フレ－ミングエラ－のチェックを行います。ストップビット検出時に「スペ－ス」状態が検出された時、

フレ－ミングエラ－となります。

垂直パリティエラ－は、ディップスイッチの設定にてパリティチェックが有効となっている場合にチェックされます。

スタ－モ－ドの場合、フレ－ミングエラ－と垂直パリティエラ－の発生はプリンタステ－タスにて知ることができます。
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２２２２----２　パラレルインタ－フェイス２　パラレルインタ－フェイス２　パラレルインタ－フェイス２　パラレルインタ－フェイス

２２２２----２２２２----１　インタ－フェイス仕様１　インタ－フェイス仕様１　インタ－フェイス仕様１　インタ－フェイス仕様

デ－タ転送方式 ：セントロニクスパラレルインタ－フェイス準拠

同期方式 ：外部供給ストロ－ブパルスによる

ハンドシェイク ：ＡＣＫ及びＢＵＳＹ信号による

ロジックレベル ：ＴＴＬレベルにコンパチブル

２２２２----２２２２----２　インタ－フェイスタイミング２　インタ－フェイスタイミング２　インタ－フェイスタイミング２　インタ－フェイスタイミング

２２２２----２２２２----３　コネクタと信号名３　コネクタと信号名３　コネクタと信号名３　コネクタと信号名
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ﾋﾟﾝ No 信号名 方 向 機    能

1 STROBE IN
デ－タを読み込むためのストロ－ブパルス。通常は、”HIGH”レベ

ルです。”LOW”レベルとなった後、デ－タを読み込みます。

2～９ DATA1～8 IN
デ－タの１ビット目から８ビット目までのパラレル信号です。

デ－タが”１”であれば”HIGH”レベル、デ－タが”０”あれば”LOW”
レベルとなります。

10 ACK OUT
デ－タの取り込み完了時に発生する９μ秒程度のパルス幅をも

つ信号です。このパルス信号が完了した時点で次のデ－タの受

付が可能となります。

11 BUSY OUT

プリンタの動作状態を示す DCレベルの信号です。
”LOW”レベルの状態で次のデ－タの受付が可能となります。
”HIGH”レベルの時にはプリンタはデ－タを受け取ること
ができません。”HIGH”になる条件は次の通りです。
・ デ－タエントリ－中
・ デ－タ受信バッファがニアフル状態の時

12 PAPER OUT OUT

用紙センサの状態を示す信号です。

［スタ－モ－ドの場合］

TOF センサまたは BOF センサが用紙なし状態で”HIGH”、TOF セン

サおよび BOFセンサが両方とも用紙あり状態で”LOW”となります。

［ＥＳＣ/ＰＯＳモ－ドの場合］

<ESC>”c3”コマンドにより選択されたセンサの状態を出力します。

13 SELECTED OUT プリンタがオンライン状態の時に”HIGH”となります。

14 (HOST BUSY) IN 未使用（解放時、プリンタ側は”HIGH”レベルです）

15 N/C 未使用

16 SIGNAL GND 信号グランド

17 CHASSIS GND プリンタフレ－ムのグランド

18 Logic High 3.9k  pull-up

19～30
TWISTED PAIR
RETURN

各種信号のリタ－ン用信号です。各々の対応する信号線とツイス

トペア線で接続されます。

31 RESET IN
ディップスイッチ 1-1＝ON の時、プリンタの外部リセット信号として

使用可能です。0.5μ秒以上の”LOW”レベルの入力でリセットが

かかります。（注記＊１）

32 ERROR OUT プリンタが印字不能状態にある時、”LOW”レベルとなります。

33 EXT GND 外部接続用のグランド端子

34
Compulsion
status

OUT
コンパルジョン信号（2-3外部機器駆動回路参照）

35 +5V 2.2k  pull-up

36
Select In/
(1284Active)

IN
未使用（ただし、注記＊２を参照）

（解放時、プリンタ側は”HIGH”レベル）

（注記＊１） ディップスイッチ１-１＝ON（工場出荷時 ON）に設定し、インタ－フェイスの＃３１ピンを”LOW”にするこ

とにより、リセットをかけることができます。

（注記＊２） ディップスイッチ１-１＝ON かつ１-２＝OFF に設定することにより、＃３６ピン＝”LOW” と ＃３１ピン

＝”LOW”の条件でリセットをかけることができます。
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２－３　外部機器駆動回路２－３　外部機器駆動回路２－３　外部機器駆動回路２－３　外部機器駆動回路

このプリンタには外部機器（キャッシュドロワ－など）を駆動するためのドライブ回路が装備されています。

ドライブ回路の出力側として、外部機器駆動用コネクタ（６Ｐモジュラ－ジャックコネクタ）が実装されています。

ドライブ回路を使用する場合はこのコネクタにケ－ブルを取り付けてください。（ケ－ブルはユ－ザ－側で用意

してください。）

■推奨ケ－ブル仕様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

メ－カ－ 型　番

モレックス 90075-0007

ＡＭＰ 641337

日本バ－ンディ B-66-4

　　　　注記）ピンＮｏ．1（フレ－ムグランド）はシ－ルド線とする。

　　　　　　　　モジュラ－ジャックプラグ型番はＲＪ－１３タイプ。

■ケ－ブルの取り付け
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■ドライブ回路

注意）

１） 外部機器１と外部機器２を同時に駆動させることはできません。

連続して駆動する場合は、デュ－ティを２０％以下としてください。

２） シリアルインタ－フェイスの場合コンパルジョンスイッチの状態は、ステ－タス情報として知ることができます。

パラレルインタ－フェイスの場合コンパルジョンスイッチの状態は、インタ－フェイスコネクタのピン番号３４で

知ることができます。スイッチＯＮの時、ピン番号３４はＬＯＷレベルとなります。

３） コイルＬ１、Ｌ２の抵抗値は２４Ω以上。

４） ダイオ－ドＤ１，Ｄ２の絶対最大定格（Ｔａ＝２５℃）

平均整流電流 Ｉｏ＝１Ａ

せん頭サ－ジ電流（６０Ｈｚ、正弦波１サイクル）１ＦＭＳ＝４０Ａ

５） トランジスタＴＲ１、ＴＲ２の絶対最大定格（Ｔａ＝２５℃）

コレクタ電流Ｉｃ＝２Ａ

コレクタ損失Ｐｃ＝１．２Ｗ

ドライブ出力 ２４Ｖ、MAX1.0A
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３．スタ－モ－ド３．スタ－モ－ド３．スタ－モ－ド３．スタ－モ－ド・コマンド・コマンド・コマンド・コマンド

３３３３----１　コマンド概要１　コマンド概要１　コマンド概要１　コマンド概要

コントロ－ルコ－ド
Hexadecimal

コ－ド 機　能 ペ－ジ

フォントスタイルとキャラクタセット

<ESC> ”R” n 1B 52 n 国際文字の選択 １８

<ESC> ” /” n 1B 2F n “0” 書体の選択 １８

<ESC><GS>  ”t” n 1B 1D 74 n 文字コ－ドテ－ブルの選択 １８

文字ピッチ選択

<ESC> ”M” 1B 4D 7×9 フォント（ハーフドット）の選択 １９

<ESC> ”Ｐ” 1B 50 5×9 フォント（2P-1）の選択 １９

<ESC> ”:” 1B 3A 5×9 フォント（3P-1）の選択 １９

<ESC> ” ” n 1B 20 n 文字間スペースの設定 １９

文字拡大設定

<SO> 0E 横倍拡大印字の設定 ２０

<DC4> 14 横倍拡大印字の解除 ２０

<ESC> ”W” n 1B 57 n 横倍拡大印字の設定・解除 ２０

<ESC> ”h” n 1B 68 n 縦倍拡大印字の設定・解除 ２０

プリントモード

<ESC> ”―”  ”1”
<ESC> ”―”  <1>

1B 2D 31

1B 2D 01

アンダーラインモードの選択
２１

<ESC> ”―”  ”0”
<ESC> ”―”  <0>

1B 2D 30

1B 2D 00

アンダーラインモードの解除
２１

<ESC> ”＿”  ”1”
<ESC> ”＿”  <1>

1B 5F 31

1B 5F 01

アッパーラインモードの選択
２１

<ESC> ”＿”  ”0”
<ESC> ”＿”  <0>

1B 5F 30

1B 5F 00

アッパーラインモードの解除
２１

<ESC> ”4” 1B 34 白黒反転印字の選択 ２１

<ESC> ”5” 1B 35 白黒反転印字の解除 ２１

<SＩ> 0F 倒立印字の選択 ２２

<DC2> 12 倒立印字の解除 ２２

<ESC><RS> ” i”　”0”
<ESC><RS> ” i”　<0>

1B 1E 96 30

1B 1E 96 00

文字の回転印字モ－ドの解除
２２

<ESC><RS> ” i”　”1”
<ESC><RS> ” i”　<1>

1B 1E 96 31

1B 1E 96 01

文字の 270°回転印字モ－ドの指定
２２

<ESC><RS> ” i”　”2”
<ESC><RS> ” i”　<2>

1B 1E 96 32

1B 1E 96 02

文字の 90°回転印字モ－ドの指定
２２

行間隔

<LF> 0A 印字改行 ２２

<CR> 0D 印字改行 （機能はメモリスイッチに従う） ２２

<ESC> ”a” n 1B 61 n n 行紙送り ２３

<ESC> ”A” n 1B 41 n n/72 インチピッチ改行の定義 ２３

<ESC> ”2” 1B 32 <ESC> “A”の改行ピッチ設定 ２３

<ESC> ”0” 1B30 行送り 1/8 インチの設定 ２３

<ESC> ”1” 1B31 行送り 7/72 インチの設定 ２３

<ESC> ”z”  ”0”
<ESC> ”z”  <0>

1B 7A 30

1B 7A 00

1/12 インチの改行の設定
２４

<ESC> ”z”  ”1”
<ESC> ”z”  <1>

1B 7A 31

1B 7A 01

行送り 1/6 インチの改行の設定
２４
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コントロ－ルコ－ド
Hexadecimal

コ－ド
機　能 ペ－ジ

<ESC> ”J” n 1B 4A n n/72 インチの紙送り 1 回実行 ２４

<ESC> ”j” n 1B 6A n n/72 インチの逆紙送り 1 回実行 ２４

<ESC> ”3” n 1B 33 n n/216 インチ改行ピッチの設定 （近似値） ２４

<ESC> ”y” n 1B 79 n n/144 インチ改行ピッチの設定 ２４

水平方向位置

<ESC> ”1” n 1B 6C n 左マージンの設定 ２５

<ESC> ”Q” n 1B 51 n 右マージンの設定 ２５

<HT> 09 次の水平タブ位置への印字位置移動 ２５

<ESC>

 ”D” n1 n2 ・・<0>

1B 44

 n1 n2 ・・ 00

水平タブ位置の設定
２５

<ESC><GS> ”a”　”0”
<ESC><GS> ”a”　<0>

1B 1D 61 30

1B 1D 61 00

位置揃え（左寄せ）
２６

<ESC><GS> ”a”　”1”
<ESC><GS> ”a”　<1>

1B 1D 61 31

1B 1D 61 01

位置揃え（中央寄せ）
２６

<ESC><GS> ”a”　”2”
<ESC><GS> ”a”　<2>

1B 1D 61 32

1B 1D 61 02 位置揃え（右寄せ）
２６

ダウンロード

<ESC> ”&”  <0>

n1 n2 ・・

1B 26 00

n1 n2 ・・

ダウンロード文字の登録
２７

<ESC> ”%”  ”1”
<ESC> ”%”  <1>

1B 25 31

1B 25 01

ダウンロード文字の設定
２８

<ESC> ”%”  ”0”
<ESC> ”%”  <0>

1B 25 30

1B 25 00

ダウンロード文字の解除
２８

ビットイメージグラフィック

<ESC> ”K” n<0>m1 ・・ 1B 4B n 00 m1 ・・ 8 ドット標準密度ビットイメージ ２８

<ESC> ”L” n1 n2 m1 ・・ 1B 4C n1 n2 m1 ・・ 8 ドット高密度ビットイメージ ２９

<ESC>

 ”^” n0 n1 n2 d1 ・・ dk

1B 5E

 n0 n1 n2 d1 ・・ dk

9 ドットビットイメージ ２９

外部機器駆動

<ESC> <BEL> n1 n2 1B 07 n1 n2 外部機器駆動パルス幅の設定 ３０

<BEL> 07 外部機器 1 の駆動命令 A ３０

<FS> 1C 外部機器 1 の駆動命令 B （即実行） ３０

<SUB>

<EM>

1A

19

外部機器 2 の駆動命令 B （即実行）
３１

スリップ制御

<ESC> <SI> n 1B 0F n スリップセンサの設定 ３２

<ESC> <FF> n 1B 0C n スリップファンクション ３２

<ESC> <VT> m n 1B 0B m n スリップ用紙排出方向と排出長の設定 ３３

<EOT> 04 スリップステータスの問い合わせ ３３

<ESC><EM>nm<LF><NUL> 1B 19 n m 0A 00 自動クランプ待ち時間の設定 ３３

ページモード

<ESC> ”n” 1B 6E ページモードの選択 ３４

<ESC> ”!” 1B 21 ラインモードの選択 ３５

<ESC> ”＊” … 1B 2A … ページモード印字領域の設定 ３６

<ESC> ”T” n 1B 54 n ページモード回転方向の設定 ３７

<FF> 0C ページデータの一括印字 ３８
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コントロ－ルコ－ド
Hexadecimal

コ－ド 機　能 ペ－ジ

その他

<RS> 1E ブザーの発音 ３８

<CAN> 18 印字データのキャンセルとコマンドの初期化（即実行） ３８

<DC3> 13 プリンタディセレクト ３８

<DC1> 11 プリンタセレクト ３８

<ESC>  ”U”  n 1B 55 n 印字方向の選択 ３９

<ESC> ”@” 1B 40 コマンドイニシャリゼーション ３９

<ENQ> 05 ステータスの問い合わせ ４０

<ESC>”# N , n1 n2 n3 n4 ”
<LF> <NUL>

1B 23 N 2C n1 n2

n3 n4 0A 00

メモリスイッチの設定
４１

<ESC> ”? ” <LF> <NUL> 1B 3F 0A 00 プリンタのリセットと自己印字実行 ４５

漢字モ－ド

<ESC> “p” 1B 70 ＪＩＳ漢字モード設定 ４６

<ESC> ”q” 1B 71 ＪＩＳ漢字モード解除 ４６

<ESC> ”$”  ”1”
<ESC> ”$”  <1>

1B 24 31

1B 24 01

シフトＪＩＳ漢字モード設定
４６

<ESC> ”$”  ”0”
<ESC> ”$”  <0>

1B 24 30

1B 24 00

シフトＪＩＳ漢字モード解除
４６

<ESC> ”s”  n1 n2 1B 73 n1 n2 全角漢字文字間スペース設定 ４６

<ESC> ”t”  n1 n2 1B 74 n1 n2 半角漢字文字間スペース解除 ４７

<ESC> ”u”  “1”
<ESC> ”u”  <1>

1B 75 31

1B 75 01

8×16 ドット漢字設定
４７

<ESC> ”u”  ”0”
<ESC> ”u”  <0>

1B 75 30

1B 75 00

16×16 ドット漢字設定
４７

<ESC> ”x”  ”1”
<ESC> ”x”  <1>

1B 78 31

1B 78 01

全角漢字設定（漢字拡大の解除）
４７

<ESC> ”x”  ”0”
<ESC> ”x”  <0>

1B 78 30

1B 78 00

漢字拡大設定（縦倍／4 倍角）
４７

<ESC> ”w”  ”1”
<ESC> ”w”  <1>

1B 77 31

1B 77 01

全角 8×16 ドット漢字設定
４８

<ESC> ”w”  ”0”
<ESC> ”w”  <0>

1B 77 30

1B 77 00

4 倍角 16×16 ドット漢字設定
４８

<ESC> ”r” a1 a2 1B 72 a1 a2 漢字ダウンロード文字の登録 ４９
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３３３３----２　コマンド詳細２　コマンド詳細２　コマンド詳細２　コマンド詳細

フォントスタイルとキャラクタセット

コード  <ESC> “R” n

（1B）H （52）H n

機 能  国際文字の選択

n の値に応じて国際文字を選択します。

n= (00)H, ”0”  :U.S.A (07)H, ”7”　:スペイン
  (01)H, ”1”  :フランス (08)H, ”8”　:日本
  (02)H, ”2”  :ドイツ  (09)H, ”9”　:ノルウェー
  (03)H, ”3”  :イギリス (0A)H, ”A”　:デンマークⅡ
  (04)H, ”4”  :デンマーク (0B)H, ”B”　:スペインⅡ
　 (05)H, ”5”  :スウェーデン (0C)H, ”C”　:ラテンアメリカ
　 (06)H, ”6”  :イタリア

なお、日本以外の国際文字はメモリスイッチによっても設定することができますが、本コントロールコード

設定を優先します。デフォルトは、メモリスイッチの設定に従います。

コード  <ESC>  “/”  <1> 又は <ESC>  “/”  “1”

（1B）H （2F）H （01）H 又は （1B）H （2F）H （31）H

機 能  “0” 書体の選択

以降の “0”をスラッシュ付きで印字します。

デフォルトは、メモリスイッチの設定に従います。

コード  <ESC> “/” <0> 又は <ESC> “/” “0”

（1B）H （2F）H （00）H 又は （1B）H （2F）H （30）H

機 能  “0” 書体の選択

以降の “0”をスラッシュなしで印字します。

デフォルトは、メモリスイッチの設定に従います。

コード  <ESC> <GS> “t” n

（1B）H （1D）H （74）H n

機 能  文字コ－ドテ－ブルの選択（以下の通り）

デフォルトは、メモリスイッチの設定に従います。

ｎの範囲は、0≦n≦10

n= (00)H  :　ノ－マル
  (01)H  :　コ－ドペ－ジ４３７
  (02)H  :　カタカナ  
  (03)H  :　コ－ドペ－ジ４３７
  (04)H  :　コ－ドペ－ジ８５８
　 (05)H  :　コ－ドペ－ジ８５２
　 (06)H  :　コ－ドペ－ジ８６０
    (07)H　:　コ－ドペ－ジ８６１
    (08)H　:　コ－ドペ－ジ８６３
    (09)H　:　コ－ドペ－ジ８６５
    (0A)H　:　コ－ドペ－ジ８６６
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フォントピッチ設定

コード  <ESC>  “M”

（1B）H （4D）H

機 能  ７×９（ハーフ）ドットフォントの選択

        ７×９（ハーフ）ドットフォントを選択します。（デフォルト）

コード  <ESC>  “P”

（1B）H （50）H

機 能  ５×９（２Ｐ－１）ドットフォントの選択

        ５×９（２パルス＝１）ドットフォントを選択します。

コード  <ESC> “:”

（1B）H （3A）H

機 能  ５×９（３Ｐ－１）ドットフォントの選択

        ５×９（３パルス＝１）ドットフォントを選択します。

コード  <ESC> “ ” n

（1B）H （20）H n

機 能  文字右スペースの設定

文字の右スペースを n ハーフドットで指定します。横倍角大時は、右スペ－スも２倍になり

ます。

ｎの範囲は、0≦n≦15 です。

デフォルトは n=0 です。

ページモードの場合、文字間スペースを奇数値(1,3,5,7…)にしますと、１ハーフドット分切り

捨てられますので、偶数値(2,4,6,8…)にしてください。
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文字拡大設定

コード  <SO>

（0E）H

機 能  横倍拡大印字の設定

以降のデ－タを通常の２倍幅の拡大文字で印字します。

<ESC> “W” “1” 又は <ESC> “W” <1> と同じです。

コード  <DC4>

（14）H

機 能  横倍拡大印字の解除

以降のデ－タを通常の幅の文字で印字します。

<ESC> “W” “0” 又は <ESC> “W” <0> と同じです。

コード  <ESC> “W” n

（1B）H （57）H n

機 能  横倍拡大印字の設定・解除

ｎの値に従って、横２倍拡大の設定または解除を実行します。

　ｎ=(00)H または “0” : 横拡大印字の解除（<DC4>と同じです。）

    (01)H または “1” : 横 2 倍拡大印字の設定（<SO>と同じです。）

　ＡＮＫ文字、漢字ともに横倍拡大されます。

コード  <ESC> “h” n

（1B）H （68）H  n

機 能  縦倍拡大印字の設定・解除

ｎの値に従って、縦２倍拡大の設定または解除を実行します。

ｎ=(00)H または “0” : 縦２倍拡大印字の解除

  (01)H または “1” : 縦２倍拡大印字の設定

[注記] ・横２倍拡大コマンドと縦２倍拡大コマンドの組み合わせにより、４倍角拡大文

　 　字で印字することができます。

　 ・倒立印字モードとの組み合わせはできません。

・フォント構成が 6×12 ドットの IBM ブロックグラフィック文字については、縦２倍

　拡大されず、改行量だけが２倍となります。

・ 縦２倍拡大文字と通常文字の関係は揃えとします。

・ 縦倍拡大は、ＡＮＫ文字にのみ有効で、漢字には無効です。
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プリントモード

コード  <ESC> “-” “1” 又は <ESC> “-” <1>

（1B）H （2D）H （31）H 又は （1B）H （2D）H （01）H

機 能  アンダーラインモードの選択

以降のデータの全てをアンダーラインと共に印字します。

水平タブによるスペースにアンダーラインは引かれません。

ＡＮＫ文字と漢字の両方に有効です。

コード  <ESC> “-” “0” 又は <ESC> “-” <0>

（1B）H （2D）H （30）H 又は （1B）H （2D）H （00）H

機 能  アンダーラインモードの解除

アンダーラインモードを解除します。

コード  <ESC> “＿”  “1” 又は <ESC> “＿”  <1>

（1B）H （5F）H （31）H 又は （1B）H （5F）H （01）H

機 能  アッパーラインモードの選択

以降のデータの全てをアッパーラインと共に印字します。

水平タブによるスペースにアッパーラインは引かれません。

ＡＮＫ文字と漢字の両方に有効です。

コード  <ESC> “＿”  “0” 又は <ESC> “＿”  <0>

（1B）H （5F）H （30）H 又は （1B）H （5F）H （00）H

機 能  アッパーラインモードの解除

アッパーラインモードを解除します。

コード  <ESC> “4”

（1B）H （34）H

機 能  白黒反転印字の選択

以降の文字を、文字ピッチを含めて白黒反転して印字します。

印字は一方向印字となります。

本コマンドは、ＡＮＫ文字のみに有効です。漢字は白黒反転印字されません。

コード  <ESC> “5”

（1B）H （35）H

機 能  白黒反転印字の解除

　　　　　白 黒 反 転 印 字 を解 除 します。
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コード  <SI>

（0F）H

機 能  倒立印字の選択

以降のデータを倒立文字で印字します。

このコードは 1 行の頭で入力してください。それ以外は無効となります。

従って 1 行内の正立・倒立の混在はできません。

コード  <DC2>

（12）H

機 能  倒立印字の解除

倒立印字が解除されます。

このコードは 1 行の頭で入力してください。それ以外は無効となります。

コード  <ESC> <RS> “i” n

（1B）H （1E）H （69）H n

機 能  ラインモ－ドにおける 90°/270°回転印字モ－ドの設定・解除

ラインモ－ドにおいて、以後のデ－タを時計回りに 90°/270°回転または解除して印字します。

 ｎの値により回転の方向または回転解除を指定します。

ｎの値 回転の設定

00H　または　”0” 解除（0°回転、デフォルト）

01H　または　”1” 270°回転

02H　または　”2” 90°回転

回転された文字にはアンダ－ライン、アッパ－ラインは引かれません。

回転時には、縦倍と横倍の関係が解除時の逆となります。

日本語漢字仕様の時、回転は ANK ・漢字ともに有効です。漢字スペ－スは常に全角漢字スペ－スの値

が適用されます。

行間隔

コード  <LF>

（0A）H

機 能  印字改行

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。

このコードに先行する印字データがない時は、1 行分の紙送りのみを行います。

コード  <CR>

（0D）H

機 能  キャリッジリターン（印字改行）

メモリスイッチ３－１＝１（工場出荷時は０）に設定されている場合に<CR>コードは有効

となります。さらに、<CR>が有効の場合は、メモリスイッチ５－８により、<CR>の機能は

表１の通りとなります。
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　表１

        　　　メモリスイッチ設定 　　　　　　　＜ＣＲ＞コードの機能

MSW3-1=0 --------- 無視（デフォルト）

MSW5-8=0 <LF>コードと同じです （CRLF）MSW3-1=1

MSW5-8=1 印字のみ実行し、紙送りはしません（CR）

コード  <ESC> “a” n

（1B）H （61）H n

機 能  n 行紙送りの実行

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。

ｎの範囲は、1≦n≦127 です。

コード  <ESC> “A” n

（1B）H （41）H n

機 能  ｎ／７２インチピッチ改行の定義

１行の行送りを n/72 インチに定義します。

このコードを有効にする為には、<ESC>”2”が必要です。

　 n の範囲は、0≦n≦85 です。

 デフォルトは、n=12 （1/6 インチ改行）です。

コード  <ESC> “2”

（1B）H （32）H

機 能  <ESC> “A” の改行ピッチ設定

１行の行送りを<ESC> “A” n により定義した値に設定します。

<ESC>”A”n が設定されていない時は、改行ピッチは 1/6 インチに設定されます。

コード  <ESC> “0”

（1B）H （30）H

機 能  行送り 1/8 インチの設定

以降の行送りを 1/8 インチに設定します。

コード  <ESC> “1”

（1B）H （31）H

機 能  行送り 7/72 インチの設定

以降の行送りを 7/72 インチに設定します。
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コード  <ESC> “z” “0” 又は <ESC> “z” <0>

（1B）H （7A）H （30）H 又は （1B）H （7A）H （00）H

機 能  行送り 1/12 インチの設定

以降の行送りを 1/12 インチに設定します。

コード  <ESC> “z” “1” 又は <ESC> “ｚ” <１>

（1B）H （7A）H （31）H 又は （1B）H （7A）H （01）H

機 能  行送り 1/6 インチの設定

以降の行送りを 1/6 インチに設定します。

コード  <ESC> “J” n

（1B）H （4A）H n

機 能  n/72 インチ順方向紙送りを１回実行します。

ラインバッファ内のデータを印字した後、n/72 インチの順方向紙送りを実行します。

n の範囲は、1≦n≦255 です。

本コマンドでは、1 行の行送り設定値は変わりません。

コード  <ESC> “j” n

（1B）H （6A）H n

機 能  n/72 インチ逆方向紙送りを１回実行します。

ラインバッファ内のデータを印字した後、n/72 インチの逆方向紙送りを実行します。

n の範囲は、1≦n≦255 です。

本コマンドでは、1 行の行送り設定値は変わりません。

コード  <ESC> “3” n

（1B）H （33）H n

機 能  n/216 インチ改行ピッチの設定。

以降の行送りを n/216 インチの近似値に設定します。

n の範囲は、１≦ｎ≦255 です。

紙送りメカニズムの最小ピッチが 1/144 インチであるため、設定値は次の計算式により近似されます。

INT（n×2/3+0.5）/144 インチ

コード  <ESC> “y” n

（1B）H （79）H n

機 能  n/144 インチ改行ピッチの設定

以降の行送りを n/144 インチに設定します。

n の範囲は、1≦n≦255 です。
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水平印字位置

コード  <ESC> “ｌ” n

（1B）H (6C)H n

機 能  左マージンの設定

ラインバッファ内のデータを印字した後、左端を基準として現在の文字ピッチで n 桁目までを非印字

範囲として設定します。

行の途中で設定を行いますと次の行より有効となります。設定後文字ピッチを変更しても、左マージン

位置は変化しません。電源投入時は、左マ－ジンは左端となります。

左マージンは、右マージンの左側に、以下の数値内で少なくとも 18 ドット以上なければなりません。

また、左右マージンで設定された印字領域が文字間スペースを含めた 1 文字より小さい場合、印字

が不可能であるため、文字の代わりに”?”を印字します。

n の範囲は、0≦n≦（右マージン - 2）≦255 です。

コード  <ESC> “Q” n

（1B）H (51)H n

機 能  右マージンの設定

ラインバッファ内のデータを印字した後、左端を基準として、現在の文字ピッチで n 桁目までを印字領

域として設定します。

行の途中で設定をした場合、次の行より有効となります。設定後文字ピッチを変更しても、右マージン

位置は変化しません。電源投入時は、右マージンは右端となります。

右マージンは、以下の数値内で印字可能領域が 18 ドット以上なければ設定できません。

また、左右マージンで設定された印字領域が、文字間スペースを含めた 1文字より小さい場合、印字

不可能であるため、文字の代わりに”?”を印字します。

nの範囲は、2≦n≦最大印字桁数≦255です。

コード  <HT>

（09）H

機 能  水平タブの実行

次の横方向タブ位置へ印字位置を移動します。次のタブストップがなければこのコードは無視されます。

アンダー／アッパーラインモードにおいて、水平タブによってとばされたスペースにアンダー／アッパ

ーラインは印字されません。

コード  <ESC> “D” n1 ｎ2 ･･･ <0>

（1B）H （44）H n1 n2 ･･･ （00）H

機 能  水平タブ位置の設定

横方向のタブストップを解除し、キャラクタピッチ内で n1，n2, etc. 桁に新しいタブストップを設定しま

す。横方向のタブストップは、最大 16 個（1≦n1≦n2≦n3･･･n16≦最大印字桁数）まで設定できます。

タブストップは小さい順に設定してください。この順序が違うとタブストップ設定は終了します。終端コ

ードとして<0>を付加してください。

全てのタブストップをクリアにするには、<ESC> “D” <0>と入力してください。

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。

電源投入時、水平タブは未設定となります。



-26-

コード  <ESC> <GS> “a” n

（1B）H （1D）H （61）H n

機 能  位置揃えの指定

１行の全ての印字デ－タを指定位置に揃えます。

位置揃えの処理は下記の通りです。

n= (00)H, ”0”  :　左揃え（デフォルト）
  (01)H, ”1”  :　中央揃え
  (02)H, ”2”  :　右揃え  

ＡＢＣ

ＡＢＣＤ       <ESC><GS>”a”0
ＡＢＣＤＥ

ＡＢＣ

ＡＢＣＤ

ＡＢＣＤＥ

ＡＢＣ

ＡＢＣＤ

ＡＢＣＤＥ

［注意］ ・行の先頭で入力された場合のみ有効です。

・設定されている印字領域幅内で位置揃えを実行します。

・水平タブによるスキップ部分も、位置揃えの対象デ－タとなります。

<ESC><GS>”a”1

<ESC><GS>”a”2



-27-

ダウンロード

コード  ７×9（ハーフ）フォント時

<ESC> “&” <0> n1 n2 [m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7] n2-n1+1

(1B)H (26)H (00)H n1 n2 [m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7] n2-n1+1

5×9 フォント時

<ESC> “&” <0> n1 n2 [m0 m1 m2 m3 m4 m5] n2-n1+1

(1B)H (26)H (00)H n1 n2 [m0 m1 m2 m3 m4 m5] n2-n1+1

機 能  ダウンロード文字の定義

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

に記録されます。

n1,n2はダウンロード文字を書き込む場所の範囲を示し、(21)H≦n1≦n2≦(7F)Hの範囲を指定します。

ダウンロード文字が 1 文字の場合は n1=n2 となります。

m0 は文字パターンと印字ヘッドの関係を示します。（下記参照）

m1m2…は文字パターンを示します。

文字パターンデータと印字ヘッドの関係

m0=(00)H の場合

m0=(80)H の場合

注） 7×9 フォント（ハーフ）時、横方向に隣り合ったドットには印字できません。
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コード  <ESC> “%” “1” 又は <ESC> “%” <1>

（1B）H （25）H （31）H 又は （1B）H （25）H （01）H

機 能  ダウンロード文字の設定

前述した <ESC> “&” 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可能となります。

コード  <ESC> “%” “0” 又は <ESC> “%” <0>

（1B）H （25）H （30）H 又は （1B）H （25）H （00）H

機 能  ダウンロード文字の解除

ダウンロード文字を解除し、標準書体の文字を選択します。

電源投入時は、内蔵文字セットを選択します。

ビットイメージグラフィック

コード  <ESC> “K” n <0> m1 m2…

（1B）H （4B）H n （00）H m1 m2…

機 能  8 ドット標準密度ビットイメージ

n 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。

ビットイメージ印字後、自動的にキャラクタモードに戻ります。

印字ヘッドのニードルワイヤとデータの関係を下図に示します。

n1 の範囲は、1≦n≦210 です。

1 行に印字できるデータ量は最大 210 です。210 または右マージンを超えたデータは無視されます。

印字は一方向印字となります。
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コード  <ESC> “L” n1 n2 d1…dk[k=n1+n2*256]

（1B）H （4C）H n1 n2 d1…dk[k=n1+n2*256]

機 能  8 ドット倍密度ビットイメージ

n1，n2 によって定められたデ－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。

n1、n2 の範囲は、1≦n1+256×n2≦420 ですので、1 行に印字できるデータ量は 420 となります。

420 または右マージン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

の関係は前述のビットイメージ<ESC> “K”と同じです。

倍密度ビットイメージを印字する時、横方向に隣り合ったドットは印字できません。

印字は一方向印字となります。

コード  <ESC> “^” n0 n1 n2 d1…dk　[k=(n1+n2*256)*2]

（1B）H （5E）H n0 n1 n2 d1…dk　[k=(n1+n2*256)*2]

機 能  9 ﾄﾞｯﾄビットイメージ

n0=0 の時標準密度、n0=1 の時倍密度にて、n1，n2 によって定められたデータ数だけ 9 ドット

ビットイメージを実行する。

横方向のドット数は、n1+256×n2 ドットとなる。

n0=0 の時：横方向の最大ドット数は 210。

n0=1 の時：横方向の最大ドット数は 420（ハーフ）。

最大ドット数または右マージン位置を超えたデータは無視される。

ビットイメージ印字後、自動的にキャラクタモードに戻る。印字ヘッドのニードルワイヤとデータ

の関係は、n1,n3,n5,…の奇数位置データで前述の<ESC>”K”と同じように 8 ピン分を指定し、

n2,n4,n6…の偶数位置データの最上位ﾋﾞｯﾄ 7 で 9 番ピンデータを指定する。従って 2 バイト分

のデータが印字ヘッド 1 列分に対応する。

n0=1 で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できない。

印字は一方向印字となる。
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外部機器駆動

コード  <ESC> <BEL> n1 n2

（1B）H （07）H n1 n2

機 能  外部機器駆動パルス幅の設定

外部機器（たとえばキャッシュドロワ等）を駆動するための通電時間、ディレイ時間を設定します。

通電時間=10×n2(ｍｓ)

ディレイ時間=10×n2

n1、n2 の範囲は、1≦n1≦127、1≦n2≦127 です。

デフォルトは、 n1=n2=20 です。

10×n2(m sec)10×n1(m sec)

印字、紙送り禁止

（通電時間） （ﾃﾞｨﾚｲ時間）

OFF

ON

駆動パルス

印字動作

印字後、<BEL>または<FS>コ－ドにより実行する

コード  <BEL>

（07）H

機 能  外部機器１の駆動命令 A

<ESC> <BEL> n1 n2 コードによって設定された外部機器駆動条件を実行します。

このコードは、バッファから取り出した時に実行します。

[注記] 外部機器 1 と外部機器 2 を同時に実行することはできません。

コード  <FS>

（1C）H

機 能  外部機器 1 の駆動命令 B

<ESC> <BEL> n1 n2 コードによって設定された外部機器駆動条件を実行します。

外部機器駆動命令 A（コード<BEL>）との違いは、下記の通りです。

プリンタはコード<FS>を受信すると、すぐに命令を実行するのに対して、コード<BEL>の場合は他のコ

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て、受信した順に実行されます。

[注記] 外部機器 1 と外部機器 2 を同時に実行することはできません。



-31-

コード  <SUB>

（1A）H

機 能  外部機器 2の駆動命令 B

外部機器 2を駆動します。通電時間は 200ms ON、200ms sec OFF と固定されています。

<SUB>を受信したら、すぐに命令を実行します。

<EM>と同じです。

[注記] 外部機器 1 と外部機器 2 を同時に実行することはできません。

コード  <EM>

（19）H

機 能  外部機器 2の駆動命令 B

外部機器 2を駆動します。通電時間は 200ms ON、200ms sec OFF と固定されています。

<EM>を受信したら、すぐに命令を実行します。

<SUB>と同じです。

[注記] 外部機器 1 と外部機器 2を同時に実行することはできません。
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スリップ制御

コード  <ESC> <SI> n

（1B）H (0F)H n

機 能  スリップセンサの設定

n の値に従って TOF/BOF センサの有効･無効を設定します。

TOF/BOF センサの条件は、印字停止判断条件として適用されます。

     n の値      BOF センサ      TOF センサ

 　 00H , ”0” 　　　　　有効 　　　　　有効

 　 01H , ”1” 　　　　　無効 　　　　　有効

 　 02H , ”2” 　　　　　有効 　　　　　無効

 　 03H , ”3” 　　　　　無効 　　　　　無効

デフォルト値は、メモリスイッチ 5-2=0 の場合 n=”0” （工場出荷時）

　　　　　　　　　　メモリスイッチ 5-2=1 の場合 n=”3”
尚、センサ有効／無効条件は、自動クランプ機能及び自動頭出し機能には影響を与えません。

コード  <ESC> <FF> n

（1B）H (0C)H n

機 能  スリップファンクション

ラインバッファ内のデータを印字した後、ｎの値に従ってスリッププリンタの動作を実行します。

n=00H , “0” : クランプ動作を実行します。

n=01H , “1” : レリース動作を実行します。

n=02H , “2” : レリース動作を実行した後、用紙が取られるまでウエイトします。

n=03H , “3” : ＴＯＦセンサから用紙がはずれるまで手前方向(逆方向)へ用紙排出した後、

レリース動作を実行します。

（注意）

スリップ用紙が天とじの複写紙の場合は、手前方向へ全排出しますと、途

中で紙ジャムを起こしますので、n=3にての排出は行わないでください。

天とじ用紙を手前へ排出したい場合は、<ESC><VT>mnコマンドにて用紙

長の半分程度の位置まで戻る値以下に設定して、<ESC><FF>5コマンドに

て排出してください。

n=04H , “4” : ＢＯＦセンサから用紙がはずれるまで奥方向（順方向）へ用紙排出した後、レリース

動作を実行します。

n=05H , “5”： <ESC><VT> m nで設定された排出方向及び排出長に従って用紙排出します。

（レリ－スは実行しません。）
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コード  <ESC> <VT> m n

（1B）H (0B)H m n

機 能  スリップ用紙の排出方向と排出長の設定

ラインモードにおいて、コマンド<ESC><FF>5 にて実行される排出動作の排出方向と排出長を設定し

ます。

m=”+” の時、排出方向は、奥方向（順排出）、排出長は n 行（現在の改行にて）

m=”-“ の時、排出方向は、手前方向（逆排出）、排出長は n 行（  〃 ）

m=”0“ の時、排出方向は、手前方向（逆排出）、排出長は n インチ

デフォルト値 ： n=0

コード  <EOT>

（04）H

機 能  スリップ関係ステータスの問い合わせ

スリップメカニズム状態に関するステータス情報をリアルタイムでホストへ送信します。（受信バッファか

ら取り出した時ではなく、ホストから受信した時点で即実行します。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

コード  <ESC><EM> ｎ ｍ <LF><NUL>

(1B)H (19)H n m (0A)H (00)H

機 能  スリップ自動クランプ待ち時間の設定

用紙挿入(ＴＯＦ/ＢＯＦセンサが用紙ありを検知)してから自動クランプを実行開始するまでの待ち時

間を ｎ×0.1 秒で設定します。

デフォルトは ｎ=7（待ち時間=0.7 秒）です。

m=”0” は固定です。

本コマンドは、メモリスイッチ５－１＝０（自動クランプ機能＝有効）の場合に有効です。

ステータス

ｂ7 ｂ6 ｂ5 ｂ4 ｂ3 ｂ2 ｂ1 ｂ0

(常に１)

Bit2 :TOFセンサ 　1:紙なし

Bit3 :BOFセンサ 　1:紙なし

Bit6 :メカエラー   1:エラー

Bit7 :レリース／クランプ  1:クランプ  0:レリース

※Bit0,Bit1,Bit5は不定
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ページモード

コード  <ESC> “n”

（1B）H （6E）H

機 能  ページモードの選択

ラインモード(デフォルト)から、ページモードへ移行します。

本コマンドは、行の先頭で入力された場合のみ有効です。

ページモードは<ESC>”*”…にて設定したページ座標領域へ<ESC>”T”n にて設定した回転方向に従

って印字データを展開し、最後に<FF>にて一括するモードﾞで、チェックなどの横長の用紙を 90°又

は 270°回転させて印字させるのに適しています。

ページモード中は、ページ領域に印字データが OR 展開されるため、文字やビットイメージを重ね書

きしたり、各回転文字を自由に配置したりできます。

ページモード中は、ラインモードと同じ方法で印字データ+<LF>と送れば、プリンタ側で自動的に回転

します。

ページモードには、次にあげる制約事項があります。

① ペ－ジモード中は、ノーマルドット単位で展開されるため、ハーフドットを伴う文字は扱えません。

ページモードに入ると ANK フォントは自動的に 5×9(2P-1)フォントに設定されます。漢字は印字

不可です。7×9 フォント、5×9(3P-1)フォント選択コマンドはページモード中は実行されず、ライ

ンモードに戻ったときに実行されます。

文字間スペ－スが奇数値の場合は、１ハ－フドット分切り捨てます。

また、文字はベ－スラインを基準に展開されるため、縦倍拡大文字については上部分がペ－ジ

先頭行のとき欠落したり、２行目以降のとき前行と重なってしまう場合があります。

このため一行中に縦倍拡大文字を含む場合は、印字デ－タ行の前に<LF>を余分に追加するな

どして縦倍拡大文字が入るように印字領域を確保する必要があります。

② 紙送りコマンドについて

ページモード中では、紙送りコマンドと改行は、ドット単位による、展開位置の移動として実行さ

れます。X 座標、Ｙ座標ともに座標の最小単位は 1 ドットであるため、Ｘ方向は 1 座標が 0.30mm

（1 ドット）、Ｙ方向は 1 座標が 0.353mm（1 ドット）となり、0°/180°回転と 90°/270°回転との

印字結果は X、Y 方向ともに等倍になりません｡90°/270°回転では、紙送り量や文字の高さ

が縮小されます｡改行や紙送りコマンドは、ページモード中では､1/72 インチを 1 ドットとして扱う

為、0°/180°回転に対して 90°/270°回転は実際に送られる量は少なくなります｡

例えば、0°回転で 1/6 ｲﾝﾁ改行の時、12 ドット×0.353mm=4.236mm ですが、90°/270°回転

時は、12 ドット×0.30mm=3.60mm となり、4.236-3.60=0.64mm の差が生じます。決められたフォ

ームのチェック印字を 90°又は 270°回転などで行う場合には、この差を考慮に入れてプログラ

ミングをしてください。

③ 以下のコマンドは、ページモード中では実行されずに記憶されラインモードに戻ったと
きに実行されます。

　 　・ 7×9フォントの選択 <ESC> “M”
　・ 5×9(3P-1)フォントの選択 <ESC>”:”
　・倒立設定/解除 <SI>/<DC2>

　・白黒反転設定/解除 <ESC>”4”/<ESC>”5”
　・アンダーライン <ESC> ”-“ n
　・アッパーライン <ESC> ”＿” n
　・印字方向の選択 <ESC> ”U” n
　・強調設定/解除 <ESC> “E” /<ESC> “F”
　・左マージン <ESC> “l” n
　・右マージン <ESC> “Q” n
・漢字に関する全コマンド
・ラインモ－ドにおける 90°/270°回転印字モ－ド <ESC><RS> “i” n
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④ 以下のコマンドは、ページモード中は無視されます。
　　・逆方向紙送り <ESC> “j” n
　　・倍密ビットイメージ <ESC> “L” …

　　・スリップファンクション <ESC> <FF> n

　　・印字位置揃え　　 <ESC><GS> “a” n
　　・ 9ドットビットイメージ <ESC> “^” …

ページ領域データの一括印字は、<FF>により実行されます。<FF>により印字後、ラインモードに

戻ります。

ラインモードへ戻る際には、印字領域内の印字データ、領域座標情報、回転方向などの条件は、

全てクリアされます。

コード  <ESC> “!”

（1B）H (21)H

機 能  ラインモードの選択（デフォルト）

ページモード中に本コマンドを実行しますと、印字せずにラインモードへ戻ります。

ラインモードへ戻る際には、印字領域内の印字データ、領域座標情報、回転方向などの条件は、全て

クリアされます。
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コード  <ESC> “*” XLXH YLYH dxL dxH dyL dyH

機 能  ページモード印字領域の設定

ページモードに入った時点での現在位置の左端の座標を(0,0)とし、ページ領域の開始点（X０,Ｙ０）

を XLXH ,YLYH で指定し、X 方向の長さ Dx をｄｘL,ｄｘH にて、Y 方向の長さ Dy をｄｙL,ｄｙH で指定

します。

始点 X0=XL＋（XH×256）ドット

始点 Y0=YL＋（YH×256）ドット

横方向長さ Dx=ｄｘL+（ｄｘH×256）ドット

縦方向長さ Dy=ｄｙL+（ｄｙH×256）ドット

範囲は、0≦XL,YL,dxL,dyL≦255、 0≦XH,YH,ｄｘH,dyH≦1

ただし、ｄｘL=dxH=0 又は ｄｙL=dyH=0 を除く

また、X 方向の最大領域（X0+Dx）は 210 ドット

   　 Y 方向の   〃   （Y0+Dy）は 720 ドット

なので、その範囲内で各パラメータを指定してください。範囲を超えると本コマンドは無効と

なります。

本コマンドは、ラインモード中でも記憶されますが、基準点(0,0)は、あくまでもページモードに入った

時点の位置が適用されます。

ページ内への印字データの展開は、文字の下端をベースラインとして行うため文字の高さ方向には、

最低８ドット以上の印字領域が必要です。（縦倍印字の時、事前に余分に紙送りを実行しておく必要

があります。）

注記）<ESC>”T”4 コマンドにより、チェック高速印字モードを指定する場合は、Y の始点

Y0=YL=YH=0 を指定してください。
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コード  <ESC> “T” n

（1B）H (54)H n

機 能  ページモード印字方向の設定

ページモードでの回転＆印字方向を、n の値に従って下表の通りに設定します。

n=4、”4”の時にはチェック高速印字モードとしてページモードが機能します。

ラインモード中は設定のみ有効です。

 　　　n の値    回転方向 印字方向

  0 または “0”      0°

　1 または “1”    270°

　2 または “2”    180°

　3 または “3”     90°

一方向印字

　　　　4 4 4 4 またはまたはまたはまたは    “ 4444”             270270270270°°°° 双方向印字（チェック高速印字モード）双方向印字（チェック高速印字モード）双方向印字（チェック高速印字モード）双方向印字（チェック高速印字モード）

デフォルトは n=0 です。

<<<<n=4,n=4,n=4,n=4,” 4444”     ：チェック高速印字モードについて：チェック高速印字モードについて：チェック高速印字モードについて：チェック高速印字モードについて>>>>

このパラメータは、ページ領域にデータが 1 文字も展開されていない状態でのみ有効ですので、

<ESC>”n”の次にすぐ本コマンドを付加してください。

また、一旦<ESC>"T"4 にてチェック高速印字モードに入りましたら、ページモードから抜けるまで

別の回転モード(<ESC>"T"0～3)へは移行できません｡

チェック高速印字モードは、チェックを 270°回転かつ双方向印字で高速に印字するためのモー

ドで、双方向印字を可能にするために大幅な制限を設けています。

　本モードでは、印字データを 5×9(2P-1)フォント装飾なしの文字のみに限定します。

限定事項は下記の通りです。この限定事項をはずれた使用方法をした場合は、印字された文字

の品質は保証されません。

[チェック高速印字モード時の限定事項]

・印字可能文字は、5×9（２P-1）フォントの ANK 文字のみです。

・横２倍拡大コマンドは使用不可です。（縦倍コマンドは使用可能です。）

・ビットイメージコマンドは使用不可です。

・水平タブは使用不可です。

・文字間スペース設定コマンドは使用不可です。

・印字領域（<ESC>”*”… による設定値）は、Y 方向について次の制限があります。

① 印字領域は、始点 Y0=0 に固定される為、<ESC>”*”….による印字領域コマンドは、

Y0=YL=YH=0 を指定してください。（０以外の時は、強制的に０となります。）

② Dy の値は、６の倍数にしてください。

本モードでの印字は、6 ピン単位の双方向印字を行います。Dy の値が６の倍数以外の時は、

１文字内に往復印字のつなぎ目が発生するため、文字が波打ち、判読不可能となる場合が

ありますので、６の倍数以外の設定は行わないでください。

但し、本プリンタは 6 の倍数以外の時、6 で除算した結果の余りを切り捨てて自動的に 6 の

倍数にする補正を行います｡
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コード  <FF>

（0C）

機 能  ページデータの一括印字（ページモード時のみ有効）

ページモード時、ページ領域内に展開したページデータを一括印字し、ラインモードへ戻ります。

ページデータを一括印字した後、ページ内データ、ページ印字領域、印字方向はすべて初期化され

ます。

尚、ラインモード時は、何も機能しません。

その他

コード  <RS>

（1E）H

機 能  ブザーの発音

プリンタから短い警告音を発信します。

コード  <CAN>

（18）H

機 能  印字データのキャンセルとコマンドの初期化

データバッファ及びラインバッファのクリアとすでに設定された各種のコマンドの初期化を行います。

<CAN>は、受信バッファから取り出した時ではなく、ホストから受信した時点で即実行されます。DC1、

DC３モードにおけるセレクト／ディセテクト状態と、<ESC><BEL> n1 n2 で設定された外部機器駆動

条件は影響されません。

ページモードの編集中に<CAN>を実行しますと、印字せずにラインモードへ戻ります。

ページモードからラインモードへ戻る際には、印字領域内の印字データ、領域座標情報、回転方向

などの条件は、全てクリアされます。

コード  <DC3>

（13）H

機 能  プリンタディセレクト

プリンタをディセレクト状態にします。

次に<DC1>を受け取るまで、受信データを捨てます。

コード  <DC1>

（11）H

機 能  プリンタセレクト　（デフォルト）

<DC3>によるディセレクト状態を解除し、プリンタをセレクト状態にします。
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コード  <ESC> “U” “1” 又は <ESC> “U” <1>

（1B）H (55)H (31)H 又は （1B）H (55)H (01)H

機 能  一方向印字の選択

ラインバッファ内のデータを印字した後、一方向印字モードとなります。

以降のデータは印字ヘッドが右から左へ移動する時のみ印字されます。

コード  <ESC> “U” “0” 又は <ESC> “U” <0>

（1B）H (55)H (30)H 又は （1B）H (55)H (00)H

機 能  双方向印字の選択

ラインバッファ内のデータを印字した後、双方向印字モードとなります。

双方向印字は一方向印字より速く印字を行います。

コード  <ESC> “U” “2” 又は <ESC> “U” <2>

（1B）H (55)H (32)H 又は （1B）H (55)H (02)H

機 能  ＡＮＫ双方向、漢字片方向の選択

このコマンドﾞは、漢字仕様対応機のみに有効である。

ANK の連続印字は双方向で印字する。

漢字を含む連続印字は、最初の行でヘッドが左から右へ移動するときのみ複数パス印字し、次行では、

右から左へ移動する時のみ複数パス印字する。

ただし、一行中に罫線文字が含まれるとき、又は印字後の紙送り量が 1/6 ｲﾝﾁを超える場合は、左か

ら右のみの一方向で印字する。

漢字対応機は、この設定がデフォルトとなる。

コード  <ESC> “@”

（1B）H (40)H

機 能  コマンドイニシャリゼーション

ラインバッファ内のデータを印字した後に各種コマンドの初期化を行います。

ページモード中に本コマンドを実行すると、印字せずにラインモードへ戻ります。

ページモードからラインモードへ戻る際には、印字領域内の印字データ、領域座標情報、回転方向な

どの条件は、全てクリアされます。

ラインバッファ、データ受信バッファ、外部機器駆動パルス幅設定値のクリアは実行されません。また、

ディップスイッチやメモリスイッチの再読込は行わず、<DC1>、<DC3>コマンドによるセレクト／ディセレ

クト状態も影響されません。
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コード  <ENQ>

（05）H

機 能  ステータス問い合わせ

プリンタはステータス情報をリアルタイムでホストに送信します。（受信バッファから取り出した時ではな

く、ホストから受信した時点で即実行します。）

ステータス

ｂ7 ｂ6 ｂ5 ｂ4 ｂ3 ｂ2 ｂ1 ｂ0

(常に 0)

Bit0:パリティエラー

    1:エラー（読み出すと０にクリア）

Bit1 :フレーミングエラー

    1:エラー（読み出すと０にクリア）

Bit2 :メカニカルエラー

    1:エラー

Bit3 :不定

Bit5 :バッファエンプティ

    1:バッファ「空」

Bit6 :バッファオーバーフロー

    1：オーバーフロー

Bit7 :コンパルジョンＳＷ*

        *コンパルジョンＳＷ

        外部機器駆動回路用コネクタのピン No.6が HIGHレベル

        （スイッチ ON）の時ステータス Bit7は「1」となります。
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コード  <ESC> “# N　,　n1　n2 n3 n4” <LF> <NUL>

（1B）H (23)H N (2C)H n1 n2 n3 n4 (0A)H (00)H

機 能  メモリスイッチの設定

Ｎにてメモリスイッチ番号(“1”～”5”)を指定し、n1 n2 n3 n4で設定値（１６ビット分）を指定します。

１） メモリスイッチ０ （ＭＳＷ０）

   工場出荷時の設定は＊で示す。

有効/無効

Ｂｉｔ 内容 0 1 ＳＴＡＲ ESC/POS

<TM-295>

ESC/POS

<TM-290>

F

E

D

C

B

A

9

8

7

6

5

4 仕向地仕様 海 外 日 本 語 漢 字 ＊ ○ ○ ○

3

2

1

0

（○：設定有効、×：設定無効を表します）

　注記：ＭＳＷ０－４は”０”に変更すると漢字が印字できなくなるますので設定は”１”のままにしてください。
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２） メモリスイッチ１ （ＭＳＷ１）

   工場出荷時の設定は＊で示します。

有効/無効

Ｂｉｔ 内容 0 1 ＳＴＡＲ ESC/POS

<TM-295>

ESC/POS

<TM-290>

F

E

D

C

B

A

9

8

7

6

5

4 ゼロスタイル ノーマル＊ スラッシュ ○ × ×

3

2

1

0

国際文字

国際文字

国際文字

国際文字

表１参照

表１参照

表１参照

表１参照

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

○

（○：設定有効、×：設定無効を表します）

表１　国際文字設定表（ＳＴＡＲモードのみ）

 MSW1-3  MSW1-2  MSW1-1  MSW1-0 国

 0＊

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1

 1

 1

 1

 1

 0＊

 0

 0

 0

 1

 1

 1

 1

 0

 0

 0

 0

 1

 0＊

 0

 1

 1

 0

 0

 1

 1

 0

 0

 1

 1

 0

  0＊

  1

  0

  1

  0

  1

  0

  1

  0

  1

  0

  1

  0

U.S.A＊

フランス

ドイツ

イギリス

デンマーク 1

スウェーデン

イタリア

スペイン 1

日本

ノルウェー

デンマーク 2

スペイン 2

ラテンアメリカ

　（注）MSW0-4 が 1 の時、本メモリスイッチ設定によらず日本となる
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３） メモリスイッチ　２（ＭＳＷ２）

   工場出荷時の設定は＊で示します。

有効/無効

Ｂｉｔ 内容 0 1 ＳＴＡＲ ESC/POS

<TM-295>

ESC/POS

<TM-290>

F

E

D

C

B

A

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

（○：設 定 有 効 、×：設 定 無 効 を表 します）

４） メモリスイッチ３ （ＭＳＷ３）

   工場出荷時の設定は＊で示します。

有効/無効

Ｂｉｔ 内容 0 1 ＳＴＡＲ ESC/POS

<TM-295>

ESC/POS

<TM-290>

F

E

D

C ｼﾌﾄ JIS 漢字ﾓｰﾄﾞ 有効＊ 無効 ○ × ×

B

A

9

8

キャラクタテーブル

キャラクタテーブル

キャラクタテーブル

キャラクタテーブル

表２参照

表２参照

表２参照

表２参照

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

7

6

5

4

漢字 デフォルト桁数 ２３桁＊ ２１桁 ○ ○ ○

3

2

1

0
<CR>コード 無視＊ 有効 ○ × ×

（○：設 定 有 効 、×：設 定 無 効 を表 します）
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表 ２：キャラクタテーブル（STARモードのみ有 効 ）

MSW3-B MSW3-A MSW3-9 MSW3-8 キャラクタテーブル

0＊

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0＊

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0＊

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0＊

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

ノーマル＊

カタカナ

IBM（コードページ437）

IBM（コードページ437）

コードページ858

コードページ852

コードページ860

コードページ861

コードページ863

コードページ865

コードページ866

５）メモリスイッチ４（MSW4）

　　　工場出荷時の設定は＊で示します。   工場出荷時の設定は＊で示します。

有効/無効

Ｂｉｔ 内容 0 1 ＳＴＡＲ ESC/POS

<TM-295>

ESC/POS

<TM-290>

F

E

D

C
RTS信号

X-ON/X-OFF出力ﾀｲﾐﾝｸﾞ（※1）

DTR信号と同じ＊

Busy/Ready変化時のみ＊

常にSPACE

3秒おき（従来互換）

○

○

○

×

○

×

B

A

9

8

受信バッファサイズ（※2） ビッグ＊ スモ－ル

7

6

5

4
ｽﾃｰﾀｽ送信時のDSR信号ﾁｪｯｸ チェックする＊ チェックしない × ○ ○

3

2

1

0 データ受信エラー “?” を印字＊ 無視 × ○ ○

（○：設 定 有 効 、×：設 定 無 効 を表 します）

（※1） X-ON/X-OFF出力タイミング： X-ONコードを３秒おきに出力するか否かの設定を意味します。

（※2）受信バッファサイズ設定表

バッファサイズエミュレ－ション

ＭＳＷ4-9＝0　（ビック） ＭＳＷ4-9＝1　（スモ－ル）

ＳＴＡＲモ－ド １Ｋバイト

ＥＳＣ／ＰＯＳ
<TM-295>モ－ド

５１２バイト

ＥＳＣ／ＰＯＳ
<TM-290>モ－ド １Ｋバイト

３５バイト
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６）メモリスイッチ５（MSW5）

工 場 出 荷 時 の設 定 は＊で示 します。

有効/無効

Ｂｉｔ 内容 0 1 ＳＴＡＲ ESC/POS

<TM-295>

ESC/POS

<TM-290>

F

E

D

C

<ESC> “q”コマンド機能

<ESC> “q”コマンド機能 表３参照

表３参照

×

×

○

○

○

○

B

A

9

8 <CR>コード有効時の機能（注1） 印字＋改行＊ 印字のみ ○ × ×

7

6

5

4

3

2

1

0

TOF/BOFｾﾝｻ初期状態

自動クランプ機能

自動頭出し機能

TOF/BOFｾﾝｻ有効＊

有効＊

有効＊

TOF/BOFｾﾝｻ無効

無効

無効

○

○

○

○(注2)

○

○

○(注2)

○

○

（○：設 定 有 効 、×：設 定 無 効 を表 します）

 表 ３ MSW5-D,5-C設 定 表

MSW5-D MSW5-C 　　　　　<ESC> “q ”コマンド機 能

   0＊    0＊  レリースを実 行 ＊

   1    0  レリースを実 行

   0    1 　順 方 向 （奥 側 ）へ全 排 出 した後 、レリースを実 行

   1    1  逆 方 向 （手 前 側 ）へ全 排 出 した後 、レリースを実 行

（注 1） MSW5-8 <CR>コード有 効 時 の機 能 について（STARモード）

本 機 能 は、メモリスイッチ3-1=1の場 合 （<CR>コード有 効 ）に限 ってチェックされます。

MSW5-8=0の場 合 は、印 字 実 行 した後 改 行 を実 行 します（<LF>コードと同 じです）。

MSW5-8=1の場 合 は、印 字 のみ実 行 し改 行 は実 行 されません。

（注 ２） ＥＳＣ/ＰＯＳモ－ドの場 合

bit2＝0で、TOF/BOFセンサ無 効

bit2＝1で、TOF/BOFセンサ有 効

　となります。（STARモ－ドとは逆 の設 定 になります。）

コード  <ESC> “?” <LF> <NUL>

（1B）H (3F)H (0A)H (00)H

機 能  プリンタのリセットと自己印字実行

プリンタ本体をハードウエアリセットし、自己印字を 1 回実行します。尚、本コマンドを送った後、プリン

タが確実にオンライン状態になるまで、次のデータを送らないでください。
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漢字モード

コード  <ESC> “p”

（1B）H (70)H

機 能  ＪＩＳ漢字モード設定

以降のデータは 2 バイトを一組として JIS 漢字コード（第 1 バイト=上位コード、第 2 バイト=下位コード）

として扱われる。JIS 漢字モード設定中でも、コントロールコードは有効。

コード  <ESC> “q”

（1B）H (71)H

機 能  ＪＩＳ漢字モード解除

コード  <ESC> “$” <1> 又は <ESC> “$” “1”

（1B）H (24)H (01)H 又は (1B)H (24)H (31)H

機 能  シフトＪＩＳ漢字モードの選択

データが 80H から 9FH または E0H から FFH の場合、2 バイトを一組としてシフト JIS 漢字コード（第 1

バイト=上位コード、第 2 バイト=下位コード）として扱われる。

シフトＪＩＳ漢字モード中でも、コントロールコードは有効。

コード  <ESC> “$” <0> 又は <ESC> “$” “0”

（1B）H (24)H (00)H 又は (1B)H (24)H (30)H

機 能  シフトＪＩＳ漢字モード解除（ブロックグラフィックモードの選択）

シフトＪＩＳ漢字モードを解除し、ブロックグラフィックモードを選択する。

データが 80H から 9FH または E0H から FFH の場合、ブロックグラフィック文字の１バイトとして扱わ

れる。

コード  <ESC> “s” n1 n2

（1B）H (73)H n1 n2

機 能  漢字文字間スペースの設定

n1,n2 で指定されるスペースを漢字文字間にとる。

n1 は文字の左側に、n2 は文字の右側に設定される

電源投入時の設定は、メモリスイッチ 3-7 の設定に従う。

MSW3-7=OFF（工場出荷時）の時：n1=0、n2=2。MSW3-7=OＮの時：n1=0、n2=4。

全角 8×16、全角 16×16、縦倍 8×16 の場合の n1、n2 の値は 1/2 ドットに対応し、４倍角 16×16

の場合の n1、n2 は、1 ﾄﾞｯﾄに対応する。
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コード  <ESC> “t” n1 n2

（1B）H (74)H n1 n2

機 能  半角漢字文字間スペースの設定

n1,n2 で指定されるスペースを半角漢字文字間にとる。

n1 は文字の左側に、n2 は文字の右側に設定される

電源投入時の設定は、メモリスイッチ 3-7 の設定に従う。

MSW3-7=OFF（工場出荷時）の時：n1=0、n2=1。MSW3-7=OＮの時：n1=0、n2=2。

全角 8×16、全角 16×16、縦倍 8×16 の場合の n1、n2 の値は 1/2 ドットに対応し 4 倍角 16×16

の場合の n1、n2 は、1 ﾄﾞｯﾄに対応する。

コード  <ESC> “u” <1> 又は <ESC> “u” “1”

（1B）H (75)H (01)H 又は （1B）H (75)H (31)H

機 能  8×16 ドット漢字設定

8×16 ドット漢字を選択する。

全角選択時は、２パス漢字となる。

本コマンドと<ESC>”x” 0（漢字拡大設定）を組み合わせることで縦倍拡大モードとなる。

コード  <ESC> “u” <0> 又は <ESC> “u” “0”

（1B）H (75)H (00)H 又は （1B）H (75)H (30)H

機 能  16×16 ドット漢字設定

16×16 ドット漢字を選択する。

全角選択時は、４パス漢字となる。

本コマンドと<ESC>”x” 0（漢字拡大設定）を組み合わせることで 4 倍角拡大モードとなる。

コード  <ESC> “x” <1> 又は <ESC> “x” “1”

（1B）H (78)H (01)H 又は （1B）H (78)H (31)H

機 能  全角漢字設定

漢字拡大指定を解除し、全角漢字設定を行う。

8×16 ドット漢字が選択されている場合は 2 パス漢字となる。

16×16 ドット漢字が選択されている場合は 4 パス漢字となる。

コード  <ESC> “x” <0> 又は <ESC> “x” “0”

（1B）H (78)H (00)H 又は （1B）H (78)H (30)H

機 能  漢字拡大設定（縦倍／４倍角）

8×16 ドット漢字が選択されている場合は縦方向のみ拡大する。

（縦 2 倍サイズ）16×16 ドット漢字が選択されている場合は縦横、両方とも 2 倍に拡大される。

（4 倍角サイズ）
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コード  <ESC> “w” <1> 又は <ESC> “w” “1”

（1B）H (77)H (01)H 又は （1B）H (77)H (31)H

機 能  全角 8×16 漢字設定（デフォルト）

漢字拡大指定を解除し、全角 8×16 漢字設定を行う。

漢字は 2 パス漢字となる。電源投入時はこの設定になる。

コード  <ESC> “w” <0> 又は <ESC> “w” “0”

（1B）H (77)H (00)H 又は （1B）H (77)H (30)H

機 能  4 倍角 16×16 漢字設定

4 倍角（横 2 倍、縦 2 倍）16×16 漢字設定を行う。

＜漢字サイズ選択の関係＞

 全角 8×16 ドット漢字

     (2パス印字)
   　縦倍 8×16 ドット漢字

　　(縦 2倍サイズ、2パス印字)

  全角 16×16 ドット漢字

    (4パス高密度印字)
  　　　 4倍角 16×16 ドット漢字

　　　(横 2倍×縦 2倍サイズ、2パス印字)

<ESC> “u” 0 <ESC> “u” 1

<ESC> “x” 0

<ESC> “x” 1

<ESC> “x” 0

<ESC> “x” 1

<ESC> “u” 0  <ESC> “u” 1

<ESC> “w” 1

<ESC> “w” 0

電源投入時
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コード  <ESC> “r” a1 a2 d1 . . . dk

（1B）H (26)H a1 a2 d1 . . . dk

機 能  漢字ダウンロード文字の登録

　　漢字ダウンロード文字を定義する。

　　a1、a2 は登録する漢字コードを示す。a1 にて第 1 バイトを、a2 にて第 2 バイトを指定し、<7720>H～

　　<7729>H までの 10 文字が定義可能である。

　　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る。

　　そのときの漢字コードは a1 が第１バイト、a2 が第２バイトとなる。

　　d1, d2 . . . . 32 は文字イメージデータである。次のように設計して、順次データを転送すること。

MSB

LSB
d1 d3 d31

MSB

LSB
d2 d4 d32

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る。印字される場所を 1、印字されな

い場所を 0 として、フォントをデータに変換する。

ニードル上側を MSB（最上位ビット）、下側を LSB（最下位ビット）とし、図のように d1, d2 . . . d32 まで

データとしてとる。

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 まで有効となる。

16

ﾆｰﾄﾞﾙ下
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４．ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド４．ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド４．ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド４．ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド・コマンド・コマンド・コマンド・コマンド

４４４４----１　ＴＭ－２９５エミュレ－ション１　ＴＭ－２９５エミュレ－ション１　ＴＭ－２９５エミュレ－ション１　ＴＭ－２９５エミュレ－ション

コントロ－ルコ－ド
Hexadecimal

コ－ド
機　能

〈HT〉 09 水平タブ

〈LF〉 0A 印字改行

〈FF〉 0C 単票用紙の印字と排出、ペ－ジモ－ドの印字と復帰

〈DLE〉〈EOT〉 10 04 ステ－タスのリアルタイム送信（シリアル I/F のみ）

〈CAN〉 18 ペ－ジモ－ドにおける印字デ－タのキャンセル

〈ESC〉〈SP〉 1B 20 文字の右スペ－ス量の設定

〈ESC〉　！ 1B 21 印字モ－ドの一括指定

〈ESC〉　＃ 1B 23 メモリ－スイッチの設定

〈ESC〉　％ 1B 25 ダウンロ－ド文字セットの指定・解除

〈ESC〉　＆ 1B 26 ダウンロ－ド文字の定義

〈ESC〉　＊ 1B 2A ビットイメ－ジモ－ドの指定

〈ESC〉　２ 1B 32 １／６インチ改行量の設定

〈ESC〉　３ 1B 33 ｎ／６０インチ（近似値）改行量の設定※

〈ESC〉　＝ 1B 3D 周辺機器の選択

〈ESC〉　＠ 1B 40 プリンタの初期化

〈ESC〉　Ｃ 1B 43 単票用紙の排出長の設定

〈ESC〉　Ｄ 1B 44 水平タブ位置の設定

〈ESC〉　Ｆ 1B 46 単票用紙の逆方向排出の指定・解除

〈ESC〉　Ｊ 1B 4A 印字およびｎ／６０インチ（近似値）紙送り※

〈ESC〉　Ｋ 1B 4B 印字およびｎ／６０インチ（近似値）逆方向紙送り※

〈ESC〉　Ｌ 1B 4C ペ－ジモ－ドの選択

〈ESC〉　Ｒ 1B 52 国際文字の選択

〈ESC〉　Ｔ 1B 54 ペ－ジモ－ドにおける文字の印字方向の選択

〈ESC〉　U 1B 55 印字方向の指定・解除

〈ESC〉　Ｖ 1B 56 ラインモ－ドにおける文字の 90°回転印字指定・解除

〈ESC〉　Ｗ 1B 57 ペ－ジモ－ドにおける印字領域の設定

〈ESC〉　a 1B 61 印字位置揃え

〈ESC〉　ｃ3 1B 63 33 紙なし信号出力に有効な紙なし検出器の選択

〈ESC〉　ｃ４ 1B 63 34 印字停止に有効な紙なし検出器の選択

〈ESC〉　ｃ５ 1B 63 35 パネルスイッチの有効・無効

〈ESC〉　ｄ 1B 64 印字およびｎ行の紙送り

〈ESC〉　ｅ 1B 65 印字およびｎ行の逆方向紙送り

〈ESC〉　ｆ 1B 66 単票用紙の待ち時間の設定

〈ESC〉　ｐ 1B 70 指定パルスの発生

〈ESC〉　ｑ 1B 71 レリ－ス

〈ESC〉　ｔ 1B 74 文字コ－ドテ－ブルの選択

〈ESC〉　ｕ 1B 75 周辺機器ステ－タスの送信（シリアル I/F のみ）

〈ESC〉　ｖ 1B 76 用紙検出器ステ－タスの送信（シリアル I/F のみ）

〈ESC〉　｛ 1B 7B 倒立印字の指定・解除
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コントロ－ルコ－ド
Hexadecimal

コ－ド
機　能

〈GS〉　Ｉ 1D 49 プリンタＩＤの送信（シリアル I/F のみ）

〈GS〉　ａ 1D 61 自動ステ－タス送信の有効・無効（シリアル I/F のみ）

〈GS〉　ｒ 1D 72 ステ－タスの送信（シリアル I/F のみ）

〈ＦＳ〉　！ 1C 21 漢字の印字モ－ドの一括指定

〈ＦＳ〉　＆ 1C 26 漢字モ－ドの指定

〈ＦＳ〉　－ 1C 2Ｄ 漢字アンダ－ライン指定・解除

〈ＦＳ〉　 ． 1C 2E 漢字モ－ドの選択

〈ＦＳ〉　 ２ 1C 32 漢字外字登録

〈ＦＳ〉　 Ｃ 1C 43 漢字コ－ド体系の選択

〈ＦＳ〉　 Ｓ 1C 53 漢字のスペ－ス量の設定

〈ＦＳ〉　 W 1C 57 漢字の４倍角文字の指定・解除

※ ｎ／６０インチ改行量、紙送りコマンドについて

 本プリンタの紙送り最小ピッチは、１／１４４インチであるため、ｎ／６０インチは近似値にて扱われます。

　 　実際の値は、ＩＮＴ（（６ｎ／５）＋０．５）／７２インチになります。
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４４４４----２　ＴＭ－２９０エミュレ－ション２　ＴＭ－２９０エミュレ－ション２　ＴＭ－２９０エミュレ－ション２　ＴＭ－２９０エミュレ－ション

コントロ－ルコ－ド
Hexadecimal

コ－ド
機　能

〈HT〉 09 水平タブ

〈LF〉 0A 印字改行

〈FF〉 0C 単票用紙の印字と排出

〈ESC〉〈SP〉 1B 20 文字の右スペ－ス量の設定

〈ESC〉　！ 1B 21 印字モ－ドの一括指定

〈ESC〉　＃ 1B 23 メモリ－スイッチの設定（独自拡張コマンド）

〈ESC〉　＊ 1B 2A ビットイメ－ジモ－ドの指定

〈ESC〉　２ 1B 32 １／６インチ改行量の設定

〈ESC〉　３ 1B 33 ｎ／６０インチ（近似値）改行量の設定※

〈ESC〉　＠ 1B 40 プリンタの初期化

〈ESC〉　Ｄ 1B 44 水平タブ位置の設定

〈ESC〉　Ｍ 1B 4D ７×９フォントの選択

〈ESC〉　Ｐ 1B 50 ５×９フォントの選択

〈ESC〉　Ｒ 1B 52 国際文字の選択

〈ESC〉　ｃ3 1B 63 33 紙なし信号出力に有効な紙なし検出器の選択

〈ESC〉　ｃ４ 1B 63 34 印字停止に有効な紙なし検出器の選択

〈ESC〉　ｃ５ 1B 63 35 パネルスイッチの有効・無効

〈ESC〉　ｄ 1B 64 印字およびｎ行の紙送り

〈ESC〉　ｈ 1B 68 紙送り方向の指定

〈ESC〉　ｊ 1B 6A 縦書き印字モ－ドにおける文字幅の設定

〈ESC〉　ｑ 1B 71 レリ－ス

〈ESC〉　ｔ 1B 74 文字コ－ドテ－ブルの選択

〈ESC〉　ｖ n 1B 76 n 用紙検出器ステ－タスの送信（シリアル I/F のみ）

〈ESC〉　｛ 1B 7B 倒立印字の指定・解除

〈ＦＳ〉　Ｊ 1C 4A 縦書き印字モ－ドの指定

〈ＦＳ〉　Ｋ 1C 4B 縦書き印字モ－ドの解除

〈ＦＳ〉　Ｗ 1C 57 ４倍角文字の指定・解除

〈ＦＳ〉　！ 1C 21 漢字の印字モ－ドの一括指定

〈ＦＳ〉　＆ 1C 26 漢字モ－ドの指定

〈ＦＳ〉　－ 1C 2Ｄ 漢字アンダ－ライン指定・解除

〈ＦＳ〉　 ． 1C 2E 漢字モ－ドの選択

〈ＦＳ〉　 ２ 1C 32 漢字外字登録

〈ＦＳ〉　 Ｃ 1C 43 漢字コ－ド体系の選択

〈ＦＳ〉　 Ｓ 1C 53 漢字のスペ－ス量の設定

※ ｎ／６０インチ改行量、紙送りコマンドについて

 本プリンタの紙送り最小ピッチは、１／１４４インチであるため、ｎ／６０インチは近似値にて扱われます。

　 　実際の値は、ＩＮＴ（（６ｎ／５）＋０．５）／７２インチになります。
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５－１　スタ－モ－ド

　（１）　ノ－マル

５．文字コ－ド表

　（２）　カタカナ
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　（３）　ＩＢＭ（Code Page 437）
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　（４）　Code Page 858 　（５）　Code Page 852

　　　Multi-Iingual 　　　Latin-2

　（６）　Code Page 860 　（７）　Code Page 861

　　　Portuguese 　　　Icelandic
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　（８）　Code Page 863 　（９）　Code Page 865

　　　Canadian French 　　　Nordic

　（１０）　Code Page 866 　※　各Code Pageの 20H～ 7FHの文字は

　　　Russian 　　　ＩＢＭ（Code Page 437）と同じ
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　（１１）　国際文字セット
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５－２　ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド

　（１）　ペ－ジ０（PC437）

　（２）　ペ－ジ１（カタカナ） 　（３）　ペ－ジ２（PC858:Multilingual）
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　（４）　国際文字セット
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５－３　漢字

　JIS第一水準漢字（その１） 　JIS第一水準漢字（その２）

　JIS第一水準漢字（その３） 　JIS第一水準漢字（その４）
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　JIS第一水準漢字（その５） 　JIS第一水準漢字（その６）

　JIS第一水準漢字（その７） 　JIS第一水準漢字（その８）
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　JIS第一水準漢字（その９） 　JIS第一水準漢字（その１０）

　JIS第一水準漢字（その１１）
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　JIS第二水準漢字（その１） 　JIS第二水準漢字（その２）

　JIS第二水準漢字（その３） 　JIS第二水準漢字（その４）
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　JIS第二水準漢字（その５） 　JIS第二水準漢字（その６）

　JIS第二水準漢字（その７） 　JIS第二水準漢字（その８）
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　JIS第二水準漢字（その９） 　JIS第二水準漢字（その１０）

　JIS第二水準漢字（その１１） 　JIS第二水準漢字（その１２）
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　JIS第二水準漢字（その１３） 　JIS第二水準漢字（その１４）
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　シフトＪＩＳ漢字（その１） 　シフトＪＩＳ漢字（その２）

　シフトＪＩＳ漢字（その３） 　シフトＪＩＳ漢字（その４）
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　シフトＪＩＳ漢字（その５） 　シフトＪＩＳ漢字（その６）

　シフトＪＩＳ漢字（その７） 　シフトＪＩＳ漢字（その８）
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　シフトＪＩＳ漢字（その９） 　シフトＪＩＳ漢字（その１０）

　シフトＪＩＳ漢字（その１１） 　シフトＪＩＳ漢字（その１２）
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　シフトＪＩＳ漢字（その１３） 　シフトＪＩＳ漢字（その１４）



電子機器事業部 〒424-0066 静岡県清水市七ツ新屋536番地

    5 0543-47-0112 （営業直通）

Printed in JAPAN,80872041


	表紙
	目 次
	１．メモリ－スイッチとディップスイッチ
	1 -1 メモリ－スイッチ
	1-２ ディップスイッチ

	２．インタ－フェイス
	２-１ シリアルインタ－フェイス
	２-２ パラレルインタ－フェイス
	2-3  外部機器駆動回路

	３．スタ－モ－ド・コマンド
	３-１ コマンド概要
	３-２ コマンド詳細

	４．ESC/POSモ－ド・コマンド
	4-1 ＴＭ-298エミュレーション
	4-2 ＴＭ-290エミュレーション

	５．文字コ－ド表
	５－１ スタ－モ－ド
	５－２ ＥＳＣ／ＰＯＳモ－ド
	５－３ 漢字


