
5573-L/K/J02 用 エミュレーションの設定/変更の手順 
 
ここでは、エミュレーションを”5577（PS/55、5550）”モードから”ESC/P（PS/2）”モードに変更する場合の具体

的な手順を記載してあります。 

 

1）用紙タイプ・レバーを下方に押し下げ連続用紙モードにします。 

  連続用紙をセットします。 

  プリンターの電源スイッチを On（｜）にします。 
 

2）【印刷】スイッチを押して、用紙を印字開始位置まで送ります。 

 

3）もう一度【印刷】スイッチを押して印刷不可状態（印刷ランプ消灯）にします。 

 

4）ファンクション・カバーを開けて、【初期値設定】スイッチを押します。 

  プリンターは初期値設定モードになり、メイン・メニューを印刷します。 

 

＜メイン・メニュー＞  

注)：*印の項目は、5573-L02 のみに表示されます。 

△印の項目は、5573-J02 では表示されません。 

  ＞初期値設定            

   ダンプ        点灯/点滅          選択項目       

   --------     -----------------   -----------------------------------------------    

 項目 1        点灯              文書書式設定      

                                     下マージン/ページ長          

△最大印字幅/改行幅/ミシン目スキップ  
  

   項目 2        点灯     データ設定      

                                     片方向印字/自動改行 

自動復帰/キャラクターモード    
 

   項目 3        点灯              プリンター設定      

                                     印字速度/自動ティアオフ/前面排出  

                                     単票自動印刷/トラクター切り替え         

ブザー/メッセージ言語/罫線調整  

                                     *紙厚設定/*ASF 紙厚調整/*紙ホチキスモード 

                                     *静音モード  
 

   項目 4        点灯              エミュレーション設定           

5577   レベル E/イメージ折り返し 

コード ページ/90 年改訂 

日本語文字セット/簡易平成書体 

デフォルト ANK                         

EPSON 高速文字品位/LQ 文字品位        

  イメージ処理/文字ピッチ         

  文字コード/国際文字選択 

                                      PPDS  コード ページ/文字セット/AGM        

スラッシュ付きゼロ    
 

項目 5        点灯              インターフェース設定 

                                   入力バッファー/インターフェースモード 
      

項目 6        点灯              初期値印刷 

 

項目 1        点滅              トレース モード      
 

   微調↓/微調↑ キー      ：項目選択       

先頭/排出 キー                  ：項目設定       

印刷 キー                    ：終了        

 

 



5）エミュレーションの設定を行うためには、<項目 4>のランプを点灯させます。 

［<項目>ランプの点灯位置は、【微調↓】スイッチで項目の大きい方に移動し、【微調↑】スイッチで項目の小さい

方に移動します。］ 

 

6）<項目 4>のランプが点灯している状態で、【先頭/排出】スイッチを押します。 

 エミュレーション設定・メニューを印刷します。 

 

＜エミュレーション設定・メニュー＞ 

 

>>エミュレーション設定 

 ランプ      点灯/点滅         選択項目           現在の設定 

 -------    -------------      ------------------    --------------------------- 

 項目 1      点灯            エミュレーション        自動選択 →デフォルト値は自動選択 

 項目 2      点灯            5577 項目 

                             レベル E          設定 

                             イメージ折り返し     折り返す 

                             コードページ        932 

                             90 年改訂         90 年度改訂適用有り 

                             日本語文字セット    文字セット（新） 

                             簡易平成書体      解除 

                             デフォルトＡＮＫ      明朝 12（コマンド有効） 

 項目 3      点灯            ESC/P 項目 

 項目 4      点灯            PPDS 項目 

 

微調↑/微調↓ キー         ：項目選択 

先頭/排出 キー            ：項目設定 

印刷 キー                ：戻る 

 

7）エミュレーションの変更を行うためには、<項目 1>のランプを点灯させます。 

  [<項目>ランプの点灯位置は、【微調↓】スイッチで項目の大きい方に移動し、【微調↑】スイッチで項目の小さい

方に移動します。] 

 

8）<項目 1>のランプが点灯している状態で、【先頭/排出】スイッチを押します。 

 エミュレーション・メニューを印刷します。 

 

＜エミュレーション・メニュー＞ 

 

>>>エミュレーション  

  ランプ        点灯/点滅          選択項目 

  ---------     ----------------     ----------------------------- 

  項目 1        点灯              5577  

  項目 2        点灯              ESC/P  

  項目 3        点灯              PPDS  

  項目 4        点灯              自動選択 

 

 微調↑/微調↓ キー           ：項目選択 

 先頭/排出 キー              ：項目設定 

 印刷 キー                  ：戻る（変更無し） 

 

9）変更したいエミュレーションの<項目>ランプを点灯させます。 

ここでは、ESC/P モードに変更することにし、<項目 2>を点灯させました。 

 [<項目>ランプの点灯位置は、【微調↓】スイッチで項目の大きい方に移動し、【微調↑】スイッチで項目の小さい方

に移動します。]  

 

 

 

 

 

 



10）<項目 2>のランプが点灯している状態で、【先頭/排出】スイッチを押します。 

ブザーが鳴って、ESC/P モードが設定され、再びエミュレーション設定・メニューを印刷します。 

 

＜エミュレーション設定・メニュー＞ 

 

>>エミュレーション設定・メニュー 

 ランプ        点灯/点滅        選択項目                 現在の設定 

 ---------     --------------    ------------------------    --------------------- 

 項目 1        点灯           エミュレーション （I/F）        ESC/P →希望値に変更されている。 

 項目 2        点灯           5577 項目 

 項目 3        点灯           ESC/P 項目 

                               高速文字品位          高品位 

                               LQ 文字品位           高速 

                               イメージ処理           高速 

                               文字ピッチ             10 

                               文字コード            カタカナ 

                               国際文字選択          日本 

 項目 4        点灯           PPDS 項目 

 

微調↑/微調↓ キー           ：項目選択 

先頭/排出 キー              ：項目設定 

印刷 キー                  ：戻る（変更無し） 

 

※選択項目欄のエミュレーションの現在の設定が、ESC/P になっていることを、確認してください。 
 

11）【印刷】スイッチを押します。プリンターは再びメイン・メニューを印刷します。 
 

＜メイン・メニュー＞  

注)：*印の項目は、5573-L02 のみに表示されます。 

△印の項目は、5573-J02 では表示されません。 

 ＞初期値設定            

   ダンプ        点灯/点滅          選択項目       

   --------     -----------------   -----------------------------------------------    

 項目 1        点灯              文書書式設定      

                                     下マージン/ページ長       

△最大印字幅/改行幅/ミシン目スキップ  
  

   項目 2        点灯     データ設定      

                                     片方向印字/自動改行 

自動復帰/キャラクターモード    
 

   項目 3        点灯              プリンター設定      

                                     印字速度/自動ティアオフ/前面排出  

                                     単票自動印刷/トラクター切り替え      

ブザー/メッセージ言語/罫線調整  

                                     *紙厚設定/*ASF 紙厚調整/*紙ホチキスモード 

                                     *静音モード  
 

   項目 4        点灯              エミュレーション設定        

5577   レベル E/イメージ折り返し 

コード ページ/90 年改訂 

日本語文字セット/簡易平成書体 

デフォルト ANK                      

EPSON 高速文字品位/LQ 文字品位      

  イメージ処理/文字ピッチ      

  文字コード/国際文字選択 

                                      PPDS  コード ページ/文字セット/AGM     

スラッシュ付きゼロ    
 

項目 5        点灯              インターフェース設定 

                                   入力バッファー/インターフェースモード 
      



項目 6        点灯              初期値印刷 

項目 1        点滅              トレース モード      

   微調↓/微調↑ キー      ：項目選択       

先頭/排出 キー                  ：項目設定       

印刷 キー                    ：終了 

 

12）もう一度【印刷】スイッチを押します。プリンターは、変更した設定値を記憶し初期設定モードを終了します。続け

て初期診断機能を実行後、通常の印刷モードに戻ります。 
 

※12）を実行しないと設定値が記憶されませんのでご注意ください。 
   

※初期診断機能実行中は、全てのランプが点滅し、キャリアのイニシャル動作を行います。 

    （但し<電源>ランプのみ点灯し続けています。）  


