
 

 

    

メモリスイッチ設定ユーティリティメモリスイッチ設定ユーティリティメモリスイッチ設定ユーティリティメモリスイッチ設定ユーティリティ        

ユーザーズユーザーズユーザーズユーザーズ    マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Rev. G



 

メモリスイッチ設定ユーティリティ ユーザーズ マニュアル 

 

Page 1 

 

目次 

1111 はじめに .......................................................................................................................... 2 

1.1 マニュアルの目的と対象者 ...................................................................................... 2 

1.2 このマニュアルの構成 ............................................................................................. 2 

1.3 使用にあたっての注意事項 ...................................................................................... 2 

1.4 制限事項 ................................................................................................................... 2 

1.5 動作環境 ................................................................................................................... 3 

2222 ユーティリティのインストール ...................................................................................... 4 

2.1 動作環境 ................................................................................................................... 4 

2.2 インストール............................................................................................................ 4 

2.3 アンインストール .................................................................................................... 6 

2.4 Web Update ............................................................................................................. 8 

3333 アプリケーションの基本操作 ......................................................................................... 9 

3.1 通信設定画面............................................................................................................ 9 

4444 プリンタステータス ....................................................................................................... 11 

4.1 操作：取得、更新、保存、読み込み、初期設定 .................................................... 11 

4.2 メモリスイッチ ...................................................................................................... 12 

4.3 ディップスイッチ .................................................................................................. 13 

4.4 通信条件・ユーザ NV・ユーザ NVG .................................................................... 14 

4.5 カスタマイズバリュー ........................................................................................... 15 

4.6 リセット可能メンテナンスカウンタ ..................................................................... 15 

4.7 用紙レイアウト ...................................................................................................... 16 

5555 プリンタシーケンス ...................................................................................................... 17 

5.1 用紙レイアウト自動設定 ....................................................................................... 17 

5.2 ヘッドノズルチェックパターン印刷 ..................................................................... 17 

5.3 エラーメッセージ .................................................................................................. 18 

5.4 バージョン情報 ...................................................................................................... 18 



 

メモリスイッチ設定ユーティリティ ユーザーズ マニュアル 

 

Page 2 

 

1111 はじめに 

1.1 マニュアルの目的と対象者 

このマニュアルでは、メモリスイッチ設定ユーティリティのインストール及び操作につ

いて説明します。 

このマニュアルは TM Printer オペレータ向けです。 

1.2 このマニュアルの構成 

2 章では、ユーティリティのインストールの方法を説明します。 

3 章では、ユーティリティの操作方法について説明します。 

4 章では、ユーティリティが表示するエラーメッセージと対処方法について説明します。 

5 章では、ユーティリティのバージョン情報について説明します。 

1.3 使用にあたっての注意事項 

・ パラレルポートはコンピュータの LPT1 を利用しますが、Windows NT で LPT1 にプリ

ンタドライバがマウントされている場合には動作しません。 

・ 英語版ユーティリティを日本語版 OS にインストールした場合には、画面の表示が文

字化けすることがあります。この場合には、コントロールパネルの地域設定を英語

に変更してご使用ください。 

・ EPSON IM-310 あるいは EPSON SR-600 をご使用になる場合にユーティリティを実行す

るとタッチパネルが機能しなくなる場合があります。この場合には EPSON 製タッチ

パネルドライバを入手し、インストールしてご使用ください。 

・ TM-T90 のメモリスイッチにより TM-T88II 互換モードが指定されている場合には、

TM-T90（TM-T88II Compatible mode）を選択してご使用ください。 

1.4 制限事項 

以下の機種では、ファームウェアのバージョンによって機能仕様（メモリスイッチの内

容）が異なります。 

・TM-L90 

・TM-T90KP 

・TM-U220 

上記機種を本ユーティリティで使用する際には、以下の内容にしたがって作業を進めて

ください。 

作業手順１）以下の方法で製品のセルフテストを実行し、印字結果から製品のファーム

バージョンを確認します。 

１－１）ロール紙ｶﾊﾞｰを閉じます。 

１－２）製品のコントロールパネルの FEED（紙送り）ボタンを押しながら、電源をオン 

にします。（印字が開始するまで FEED ボタンを押し続けてください。） 

１－３）電源をオフにし、再度電源をオンにします。 

作業手順２）各製品のファームバージョンに対応した機種名をユーティリティ画面上で

選択します。 
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ユーティリティ画面上で間違った機種を選択すると、ユーティリティでデータ取得およ

び書き込みする際に途中で通信エラ-が発生します。通信エラ-が発生した場合には、製

品のファームバージョンと同じ機種をユーティリティ画面上で選択して、再度手順２を

実施してください。 

1.5 動作環境 
本アプリケーションは以下の OS 上でのみ動作します。 

・ Windows 8 (32bit/64bit) 

・ Windows 7 SP1 (32bit/64bit) 

・ Windows Vista Business/Ultimate/Home Premium/Home Basic/Enterprise 

SP1 以降 (32bit/64bit) 

・ Windows XP Professional SP2 以降 (32bit) 

・ Windows 2000 Professional SP4 
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2222 ユーティリティのインストール 

この章では、メモリスイッチ設定ユーティリティ(以下、”MSWUTL”)のインストール、ま

たはアンインストール中に必要となる事項について説明します。インストールする際に

この章をお読みください。 

2.1 動作環境 

MSWUTLをインストールする前に動作環境(対応するOS、HDDの容量)を確認してください。 

詳細はリリースノートを参照してください。 

2.2 インストール 

以下の手順に従いインストールを行ってください。 

2.2.1 インストーラーを起動します。 

セットアップディスクの中にある”MSWUTL_xxxxxx.msi”を起動します。 

“MSWUTL”のインストールプログラムが起動します。 

2.2.2 ようこそ 

 

表示される内容を確認してください。 

インストールを続ける場合には、［次へ（N）>］をクリックします。 

※[キャンセル]をクリックすると、インストールを中止することができます。 
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2.2.3 ライセンス条項 

 

・表示されるライセンス条項をお読みになり、同意する場合は[同意する(A)]をクリ

ックし、[次へ(N)>]をクリックします。 

 

2.2.4 インストールフォルダーの選択 

 

・「フォルダー」に表示されているフォルダーにインストールするには[次へ(N)>] を

クリックしてインストールを続けます。「フォルダー」に表示された名前のフォル

ダーに MSWUTL がインストールされます。 

・インストール先フォルダーを変更するには[参照(R)...] をクリックして新しいフ

ォルダー名を選択します。インストールを続けるには [次へ(N)>] をクリックしま

す。 

※ [キャンセル] をクリックすると、インストールを中止することができます。 
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2.2.5 インストールの確認 

 

・[次へ(N)>]をクリックすると、インストールが開始します。 

※ [キャンセル] をクリックすると、インストールを中止することができます。 

 

2.2.6 インストールの完了 

 

・プログラムのコピーが終了すると、「インストールの完了」画面が表示されます。 

[閉じる(C)] をクリックすると、インストールプログラムが終了します。 

 

2.3 アンインストール 
コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」により、MSWUTL を削除すること

ができます。 

以下の手順に従いアンインストールを行ってください。 

2.3.1 コントロールパネル 

コントロールパネルを起動します。 



 

メモリスイッチ設定ユーティリティ ユーザーズ マニュアル 

 

Page 7 

 

2.3.2 アプリケーションの追加と削除のプロパティ 

コントロールパネルの中からアプリケーションの追加と削除のアイコンを選択し、

起動します。 

2.3.3 MSWUTL の選択 

一覧から EPSON Memory Switch Setting Utility を選択します。 

2.3.4 削除 

[削除] をクリックします。 

2.3.5 ファイル削除の確認 

 
削除して良いか聞いてきますので、 [はい(Y)] をクリックします。 

※ [いいえ(N)] をクリックすると、アンインストールを中止することができます。 

2.3.6 コンピュータからプログラムを削除 

自動的にプログラムがアンインストールされます。 
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2.4 Web Update 
Memory Switch Setting Utility をインストールすると Webupdate.exe も同時にインスト

ールされます。MSWUTL の新しいプログラムがリリースされる場合には、アップデートモジ

ュールが Web 経由で提供され、Web Update 機能によりアップデートモジュールを適用する

ことが可能です。 

 

各部の機能 

・エリアを選択し、最新版の取得・エリアを選択し、最新版の取得・エリアを選択し、最新版の取得・エリアを選択し、最新版の取得    

アップデート専用Webサーバーをアップデートサーバーとして利用します。 

JAPANESE, USA, EUROPE, ASIAから選択可能です。 

Note: 

・JAPANESEを選択してください。 

・日本語ユーティリティをJAPANESE以外のエリアを指定することでアップデートすると、表

示言語が一部英語表示に変わることがあります。 

・・・・URLURLURLURL を入力し、最新版の取得を入力し、最新版の取得を入力し、最新版の取得を入力し、最新版の取得    

他のWebサーバーをアップデートサーバーとして利用します。Webサーバにアップ

デートモジュールを保存し、そのアドレスを指定します。 

・ファイルサーバーを指定し、最新版の取得・ファイルサーバーを指定し、最新版の取得・ファイルサーバーを指定し、最新版の取得・ファイルサーバーを指定し、最新版の取得    

ローカルあるいはネットワークサーバーをアップデートサーバーとして利用しま

す。サーバーにアップデートモジュールを保存し、そのアドレスを指定します。 

[[[[最新バージョン取得最新バージョン取得最新バージョン取得最新バージョン取得]]]]    

指定されたアップデートサーバーから最新版のモジュールを取得します。 

[[[[MSWUTLMSWUTLMSWUTLMSWUTL    起動起動起動起動]]]]    

Memory Switch Setting Utilityを起動します。 
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3333 アプリケーションの基本操作 

3.1 通信設定画面 

本ユーティリティを起動すると、以下の通信設定画面が表示されます。 

 

 

上記画面上の”通信テスト”とはコンピュータとプリンタが通信可能な状態になって

いるかを確認するための機能です。 

各部の機能 

・機種選択・機種選択・機種選択・機種選択    

接続している機種を選択します。 

○シリアルＩ／○シリアルＩ／○シリアルＩ／○シリアルＩ／ＦＦＦＦ, , , , ○パラレルＩ／Ｆ○パラレルＩ／Ｆ○パラレルＩ／Ｆ○パラレルＩ／Ｆ, , , , ○○○○USB I/F USB I/F USB I/F USB I/F およびおよびおよびおよび    ○○○○Ethernet I/FEthernet I/FEthernet I/FEthernet I/F    

プリンタで使用しているＩ／Ｆを選択します。 

・・・・ポートポートポートポート    

プリンタを接続したシリアルポート、あるいはUSBポートを選択してください。 

・ボーレート・ボーレート・ボーレート・ボーレート    

プリンタに設定されているボーレート(通信設定速度)と同じ値を選択してください。 

・ビット長・ビット長・ビット長・ビット長    

プリンタに設定されているビット長と同じ値を選択してください。 

Note: 

･プリンタを確実に制御するために、８ビットのみ選択してください。 

・プリンタが７ビットに設定されている場合には、プリンタの設定を８ビットに変更してく

ださい。 

・パリティ・パリティ・パリティ・パリティ    

プリンタに設定されているパリティと同じ値を選択してください。 

・・・・IPIPIPIP ｱﾄﾞﾚｽｱﾄﾞﾚｽｱﾄﾞﾚｽｱﾄﾞﾚｽ    

プリンタに設定されているIPアドレスと同じ値を選択してください。 
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[[[[リフレッシュポートリフレッシュポートリフレッシュポートリフレッシュポート]]]]    

コンピュータにUSB I/Fにより接続されているプリンタを検索します。 

[[[[通信テスト通信テスト通信テスト通信テスト(T)(T)(T)(T)]]]]    

接続されているプリンタがTMであるかが確認されます。 

正常に確認が取れた場合には、以下の画面が表示されます。 

 

 

Note: 

通信テストを実行するには、TMにロール紙が挿入され、印刷できる状態になっている必

要があります。 

[[[[プリンタシーケンスプリンタシーケンスプリンタシーケンスプリンタシーケンス]]]]    

選択したプリンタがそのプリンタ特有の機能を持っている場合には、[プリンタシーケン

ス]ボタンが表示されます。[次へ]をクリックするとプリンタ特有の機能を実行する画面

(プリンタシーケンス選択画面)に進みます。 

[[[[プリンタステータスプリンタステータスプリンタステータスプリンタステータス]]]]    

このボタンをクリックするとプリンタ特有の機能を実行する画面(プリンタステータ

ス選択画面)に進みます。プリンタに設定されているステータスに対し、取得、設定、

編集、保存を実行します。 

Note: 

･ MSWUTLを終了するときに設定されていた値は、次回の起動時にそのまま使用できます。 

・本ユーティリティは、XON/XOFF制御をサポートしていません。お使いになるプリンタ 

  のディップスイッチまたはメモリスイッチにより、DTR/DSR制御に設定してからご使用 

  ください。 
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4444 プリンタステータス 

通信設定画面で[プリンタステータス]ボタンを選択すると、プリンタステータス画面が

表示されます。 

Note: 

・それぞれの画面は、お使いの製品が各機能に対応している場合のみ表示されます。 

・お使いのプリンタモデルに搭載されているファームウェアのバージョンの違いにより、本 

  ユーティリティでは使用できない機能もあります。 

4.1 操作：取得、更新、保存、読み込み、初期設定 

 

この画面では、プリンタに保存されている設定値や、スイッチ類の設定値の取得、更

新をすることができます。また、取得した設定値のファイルへの保存、そのファイル

の読込をすることができます。 

各部の機能 

 

プリンタに搭載されている設定を有効表示します。 

 

画面に表示されている設定値の中で、更新可能な設定値をプリンタに設

定します。 

 

画面に表示されているプリンタの設定値をファイルに保存します。 

 

ファイルに保存されている設定値を読み込み、画面に表示します。 
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各プリンタモデルの標準的な仕様がもっている初期設定に設定します。 

※紙幅58mm仕様の製品の初期設定値が80mmに変更される場合がありま

す。 

 

プリンタステータス画面に表示される情報を破棄し、通信設定画面に戻

ります。 

4.2 メモリスイッチ 

 

この画面では、NV メモリに設定されているメモリスイッチの状態が表示されます。

ステータス更新により、プリンタの設定値を変更することが出来ます。また、メモ

リスイッチを複数搭載している場合には、<<PREV ボタンと NEXT>>ボタンが表示さ

れ、画面に表示するメモリスイッチ番号を選択することができます。機種毎に設定

項目は異なります。 

ステータス画面のステータス画面のステータス画面のステータス画面の    

メモリスイッチ番号メモリスイッチ番号メモリスイッチ番号メモリスイッチ番号    
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Note: 

インタフェースの選択により無効となる設定も表示される場合があります。有効となる

設定の種類については、製品のマニュアルを参照してください。 

4.3 ディップスイッチ 

 

この画面では、ディップスイッチの設定値を読み取ることが出来ます。ディップスイ

ッチの設定値を変更することはできません。機種毎に設定項目は異なります。 

またボーレート 1,ボーレート 2の様に、2 個以上のスイッチ状態の組み合わせによ

り 1つの設定値を表現している場合があります。図の状態は、ディップスイッチの

ボーレート設定が 19200bps であることを表示しています。チェックされる項目で

重複している値が、設定値です。 

Note: 

インタフェースの選択により無効となる設定も表示される場合があります。有効となっ

ている設定の種類については、製品のマニュアルを参照してください。 

 

ステータス画面のステータス画面のステータス画面のステータス画面の    

ディップスイッチ番号ディップスイッチ番号ディップスイッチ番号ディップスイッチ番号    
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4.4 通信条件・ユーザ NV・ユーザ NVG 

 

画面上の各設定項目について以下に説明します。 

・・・・ボーレートボーレートボーレートボーレート    

プリンタのNVメモリに保存されている通信条件のボーレートが表示されます。 

Note: 

・パラレルインタフェースにより動作している、あるいはシリアルインタフェースで動作してい

るがディップスイッチの設定により動作している場合にはプリンタの動作に変化はありません。 

・NVメモリの通信条件を変更した場合、その後の通信ができなくなる場合があります。通信条件

を変更した場合には通信設定画面に戻り再度通信条件を合わせてご使用ください。 

・パリティ・パリティ・パリティ・パリティ    

プリンタのNVメモリに保存されている通信条件のパリティが表示されます。 

・フロー制御・フロー制御・フロー制御・フロー制御    

プリンタの NV メモリに保存されている通信条件のフロー制御が表示されます。 

Note: 

本ユーティリティはXON/XOFF制御に対応していませんので、フロー制御にXON/XOFFを表示

した場合には、以降の通信ができなくなる場合があります。 

・・・・データ長データ長データ長データ長    

プリンタの NV メモリに保存されている通信条件のデータ長が表示されます。 

ユーザーユーザーユーザーユーザーNVNVNVNV 使用容量使用容量使用容量使用容量    

ユーザーNV メモリの使用容量が表示されます。 

ユーザーユーザーユーザーユーザーNVNVNVNV 残容量残容量残容量残容量    

ユーザーNVメモリの残容量が表示されます。 

ユーザーユーザーユーザーユーザーNVGNVGNVGNVG 使用容量使用容量使用容量使用容量    

ユーザーNVグラフィックスメモリの使用容量が表示されます。 

ユーザーユーザーユーザーユーザーNVGNVGNVGNVG 容量容量容量容量    

ユーザーNV グラフィックスメモリの残容量が表示されます。    
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4.5 カスタマイズバリュー 

 

機種毎に設定項目は異なります。 

Note: 

カスタマイズバリュー設定によりUser NV 容量とUser NVG 容量を設定可能な機種では、設

定可能な組み合わせを確認の上で設定を行ってください。User NVとUser NVGの容量が設定

可能なメモリ容量を越える場合にはどちらかのメモリ領域が使用不可能となります。 

4.6 リセット可能メンテナンスカウンタ 

1 画面で表示できない場合には。<<PREV ボタンと NEXT>>ボタンが表示されます。 

 

本機能によって上記画面上のカウンタ値をリセットすることが可能です。機種毎に

設定項目は異なります。 
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4.7 用紙レイアウト 

 

・用紙の種類・用紙の種類・用紙の種類・用紙の種類(a)(a)(a)(a)についてについてについてについて    

用紙の種類が表示されます。“指定なし”を選択してステータス更新を実行すると,レイ

アウト設定がクリアされます。 

・設定値・設定値・設定値・設定値(b)(b)(b)(b)～～～～(h)(h)(h)(h)についてについてについてについて    

用紙イメージに図示された部分の長さを 0.1mm 単位で表示します。 

・用紙イメージ・用紙イメージ・用紙イメージ・用紙イメージ    

各用紙の種類に対応したビットマップデータが表示されます。 
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5555 プリンタシーケンス 

本ユーティリティでは以下のプリンタシーケンスを実行することができます。 

5.1 用紙レイアウト自動設定 

TM-L90 には用紙種類を設定、変更する機能があります。通信設定画面で[次へ]ボ

タンをクリックすると、次のようなプリンタシーケンス選択画面が表示されます。 

    

本機能は異なる用紙を挿入した際に、プリンタに用紙の種類を認識させるために必

要な作業であり、画面上の操作にて自動で設定することが可能です。 

5.2 ヘッドノズルチェックパターン印刷 

 

接続されているプリンタがインクジェットプリンタの場合には、ヘッドの各ノ

ズルが正常に動作しているかどうかを確認できる機能が表示されます。 

ここをチェック 

してください！ 

ここをチェック 

してください！ 
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5.3 エラーメッセージ 
分類 エラーメッセージ画面 対処方法 

通信 

 

 

次のポイントを確認し、再試行(R)をクリック 

してください。 

 

・通信パラメータがプリンタと一致しているか？ 

・I/F ケーブルが確実に接続されているか？ 

・プリンタの電源が入っているか？ 

・プリンタが ON ラインか？ 

・他のドライバ（EPSON Advanced Printer Driver，

OPOS ADK［OCX 版／.NET 版］）で接続している 

プリンタと同じポートが設定されている場合は、 

ドライバのポートを一時的に変更してください。 

 

作業を中止する場合にはキャンセルをクリック 

します。 

 

コマンドライン  

 

 

画面上で選択した機種が現在使用している 

プリンタの機種名と一致しているか？ 

5.4 バージョン情報 

タスクバー上のアイコンを右クリックすると表示されるメニューより、”バージョン情

報(TMSSUTL)”を選択すると、バージョン情報のダイアログが表示されます。 


