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第 1 章

イントロダクション

装飾製品業界の 先端デザインソフトウェア、EmbroideryStudio e4 へようこそ。刺繍と
マルチデコレーションデザイン製作において、EmbroideryStudio は他には類をみない柔
軟性を提供しており、Wilcom 刺繍ソフトウェアの刺繍デザイン能力と
CorelDRAW(R)Graphics Suite のグラフィックデザイン能力を兼ねそろえています。

EmbroideryStudio 製品

EmbroideryStudio e4 製品は以下の製品モデルをご用意しています。

メモ　お使いのモデルに関連した情報や追加エレメントに関する説明は、プロダクト機
能一覧をご覧ください。

CorelDRAW(R) との統合

製品レベルによっては、CorelDRAW(R)Graphics Suite が標準装備で組み込まれています。
CorelDRAW(R) と姉妹製品である Corel PHOTO-PAINT(R) は、スタンドアロンアプリケー
ションとして起動することもできます。CorelDRAW(R)Graphics Suite はビットマップか
らベクターへの 高のトレース機能で、プロ仕様のクリップアートイメージを含んだラ
イブラリや、イラストや写真の編集機能が強化されています。CorelDRAW(R) は
EmbroideryStudio で使用する前に登録を行う必要があります。

内蔵の CorelDRAW グラフィックスウィンドウには、CorelDRAW(R) にはアウトラインや形
状を描くことのできる様々なドローイングツール一式が含まれています。ベクターオブ
ジェクトは刺しゅうデザインに変換できます。ツールの説明はグラフィックモードのヘ
ルプメニューからアクセスできるヘルプをご覧ください。

システムの必要条件

ソフトウェアをインストールする前や問題が発生した際は、お使いのコンピューターが
システム条件を満たしているか確認してください。

モデル 能力 アプリケーション

ES デザイニン
グ

^ プロ仕様のデジタイズ＆グラフィックデザイン、レタリン
グ、編集。e3 のエレメントのいくつかが標準装備されていま
す。すべての ES エレメントのオプションが使用できます。.

デジタイズを行うロゴ刺繍
ビジネス用

ES デコレー
ティング

^ プロ仕様のレタリング、カスタマイズ、編集能力。オートデ
ジタイズと簡単なマニュアルデジタイズ。いくつかの ES エ
レメントが含まれています。

小売刺繍店用。DecoStudio
の代替。

ES エディティ
ング

レタリング ( 全機能）、カスタマイズ、編集、マシン接続。 ロゴ、小売店、生産店用

ES レタリング レタリング ( 全機能）、カスタマイズ、マシン接続。 ロゴ、小売店

ES オーダー 顧客のデザインと注文ステータスで検索したり、生産や追跡
目的で注記を追加したり、簡単な色替えを行なえます。

カスタマーサービスとセー
ルススタッフ向け。s

^CorelDRAW(R) Graphics Suite X8 が標準装備で含まれる。
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PC のスペック

ハードディスクの空き容量と CPU/RAM も合わせて確認してください。 システムの必要 低
条件に関しては下記の表を参考にして下さい。

サポートしているオペレーティングシステム ‡

Windows 7 (32 ビット版または 64 ビット版 ) はサポートされていますが、 新のサービ
スパックをインストールした Windows10 (64 ビット版 ) または Windows8.1 (64 ビット版
) にアップデートすることをお薦めします。 しかし旧バージョンの
CorelDRAW(R)Graphics Suite をアンインストールする必要があります。 新のオペレー
ティングシステム情報は、Wilcom サポートセンターにアクセスください。
www.wilcom.com.au/support

ハードディスクの空き容量 † 

EmbroideryStudio ではオプションの内容により、およそ 5GB のハードディスク容量が必
要とされます。 CorelDRAW(R) Graphics Suite X8 のインストールにはには更に 3GB が必
要です。 アプリケーションをスムーズに起動させるには、空きスペースが余分に必要にな
ります。

モニターの解像度 ¥

モニターの解像度が低い場合、ユーザーインターフェースのすべてのコントロールボタ
ンが表示されないことがありますので、 モニター解像度をご確認ください。 大きな書体は
問題を悪化させます。 視認性に関する問題が発生した場合は、画面解像度と書体のサイズ
を調整してみてください。 例えば解像度が 1600 x 90 で書体のサイズが 100% または 125%
の場合は許容範囲です。

製品のインストール & 登録

EmbroideryStudio 製品はパッケージ版とダウンロード版があります。パッケージソフト
にはインストール用 USB メモリースティックが同梱されています。

構成要素 必要環境 推奨環境

CPU Intel(R) Core i3/5/7 または
AMD Athlon(TM)

新の Intel Core i7 プロセッサ

OS ‡ 新のアップデートとサービスパックを適
用した 32 ビット版または 64 ビット版の
Microsoft Windows 10, Windows 8.1 また
は Windows 7

新のアップデートとサービスパックを適
用した Microsoft Windows 10 (64 ビット版
)

ブラウザ IE 11.0 またはそれ以上 Microsoft Edge またはそれ以上

メモリ 4GB 8GB またはそれ以上

ハードディスク
サイズ

80GB 256GB またはそれ以上（ソリッドステート
ドライブ）

ディスク空き容
量

† 40GB 60GB またはそれ以上

グラフィック
カード

ハイカラー (32 ビット ) ､ 1600x768 の解像
度をサポート

ハイカラー(32 ビット ) ､ 1920x1080 または
それ以上の解像度をサポート

モニター ¥ 1600 X 900 画面解像度 1920X1080 画面解像度で 2 モニター可能

マウス USB マウス USB マウス

USB ポート ソフトウェアのインストールと安全保護装置に必要

サウンドカード オンラインのビデオヘルプに必要

インターネット
接続

製品の登録と認証が必要。 インストール時に .Net Framework 4.6 などの Windows 機能
をダウンロードするのにインターネット接続が必要になる場合がある。

http://www.wilcom.com.au/support
http://www.wilcom.com.au/support
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製品のインストールとユーザー登録を行うには

1 すべてのプログラムを閉じ、Windows のみが実行されている状態にします。

2 EmbroideryStudioインストール用USBメモリースティックをUSBポートに挿入します。

インストールが自動的に起動します。起動しない場合はインストールフォルダにある
setup.exe を開きます。

3 オンスクリーン説明書に従い、指示に従ってドングルを取り付けます。

4 ソフトウェアと Windows のファイルのインストールが正常に行われると、インストール

完了画面が表示されます。

5 終了をクリックします。コンピューターが再起動します。ソフトウェアはドングルを

取り付けた状態で使用することができます。

メモ　CorelDRAW(R)Graphics Suite と共に Windows.NET Framework がインストールされ
る場合があります。CorelDRAW(R)Graphics Suite が刺繍ソフトウェアと正しいバージョ
ンの NET と共にインストールされるよう、インストールは必ず指示があった時に行って
ください。コンピューターにより .NET Framework をインストールするのに 20 分以上かか
る場合もあります。

セキュリティ & 登録

EmbroideryStudio のユーザー登録をする必要があります。ユーザー登録がないと製品保
障が受けられません。登録を行うと、下記にアクセスすることができます。

 Wilcom サポート

 オンライントレーニング

 新製品の情報の案内、製品に関するキャンペーンの案内

メモ　お使いの CorelDRAW(R)Graphics Suite を登録すると、Corel CONNECT からクリッ
プアート、書体、ストックフォト、テンプレートなどのコンテンツにアクセスできる
CorelDRAW(R) のスタンダードメンバーシップが提供されます。また 新の CorelDRAW(R)
アップデートにもアクセスすることができます。

ソフトウェアのアップデート

EmbroideryStudio e4 では、定期的にメンテナンスアップデートが有効になります。アッ
プデートはすぐにインストールすることも、後で行うこともできます。

アップデートの
オプションを選択
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安全保護装置

EmbroideryStudio e4 には、新しいハードウェアドングルが同梱されています。

 ソフトウェアはオンラインでアクティブにすることができ、インターネットで時々リ

フレッシュする必要があります。

 エンドユーザーの登録と詳細が必要です。

 ソフトウェアを使用するにあたり、継続的なインターネット接続は必要ありません。

マルチユーザー用のネットワークドングル

EmbroideryStudio e4 では、引き続きネットワークドングルを使用することができます。
ネットワークドングルとは :

 同時ユーザー人数の設定が可能。

 教育機関や企業ユーザーに 適。

 どの ESe4 製品モデルでも（デザインワークフロー含む）使用可能。

 ネットワーク上のすべてのシステムは同じ製品とオプションを持つ。

 3 種類のネットワークドングル（ 大 10、50、250 人までサポート）。

 その他の製品にはドングルは単独で使用可能 ― ネットワークドングルでないドングル

がマシンに接続されていると、このドングルが優先されます。

ソフトウェアを削除する

EmbroideryStudio を削除する際は、必ず MS Windows(R) のコントロールパネル > プログ
ラムと機能から行ってください。リストから削除したい Wilcom プログラム
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（EmbroideryStudio（メインのアプリケーション）、NovaPDF プリンター、NovaPDFSDKCOM、
WilcomPDF プリンター、WilcomShellExtension のいずれか）を選択します。

付属プログラム（メインのアプリケーションではない）を削除した際の影響にご注意く
ださい。

 Nova PDF:EmbroideryStudio で PDF が印刷できなくなります。

 Wilcom Shell Extension:Windows エクスプローラーまたはデザインライブラリでサム

ネイルやデザイン情報が表示されなくなります。

製品エレメント

EmbroideryStudio ではクリエイティブ、プロダクション、スペシャリティーの 3 つの
「エレメント」（別途購入オプション）をご用意しています。

削除したい Wilcom
アプリケーション
を選択

項目 1 2 3 4

クリエイティブ

陰影効果 &
開いた埋め縫い

陰影効果や開いた埋め縫いで、刺繍に奥
行きを与えます。

 ― ― ―

曲線状の埋め縫い *
閉じたオブジェクトに動きと奥行きを与
え、ユニークな流れるようなステッチパ
ターンを作成します。

 ― ― ―

モチーフ

モチーフランとシングル / ダブルモチー
フフィルを作成します。3D ワープを適用
します。モチーフパターンを作成＆再利
用します。

 ― ― ―

上級モチーフ
ランニング

様々サイズのモチーフや、グラデーショ
ン効果のあるモチーフサイズ & 間隔効果
で、上級モチーフランニングを作成しま
す。モチーフはサイズが可変のコラム形
状にも順応することができます。

 ― ― ―

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング
標準装備 モジュール式「エレメント」^ESe4 の新エレメント *ESe4 で改良されたエレメント
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ストリング
ステッチ

ミラーを縫いとめたり、装飾的な効果の
ある紐状のオーバーラップした手縫い風
のステッチで、、アウトラインや埋め縫
い形状を作成します。インドでは

「Paghadi」と呼ばれています。

 ― ― ―

フリーハンド *
鉛筆でスケッチするように刺繍を作成し
ます。

 ― ― ―

渦巻きフィル ^
形状の輪郭を沿う開いたステッチを作成
し、ユニークな効果を出します。

 ― ― ―

ユーザー設定
スプリット

版画や彫刻のような凹凸効果をを刺繍に
追加します。

 ― ― ―

フォトフラッシュ *
白黒、グレースケール、カラーイメージ
を刺繍に変換します。

  ― ―

プロダクティブ

上級チームネーム *

レタリングレイアウトを再利用できるよ
う保存が可能。他のロゴやレタリングに
変えても、チームネームデザインの作成
が簡単に素早くできます。

   

上級オフセット
ロゴやワッペンにカラフルなボーダーを
加え、ユニークなのデザインを作成でき
ます。

  ― ―

自動形付け

自動形付けツールで結合、平易化、重な
り部やその他の形付け操作を行います。
作業を正確にスピーディに行なうことが
できます。

 ― ― ―

自動アレンジ *
自動的にオブジェクトを複製＆反転しま
す。中心点の周りに配置しリースや万華
鏡効果を作成します。

 ― ― ―

キオスクモード ^
顧客と相談しながらデザインのレイアウ
トを素早く簡単にパーソナライズ化した
い小売店で使用します。

   

Embroidery 
Connect

ワイアレス（無線）WiFIUSB メモリネッ
トワーク。USB に対応する複数の刺繍機
に、デザインを無線で送信します。

   

スペシャリティ

サガラ
ロックステッチ刺繍デジタイズシステム
にサガラ刺繍の機能を追加できます。

 ― ― ―

シフリ
レースワークとエンブレムを正確にしか
も効率的に作成 / 準備します。

 ― ― ―

書体作成
自分だけのユニークな書体を作成するこ
とができます。

 ― ― ―

項目 1 2 3 4

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング
標準装備 モジュール式「エレメント」^ESe4 の新エレメント *ESe4 で改良されたエレメント
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含まれる機能

各エレメントに含まれている機能の詳細は、以下のテーブルのリンクをクリックしてく
ださい。

シングル
シークイン

予め定義されている自動化された固定ス
テッチを使用するシングルシークインマ
シン用に、シークインランニングとシー
クインフィルでアーティスティックな
シークインデザインを作成します。

  ― ―

上級シークイン
シングルまたはツインシークインマシン
用の刺繍ファイルを作成できます。

 ― ― ―

ブリング
種類、サイズ、色の異なるストーンを組
み合わせ、デザインを華やかにします。
ブリングレタリング含む。

  ― ―

TrueView プリント

刺繍そっくりのプリントデザインを作成
できます。高解像度の TrueView イメー
ジ含む。CorelDRAW グラフィックスで印
刷します。

  ― ―

項目 1 2 3 4

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング
標準装備 モジュール式「エレメント」^ESe4 の新エレメント *ESe4 で改良されたエレメント

項目 含まれる機能 参照項目

クリエイティブ

陰影効果 &開い
た埋め縫い

クロスステッチ
フィル

クロスステッチフィルを作成する

スティプルフィル スティプル効果を作成する

アコーディオンス
ペース

アコーディオン効果を作成する

カラーブレンド カラーブレンドを作成する

曲線状の埋め縫
い

リキッド効果
リキッド効果でカーブした埋め縫い
を作成する

フローティング効
果

カーブした埋め縫いを作成する

* ラインステッチ ラインステッチを作成する

モチーフ

すべてのモチーフ
フィル

モチーフフィルを作成する

モチーフランニン
グ

モチーフランニングの作成

モチーフ作成 モチーフを管理する

3D ワープ 変形するモチーフフィルを作成する

上級モチーフ
ランニング

*
モチーフランニン
グ

グラデーション効果のあるモチーフ
ランニング

モチーフコラム
グラデーション効果のあるモチーフ
コラムを作成する

^ESe4 の新機能 *ESe4 で改良された機能
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ストリング
ステッチ

^ ストリング ストリングフィル & ボーダー

フリーハンド * フリーハンド フリーハンド刺繍を作成する

渦巻きフィル ^ 渦巻きフィル 渦巻きフィルを作成する

ユーザー設定
スプリット

フレックススプ
リットオン

フレックススプリットを作成する

ニードルスタンプ ユーザー設定スプリットを作成する

ユーザースプリッ
ト

フォトフラッ
シュ

フォトフラッシュ
フォトフラッシュでオートデジタイ
ズする

^ カラーフォトス
テッチ

カラーフォトステッチでオートデジ
タイズする

プロダクション

上級チームネー
ム

*
チームネームテン
プレートに保存

チームネームテンプレート

上級オフセット
アウトライン &
オフセット

アウトライン & オフセットを生成す
る

自動形付け 形付けツール オブジェクトを形付ける

自動アレンジ * ミラーマージ 選択を反転する

キオスクモード
レタリングキオス
ク

レタリングキオスク

Embroidery 
Connect

^ WiFi USB メモリ WiFi USB のマシンネットワーク

スペシャリティ

サガラ サガラ サガラ増補版

シフリ シフリ シフリ増補版

書体作成

文字作成 書体を作成する

TrueType フォント
変換

TrueType 書体を変換する

項目 含まれる機能 参照項目

^ESe4 の新機能 *ESe4 で改良された機能
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リソース & サポート

EmbroideryStudio の製品や取り扱いについての情報には、いろいろな方法でアクセスで
きます。

メモ　ドキュメント内のスクリーン画像は一例であり、ソフトウェア内で表示されるも
のと完全に一致するわけではありません。手順の詳細はその時の設定により、実際の設
定とは多少異なる場合があることをご了承ください。

オンスクリーン・ドキュメント

オンスクリーン・ドキュメントは 2 つのフォーマットタイプ（HTM オンスクリーンヘルプ
と AdobeAcrobat 文書）あり、リリースノート、ユーザーマニュアル、オンスクリーンヘ
ルプ、その他増補版が含まれています。

リリースノート

リリースノートは、ソフトウェアのリリースにおける新機能と改良点、制限と回避方法
の詳細が記載されています。

オンスクリーンヘルプ

オンスクリーンヘルプでは一般情報を素早く確認することができます。ここでは
EmbroideryStudio の機能の活用方法をステップごとに説明しています。Wilcom デコレー
ションヘルプと CorelDRAW グラフィックスヘルプの 2 種類があります。

シングル
シークイン

シークィンランニ
ング

シークインランニングを作成する

シークィンフィル シークインフィルを作成する

上級シークイン

上級シークイン シークインをデジタイズする

シークィンフィル シークインフィルを作成する

ツインシークイン
ツインシークインデザインを作成す
る

ブリング

ブリング作成 ブリングをデジタイズする

ブリングレタリン
グ

ブリングレタリングを作成する

TrueView
プリント

ビットマップで
TrueView プリント
をキャプチャー

TrueView プリントでデザインを出力
する

項目 含まれる機能 参照項目

^ESe4 の新機能 *ESe4 で改良された機能

オンスクリーンドキュメンテーションに
アクセス

Wilcom オンラインサポートにアクセス

お使いの製品の構成とアップデート情報にアクセス

Wilcom オンライン登録にアクセス
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参考　1キーを押すことにより、ダイアログやツールに関するその状況に応じたヘルプ

を見ることができます。

ユーザーマニュアル

オンスクリーンヘルプでは一般情報を素早く確認することができます。ここでは
EmbroideryStudio の機能の活用方法をステップごとに説明しています。Wilcom デコレー
ションヘルプと CorelDRAW グラフィックスヘルプの 2 種類があります。後者は CorelDRAW
グラフィックスのヘルプメニューからアクセスすることができます。

ユーザーマニュアルは EmbroideryStudio のヘルプメニューまたは MS Windows(R) のプロ
グラムフォルダからアクセスできます。Adobe ウェブサイトからダウンロードできる
AdobeAcrobat ｪ Reader で読むことができます。

マニュアル増補版

EmbroideryStudio ではお使いの製品オプションにより、数々のオンスクリーン増補版が
インストールされます。これらは通常ユーザーマニュアルと併せて使用します。

マシンマネジャー

この増補版は以下の商品機能を記載しています。

 マシンマネジャー直接接続

 マシンからのフィードバック

 マシン動作のリポート

 マシンネットワークの準備の技術的な詳細 .

クロスステッチ

この増補版は ES クロスステッチオプションに付属しています。これには下記の内容が含
まれます。

 マニュアルとオートでのクロスステッチデジタイズ

 クロスステッチの編集

 クロスステッチレタリング

 クロスステッチのデザインファイルを取り扱う

シークイン

この増補版は ES シークインオプションに付属しています。これには下記の内容が含まれ
ます。

 シークインモードの設定

 シークインランニングとフィルの作成

 オブジェクトからシークィンへの変換

 ツインシークィンデザインの設定

 シークインデザインの変更

 個々のシークィンをデジタイズする

サガラ

この増補版はサガラオプションに付属しています。これには下記の内容が含まれます。

 EmbroideryStudio 内のサガラ機能

 チェーン、ループ、針高さを含んだサガラマシン

 サガラステッチタイプと効果

http://www.adobe.com
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シフリ

このマニュアルはシフリオプションに付属しています。これには下記の内容が含まれま
す。

 EmbroideryStudio 内のシフリ機能

 シフリファイルへ読み取り / 出力

 シフリディスクユーティリティ、Fixpat、Defced。

オンラインサポートにアクセス

製品のオンライン販売とサポートに関する情報は、ヘルプメニューから簡単にアクセス
することができます。これには正しく設定されたウェブブラウザとインターネットアク
セスが必要になります。

オンラインサポートにアクセスするには

 Wilcom サポートからオンラインサポートサービスにアクセスすることができます。製

品のユーザー登録をしている必要があります。

 Wilcom ウェブサイトでは、Wilcom 製品とサービスに関する情報をみることができます。

 Wilcom トレーニングでは、お住まいの地域によりオンラインまたは対面式の製品のト

レーニング情報を見ることができます。

 Wilcom ビデオギャラリーでは、オンラインのビデオデモを見ることができます。

https://wilcom.zendesk.com/hc/en-us
https://www.wilcom.com/
https://www.wilcom.com/en-us/gethelp/learning/classroomtraining.aspx
https://www.wilcom.com/en-us/gethelp/support/trainingvideos.aspx
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第 2 章

EmbroideryStudio でデザインを作成する

EmbroideryStudio の刺繍デザインは、ベーシックなイメージの形状を刺繍デザインに変
換することにより作成します。EmbroideryStudio ではイメージを下絵として使用したり、
デジタルアートを直接刺繍に変換したりと、フレキシブルに刺繍オブジェクトを作成す
ることができます。2 つの作成モードをミックスすれば、自動刺繍変換でデザインの大半
を変換し、その後 EmbroideryStudio の刺繍デジタイズツールを使用して、ステッチ編集
や加工をするといった方法をとることができます。

デザインを計画する

質の高い刺繍の作成は、良い下絵と事前の作業計画から始まります。

イメージ

ビットマップとベクターフォーマットのイメージを、デジタイズの下絵として
EmbroideryStudio に挿入、貼りつけ、スキャンすることができます。イメージの情報源
の例：

 インターネット、CD クリップアートライブラリ

 名刺、ポストカード、ラッピングペーパー

 デザインライブラリのサンプル

 刺繍パターンのデザイン集

 子供の絵本

 プリント柄のテーブルクロスやティータオル

 オリジナルイメージ（例：子供の描いた絵）

注意　デジタイズの経験が少ない場合は、複雑なイメージの使用は控えましょう。自分
で作成していないイメージの場合は、必ず著作権について確認してください。不明確な
場合は作成元に連絡をし、使用が可能かどうかを確認して下さい。
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良いデザインの特徴

デザインの質を高めるには、正しいバッキングや糸のテンションの設定、高精度な刺繍
機が不可欠です。以下の点に注意しながらデジタイズを行い、完成時に確認してくださ
い。

刺繍デザインは、以下の特徴を持ち合わせていることが必要です。

 デザインの形状、色、バランスが良い

 形状が、正しい埋め込みとアウトラインステッチで埋め込まれている

 細部が明確に定義されている

 ステッチがきちんとしており、滑らかで均一である

 ステッチ角度がデザインの形状に沿っている

 レタリングは、明確で読みやすい

 デザインがマシン用に設定されている

 形状に正しくステッチが施されている ( 未縫いの隙間がない )

 ステッチが施される範囲で、生地にしわがよっていない

 デザインにほつれ止めが施されている

刺繍作成のテクニック

お使いの製品レベルにより異なりますが、EmbroideryStudio には 2 つのデザインモード
があります。

 CorelDRAWグラフィックス:このモードではCorelDRAW(R)Graphics Suiteのツールを使

用し、グラフィックデザインの作成と編集を行うことができます。

 Wilcom デコレーション :: このモードでは刺繍デジタイズツールを使用し、刺繍デザイ

ンの作成と編集を行うことができます。

メモ　CorelDRAW(R)Graphics Suite ツールの詳細は、MS Windows(R) のスタート > プロ
グラムグループの中のユーザーマニュアルをご覧ください。またはオンスクリーンのヘ
ルプメニューをご覧下さい。

細部が明確に定義されている

形状が、適した埋め込みと
アウトラインステッチで

埋め込まれている

ステッチの角度が
形状と合っている

デザインの形状、色、
バランスが良い

レタリングは、明確で
読みやすい
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イメージを使用する

デジタイズの下絵用に EmbroideryStudio にインポートできるイメージは、ベクターと
ビットマップの 2 種類に大別されています。CorelDRAW グラフィックスではビットマップ
イメージとベクターグラフィック両方をオート / セミオートでデジタイズすることがで
きます。刺繍の仕上がりは基のイメージの種類や質により大きく左右されます。

デジタイズ用イメージの下準備

一般的にベクターグラフィックはサイズを変更した時に絵の質を保存するのに対し、
ビットマップイメージではサイズを拡大したりスケールを縮小すると、ピクセレーショ
ンやイメージの劣化という問題が発生します。EmbroideryStudio には自動デジタイズに
適したビットマップイメージを作成できる、イメージ処理機能があります。詳細はビッ
トマップをデジタイズするをご覧ください。
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マニュアルで形状をデジタイズする

イメージを下絵にし、様々な「入力」方法を使用して形状やラインをデジタイズします。
この方法はデジタイズタブレットで拡大図を使用する方法に似ていますが、この場合す
べて画面上で行ないます。詳細は刺繍のデジタイズをご覧ください。

イメージを刺繍に変換する

EmbroideryStudio では、ベクターオブジェクトを直接に刺繍オブジェクトに変換させる
ことができます。すべてのベクターデザインは、刺繍デザインに変換が可能です。これ
らのデザインはお好きなように修正することができます。また刺しゅうをベクターグラ
フィックに変換することもできます。詳細は CorelDRAW グラフィックスでオブジェクト
を変換するをご覧ください。

参考　CorelDRAW(R)Graphics Suite ではビットマップをトレースし、編集や拡大 / 縮小
が可能なベクターグラフィックに変換することができます。スキャンしたスケッチ、イ
メージ、デジタル写真やロゴなどをトレースでき、また簡単にデザインに統合すること
ができます。

オブジェクトベースの刺繍

EmbroideryStudio では、刺繍オブジェクトと呼ばれる基礎となる形状からデザインを作
成していきます。「オブジェクト」と呼ばれるのは、それぞれ個別に扱うことのできる単
体構造である為です。これらは一般的なアウトラインオブジェクトと同様、色、大きさ、
位置などそれぞれを個別に形成する要素のプロパティを持っています。ここには刺繍オ
ブジェクト独特のステッチタイプや糸間隔といったプロパティも含まれます。
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メモ　EmbroideryStudio ではベクターと刺繍オブジェクトは多くの特徴を共有する為、
内部変換が可能となっています。CorelDRAW グラフィックスでオブジェクトを変換するも
併せてご覧ください。

デザインの形状とステッチの順序

デザインを構成する刺繍オブジェクトは、ステッチ順序を形成します。刺繍デザインを
作成する前に、前もって作成する形状やステッチ順序を分析しておくとよいでしょう。
またデザインの形状は、刺繍が施しやすいように明確にする必要があります。 も適し
た形状は幅が比較的一定していて、角が滑らかで鋭角なターンがなく、細かく突き出た
細部のないものです。アウトラインと細部は通常 後にステッチされます。

マニュアルでデジタイズしている場合、オブジェクトは作成した順番でステッチされま
す。言い換えれば、デジタイズする順番はステッチの順序を決定します。デザインを変
換した場合、EmbroideryStudio は自動並び替えを行い、 適なステッチ順序を作成しま
す。自動並び替えはデザインに含まれる色を正確に認識し、 も生産性効率が良くなる
ように色替えを 適化します。

モードのミックス

2 つの作成モードをミックスすれば、自動刺繍変換でデザインの大半を変換し、その後
EmbroideryStudio 刺繍デジタイズツールを使用してステッチ編集や加工をするといった
方法をとることができます。またステッチの順序はいつでも手動で調整可能で、色替え
を 小限に押さえたり、縫製を向上させることができます。オートデジタイズも併せて
ご覧ください。

オブジェクトの表示と選択

EmbroideryStudio には、デザイン作業がより簡単に行えるように様々な表示モードがあ
ります。デザインは実寸表示もしくはズーム表示で詳細を確認したり、またスクロール
する代わりにデザインをパンニングして、画面に表示されていない部分を素早く表示で
きます。また TrueView では実際の仕上がりをシュミレーションすることができます。

1

2

3

4

5
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ステッチの順序を理解する

刺繍デザインを作成中に使用色ごと、刺繍オブジェクトごと、またはステッチごとに
「移動」しながらステッチの順序をチェックすることができます。またデザインの実際の
仕上がりサイズもスクリーン上で確認できます。カラーウェイで別の色や背景を選択し
て、様々なバリエーションでデザインをプレビューすることができます。　詳細はス
テッチ順序を表示するをご覧ください。

刺繍オブジェクトを選択する

EmbroideryStudio では様々な方法で刺繍オブジェクトを選
択することができます。デザイン全体を編集したり、より
細かい編集が行えるようオブジェクトを個別に選択するこ
ともできます。カラーオブジェクトリストでは、デザイン
中のオブジェクトや色を簡単に選択でき、またそれらのプ
ロパティにも素早くアクセスできます。オブジェクトリス
トを使用して、グループ化 / グループ解除、ロック / ロッ
ク解除、表示 / 非表示も行えます。詳細はオブジェクトを
選択するをご覧ください。

刺繍の形状をデジタイズする

刺繍デザインを自動で作成できる技術に加え、EmbroideryStudio ではマニュアルデジタ
イズツールも装備しています。これらはグラフィックツールに似ていますが、仕上がり
がベクターオブジェクトではなく、刺繍オブジェクトであるという点が異なります。処
理方法や作成したオブジェクトのタイプ、刺繍デジタイズに関連する問題等を理解する
為にも、マニュアルデジタイズ方法に慣れておくのが重要です。

シンプル & 複雑な形状をデジタイズする

中抜きあり / なしで、ターンするステッチや固定ステッチ角度がある埋め縫い形状をデ
ジタイズできるツールがあります。固定または可変の幅のコラムやボーダーを作成でき
るツールもあります。詳細は刺繍のデジタイズをご覧ください。

アウトライン & 詳細をデジタイズする

EmbroideryStudio は、様々な太さとスタイルのアウトラインステッチを作成できるツー
ルを装備しています。これらのツールはデザインにアウトラインや詳細を加える際に使
用されます。ツールにはシンプルなランニングステッチやモチーフを使った装飾的なア
ウトラインを作成できるものがあります。バックステッチは古風な見た目が美しいス
テッチで、繊細なラインにも自由に適用でき、ステムステッチは更に太目で手縫い刺繍
の風合いを出すことができます。場合によってはステッチを一つづつデジタイズしたい
事もあるでしょう。詳細はアウトライン & 詳細をデジタイズするをご覧ください。

アウトライン

詳細

コラム

自由形状
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ステッチタイプ

刺繍オブジェクトにおける も重量なプロパティは、そのステッチタイプです。ステッ
チはオブジェクトのアウトラインと関連したステッチタイプを基に生成されます。オブ
ジェクトのアウトライン編集や変形、サイズ変更を行うと、ステッチは自動的に生成し
なおされます。詳細はステッチタイプをご覧ください。

糸とカラーウェイ

刺繍デザインをデジタイズする時は、カラーパレットから色を選択し刺繍オブジェクト
を作成します。これにはそれぞれのデザインや色のスキームに合わせた色が含まれてい
ます。カラーウェイと呼ばれる色のセットは、デザインが縫われる時の実際の刺繍糸の
色を表示しています。様々な色の組み合わせを設定し、そのグループ間を切り替えるこ
とができます。詳細はカラーウェイをご覧ください。

定義した各カラーウェイでは、市販の糸チャートや独自の糸チャートから色を選択でき
ます。具体的なコードを指定して特定の色糸を探すことも可能です。近似色の自動検索
を使用して、選択した糸チャート（複数可）からもっとも近い色を見つけ出せます。ま
たインポートしたグラフィック（ベクターまたはビットマップ）内の色を糸チャートの
色と合わせることもできます。
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デザインの背景

EmbroideryStudio ではよりリアルなプレビューでプレゼンテーションが行えるよう、カ
ラーウェイで背景色、生地、またはプロダクトを設定することができます。背景はカ
ラーウェイで保存されます。詳細は生地 & プロダクト背景をご覧ください。

プロパティ、生地、スタイル & テンプレート

オブジェクトプロパティはデザインを保存する度に、各オブジェクトと共に保存されま
す。これらのプロパティにより、アウトライン編集、変形、オブジェクトあるいはデザ
イン全体のサイズ変更が行われた際にステッチがどのように再生されるかが決定されま
す。

初期設定プロパティはデザインテンプレートと共に保存され、新しいデザインの基礎を
形成します。初期設定に対し、それぞれの生地タイプに合うよう自動的に調整される生
地設定は優先されますが、これら生地設定はデジタイザーにより定義されたプロパティ
設定に無効にされる場合があります。詳細はオブジェクトプロパティをご覧ください。

下縫いと縮み補正

刺繍ステッチは、針落ちすると生地を内側に引っ張るという作用を引き起こします。こ
れにより生地やステッチにしわが寄ってしまい、刺繍に隙間が生じてしまいます。
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EmbroideryStudio にはステッチを均一に滑らかに生成したり、不要な隙間を取り除いた
りするなど、デザインの質をより一層向上させるための様々な機能が装備されています。

オブジェクトを正しくステッチするには、正しいステッチ間隔、十分な縮み補正と共に、
上縫いステッチタイプ、オブジェクトタイプ、オブジェクトの形や生地の、特有の組み
合わせに適した下縫いの設定が重要となります。詳細は下縫い & 縮み補正をご覧くださ
い。

刺繍のつなぎ糸

つなぎ糸はデザイン内のオブジェクト同士を繋ぎ
ます。つなぎ方法にはランニングステッチやジャ
ンプがあります。トラベルランニングは、一般的
に埋め縫いオブジェクト内のセグメントを繋ぐの
に使用されます。つなぎ糸、糸切り、ほつれ止め
を生成するのに自動設定を使用できます。または
これらをマニュアルで追加することもできます。
デザイン全体、および選択されたオブジェクトの
つなぎ糸の設定を変更できます。デジタイズしな
がらほつれ止めや糸切りを挿入したい場合は、自
動つなぎ糸をオフにします。詳細は刺繍のつなぎ
糸をご覧ください。

また EmbroideryStudio ではデザインの初めと終
わりのステッチを自動的に繋ぐこともできます。
この機能を使用するとステッチの前に針を位置付けるのが簡単になり、針がフレームに
当たってしまう危険性も少なくなります。詳細は自動スタート / エンドを設定するをご
覧ください。

オートデジタイズ

製品レベルによっては EmbroideryStudio には下処理したイメージをオートでデジタイズ
できる、様々なツールとテクニックが装備されています。

ビットマップイメージのオートトレース

ベクターにオートトレース使用してビットマップイメージからベクターアウトラインを
作成し、様々な入力方法でそれらのドローイングオブジェクトを刺繍オブジェクトに変
換します。ベクターにオートトレースは境界線の内部、外部に関わらず、形状内の穴を
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検出することができます。詳細はビットマップイメージをオートトレースするをご覧く
ださい。

イメージの形状をオートデジタイズする

オートデジタイズツールにはビットマップイメージとベクターグラフィックをマニュア
ルでデジタイズせずに、自動でデジタイズできるツールが装備されています。詳細はイ
メージの形状をオートデジタイズするをご覧ください。

イメージ全体をオートデジタイズする

スマートデザインは、ビットマップイメージ全体を刺繍へ自動的に変換します。詳細は
イメージ全体をオートデジタイズするをご覧ください。

ターンするサテン

タタミ埋め縫い

ターンするサテン
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写真をオートデジタイズする

カラーフォトステッチやフォトフラッシュを使用し、写真やその他のイメージから刺繍
を作成します。フォトフラッシュはデザインを単色のサテンステッチの列で構成します
が、カラーフォトステッチは複数の糸色で入り組んだステッチを生成します。マルチカ
ラーのスティプルランのような効果を作成します。詳細は写真をオートデジタイズする
をご覧ください。

上級デジタイズ

EmbroideryStudio には効率を高めて素早くデザインを作成する機能や、特殊効果、特殊
なデジタイズ機能があります。

生産性を上げるテクニック

デジタイズの特殊技術の使用は、デジタイズにかける時間の短縮に繋がります。
EmbroideryStudio にはサークル、スター、リングや、また繰り返しやバックトラックさ
れたアウトラインの作成を行うことのできる特別なツールが装備されています。オー
バーラップしたオブジェクトの重なりあったステッチのレイヤーを取り除く事により、
ステッチ数を減少させ、ステッチの盛り上がりを防ぐことができます。
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EmbroideryStudio は、既存の埋め縫い形状をベースとしたアウトラインを素早く作成で
きるツールも装備しています。その逆も可能です。ボーダーライブラリを使用し、デザ
インや選択したオブジェクトに四角形、楕円形や盾形などの装飾的なボーダーを加える
ことができます。詳細は生産性を高めるツールをご覧ください。

装飾的なステッチ効果

EmbroideryStudio には装飾的な効果とス
テッチタイプが数多く装備されており、パ
ターンや特殊な風合いのある埋め込みス
テッチを作成できます。従来のデジタイズ
方法では困難だった滑らかな手書き風のデ
ザインも簡単に作成することができます。

刺繍で不揃いな縁や陰影効果、また毛皮の
ような風合いやふわふわした感じを製作す
ることができます。スティプルはボーダー
内を不規則にうねるランニングステッチか
ら成る装飾的な効果のある埋め縫いを作成
します。

下層のトラベルランニングをオブジェクト
の輪郭に沿わせれば、間隔の大きく開いたステッチでも透けて見えることはありません。
ステッチ間隔を徐々に変化させ、手作業で行うのは難しい陰影効果や色の変化を作成で
きます。カラーブレンドは 2 つの色の層を混ぜ合わせ、面白い遠近感や陰影効果、色の
効果を作成できます。クロスステッチは大きな領域を少ないステッチ数で埋め縫いしま
す。

デジタイズしたラインに沿って針落ちを形付けしてユニークなカーブ効果を作成できま
す。詳細は装飾的なステッチをご覧ください。

テクスチャ加工とパターンフィル

EmbroideryStudio には針落ちから装飾的な効果を作成する特殊なツールもあります。タ
タミの埋め込みにオフセットフラクションや分割ラインを適用して、針落ちでラインパ
ターンを作成できます。プログラムスプリットやフレックススプリットを使用して定型
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の針落ちパターンから装飾的な埋め縫いを作成します。パターンはライブラリから選択
するか、自分で作成することもできます。詳細はパターンフィルをご覧ください。

ニードルスタンプでは「ニードルスタンプ」をテンプレートとして使用して、針落ちの
パターンを定義することができます。ユーザースプリットでは埋め縫いオブジェクトに
自由に針落ちラインを描くことができます。詳細はニードルスタンプでステッチパター
ンを作成するをご覧ください。

カーブした埋め縫い

EmbroideryStudio では様々な方法でカーブした埋め縫いを作成することができます。

ラインステッチはカーブしたステッチで埋め込むステッチタイプで、ステッチは形状の
輪郭に沿い陰影効果を作成します。フレックススプリットは装飾的な効果で、プログラ
ムスプリットパターンを使用してオブジェクトを埋め込みます。放射状埋め縫いはサテ
ンやタタミステッチなどで放射状にターンするステッチを生成します。フローティング
効果またはリキッド効果使用してデジタイズしたラインの輪郭に沿って針落ちを変形し、
ユニークなカーブ効果を作成します。詳細はカーブした埋め縫いをご覧ください。

モチーフランニング＆モチーフフィル

モチーフは定型のデザイン項目で、ハート型、葉っぱ型、ボーダーパターンなどがあり
ます。モチーフは通常一つまたは複数のオブジェクトから成り、モチーフセットに保存
されています。EmbroideryStudio モチーフツールでは、モチーフを使用し装飾的なラン
ニングと、織り目加工のある埋め縫いを作成することができます。モチーフはソフト
ウェアに付属しているものを使用したり、自分で作成することもできます。モチーフは
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他のオブジェクトと同様の方法で、サイズの変更や回転、反転が行えます。立体感のあ
るユニークなものを作ることもできます。詳細はモチーフランニング＆モチーフフィル
をご覧ください。

刺繍レタリング

高品質なレタリングが簡単に作成できます。EmbroideryStudio ではサイズ変更が可能な
様々な書体を用意しています。

刺繍レタリングを作成する

EmbroideryStudio では高品質なレタリングが簡単に素早く作成できます。刺繍レタリン
グを直接デザインに追加したり、CorelDRAW グラフィックスから変換することができま
す。文字の位置、イタリック、太字などの文字の書式が設定できます。設定値はレタリ
ング全体にでも個々の文字に対してでも変更することができます。詳細は刺繍レタリン
グを作成するをご覧ください。

刺繍レタリングを編集する

EmbroideryStudio では画面上または数値を指定して、レタリングオブジェクトの設定を
行うことができます。編集はレタリング全体または個別の文字ごとに調整するこができ
ます。ベースラインに対しても変更が可能で、位置だけでなく種類、長さ、半径、角度
の調整もできます。またベースラインやデザインに対する文字の回転角度も調整するこ
とができます。詳細は刺繍レタリングを編集するをご覧ください。



第 2 章   EmbroideryStudio でデザインを作成する 26

上級のレタリングテクニック

レタリングには特殊文字や記号を追加できます。初
期設定では、レタリングオブジェクトはサテンス
テッチで埋め込まれます。その他の刺繍オブジェク
ト同様にサテン以外のベーシックな埋め縫いステッ
チを適用することもできます。

レタリングオブジェクトのステッチ順序を特定し、
ステッチする際に起こりうる問題を 小限にしま
す。自動文字カーニング機能では文字間隔を微調整
し、レタリングの見た目と読みやすさを向上しま
す。

文字間隔はレタリングオブジェクトごとの文字数に
従って調整します。これは特に漢字やひらがな等、
アジア言語を使用する際に便利です。レタリングの
外観と質は正しい下縫いによって向上します。詳細は刺繍レタリングの上級編をご覧く
ださい。

レタリングアート効果を適用し、レタリングを膨らませたり、伸縮または圧縮します。
レタリングアートギャラリーには多くのスタイルが保存されています。必要に応じてプ
リセットされている形状を微調整することができます。枠がかかったレタリングテキス
トは通常のレタリングと同じ方法で編集することができます。詳細はレタリングアート
で特殊な効果を作成するをご覧ください。

チームレタリング

チームネーム機能を使用して、複数の名前を含むデザインを作成できます。例えばス
ポーツチームや会社のユニフォームなど、同じデザインを何枚も作成することなく、同
じロゴで様々な名前を使用することができます。名前はリストに保管され、どのデザイ
ンからでも利用できます。名前は好きな時にリストに追加したり、削除したりできます。

ステッチ名とデザインは別々にでも、また一緒にでも保存することができます。チーム
ネームも併せてご覧ください。
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モノグラム

モノグラムはイニシャルや個人名等の文字刺繍が組み合
わさったもので、シンボルマーク等で使用されます。モ
ノグラミング機能では、定型のスタイル、ボーダータイ
プ、装飾をツールと共に使用し、華やかでオリジナル性
の高いデザインを作成することができます。詳細はモノ
グラミングをご覧ください。

ユーザー設定書体

お使いのシステムにインストールされている TrueType
書体は、刺繍書体に変換できます。自動文字カーニング
機能では文字間隔を微調整し、レタリングの見た目と読
みやすさを向上します。文字の外観を良くする為や特定
の高さになるよう文字の形状を編集した場合、EmbroideryStudio では別のバージョンと
して変更した文字を保存することができます。その文字の様々なバリエーションを作成
して保存しておくことができます。また自分自身で設定した書体の作成や、既存のもの
を変更することも可能です。2 つ以上の文字を合成することもできます。詳細はユーザー
設定書体をご覧ください。

マルチデコレーション

EmbroideryStudio ではプリントなどの様々なマルチデコレーションを作成することがで
きます。

アップリケをデジタイズする

自動アップリケツールを使用して、アップリケ作成に必要
なステッチすべてを自動的に作成することができます。
アップリケの基本となる 4 つの層（ガイドランニング、切
り取りライン、留めステッチ、上縫いステッチ）を用途に
応じて生成できます。またアップリケの形状をデザインか
ら抜き取って、カッターや別のファイルに出力することも
できます。詳細はアップリケをデジタイズするをご覧くだ
さい。
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シークインをデジタイズする

刺繍機の中には衣類にシークィンを落とせる、シークィンディスペ
ンサーの付いているものがあります。EmbroideryStudio では、互換
性のある刺繍機でシークインデザインのデジタイズが行えます。専
用のシークインツールを使用し、シークインフィル、アウトライン、
また個々のシークインの落ちをデジタイズすることができます。

EmbroideryStudio では、ツインシークイン対応マシンによるツイン
シークインデザインの作成もサポートされています。また
EmbroideryStudio には、ベクターファイル形式のシークインイメー
ジをシークインランニングに自動変換するツールも装備されていま
す。詳細はシークインをデジタイズするをご覧ください。

ブリングをデジタイズする

ブリングは製品やテンプレートに配置する装飾的なオブジェクトで、
プリングのみで使用するだけでなく、他のデザイン項目と組み合わ
こともできます。ブリングには様々なサイズ、形状、色や材質があ
ります。ブリングはラインストーンやクリスタルなど様々な名称で
呼ばれています。

EmbroideryStudio ではブリングツールで、ブリングと刺繍のマルチデコレーションデザ
インを作成できます。このツールを使いブリングを作成し、視覚化することができます。
詳細はブリングをデジタイズするをご覧ください。

サガラ刺繍をデジタイズする

EmbroideryStudio には通常の刺繍デジタイズシステムに、特殊なサガラ刺繍機能を追加
するオプションがあります。これらのサガラ機能には、サガラ刺繍マシンフォーマット、
ステッチタイプ、効果、サガラ特有のオブジェクトプロパティが含まれています。サガ
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ラはすべてのレベルの製品に追加することができます。詳しくは、サガラ増補版をご覧
ください。

ファイル、マシン、デザインの処理

デザインの処理や出力変換は、刺繍加工前の も大切な処理です。ここでデザインはマ
シンやディスク、プリンタやカッターなどに出力されます。この作業では、刺繍ファイ
ルのタイプやマシンフォーマットついての理解が必要です。作業環境によっては、旧式
のディスク保存方法やペーパーテープの知識も必要となります。

デザインを印刷する

同じデザインファイルから刺繍機のオペレーター用に製作ワークシートを出力すること
ができます。デザインを実際の色や TrueView で表示したり、生地やプロダクト背景を使
用しビジュアル化することができます。EmbroideryStudio では、製作ワークシートや承
認シートで使用するフォーマットで情報をカスタマイズすることができ、印刷するデー
タ、グラフィック、ズーム倍率、または会社名など、一般オプションを指定できます。
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製作ワークシートの印刷にはカラープリンタやプロッタを使用できます。詳細はデザイ
ンを印刷するをご覧ください。

デザインを出力する

刺繍デザインはデザインを直接マシンに送信したり、特定のマシンフォーマットや刺繍
ディスクへ保存したりと、様々な方法で出力ができます。詳細は生産用にデザインを出
力するをご覧ください。

0101010101010

0101010101010

0101010101010

0101010101010
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マルチデコレーションエクスポート

マルチデコレーションファイルエクスポート (MDFE) は、マルチデコレーションデザイン
製作に関わる様々なファイルフォーマットを、コマンド一つでエクスポートすることが
できます。システムによりデザイン項目は刺繍、グラフィック、アップリケ、またはブ
リングに認識され、それぞれの構成要素はファイルタイプのリストと共にエクスポート
ダイアログに対応する表示されます。詳細は複数のデコレーションファイルをエクス
ポートするをご覧ください。

様々な種類のフォーマットを読み込む

EmbroideryStudio は、初期設定ではファイルをネイティブフォーマットの EMB として保
存します。このフォーマットには、デザインの刺繍や後からの変更に必要な全情報が含
まれます。他のフォーマットで作成または保存したデザインを開く時には、
EmbroideryStudio が内部で EMB フォーマットに変換をします。EmbroideryStudio 機能を
使用し、それらのデザインの変更を行うことができます。ファイルのタイプによっては
EmbroideryStudio の変換処理段階で、更に情報を提供する必要があるものもあります。
詳細はマシンファイルを扱うをご覧ください。

刺繍枠をデザインにかける

刺繍枠とは木、プラスチックまたは鉄で作られたデバイスで、内側と外側の輪の間に生
地と当て布をしっかりと挟み込みます。枠はマシンのフレームに取り付けられており、
刺しゅうのマシンベッドに対して生地をピンと張った状態で押さえます。生地はステッ
チを始める前に刺繍枠にセットします。EmbroideryStudio では数多くの刺繍枠の中から
お好きなものを選択できます。刺繍ライブラリに表示されていない刺繍枠を使用してい

アウトラインのない、
マニュアルステッチのみの

マニュアルオブジェクト
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る場合、ユーザー設定の枠を定義するか、標準の枠を基にして定義することができます。
詳細は刺繍枠をセットするをご覧ください。

マシンフォーマット

刺繍機によって使用する「言語」は異なります。刺繍機は様々なマシン機能に対する独
自の制御コマンドを持っています。デザインを刺繍する前に、これらの機能を刺繍機が
読み取れるフォーマットにしなければなりません。マシンフォーマットを選択する際、
EmbroideryStudio はデジタイズしたデザインを刺繍機が解読可能な特有のフォームに変
換します。必要に応じてマシンフォーマットを特定の刺繍機の必要条件にあうようカス
タマイズすることもできます。詳細はマシンフォーマットをご覧ください。

ハードウェア & ソフトウェアの設定

お持ちの特定の設備と共に使用するには、EmbroideryStudio が適切に設定されている必
要があります。お持ちのデザイン設備に合わせたソフトウェアの設定も必要となるで
しょう。

0101010101010

0101010101010

0101010101010

0101010101010
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ハードウェアを設定する

周辺機器を EmbroideryStudio で使用するには接続する必要があります。これにはデジタ
イザー、プロッター、プリンター、アップリケカッター、スキャナーと刺繍マシンが含
まれています。周辺機器の設定は MS Windows(R) のコントロールパネルから行うものや
EmbroideryStudio 内で行うものなど方法が異なります。詳細はハードウェア設定をご覧
ください。

システムの設定を変更する

EmbroideryStudio ではデザインの表示、デザイン情報の表示、デザインウィンドウの表
示など様々な設定を行なうことができます。デザインウィンドウ詳細はシステムの設定
をご覧ください。

デザインを管理する

EmbroideryStudio には、お使いのネットワーク全体にある刺繍デザインを管理できるデ
ザインライブラリが内蔵されています。製品レベルの中には CorelDRAW グラフィックス
が含まれているものもあり、クリップアートやその他のリソースにアクセスすることが
できます。

デザインライブラリでデザインを管理する

デザインライブラリはデザインを管理ツールです。お使いの PC や会社のネットワークに
保管されているデザインやイメージを参照するのに使用します。デザインライブラリ機
能は Windows エクスプローラーにアクセスすることなく、デザインの検索 / 管理を素早
く効率的に行うことができます。EmbroideryStudio で使用するフォーマットはすべて認
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識されます。お使いのネットワークにあるすべての刺繍デザインを簡単に検索、分類、
参照することもできます。

デザインライブラリは :

 お使いのハードドライブ、ネットワークドライブ、USB または ZIP ドライブなどの記憶

メディアにあるイメージファイルやデザインを検索できる

 プレビュー枠でデザイン情報をプレビューできる

 様々な方法でデザインを検索できる

 管理しやすいようカテゴリー別に分類できる

 選択したデザインファイルを DST、EXP、SEW などの工業用刺繍フォーマットに一括変換

できる

 選択したデザインを印刷したり、マシンに送信できる

 デザインライブラリで注文指示書を管理できる

お使いのハードドライブや外部保存デバイス内にある刺しゅうデザインを検索し、それ
らを刺しゅうライブラリーに追加できます。この章ではデザインライブラリでデザイン
を開き表示する方法、表示設定の調整方法、フォルダ内のデザインの参照方法とアクセ
ス方法を説明しています。詳細はデザインを管理するをご覧ください。

メモ　デザインライブラリは、フォルダにあるデザインを管理するのに役立ちます。こ
れは会社規模でデザインを管理するためのマルチユーザーデータベースではありません。
このようなデータベースが必要な場合は、デザインワークフローユーザーマニュアルを
ご覧下さい。

CorelDRAW(R) でイメージを参照する

CorelDRAW(R)Graphics Suite には、デジタイズの下絵や刺繍への変換に使用できるク
リップアートやその他のリソースが数多く含まれています。
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CorelDRAW(R) でイメージを参照する

 CorelDRAW(R)Graphics Suiteフォルダーは、Windows スタート>プログラムグループか

らアクセスできます。

 Corel CONNECT を選択します。お使いの PC、ネットワーク、オンラインにあるクリップ

アートやその他リソースを表示し管理することができます。

 EmbroideryStudio でクリップアートを開くには、CorelDRAW グラフィックスから行な

う必要があります。

メモ　CorelDRAW(R)Graphics Suite インターフェースの詳細は、MS Windows(R) のス
タート > プログラムグループのユーザーマニュアルをご覧ください。またはオンスク
リーンの CorelDRAW グラフィックスヘルプを参照してください。

関連項目

 CorelDRAW グラフィックスでオブジェクトを変換する

 ベクターグラフィックを挿入する

Corel CONNECT を
選択
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パート 1

オブジェクトベースの刺繍

EmbroideryStudio の刺繍デザインは、ベーシックなイメージの形状を刺繍デザインに変
換することにより作成します。EmbroideryStudio ではイメージを下絵にしたり、変換し
たりして刺繍オブジェクトを作成することができます。2 つの作成モードをミックスすれ
ば、自動刺繍変換でデザインの大半を変換し、その後 EmbroideryStudio 刺繍デジタイズ
ツールを使用してステッチ編集や加工をするといった方法をとることができます。

基本的な操作方法

この章では、EmbroideryStudio のスタートの方法やコマンドやツールの使用方法につい
て説明しています。またデザインの開き方や新規作成の方法、グリッドやルーラーの表
示、画面上での距離の測定方法、マシンフォーマットの選択の仕方に関しても説明して
います。詳細は基本的な操作方法をご覧ください。

デザインを表示する

この章では、デザインの表示モードはもちろん、デザインカラーウェイを含んだ様々な
表示設定について説明しています。ステッチ順序の表示、デザインのカラーブロックを
抜粋して表示する方法、また製作ワークシートを含めたデザイン情報の表示方法に関し
ても説明しています。詳細はデザインを表示するをご覧ください。

刺繍糸 & チャート

この章では、カラーパレットで色を選択する方法、デザインに使用している色に糸を割
り当てる方法、糸チャートを変更する方法、糸チャートを作成する方法について説明し
ています。詳細は刺繍糸 & チャートをご覧ください。

デザインを管理する

デザインライブラリはデザインを管理ツールです。お使いの PC や会社のネットワークに
保管されているデザインやイメージを参照するのに使用します。デザインライブラリ機
能は Windows エクスプローラーにアクセスすることなく、デザインの検索 / 管理を素早
く効率的に行うことができます。EmbroideryStudio で使用するフォーマットはすべて認
識されます。お使いのネットワークにあるすべての刺繍デザインを簡単に検索、分類、
参照することもできます。詳細はデザインを管理するをご覧ください。
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第 3 章

基本的な操作方法

EmbroideryStudio ソフトウェアは MS Windows(R) ベースの製品で、ほとんどの PC ユー
ザーが既に慣れ親しんでいるものが多く取り込まれています。EmbroideryStudio と
CorelDRAW(R)Graphics Suite は一つのアプリケーションに統合され、刺繍のみならずマ
ルチデコレーションデザインも作成することができます。

オペレーティングモード

デスクトップアイコンまたは MS Windows(R) のスタートメニューから、
EmbroideryStudio を起動します。作業エリア（デザインウィンドウ）は一つですが、
モードを切り替えながら作業することができます。

 Wilcom デコレーション : このモードでは刺繍デジタイズツールを使い、刺繍オブジェ

クトの作成と編集ができます。

アイコンをダブルクリックして EmbroideryStudio を起動します。
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 CorelDRAW グラフィックス : このモードでは CorelDRAW(R)Graphics Suite ツールを使

い、ベクターオブジェクトの作成と編集ができます。

3 つ目のオプションはデザインと注文書を管理できるデザインライブラリにアクセスしま
す。すべてのモードはモードツールバーからアクセスできます。

注意　デザインを実寸表示にした時に実際のサイズで表示されるよう、ディスプレイモ
ニターを調整する必要があります。これは EmbroideryStudio を 初にインストールした
時、あるいはモニターを変更した時に行います。詳細はディスプレイモニターを設定す
るをご覧ください。

Wilcom デコレーションウィンドウ

EmbroideryStudio を開くと初期設定では Wilcom デコレーションウィンドウが開き、新規
のページ（デザイン 1）が表示されます。このモードでは刺繍デジタイズツールを使用
し、刺繍オブジェクトを作成します。下の画像イメージは EmbroideryStudio のメインの
ツールバーを表示しています。ご購入された製品レベルにより、ご利用できるツール
バーは異なります。

オペレーティング
モードを切り替える

モード >Wilcom デコレーションに切り替えを使用し、刺繍デザインのデジタイ
ズや編集を行います。刺繍とイメージを表示し、デザインをリアルな 3D シュミ
レーションで表示します。

メニューバー

ステータス /
プロンプトバー

モードツールバー

標準ツールバー

オブジェクトプロパティ
ドッカー

カラーパレット

ドッカータブ

デザインウィンドウ

表示ツールバー

ツールボックス

フローティング
ツールバー

ステッチ効果ツールバー

ステッチタイプ
ツールバー

グラフィカルデジタイズ＆
デジタイズツールバー

デザインタブ
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「下絵」を使用して刺繍デザインをデジタイズしたい場合にこのモードを使用します。
EmbroideryStudio では様々なタイプのイメージファイルを呼び出すことが可能です。
Wilcom デコレーションでは完成した刺繍をグラフィック描写でみることができます。
TrueView で背景生地を表示して、ステッチしたデザインがどのように見えるかを確認す
ることができます。Wilcom デコレーションのインターフェースに含まれているメイン項
目のいくつかを紹介します。

 ツールバーを表示/非表示にしたり、グリッドの幅を変更/表示/非表示にして、デザイ

ンウィンドウをお好きな設定にカスタマイズできます。

 ツールバーやドッカーはドックさせたりフロートさせることができます。ツールバー

は画面の上下左右にドックすることができ、デザインウィンドウのどの場所にもフ
ロートさせることができます。

 EmbroideryStudio ではアイコンのサイズ（大または小）とツールの名称のテキストあ

り / なしを選択することができます。

関連項目

 背景を変更する

 ツールバーの表示オプションを設定する

 オブジェクトプロパティにアクセスする

 グリッドとルーラー & ガイドを表示する

 クイックリファレンス

項目 説明

メニューバー ファイル、編集、表示等のアプリケーションメニューです。

モードツールバー Wilcom デコレーションと CorelDRAW グラフィックスの両方で表示
されるツールとアイコンを装備しています。

標準ツールバー Wilcom デコレーション特有の一般的に使用されるツールとコマン
ドを装備しています。

表示ツールバー 刺繍デザインを表示するコマンド（例：デザインのアウトライン、
ステッチ、マシン機能の表示など）を装備しています。これらの
コマンドは個別または組み合わせても使用できます。

ステッチタイプツー
ルバー

サテン、タタミ、モチーフフィル等、刺繍オブジェクトに適用す
る様々なステッチタイプを装備しています。

ステッチ効果ツール
バー

選択オブジェクトに自動下縫いを適用するなど、ステッチの変更
や質を向上させるツールを装備しています。

ツールボックス 製品レベルにより 大 3 つのツールボックス（ツールボックス、
グラフィカルデジタイズ、デジタイズ）を使用できます。これら
のツールボックスには Wilcom デコレーションでのみ表示される特
有の刺繍をデジタイズ / 編集するツールが含まれています。

カラーパレット Wilcom デコレーション特有の刺繍カラーパレットです。

ステータス /
プロンプトバー

Wilcom デコレーションのみで表示される現在のステータス情報と
指示を含みます。下記をご覧ください。

ドッカー Wilcom デコレーションにはオブジェクトプロパティ、カラーオ
ブジェクトリスト、カラーウェイの編集などの「ドッカー」が
含まれています。これらはお好きなだけ開いておくことができま
す。

デザインウィンドウ 刺繍オブジェクトの作成と編集とメイン作業エリアです。グラ
フィックオブジェクトは　CorelDRAW グラフィックスで作業しま
す。
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デザインタブ

EmbroideryStudio ではデザインタブをクリックして、開いているデザイン間を切り替え
ることができます。これによりデザイン間のオブジェクトのコピー / 貼り付けやドラッ
グ＆ドロップ操作が簡単にできます。

関連項目

 複数のデザインを表示する

 クイックリファレンス

ステータス & プロンプトバー

Wilcom デコレーションのデザインウィンドウの下部に位置するステータスとプロンプト
バーは、現在のカーソル位置情報と選択したツールの使用指示を表示します。

含まれる情報：

関連項目

 ポインタの位置表示を設定する

 生地の変更

デザインタブ

ステッチタイプと
現在の設定ステッチ数

現在の針位置の座標

ステータスバー

プロンプトバー

現在のステッチの
長さと角度

現在のオブジェクト 選択した自動生地

現在のマシン機能 現在の刺繍枠

項目 詳細

プロンプト 選択した機能の使用方法のガイド

ステッチ数 1 デザイン内のステッチ数の合計

デザインサイズ 高さと幅

座標 現在の針位置 (X/Y) と現在のステッチの長さ (L) と角度 (A)。

現在の生地 生地設定はステッチを施す生地の種類を考慮します。
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CorelDRAW グラフィックスウィンドウ

CorelDRAW グラフィックスウィンドウには CorelDRAW(R)Graphics Suite のドローイング
ツール一式が含まれています。このモードでは CorelDRAW グラフィックスツールでベク
ターグラフィックの作成や編集を行なうことができます。

CorelDRAW(R)Graphics Suite ツールに加え、CorelDRAW グラフィックスにはベクターと
ベクターのテキストを直接刺繍オブジェクトに変換する機能があります。インポートし
たベクターグラフィックや作成したテキストは刺繍デザインに変換することができます。
刺繍デザインに使用したいクリップアート等の第三者ベクターグラフィックを、
CorelDRAW グラフィックスから挿入や貼り付けを行うこともできます。またビットマップ
イメージはデジタイズする時の下絵として利用することもできます。CorelDRAW グラ
フィックスのインターフェースに含まれているメイン項目のいくつかを紹介します。

モード >CorelDRAW グラフィックスに切り替えを使用し、マニュアルまたはオー
トに関わらず刺繍のデジタイズに使用するベクターイメージのインポート、編
集、作成を行います。

グラフィックスモードでモード > 刺繍を表示をクリックし、刺繍構成要素の表
示をオン / オフにします。

項目 説明

メニューバー ファイル、編集、表示などのメニューを装備しています。

モードツールバー Wilcom デコレーションと CorelDRAW グラフィックス両方で表示さ
れるツールとアイコンを装備しています。

標準ツールバー CorelDRAW グラフィックス特有の一般的に使用されるツールとコ
マンドを装備しています。

プロパティバー ツールボックスの使用中のツールや CorelDRAW グラフィックスの
デザインウィンドウ内のアクティブなオブジェクトのコマンドや
コントロールを表示します。

メニューバー

ステータスバー

ツールボックス

モードツールバー

標準ツールバー

プロパティバー

デザインウィンドウ

ドッカー
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メモ　CorelDRAW(R)Graphics Suite インターフェースの詳細は、MS Windows(R) のス
タート > プログラムグループのユーザーマニュアルをご覧ください。またオンスクリー
ンヘルプはヘルプメニューからもご覧いただけます。

関連項目

 EmbroideryStudio でイメージを開く

 CorelDRAW グラフィックスでオブジェクトを変換する

刺繍ライブラリ

デザインライブラリはデザインや注文指示書を管理するツールです。お使いの PC や会社
のネットワークに保管されているデザインやイメージを参照するのに使用します。デザ
インライブラリ機能は Windows エクスプローラーにアクセスすることなく、デザインの

ツールボックス CorelDRAW グラフィックス特有のドローイング / 編集ツールを装
備しています。

デザインウィンドウ 刺繍オブジェクトの作成と編集とメインのワークエリアです。グ
ラフィックオブジェクトは　Wilcom デコレーションで作業しま
す。

カラーパレット CorelDRAW グラフィックス特有のグラフィックカラーパレットで
す。

ドッカー CorelDRAW グラフィックスではグラフィック特有のドッカーを装
備しています。

ステータスバー CorelDRAW グラフィックス特有の現在のステータス情報を表示し
ます。

項目 説明

モード > デザインライブラリをクリックし、デザインや注文指示書の検索や管理
を行うデザインライブラリウィンドウを開きます。



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 43

検索 / 管理を素早く効率的に行うことができます。EmbroideryStudio で使用するフォー
マットはすべて認識されます。

デザインライブラリには EMB フォーマットのサンプルデザインがインストールされます。
サンプルにはマルチデコレーションや複数のカラーウェイを使用した例が含まれていま
す。刺繍を始めて行う方はこれらのサンプルデザインを確認しておくとよいでしょう。

関連項目

 デザインを管理する

ツールバー & ドッカー

EmbroideryStudio のデザインウィンドウには「ドッカー」があります。Wilcom デコレー
ションにはカラーオブジェクトリスト、オブジェクトプロパティ、オーバービューウィ
ンドウなどをデザインウィンドウの両端にドッキングすることができます。

ツールバーにアクセスする

EmbroideryStudio の動作コマンドはツールバーから素早く簡単にアクセスできます。
ツールバーはお好みにより表示 / 非表示にすることができます。作業に慣れてきたら
キーボードのショートカットを使用する頻度も増えてくるでしょう。
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ツールバーにアクセスするには

 ウィンドウ > ツールバーを選択するか、デザインウィンドウの上部または左側のドッ

キングエリアを右クリックします。ツールバーメニューが開きます。

 クリックでアクティブにします（複数可）。

関連項目

 EmbroideryStudio ツールバー

ドッカーで作業する

Wilcom デコレーションモードには 3 つの重要なドッカーがあります。

表示したいツールバー
を選択

ドッカー > カラーオブジェクトリストを使用し、オブジェクトの表示と並び替え
をします。

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、プロパティのプリセットや選択オ
ブジェクトの調整に使用します。

ドッカー > パレットの編集を使用し、糸色をパレットに割り当てたり、カラー
ウェイを定義するのに使用します。

ドッカー 説明

オブジェクトプ
ロパティ

オブジェクトプロパティは一番重要なドッカーです。プロパティバー
と同様に選択した刺繍オブジェクトのプロパティにアクセスします。

カラーオブジェ
クトリスト

カラーオブジェクトリストではカラーブロックとオブジェクトを選択
的に表示し、並び替えることができます。

パレットの編集 新規デザインを作成する際には、カラーウェイ 1 と呼ばれる初期設定
のカラーウェイが使用されます。パレットの編集では初期値の色を変
更したり、使用する色を追加することができます。
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ドッカーツールバーまたは表示メニューからドッカーにアクセスします。ドッカーは画
面の両端どちらにでもドッキングすることができます。

ドッカーはすべて固定表示することも 小表示にすることもでき、ドッカー上部のタイ
トルバーをドラッグするかダブルクリック（ドッキングしている場合）することにより
デザインウィンドウに「フロート」させることもできます。ドッカーは「ネスト化」し
作業エリアを広くすることもできます。ネスト化したドッカーのタブは端に表示されま
す。

他のドッカーのタイトルバー上
に重ねる

タブをクリックしドッカー
を表示

タブをクリック＆ドラッグし、
ドッカーをフロート
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閉じるボタン X の横の自動非表示はドッキングしたドッカーが使用されていない時に自
動的にドッカーを非表示にします。マウスを横のタブに重ねると、非表示のドッカーが
表示され機能にアクセスすることができます。

関連項目

 オブジェクトプロパティにアクセスする

 カラーブロックで表示する

 カラーウェイ

オブジェクトプロパティにアクセスする

オブジェクトプロパティは も重要なドッカーです。プロパティバーと同様に選択した
刺繍オブジェクトのプロパティにアクセスします。

オブジェクトプロパティにアクセスするには

1 以下のいずれかの方法でオブジェクトプロパティダイアログを開きます。

 オブジェクトプロパティツールをクリックします。

 デザインウィンドウ内のオブジェクトをダブルクリックします。

 オブジェクトを右クリックし、ポップアップメニューから選択します。

自動非表示の
オン / オフ

ドッカーを
閉じる

タイトルバーを
ダブルクリックすると

元の位置に戻る

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、選択したオブジェクトのプロパ
ティを設定します。
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 カラーオブジェクトリストのオブジェクトを右クリックし、ポップアップメニュー

から選択します。

2 タブを選択し、調整するプロパティにアクセスします。

3 一般的なプロパティ（幅、高さ、位置）はプロパティバーで調整します。Enter を押

して適用します。Esc を押し、変更を破棄します。

参考　数値を入力する際に測定単位を特定することができます。

関連項目

 オブジェクトプロパティを使用して作業する

 測定単位を設定する

マシンフォーマット

刺繍機によって使用する「言語」は異なります。刺繍機は様々なマシン機能に対する独
自のコマンドを持っています。刺繍デザインを作成する際に使用する刺繍機に対応する
マシンフォーマットを選択する必要があります。EmbroideryStudio はデジタイズしたデ
ザインを刺繍機で読み取れる特定の形に変換します。しかし他の刺繍機に出力する際に
「デザイン本来のマシンフォーマット」を変更する必要はありません。選択した刺繍機が
特定の機能をサポートしていない場合は、その機能は無視されます。

タブ

必要に応じて設定を
調整

クリックして終了

ドロップリスト

位置とサイズ設定を調整。
Enter を押して適用



第 3 章   基本的な操作方法 48

マシンフォーマットを選択するには

 デザイン > マシンフォーマットを選択を選択します。マシンフォーマットを選択ダイ

アログが開きます。

 リストからマシンフォーマットを選択します。

メモ　マシン値が使用する刺繍機に完全に対応していない場合は、マシンフォーマッ
ト自体を変更するか、選択したフォーマットを基に新しく作成することができます。

関連項目

 サポートされている刺繍機

 マシンフォーマット

 シークインモードを設定する

 生産用にデザインを出力する

 ユーザー設定のマシンフォーマット

デザインファイル

EmbroideryStudio は工業用と家庭用両方のすべてのステッチファイルフォーマットに対
応しています。Wilcom の EMB ファイルは主要な家庭用ミシンで読み取り / 書き込みする
ことができます。

EmbroideryStudio を開始する度に新規ファイル（デザイン 1）が自動的に作成されます。
初期設定ではデザイン 1 にはノーマルンプレートが使用されます。テンプレートにはプ
リセットされたスタイル、初期設定、オブジェクトが含まれ、デジタイズを素早く簡単
に行えるようになっています。EmbroideryStudio にはステッチする生地の種類を考慮す
る一連の 適生地設定が装備されています。

マシンフォーマット
を選択

クリックして
設定を調整

クリックして
新規フォーマッ
トを作成
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デザインを開く

EmbroideryStudio では様々な種類の「アウトラインステッチ」と「マシン」ファイルを
開くことができます。

デザインを開くには

 デザインを開くアイコンをクリックします。

 デザインフォルダまで移動します。このダイアログではWilcom由来のEMBファイルすべ

てを表示する「Wilcom オールインワン」デザインファイルがフィルターの初期設定の
になっています。必要に応じてフィルターを調整します。

 オールインワンデザインファイル : EmbroideryStudio でサポートされている、JAN

と ART を含んだすべてのアウトラインファイル。

 すべてのマシンファイル：マシンファイルフォーマットのみでフィルターされる。

アウトラインファイルなし。

 すべての刺繍ファイル : サポートされているすべての「アウトライン」と「マシン」

ファイル。

 デザインを選択します。

 範囲を選択するには、Shift を押し下げ始めと終わりを選択します。

 複数のアイテムを選択するには Ctrl を押し下げてクリックします。

参考　選択ファイルの情報を更に表示するにはそのファイルを右クリックし、ポップ
アップメニューからプロパティを選択します。

 EMB や ESD 以外のファイルタイプには、オプションをクリックし、認識オプションを変

更します。

 開くをクリックします。

標準 > デザインを開くを使用し、既存のデザインを開きます。

標準 > 近使ったデザインを開くを使用し、 近開いたデザインリストからデザ
インを開きます。

サポートされているデザイン
& マシンタイプ
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 必要に応じてデザイン > 自動生地を選択し、希望の生地設定を適用します。

 近開いたデザインを使用したい場合は 近使ったデザインを開くを使用するとデザ

インに素早くアクセスできます。

 バックアップ オプションがアクティブの場合、現在のデザインファイルのバックアッ

プのコピーは前回保存した形式で自動的に保存されます。バックアップフォルダは
ファイル > バックアップデザインを開くコマンドでアクセスします。

参考　デザインは専用の刺繍ディスクから開くことも、ペーパーテープから読み込む
こともできます。

関連項目

 刺繍ファイルのフォーマット

 デザイン情報を表示する

 生地を扱う

 刺繍ディスクを使用する

 利用可能なファイルとディスクフォーマット

テンプレートからデザインを作成する

テンプレートはスタイル、初期設定、生地設定を記憶する特別なファイルです。NORMAL
テンプレートの設定は様々な生地に適していますが、更に設定を調整するには自動生地
を選択します。

生地タイプを選択
チェックして

アクティブにする

近開いたデザインに
素早くアクセス

標準 > 新規作成を使用し、現在選択されているテンプレートを基にした新規ファ
イルを開きます。Shift を押し下げながらクリックし、テンプレートから新規作
成ダイアログを開きます。
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テンプレートを基にデザインを作成するには

1 ファイル > テンプレートから新規作成を選択するか、Shift キーを押し下げながら新規

作成をクリックします。テンプレートから新規作成ダイアログが開きます。

2 ドロップダウンリストからテンプレートを選択します。テンプレートを基にファイル

を作成する場合、その数値が新規デザインにコピーされます。

3 生地設定を使用したい場合は、チェックボックスを選択します。使用したい生地に一

番近い生地タイプをドロップリストから選択します。

4 必要に応じて選択した生地に合う背景を選択します。

5 ドロップダウンリストから使用する刺繍機を選択します。マシンフォーマットは通常

デジタイズを始める前に選択しますが、これはいつでも変更することができます。

参考　使用する刺繍機に適したフォーマットを追加、またはカスタマイズします。

6 OK をクリックし適用します。デザインウィンドウに選択したテンプレートを基にした

空白のファイルが開きます。設定は新しく作成した刺繍オブジェクトすべてに適用さ
れます。選択した生地の種類はステータスバーに表示されます。

参考　初期設定でテンプレートから新規作成オプションが起動します。生地設定なし
に作業したい場合はこれをオフにします。

関連項目

 テンプレートを扱う

 生地を扱う

 マシンフォーマット

 その他のオプションを設定する

デザインを保存する

テンプレートを選択

自動生地をアクティブにし、
ターゲットとなる生地を
選択

背景色と生地見本を
設定

ターゲットとなるマシン
フォーマットを選択

初期設定
として保存

標準 > デザインを保存を選択し、既存のデザインを保存します。右クリックして
「名前を付けて保存」ダイアログを開きます。
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デザイン保存オプションはデザインを 新の Wilcom 由来の EMB「オール・イン・ワン」
フォーマットに保存することができます。旧フォーマットでデザインを保存したい場合
は、ファイル > 名前を付けて保存を選択します。

Wilcom 由来の EMB ファイルはオブジェクトのアウトライン、プロパティ、ステッチ、マ
シン機能、糸色、概要情報などのデザイン情報を含む「オール・イン・ワン」ファイル
です。オリジナルデザインのビットマップイメージも、EMB フォーマットに含めることが
できます。ネイティブ EMB ファイルだけが、100% 完璧にサイズ変更と変形を行うことが
できます。EmbroideryStudio ではデザインを様々な EMB フォーマットに保存することが
できます。これは取引先が古いバージョンの Wilcom ソフトウェアを使用している場合な
どに便利です。

注意　機能が選択したファイルタイプで使用できない場合、変換されます。（例：フレッ
クススプリットはタタミに変更される）。選択したデザインに選択したファイルタイプで
サポートされていない色深度を使用しているビットマップが含まれている場合、出来上
がったファイルから削除されます。

関連項目

 マシンフォーマット

 マシンにデザインをエクスポートする

 刺繍ディスクを使用する

 利用可能なファイルとディスクフォーマット

デザインを E メールに添付して送信する

デザインはデザインウィンドウまたはデザインを開くダイアログを介して E メールに添
付することができます。

デザインを E メールに添付して送信するには

 デザインウィンドウにデザインが開いた状態でファイル >E メールで送信を選択しま

す。

 あるいはデザインを開くアイコンをクリックします。送信するファイルを選択し、右

クリックします。ポップアップメニューが表示されたら送る > メール受信者を選択し
ます。

出力するファイル
フォーマットを選択

標準 > デザインを開くを使用し、E メールに添付してデザインを送信します。
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お使いの E メールソフトを起動し、デザインファイルが添付された状態で新規メール
が作成されます。

 E メールに詳細を入力して送信します。

 デザインをビットマップに出力したい場合はファイル > ビットマップでデザインを

キャプチャーを選択します。

関連項目

 デザインをグラフィックに出力する

オブジェクトを選択する

EmbroideryStudioでは刺繍オブジェクトをポイント&クリッ
ク、囲み枠などを使用し、様々な方法を用いて選択すること
ができます。カラーオブジェクトリストではオブジェクト
や色の選択やプロパティへのアクセスを簡単に行うことがで
きます。

参考　お使いの背景により、未縫いステッチ、選択ステッ
チ、オブジェクトのアウトライン、グリッド & ガイドの表示
色を変更することができます。表示色を変更するも併せてご
覧ください。

送る > メール受信者
を選択

出力オプションを選択
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選択ツールでオブジェクトを選択する

選択ツールにはオブジェクトを個々に選択したり、グループまたは範囲で選択できる
ツールがあります。

オブジェクトを選択するには

 オブジェクトを選択する一番簡単な方法はオブジェクト選択ツールでオブジェクトを

クリックすることです。オブジェクトの周りに選択ハンドルが現れます。

 複数のアイテムを選択するには Ctrl を押しながらクリックします。ある一定の範囲を

選択するには Shift を押しながらクリックします。

 または囲み枠を選択したいオブジェクトの周りにドラッグします。

 アウトライン、閉じた埋め縫い、開いた埋め縫いなど様々な種類のオブジェクトが混

合している場合、オブジェクトの隙間をクリックすることで下のオブジェクトを選択
することができます。

選択ツール > オブジェクト選択を使用し、オブジェクトを個別に選択したり、グ
ループまたは範囲で選択します。

選択ツール > フリーハンド選択を使用し、フリーハンドのラインを描きオブジェ
クトを選択します。

選択ツール > 多角形選択をクリックし、オブジェクトの周りに囲み枠をデジタイ
ズし、選択します。

選択ツール > 折れ線選択を使用し、オブジェクトを通るように線をデジタイズ
し、選択します。

初のオブジェクトをクリック Ctrl を押しながら
別のオブジェクト
をクリック

Ctrl+ Shift を押しながら
後のオブジェクト

をクリック

Shift+

または

囲み枠をオブジェクトの周りに
ドラッグし選択



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 55

 またはフリーハンド選択ツールで選択したいオブジェクトの周りにフリーラインを描

きます。Enter を押して閉じます。

 または囲み選択ツールで選択したいオブジェクトの周りに囲み枠を作成します。Enter

を押して閉じます。

 または折れ線選択で 2 つ以上の基準点をマークし、選択したいすべてのオブジェクトを

通るようにラインを作成します。

 埋め縫いオブジェクトの後ろにあるオブジェクトを選択するには、2 キーを押し下げて

下側のオブジェクトが選択されるまでクリックします。

 すべてのオブジェクトを選択するには、編集 > すべて選択を選択するか Ctrl+A を押し

ます。選択ハンドルがデザイン全体の周りに現れます。

 以下のいずれかの方法でオブジェクト選択を解除します。

 選択からオブジェクトを取り除くには、Ctrl を押し下げてオブジェクトをクリック

します。

 すべてのオブジェクトの選択を外すには。背景の空白部分またはその他のオブジェ

クトをクリックするか、

 Esc または X を押すか、編集 > すべて選択取消を選択します。

参考　EmbroideryStudio ではグループ化したオブジェクト中のオブジェクトを個別に
選択することもできます。詳細はグループ内のオブジェクトを選択するをご覧くださ
い。

カラーオブジェクトリストでオブジェクトを選択する

オブジェクトの周りに
フリーラインを描き
選択

選択したいオブジェクトの
周りに基準点をマーク

2 つの基準点を
マーク

ドッカー > カラーオブジェクトリストを使用し、カラーオブジェクトリストのオ
ン / オフを切り替えます。デザイン内のオブジェクトを表示し、並び替えるのに
使用します。
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カラーオブジェクトリストでは簡単にオブジェクトを選択でき、またそれらを選択的に
表示することができます。デザインウィンドウはリストとシンクロしており、変更がす
ぐさま反映されます。

カラーオブジェクトリストでオブジェクトを選択するには

 カラーオブジェクトリストアイコンをクリックし、ドッカーを開きます。デザイン中

の各カラーブロックとオブジェクトのアイコンはそれぞれステッチされる順序で表示
されます。

 ノード ( ＋マーク ) をクリックしてカラーブロックを開き、構成要素を確認します。

 アイコンをクリックしてカラーブロックまたは個々のオブジェクトを選択します。

 ある一定の範囲を選択するには Shift を押しながらクリックします。

 複数のアイテムを選択するには Ctrl を押しながらクリックします。

デザイン中の
オブジェクト合計

カラーブロック数の合計

オブジェクトアイコン

クリックし、すべて
のカラーブロックの

ノードを開ける /
閉める

クリックして個々
のノードを開ける

/ 閉める

選択オブジェクト
の周りに青い枠が

表示される

オブジェクトまたはカラーブロックを
右クリックし「すべて選択」を
選択する
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 すべてのアイテムを選択するには右クリックし、ポップアップメニューからすべて

選択を選択します。

 選択を解除するにはデザイン以外のところをクリックします。

メモ　カラーオブジェクトリストではオブジェクトのグループ化、ロック、切り取
り、コピー、貼り付け、並び替え、ブランチングを行うこともできます。詳細はオブ
ジェクトを組み合わせる、並べ替えるをご覧ください。

測定方法

EmbroideryStudio には刺繍オブジェクトを正確な位置に並べたり、サイズを揃えたりす
るのに役立つグリッド線が用意されています。

グリッドとルーラー & ガイドを表示する

グリッドは刺繍オブジェクトを正確に配置したり、サイズを確認するためのガイドとし
て使用します。初期設定のグリッド間隔は 10mmx10mm です。ルーラーはオブジェクトを
正確に配置したり、拡大 / 縮小を行うのに使用します。MS Windows(R) のコントロールパ
ネルで設定している地域設定により、測定単位（ミリメートルまたはインチ）が決定し
ます。

グリッドとルーラー＆ガイドを表示するには

 グリッド表示アイコンをクリックするか Shift+G を押します。右クリックで設定しま

す。オプションダイアログではグリッド間隔の変更や基準点の設定が行え、またグ
リッドに合わせるのオン / オフを切り替えることができます。

表示 > グリッド表示を使用し、グリッドの表示 / 非表示を切り替えます。右ク
リックで設定します。

表示 > ルーラーとガイドライン表示を使用し、ルーラーとガイドラインの表示 /
非表示を切り替えます。右クリックで設定します。

ルーラーをゼロ値にドラッグし、新規ルーラーをゼロ値にリセットします。

グリッド表示
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 ルーラーとガイドライン表示アイコンをクリックするか、Ctrl+R を押します。

 ルーラーの左上にあるボタンをクリック & ドラッグし、ルーラーのゼロポイントをリ

セットします。

 ガイドを作成するにはルーラーの横線または縦線をクリックし、作成したい位置まで

ドラッグします。ガイドは複数作成することができ、簡単に削除することができます。

 ガイドをより正確な位置に作成するには、黄色のハンドルをダブルクリックします。

ガイド位置ダイアログでゼロポイントからの正確な距離を入力し OK をクリックしま
す。

 ガイドを削除するには、デザインウィンドウから黄色のハンドルをドラッグして離し

ます。

 ･･･に合わせる機能はオプションダイアログでオンにすることができます。

 グリッドやガイドラインの色は背景 & 表示色ダイアログで変更することができます。

関連項目

 グリッド表示オプションの設定

ドラッグしてルーラーを
ゼロ値にリセット

ドラッグしてガイドを
再配置

新しいガイドを作成する
にはルーラーをクリック

ガイドを削除するには
ルーラーから離すように

ドラッグ

ゼロポイントからの
位置を入力

選択してグリッド
を表示

選択してデザイン
ポイントを

グリッドに合わせる

ルーラー & ガイド
を表示
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 表示色を変更する

 手動で刺繍枠を選択する

測定単位を設定する

初めて EmbroideryStudio を起動した際の測定システムは、使用しているオペレーティン
グシステムの設定が適用されますが、測定システムは EmbroideryStudio 内で変更するこ
とができます。

メモ　「U.S. 式」を選択した場合、インチ、フィートまたはヤードを使用します。インチ
のルーラーは 1/16、1/8、1/4、1/2 と 1 インチに分けられています。グリッドのサイズ
は少数点で設定することができます。

変更が及ぼす影響

測定システムを変更すると操作に使用する単位のほとんどが変更になります。

関連のあるフィールドが選択した測定単位で表示されます（例 : デザインプロパティ
ドッカーや製作ワークシート）。

しかしながら、これにはいくつかの例外があります。

 ステッチリスト :U.S. 式のインチで表示されていましたが、これらはステッチ長なので

常に mm が使用されます。

希望の測定単位を選択

測定単位を表示

選択した測定単位で表示
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 ステッチ長と密度は測定システムに関わらず、mm が使用されます（工業用刺繍機は常

にミリメートルを使用する為）。

測定単位をその場で特定する

測定単位は数値を入力する際に特定することもできます。EmbroideryStudio が値を自動
的に変換します。

例えば US の取引先がレタリングをインチで注文してきた場合（例：3/4 インチ）、メート
ル法でデジタイズを行った行った後にレタリングの高さフィールドに「3/4in」または
「3/4 in」と入力すれば自動的に 19.05mm に変換されます。

メモ　EmbroideryStudio では真分数と仮分数が使用できます。（例：「1 1/3」や「4/3」）。
しかしながら「1'3"」のような混合した単位は使用することができません。また分数表
示は入力されている間のみ表示され、入力後は表示されません。

使用できる単位

使用できる単位は以下の通りです。

 ミリメートル、mm

 インチ、in

 フィート、ft

 ヤード、yd

 センチメーター、cm

 メーター、m

ステッチ長と密度コントロールは
mm を使用
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参考　また EmbroideryStudio では、単位を英語やソフトウェアが現在起動している言語
のテキスト方式で入力することもできます。

関連項目

 グリッド表示オプションの設定

 EmbroideryStudio でデザインの詳細を表示する

 ステッチリストでステッチを選択する

 オブジェクトプロパティを使用してレタリング作成する

画面上で距離を測る

測定コマンドを使用して、画面上の 2 点間の距離を測ることができます。数値はステー
タスバーまたはツールチップで確認できます。

参考　測定したい部分にズームインするとより正確な結果を得る事ができます。測定値
は現在のズーム倍率に関係なく、常に実寸で表示されます。

画面上で長さを測るには

1 表示 > 測定を選択するか、M を押し開始点をクリックします。

2 測定したいもう一方の位置までマウスを移動し、そのまま静止させます。

測定がアクティブの場合、ツールチップに長さと角度が表示されます。

ステータスバーにも情報が表示されます。

 後にマウスを置いた地点の座標（X=、Y=)

 測定ラインの長さ (L=)

 水平ラインに対するラインの角度 (A=)

設定により長さがミリメートルまたはインチで表示されます。

3 操作を終了させるにはもう一度 Esc キーを押します。

関連項目

 その他のオプションを設定する

ツールチップで測定
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第 4 章

デザインを表示する

EmbroideryStudio は、デザインでの作業がより簡単に行えるように様々な表示モードを
装備しています。ズームやパンニング機能を使用して、デザインの詳細を確認します。
「アーティスティック」と「テクニカル」ビュー間を切り替えます。カラーウェイで他の
色や背景を選択して、デザインを様々なバリエーションでデザインをプレビューするこ
とができます。

EmbroideryStudio では様々な形でデザインの情報を提供することができます。承認また
は生産シートは、デザインのプレビュー、サイズ、色の並び順序の情報や特別な事項を
含むことができます。

デザインの構成要素を表示する

EmbroideryStudio は、デザイン作業がより簡単に行える様々な表示モードを装備してい
ます。デザインは実寸表示もしくはズーム表示で詳細を確認したり、スクロールの代わ
りにパンニングしたり、現在と前の画面を素早く切り替えたりすることができます。

メモ　デザインの実寸表示が正しく実際のサイズで表示されるようにするには、ディス
プレイモニターを設定する必要があります。これの設定は 初に EmbroideryStudio をイ
ンストールした時やモニターを変更した時に行います。設定 > モニター画面の調整を選
択します。

刺繍構成要素を表示する

EmbroideryStudio で刺繍デザインを開くと、表示ツールバーで「アーティスティック」
ビューと「テクニカル」ビューを交互に入れ替えることができます。TrueView はプレゼ
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ンテーションに使用します。TrueView は承認シートに含めたり、ビットマップでキャプ
チャして E メールで送信したり、ウェブサイトに載せることができます。

これらの切り替えは単独に、または組み合わせて使用し、デザインの詳細にフォーカス
することができます。例えばデザインのアウトライン、ステッチ、針落ちポイントや、
糸切りやほつれ止め（エンド）などのマシン機能を表示することができます。またス
テッチビューでつなぎ糸をオンにすることもできます。デザインを編集するのか、また
は生産準備のチェックを行なうのかにより、使用する表示オプションが異なってきます。
ショートカットキーが使用できます。

参考　デザインの背景により、選択オブジェクト、未縫ステッチなどの表示色を変更し
ます。

関連項目

 表示オプションを設定する

 表示色を変更する

TrueView ステッチ表示と TrueView を切り替える。 t

ステッチ表示 刺繍ステッチ表示をオン / オフにする。 s

表示アウトライン
オブジェクトのアウトライン表示をオン /
オフにする。

L

針落ちポイント表示
針落ちポイントを表示し、編集時にステッ
チを選択する。

.( ピリオド )

つなぎ糸表示
つなぎ糸を表示し、開始 / 終了点を配置し
やすくする。

V+C

機能表示
糸切りやほつれ止め（エンド）などのマシ
ン機能表示をオン / オフにする。

V+F

デザイン表示の切り替え

カーソルを重ねて
ツールチップを表示
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グラフィックの構成要素を表示する

EMB デザインは、刺繍以外にビットマップイメージ、ベクターグラフィック、アップリケ
生地、プロダクト背景、ラインストーン（ブリング）などのその他の構成要素を含むこ
とができます。これらは必要に応じてオン / オフにすることができます。

 ビットマップ表示やベクター表示アイコンは、選択的にベクターとビットマップイ

メージを表示することができます。

 グラフィックを霞めて表示をクリックし、イメージを霞ませてデジタイズする際にス

テッチが見えやすくします。これはビットマップとベクターイメージ両方に適用する
ことができます。

 イメージを所定の場所にロックするには、イメージを選択して K を押します。

プロダクトイメージなど
グラフィック項目を表示

ビットマップイメージと
ベクターグラフィック
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 アップリケ生地表示アイコンをクリックし、アップリケ生地の表示をオン / オフにしま

す。

 機能表示を使用し、デザインに含まれているシークイン項目をビジュアル化します。

参考　オプションダイアログで設定した表示オプションにより、イメージはフルカ
ラーまたは霞んで表示されます。

関連項目

 イメージ表示オプションを設定する

 オブジェクトのロックとロック解除

 表示オプションを設定する

 デザインのレポートをカスタマイズする

デザインのズーム＆パンニング

アップリケ生地オン アップリケ生地オフ

機能表示オン 機能表示オフ

ズーム > ズームをクリックし、ズームモードを起動します。マウスの左 / 右ク
リックでズームイン / アウト。または囲み枠をドラッグしデザインの詳細を表示
します。

ズーム > ズーム 1:1 をクリックし、デザインを実際のサイズで表示します。

ズーム > デザイン全体にズームをクリックし、デザインウィンドウにデザイン全
体を表示します。

ズーム > 選択オブジェクトにズームをクリックし、選択したオブジェクトのみ拡
大します。
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ズームツールは個々のステッチや詳細にズームインして、デザインの表示を拡大します。
ズームする一番簡単な方法はマウスのホイールを使用します。初期設定の倍率は 1.25 倍
づつになっています。ズーム倍率は、オプション > スクロールタブで調整することがで
きます。ズームツールは表示メニューとズームツールバーからも使用できます。様々な
ズームオプションを試してみましょう。

メニューに記載されているショートカットキーを使用します。例えばデザインの範囲に
ズームインするには、表示 > ズームを選択するか、B を押しズーム範囲に囲み枠をドラッ
グします。デザイン全体を表示するには、表示 > デザイン全体にズームを選択するか、0
を押します。

 ステッチを特定の倍率で表示するには、ドロップリストから倍率を選択するか、ズー

ム倍率を入力し Enter を押します。表示 > ズーム倍率（または F を押す）を選択しま

ズーム > ズーム倍率を選択し、ドロップリストから倍率を選択するか、
ズーム倍率を入力し Enter を押します。

ズームツールはメニューまたは
ツールバーで使用可能

囲み枠をズームしたい
範囲に移動
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す。ズーム倍率ダイアログで実際のサイズの割合で倍率を入力します ( 例：1=100%、
1.5=150% など）。

 デザインをパンニングするには、表示 > パンニングを選択するか、P を押し「手のマー

ク」ツールを使用します。

関連項目

 スクロールオプションを設定する

複数のデザインを表示する

EmbroideryStudio ではデザインタブをクリックして開いているデザイン間を切り替える
ことができます。これによりデザイン間のオブジェクトのコピー / 貼り付けやドラッグ
＆ドロップ操作が簡単にできます。

 必要に応じて、ウィンドウメニューでタブを設定します。

実際のサイズの
割合で倍率を入力

クリック & ドラッグで
デザインをパンニング

コマンドを使用し、
タブグループを設定
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 タブグループを縦方向 / 横方向に設定します。

 ひとつのウィンドウに複数表示したい場合は、ウィンドウ > ウィンドウを分割コマンド

を使用します。各枠の表示設定を調整します。

 ウィンドウを元に戻すコマンドで、デザインウィンドウを通常の表示モードに戻しま

す。

参考　特定の操作の後に画面を更新したい場合は、表示 > 画面を更新を選択するか、R
を押します。

オーバービューウィンドウを使用する

ダブルクリックで、
分割バーを削除

ドッカー > オーバービューウィンドウを使用し、オーバービューウィンドウの表
示をオン / オフにします。デザインのサムネイルを表示するのに使用します。
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オーバービューウィンドウを使用して、デザインのサムネイルを表示します。高いズー
ム倍率で作業している際に、デザインをパンニングしたりズームする時に使用します。
表示設定はデザインウィンドウに独立して設定できます。

 ズームイン / アウトするにはウィンドウ下部あるズームボタンをクリックし、ズームし

たい場所に囲み枠をドラッグします。

 デザインをパンニングするには、ズームボックスをクリック & ドラッグします。

ズームボックス
をクリック

囲み枠をズームしたい
範囲に移動

ズームボックスを
ドラッグし、

デザインをパンニング
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 オーバービューウィンドウの表示設定を変更するには、クリックしてアクティブにし

ます。

関連項目

 刺繍構成要素を表示する

選択したオブジェクトを表示する

EmbroideryStudio は、デザインウィンドウ内の選択した刺繍オブジェクトを表示 / 非表
示にすることができます。

選択したオブジェクトを表示するには

 表示したいオブジェクトを選択します。

ウィンドウ内部をクリックし、
表示設定を変更する

表示するオブジェクト
を選択
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 Shift + S を押します。その他すべてのオブジェクトは非表示になります。

 選択オブジェクトを全画面表示するには、Shift + 0 を選択します。

 前の画面に戻るには、表示 >前画面を選択するか、V を選択します。

 デザイン全体を再度表示するには、Esc を押してから Shift + S を押します。

 画面を更新するには、表示 >画面を更新を選択するか、R を押します。

 設定 > オプション > デザインの表示タブを選択します。

 標準ツールバーのオプションアイコンをクリックします。

このタブは刺繍オブジェクトの表示にも適応されます。

オプション 説明

変更なし 以前と同じ表示設定となります。

デザイン全体を表示 デザイン内のオブジェクトがすべて表示されます。

選択オブジェクトを
表示

現在選択されているオブジェクトのみが表示されます。この
オプションは、オブジェクトが選択されている場合にのみ利
用可能です。

選択されてない
デザインを表示

上のオプションの反対の動作をします。このオプションは、
オブジェクトが選択されている場合にのみ利用可能です。

デザイン全体を隠す デザイン内のオブジェクトがすべて非表示となります。

その他すべての
オブジェクトは非表示

表示オプションの
選択
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ステッチ順序を表示する

刺繍デザインをチェックする際、刺繍機で効率的にステッチができるようステッチ順序
を理解する必要があります。デザインはカラーブロックごと、刺繍オブジェクトごと、
ステッチごとに移動することができます。またステッチは画面上でシュミレーションす
ることができます。

参考　お使いのデザイン背景に合わせて、未縫いステッチの表示色を変更することがで
きます。詳細は表示色を変更するをご覧ください。

デザインの縫い順序をシュミレートする

刺繍シュミレーションは EmbroideryStudio 重要なツールの一つで、刺繍デザインの実際
の仕上がり順序をシュミレートできます。刺繍シュミレーションは刺繍機の動きをまね
るので、刺繍機の仕事量を減らすようデザインの 適化を行う手助けになります。特に
同じデザインを複数ステッチする場合にチェックするとよいでしょう。

デザインの縫い順序をシュミレートするには

 デザインをビジュアル化するデザイン表示を選択します。刺繍シュミレーションは

TrueView がオン / オフどちらの状態でも作動します。

 刺繍シュミレーションをクリックするか、ショートカット Shift + R を押します。

 任意でスライダーバーで開始点を移動します。

 ステッチはデザイン中を前進 / 後進させることができます。再生、一時停止、逆再生用

のボタンがあります。

 自動一時停止を使用し、停止ポイント（色替え、ストップ、糸切りごとなど）を設定

します。

表示 > 刺繍シュミレーションを使用し、画面上で刺繍デザインの縫製をシュミ
レートする。

シュミレーションの
速度を調整

開始点をセット

刺繍シュミレーション
のコントロールボタン

色替え、ストップ、
糸切りで一時停止するよう
設定
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 デザインの範囲をシュミレーションするには、タブを使ってステッチの開始点と終了

点を特定します。

 刺繍シュミレーションを高いズーム倍率で使用する場合は、オートスクロールを使用

します。

参考　お使いの背景により、未縫いステッチ、選択ステッチ、オブジェクトのアウト
ライン、グリッドとガイドの表示色を変更することができます。

関連項目

 表示色を変更する

デザイン間を移動する

刺繍デザインの縫い順序は、色替えごと、オブジェクトごと、ステッチごとに確認でき、
非常に便利です。移動ツールバーにはそれらを行なえるツールが装備されています。
ツールボタンをマウスの右 / 左ボタンをクリックし、デザインを前進 / 後進で移動しま
す。針位置の移動表示は、デザインのどこからでも開始できます。現在の針位置は「針
位置マーカー」という大きな白の十字マークで表わされます。現在のステッチ数はス
テータスバーに表示されます。

シュミレーションする
ステッチ範囲を設定

オートスクロール切り替え、
高ズーム倍率で表示
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デザイン間を移動するには

 TrueView をオフにし、Esc を押しオブジェクトが選択されていないことを確認します。

 デザインのスタート点に移動するには、デザインのスタート / エンド点アイコンをク

リックするか、Home キーを押します。

 ステッチごとに移動機能を使用し、ステッチ順序を前進 / 後進で移動します。マウス

の左右のクリックを使用するか、矢印キー（l またはr、t またはb）を使用しま

す。1000 ステッチごとに移動するには、Shift + Num+ または Shift + Num- を移動しま
す。

 色ごとに移動するには、色ごとに移動を左 / 右クリックします。これはステッチの順序

に別のオブジェクトを挿入したり、オブジェクトを削除するために特定の色替え機能
に移動する必要がある場合に便利です。

 オブジェクトごとに移動するには、オブジェクトごとに移動を左 / 右クリックします。

または Tab または Shift + Tab を使用します。

 マシン機能ごとに移動するには、機能ごとに移動ツールを左 / 右クリックします。また

は Ctrl + PageUp または Ctrl + PageDown を押します。デザインのジャンプ、糸切り、
色替えごとに針落ちが停止します。

「移動」ツールでデザインの
各構成要素を移動

ひとつ前の色へ移動 次の色へ移動
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 糸切りごとに移動は、糸切り機能ごとに移動し、不要な糸切りをチェックする場合に

便利です。または Ctrl + 左の矢印または Ctrl + 右の矢印を押します。移動中につな
ぎ糸表示と機能表示をオンにします。

参考　デザインを移動またはステッチを編集中に現オブジェクトを選択アイコンをク
リックするか、Shift + 0 を押し、現在のカーソル位置と関連するオブジェクトを選択
します。

関連項目

 カラーブロックで表示する

 オブジェクトを他のオブジェクトの途中に挿入する

デザインを移動しながらオブジェクトを選択する

デザインの移動は、通常ステッチ順序の確認と関連してきます。Ctrl キーを使用して、
デザインを移動しながらオブジェクトを選択できます。

移動中にステッチを選択するには

 オブジェクト選択アイコンをクリックします。

 オブジェクトごとに移動ツールを使用するか、Tab と Shift + Tab ボタンを使用して、

オブジェクトを前進または後退しながら移動します。詳細はデザイン間を移動するを
ご覧ください。

 現オブジェクトを選択アイコンをクリックするか、または Shift + 0 を押すと、現在の

カーソル位置と関連するオブジェクトを選択することができます。

つなぎ糸と機能を表示し、
糸切りごとに移動

選択ツール > オブジェクト選択を Ctrl キーと共に使用し、デザインを移動しな
がらオブジェクトを選択します。

移動ツール > オブジェクトごとに移動を左 / 右クリックし、マーカー位置を次の
/ 前のオブジェクトまで移動させます。

選択ツール > 現オブジェクト選択を使用し、現在のマーカー位置のオブジェクト
を選択します。

Shift + Tab
キーを押す

Tab キーを押す
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 Ctrl キーを押したまま、移動するオブジェクトを選択します。

カラーウェイを表示する

カラーウェイとは、色の図式または糸色のパレットです。ここには背景の色、生地のサ
ンプル、プロダクトイメージを含むこともできます。EmbroideryStudio では、１つのデ
ザインに複数のカラーウェイを定義することが出来ます。これは同じデザインを異なる
色で異なる生地に設定できることを意味します。製作ワークシートで複数のカラーウェ
イ、カラーブロックのアイコン、デザイン背景を印刷することもできます。

カラーウェイを切り替える

EmbroideryStudio では、同じデザインを別の色や生地でプレビューすることができます。

カラーウェイを切り替えるには

 複数のカラーウェイを含むデザインを開きます。

カラー > 現在のカラーウェイドロップダウンを使用し、デザインに新
規の色セットを選択します。

カラー > カラーウェイの編集を使用し、糸色をカラーパレットのスロットに割り
当てます。
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 ドロップリストからカラーウェイを選択します。

 カラーウェイの編集を使用し、カラーウェイ間を切り替えます。

関連項目

 カラーウェイ

 背景を変更する

背景を変更する

カラーウェイを
選択する

カラーウェイを選択

編集する背景またはプ
ロダクトのイメージを
ダブルクリック

カラー > 背景 & 表示色をクリックし、現在のカラーウェイの背景の色を変更し
ます。

カラーパレット > プロダクトビジュアライザーを使用し、デザインを配置する
衣類やプロダクトの背景を選択します。

表示 > プロダクト表示をクリックし、プロダクトイメージの表示をオン /オフ
にします。右クリックでプロダクトビジュアライザードッカーを開きます。
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EmbroideryStudio では各カラーウェイの背景色、生地、プロダクトを設定でき、よりリ
アルなプレビューやプレゼンテーションを行なうことができます。

背景を変更するには

 デザインを開きカラーウェイを選択します。

 表示 > プロダクト表示を使用し、カラーウェイに含まれるプロダクトイメージの表示を

オン / オフにします。

 背景 & 表示色アイコンの横のドロップリストをクリックします。

 背景色ポップアップメニューから色を変更します。

カラーウェイを選択

矢印をクリックし、ポップアップメニューを出す

背景色を選択
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 カラーウェイに背景生地が含まれている場合、生地の色ポップアップメニューより

色を変更できます。

 カラーウェイにプロダクトが含まれている場合、プロダクトビジュアライザードロッ

プリストを開き、プロダクトの色ポップアップメニューより色を変更します。

参考　背景 & 表示色またはプロダクトビジュアライザーアイコンをクリックし、これ
らのオプションをプリセットします。

関連項目

 カラーウェイを追加する

 生地 & プロダクト背景

表示色を変更する

背景の色や生地に加えて、ボーラー穴、未縫いステッチ、選択ステッチ、またオブジェ
クトのアウトラインやグリッドの色もカラーウェイごとに決定できます。これらの初期
表示色が背景色に対して見えずらい場合に変更します。背景 & 表示色ダイアログには表
示色パネルが含まれています。

生地の色を変更

プロダクトの
色を変更

カラーパレット > 背景 & 表示色（またはパレットの編集ドッカー）を使用し、
現在のカラーウェイのデザインの背景を変更します。

変更する表示色を
選択
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必要に応じて色を調整します。

表示色はカラーウェイに保存されます。今後作成するデザインで使用できるよう、カ
ラーウェイは EMT テンプレートファイルで保存できます。

関連項目

 カラーウェイを追加する

 生地 & プロダクト背景

 テンプレートを扱う

カラーブロックで表示する

表示アイテム 説明

選択 選択オブジェクトまたはステッチ。

未縫ステッチ デザインを移動中に表示される未縫いステッチ。

オブジェクトの
アウトライン

アウトライン表示がアクティブの際に表示されるオブジェクトアウト
ライン。詳細は刺繍構成要素を表示するをご覧ください。

針落ちポイント 針落ちポイント表示の色を背景色とは異なる色にしたい場合に変更し
ます。刺繍構成要素を表示するも併せてご覧ください。

グリッド グリッド表示の色を背景色とは異なる色にしたい場合に変更します。
測定方法も併せてご覧ください。

ガイド ガイド表示の色を背景色とは異なる色にしたい場合に変更します。測
定方法も併せてご覧ください。

ボーラー ボーラーポイント。マシン機能で機能表示がアクティブの場合のみ表
示されます。詳細は刺繍構成要素を表示するをご覧ください。

白い背景に黒の針落ちポイント

ドッカー > カラーオブジェクトリストを使用し、カラーオブジェクトリストの表
示をオン / オフにします。デザイン内のオブジェクトの表示と並び替えに使用し
ます。

カラー > カラーウェイの編集を使用し、糸色をカラーブロックに割り当てます。
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カラーブロックはデザインの色替えに対応しており、単一のオブジェクトまたはグルー
プから成ります。

カラーオブジェクトリストでは、簡単にカラーブロックや刺繍オブジェクトを選択的に
表示することができます。これは並び替えを行なう時に便利です。色ごとに表示機能は
オブジェクトを色ごとに表示することができます。カラーウェイの編集はカラーブロッ
クを選択的に表示することができます。

選択したカラーブロックを表示するには

 カラーオブジェクトリストアイコンをクリックします。カラーオブジェクトリストは

デザインウィンドウの左右にドックすることができ、またどの位置でもフロートさせ
ることができます。

 スイッチをクリックし、カラーブロックごとにリストを表示します。

デザイン中のカラーブロック、
オブジェクト、ステッチの合計

クリックしカラーブロックを
切り替える
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 カラーブロックを選択し、選択表示をクリックして押し下げます。

 ポップアップメニューでカラーブロックや刺繍オブジェクトを選択的に表示/非表示に

します。

表示するカラーブロックを
選択

選択表示を押し下げ、
選択ブロックを分離

カラーブロックと
オブジェクトを選択的に
表示 / 非表示にする
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 表示 > 色ごとに表示を選択します。表示したいデザインを選択します。この機能はグ

ループ化したオブジェクトには作用しません。

 カラーウェイの編集をクリックします。カラーブロックを選択し、選択表示をクリッ

クしてホールドします。

 非表示のオブジェクトをすべて表示するには Esc を押し、Shift+S を押すか、表示 > す

べての色を表示を選択します。

関連項目

 オブジェクトを組み合わせる、並べ替える

 色ごとに並び替える

 カラーブロックで表示する

 項目に名前をつける

表示するカラー
ブロックを選択

色のブロック
を選択

クリックし、マウスをホールドして、
選択した色だけを表示可能
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デザインのリピートを表示する

連続したデザインを使用するサリーのような伝統的な製品は、数多くの会社で作成され
ています。このようなデザインはデザインのリピートと共に確認できることが重要です。
リピート表示機能はシークインを含むリピートしたデザインを、TrueView とステッチ
ビュー両方で表示します。デザインはリピート数に関わらず、デジタイズ中にも見るこ
とができます。リピート数は分数でも入力できます。

メモ　使用するイメージは適切な大きさで横向きに正しく置かれていることが重要です。
デジタイズを始める前に、常にイメージの位置をチェックしましょう。

デザインのリピートを表示するには

 必要に応じて測定単位を設定します。

メモ　ステッチ長と密度は測定システムに関わらず、mm を使用します（工業用刺繍機
は常にミリメートルを使用する為）。

 初めて機能を使用する際は、リピート表示ツールを右クリックするか、ショートカッ

ト W を押し、リピートダイアログにアクセスします。

 リピート表示チェックボックスを選択し、機能をアクティブにします。

表示 > リピート表示を使用し、デザインのリピート表示をオン / オフにします。
右クリックで設定します。

縦方向距離、
ユーザー設定

横方向距離、ユーザー設定
または自動的に計算

縦方向にリピート
する数を入力

縦方向のリピート
間の距離を入力

横方向に
リピートする数を入力

横方向のリピート間の
距離を入力

リピート表示を選択
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 横方向のリピート間の距離を設定します。これは常にミリメートルで表されます。テ

ンプレートによって使用できるオプションは異なります。

 横方向のリピート数を入力します。リピートは基のデザインの周りに均一に配置され

ます。この為、デザイン全体はリピート数が奇数（1,3,5）の場合のみ表示されます。

 縦方向の距離は針やヘッドの距離で抑制されません。縦方向の距離はデザインの高さ

に応じます。必要に応じて縦方向の距離とリピートの数を設定します。

 基のデザインとリピートパターンを見分けるには色数オプションを使用し、リピート

を他の色で表示します。色数のオフセットを入力し、初めのリピートの色をどこから
始めるか示します。例えばパレとカラー 1、2、3、4 を使用している 4 色のデザインの
場合、色数のオフセットを 5 に設定するとリピートの色は 5、6、7、8 で表示されま
す。

オプション 目的

デザイン
リピート

このオプションはシフリテンプレートでのみ使用できます。リピー
トの距離は固定されます。これは一般的に針の距離の倍数

（x1,x2,x3 など）です。詳細はシフリ増補版をご覧ください。

その他 このオプションを選択すると、ミリメートルで距離設定を入力する
必要があります。一般的に多頭機でデザイン作業を連続して行なう
場合に使用します。数値は一般的にマシンヘッド間の距離に対応し
ます（例：135mm）。

リピート 効果

1.0 オリジナルのデザインのみ表示される

1.2 ･ オリジナルのデザインが表示される、プラス

･ デザインの 0.1 がオリジナルのどちらかのサイドに表示される

2.0 ･ オリジナルのデザインが表示される、プラス

･ デザインの 0.5 がオリジナルのどちらかのサイドに表示される

リピートパターンはこのように見える :][][.

2.9 ･ オリジナルのデザインが表示される、プラス

･ デザインの 0.95 がオリジナルのどちらかのサイドに表示される

3.0 ･ オリジナルのデザインが表示される、プラス

･ デザインの完全なコピーがオリジナルのどちらかのサイドに表示され
る

リピートパターンはこのように見える :[][][].
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 リピート表示アイコンを使用し、デザインのリピート表示をオン / オフにします。

関連項目

 連続する刺繍用にイメージを準備する

 測定単位を設定する

デザイン情報を表示する

デザイン情報は Windows エクスプローラーやデザインプロパティドッカーで EMB ファイ
ルを開く前に、様々な方法で取得することができます。デザインのレポートをプレ
ビューするも併せてご覧ください。

EmbroideryStudio でデザインの詳細を表示する

デザインプロパティドッカーでデザインの情報をチェックします。デザインの承認やス
テッチを行なう前にチェックするとよいでしょう。開いたタブにはデザインの高さ、幅、
ステッチ数、色などの情報が含まれています。他のタブにはデジタイザーやセールス
チームから提供される概要と注文情報があります。この情報は承認シートや製作ワーク

デザインソース

ドッカー > デザインプロパティを使用し、デザインの承認作業や縫製を行う前に
デザインの詳細は表示し変更します。
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シートで印刷できます。ファイルを選択し、デザイン > デザインプロパティを選択しま
す。

関連項目

 デザイン情報を表示 & 管理する

 見積もりと注文を管理する

Windows エクスプローラーでデザインの詳細を表示する

EMB ファイルを開かずに、Windows エクスプローラーでソフトウェアのバージョン情報や
デザインの詳細をチェックすることができます。これと同じダイアログは
EmbroideryStudio やデザインライブラリの開くダイアログからアクセスすることができ
ます。

Windows エクスプローラーでデザインの詳細を確認するには

 Windows エクスプローラーで EMB ファイルを右クリックし、ポップアップメニューから

プロパティを選択します。

タブを使用し、注文指示書やマシン実行時間
などその他のデザイン情報を表示する

分かりやすい名前をつける



第 4 章   デザインを表示する 88

プロパティダイアログが EMB タブで開きます。ファイルのサイズや更新日などの一般
的なファイル情報と、ステッチ数、ストップ数、色替え数、マシンフォーマットなど
のデザイン情報が確認します。

 カスタムタブは EmbroideryStudio のデザインプロパティ> 概要ドッカーの情報を共有

しています。

関連項目

 デザイン情報を表示 & 管理する

デザインのレポートをプレビューする

承認シートと製作ワークシートには、デザインプロパティドッカーのデザインの詳細を
含むことができます。承認シートは顧客の為のものです。顧客は注文したものを確認し、
承認することができます。製作ワークシートは生産スタッフ用で、ボビンの長さ、デザ
インサイズ、生地など製作に関わるすべての情報が記載されています。

EMB のプロパティタグ

カスタムタブを使用すると
追加情報を提供できる

標準 > 印刷プレビューをクリックし、画面上で製作ワークシートをプレビューし
ます。
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デザインのレポートをプレビューするには

 印刷プレビューアイコンをクリックします。

 ページの方向を変更するには、横または縦をクリックします。大きなデザインは何

ページかに渡って表示される場合があります。

 含む情報の変更とプリンタ / プロットの設定を行うには、オプションをクリックしま

す。レポートタイプを選択します（例 : 承認シート）。

 デザインを印刷するには、オプションを設定します。

 印刷開始 : プリンターにデザインのレポートを送信します。

 PDF に保存 :PDF にレポートを保存します。ハードドライブまたはネットワーク場所

に保存するよう指示があります。

 EメールでPDFを送信:レポート(通常承認シート）をPDFでメールに添付して送信し

ます。

 プレビューを閉じるには、閉じるをクリックします。

関連項目

 デザイン情報を表示 & 管理する

 デザインのレポートを印刷する

 デザインのレポートをカスタマイズする

閉じるをクリックして、
デザインウィンドウに戻る

印刷オプションを選択

注文の詳細

レポートの
オプションを変更
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第 5 章

刺繍糸 &チャート

デジタイズしている時は、カラーパレットから各オブジェクトの糸色を選択します。パ
レットには各デザインに合った糸色が含まれます。この色のセットはデザインをステッ
チする実際の糸を表しています。

色は、様々な製造元の色を含んだ工業用の糸チャートから選択することができます。頻
繁に使用する糸を使って独自の糸チャートを作成しておけば、新しい色セットを作成す
る時に時間を節約することができます。EmbroideryStudio では、特定の刺繍糸を検索で
きます。デザインで使用している色に近い糸を、自動的に選択したチャートから割り当
てることもできます。

この章では、カラーパレットで色を選択する方法、デザインに使用している色に糸を割
り当てる方法、糸チャートを変更する方法、糸チャートを作成する方法について説明し
ています。

糸色を選択する

カラーパレットには、各デザインや色のセットに合わせた色が含まれます。新規のオブ
ジェクトは現在選択している色で作成されます。色はいつでも変更できます。マシン機
能は色を割り当てる度にステッチ順序に自動的に挿入されます。カラーパレットに実際
の糸色を割り当てる一般的な状況は：

 初期設定の単一のカラーウェイを含むデザインを作成する場合。NORMAL テンプレート、

糸チャートを割り当てていない初期設定の色を含んだ「カラーウェイ 1」を使用して
いる場合。
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 CorelDRAW グラフィックスでベクターグラフィックを変換する際、色が RGB 値（刺繍パ

レットの色に合わせるがオフの場合）でカラーパレットに付け加えられている場合。

 カラーホイールを新しい色の組み合わせを作成するのに使用する場合（RGB 値がカラー

パレットに追加される）。

 ビットマップをオートデジタイズする場合（RGB 値は自動的に実際の糸色の近似色に合

わせることができる。またカラーパレットに追加することができる）。

 マシンファイルを読み込む場合（割り当てられていない色はカラーパレットに付け加

えられる）。

 お持ちでない糸チャートの色を使用しているデザインを受け取った場合（お好きな糸

チャートの色を割り当てたい場合）。

EmbroideryStudio では複数のチャートから糸を検索し、手動または自動で割り当てるこ
とができます。

メモ　コンピュータのモニター、およびビデオカードによって表示色に若干違いがあり
ます。表示される色はあくまで参考ですので、実際の糸色は常にカラーカードと照合し
てから使用して下さい。

糸色を選択する

新しいオブジェクトはカラーパレットの現在の色でデジタイズされます。色はいつでも
変更できます。

カラーパレット > 色を指定を使用し、既存のオブジェクトから色を抽出し、適用
します。

カラーパレット > 現在の色を使用し、現在の色を表示します。

カラーパレット > 現在の色を適用を使用し、現在選択しているパレットの色を刺
繍オブジェクトの適用します。

カラーパレット > 色を追加を使用し、カラーパレットの 後に色を追加します。

カラーパレット > 色を削除を使用し、カラーパレットの 後の未使用の色を削除
します。

カラーパレット > 使用色のみ表示を使用し、カラーパレットの使用色のみ表示し
ます。

カラーパレット > 未使用色を削除を使用し、カラーパレットから未使用の色をす
べて削除します。
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糸色を選択するには

 Esc を押し、すべてのオブジェクトの選択を取り消します。現在選択されている ( 初期）

色はツールバーに表示されます。

 マウスのポインタを色に乗せ、ツールチップで刺繍糸のコード、名前、糸チャートを

確認します。使用している色には青のドットが付けられます。

 カラーパレットの色をクリックします。あるいは色を抽出ツールでデザインから色を

抽出します。

現在の色

糸の詳細
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 色を変えたいオブジェクトを選択します。あるいはカラーオブジェクトリストでカ

ラーブロックを選択します。

 パレットから色を選択します。あるいは現在の色を適用ツールで使用している色を他

のオブジェクトに転送します。

 必要に応じて、+/- ボタンでカラースロットを追加 / 削除します。

 非表示または未使用色を削除でパレットをコンパクトにします。

関連項目

 色の組み合わせを変更する

刺繍糸を割り当てる

供給されているチャートは EmbroideryStudio がサポートする刺繍糸のブランドを表して
います。各チャートには糸色、コード、ブランド、説明が含まれています。刺繍糸は

新規の色を
選択

色を変えたいオブジェクトまたは
カラーブロックを選択

カラーパレット >My 刺繍糸を使用し、別のチャートから色を検索し、割り当てま
す。

カラーパレット > パレットの編集を使用し、カラーパレットのスロットに糸色を
割り当てます。

My 刺繍糸 >My 刺繍糸チャートを使用し、お持ちの使用可能な刺繍糸チャートを
選択します。

My 刺繍糸 > 刺繍糸を割り当てを使用し、カラーパレットの現在の色スロットに
選択した糸を割り当てます。

My 刺繍糸 > すべて近似色にセットを使用し、刺繍糸を現在のチャートから現在
のカラーウェイの色スロットの近似色にすべて合わせます。
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コードや説明で検索することができ、選択した色スロットに割り当てることができます。
あるいはデザインの色を現在の糸チャートの近似色に合わせることもできます。

刺繍糸を割り当てるには

 Esc を押し、すべてのオブジェクトの選択を取り消します。現在選択されている ( 初期）

色はツールバーに表示されます。

 カラーウェイを選択し、My 刺繍糸アイコンをクリックします。ドッカーが開きます。

 My 刺繍糸チャートボタンをクリックし、糸チャートのリストにアクセスします。

 使用したいチャートを選択し、OK をクリックします。

クリックして
糸チャートを開く

希望の糸チャートを
割り当て
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 カラーパレットの色をクリックします。My 刺繍糸リストが自動的にアップデートしま

す。

 スクロールバーを使い、検索を絞込みます。または検索フィールドに使用したいコー

ドや名前の 初の数文字を入力します。コードはブランドの糸色の識別番号です。類
似色が検索され、下の糸色リストに表示されます。

 刺繍糸を割り当てボタンまたはダブルクリックで、選択した糸を現在の色スロットに

割り当てます。あるいはすべて近似色にセットを使用し、刺繍糸を現在のチャートか
ら現在のカラーウェイの色スロットの近似色にすべて合わせます。

 割り当てられた糸はカラーパレットのスロット上にポインタを重ねて確認することが

できます。

 任意で未使用色を削除をクリックし、未使用の色を削除します。

スクロールバー
を使用し、検索

現在の色

ダブルクリックで現在の色
に糸を割り当てる

選択した糸が
割り当てられる
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メモ　未使用色を削除ツールは、針番号を使用するマシンフォーマット ( 例：マシン
フォーマット設定ダイアログで色替えを針番号で設定している）では使用することが
できません。

糸の使用量を見積もる

使用する生地に合わせて生地の厚さを調整し、更に正確な刺繍糸の使用情報を得ること
ができます。大口の生産を予定している場合に必要になるでしょう。通常設定はその状
況により調整しますが、調整した設定は現在のテンプレートに保存することができます。

糸の使用量を見積もるには

1 デザイン > デザインプロパティ > ステッチタブを選択します。

2 ステッチ長の計算をクリックします。

3 使用する生地の厚さを入力します。

4 デザイン内の刺繍糸タイプにより、ボビン糸の長さを調整します。

この値により、正確なボビン糸の長さを算出できます。初期値（100%）はステッチタ
イプが入り混じっているデザインに適しています。デザインがすべてランニングまた
はタタミの場合、よりボビン糸が使用され、この数値は 125% まで増加することができ
ます。デザインがすべてサテンステッチの場合、この数値は 65% まで減少することが
できます。

5 OK をクリックします。

糸合計とボビン合計の数値は生地の厚さを考慮にいれ、デザインに必要な糸の合計で
調整されます。

6 または保存をクリックし、変更した設定を現在のテンプレートに保存します。

関連項目

 テンプレートを扱う

連続するオブジェクトの色を変更する

連続する同じ色のオブジェクトの色を同時に変更できます。

上糸と下糸の使用量を算出

使用する生地の厚さを
入力

ボビン糸の長さを % で
入力
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連続するオブジェクトの色を変更するには

 色を変更したい 初のオブジェクトを選択します。

 オブジェクト > 色をセットを選択します。色をセットダイアログが開きます。

 同色の連続するオブジェクトすべてオプションを選択します。

 リストから色を選択して、OK をクリックします。

関連項目

 カラーオブジェクトリストでオブジェクトを選択する

糸チャートを管理する

EmbroideryStudio の糸チャートには、様々なブランドと糸色が含まれています。糸
チャートは糸の製造元で変更や削除が行われたり、新しい色が追加されたりする為、必
ずしも正確なものとは限りません。この為、チャートは必要に応じてアップデートする
ことができます。

糸色を編集する

刺繍糸のコード、名前、チャート、太さ、糸はいつでも変更することができます。例え
ばシフリワークで、パターンの割り振りに合わせてテキストラベルをパーツ A、B、C に
変更したい場合もあるでしょう。このラベルは製作ワークシートのストップ順序とカ

青 青

緑

連続するオブジェクトの
色を変更

色を選択

赤

赤

緑

カラーパレット > カラーウェイの編集を使用し、選択したカラーウェイの糸を変
更します。

カラーウェイの編集 > 色編集を使用し、現在選択しているパレットの色の糸情報
を変更します。
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ラーフィルム両方に表示されます。または実際の糸を割り当てる前にカラーウェイの色
を編集したいこともあるでしょう。

糸色を編集するには

 カラーウェイの編集を開き、カラーウェイを選択します。

 編集する糸を選択し、色編集をクリックまたはダブルクリックします。

 必要に応じて糸の詳細を編集します。

関連項目

 カラーウェイを作成する

 刺繍糸を割り当てる

 糸の詳細を変更する

 デザインのレポートを印刷する

糸チャートを作成する＆変更する

編集する糸を
選択

クリックで糸の
詳細を表示

色を選択 /
作成

詳細を編集

カラーパレット > カラーウェイの編集を使用し、新規の糸チャートを作成しま
す。
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EmbroideryStudio では独自のチャートを定義することができます。糸チャートを作成す
ると、今後デザインで使用することができます。チャートは識別しやすい名前を選択す
るとよいでしょう。チャートはいつでも改名または削除することができます。

糸チャートを新規作成するには

 設定メニューから糸チャートの管理を選択します。あるいはカラーウェイの編集の My

刺繍糸チャートボタンをクリックします。

 管理をクリックします。糸チャートの管理ダイアログが開き、現在の糸チャートが表

示されます。

 作成をクリックします。糸チャートの作成ダイアログが開きます。

クリックして
糸チャートを開く

クリックして
糸チャートを変更

クリックして新規糸チャートを作成

新しい名前を入力
My 糸チャート
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 チャート名を入力し、OK をクリックします。新しいチャートが作成され、色を追加す

ることができます。

 チャートを削除する場合は、削除をクリックします。

 改名をクリックして、名前を変更します。

注意　糸チャートの削除は慎重に行って下さい。必要なチャートを誤って削除してし
まった場合、それを戻すには EmbroideryStudio を再インストールしなければなりませ
ん。

関連項目

 糸の詳細を変更する

 チャート間で色をコピーする

チャート間で色をコピーする

チャート間で色をコピーし、既存の糸から独自のチャートを作成します。

クリックして糸色
を追加

他のチャートから
糸色をコピー

クリックして改名 削除

新規のチャート名
を入力

My 糸チャート

My新規糸チャート

カラーパレット > カラーウェイの編集を使用し、既存のチャートを変更します。
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チャート間で色をコピーするには

1 選択 > 糸チャートの管理を選択します。あるいはカラーウェイの編集の My 刺繍糸

チャートボタンをクリックし、管理をクリックします。

2 糸チャートを新規作成するか、名前リストから既存のチャートを選択します。

3 コピーをクリックします。糸チャートをコピーダイアログが開きます。

4 名前リストから基にするチャートを選択します。

5 コピーしたい色を選択します。Ctrl か Shift を使用すると、色のグループ、あるいは一

定の範囲の色をコピーできます。

6 OK をクリックします。すべての色が新しいチャートにコピーされます。

糸の詳細を変更する

色は他のチャートからコピーしてきたり、混ぜ合わせることもできます。また既存の糸
のコード、詳細、ブランドや太さ等を設定することもできます。使用しない糸色は削除
しましょう。

糸チャート
を選択

クリックして
新規糸チャート
を作成

他のチャートから
糸色をコピー

糸チャート
を選択

コピーする
色を選択

カラーパレット > カラーウェイの編集を使用し、既存のチャートを変更します。
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糸の詳細を変更するには

 選択 > 糸チャートの管理を選択します。あるいはカラーウェイの編集の My 刺繍糸

チャートボタンをクリックし、管理をクリックします。

 糸チャートを新規作成するか、名前リストから既存のチャートを選択します。

 追加をクリックして独自の色を追加するか、編集で選択した糸の詳細を変更します。

 糸色のコード、名前、チャートを入力します。

コードはブランド内での糸色の識別番号です。

 適切な糸の太さを選択します。これらの数値は自動間隔テーブルで特定のステッチ長

に使用された数値に追加されるか、差し引かれます。

参考　細く軽量な糸は糸切れを防ぐよう刺繍機の動作を遅くする為、生産環境ではあ
まりうまく稼動しません。しかしこのような糸はとても小さなレタリングや、細部の
あるデザインに適しています。

 ドロップリストのその他の色をクリックし、他の色を見るか、自分で色を作成します。

 必要に応じて糸を削除します。

 削除をクリックし、個々の糸を削除します。

 すべて削除をクリックし、すべての糸を削除します。

太さ 説明 初期設定

A 標準刺繍糸（約 40 デニール） 0.01

B 標準より太め（約 30 デニール） 0.03

C 標準より細め（約 80 デニール） -0.03

D とても細い（約 100 デニール） -0.06

糸チャート
を選択

糸の詳細を入力

糸の太さを選択

色を選択 /
作成

1234

Myブランド

濃い紫
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関連項目

 サテンの自動間隔

テンプレートに初期設定の糸チャートを保存する

初期設定の糸チャートはカラーウェイの編集で選択して保存し、NORMAL テンプレートに
保存することができます。または使用している特定の糸チャートやステッチ設定を専用
のテンプレートとして保存することができます。

関連項目

 テンプレートを扱う

既存の NORMAL
テンプレートを上書き

するか、新規で作成する
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第 6 章

デザインを管理する

デザインライブラリはデザインを管理ツールです。 お使いの PC や会社のネットワークに
保管されているデザインやイメージを参照するのに使用します。 デザインライブラリ 機
能は Windows エクスプローラーにアクセスすることなく、デザインの検索 / 管理を素早
く効率的に行うことができます。 EmbroideryStudio で使用するフォーマットはすべて認
識されます。 お使いのネットワークにあるすべての刺繍デザインを簡単に検索、分類、参
照することもできます。

Windows エクスプローラーを使用したことがあるユーザーの方は、直感的に使用していた
だけると思いますが、 いくつか異なる点があります。 デザインライブラリは「バーチャル
ライブラリ」でお使いのコンピューターにあるどのデザインでもロケートでき、ナビ
ゲーション枠に表示することができます。 ハードディスク、記憶メディア、ローカルネッ
トワークにある刺繍デザインを含むフォルダーはナビゲーション枠に追加することがで
きます。 

デザインライブラリは :

 お使いのハードドライブ、ネットワークドライブ、USB または ZIP ドライブなどの記憶

メディアにあるイメージファイルやデザインを検索できます。

 デザインのタイトル、テーマ、製作者、タグなどの情報で検索できます。注文情報は

デザインファイルと関係付けることができます。

 プレビュー枠またはデザインプロパティドッカーでデザイン情報をプレビューできま

す。

 管理しやすいようカテゴリー別に分類できます。 「バーチャルライブラリ」にデザイ

ンフォルダーを追加または削除します。
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 見積もり、注文、承認作業を記録し、管理します。

 選択したデザインファイルを DST、EXP、SEW などの工業用刺繍フォーマットに一括変換

できます。

 選択したデザインを印刷したり、刺繍機やマシンがアクセスできるフォルダに送信し

ます。

 デザインライブラリを使用し、見積もり、注文、承認作業を管理します。

デザインライブラリのレイアウト

デザインライブラリはモードツールバーからアクセスすることができます。

ライブラリにはツールバー、ナビゲーション枠、デザイン表示エリア、デザイン詳細枠、
デザインプロパティドッカーの 5 つのメイン部分からなります。 外観はお使いのオペレー
ティングシステムにより多少異なります。

ライブラリの構成は以下の通りです。

デザインライブラリと
Wilcom デコレーション間を切り替える

ナビゲーション枠

デザイン表示
エリア

詳細枠

表示（デザイン管理）

デザイン管理

構成要素 機能

ナビゲーション枠 デザインライブラリのナビゲーション枠はお使いの Windows エクス
プローラーのフォルダ構成の完全な複製ではありません。 刺繍デザ
インとマルチデコレーションデザインを含むフォルダのみ抜粋され
ています。 お使いの PC やネットワークにあるフォルダを選択して追
加することができます。



第 6 章   デザインを管理する 106

ネットワークフォルダのデザインを表示する

デザインライブラリからデザインフォルダへのアクセス方法は、Windows エクスプロー
ラーでの参照方法に似ています。 ネットワーク上のデザインフォルダへのアクセス権は、
システム管理者が決定したネットワークへのアクセス権で制限されています。 デザイン
フォルダにあるサポートされているファイルタイプはどれでも表示することができます。 

デザイン表示
エリア

デザイン表示エリアは選択したフォルダーにある、設定したフィル
ターや表示 ( デザインライブラリ ) ツールバーに入力したキーワー
ドで検索したデザインを表示します。 

･ ツールバーで表示するデザインをフィルターにかけます。

･ 選択したデザインを右クリックしポップアップメニューにアクセ
スします。 ソフトウェアから離れることなくツリー内のフォル
ダーを切り取り、コピー、削除することができます。

･ デザインとフォルダーを圧縮することもできます。

詳細枠 デザインが選択されている場合、概要情報がプレビュー枠に表示さ
れます。

デザインプロパ
ティドッカー

このドッカーでデザインの詳細がチェックできます。 デザインの承
認やステッチを行なう前にチェックするとよいでしょう。 概要と注
文情報はデジタイザーやセールスチームから提供されるでしょう。 
この情報は承認シートや製作ワークシートで印刷できます。

ツールバー

モード Wilcom デコレーションに切り替え、刺繍デザインのデジタイズや編
集を行ないます。

デザイン管理 選択したまたは 近開いたデザインを開き、切り取り、コピー & 貼
り付け、変換、印刷したり、刺繍機やデータメディアに出力しま
す。

表示 ( デザインラ
イブラリ )

検索や分類は刺しゅうライブラリー全体でも選択したフォルダーの
みでも行うことができます。 デザインを含んだフォルダの検索や管
理を行います。

構成要素 機能

モード > デザインライブラリをクリックし、デザインライブラリウィンドウを
開き デザインの検索やカタログを作成したり、見積もり、注文、承認を行ない
ます。

表示 > レイアウトを使用し、ナビゲーション枠、詳細枠、プレビュー枠の表示
をオン / オフにします。
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デザインは検索、分類、並び替え、参照することができます。 モードのデザインライブラ
リアイコンをクリックし、 デザインライブラリを開きます。

デザインライブラリは「バーチャルライブラリ」でお使いのコンピューターにあるどの
デザインでもロケートでき、ライブラリに表示することができます。 このフォルダはその
他の Windows ライブラリと一緒に Windows Explorer で表示されます。 

パネルを
オン / オフ

ナビゲーション枠

Windows ライブラリの中に
刺繍ライブラリが

表示される
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フォルダは Windows Explorer とデザインライブラリ両方に追加することができます。 初
期のフォルダ構成はソフトウェアをインストールした時に作成されますが、 刺繍デザイン
やイメージを含んだフォルダはデザインライブラリに追加し、表示することができます。

参考　Windows Explorer と同様に、デザインライブラリの表示は、F5 を押してリフレッ
シュすることができます。

デザインの表示を変更する

デザイン管理ツールバーで、ナビゲーション枠の表示とサムネイルの表示方法をコント
ロールします。 表示を変更ドロップリストを使用して希望のフォーマットのデザインを表
示します。

刺繍フォルダ

フォルダを追加

表示 > 表示を変更を使用し、サムネイルのみ、サムネイルとステッチの詳細、
概要情報のみを選択します。

デザインをアイコン
またはリストで表示
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参考　Windows Explorer と同様に、デザインライブラリ表示は F5 を押してリフレッシュ
することができます。

デザイン情報を表示する

初期設定の詳細コラムはファイルの種類によって変化し、MS Windows(R) によってコント
ロールされます。 しかしデザインライブラリは、刺繍ファイルから生成されたデータ用の
追加コラムがあります。ここには、デザインステータス、顧客名、注文日などが含まれ
ます。このような詳細は主に EMB で使用することを目的とされていますが、その他の刺
繍フォーマットにも適用することができます。

詳細ビューでデザインのリストを表示する場合、コラムはどの順番にでも検索基準でも
アレンジすることができます。詳細コラムは EMB ファイルでも Windows の初期設定にリ
セットされてしまうことがあります。初期設定のレイアウトに戻るには、詳細コラムを
リセットボタンをクリックします。

デザインを分類する、並び替える

デザインのリストは分類したり、並び替えすることができます。

表示 > 詳細コラムをリセットを使用し、詳細ビューに表示されているコラムを
初期設定のレイアウトにリセットします

初期設定により
リストされている

刺繍データ

リスト表示で
コラムのヘッダー

をクリック

ドロップリストと
ボタンで分類
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分類と並べ替えドロップリストは注文も管理できる便利な機能です。

圧縮デザインを表示する

圧縮フォルダのデザインを表示します。 圧縮フォルダ内のコンテンツはサムネイルイメー
ジで表示できないという制限があります。

関連項目

 利用可能なファイルとディスクフォーマット

デザインライブラリ からデザインを開く

デザインファイルは大きく分けて、刺しゅうファイルとマシンファイルの 2 つに分類さ
れます。 デザインファイルは Wilcom デコレーションで開き編集するファイルです。 マシ

分類と並べ替え

圧縮フォルダに
アクセス
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ンファイルは刺繍機に送信するファイルを指します。 これら 2 つのフォーマットには多少
の相互互換性があります。

関連項目

 デザインをフィルターにかける

 デザインファイルを開く

 既存のデザインから新規ファイルを開く

 マシンファイルを開く

デザインをフィルターにかける

刺繍ライブラリをファイルのカテゴリ（デザインファイル、マシンファイル、またはす
べて）でフィルターにかけることができます。

デザインライブラリで使用できるフィルターの種類：

 Wilcom で使用できるデザインファイルすべて :EMB。ART、JAN

 DST、EXP、JEF などのマシンフォーマットすべて

 EmbroideryStudio で読み込めるイメージファイル（ベクターとビットマップ両方）す

べて

関連項目

 利用可能なファイルとディスクフォーマット

 マシンファイルを扱う

ファイルタイプでデザインを
フィルターにかける
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デザインファイルを開く

「オールインワン」または「アウトライン」ファイルとしても知られるデザインファイル
は、オブジェクトのアウトライン、オブジェクトプロパティ、ステッチデータを含むハ
イレベルのフォーマットです。 このソフトウェアでデザインファイルを開くと、対応する
ステッチタイプ、デジタイズ方法、効果が適用されます。 デザインファイルはステッチの
密度や質を変えることなくサイズ変更、変形、アウトラインの変形を行なうことができ
ます。 編集後はデザインを使用可能なファイルフォーマットに保存します。

デザインライブラリは複数のデザインをそれぞれ独立したタブで開くことができます。 
Ctrl を押しながらデザイン ( 複数）をクリックし、選択を開くをクリックします。

注意　あまり多くのデザインを一度に開き過ぎないようにしましょう。 ライブラリにある
すべてのデザインを選択し、選択を開くをクリックして開くことはできますが、 途中で
キャンセルすることはできあず、またコンピューターのメモリを使い切ってしまうこと
もあります。

マシンファイルを開く

刺繍機により使用する「言語」は異なります。 各マシンは機能に対してそれぞれ独自のコ
マンドを持っています。 マシンファイルは「ステッチ」ファイルとしても知られており、
刺繍機で直接使用されるローレベルフォーマットです。 このフォーマットには各ステッチ
の位置、長さ、色に関する情報が含まれます。 ソフトウェアに読み込まれたマシンファイ

デザイン管理 > 選択を開くを使用し、刺しゅうライブラリで選択したデザイン
を開きます。

開きたいデザイン
（複数可）を選択



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 113

ルはアウトラインやステッチタイプなどのオブジェクト情報を含みませんが、デザイン
をステッチの集合体として表します。 

一般的にマシンファイルは拡大 / 縮小に向いていませんが、当ソフトウェアはステッチ
データからオブジェクトのアウトライン、ステッチタイプ、ステッチ間隔をある程度認
識することができます。 初期設定ではマシンファイルはソフトウェアで開く際にアウトラ
インとオブジェクトに変換されます。 これら認識されたデザインのサイズは変更すること
ができ、ステッチは新しいアウトラインで計算されます。 この処理はほとんどのステッチ
デザインに効果的ですが、基のアウトラインと質が同じというわけではなく、ファン
シーステッチの中には扱えないものもありますので注意が必要です。

関連項目

 マシンファイルを扱う

グラフィックファイルを開く

ベクターとビットマップ（ラスター）フォーマットのイメージは、デザインライブラリ
を介して EmbroideryStudio で開くことができます。 両方のファイルタイプのサンプルは
EmbroideryStudio と共に、下図に示されているようにピクチャライブラリにインストー
ルされます。

CDR ファイルのサポートの拡大

デザインライブラリでは CDR ファイルのサポートが拡大しました。 含まれるもの :

右クリックで Windows 操作（開く、･･･で開く）で直接 CorelDRAW グラフィックスにア

クセス あるいは、ダブルクリックで初期設定テンプレートを使用した CDR ファイル
を開く

アウトラインのない、
マニュアルステッチのみのマ

ニュアルオブジェクト

グラフィックファイルで
フィルターにかける



第 6 章   デザインを管理する 114

Windows エクスプローラーから CorelDRAW グラフィックスにドラッグ & ドロップ

Wilcom デコレーションにドラッグ & ドロップ

スタンドアロンの CorelDRAW(R)Graphics Suite にドラッグ & ドロップ

メモ　CorelDRAW(R)Graphics Suite で使用できるイメージファイルのフォーマットの詳
細は、 MS Windows(R) のスタート > プログラムグループから
CorelDRAW(R)Graphics Suite の電子ユーザーガイドをご覧ください。 またはオンスク
リーンのヘルプメニューをご覧下さい。

関連項目

 ビットマップをデジタイズする

既存のデザインから新規ファイルを開く

オリジナルのデザインを開く代わりに、選択から新規作成を使用することができます。
デザインのコピーを新しいデザインタブに開くので、オリジナルのデザインファイルは
そのまま残しておくことができます。 左クリックで初期設定テンプレートを使用します。
右クリックで、ダイアログから別のテンプレートを選択します。 選択は記憶され、次回こ
のコマンドが発動した際に使用されます。

選択から新規作成コマンドは、Corel CDR を含むグラフィックファイルを開くのにも使用
することができます。 CDR の場合、新しいファイルは EmbroideryStudio で CorelDRAW グ
ラフィックスに切り替える前に開きます。

参考　デザインを他のデザインの中に開きたい場合は、Wilcom デコレーションの刺繍を
インポート機能を使用します。 デザインやデザイン項目を一つのデザインレイアウトに組
み合わせることもできます。 

デザイン管理 > 選択から新規作成を使用し、デザインライブラリで選択したデ
ザインをベースに新規デザインを作成します。

テンプレートを選択

自動生地をアクティ
ブにし、ターゲット
となる生地を選択

背景色と生地見本を
設定

ターゲットとなる
マシンフォーマット
を選択

初期設定として
保存
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関連項目

 オブジェクトとデザインを合成する

 テンプレートを扱う

刺繍クリップアートでデザインを挿入する

刺繍クリップアート機能はパワフルな生産性を高めるツールで、頻繁に使用する項目を
再利用することができます。EmbroideryStudio をインストールすると、刺繍クリップ
アート機能はデザインライブラリとサンプルクリップアートライブラリと共にインス
トールされます。

初めて EmbroideryStudio を開く際、サンプルライブラリに含まれているデザイン項目が
表示されます。検索機能で、名前、キーワード、色数、ステッチ数などでリストをフィ
ルターにかけます。適切なデザイン項目を見つけたら、「刺繍クリップアート」として現
在のプロジェクトにドラッグ & ドロップします。デザインに合うようにサイズ変更しま
す。ステッチの色はデザイン内のカラーパレットに追加されます。

参照ボタンで、お使いのシステムのデザインライブラリフォルダ folder on your 
system. 例えば、リースとリボンや葉っぱ、花などの構成要素を一緒にしたい場合、ク
リップアートライブラリでは簡単に行なうことができます。

デザインライブラリを使用し、クリップアートフォルダのデザイン項目を管理します。 デ
ザインプロパティで、保存したデザイン項目にそれぞれ名前とキーワードを割り当てま
す。 キーワードは、増え続けるクリップアートライブラリを整理するのに重要な役割を果
たします。 適切な項目を検索するのには時間がかかりますが、キーワードを使用すれば対
象を絞ることができます。 一つのクリップアート項目に、キーワードはいくつでも割り当
てることができます。 下記をご覧下さい。

ドッカー > 刺繍クリップアートを使用し、ドッカーの表示をオン / オフにしま
す。 刺繍項目の登録、または検索に使用します。
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関連項目

 オブジェクトとデザインを合成する

 デザインを挿入する

デザイン情報を表示 & 管理する

デザインの詳細はデザインプロパティドッカーで管理しチェックすることができます。 デ
ザインの承認やステッチを行なう前にチェックするとよいでしょう。 概要と注文情報はデ
ジタイザーやセールスチームから提供されるでしょう。 この情報は承認シートや製作ワー
クシートで印刷できます。 ファイルを選択し、表示ツールバーまたはデザインメニューか
らデザインプロパティを選択します。

デザインライブラリのすべてのデザインは、簡単に検索できるようタグ付けすることが
できます。 デザインのタイトル、テーマ、製作者、タグなどの概要情報はすべてカスタマ
イズすることができます。 注文情報はデザインファイルに関連付けることができます。 追
加した情報は実際のデザインファイルに保存され、EmbroideryStudio で表示することが
できます。 デザインの詳細はデザインウィンドウで開かずにデザインライブラリで編集す
るとよいでしょう。 これによりそのものを変更することなく詳細のみを入力 / 変更するこ
とができます。

注意　デザインプロパティドッカーで情報をアップデートする場合、インデックスが
アップデートされるのに多少の時間がかかることがあります。

概要タブ

デザインの概要情報は、概要タブで表示し、編集することができます。 一般的にこの情報
は検索能力をアップさせます。 この情報を使用しデザインを製作者、タイトル、テーマご
とに検索します。 タグを追加し、更に細かく検索することもできます。 情報をドッカーま

表示 ( デザイン管理 ) > デザインプロパティを使用し、デザインの承認作業や縫
製を行なう前に、デザインの詳細を表示し変更します。

ファイル情報を
表示

分かりやすい
タイトルを追加
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たは詳細枠（アクティブの場合）で追加できます。 保存をクリックし、デザインファイル
に詳細を保存します。

フィールドをクリックし、後日デザインを識別するのに役立つ内容を入力します。 このタ
ブの情報はすべて製作ワークシートに含めることができます。 以下の情報タイプを含める
ことができます。

関連項目

 デザインのレポートをプレビューする

フィールド 詳細

タイトル 初期設定ではファイル名となります。 検索しやすいように特定の名称を
追加します。 この名称は承認シートやワークシートに表示されます。

テーマ デザインがカタログされる第一カテゴリ（例 : ファイルを含むフォルダ
の名前）と同じにします。

製作者 デジタイザーまたはデザイナーの名前。製作ワークシートのフッターに
記載されます。

タグ 可能性のあるデザインライブラリの検索のキーワード

コメント これらのコメントは生産スタッフ用に製作ワークシートに含まれます。
これにはマシンのオペレーター用の指示が含まれることもあります。

デザイン概要情報を編集
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デザインタブ

デザインタブは高さ、幅、ステッチ数、色などのデザインの詳細を表示します。 データは
デザインファイルから抽出され、項目以外は変更することができません。

フィールドに含まれるもの :

フィールド 詳細

ファイル名 選択したデザインのファイル名。 多くの場合、分類しやすいよう数字
や英数字で表されます。

タイトル 初期設定ではファイル名となります。 検索しやすいように特定の名称
を追加します。 この名称は承認シートやワークシートに表示されま
す。

高さ / 幅 デザインの範囲の高さと幅の合計。 

ステッチ数 デザインの合計ステッチ数。

色数 デザインで使用する糸色の数。

ストップ数 通常、色替えはストップ機能に関連しています。 マシンフォーマット
によりますが、デザインには次の作業の為、刺繍機が開始した針位
置に戻ってくるよう 後に余分なストップが含まれる場合がありま
す。

カラーウェイ数 デザイン中のカラーウェイの数。

糸切り数 デザイン中の糸切りの数。 糸切りの数は 小限に抑えるのが一般的で
す。 

色替え数 デザインをステッチするのに必要な色替えの数。

アップリケ数 デザイン中のアップリケオブジェクトの数。

シークイン数 デザイン中のシークインオブジェクトの数。

ブリング数 デザイン中のブリングオブジェクトの数。

EMB グレード 刺繍ファイルが「アウトライン」と「マシン」フォーマットに大別
されますが、各ファイルはネイティブデザイン (A)、ネイティブ以外
のアウトラインファイル (B)、ステッチの処理 (C)、ネイティブ以外
のステッチファイル (D) の 4 種類のいずれかに識別されます。

デザインプロパティ
（編集不可）

分かりやすい名前を
つける
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関連項目

 刺繍枠をセットする

 自動つなぎ糸を使用する

 刺繍ファイルのフォーマット

 マシンフォーマット

注文タブ

注文情報はデザインファイルに直接保存されます。 他のデータベースを使用せずに、使用
しているデザインを介して刺繍の注文を管理することができます。 情報は承認シートに含
まれています。

その他の注意点＆注目点：

 デザインプロパティドッカーのすべてのフィールドは、デザインライブラリで読み取

り & 書き込みができます。

EMB バージョン ファイルを作成した EmbroideryStudio のバージョン ( 例： ESe4.

ステッチフォー
マット

ファイルに適用する現在のマシンフォーマット。 これは通常デザイン
をステッチするのに使用した 後に使用した刺繍機に対応します。

オブジェクト数 デザイン中のオブジェクトの合計数。

フィールド 詳細

注文情報は承認シートに
含まれる

日付ピッカーは、地域設定による
データフォーマットを使用する

セッション間で使用できるよう、
顧客名リストを保管する

サイズを追加 / 削除

色を追加 / 削除
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 保存とリセットボタンで、アップデートしたフィールドが保存されたことを確認しま

す。

 色 / サイズ / 数量テーブルは、承認シートと製作ワークシートに含まれます。 

 ボタンをクリックし、行と列を追加します。 

 ダブルクリックで、セルを編集します。

 数値表示は地域設定を基にします。

 日付フィールドは地域設定を基にします。

関連項目

 見積もりと注文を管理する

糸色タブ

糸色タブは、各デザイン項目の色の順序とステッチ数を表示します。 項目は色替えと同じ
です。 このタブでは価格計算等に便利な糸の使用量の見積もりも表示されます。 この情報
はデザインライブラリで見ることはできません。 デザインはまず Wilcom デコレーション
で開く必要があります。

関連項目

 デザインプロパティの糸色

 項目に名前をつける

 刺繍糸を割り当てる

 糸の使用量を見積もる

 糸の詳細を変更する

 その他のオプションを設定する

ステッチタブ

ステッチタブは、主に刺繍機のオペレーターが使用する専門的な縫製の詳細を表示しま
す。 この情報には使用する生地、使用する当て布、糸の合計の見積もりなどの詳細が含ま

糸色の詳細は
デザインライブラリ

で見れない
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れます。 これらは価格の設定や生産の見積もりに使用されます。 大口の生産を予定してい
る場合は、ステッチ長の計算を更に細かくすることができます。 

データはデザインファイルから抽出され、タイトルとステッチ計算以外変更することは
できません。 

フィールド 詳細

ファイル名 選択したデザインのファイル名。 多くの場合、分類しやすいよ
う数字や英数字で表されます。

タイトル 初期設定ではファイル名となります。 検索しやすいように特定
の名称を追加します。 この名称は承認シートやワークシートに
表示されます。

自動生地 現在のデザインで使用されている生地設定。 

使用する当て布 選択した生地タイプの推奨当て布を示しています。 

デザインエリア デザインで覆われたエリアの合計。刺繍枠のサイズ、生地の
長さ、3D フォームの大きさなどの見積もりやステッチする場
所にデザインがフィットするかの確認に使用します。

糸合計 デザインをステッチするのに使用する上糸の長さの合計を示
しています。

ボビン合計 デザインをステッチするのに使用する下糸（ボビン）の長さ
の合計を示しています。 この数値はビジネス慣行により在庫管
理に必要な場合があります。

ステッチ長の計算 使用する生地の厚さに準じた糸の使用量の見積もりを見直す
ことができます。 

左 / 右 / 上 / 下 デザインのスタート / エンド点が設定された場所によります
が、これらの数字はその点からの距離を示しています。 

大 / 小ステッチ長、
大 / 小ジャンプ長

デザイン内のステッチまたはジャンプの 大 / 少値を示し
ています。

デザインプロパティ
（編集不可）
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関連項目

 生地を扱う

 生地の管理

 刺繍枠をセットする

 糸の使用量を見積もる

ランタイムタブ

使用する刺繍機を定義すると、実行時間がデザイン > デザインプロパティダイアログの
ランタイムタブに表示されます。 このタブには使用可能な刺繍機とステッチ数と刺繍機の
基準を基に計算された実行時間がリストされます。 選択したマシンを基にした実行時間の
見積もりも製作ワークシートに含まれます。 この情報はデザインライブラリで見ることは
できません。 デザインはまず Wilcom デコレーションで開く必要があります。

関連項目

 マシン実行時間を見積もる

 見積もりと注文を管理する

ライブラリのデザインをロケートする

デザインライブラリは「バーチャルライブラリ」でお使いのコンピューターにあるどの
デザインでもロケートでき、ナビゲーション枠に表示することができます。 デザインライ
ブラリデザインはハードウェアや外部保存デバイスのどこに保存されていても構いませ
ん。 刺しゅうデザインを含んだフォルダはすべてナビゲーション枠に表示されます。

ライブラリを検索する

デザインライブラリでは、共有のローカルネットワークドライブにあるデザインを素早
く検索することができます。 これは複数のユーザーが複数のコンピューターで EMB やマシ

ランタイムの詳細は
デザインライブラリ

では見れない
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ンファイルまたはグラフィックファイルを作成しアクセスするようなビジネスに必要な
機能です。 

表示ツールバーで、名前やキーワードで検索したり、名前や更新日などの基準でデザイ
ンを並び替えます。検索フィールドはとてもパワフルです。

検索基準

プレビュー枠に表示されている情報ならば検索することができます。 まず検索するファイ
ルの種類を選択し、ドロップリストから検索基準を選択します。

一般的な業務用カテゴリーを含む、検索可能なフィールド：

 名前

 タイトル

 更新日

 注文 #

 注文日

 納期日

 注文メモ

 顧客名

 取引先担当者

 参照番号

検索ワードを
入力

検索文字列を
入力検索基準を選択

検索フィール
ドを消去

検索をするファイルの
種類を選択
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 担当者

 デザインステータス

検索基準（例： 納期日）を選択したら、2 番目のドロップリストで更に検索基準を選択し
ます。

検索文字列

任意で、検索文字列を直接検索フィールドに入力します（例：「colors<5」（5 色以下の
意）。「author:”Wilcom”colors:<5 stitches:<3000」と記入すれば、以下を条件をすべ
て含むデザインのみ検索されます :

「Wilcom」で作成されたもの

 5 色以下のもの 

 ステッチが 3000 以下のもの

必ず正しい構文を使用してください。 各フィールド名の後には必ずコロン「:」を記入し
てください。 「Wilcom」のような名前は二重引用符で囲みます（例 :“Wilcom”）。 他の
検索を行なう前に消去ボタンで検索フィールドを一掃します。

英語専用用語

用語の中にはデザインファイルに英語で埋め込まれているものもあります。 英語以外の言
語で検索する場合、このような「英語専用」用語は英語で入力しなければなりません。 以
下の用語は常に英語で表示されます。

 Colors ( 色数）

 Height （高さ）

 Machine（刺繍機）

 Objects（オブジェクト数）

 Stitches（ステッチ数）

 Trims（糸切り数）

 Width（幅）

メモ　2 文字の検索基準は、以下のようにスペースなしで入力してください。

更に検索基準を
選択

検索基準 入力

色替え数 Colorchanges

デザインステータス Designstatus

注文日 Orderdate

納期日 Orderduedate

注文メモ Ordernotes

プロダクトの色 Productcolors
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メモ　指定されていない用語で検索する場合、2 つの語はスペースで離して検索すると、
どちらかの単語を含むデザインすべてが検索されます。両方の単語を含むデザインを検
索したい場合は、単語の間に「+」を挿入します（例：koi+fish）。正確なマッチを検索
したい場合は、検索文字列に引用符を含めます（例：“my design”）。 

フォルダをライブラリに追加する

デザインライブラリは Windows の「バーチャルライブラリ」です。 フォルダを追加 / 削除
してもデザインライブラリのみ影響します。 お使いのハードドライブやネットワークの
フォルダー構成には影響しません。 ライブラリにデザインフォルダを追加するには、刺繍
ライブラリを管理機能を使用して、お使いのローカルネットワーク上にある、デザイン
を含んだフォルダを検索します。

プロダクトタイプ Producttype

担当者 Salesrep

検索基準 入力

デザイン管理 > 刺繍ライブラリを管理を使用し、既存のフォルダを刺繍ライブ
ラリから追加または削除し、素早い検索や選別を可能にします。

ローカルネットワークから
デザインフォルダを追加
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削除ボタンでデザインライブラリからフォルダを削除します。下位のフォルダはすべて
ナビゲーション枠から削除されます。 同じ機能はポップアップメニューからもアクセスで
きます。

共有ネットワークで素早く検索する

複数のコンピューターで EMB またはマシンフォーマットデザインを読み込み＆書き込み
しているビジネスでは、一般的に共有のネットワークフォルダにデザインを保存する必
要があります。 すべてのデザインファイルの保存場所の中心として、社内サーバーを設定
するのもよいでしょう。 サーバー上のフォルダをデザインライブラリを介して各クライア
ント PC に接続します。 素早い検索を行なう為に、デザインライブラリは Windows のイン
デックスを使用します。

共有ネットワークで素早い検索を設定するには

 Windows のファイルサーバーで、Windows Search サービスが起動していることを確認し

ます。 サーバーには 低でも Windows Server 2008 がある必要があります。 
EmbroideryStudio のあるバージョンをインストールする必要がある場合もあります。

ライブラリから
場所を削除
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 インデックス機能と共有するデザインフォルダを追加します。 コントロールパネル > 

インデックスのオプション > 変更に行き、正しいパスを選択します。

 EmbroideryStudio をインストールし、Shell Extension を登録します。 これによりサー

バーがより刺繍ファイルのプロパティのインデックスをつけることができます。

 サーバーがフォルダのインデックスをつけ終わると、ファイルサーバーを使用する各

PC 用にデザインフォルダをデザインライブラリに追加します。 上記をご覧ください。

メモ　素早い検索は、Windows ベースのオペレーティングシステムではない NAS タイプの
デバイスでは作用しません。

見積もりと注文を管理する

デザインライブラリでは見積もり、注文、承認を簡単に記録し管理することができます。 
これは特にデザインを特定の製品の特定の場所にステッチする必要がある「カスタムロ

ネットワーク上で共有する
デザインフォルダを選択
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ゴ」刺繍向けに作られています。 注文情報はデザインファイルに直接保存されます。 見積
もりと注文はデザインを解して管理することができます。

注文の詳細

基本的な注文の詳細は、EMB ファイルのプロパティとして保存されます。 英数字ならどれ
でも入力することができます。 フィールドに含まれるもの :

注文詳細を入力し
編集

フィールド 詳細

ファイル名 選択したデザインのファイル名。 多くの場合、分類しやすいよう
数字や英数字で表されます。

タイトル 初期設定ではファイル名となります。 検索しやすいように特定の
名称を追加します。 この名称は承認シートやワークシートに表示
されます。

デザインステータス デジタイズ過程と承認状況を表示します。 「記録済み」、「確認済
み」、「進行中」、「要チェック」など）

承認シートを印刷 承認シート印刷プレビューに移動します。 プリンターに送信、PDF
を作成、または E メールで送信することができます。

注文の詳細

注文 # 刺繍会社のお問い合わせ / 注文番号

注文日 注文を受けた日

納期日 注文を納品する日

注文メモ セールス / 注文スタッフ用の内部メモ。ここ以外に表示されませ
ん。生産スタッフ用の概要タブのコメントは製作ワークシートに
含まれます。

顧客の詳細

顧客名 顧客の名前または ID など

取引先担当者 取引先の担当者
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参考　すべてのスタッフが一貫した情報を入力できるよう、ガイドラインを作成しま
しょう。 EmbroideryStudio では内容のチェックや記載の強制は行なわれません。

関連項目

 デザインのレポートを印刷する

生産業務

EmbroideryStudio の「生産業務」は基本的に 1 製品につき 1 デザインです。 以下のよう
に定義されます。

 個別の刺繍デザイン

 特定のプロダクトの特定の場所にステッチする

 特定の注文番号は、特定の顧客の特定の日付に関連する

 注文数は色 / サイズ / 数量に分類される

注文によっては複数の生産業務を行なわなくてはならないものもあります。 その場合、各
業務で別々の EMB ファイルを使用します。 特定の注文の業務をすべて見るには、注文 # ま
たは顧客名などでデザインをリストします。

複数の生産業務のある注文

受け取った注文を完成させるのに複数の業務を行なわなくてはならない場合、各業務で
別々の EMB デザインファイルを作成します。 これには 2 通りあり、 各業務に対し同じ親番
号を持つ注文番号を別に作成します。 例えば：

または同じ注文番号は同じでファイル名を変更します。 例えば：

参照番号 顧客の参照番号 / 注文書番号など

担当者 顧客と取引する販売担当者の名前

プロダクトの詳細

プロダクトタイプ プロダクトまたはアイテムの種類 ( 例 : ポロシャツ）

位置 プロダクト上のデザインの位置

数量 デザインをステッチする合計枚数

プロダクト ブランド、スタイル、コード、プロダクト名

プロダクトの色 プロダクトの色コードや名前など

色 / サイズ / 数量 プロダクトの色、サイズ、数量を並べたもの

フィールド 詳細

業務 注文 # ファイル名

1 12345-1 DesignFile

2 12345-2 DesignFile

業務 注文 # ファイル名

1 12345 DesignFile-1

2 12345 DesignFile-2
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デザインステータス

デザインステータスはスタッフが手作業で変更します。 デザインはステータスごとに検
索、グループ化、管理することができます。 ドロップリストには以下の初期設定ステータ
スが含まれて居ます。

これは次に行なう作業ではなく、行なった作業を設定します。 ステータスはデザインライ
ブラリでモニターすることができます。

生産業務をグループ化する & 並び替える

デザインライブラリを使用し、注文に関連するすべての業務を注文番号で検索し、並び
替えることができます。 更に以下のことができます。

 分類 : デザインステータス、顧客名、注文、注文日、納期日、プロダクトタイプ

 並べ替え : デザインステータス、顧客名、注文、注文日、納期日、プロダクトタイプ 

注文の追跡

注文の追跡は通常以下のステップで行います。

 基本的な注文の詳細とステータスをEmbroideryStudioに入力し、EMBデザインファイル

に保存します。

 デジタイズするリクエストがでている新しいファイル、または

 すでにデジタイズした EMB デザインで、新しい注文に使用するもの

 デザインライブラリは自動的に注文とデザインの詳細を作成します。

 デザインライブラリを使用しデザイン、見積もり、注文、承認を管理します。 以下の

項目によりデザインを参照、リスト、検索することができます。

 顧客名

 注文

 日付

 サイズ

 デザイン名

 詳細など

 注文の詳細は承認シートに印刷でき、顧客の承認を受けるよう E メールで送信できま

す。

 注文の詳細は生産スタッフ用に製作ワークシートに印刷できます。

 デザインステータスは注文の流れを追跡、管理します。以下のデザインのリストが含

まれます。

ステータス 状況

1- リクエスト済み 新しいデザインをデジタイズするリクエストを行なった状態

2- 割り当て済み デザインを刺繍デジタイザーを割り当てた状態

3- デジタイズ済み デジタイズ終了 ﾐ 内部でデザインをチェックする準備ができた状
態

4- やり直し デジタイズをチェックしたが、欠陥が見つかった状態 ﾐ 修正が必
要

5-Ok デジタイズをチェックし、合格だった状態 ﾐ チェックと承認の
為、担当者が顧客に送信

6- 顧客に送信済み 担当者が顧客に承認の為デザインを送信した状態

7- 承認済み 担当者が顧客の承認を受けた状態

8- 生産中 デザイン生産中

9- 完了 生産完了
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 デジタイズするデザイン

 顧客承認待ちのデザイン

 生産準備のできたデザインなど

担当による注文の追跡

注文の準備や管理には多くの作業が関係します。

すべてのスタッフ

デザインライブラリにアクセスできるすべてのスタッフが行なえること :

 デザインの検索と表示

 デザインプロパティの管理と変更

 デザインのリクエストを作成

 実際のデザインの作成と変更

 デザインのステータスのアップデート

セールス & カスタマーサービススタッフ

刺繍のセールスとカスタマーサービススタッフは以下のようなワークフローを使用しま
す：

 新しいデザインのリクエストを作成し、新規または既存のデザインに注文の詳細を入

力します。

 見積もり用の価格設定の助けとなるステッチの見積もりを確定します。

 刺繍をするプロダクト上にイメージやデジタイズしたデザインをのせビジュアル化し

ます。

 デザインの縫製時間と所要時間を見積もります。

 承認シートを顧客の承認を得る為に E メールします。

 デザインと顧客の承認ステータスを追跡します。

 承認された作業をデジタイズや生産にまわします。

デジタイズマネジャー & スタッフ

デジタイズマネジャーとスタッフは以下のようなワークフローを使用し、デザインの計
画と管理を行ないます :

 顧客名、注文、日付を基に注文を見直します。

 デジタイズ過程と承認状況を表示します。 必要に応じてスタッフが手作業でステータ

スをアップデートします。

 デザインはステータスごとに検索、グループ化、管理することができます。

 新規でデジタイズしたデザインや編集したデザインの内部のステータスの追跡と管理

をします。

 新旧デザインを顧客、注文、日付、その他の作業の詳細で追跡と管理をします。

生産マネジャー & スタッフ

生産マネジャーとスタッフは以下のようなワークフローを使用し、生産作業の計画と管
理を行ないます :

 生産用に承認された注文を見直します。

 以下を含む注文の詳細をチェックします。
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 どのデザインをどの注文に使用するか

 どのプロダクトのどの位置に何枚刺繍するか

 色 / サイズ / 数の詳細

 デザインの縫製時間と所要時間を見積もります。

 注文期限、デザインの統計、仕事量などから生産のスケジュールを立てます。

デザインを変換する

初期設定の EmbroideryStudio では、デザインは Wilcom 由来の EMB フォーマットに保存
されます。 このフォーマットにはデザインを刺繍したり、変更するのに必要な必要な全て
の情報が含まれます。 デザインライブラリの変換機能は EMB や使用可能なデザインファイ
ルタイプに一括変換することができ、またその逆も可能です。 また DST、EXP、SEW などの
マシンファイルフォーマットも一括変換することができます。 

デザインを変換するには

 変換するファイルを選択し、選択デザインを変換アイコンをクリックします。 ソフト

ウェアで使用可能なマシンファイルフォーマットがリストされたダイアログが開きま
す。

 変換するファイルのタイプを選択します。

 参照をクリックし、変換したデザインを保存するフォルダーを選択します。

 変換をクリックし、変換を開始します。 指定したフォルダに変換したデザインが保存

されます。

関連項目

 マシンファイルを扱う

 コネクションマネジャーにデザインを送信する

 利用可能なファイルとディスクフォーマット

デザイン管理 > 選択デザインを変換を使用し、刺しゅうライブラリーで選択し
たデザインを別のマシンファイルの種類に変換します。

変換するマシンファイル
フォーマットを選択

保存先フォルダを選択
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選択したデザインを出力する

コネクションマネジャーを介して、ステッチするデザインを刺繍機に送信します。 プリン
ターやプロッターで選択したデザインのレポートを作成します。 レポートには製作ワーク
シート、アップリケパターン、カラーフィルムや選択したデザインのカタログ、リスト
を含むことができます。

デザインをマシンに送信する

EmbroideryStudio では様々なマシンの種類をサポートしています。 マシンの中にはシリ
アル（COM）または USB ポートとケーブルを介してお使いの PC に直接接続できるものが
あります。 その他のマシンはファイルを配置する特定のネットワーク場所や「ウォッチ
フォルダ」が必要になる場合があります。 旧式の刺繍機では直接接続をすることはできま
せんが、マイカード (ATA カード ) とまたは USB メモリースティックを読み込むことがで
きます。 コネクションマネジャーは、取り外し可能なメディアや第三者接続ソフトウェア
として表示されるマシンに接続できます。 一旦 EmbroideryStudio で設定すると、クリッ
クひとつでデザインをマシンに送信できます。

メモ　デザインはコネクションマネジャーを介して、1 回にひとつずつ送信することがで
きます。

関連項目

 マシンファイルを扱う

 コネクションマネジャー用にマシンを設定する

 マシンフォーマット

選択したデザインを印刷する

選択したデザインはサムネイルと共にワークシートに印刷できます。 このオプションはデ
ザインと縫製情報を提供します。

選択したデザインを印刷するには

 並べ替えを使用し、印刷用にデザインを並べ替えします。

 デザインを選択し、選択を印刷アイコンをクリックします。 デザインを印刷ダイアロ

グが開きます。

デザイン管理 > コネクションマネジャーに送信を使用し、刺繍ライブラリで選
択したデザインをステッチします。

デザイン管理 > 選択を印刷を使用し、刺しゅうライブラリで選択したデザイン
を印刷します。
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 印刷物をカスタマイズするには、オプションをクリックします。

 デザインのレポートオプションを設定し、使用するフォーマットで希望の情報を含め

ます。

 ワークシートタイプパネルには、更にカスタマイズを行なえるオプションがありま

す。 

 OK をクリックし、Windows の印刷設定ダイアログで正しくプリンターの設定が行なわれ

ているか確認します。 プリンタにより使用できるダイアログと設定は異なります。 詳
細はプリンタのマニュアルをご覧下さい。

関連項目

 デザインのレポートを印刷する

 デザインのレポートをカスタマイズする

レポートタイプ 目的

承認シート 生産スタッフ用ではなく、顧客用です。 顧客は注文したものを確
認し、承認することができます。 

製作ワークシート 生産スタッフ用です。 ボビンの長さ、デザインサイズ、生地など
製作に関わるすべての情報が記載されています。

製作の概要 デザインと関連するカラーウェイの 2 つの概要テーブルを含ん
でいます（カラーウェイ概要テーブルとデザイン概要テーブ
ル）。 

アップリケ
パターン

アップリケパターンはデザインから分離したアップリケパター
ン（カッター情報）を含み、 生地からピースを切り出す際のガイ
ドに使用することができます。 含まれるアップリケピースも表示
されます。

カラーフィルム 色の順序は、デザイン中の色のリストと各色レイヤーの色とス
テッチ情報を掲載します。 これはマシンのオペレーターが刺しゅ
うする色の順番を知る手助けになります。



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 135

デザインカタログを印刷する

印刷するデザインのカタログには、デザインのサムネイルと詳細（文字数制限あり）を
含むことができます。 ニーズに合わせてカタログを印刷できます。

デザインカタログを印刷するには

1 デザインライブラリを開き、デザインをフィルターにかけます。

2 カタログに含めたいデザインを選択します。

3 デザイン管理 > 選択をカタログに印刷を選択します。 カタログの印刷オプションダイ

アログが開きます。

4 必要に応じて設定を調整します。

 倍率 (%) を変更し、サムネイルのサイズを調整します。

 カタログのフォーマットを選択します（デザインの詳細ある / なし）。

 出力先を選択します（PDF ファイルまたは実際のプリンター）。

デザイン管理 > 選択をカタログに印刷を使用し、選択したデザインをカタログ
に印刷します。

デザインの詳細あり / なしで
サムネイルを選択
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5 印刷をクリックします。 デザインを印刷ダイアログが開きます。

6 プレビューをクリックし、カタログを表示します。

7 デザインを印刷するには、オプションを設定します。

 印刷開始 : プリンターにデザインのレポートを送信します。

 PDF に保存 :PDF にレポートを保存します。 ハードドライブまたはネットワーク場所

に保存するよう指示があります。

 EメールでPDFを送信:レポート(通常承認シート）をPDFでメールに添付して送信し

ます。 PDF は顧客名、注文番号、現在の日付を自動的に特定します。

参考　カタログが 2 ページ以上になる場合、MS Windows(R) 印刷設定ダイアログで印
刷するページを選択できます。

関連項目

 デザインを分類する、並び替える

 デザインのレポートを印刷する
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デザインリストをエクスポートする

デザインリストをエクスポートオプションは、選択したフォルダーのデザインのリスト
を印刷するのに使用することができます。 このオプションはスプレッドシートに簡単にイ
ンポートできるデザインのレポートを作成することができます。 これはファイル名でデザ
インを管理したい場合に便利です。

デザインリストをエクスポートするには

 使用したい測定単位（メートル法または U.S. インチ）をプリセットします。

 デザインライブラリを開き、デザインフォルダーを選択します。

 エクスポートするデザインを並び替え、フィルターにかけます。

 エクスポートリストに含むすべてのファイルを選択します。

 デザインリストをエクスポートアイコンをクリックし、保存場所を選択しリストを保

存します。 タブ区切りまたはカンマ区切りファイルで保存するかを選択します。

デザイン管理 > エクスポートデザインリストを使用し、選択したファイルをほ
とんどのスプレッドシートで使用できる CSV フォーマットにエクスポートしま
す。
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 スプレッドシートでテキストファイルを開き、並び替えや印刷を行います。

参考　TrueView はデザインを実際の色で表示することができます。またデザインは使用
する生地を背景にすることができ表示することができ、 スクリーンイメージは PNG フォー
マットでキャプチャでき、E メールの添付で送信できます。
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パート 2

ハードウェア &ソフトウェア

の設定

お持ちの特定の設備と共に使用するには、EmbroideryStudio が適切に設定されている必
要があります。お持ちのデザイン設備に合わせたソフトウェアの設定も必要となるで
しょう。

システムの設定

この章では、TrueView 表示、グリッド間隔と位置、デザインウィンドウのスクロールオ
プションの変更の仕方を説明しています。デザインの自動保存機能設定、マウスカーソ
ルの表示方式や貼り付けオプション等に関するオプション設定について説明しています。
詳細はシステムの設定をご覧ください。

ハードウェアの設定

この章では、デジタイズタブレットとマシンの設定に関して説明しています。またモニ
ターのスクリーン解像度を計測し、刺繍デザインを実寸表示させる設定も行えます。詳
細はハードウェア設定をご覧ください。

マシンフォーマット

この章では、他のフォーマットを使用したデザインとその出力の為のマシンフォーマッ
トの選択方法について説明しています。また特定のマシンの必要条件にあうように、マ
シンフォーマットのカスタマイズの方法に関しても説明しています。詳細はマシン
フォーマットをご覧ください。
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第 7 章

システムの設定

EmbroideryStudio では、デザインの表示、デザイン情報の表示、デザインウィンドウの
表示など様々な設定を行なうことができます。

表示オプションを設定する

刺繍デザイン項目やグラフィック項目を表示するオプションは、プリセットすることが
できます。

デザインの表示オプションを設定する

EmbroideryStudio ではステッチ、アウトライン、背景の生地等の要素の表示 / 非表示が
選択できます。また TrueView 設定を変更することもできます。

標準 > オプションを使用し、デザイン表示、グリッド & ガイドなどの設定オプ
ションにアクセスします。
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デザインの表示オプションを設定するには

 オプションアイコンをクリックするか、設定 > オプションを選択します。

 表示する表示オプションを選択します。これらは表示ツールバーにあるボタンと同じ

制御をしますが、違いはここでの選択は初期システム設定に影響します。

 TrueView オプションをクリックし、TrueView 設定を調整します。

 希望の TrueView の外観になるよう、糸の太さと光源を調整します。これらの設定は印

刷した TrueView「TrueView プリント」の外観にも影響します。

メモ　この糸の太さ設定は TrueView 表示のみ影響し、実際の糸の太さの値には影響し
ません。

関連項目

 刺繍構成要素を表示する

 デザインの構成要素を表示する

 デザインをグラフィックに出力する

表示するデザイン要素
を選択

糸の太さを選択

光源を選択

TrueView- 糸 : 太い、光源 : 上方 TrueView- 糸 : 細い、光源 : コーナー
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イメージ表示オプションを設定する

ステッチがよく見えるように、ビットマップイメージの下絵を霞ませることができます。
また色のついたベクターイメージのアウトラインのみの表示ができます。

イメージ表示オプションを設定するには

 ビットマップ表示またはベクター表示アイコンの何れかを右クリックします。オプ

ション > グラフィックを表示ダイアログが開きます。

 ビットマップイメージの下絵を霞ませるには、グラフィックを霞ませるチェックボッ

クスを選択します。

 色のついたベクターイメージのアウトラインのみ表示するには、ワイヤーフレームを

表示チェックボックスを選択します。

グリッド表示オプションの設定

EmbroideryStudio には刺繍オブジェクトを正確な位置に並べたり、サイズを揃えたりす
るのに役立つグリッド線が用意されています。ルーラーとガイドライン表示機能はオブ

表示 > ビットマップ表示を使用し、ビットマップイメージを表示 / 非表示にしま
す。右クリックでイメージの表示オプションを設定します。

表示 > ベクター表示を使用し、ベクターグラフィックを表示 / 非表示にします。
右クリックでイメージの表示オプションを設定します。

表示 > グラフィックを霞めて表示を使用し、デジタイズ中にステッチがよく見え
るようにグラフィックの下絵を霞ませます。

ベクターアウトラインを表示

イメージを霞ませる

霞んだビットマップ
イメージ

オリジナルの
ビットマップイメージ

ベクターアウトライン
のみ

オリジナルベクター
グラフィック



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 143

ジェクトを正確に配置することができます。デザインを保存すると、ルーラーのゼロポ
イントとガイド位置も一緒に保存されます。

グリッド設定を調整する

グリッド間隔は作業しているデザインの大きさにより調整します。グリッドに合わせる
機能を使用して、オブジェクトを 寄のグリッドラインに並べます。チェックボックス
は表示ツールバーにあるボタンと同じ制御をしますが、違いはここでの選択は次回
EmbroideryStudio を起動した際、初期システム設定に影響します。

グリッド設定を調整するには

 グリッド表示を右クリックします。オプション > グリッド & ガイドラインダイアログが

開きます。

表示 > グリッド表示を使用し、グリッドの表示 / 非表示を切り替えます。右ク
リックで設定します。

表示 > ルーラーとガイドライン表示を使用し、ルーラーとガイドラインの表示 /
非表示を切り替えます。右クリックで設定します。

ルーラーをゼロ値にドラッグし、新規ルーラーをゼロ値にリセット。

デザインの
ゼロポイントを設定

グリッド間隔
を入力 クリックして現在の

テンプレートに保存
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 グリッド間隔に縦横のグリッドラインの値を入力します。現在のテンプレートにグ

リッド間隔を保存するには、保存をクリックします。

 必要に応じてグリッドをスナップするのチェックボックスを選択します。デジタイズ、

サイズ変更、変形または位置変え操作をしている間、オブジェクトの基準点、コント
ロールポイントまたは先端はグリッドに合わされます。

 グリッドに合わせる方法を選択します。X または Y 軸、または両方でアクティブにする

かどうか選択できます。

 表示基準点の設定チェックボックスを選択し、ルーラーのゼロポイントを設定します。

例えば、デザインの中心にグリッドの基準点を設定します。この方がデザイン全体を
移動するよりも速くて簡単です。ダイアログを閉じると、デザインのゼロポイントを
マークするよう指示があります。

参考　デジタイズ時にこのオプションを一時的にオフにするには、Alt を押し下げて
デジタイズします。

関連項目

 グリッドとルーラー & ガイドを表示する

ルーラー & ガイドを調整する

ルーラーとガイドは、ルーラーとガイドライン表示を切り替えることでアクティブにな
ります。MS Windows(R) のコントロールパネルで設定している地域設定により、測定単位
（ミリメートルまたはインチ）が決定します。ルーラーの目盛りは現在のズーム設定で調

X と Y 軸で入力点を
グリッドに合わせる

X と Y 軸で
入力点をグリッド

に合わせる

表示 > ルーラーとガイドライン表示を右クリックし、グリッドとガイドラインの
オプションの設定　を行う。
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整されます。ガイドは別々に使用することも、グリッドラインの補助として使用するこ
ともできます。

ガイドラインに合わせるは、グリッドラインとは無関係にガイドを設定することができ
ます。デジタイズ、サイズ変更、変形または位置変え操作をしている間に、オブジェク
トの基準点、コントロールポイントまたは先端はガイドに合わされます。デジタイズ時
にガイドラインに合わせるを一時的にオフにするには、Alt を押し下げます。

コラム C 幅ガイドオプションは、コラム C ツールの特別なカーソルをアクティブにしま
す。カーソルの位置にオブジェクトプロパティドッカーで設定した幅に対応する差来る
が現れます。背景イメージを基に縁をデジタイズする際に便利です。オフセットがバイ
アスの場合、それぞれの側に一つづつサークルが表示されます。

メモ　幅ガイドの利点を生かすには、センターライン終了後に基準点をデジタイズする
よりも、Enter を押して現在の幅設定を承認する必要があります。

関連項目

 グリッドとルーラー & ガイドを表示する

 測定単位を設定する

 コラム形状をデジタイズする

スクロールオプションを設定する

オプション > スクロールタブは、マウスポインタとマウスホイールの動作をコントロー
ルします。オートスクロールを使用すると、デジタイズ中に自動的に画面がスクロール
します。これは特に大きなデザインを作成している場合に、パンニングやスクロール
バーを使用するよりも便利です。このダイアログでは 4 種類の異なるマウスホイール動
作を設定することができます。

ガイドは別々に設定したり、
ガイドラインの補助として
追加できる

コラム C 幅ガイドが
アクティブ

標準 > オプションを使用し、デザイン表示、グリッド & ガイドなどの設定オプ
ションにアクセスします。
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スクロールオプションを設定するには

 オプションアイコンをクリックするか、設定 > オプションを選択し、スクロールタブを

選択します。

 必要に応じてオートスクロールオプションを調整します。効果はデジタイズを開始し

た時のみ現れます。デザインウィンドウは自動的に現在のカーソル位置を追いかけま
す。

参考　一時的にオートスクロールを解除するには、Shift キーを押し下げます。Ctrl 
+ Shift + A キーの組み合わせを使用して、オートスクロールのオン / オフを切り替え
ることができます。

 ズーム時にポインタを中心にするにチェックを入れて、ポインタがいつでもスクリー

ンの真ん中にある状態にします。

変形オプションを設定する

変形操作を行なっている間にステッチを生成すると、お使いのシステムが遅くなります。
アウトライン編集オプションでは、ステッチをただちに生成するか、Enter を押した後生
成するか選択できます。このタブはオブジェクト変形する際のノード動作と、ナイフ
ツールでカット操作を行なった際の並び替え動作も選択することができます。

オプション 目的

オート
スクロール

チェックを入れ、デジタイズ中にオートスクロールを有効にしま
す。

スクロール後
ポインタを
移動

各スクロール動作後のポインタ位置を設定します。

センター : 移動範囲が大きい場合にこの設定を使用します。

中間 : 移動範囲が小さい場合にこの設定を使用します ( 例：デザイ
ンの小さなエリアにズームインする時）。

コーナー : 低速でスクロールする場合にこの設定を使用します。

応答時間 スクロールのスピードを調整します。

オートスクロールの速度と
ポインタの位置を調整

マウスホイールの
動作を選択

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を右クリックし、変形オプションを設定
します。
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自動ステッチ生成オプションを設定するには

 オブジェクト変形アイコンを右クリックします。オプション > アウトライン編集ダイア

ログが開きます。

 変形操作の後、即座にステッチ生成を行いたいオブジェクトを選択します（例：レタ

リングオブジェクト、モチーフランニングまたはその他のオブジェクト）。チェック
ボックスが選択されていないと、Enter を押すまではどんな変形もアップデートされ
ません。

 左マウスでの希望のノードのドラッグ動作（従来型またはベジェ）を選択します。

一般的に「ベジェ」ノードは、カーブの形状をより正確に保ちます。

 希望のオブジェクトカッター動作を選択します。

EmbroideryStudio は、ナイフツールでのカット操作で生じたオブジェクトの断片が基
のオブジェクトの開始 / 終了点を保ちながら、隣接部で接合した並び順になるよう指
示します。断片オブジェクトの順序づけ方法例：

 順序づけ、ギャップにより分離されたオブジェクトの間にトラベルランニングを作

成する。

 順序づけ、分離したオブジェクトの必要な場所で糸切りを行う。トラベルランニン

グは作成しない。

 断片部分を、ソースオブジェクトに対応するひとつのブランチングされたオブジェ

クトとして結合させる。

選択したオプションは、すべてのナイフツールのカット作業に影響します。

即座にステッチ生成する
オブジェクトタイプを選択

希望のノードの
ドラッグ動作を選択

オリジナルのカーブ ベジェカーブ 従来型カーブ

希望のオブジェクト
カッター動作を選択
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参考　分解ツールは、ブランチングされたオブジェクト（カット作業によってブラン
チングされたオブジェクトも含む）を構成要素パーツに分解します。

関連項目

 ベジェ曲線コントロールでオブジェクトを変形する

 マニュアルで形状をカットする

 ブランチングされたオブジェクトを分解する

一般オプションを設定する

オプションダイアログの一般タブは、自動保存 & バックアップ、ポインタ位置表示、挿
入したファイルの色の取り扱い、貼り付け位置オプション、ツールバー表示などの様々
なシステム設定が含まれています。

自動保存とバックアップオプションを設定する

自動保存を使うと定期的に作業を自動で保存してくれるので、ハードウェアまたはソフ
トウェアの不具合が起きても、作業を失うことがなくなります。オプションアイコンを
クリックし、設定 > オプションを選択し、一般タブを選択します。

自動保存

自動保存機能は、リカバリーフォルダの中に EMA 拡張子で一時的にファイルを作成しま
す。これはコンピューターが停止した後に EmbroideryStudio を再起動した時に自動的に
回復します。また C:\Program Files (x86)\Wilcom\EmbroideryStudio_e4.0\RECOVER の
フォルダに手動でアクセスしたり、EMA ファイルを EMB ファイルへ変更することもできま
す。

自動保存
オプションを設定

ポインタ位置表示の
設定

オブジェクト
プロパティ｢適用｣
オプションの設定

挿入したファイルの
色の取り扱い方法を
設定

コラム A デジタイズの
入力スタイルを設定

ツールバー
表示オプションを
設定する

標準 > オプションを使用し、デザイン表示、グリッド & ガイドなどの設定オプ
ションにアクセスします。

デザインの
自動保存を選択

デザインの
自動バックアップ

を選択
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バックアップコピー

バックアップコピーチェックボックスにチェックが入っている場合、現在のデザイン
ファイルのバックアップコピーが前回保存された形式で自動的に作成されます。これに
よりデザインを間違えて上書きしてしまうことを防ぐことができます（例：変更したデ
ザインを保存するのに名前を付けて保存の代わりに保存オプションを使用する）。バック
アップコピーは BACKUP フォルダに基のファイル名と Wilcom 由来のファイルフォーマッ
トで保存されます。バックアップファイルは C:\Program Files 
(x86)\Wilcom\EmbroideryStudio_e4.0\BACKUP フォルダを参照してアクセスします。

注意　バックアップファイルは、削除されるまでバックアップフォルダに残されます。
ハードディスクの容量を使いすぎないように、不要になったファイルを定期的に削除し
ましょう。バックアップファイルは、オリジナルのファイルとは別の場所に保存するこ
とを推奨します。バックアップフォルダは、ファイル > バックアップデザインを開くコ
マンドからアクセスできます。

ポインタの位置表示を設定する

マウスやデジタイザーカーソルを移動する時には、ポインタの位置が画面の下のステー
タスラインに表示されます。ポインタの位置は任意で相対座標または絶対座標値で表示
することができます。オプションアイコンをクリックし、設定 > オプションを選択し、
一般タブを選択します。

相対座標または絶対座標ポインタ設定を選択します。

X と Y の数値は、それぞれ 1 つ前の地点からの縦と横の距離を示します。L は長さで、2
つの基準点を結んだ長さを示し、A は水平軸に対するラインの角度を示しています。ス
テータスバーの数値を使用して、画面上で距離を測定できます。測定機能 (M) を使用す
ることもできます。

標準 > オプションを使用し、デザイン表示、グリッド & ガイドなどの設定オプ
ションにアクセスします。

オプション 目的

相対座標 後にデジタイズされたポイントからの位置を表示。これは、デジタイ
ズ中やステッチの編集中に便利です。

絶対座標 デザインの 初の針落ちポイントからの位置を表示。これは、刺繍の領
域を確認するのに便利です。

相対数または絶対数を
選択

X: 横 Y: 縦 L: 長さ A: 角度

X=28.61mm

長さ =33.47mm

ステータスバー

Y=17.38mm

X=-28.61mm

長さ =33.47mm

Y=-17.38mm

12

1 2
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マイナスの X 値は 2 番目のポイントが初めのポイントの左に配置されたことを意味しま
す。マイナスの Y 値は、2番目のポイントが初めのポイントの下に配置されたことを意味
します。負の数値で表わされる角度は、その角度が 180 度以上であることを示します。
例えば－ 60 度は 300 度と等しいことになります。

関連項目

 画面上で距離を測る

挿入したファイルの色の取り扱いを設定する

刺繍デザインや各要素を、1 つのファイルから他のファイルへコピー、貼り付け、挿入な
どをするとそれぞれのカラーパレットは統合されます。またはソースパレットをター
ゲットパレットへ追加するか、ソースパレットをターゲットパレットの も近い色に合
わせるかを選択できます。

オプションアイコンをクリックし、設定 > オプションを選択し、一般タブを選択します。

刺繍ファイルの挿入オプションを選択します。

2

1

90度

－90度

－45度

45度135度

－135度

180度 0度

A=30度

標準 > オプションを使用し、デザイン表示、グリッド & ガイドなどの設定オプ
ションにアクセスします。

オプション 目的

パレットに追加 デザイン内の独自の色を、現在のカラーパレットに追加します。

パレットの色に
合わせる

デザインを挿入した際に、色は現在のカラーパレットが適用されま
す。システムは 初に RGB 値に基づいて、次にブランドとコードに基
づいて、 も近い色を検索します。

パレットに色
を追加

パレットの色に
合わせる

刺繍ファイルの
挿入オプションを選択
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貼り付けオプションを設定する

オブジェクトの貼り付け位置をコントロールすることができます。同じデザイン内に貼
り付ける場合は、初期設定の貼り付け位置はオブジェクトがコピー、または切り取られ
たのと同じ位置になります。その他のオプションもあります。

オプションアイコンをクリックするか、設定 > オプションを選択し、編集タブを選択し
ます。

貼り付けと複製をずらす設定は、別々に設定することができます。貼り付けオプション
に含まれるもの：

通常の Ctrl+Shift+D 操作で適用するので、複製の位置設定は「平均値」となります。こ
れらの設定は右クリック & ドラッグのクイック複製操作により、一時的に無効になりま
す。

メモ　貼り付けと複製オプションはステッチ順序の位置ではなく、デザイン中のオブ
ジェクトの実際の位置をコントロールするものです。

関連項目

 オブジェクトをコピーし、貼り付ける

標準 > オプションを使用し、デザイン表示、グリッド & ガイドなどの設定オプ
ションにアクセスします。

オプション 目的

オブジェクト
プロパティの位置

オブジェクトはオブジェクトプロパティドッカーの座標に基づ
いて貼り付けられます。

貼り付けられた
オブジェクトをずらす

オブジェクトは、オリジナルの位置から少しオフセットして貼
り付けられます。必要に応じてオフセットの距離を調整しま
す。

針位置でセンタリング オブジェクトは、現在の針位置のマークでセンタリングされま
す。

針位置にスタート点 オブジェクトは、現在の針位置のマークの後で位置につきま
す。

基のオブジェクトから
オフセットした貼り付け /
複製したオブジェクト

複製位置の設定を選択貼り付けの位置を
選択
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 オブジェクトを複製する

デジタイズツール

必要に応じて、デジタイズツールのプリセットスタイルオプションを選択します。プリ
セットスタイルは、各従来型デジタイズツールで定義したステッチタイプと下縫いのパ
ラメーターを使用します。必要に応じて、これらのスタイルは変更でき、ノーマルテン
プレートに保存することができます。

連続的に入力機能は、ステッチされる範囲からなる単一のコラム A オブジェクトを簡単
により効率的にデジタイズすることができます。

関連項目

 刺繍のデジタイズ

 滑らかな繋ぎを作成する

 スタイルを使用して作業する

ツールバーの表示オプションを設定する

EmbroideryStudio ではアイコンの大きさや名前の表示方法を選択することができます。
オプションアイコンをクリックし、設定 > オプションを選択し、一般タブを選択します。

オブジェクトプロパティの適用オプションを選択する

オブジェクトプロパティは、EmbroideryStudio にある も重要なダイアログです。初期
設定ではオブジェクトプロパティを変更すると、その変更はすぐに反映されます。また
はドッカーの下にある適用ボタンを使用して変更を適用するように設定することができ

コラム Aデジタイズの
入力スタイルを設定

標準 > オプションを使用し、デザイン表示、グリッド & ガイドなどの設定オプ
ションにアクセスします。

大きなボタン / 小さなボタンアイコン、
名前あり / なしを選択

標準 > オプションを使用し、デザイン表示、グリッド & ガイドなどの設定オプ
ションにアクセスします。
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ます。オプションアイコンをクリックし、設定 > オプションを選択し、一般タブを選択
します。

関連項目

 オブジェクトプロパティにアクセスする

その他のオプションを設定する

その他のシステム設定は、オプション > 一般タブで設定することができます。

このオプションに含まれるもの：

参考　クロスヘアカーソルをオンにして測定ツールチップを使用すると、より正確な測
定を行なうことができます。

オブジェクトプロパティ
の初期設定を選択

標準 > オプションを使用し、デザイン表示、グリッド & ガイドなどの設定オプ
ションにアクセスします。

オプション 目的

近のポイント 短距離で接合（初期設定）は、デジタイズ中にオブジェクト
間の 短距離の接合を自動的に計算します。この設定が解除さ
れている場合、新たにでデジタイズされたオブジェクトの開始 /
終了点は、マニュアルで設定します。詳細は刺繍のデジタイズ
をご覧ください。

プレイボタン
サウンド

デジタイズ中にマウスのクリックまたは Enter やスペースバー
キーを押した際に、ビープ音を出すことができます。

累計ステッチ数 情報ドッカーのストップ順序タブにステッチ数の累計を表示し
ます。EmbroideryStudio でデザインの詳細を表示するも併せて
ご覧ください。

クロスヘアカーソル カーソルのポインタを初期設定で十字型にします。十字型では
より細かに位置付けが行えます。これはグリッドと使用すると
効果的です。

起動時に「テンプ
レートから新規作成」
ダイアログを表示

これがアクティブの場合、ソフトウェアを起動させる度にテン
プレートから新規作成ダイアログが開きます。詳細はデザイン
ファイルをご覧ください。

測定ツールチップを
表示

画面で距離を測定すると、ツールチップに距離および角度が表
示されます。詳細は画面上で距離を測るをご覧ください。

その他の一般
オプションを選択
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警告オプションを設定する

警告メッセージは必要に応じて非表示に設定することができ、後で再度アクティブにす
ることができます。特定の警告メッセージの表示 / 非表示の設定はオプションダイアロ
グの警告タブで行えます。

警告メッセージに含まれるもの：

 変更されたステッチ : ステッチマネジャーにデザインを送信する際、変更したマシン

フォーマットに応じてステッチを再生成する必要があるかどうかによりこのメッセー
ジが表示されます。

 非ネイティブのデザイン : 不明な「マシンファイル」を開いた時に表示されます。マシ

ンファイルはステッチ数が変わらない為、約 ±5% 以上の割合で拡大 / 縮小することは
できませんが、EMB のようなアウトラインファイルはステッチが動的に再生成される
為、どんな割合ででもサイズ変更することができます。

標準 > オプションを使用し、デザイン表示、グリッド & ガイドなどの設定オプ
ションにアクセスします。

表示 / 非表示にする
警告オプションを選択
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 自動生地設定の変更なし : 自動生地を使用し、オブジェクトプロパティに変更を保存し

たい時に表示されます。変更は生地そのものにではなく、すべてテンプレートに保存
されます。これらの変更は現在の生地設定により無効になります。

 ZSKファイル名:デザインをZSK TCフォーマットで英数字のファイル名をつけて保存し

ようとした際に表示されます。ZSK 刺繍機には 8 文字のファイル名が必要です。

 デザイン整合性警告:ソフトウェアがデザインファイルに問題を検出した際に表示され

ます。警告が出たら元に戻すで警告がでないポイントまでデザインを戻し、デザイン
を保存します。それとは別に警告が出るポイントのデザインも保存し、両方のデザイ
ンを Wilcom サポートまで送信してください。

メモ　このメッセージをオフにすると、デザインの整合性チェックもオフになります。

関連項目

 ステッチマネジャーにデザインを送信する

 生地を扱う

 利用可能なファイルとディスクフォーマット
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第 8 章

ハードウェア設定

EmbroideryStudio で周辺機器を使用するには、接続する必要があります。これにはデジ
タイザー、プロッター、プリンター、アップリケカッター、スキャナーと刺繍機が含ま
れています。周辺機器の設定は MS Windows(R) のコントロールパネルから行うものや
EmbroideryStudio 内で行うものなど方法が異なります。

EmbroideryStudio では、様々な方法でデザインを直接マシンに送信することができます。
お使いのハードウェアによりステッチマネジャー、マシンマネジャー、コネクションマ
ネジャーを使用してデザインを直接刺繍機に送信することができます。マシンマネ
ジャーの説明は増補版マシンマネジャーに記載されています。

参考　使用可能なポートの数によって、接続できる周辺機器の数が制限されます。ポー
トが更に必要な場合は、それらを付け足すことができます。またマルチポートシリアル
カードを使用することもできます。推奨される設定につきましては、PC サポートにお問
い合わせください。

ディスプレイモニターを設定する

デザインの実寸表示が正しいサイズで表示されるようにするには、ディスプレイモニ
ターを設定する必要があります。この設定は 初に EmbroideryStudio をインストールし
た時やモニターを変更した時に行います。
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ディスプレイモニターを設定するには

1 設定 > モニター画面の調整を設定します。

2 ダイアログボックスの高さと幅を測定します。

3 幅と高さのフィールドに、測定した値を入力します。

4 OK をクリックします。

関連項目

 デザインを表示する

周辺機器を接続する

周辺機器は USB ポート、パラレルポート、特殊なネットワークカード、イーサネットを
介してお使いのコンピューターに接続できます。ローカルエリア・ネットワーク（LANs）
は一般的に刺繍機の接続にイーサネットを使用します。

メモ　お使いのコンピューターに周辺機器を接続する方法や MS Windows(R) の設定は、
周辺機器の説明書または Microsoft MS Windows(R) の説明書をご覧ください。

USB ポート

大抵の刺繍機には USB ポートがあります。USB ポートはシリアル / パラレルポート接続の
ように通信パラメーターを設定する必要はありません。ジャノメ MB-4 やバルダンのよう
な刺繍機には専用の接続ソフトウェアがあります。EmbroideryStudio はコネクションマ
ネジャーオプションを介してこれらの刺繍機に接続することができます。詳細はコネク
ションマネジャー用にマシンを設定するをご覧ください。

シリアルポート

PC のシリアル COM ポートのコネクタは 9 ピンまたは 25 ピンのどちらかです。シリアル
ポートは COM1、COM2、COM3 といったように名前が決めらているので識別することができ
ます。不明な場合はお使いの PC サポートにお問い合わせ下さい。シリアルポートを介し
て接続したデバイスを設定する場合、EmbroideryStudio で設定の一環としてシリアル
ポート設定を行なう必要があります。シリアルポート設定を入力するも併せてご覧くだ
さい。

幅を測定

高さを測定
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下記の表は周辺機器に対する標準的な設定を示すものです。これらの情報は参考データ
であり、同じ周辺機器でも製造元により設定が異なる場合があります。付属の書面で確
認してから設定を行ってください。

参考　使用可能なポートの数によって、接続できる周辺機器の数が制限されます。ポー
トが更に必要な場合は、それらを付け足すことができます。またマルチポートシリアル
カードを使用することもできます。推奨される設定につきましては、PC サポートにお問
い合わせください。

コネクションマネジャー用にマシンを設定する

近の刺繍機には USB ポートがあります。これらは PC でディスクドライブとして現れま
す。USB ポートはシリアル / パラレルポート接続のように通信パラメーターを設定する必
要はありません。ジャノメ MB-4 やバルダン LEM のような刺繍機には専用の接続ソフト
ウェアがあります。EmbroideryStudio に接続するには、マシン付属のソフトウェアが必
要です。各マシンメーカーに詳細をご相談ください。

マシンを設定する

EmbroideryStudio では、様々なマシンの種類をサポートしています。マシンの中にはシ
リアル（COM）または USB ポートとケーブルを介してお使いの PC に直接接続できるもの
があります。その他のマシンはファイルを配置する特定のネットワーク場所や「ウォッ
チフォルダ」が必要になる場合があります。旧式の刺繍機では直接接続をすることはで
きませんが、マイカード (ATA カード ) とまたは USB メモリースティックを読み込むこと
ができます。コネクションマネジャーは、取り外し可能なメディアや第三者接続ソフト
ウェアとして表示されるマシンに接続できます。一旦 EmbroideryStudio で設定すると、
クリックひとつでデザインをマシンに送信できます。

周辺機器 ポート ボー ハンドシェイク
データ
ビット

ストップ
ビット

パリ
ティ

デジタイザー COM1 9600 なし 8 1 なし

プロッター COM2 9600 XOn/XOff 8 1 なし

テープ出力 COM2 4800 XOn/XOff 8 1 なし

テープリーダー COM2 4800 XOn/XOff 8 1 なし

刺繍機 COM2 9600 ハードウェア 8 1 なし

標準 > コネクションマネジャーに送信を使用し、メーカー専用のマシンソフトを
介して使用可能なマシンに接続します。
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マシンを設定するには

1 設定 > コネクションマネジャー設定を選択します。標準ツールバーのコネクションマネ

ジャーに送信アイコンをクリックします。マシンが接続されていない場合、メッセー
ジが表示されます。

2 はいまたは作成をクリックし、接続の設定を行います。接続設定ダイアログが開きま

す。

3 接続タイプを選択します。以下から選択します。

 マシンフォルダー（例：Barudan DFS、HappyLink/LAN、ブラザー PR シリーズなど）

 ジャノメ MB-4

 CAMS( ラインストーン配置マシン )

4 接続名を入力します。この名前は標準ツールバーのクイックアクセスボタンのツール

チップで表示されます。

5 接続を特定するアイコンを選択します。

接続名を入力

接続タイプを選択

「ウォッチフォルダ」を
設定

マシンで使用できる
ファイルタイプを選択

接続を特定する
アイコンを選択

チェックを入れて出力時
に自動的にデザインを

回転

ファイルフォーマット
オプションを特定
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6 マシンで使用するファイルタイプを選択します。選択したファイルタイプによって、

オプションボタンが使用可能になります。これにより特定のファイルフォーマットの
オプションを名前を付けて保存ダイアログを開くことなくコネクションマネジャーで
設定できます。

7 ネットワークまたはPC上のマシンを設定したフォルダの場所を入力または参照します。

例えばバルダン LEM デザインサーバーに接続する場合、デザインファイル (U?? フォー
マット）はマシンで使用できるよう順々に PRJ に変換します。デザインを出力する際、
コネクションマネジャーはデザインを特定のフォーマットでこのフォルダーに保存し
ます。

8 必要に応じてチェックボックスにチェックを入れ、出力時にキャップ用デザインを 180

度回転させます。チェックが入っていると、その接続に送信するすべてのデザインは
自動的に回転します。

9 完成したら OK を押します。新しい接続が標準ツールバーに表示されます。

マシン特定のフォルダを
ロケートまたは作成

キャップ用に
チェックを入れる

マシン接続への
クイックアクセスボタン
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10 他のマシン接続を設定するには手順を繰り返します。マシン接続を追加した分だけ標

準ツールバーにクイックアクセスボタンが追加されます。ボタンはそれぞれ色を割り
当てることができます。

定義したすべてのマシン接続はコネクションマネジャー設定ダイアログにリストされ
ます。ここで接続をアップデートしたり、システムから削除することができます。

関連項目

 CAMS マシンにブリングを送信する

 デザインを保存する

 コネクションマネジャーにデザインを送信する

マシンファイルの自動ネーミングオプション

コネクションマネジャーには、マシンファイルの自動ネーミングオプションがあります。
このオプションがオンの場合、特定したファイル名のフォーマットが、コネクションマ
ネジャーで設定したすべてのマシン接続で使用されます。

設定 :

各接続に色を割り当てる

必要に応じてアップデート
または削除

設定 詳細

ファイル名
フォーマット

ファイル名は <プレフィックス >< 数字 >.< 拡張子 > の形をとる

プレフィックス ASCII のみ、unicode 文字なし。Windows 機種依存文字なし。長
さは 8文字まで。

数字 数字のみ。開始する番号を設定します。範囲は 1～ 99,999,999。
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メモ　オプションがオンの場合、キオスクでもすべてのマシンファイルにこの自動ネー
ミングの仕様が適用されます。オフの場合、キオスクのマシンファイルの定義が使用さ
れます。

関連項目

 レタリングキオスク

ステッチマネジャー用にマシンを設定する

ステッチマネジャーでデザインを送信する前に、EmbroideryStudio でマシンを設定する
必要があります。マシンを追加、既存のマシンを変更、マシンを削除は使用しません。

近のマシンには USB ポートがあります。EmbroideryStudio はコネクションマネジャー
オプションを介してこれらのマシンに接続することができます。

マシンを設定する

マシンを設定するには、名前、繋がれているポート、使用しているプロトコルを指定す
る必要があります。マシンはそれぞれ使用可能なマシンフォーマットを選択する必要が
あります。

マシンを設定するには

1 マシンに付属の説明書に従いマシンを接続します。ポート設定に注意しましょう。

2 EmbroideryStudio を起動します。ポート設定は EmbroideryStudio ハードウェア設定に

入力します。

3 旧機能 > ハードウェア設定を選択します。

4 タイプのリストから直接マシン接続を選択します。

 新しいマシンを追加するには、作成をクリックします。

 既存のマシンの設定を変更するには、名前のリストから機器を選択し、設定をク

リックします。

間隔 間隔は数字のみで、各ファイルが生成される際の増加量を設定
します（例：「5」、「10」など。範囲は 1 ﾐ 99。

設定 詳細

旧機能 > ハードウェア設定を使用し、マシン接続の名前、ポート、プロトコルを
設定します。

直接マシン接続
を選択

クリックして
マシンを追加

クリックして
マシン設定にアクセス

設定する刺繍機
を選択
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マシン接続ダイアログが開きます。

5 マシン接続を特定できるような名前とコメントを記入します。

6 ポートリストからマシンが接続されるシリアル(COM)またはパラレル(LPT)ポートを選

択します。

7 プロトコルリストからパソコンとマシンの接続に使用するプロトコルを選択します。

マシンの説明書に従い、適切な接続方法を決定してください。

8 設定をクリックして、シリアルポートの設定にアクセスします。

これらの設定はお使いのマシンで設定したものと同じでなくてはいけません。同じで
ない場合、EmbroideryStudio で認識されません。

9 オートダウンロードを選択すると、割り当てられたマシンに自動的にデザインを転送

します。送信前に確認したい場合はこの選択を解除します。

10 マシンタイプパネルで互換性のあるマシンフォーマットを選択します。

使用可能リストで互換性のあるマシンの種類を選択し、矢印ボタンをクリックして当
マシン用リストに移行させます。

メモ　必要に応じて、マシンフォーマットを追加、変更できます。

11 OK をクリックして、ハードウェア設定ダイアログに戻ります。

12 閉じるをクリックします。定義したすべてのマシン接続はハードウェア設定ダイアロ

グにリストされます。ここで接続をアップデートしたり、システムから削除すること
ができます。

メモ　マシンの設定が完了したら、ステッチマネジャーを介してオリジナルのデザイ
ンのフォーマットを変更せずにデザインをステッチすることができます。changing 
the original design format.

マシン名を
入力

シリアルポートと
プロトコルを選択

クリックして
シリアルポート
設定にアクセス

お持ちのマシンで
使用するマシンタイプ

矢印ボタンをクリックし、
フィールド間でマシンタイプを交換

マシンタイプ
を選択

直接マシン接続を
選択

アップデートする
マシンを設定

必要に応じて
アップデート
または削除
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関連項目

 周辺機器を接続する

 シリアルポート

 ユーザー設定のマシンフォーマット

 ステッチマネジャーにデザインを送信する

シリアルポート設定を入力する

PC のシリアル COM ポートのコネクタは、9 ピンまたは 25 ピンのどちらかです。それらは
COM1、COM2、COM3 等と呼ばれています。シリアルポートを経由して接続されるデジタイ
ザーや刺繍機を設定する場合は、設定の一部として EmbroideryStudio でシリアルポート
の設定を入力する必要があります。

メモ　お使いのコンピュータのポートを識別できなければなりません。PC サポートにお
問い合わせください。

シリアルポートの設定を入力するには

1 旧機能 > ハードウェア設定を選択します。

2 タイプリストから装置を選択し、名前にある項目を選択し設定をクリックします。選

択した装置の設定ダイアログが開きます。

3 接続先パネルでポートリストからシリアルポートを選択します。

旧機能 > ハードウェア設定を使用し、マシン接続の名前、ポート、プロトコルを
設定します。

装置を選択

クリックして装置
設定にアクセス

設定をクリック

ポートを選択
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4 設定をクリックします。シリアルポート設定ダイアログが開きます。

5 使用する装置のボー、データビット、ストップビット、バリティ、ハンドシェイクの

設定を入力します。

6 OK をクリックします。

メモ　ポートの設定は、マシンまたは選択したデバイスに適合していなければなりま
せん。ハンドシェイクの種類は、使用するケーブルに適合していなければなりません。
ケーブルの説明書に従い通信の設定をご確認ください。

関連項目

 デジタイザーを接続する

 シリアルポート

WiFi USB のマシンネットワーク

EmbroideryConnect エレメントは、マシンファイルをネイティブ USB ポート（USB コン
バータやケーブルではない）を介して刺繍機に送信することができます。ソフトウェア
で機能をアクティブにすると、マシンファイルをワイヤレス（無線）で、通常の WiFi
ネットワークを介してマシンに接続した互換性のある WiFi USB メモリに送信することが
できます。タジマやバルダン、また 近の商業用刺繍機のほとんどは、通常の USB メモ
リスティックからファイルを読み込むことができます。シリアルポートや別のインター
フェイスの用意や、他のマシンに繋ぐ必要ありません。

マシンまたは選択した
装置の設定を入力
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マシンの設定

下記の図は、PC1 台と刺繍機 1 台の もシンプルなタイプの設定を表したものです。

PC と刺繍機間の接続は、1 対 1 に制限されている訳ではありません。1 つの PC から、た
くさんのマシンにデザインを送信することができます。また、複数の PC から共有フォル
ダを介して同じマシンに送信することもできます。

必要なもの

EmbroideryConnect ネットワークを設定するのに必要なもの：

 一般的に WiFi（無線 LAN）ルーターと呼ばれるワイヤレスアクセスポイントのある、標

準の WiFi ネットワークと、ネットワークユーザーがアクセスできる共有フォルダ。

 互換性のある EmbroideryStudio e4 ソフトウェア製品（例：ES デザイニング、ES デコ

レーティングなど）と自信のハードウェアドングル。

 EmbroideryConnect エレメントは、ESe4 ドングルで有効にしなくてはいけません。

 コントロールパネルに組み込まれているネイティブ USB ポート（USB コンバータやケー

ブルではない）のある刺繍機。

 Wilcomより提供されたWiFi USBメモリ接続が必要な刺繍機1台につき一つ。各スティッ

クは 大 16MB までのステッチデータを保持することができます。これは一般的な保管
装置としてではなく、生産用を目的としています。

 管理者特権。アクセスは完全な管理者特権を持つユーザーにより設定される必要があ

り、これは Windows「ワークグループ」または「ドメイン」の一部です。ワークグ
ループ名が初期設定の「WORKGROUP」でない場合は、ワークグループ名も必要になりま
す。

WiFi ルーターの必須条件

以下の WiFi ルーターの必須条件を確認してください。

 ルーターは標準のセキュリティ・プロトコル（WEP、WPA/PA2 パーソナルまたは WPA エン

タープライズ）のいずれかを使用する必要があります。パスワードのない安全対策が
施されていない WiFi には互換性がありません。セキュリティタイプ「なし」はサポー
トしていません。

 ルーターは 2.4 Ghz 帯で 802.11G と互換性のある無線 LAN である必要があります。

WiFi USB メモリは、5Ghz 帯の WiFi ネットワークには接続しません。よく分からない
場合は、お使いのルーターの説明書を参照ください。

 WiFi の有効範囲が、生産エリア全体をカバーできるのに十分かどうかも確認してくだ

さい。

 ルーターの SSID（ネットワーク名）とパスワード（キー）。英数字（文字と番号）のみ

含む SSID（ネットワーク名）を使用することをお薦めします。

ネットワーク PC

WiFi ルーター

WiFi USB メモリ

ネイティブ USB ポートの
ある刺繍機
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設定方法

WiFi USB メモリは、USB が使用できるマシンが WiFi 接続を介して共有のネットワーク
フォルダにアクセスできるようにします。システムはこのように設定されます。

 お使いの Windows コンピューター・ネットワークに共有フォルダを設定します。

 まず WiFi USB メモリをお使いの PC に差し込み、EmbroideryStudio コネクションマネ

ジャーを起動させます。

 WiFi USB メモリを刺繍機の USB ポートに差し込みます。

 コネクションマネジャーを使用し、デザインを希望の刺繍機に送信します。ファイル

は共有フォルダにコピーされます。

 WiFi USB メモリが WiFi ネットワークを介してフォルダのコンテンツを読み取り、メモ

リに反映します。

 オペレーターが WiFi USB メモリを問い合わせを行なうと、新しいデザインが刺繍機上

に表示されます。刺繍機は他の USB メモリースティックと同じようにコンテンツを読
み込みます。

 各 WiFi USB メモリは、ステッチデータを 高 16MB まで保持することができます。メモ

リからデザインを削除するには、デザインライブラリまたは Windows Explorer を使用
して共有フォルダから削除します。

メモ　マシンによっては、WiFi USB メモリが USB ポートの周りのスペースにフィットし
ない場合があります。ポートの周りに約 30x15mm ほどのメモリを挿入するスペースが必
要です。または USB 延長コードを使用することもできます。

Windows 共有フォルダを作成する

ファイルサーバーの役割をする PC 上に、使用するマシンフォルダを準備する必要があり
ます。各 WiFi USB メモリはそれぞれ独自の共有フォルダが必要になります。アクセスは
完全な管理者特権を持つユーザーにより設定される必要があり、これは Windows「ワーク
グループ」の一部です。

共有フォルダを作成するには

1 ハードドライブ上に WiFi USB メモリの専用のフォルダを作成します（例 :「WiFiUSB」）。

参考　複数の WiFi USB メモリデバイス用のフォルダ構成は、各デバイスの専用のサブ
フォルダがある単一のフォルダとして設定することができます（例：
C:\WiFiUSB\Machine1...Machine'n'）。この場合、共有する必要があるフォルダは

「Machine 1」、「Machine 2」などで、「Wifi USB」ではありません。
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2 フォルダを右クリックし、共有 > 特定のユーザーを選択します。初期設定では、現在の

ユーザーはオーナーになります。

3 このフォルダへのアクセスが必要なその他のユーザーを追加し、読み取り / 書き込みの

許可を与えます。

4 完了したら、共有をクリックします。

5 フォルダの場所は書き留めておきましょう。デザインをマシンに送信する、その他の

EmbroideryStudio システムを設定する際に必要になります。

参考　複数のフォルダを複数のデバイス用に設定している場合、デバイス名と専用の
フォルダ名を管理しましょう。デバイスにラベルをつけて、識別しやすくするのもよ
いでしょう。

WiFi USB メモリ接続を設定する

初の設定は PC に接続した WiFi USB メモリと行い、EmbroideryStudio で設定します。
デバイスの設定を開始する前に、お使いの WiFi ルーターのパスワードをご確認くださ
い。パスワードはセットアップの途中に必要になります。

注意　ルーターは標準のセキュリティ・プロトコル（WEP、WPA2 パーソナルまたは WPA エ
ンタープライズ）のいずれかを使用する必要があります。「なし」のセキュリティタイプ
はサポートされていません。また WiFi USB メモリは、5Ghz 帯の WiFi ネットワークはサ
ポートしていません。2.4 Ghz 帯のローターを使用してください。よく分からない場合
は、お使いのルーターの説明書を参照ください。ルーターの SSID（ネットワーク名）と
パスワード（キー）。WiFi の有効範囲が、生産エリア全体をカバーできるのに十分かどう
かも確認してください。

ユーザーに読み取り /
書き込みのフルアクセス
を与える

標準 > コネクションマネジャーに送信を使用し、メーカー専用のマシンソフトを
介して使用可能なマシンに接続します。
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WiFi USB メモリ接続を設定するには

1 WiFi USB メモリをお使いの PC に接続します。

2 EmbroideryStudio ソフトウェアを起動し、標準ツールバーのコネクションマネジャー

アイコンをクリックします。これは Wilcom デコレーションまたはデザインライブラリ
から行なうことができます。接続設定ダイアログが開きます。

3 接続タイプのドロップリストから、WiFi USB メモリを選択します。

4 接続名を入力し（例：「WiFi USB メモリー 1」、アイコンを選択します。これは標準

ツールバーに表示されます。

5 設定ボタンをクリックします。WiFi USB 設定ダイアログが開きます。

WiFi USB メモ
リ接続タイプを

選択

名前を入力し、接続を
特定するアイコンを
選択

選択した
ルーターに接続

クリックし、
ローカル WiFi
ルーターを検索



第 8 章   ハードウェア設定 170

6 スキャンボタンをクリックし、ローカルの WiFi ルーターをスキャンします。ルーター

ドロップリストに検出されたルーターが表示されます。

7 リストからお使いの WiFi ルーターを選択します。ルーターが表示されない場合は、「そ

の他」を選択します。指示に従い、詳細を入力します。お使いのネットワーク設定に
より、WiFi のルーターパスワード（キー）（例：「3FA8DAAC6D」か、ユーザー名とパス
ワード（例：「< ドメイン名 >\bsmith」と「Password01」）を入力する必要があります。
お使いのルーターのセキュリティプロトコルをチェックしてください。

8 接続をクリックします。接続に少し時間がかかる場合があります。完了したら、確認

メッセージが表示されます。WiFi USB メモリがワイヤレス（無線 LAN) ルーターに接
続されました。

9 WiFi USB メモリに、上記のステップ 4 で使用した接続名（例：「WiFi USB メモリー 1」）

の表示をつけましょう。

注意　セットアップ中に、Windows エクスプローラーの警告メッセージが出る場合が
あります。手順の 中に、デバイスの接続は切断と再接続を繰り返すので、これらは
無視してください。スキャンをするよう警告がでたら、いいえをクリックしてくださ
い。

WiFi USB メモリーの共有フォルダを設定するには

1 WiFi USB共有フォルダパネルで、フォルダへの読み込み/書き込みの振るアクセスのあ

るユーザーのログイン詳細を入力します。これは通常、お使いの PC にログインする際
に使用するユーザー名とパスワードです。PC でマイクロソフトのアカウントを使用し
ている場合、E メールアドレスを入力する必要があります。

希望のルーター
を選択

ルーターが表示
されない場合は

「その他」を選択

選択したルーターの
パスワードを入力

セキュリティプロトコル
をチェック

共有フォルダの
ユーザーの

認証情報を入力

WiFi USB メモリー
共有フォルダを

選択
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2 初期設定と異なる場合は、ワークグループ名を入力します。Windows の初期設定は

「WORKGROUP」です。

3 スキャンをクリックし、共有フォルダのリストを取得します。フォルダ名ドロップリ

ストに検出されたフォルダが追加されます。

4 初めに作成した、取り付けた WiFi USB メモリで使用される共有フォルダをドロップリ

ストから選択します。

5 接続をクリックし、設定を適用します。完了したら、WiFi USB メモリに設定が書き込

まれた確認メッセージが表示されます。

6 閉じるをクリックして、ダイアログを閉じます。共有フォルダは自動的に接続設定ダ

イアログのフォルダの位置フィールドに入力されます。

7 ファイルの種類フィールドで、マシンに送信したいファイルの種類を選択します。

8 オプションボタンをクリックし、選択したファイルの種類（例：DST）の設定をチェッ

クし、TBF/DST ファイルアイコンを出力に含むかどうか選択することができます。

9 OK をクリックし、設定を完了させます。WiFi USB メモリを PC から外し、マシンに接続

します。

関連項目

 コネクションマネジャーにデザインを送信する

 WiFi USB メモリにデザインを送信する

他の ES コンピューターから WiFi USB メモリに接続する

WiFi USB メモリとフォルダが適切に設定されたら、EmbroideryStudio を起動しているど
の PC からでも接続することができます。その他のシステムでは、フォルダの位置と共有
フォルダの許可のみ必要になります。ルーターや共有フォルダに変更がない限り、設定
を再び行なう必要はありません。

フォルダを
選択

\\D7R21TF2\Machine1

マシンファイルの
種類を選択

フォルダの位置が
自動的に入力される
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他の ES コンピューターから WiFi USB メモリの接続するには

1 標準ツールバーのコネクションマネジャーアイコンをクリック（マシン設定をすでに

行なっている場合は右クリック）します。接続設定ダイアログが表示されます。

2 ドロップリストから「マシンフォルダ」を選択します。

3 WiFi USB メモリを初めに設定した時の、接続を特定する名前を入力します。

4 接続のアイコンを選択します。

5 マシンに送信したいファイルの種類を選択します。これは 初の設定を行なっている

間に選択したファイルの種類と同じでなくてはいけません。

6 オプションをクリックし、選択したファイルの種類の設定をチェックします。

7 フォルダの位置が分かっている場合は、入力します。または参照をクリックし、この

WiFi USB メモリ用に設定した共有フォルダの位置を検索します。 初の設定の際に書
き留めておいたものです。

関連項目

 コネクションマネジャーにデザインを送信する

 WiFi USB メモリにデザインを送信する

バルダンマシンに接続する

デザインをバルダンマシンに送信する場合、共有フォルダの設定の仕方には特定の条件
があります。初めに共有フォルダを通常の方法で設定します。使用する WiFi USB メモリ
それぞれに一つずつ設定します。その後、使用するファイルの種類により、図のように
サブフォルダを設定します。

WiFi USB メモリ
接続タイプ

\\D7R21TF2\Machine1フォルダの
位置を入力
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バルダンマシンは、ネイティブの U?? ファイルまたは DST ファイルのどちらかが使用で
きます。

その後デザインが特別なフォルダに配置されるよう、フォルダの位置にサブフォルダを
追加する必要があります。

WiFi USB メモリのトラブルシューティング

WiFi USB メモリを使用中に問題が発生したら、デバイスの横にある「リセット」開口部
にヘアピンなど先の細いものを挿入し、リセットしてください。この操作中は、デバイ
スは PC に接続されていなくてはいけません。これによりデバイスが元のファクトリー設
定に戻ります。

それでも問題が解決しない場合は、Wilcom サポートサイトに行き、アップデートを
チェックしてください。アップデートがある場合は、 新の WiFi USB メモリ「パッチ」
をダウンロードしてください。デバイスにパッチを適用するには、以下のステップにな
らってください。

WiFi USB メモリをお使いの PC に接続します。

パッチファイルをデバイスの USBWIFI フォルダにコピーします。

PC からデバイスが消え、また元に戻ります。パッチの適用が完了しました。

注意　それ以降にデバイスをリセットした場合、変更した設定は失われ、再度パッチを
適用しなくてはいけません。

ファイルの種類 フォルダ

U?? < サブフォルダの名称 >.fdr

DST < サブフォルダの名称 >.tfd

共有フォルダに
サブフォルダを追加

\\D7R21TF2\Machine1\Designs.tfd

「リセット」を使用し、デバイスを
ファクトリー設定に戻す
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マシン実行時間を見積もる

EmbroideryStudio には実行時間の分析機能があり、特定の RPM 値やその他実行パラメー
ターから実行時間を計算します。見積もりはデザインごとに計算され、スケジュール調
整、費用、生産スタッフの賃金など定義するのに役立ちます。結果は ERP や会計システ
ム等の第三者ソフトウェアで使用することができます。

一般的な使用方法

情報は従業員の給与計算、スケジュール調整、生産の費用計算などに利用できます。例
えば：

 新しいデザインを作成し EMB や U11 などのマシンファイルに保存します。

 EmbroideryStudio では実行時間を自動的に計算します。

 算出された結果は CSV ファイルに保存され、指定した保存場所に保存されます。

 給料計算を行う部署は CSV ファイルにアクセスでき、デザインの報酬率を計算します。

例えば、マシンオペレーターに支払う給料を計算するにあたり、マシンの実行時間を
確認できます。

 ERP システムが見積もりとスケジュールを目的に CSV ファイルにアクセスします。

 マシンオペレーターがマシン実行時間を確認できます。

マシン実行時間設定を設定する

「高速」、「低速」、「糸切り時間」、「色替え時間」など特定のパラメーターの実行時間を分
析する目的で複数のマシンを設定できます。

マシン実行時間設定を設定するには

1 設定 > マシン実行時間設定を選択します。またはデザインプロパティ> ランタイムタブ

からコマンドを起動します。

マシン実行時間設定ダイアログが開きます。マシン実行時間を分析するよう定義した
マシンがダイアログに表示されます。

実行時間の定義を作成
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2 作成をクリックし、新しい起動時間の定義を設定します。マシン実行時間設定を定義

ダイアログが開きます。

3 マシンまたはマシンクラスを特定できるような名前とコメントを記入します。

クラスはマシンの種類が基になりますが、同じ種類でも異なる目的（例：違うスピー
ドで起動）用に設定することができます。その場合、その用途に適した他のクラスを
設定する必要があります。

メモ　ここで設定するマシンの種類はコネクションマネジャー設定またはマシン接続
ダイアログで定義したマシンから独立しています。

4 マシン用の実行時間の定義を作成します。数値はマシンのスペック、コントローラー

からのフィードバック、経験から得た情報などに基づき設定します。

設定 説明

高速（初期設定） マシンの通常のステッチスピード。通常マシンの仕様で確認で
きます。

低速 マシンが起動する一番遅いスピード。通常マシンの仕様で確認
できます。

低速に切り替える
小ステッチ長

マシンのスピードを下げるステッチの長さ。この数値はスピー
ド設定（特に低速）によって自動的に調整されます。マシンの
仕様で確認できるでしょう。

糸切り時間 マシンが糸切りを行う時間。マシンのスペックや経験から得た
情報などに基づき設定することもできます。

色替え時間 糸切り時間と同様。

ストップ時間 生地やフォーム素材などを配置する為に停止する時間。マシン
のヘッドの数は因子を定義します（例：16 ヘッド x 各 6 秒）。

デザイン開始時間 マシンが停止から通常のスピードになるのにかかる時間（例 :
開始するのに低速のステッチをいくつかステッチする場合があ
る）。マシンのスペックや経験から得た情報などに基づき設定す
ることもできます。

デザイン終了時間 停止時間。マシンが低速になり、実際に停止する前に刺繍枠の
中央に移動します。

マシンに名前を付ける

実行時間パラメーターを特定
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5 OK をクリックします。定義したすべてのマシンまたはマシンクラスはマシン実行時間

設定ダイアログにリストされます。ここで接続をアップデートしたり、システムから
削除することができます。

デザイン情報を CSV に出力する

マシンの実行時間や関連するパラメーターを含むデザイン情報は、後に使用できるよう
に第三者アプリケーションを介して CSV ファイルに出力することができます。新しい
データはファイルに添付されます。

実行時間の見積もり

お使いのマシンまたはマシンクラスを定義すると、刺繍ファイルのマシン実行時間の見
積もりがデザインプロパティ > ランタイムタブに表示されます。このタブでは使用可能
なマシンと現在のデザインのマシン実行時間の見積もりをみることができます。

関連項目

 ランタイムタブ

生地のコスト

ステッチタブのデザインエリアフィールドは、デザインエリアの合計を表示します。こ
れは実際にステッチするエリアではなく、デザインの高さと幅をかけて計算されたもの

必要に応じてアップデート
または削除

ドッカー > デザインプロパティを使用し、デザインの承認作業や縫製を行う前に
デザインの詳細は表示し変更します。

現在のデザインのマシンごとの
実行時間見積もり
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です。この数値はデザインに使用する生地や 3D フォーム地のコストを見積もるのに使用
されます。

オプションをエクスポートする

デザイン情報はデザインを保存する時か、デザインワークフローデータベースに記録す
る時にエクスポートできます。オプション > エクスポートタブはこれらのオプションを
プリセットすることができます。

手動でエクスポートする

ファイル > デザインプロパティをエクスポートコマンドで、現在のデザイン情報とマシ
ン実行時間設定を CSV ファイルにエクスポートすることができます。

生地や 3D フォーム地のコストの
見積もりに使用する合計エリア

実行時間データを自動的
に CSV ファイルに記録

実行時間データなどの
デザイン情報を手動で

エクスポート
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CSV の出力ファイルは以下のフィールドを含みます。初めのグループはデザインプロパ
ティ > 情報タブから抽出されます。2 番目のグループはマシン実行時間設定から抽出され
ます。

関連項目

 デザイン情報を表示する

フィールド 説明

デザインプロパティ デザインプロパティから抽出されるデータ

日付 プロパティをエクスポートした日時。

ファイル名 デザインを保存した名前。

マシンフォーマット デザインのマシンフォーマット。

ステッチ数 デザインのステッチの合計数。

色数 デザインの糸色の合計数。

色替え数 色替えの合計数。色数に一致しない場合もある。

ストップ数 デザインのマシンストップの数。

糸切り数 デザインの糸切りの数。

シークイン数 デザインのシークインの数。

ブリング数 デザインのラインストーンの数。

糸の長さ (m) デザインで使用されている糸の長さの合計。

高さ (mm) ステッチ範囲の高さ。デザインの大きさから抽出。

幅 (mm) ステッチ範囲の幅。デザインの大きさから抽出。

範囲 (mm ｷ ) デザインで覆われた範囲。デザインの大きさに従って計算。

実行時間データ マシン実行時間設定から抽出されるデータ

低速ステッチ数 / 高速ス
テッチ数

「低速に切り替える 小ステッチ長」パラメーターに従った
低速と高速スピードでステッチされるステッチの数。統合し
た下図は「ステッチ数」値と同じ。

マシン マシン実行時間設定ダイアログで表示されるマシン。複数の
マシンを定義した場合、各マシン用に別の入力ラインが表示
されます。

高速（初期設定 )(RPM) マシン実行時間設定を定義ダイアログで表示される実行時間
設定。

低速 (RPM) 同上

低速に切り替える 小ス
テッチ長 (mm)

同上

糸切り時間 ( 秒 ) 同上

色替え時間 ( 秒 ) 同上

ストップ時間 ( 秒 ) 同上

デザイン開始時間 ( 秒 ) 同上

デザイン終了時間 ( 秒 ) 同上

実行時間 ( 分 : 秒 ) デザインプロパティ >実行時間タブで表示されるマシンでの
デザインの実行時間。複数のマシンを定義した場合、各マシ
ン用に別の入力ラインが表示されます。
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実行時間の見積もりを印刷する

製作ワークシートには実行時間情報を印刷することができます。ブロックタブに表示さ
れる情報には、範囲、糸合計、マシン実行時間の 3 つのフィールドがあります。

マシン実行時間チェックボックスは、ソフトウェアでこの機能が有効である場合のみ使
用することができます。マシンを設定していない場合、「マシン実行時間」にチェックを
入れても印刷されません。糸合計はデザインプロパティドッカーにある同名の情報が印
刷されます。この情報は製作ワークシートと製作の概要両方に印刷されます。

関連項目

 デザイン情報を表示する

 デザインのレポートをカスタマイズする

 デザインのレポートを印刷する

スキャナーを設定する

EmbroideryStudio では TWAIN 互換のスキャナーを使用できます。独自のスキャナーソフ
トウェアを必要とするスキャナーは EmbroideryStudio では使用できません。お使いのス
キャナーがこのタイプである場合、スキャナーソフトウェアを使用してスキャンし、イ
メージをハードドライブに保存してから EmbroideryStudio で呼び出します。

スキャナーを設定するには

1 説明書の手順に従い、スキャナーを接続します。

2 付属の説明書や MS Windows(R) 説明書を使用して、MS Windows(R) で設定します。

3 EmbroideryStudio をスタートします。

4 設定 > スキャナー設定を選択します。ソースの選択ダイアログが開き、コンピュータに

あるスキャナードライバーのリストが表示されます。

5 使用するスキャナードライバーを選択し、選択をクリックします。

実行時間見積もり
設定

スキャナー
ドライバーを選択
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メモ　EmbroideryStudio を再起動した際にスキャナーに問題が発生した場合は、以前
にインストールしたスキャナードライバーとの衝突が考えられます。
EmbroideryStudio を再起動し、スキャナーをテストして下さい。選択したスキャナー
ドライバーが EmbroideryStudio で機能しない場合は、別のスキャナードライバーをリ
ストから選択して下さい。通常は各スキャナーに対し、ドライバーは 2 つインストー
ルされます。

デジタイザーを接続する

EmbroideryStudio ではデジタイザーとデジタイザーカーソルを使用できます。デジタイ
ザーを使用するには作業領域に拡大図を配置し、デジタイザーカーソルを使用して基準
点をマークします。

注意　EmbroideryStudio にはいくつかのタブレットで使用できない MS Windows(R)- コン
パーチブルドライバがあります。GTCO や Calcomp のデジタイザーがこれにあたります。
以前のバージョンの WinTab は、たとえ使用していない場合でも COM ポートが使用できな
い状態にありました。これは EmbroideryStudio がデジタイザーと通信できないことを意
味します。デジタイザーの製造業者に問い合わせ、使用していない時にポートを使用で
きるバージョンのデジタイザーのソフトウェアを入手してください。または WinTab を使
用停止または削除するか、EmbroideryStudio で作業する時に別の COM ポートを使用して
ください。

デジタイザーを設定する

EmbroideryStudio は 1 度に 1 デジタイザーのみ使用することができます。フォーマット
と希望のポインター表示は特定する必要があります。

デジタイザーを設定するには

1 取り扱い説明書に従いデジタイザーとカーソルを接続し、EmbroideryStudio を起動し

ます。

WACOM Intuos3 デジタイザーは 1024 レベルの感圧性と
ペンの傾斜感度を備えている。
一般のマウスやレンズカーソルと共に使用可能

旧機能 > ハードウェア設定を使用し、マシン接続の名前、ポート、プロトコルを
設定します。
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2 旧機能 > ハードウェア設定を選択します。

3 タイプリストからデジタイザーを選択します。

4 設定をクリックします。デジタイザー設定ダイアログが開きます。

5 デジタイザーを識別しやすい名前とコメントを入力します。

6 フォーマットパネルでデジタイザーのフォーマットを選択します。

標準のデジタイザーフォーマットから選択するか、自動検索を選択し接続したデジタ
イザーにフォーマットを自動的に合わせます。デジタイザーの中には
EmbroideryStudio で自動的に検索されないものもあります。このようなデジタイザー
は新規のフォーマットを定義したり、既存のフォーマットの設定を変更したりする必
要があります。

7 入力モードリストから、ポイントまたはストリームを選択します。

この設定はデジタイザーで指定したものと同じでなければなりません。

8 ポートリストから、デジタイザーが接続されている COM ポートを選択します。

一般的にデジタイザーは COM1 に接続されますが、利用可能なシリアル COM ポートなら
どれにでも接続できます。

9 設定をクリックして、シリアルポートの設定にアクセスします。

モード 説明

ポイント このモードでは、画面上のポインタの位置はパックのボタンをクリッ
クした場合のみアップデートされます。

ストリーム このモードでは、ポインタの位置は継続的にアップデートされます。
デジタイザーでカーソルを動かすとスクリーン上のポインタの位置も
変化します。

デジタイザーを選択

クリックしてデジタイザー設定に
アクセス

デジタイザー
フォーマットを選択

名前を入力

入力モードを選択

COM ポートを選択 クリックしてシリアルポート
設定にアクセス



第 8 章   ハードウェア設定 182

これらの設定はデジタイズタブレットで設定したものと同じでなくてはいけません。
同じでない場合、EmbroideryStudio で認識されません。

メモ　ストリームモードを使用する場合は、データの伝達速度を 1 秒 20 パックデータ
か、それ以下に設定しなければなりません。またデジタイザーのボーレートとシリア
ルポートは両者とも 9600 ボーに設定されなければなりません。

注意　高速スピード使用時にデータが失われてしまわないよう、デジタイザーを正し
く設定することが重要です。デジタイザーが 1 秒で 20 パックデータ以上でしか伝送で
きない場合は、ボーレートを 9600 ボーから 2400 ボーまで落としてください。

10 OK をクリックして閉じるをクリックします。

関連項目

 デジタイザーフォーマットをユーザー設定する

 シリアルポート

デジタイザーフォーマットをユーザー設定する

使用するデジタイザーフォーマットが EmbroideryStudio で設定されていない場合は、デ
ジタイザーの出力に合うように新規のフォーマットを作成するか、既存のフォーマット
を変更します。使用する前にデジタイザーの説明書を確認しましょう。

注意　この機能はデジタイザーで使用できるデータプロトコルの知識をお持ちの上級
ユーザー向けの機能です。デジタイザーが既存のフォーマットで機能しない場合にのみ、
この作業を行ってください。

デジタイザーフォーマットをユーザー設定するには

1 デジタイザー設定ダイアログにアクセスします。

2 フォーマットパネルで：

 既存のフォーマットを変更するには、フォーマットを選択して変更をクリック

 新しくフォーマットを定義する場合は、作成をクリック

デジタイザー設定 ( カスタム）ダイアログが開きます。

デジタイザー
フォーマットを

選択

既存のフォーマットを
変更

新規フォーマットを作成

フォーマット名を
入力

デジタイザーの
フォーマット文字列

を入力
デジタイズ時の

倍率を入力
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3 フォーマット名フィールドで、新規、または変更するフォーマットの名前を入力しま

す。

4 フォーマット文字列フィールドで、デジタイザー出力のフォーマット文字列を入力し

ます。

デジタイザーの書面でこの情報は確認してください。

5 倍率フィールドで、デジタイズ時の倍率を入力します。

例えばここに 3.0 を入れると、画面上のデザインはデジタイザーでデジタイズしたサ
イズの 1/3 になります。

6 OK をクリックします。

関連項目

 デジタイザーを設定する

拡大図を準備する

デジタイザーでデジタイズする際に、拡大図を使用して PC の画面上で下絵を使うのと同
じ要領で、デザインの形状やアウトラインを写し取っていきます。作業を開始する前に、
拡大図を準備する必要があります。

拡大図を準備するには

1 イメージを刺繍用のテクニカルドローイング（ドラフト図）としてトレースします。

一般的にドローイング（ドラフト図）のサイズは、仕上がりの刺繍の 3 倍の大きさに
します。

参考　ドローイングがハードコピーの場合、拡大プロジェクターやコピー機を使って
ドローイングのサイズを変更できます。イメージの作成にグラフィックソフトを使用
した場合は、印刷する前に拡大しておきます。

2 刺繍に適したドローイング（ドラフト図）に修正します。

 ステッチで埋め込みやすい形状を定義する

 縮み効果を補正するために形状を重ねたり、歪める

 デジタイズのガイドラインを描く（例 : ステッチ角度ライン）

3 原点と回転基準点をマークします。

これらのポイントでデジタイザーの拡大図の位置と方向が設定されます。

参考　ドローイング（ドラフト図）がデジタイザーよりも大きい場合は、デジタイズ
時にドローイング（ドラフト図）を移動するためのガイドとして追加の基準点を入力
します。
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4 今後のために拡大図の名前と拡大倍率を書き留めておきます。

関連項目

 拡大図を移動する

拡大図を登録する

デジタイザーに拡大図を置く時には、EmbroideryStudio がデザインを認識できるように
登録する必要があります。拡大図を登録するには、拡大倍率を入力し、デジタイザーで
原点と回転基準点をデジタイズします。原点と回転基準点は拡大図でマークされなけれ
ばなりません。マークがされていない場合は、それらを書き込みます。

拡大図を登録するには

1 設定 > タブレット設定を選択します。

2 ドローイング倍率パネルで、拡大図の倍率を入力します。

拡大率を計算するには、仕上がりの刺繍で希望する高さで拡大図の高さを割ります
（除算）。一般的に、拡大図は 3.00 の倍率で準備されます。

3 初期設定として保存チェックボックスにチェックを入れます。ドローイングの登録情

報は保存される為、デジタイズを再開する度にドローイングを再登録する必要はあり
ません。

4 OK をクリックし、拡大図をデジタイザーの上に置きます。

原点

回転基準点

拡大率

名前 flower

3:1

ドローイング
倍率を入力

初期設定として
保存を選択
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5 ドローイングの原点と回転基準点をデジタイザーカーソルのボタン 1 でクリックしま

す。これで登録が完了します。

ドローイングの倍率を変更する

デジタイズ中にドローイングの倍率を変更できます。拡大倍率を変更すると
EmbroideryStudio が自動的にオブジェクトのアウトラインのサイズを変更し、ステッチ
を再生成します。

ドローイングの倍率を変更するには

1 設定 > タブレット設定を選択します。

2 新しいドローイング倍率を入力します。拡大率を計算するには、仕上がりの刺繍で希

望する高さで拡大図の高さを割ります（除算）。一般的に、拡大図は 3.00 の倍率で準
備されます。

3 デザインサイズをドラフト図に合わせるチェックボックスにチェックを入れます。

4 ドラフト図登録チェックボックスにチェックを入れます。

5 OK をクリックします。

6 原点と回転基準点をデジタイズして、新規のサイズを再登録します。

デザインは新規の倍率でサイズを変更されます。

拡大図を移動する

拡大図がデジタイザーよりも大きい場合は、デジタイザーで拡大図を移動してデジタイ
ズを続けることができます。ドローイングを移動するには、追加で２つの基準点を描い
てデジタイズする必要があります。

拡大図を移動するには

1 拡大図に追加の基準点を描きます。

移動の後 / 前にデジタイザーの作業領域内に収まる位置にポイントを配置します。

原点

回転基準点

flower

3:1

新規のドローイング
倍率を入力

チェックを入れ
ドローイングサイズに
デザインのサイズを

変更
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参考　ドローイング（ドラフト図）を上下に移動する場合は、横方向に追加の基準点
を描きます。左右に移動する場合は基準点は縦方向に描きます。

2 設定 > タブレット設定を選択します。

3 ドラフト図移動チェックボックスにチェックを入れます。

4 ドラフト図登録チェックボックスのチェックを外し、OK をクリックします。

5 デジタイザーカーソルのボタン 1 を使用して、追加の基準点をクリックします。

6 次にデジタイズしたい部分がデジタイザーの作業領域上に来るようにドローイングを

移動し、追加の基準点を再度クリックします。ドローイングは新規の位置で再登録さ
れます。

デジタイザーカーソルを使用する

デジタイズタブレットではマウスではなくパックを使用して基準点をマークします。

デジタイザーカーソルを使用するには

 パックのクロスヘアー印を拡大図のポイントにおき、4 つのボタンのうちいずれかを押

します。

選択解除

を選択

機能 ボタン
マウスまたは相
当するキーボー

ドキー
説明

コーナーポイント
をデジタイズ

1 [ アウトラインをデジタイズする時に、コーナーポイントをデ
ジタイズする。

カーブポイントを
デジタイズ

2 ] アウトラインをデジタイズする時に、カーブポイントをデジ
タイズする。

後のステッチを
省いて終了

3 M ･ 後のステッチを省いて入力を終了（例：埋め縫いの 後
の入力ポイントと反対側側で終了）。

･ 現在選択されている埋め縫いステッチとランニングステッ
チを交互に切り換える。
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後のステッチを
含めて終了

4 R ･ 後のステッチを含めて入力を終了（例：埋め縫いの 後
の入力ポイントと同じ側で終了）。

･ 現在選択されている埋め縫いステッチとマニュアル入力
ツールを交互に切り換える。

機能 ボタン
マウスまたは相
当するキーボー

ドキー
説明
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第 9 章

マシンフォーマット

マシンの種類によって使用される「言語」は異なります。マシンは様々なマシン機能に
対する独自の制御コマンドを持っています。デザインを刺繍する前に、デザインをマシ
ンが読み取れるフォーマットにしなければなりません。マシンフォーマットを選択する
際、EmbroideryStudio はデジタイズしたデザインをマシンが解読可能な特有のフォーム
に変換します。必要に応じてマシンフォーマットを特定のマシンの必要条件にあうよう
カスタマイズすることもできます。

標準マシンフォーマット

刺繍機にはそれぞれ設定が必要です。マシンフォーマットを選択すると　
EmbroideryStudio はデジタイズしたデザインを特定のマシンで読み取れる形に変換しま
す。一般的なフォーマットにはバルダン、ブラザー、Happy、Marco、Meistergram、メル
コ、Pfaff、Stellar、タジマ、トヨタ、Ultramatic、ZSK が含まれます。一般的によく変
更される数値はステッチ、ジャンプ長、糸切り機能、色替え機能があります。

メモ　ここで説明される数値はすべてのマシンフォーマットに使用できるわけではあり
ません。詳細は刺繍機の説明書をご覧ください。

ステッチ長 & ジャンプ長を設定する

大抵のマシンで 大フレーム移動、認識する 小ステッチ長、自動ジャンプ長が設定で
きます。

0101010101010

0101010101010

0101010101010

0101010101010
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ステッチ長 & ジャンプ長を設定するには

1 デザインを開きます。

2 マシンフォーマット設定 > 標準ダイアログにアクセスします。選択したマシンフォー

マットに関連のあるフィールドのみが表示されます。

3 大ステッチ長フィールドに値を入力します。

入力する値はマシンで使用するテープコードにより異なります。

 2 進法コード：12.7mm（例：バルダンマシン）

 3 進法コード：12.1mm（例：タジママシン）

4 小ステッチ長フィールドに値を入力します。

これにより初期設定の 小ステッチ値が設定されます。目の詰まった生地や太い糸を
使用する場合は、糸切れを防ぐために 小ステッチ長を増加させます。

5 大ジャンプ長フィールドに値を入力します。

これにより初期設定のオートジャンプ値が設定されます。ジャンプ長を短めにすると、
ステッチの質が向上しマシンでの擦れを減らします。しかし刺繍に要する時間が長く
なることがあります。

6 保存をクリックし、次に閉じるをクリックします。

関連項目

 マシンフォーマット

 小さなステッチを除去する

糸切り機能を設定する

マシンフォーマットの中には、糸切機能をどのようにフォーマットし、認識するのかを
指定できるものがあります。マシンによっては、特定の糸切りコードを読み取れるもの
があります。また複数のジャンプを糸切り機能として認識するものもあります。自動の
糸切り機能を備えていないマシンは糸切り機能を認識できず、糸切りコードのある場所
でデザインを動かしてしまう場合があります。このようなマシンを使用する場合は、デ
ザインが刺繍される時に糸切り機能が無視されるよう、糸きりを出力の選択を解除する
必要があります。

糸切り機能を設定するには

1 デザインを開きます。

2 マシンフォーマット設定 > 標準ダイアログにアクセスします。選択したマシンフォー

マットに関連のあるフィールドのみが表示されます。

3 糸切りパネルで糸切りを出力を選択すると、選択したマシンに出力する際に糸切り機

能が追加されます。

ステッチとジャンプの
設定を調整

選択して糸切り機能を
出力

糸切り機能フォーマットを
選択
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選択を解除すると、糸切り機能はデザインから削除されませんが出力時に無視されま
す。

4 使用する糸切り機能フォーマットを特定します。

5 保存をクリックし、次に閉じるをクリックします。

関連項目

 マシンフォーマット

色替え機能を設定する

色替え機能は針番号またはストップ機能として認識されます。基本的に以下のルールが
適用されます。

 単頭式刺繍機は、色替えまたはストップ機能に遭遇すると停止します。

 多頭式刺繍機の中には、停止せずに次の色に移行するものもあります。

 多頭式刺繍機の中には、直接針番号を割り当てられるものもあります。

ストップ機能

ストップ機能を追加して、糸を手作業で変更することができます。この機能は通常針が
一つしかないマシンで使用されます。ストップ機能はジャンプ機能と組み合わせて色替
えを指示する場合があります。

色替え機能

色替え機能は色替え機能に遭遇したら次の色に移動するようマシンに指示します。マシ
ンは製作ワークシートに従って糸を正しく設定する必要があります。

針番号機能

針番号を割り当てられるマシンでは、カラーパレットのそれぞれの「色スロット」は針
番号に対応します。針番号機能はジャンプ機能と組み合わせて色替えの指示をすること
もあります。

針番号を割当てられるマシンでは、針の数を指定する必要があります。これにより糸を
替えるのにマシンを何回停止させる必要があるか知ることができます。例えば 5 針ある

糸切りフォー
マット

目的

ジャンプ 複数のジャンプを糸切りとして認識するマシンに使用します。
ジャンプ数を入力します。

糸切りコード 明確な糸切りコマンドを認識するマシンに使用します。

糸チャート

刺繍糸リスト

色 / 針の順番
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マシンで 15 色の糸色を使用するデザインを刺繍する場合、色替えにマシンを 3 回停止さ
せる必要があります。

色替え機能を設定するには

1 デザインを開きます。

2 マシンフォーマット設定 > 標準ダイアログにアクセスします。選択したマシンフォー

マットに関連のあるフィールドのみが表示されます。

3 色替えパネルで色替え機能の認識方法を選択します。

4 針番号を割当てることができるマシンでは、針の数フィールドでマシンの針数を入力

します。

5 必要に応じて、グループアドレス使用チェックボックスを選択します。

マシンの中には 2 つのヘッドを 1 グループとし、両方のヘッドの針を使用して刺繍で
きるものがあります。例えばヘッドが 2 つあり各ヘッドに針を 9 つ装備している場合、
刺繍枠が第 1 ヘッドから第 2 ヘッドの下に移動し、糸をマニュアルで変更することな
く 18 色のステッチを続けて行います。

メモ　この場合、針の数フィールドに刺繍機の合計針数を入力します。

6 必要に応じて 初の色替が必要チェックボックスを選択します。

マシンの中には 初の色替えコードが必要なものがあり、このコードによりヘッドが
初の色替えの針位置まで移動します。

7 必要に応じてスタート点へ戻るチェックボックスを選択します。

これにより針がデザインのスタート点に戻り、繰り返しマシンが起動できるよう準備
できます。

8 保存をクリックし、次に閉じるをクリックします。

関連項目

 マシンフォーマット

ボーラー機能を設定する

刺繍機の中にはボーラーを装備しているものがあります。ボーラーは、一本の針と置き
換えられることがよくあります。この場合、ボーラーの針位置とオフセット値を指定す
る必要があります。ボーラーの多くはナイフが付属されており、切り取る位置は針から
±12mm オフセットされています。これにより、刺繍機が動作を開始する前に、ボーラー

方法 色替え機能から変換する機能

針棒番号 針番号機能

ストップ ストップ機能

ストップ & ジャンプ ストップ & ジャンプ機能

針棒番号 & ジャンプ 針番号とジャンプ機能

色替え機能を認識する方法
を選択

必要に応じてオプションの
機能を選択

針の数を入力
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が正しい位置になるようフレームを移動させます。このフレームアウトの値はボーラー
装置用です。刺繍機によっては自動的にボーラー装置のフレームアウト値をもっている
ものもあります。これらの刺繍機を使用する場合は、オフセット値を 0 にして下さい。
また、ボーラー針 ( ナイフの代わりに ) を使用する場合はオフセット値を設定する必要
はありません。詳細はマシンのマニュアルをご覧下さい。

ボーラー機能を設定するには

1 デザインを開きます。

2 マシンフォーマット設定 > 標準ダイアログにアクセスします。選択したマシンフォー

マットに関連のあるフィールドのみが表示されます。

3 ボーリングパネルで、使用するボーラーのオフセット値を入力します。

 刺繍機が自動ボーラー機能を装備している場合は、0mm のオフセット値を入力しま

す。

 ボーラーにオフセット値が必要な場合は、±12.0mm を入力します。

4 ボーラーが取り付けられている針番号を入力します。

5 保存をクリックし、次に閉じるをクリックします。

関連項目

 マシンフォーマット

デザインのエンド点を設定するには

マシンの中にはデザインのエンド点を設定することで、デザインの 後に来た事をマシ
ンに認識させるものがあります。マシンによってはデザインのエンド点を認識せず、代
わりにストップのコードを読み込むものがあります。例えばタジママシンはデザインの
エンド点コードを認識しますが、Happy マシンではストップコードを認識します。

デザインのエンド点を設定するには

1 デザインを開きます。

2 マシンフォーマット設定 > 標準ダイアログにアクセスします。選択したマシンフォー

マットに関連のあるフィールドのみが表示されます。

3 デザインのエンド点パネルで、お使いのマシンに適したオプションを選択します。

4 保存をクリックし、次に閉じるをクリックします。

ボーラーオフセット値を入力

ボーラーの針番号を入力

オプション 目的

デザインの
エンド点

デザインのエンド点コードが必要なもの。タジマ刺繍機など

ストップ ストップコードが必要なもの。Happy 刺繍機など

デザインのエンド点
オプション選択
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関連項目

 マシンフォーマット

 デザインの開始 / 終了点を設定する

上級マシンフォーマット

上級タブでさらに多くのマシンフォーマットオプションにアクセスすることができます。
利用できる設定は、選択したマシンフォーマットにより異なります。色替え順序を設定
したり、デザインの開始 / 終了点に関連して特別なコードを挿入したり、さらには速度
の設定を入力することができます。またボーリングのテンションの変更や、ステッチ終
了時にテープを巻き戻すかどうかなどの設定もあります。マシンフォーマット設定ダイ
アログで、マシンフォーマットへの出力時に使用する値を選択します。

メモ　ここで説明される数値は、すべてのマシンフォーマットに使用できるわけではあ
りません。これらの手順に習い、選択したフォーマットに適用させる数値を入力します。
上級タブの数値はマシンコードの詳しい知識がある場合のみ変更してください。詳細は
お使いの刺繍マシンの説明書をご覧ください。

色替え順序を設定する

マシンの中には各色替えの前後にノンデータステッチとノンデータジャンプがある「色
替え順序」が形成されていないと色替えを認識できないものもあります。お使いのマシ
ンで色替え順序の数値を入力する必要があるか、マシンの仕様をご確認ください。

上級タブの色替え順序パネルでは、上から順に以下のようなコードが表示されます。
初の 2 つのフィールドには、色替えの前に挿入するノンデータステッチとノンデータ
ジャンプの数が表示されています。その他のフィールドには、機能の後に挿入するノン
データステッチとノンデータジャンプが表示されています。

関連項目

 マシンフォーマット

デザインの開始 / 終了点を設定する

デザインのエンド点機能に加え、マシンの中にはデザインの開始 / 終了点をステッチす
るよう追加のノンデータステッチとノンデータジャンプを必要とするものもあります。

ステッチリストの色替え順序は、
マシンフォーマット設定の上級タブで
指示されている順序と一致する
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ストップ機能を必要とするマシンや、マシンを初期化し、ステッチ後にフレームアウト
させる機能が必要なものもあります。

針ナンバーをセットオプションはマシンを初期化し、ヘッドを初めの色替えの針位置に
戻します。

フレームアウトオプションはデザインのステッチが終了した後にフレームを移動させま
す。

メモ　これらのフィールドには初期値に加えて挿入するコードが表示されています。

関連項目

 マシンフォーマット

速度オプションを設定する

マシンの中には異なる速度でステッチできるものがあります。刺繍を開始する時とボー
ラー位置で違った速度を選択できます。

上級タブの自動スピード変化オプションは、ボーラー位置で自動的にマシンを低速にし
ます。スタートリストから、好ましい速度 ( 高速または低速 ) を選択します。高速リス
トから、速度 1 または速度 2 などマシンの速度を選択します。詳細については、刺繍機
の説明書をご覧下さい。

関連項目

 マシンフォーマット

デザインの終了点に挿入する
ノンデータステッチ / ジャンプの
数を入力

デザインの開始点に挿入する
ノンデータステッチ / ジャンプの
数を入力

選択してマシンを初期値に
セットし、 初の針位置に

ヘッドを戻す

選択しステッチ終了後
フレームを移動

速度オプションを選択し、
設定を調整
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その他の上級オプションを設定する

マシンフォーマットにより、ボーリングのテンションを緩めるかどうかを選択したり、
ステッチが終了した時にテープを巻き戻すかどうかを指定できます。

必要に応じて以下を設定します。

 ボーリングのテンションコントロール : このオプションはボーラー位置で生地の張り

を減少させます。

 終了点リワインド前でストップ : このオプションはデザインのエンド点でマシンを停

止し、テープをリワインドします。

 終了点でジャンプ付リワインド : このオプションはデザインのエンド点でジャンプを

挿入し、テープをリワインドします。

関連項目

 マシンフォーマット

ユーザー設定のマシンフォーマット

EmbroideryStudio にはほとんどのマシンで使用できるフォーマットが装備されています。
しかしお使いのマシンタイプがない場合は、マシンフォーマットの設定を独自で行う必
要があります。同じタイプのマシンでもモデルによっては機能が異なり、異なる数値が
必要となる場合があります。

ユーザー設定フォーマットを作成する

標準のマシンフォーマットを基に新規フォーマットを作成し、すべてのデザインで利用
できます。

クリックしユーザー設定
フォーマットを作成

クリックし、デザイン
フォーマットを作成

新しいフォーマット名を
入力
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 フォーマット名フィールドに新しいフォーマットの名前を入力します（例 :

「Melco-1」）。

 コメントフィールドに、マシンフォーマットを識別するのに役立つ情報を入力します

（例 : 糸切りなし）。

 必要に応じて、標準と上級マシンフォーマット設定を調整します。

デザイン特有のフォーマットを作成する

現在のデザインで使用する、ユーザー設定のマシンフォーマットを作成できます。名前、
コメントの項目は変更できません。ユーザー設定フォーマットには、オリジナルのマシ
ンフォーマットとデザイン名を使用して自動的に名前が付けられます（例 :
「Melco-Design1」）。

メモ　必要に応じて、標準のマシンフォーマット自体をアップデートできます。しかし、
のアップデートはオリジナルの数値が今後必要でなくなった場合にのみ行って下さい。

関連項目

 マシンフォーマット

 標準マシンフォーマット

 上級マシンフォーマット
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パート 3

刺繍のデジタイズ

EmbroideryStudio では、刺繍オブジェクトと呼ばれる基礎となる形状からデザインを作
成していきます。これらは一般的なアウトラインオブジェクトと同様、色、大きさ、位
置などそれぞれを個別に形成する要素のプロパティを持っています。刺繍オブジェクト
独特のステッチタイプや糸間隔といったプロパティも含まれます。

ステッチタイプ

この章では、サテンの埋め縫い、タタミ、モチーフ、ラインステッチを含む様々な埋め
縫いステッチタイプの選択の仕方、そして 高の仕上がりに向けたステッチ設定の調整
方法を説明しています。またジグザグや E ステッチ埋め縫い、またボーダーの作成に関
しても説明しています。詳細はステッチタイプをご覧ください。

形状をデジタイズする

この章では、ベクターから刺繍オブジェクトへの自動変換について説明しています。自
由形状、シンプルなボーダー、複合コラム形状のデジタイズやマニュアルのデジタイズ
方法も説明しています。詳細は形状をデジタイズするをご覧ください。

オブジェクトプロパティ

この章では、デザイン内のプロパティ設定の変更の仕方、生地設定の適用と調整方法に
ついて説明しています。また EmbroideryStudio. 詳細はオブジェクトプロパティをご覧
ください。でのスタイルとテンプレートの作成方法と保持の仕方に関しても説明してい
ます。

生産性を高めるツール

この章では、サークル、スター、リングのデジタイズ方法と、アウトラインの強化方法
について説明しています。またオーバーラップしたオブジェクトの重なり合ったステッ
チ部分の削除方法、アウトラインと中抜き部分の埋め縫い方法、デザインに装飾的な
ボーダーを追加する方法に関しても説明しています。詳細は生産性を高めるツールをご
覧ください。
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第 10 章

ステッチタイプ

EmbroideryStudio のすべての刺繍オブジェクトには、設定やプロパティが定義されてい
ます。 サイズや位置などのプロパティはすべてのオブジェクトに共通していますが、その
他はオブジェクトタイプに特定されます。 プロパティの中で一番重要なものはステッチタ
イプです。 ステッチはオブジェクトのアウトラインと関連したステッチタイプを基に生成
されます。 オブジェクトの再形成、変形、サイズ変更を行う度に現在の設定に従いステッ
チが再生成されます。

ステッチタイプは、大きく分けてアウトラインと埋め込みの 2 つに分類されます。 形状に
より適するステッチタイプは異なります。 アウトラインや埋め縫い両方に適するステッチ
タイプもあれば、 特定の目的の為に使用するものもあります。 ステッチタイプはデジタイ
ズ方法と一緒に選択することも、後で適用することもできます。 オブジェクトを一から作
成する場合、現在選択されているステッチタイプが採用されます。

シンプルなアウトラインステッチ

EmbroideryStudio は、様々な太さとスタイルのアウトラインステッチを作成できるツー
ルを装備しています。 これらは一般的にデザインに輪郭を追加したり、ランニングを引き
立たせる場合に使用します。 ツールにはシンプルなランニングステッチや様々な装飾的な
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アウトラインを作成できるものがあります。 アウトラインのステッチタイプは交換するこ
とができます。 

シンプルなランニングステッチ

ランニングを使用して、シンプルなランニングステッチのラインをデジタイズします。 ト
リプルランニングで強調します。 一般的にこのステッチタイプは太めのボーダーやアウト
ラインに使用されます。 スカルプチャーランはシングルとトリプルステッチを交互にス
テッチし、手縫いのような不ぞろいな太さのステッチを作成します。 ステッチ長、コード
ギャップ、ステッチのリピート数やその他設定はオブジェクトプロパティドッカーで調
整します。

メモ

 デジタイズとグラフィカルデジタイズツールバーには、アウトラインをデジタイズす

るツールがあります。 これらのツールでデジタイズラインに沿ってステッチを配置し
ます。

 EmbroideryStudio には、自動的にアウトラインを生成するツールがあります。 

 ステッチの方向を特定し、バックトラックとリピートを使用してアウトラインを強調

することができます。 

アウトラインステッチタイプ > ランニングを使用し、デジタイズラインに沿っ
てシングルのランニングステッチの列を配置します。 右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > トリプルランニングを使用し、デジタイズライ
ンに沿ってトリプルランニングステッチの列を配置します。 右クリックで設定し
ます。

アウトラインステッチタイプ > スカルプチャーランを使用し、シングルとトリ
プルステッチが交互になった手縫い風のアウトラインを作成します。
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 ベクターを含むアウトラインのタイプはいつでも交換することができます。 ベクター

オブジェクトにはステッチプロパティはありません。サテンのアウトラインの幅はオ
ブジェクトプロパティを介してか、オブジェクト変形ツールでコントロールすること
ができます。 

関連項目

 アウトライン & 詳細をデジタイズする

 EmbroideryStudio でベクター形状を作成する

 アウトライン & オフセットを生成する

 アウトラインを強調する

 コラム C オブジェクトを変形する

ステッチ長

ランニングステッチやその他のアウトラインステッチのステッチ長は、形状に合うよう
に調整することができます。

ステッチ長を調整するには

 アイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

 一定のステッチ長を設定するには、長さフィールドを調整します。 きついカーブには、

ステッチがラインに沿うように長さを減少させます（例 : 1.8 mm）。 手縫い風の刺繍を
真似るには、長さを例えば 4.0 mm ほどにするとよいでしょう。

アウトラインステッチタイプ > ランニングを使用し、デジタイズラインに沿っ
てシングルのランニングステッチの列を配置します。 右クリックで設定します。

ステッチ長を
調整

ランニング長の
調整効果値を調整

ステッチタイプを変更

ランニング長の
調整効果をオフに

する

きついカーブに対し、
ステッチが足りない

ステッチがより正確に
カーブに沿う

ランニング長 ランニング長
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 またはランニング長の調整効果オプションの設定で、きついカーブ部分で自動的にス

テッチの長さを短く生成することにより、アウトラインに沿ってステッチを生成でき
ます。

 コードギャップフィールドで、デジタイズされたアウトラインとステッチ間の 大間

隔を入力します。

 小ステッチ長フィールドに 小ステッチ長を入力します。 コードギャップが超えた

としても、ステッチ長はこの値よりも減少することはありません。

ランニング数

初期設定ではトリプルランニングのステッチは 3 回繰り返されます。 ランニング数の値を
調整して、繰り返しの数を変更することができます。

参考　ステッチの方向を特定し、バックトラックとリピートを使用してアウトラインを
強調することができます。詳細はアウトラインを強調するをご覧ください。

スカルプチャーラン設定

スカルプチャーランは、交互のステッチのステッチ長を独立して設定することができま
す。これは手縫いのような効果を作成するのに便利です。 開いた / 閉じた形状に適用する

ランニング
長

コード
ギャップ

固定されたランニング長 ランニング長の調整効果
0.07mm

ランニング長の調整効果
2mm

アウトラインステッチタイプ > トリプルランニングを使用し、デジタイズライ
ンに沿ってトリプルランニングステッチの列を配置します。 右クリックで設定し
ます。

シングル
ランニング

ステッチ長

トリプル
ランニング

1 2 3 4 5 6

1

2

3

5

6

4

ランニング数を選択

アウトラインステッチタイプ > スカルプチャーランを使用し、シングルとトリ
プルステッチが交互になった手縫い風のアウトラインを作成します。
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ことができます。 交互のステッチの値の初期設定は同じですが、別々に設定することがで
きます（例： A=2.5 mm と B=1.5 mm）。 また A/B のリピート数も別々に設定できます。 初期
設定は、#A=3、#B=1 です。

装飾的なアウトライン

一般的にシンプルなランニングステッチは、デザインに輪郭を追加したり、ランニング
を引き立たせる場合に使用します。装飾的なアウトラインを作成するステッチタイプも
あります。 バックステッチは古風な見た目が美しいステッチで、繊細なラインにも自由に
適用でき、 ステムステッチは更に太目で、手縫い刺繍の風合いを出すことができます。 ラ
ンニングステッチをデジタイズするのと同じ要領で装飾的なアウトラインをデジタイズ
できます。 

装飾的なランニングを作成する

 より細かいアウトラインには、バックステッチを使用します。 バックステッチは複雑

なカーブに沿うことができる古風で柔軟性のあるステッチです。

B B

AA

長さ A は B と
異なる場合がある

ランニング数 A は B と
異なる場合がある

アウトラインステッチタイプ > バックステッチを使用し、デジタイズラインに
沿ってバックステッチの列を配置します。 右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > ステムステッチを使用し、デジタイズラインに
沿ってステムステッチの列を配置します。 右クリックで設定します。
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 バックステッチ設定はステッチの長さ、コードギャップ、太さ、オーバーラップ値、

反復回数を特定することができます。 長さ、 小ステッチ長、コードギャップ値は、
ランニング長の調整効果オプションと似たような動作をします。

 より太い、装飾的なラインにはステムステッチを使用します。 ステムステッチは手縫

い刺繍のような風合いを作成するのに使用されます。 サテンやモチーフフィルなどの
アウトラインとして、また他の装飾ステッチと組み合わせて茎や葉脈などを表現する
のにも使用できます。

ランニング長 :1.5mm

ステッチの太さ :0.25mm

反復回数 :5
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 ステムステッチ設定はステッチとラインの太さ、間隔、オーバーラップ値、太さ（反

復回数）を特定することができます。

メモ　トリプルステッチには、ステッチの太さも調節することができます。

関連項目

 刺繍のデジタイズ

 アウトライン & 詳細をデジタイズする

 オブジェクトを変換する

サテンステッチ

サテンは太いボーダーや埋め縫いにも使用できるステッチタイプです。 各ステッチがコラ
ムの幅を形成する幅の狭い形状に適しています。 一般的にサテンの埋め縫いには分割する
針落ちがない為、つやのある質の高い外観のステッチが作成できます。

参考　自動スプリットとオートジャンプは、長いサテンステッチをコントロールするの
に役立ちます。詳細は長いサテンステッチを 適化するをご覧ください。

ラインの太さ :1.5mm

間隔 : 1.2mm

角度 :90 度
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サテンステッチを適用する

EmbroideryStudio では、自動間隔は初期設定となっています。 自動間隔は糸切れを防ぎ、
サテンステッチのコラムを見栄えよく作ります。

コラムの幅が大きすぎると、ステッチが緩くなり、生地をきちんと覆うことができませ
ん。 逆に非常に狭いコラムではステッチの間隔が密になりすぎ、針落ちで生地を傷めてし
まう可能性があります。 ステッチの密度は一定の間隔を設定して調整したり、コラムの幅
が変化するところで自動間隔に計算させることができます。

自動間隔のサテンステッチを適用するには

1 使用したいデジタイズ方法を選択します（例：コラム C）。

2 サテンを選択し、刺繍オブジェクトを作成します。 または既存の刺繍オブジェクトを

選択してサテンをクリックします。

3 サテンアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

4 自動間隔にチェックを入れます。

埋め縫いステッチタイプ > サテンを使用し、サテンステッチを新規または選択
した狭いコラムや形状に適用します。 右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > サテンを使用し、幅が一定の太めのボーダーや
列を作成します。 右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ > 3D サテンを使用し、盛り上がった表面を作成します。
レタリングに適用したり、トラプントと一緒に使用してキルティング効果を作成
できます。 右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > 3D サテンを使用し、盛り上がったさてんのボー
ダーを作成します。アウトラインと併用してキルティング効果を作成できます。 
右クリックで設定します。

密度の調整 % で入力

自動間隔の選択
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5 更に開いた / 閉じた埋め縫いにステッチ密度を調整します。

密度はパーセンテージで設定します。

 密度を減らすには、パーセンテージを増やします ( 例：110% -115%)。

 密度を減らすには、パーセンテージを減らします ( 例：90% -85%)。

75% で通常質の高い刺繍を作成できます。 ステッチ数が増加すると、デザインの刺繍
により長い時間が必要となり、コスト高となります。

6 Enter または適用をクリックします。 

メモ　自動間隔の設定を調整して、更に正確な結果を得ることができます。 

関連項目

 刺繍のデジタイズ

 サテンの自動間隔

サテンの自動間隔

自動間隔を調整し、どれくらいの間隔を適用するかを特定します。 また間隔オフセットを
特定して、糸のタイプにより調整できるようにします。 これらの設定はデジタイズの上級
者の為のものです。 変更した設定をテンプレートに保存しておくのもよいでしょう。 

100%　調整なし <100%　ステッチ数が増加>100%　ステッチ数が減少

埋め縫いステッチタイプ > サテンを使用し、サテンステッチを新規または選択
した狭いコラムや形状に適用します。 右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > サテンを使用し、幅が一定の太めのボーダーや
列を作成します。 右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ > 3D サテンを使用し、盛り上がった表面を作成します。
レタリングに適用したり、トラプントと一緒に使用してキルティング効果を作成
できます。 右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > 3D サテンを使用し、盛り上がったさてんのボー
ダーを作成します。アウトラインと併用してキルティング効果を作成できます。 
右クリックで設定します。

長さ 1

間隔 1

間隔 2

長さ 2

自動間隔固定の糸間隔
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自動間隔の設定を調整するには

1 サテンアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 設定をクリックします。 自動間隔設定ダイアログが開きます。 

3 ステッチパネルでステッチの設定を調整します。

4 別の糸タイプの間隔オフセットを調整します。

オフセットは異なる糸の太さに対し調整されるステッチ設定の量を定義します。

設定 目的

長さ これらの数値は、調整される間隔毎に定義されます。 細かい数値で設定
されるほど、広い間隔から狭い間隔へと、より頻繁に変化します。 長さ
はそれぞれ前のものよりも大きくなくてはいけません。

間隔 各ステッチ長に一致する間隔値を定義します。 下記をご覧下さい。

太さ 詳細 初期設定

A 標準刺繍糸（約 40 デニール） 0.01

B 標準より太め（約 30 デニール） 0.03

クリックして自動間隔
の値を調整する

自動間隔の選択

ステッチ長の
数値を調整

糸間隔を調整

各糸タイプに対し、
間隔オフセットを
入力

初期設定の間隔値 糸間隔を編集



第 10 章   ステッチタイプ 208

メモ　糸色追加ダイアログで糸タイプを割り当てます。 割り当てられた糸タイプのス
テッチ間隔が、設定された数値に従って自動的に調整されます。 

5 OK をクリックします。

関連項目

 テンプレートを扱う

 糸の詳細を変更する

一定間隔のサテン

EmbroideryStudio では、自動間隔は初期設定となっています。 しかしサテンコラムの間
隔を指定したい場合には、 固定間隔が使用されます。 これらの効果は自動間隔で行うこと
ができません。

参考　デジタイザーをご使用の場合、あらかじめ設定されているスタイルと素早く切り
替えができます。 デジタイザーカーソル上の各ボタンを使用すると次のスタイルにアクセ
スできます （例：ボタン 1 をクリックして、<PRESET_SATIN_1> を選択）。

一定間隔のサテンステッチを適用するには

1 使用したいデジタイズ方法を選択します（例：コラム C）。

C 標準より細め（約 80 デニール） -0.03

D とても細い（約 100 デニール） -0.06

太さ 詳細 初期設定

埋め縫いステッチタイプ > サテンを使用し、サテンステッチを新規または選択
した狭いコラムや形状に適用します。 右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > サテンを使用し、幅が一定の太めのボーダーや
列を作成します。 右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ > 3D サテンを使用し、盛り上がった表面を作成します。
レタリングに適用したり、トラプントと一緒に使用してキルティング効果を作成
できます。 右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > 3D サテンを使用し、盛り上がったさてんのボー
ダーを作成します。アウトラインと併用してキルティング効果を作成できます。 
右クリックで設定します。
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2 サテンを選択し、刺繍オブジェクトを作成します。 または既存の刺繍オブジェクトを

選択してサテンをクリックします。

3 サテンアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

4 自動間隔のチェックを外します。

5 間隔フィールドで一定の間隔を入力します。

 密度を増加するには、小さめの数値を入力します。

 密度を増加するには、大きめの数値を入力します。

6 Enter または適用をクリックします。 

関連項目

 刺繍のデジタイズ

サテンのステッチ数

トリプルサテンは、太目の糸を使用した手作りの刺繍の風合いを出す為、エスニックな
デザインによく使われます。 太目のステッチを作成したい場合は、サテンのステッチが複
数回繰り返されるように設定します。 3D サテンは複数の層のサテンステッチから成り、

ステッチ間隔を
調整

自動間隔を
解除する

ステッチ間隔 0.5mm ステッチ間隔 0.7mm ステッチ間隔 0.9mm

埋め縫いステッチタイプ > サテンを使用し、サテンステッチを新規または選択
した狭いコラムや形状に適用します。 右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ > 3D サテンを使用し、盛り上がった表面を作成します。
レタリングに適用したり、トラプントと一緒に使用してキルティング効果を作成
できます。 右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > サテンを使用し、幅が一定の太めのボーダーや
列を作成します。 右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > 3D サテンを使用し、盛り上がったさてんのボー
ダーを作成します。アウトラインと併用してキルティング効果を作成できます。 
右クリックで設定します。
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盛り上がった表面を作成します。 書体の中には 3D サテンをうまく適用できるものもあり
ます。

サテンのステッチ数を調整するには

 サテンアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

 サテン数フィールドに繰り返し数を入力します。

注意　ここで 10 以上の数値を使用すると、デザイン、生地、糸の張り具合によって刺
繍糸が切れてしまう可能性があります。

サテン数を調整

サテンの層を
調整
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 3D サテンはステッチの層の数を調整することができます。

 Enter または適用をクリックします。

参考　サテンのステッチ数を増やす場合は、ステッチが一箇所に固まって糸切れが起
こるのを防ぐ為に、ステッチ間隔も同時に増やす必要があります。 

関連項目

 一定間隔のサテン

 長いサテンステッチを 適化する

 ステッチタイプ & 効果をレタリングに適用する

タタミステッチ

タタミステッチは並んで配置されるランニングステッチの列から成り、大きな形状を覆
うのに適しています。 水平な分割ラインができないように、各ステッチの列にはオフセッ
トを選択できます。

タタミの密度

3D サテン数を設定し、
層の高さを調整

埋め縫いステッチタイプ > タタミを使用し、大きく不規則な形状を埋めるのに
使用します。 右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > タタミを使用し、様々な針落ちパターンで一定
幅のボーダーやコラムを作成します。
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タタミステッチの糸間隔はステッチの各列間の距離により決定されます。 列間隔を広げる
と間隔の開いたステッチが作成され、背景や特殊効果の場合に使用することができます。

参考　ステッチ間隔を増加させるには、自動下縫いをオフにする必要があります。 また間
隔が広すぎると、トラベルランニングやオーバーラップといった部分の効果を損なう事
になります。 トラプント効果を使用すると、下縫いのトラベルランニングがオブジェクト
の端に自動的に移動するので、下縫いが見えなくなります。 

タタミの密度を設定するには

1 使用したいデジタイズ方法を選択します（例： 複合ターニング）。

2 タタミを選択し、刺繍オブジェクトを作成します。 または既存の刺繍オブジェクトを

選択してタタミをクリックします。

3 タタミアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

4 必要に応じて間隔を調整します。 ステッチの密度を増加させるには、小さめの数値を

入力します。 逆に、ステッチの密度を開くには、大きめの数値を入力します。

列間隔

ステッチの方向

ステッチ長

オフセットフラクション

ステッチ間隔を調整

ステッチ長を調整

間隔 : 0.4mm 間隔 : 0.6mm 間隔 : 0.8mm
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5 必要に応じて長さを調整します。

6 小ステッチ長フィールドで、生成される 小のステッチ長を入力します。

7 必要に応じてその他の設定を調整します。 

8 Enter または適用をクリックします。

関連項目

 トラプントで開いたステッチを作成する

 刺繍のデジタイズ

 オブジェクトプロパティの適用オプションを選択する

その他のタタミ設定

タタミ設定は針オフセットをコントロールでき、針落ちポイントを均等に分配したり、
パターン効果を作成します。 異なる返し針タイプを選択し、縁ステッチをコントロールし
ます。

長さ 4.5mm 長さ 2mm 長さ 1mm

長さ : 4 mm
小のステッチ : 0.4 mm

長さ : 4 mm
小のステッチ : 0.8 mm

長さ : 4 mm
小のステッチ : 1.2 mm
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オフセット

タタミの埋め込みでは、各列がどのようにオフセットされるかを指定して針落ちで形成
されるパターンをコントロールすることができます。 これは「オフセットフラクション」
または「分割ライン」を調整して行います。 

参考　針落ち乱発生値は規則的な針落ちで形成された分割ラインパターンを取り除き、
形状内にステッチを不規則に分配します。 

バックステッチ

タタミバックステッチとはタタミの埋め込みで 2 列ごとに後戻りするステッチ列の呼び
名です。 標準、縁取り、斜めの 3 種類のバックステッチが利用できます。

以下のテーブルは違いをまとめたものです。

入力 メモ

標準バック
ステッチ

列の長さが異なるため、形状の端に多くの細かいステッチを作らず、生
地を傷めてしまうのを防ぐことができます。 標準バックステッチは密度
の高い埋め込みに適しています。

縁取りバック
ステッチ

縁沿いバックステッチでは、滑らかで輪郭のくっきりとしたステッチ密
度の低い埋め込みを作成できます。 縁取りバックステッチは、トラプン
トスタイルとも呼ばれます。 

斜めバック
ステッチ

このバックステッチでは、後戻りする列は斜めに縫われ、前進する列に
直接繋がります。 斜めバックステッチはターンする形状に適していて、
ぼかしステッチ効果をうまく活かせます。 

オフセットを調整して
パターン効果を作る

返し針を調整してボーダーの
外観をコントロールする

標準バックステッチ 縁取りバックステッチ 斜めバックステッチ
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関連項目

 タタミオフセットで装飾的な効果を作成する

 ランダムパターンを作成する

 トラプントで開いたステッチを作成する

 毛羽の風合いを作成する

開いた埋め縫い & ボーダー

ステッチタイプツールバーには、ジグザグと E ステッチが含まれています。 これらの
ツールは共にアップリケやその他の刺繍オブジェクトのの周りにボーダーを作成するの
に使用されます。 また装飾的な効果を出したり、ステッチ数を抑えた埋め縫いを作成する
こともできます。 ジグザグとダブルジグザグステッチは、頻繁に下縫いとしても使用され
ます。

開いた埋め縫いまたはボーダーを作成するには

 使用したいデジタイズ方法（開いたまたは閉じたオブジェクト）を選択します。 

アウトラインステッチタイプ > ジグザグをクリックし、のこぎり歯状のステッ
チで一定幅の開いたボーダーやコラムを作成します。 右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ > ジグザグを使用し、開いたのこぎり歯状のステッチ
で埋め縫いを作成します。 右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > E ステッチを使用し、開いたくし状のステッチで
一定幅のボーダーやコラムを作成します。 右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ > E ステッチを使用し、開いたくし状のステッチで埋め
縫いを作成します。 右クリックで設定します。
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 アウトラインまたは埋め縫いのステッチタイプを選択し、刺繍オブジェクトを作成し

ます。 あるいは、既存のオブジェクトを選択してステッチタイプを適用します。

 オブジェクトをダブルクリックするか、アイコンを右クリックし、オブジェクトプロ

パティにアクセスします。 ここでステッチ間隔、長さ、ランニング数の値をコント
ロールすることができます。

 より目の詰まった / 開いたアウトラインには間隔を調整します。

 平行なステッチを作成し、水平に対した角度をコントロールします。 カリグラフィー

風のステッチを作成するのに使用します。

ステッチ間隔を
調整
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 E ステッチはランニング数を設定することもできます。

関連項目

 ジグザグ下縫いの設定

 トラプントで開いたステッチを作成する

 アップリケをデジタイズする

 刺繍のデジタイズ

 コラム形状をデジタイズする

モチーフフィル & ボーダー

モチーフは定型のデザイン項目で、ハート型、葉っぱ型、ボーダーパターンなどがあり
ます。 モチーフは通常 1 つ、または数個のシンプルなオブジェクトから成り、特殊なモ
チーフセットに保存されています。 モチーフは装飾的なアウトラインやパターンフィルに
使用することができます。 すでにソフトウェアに含まれているものを使用することも、独
自のモチーフを作成することも可能です。 モチーフは他のオブジェクトと同じ方法で、サ
イズの変更や回転、反転が行えます。 また立体感のあるユニークなものを作ることもでき
ます。

メモ　自動下縫いはこの機能ではオフとなり、ステッチ角度は無効となります。

関連項目

 モチーフを選択する & 配置する

 モチーフランニングの作成

E ステッチの間隔
ランニング数 1 E ステッチの間隔

ランニング数 3

アウトラインステッチタイプ > モチーフランニングを使用し、デジタイズした
ラインに沿ってモチーフの列を作成します。

埋め縫いステッチタイプ > モチーフフィルを使用し、パターンの繰り返しを形
成する刺繍モチーフで、装飾的な埋め縫いを作成します。 右クリックで設定しま
す。



第 10 章   ステッチタイプ 218

 モチーフフィルを作成する

パターンフィル & ボーダー

プログラムスプリットは、針落ちでパターンの繰り返しを作成する装飾的な埋め込みス
テッチです。 あらかじめ定義されたパターンを選択することも、独自のものを作成するこ
ともできます。 プログラムスプリットは幅の広いオブジェクトに適用することができま
す。 設定は効果を適用する前でも、後でも調整できます。 パターンはプログラムスプリッ
トパターンのライブラリから選択します。

関連項目

 プログラムスプリットでテクスチャを作成する

 ユーザー設定スプリットを作成する

埋め縫いステッチタイプ > プログラムスプリットを使用し、針落ちがパターン
の繰り返しを形成する装飾的な埋め込みステッチを作成します。

アウトラインステッチタイプ > プログラムスプリットを使用し、装飾的な針落
ちパターンに一定幅のボーダーやコラムを作成します。 右クリックで設定しま
す。 

パターンライブラリ
から選択
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カーブした埋め縫い

EmbroideryStudio には、カーブしたステッチを作成する様々なステッチタイプとテク
ニックがあります。

ラインステッチ & ボーダー

ラインステッチはカーブしたステッチで埋め込むステッチタイプで、コラム A/B または
サークル / リングオブジェクトに適用でき、 アウトラインステッチにも使用できます。 ス

アウトラインステッチタイプ > ラインステッチを使用し、オブジェクトの輪郭
に沿ってカーブしたステッチで陰影効果を作成します。 右クリックで設定しま
す。

埋め縫いステッチタイプ > ラインステッチを使用し、オブジェクトの輪郭に
沿ってカーブしたステッチで陰影効果を作成します。 右クリックで設定します。
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テッチは形状の輪郭に沿い、カーブや陰影効果を作成します。 平坦なタタミ縫いに比べ、
ラインステッチは刺繍に動きを与えます。

関連項目

 デジタイズ方法

 装飾的なステッチ

 ラインステッチを作成する

オフセット埋め縫い

オフセット埋め縫いは、形状の輪郭に沿うカーブした埋め縫いステッチを生成する点で
ラインステッチと似ていますが、 複合埋め縫いオブジェクトとターニングステッチオブ
ジェクトにも適用することができます。 ステッチ角度は埋め縫いパターンには影響しませ
ん。 ラインステッチのように、少ないステッチ数の開いた埋め縫いに使用するのがベスト
です。

埋め縫いステッチタイプ > オフセット埋め縫いを使用し、閉じた形状にオフセットの埋
め縫いを作成します。
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関連項目

 オフセットの埋め縫いを作成する

渦巻きフィル

渦巻きフィルを使用し、形状の輪郭を沿う開いたステッチを作成します。 穴や突出のない
シンプルな形状だと 高の結果を出すことができます。 ステッチ長が一定または可変のラ
ンニングステッチと共に使用します。 長い形状だとオブジェクトの境界線を越えてステッ
チが生成される場合がありますが、これをユニークな効果として使用することもできま
す。

関連項目

 渦巻きフィルを作成する

装飾的なステッチ

EmbroideryStudio にはアーティスティックな効果やステッチタイプがあり、ユニークな
埋め縫いを作成することができます。

スティプルフィル

埋め縫いステッチタイプ > 渦巻きフィルを使用し、埋め縫いオブジェクトの中
心から、らせん状のステッチを作成します。

埋め縫いステッチタイプ > スティプルフィルを使用し、ボーダー内で不規則にう
ねるランニングステッチで埋め縫いを作成します。 右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ > スティプルバックステッチを使用し、ボーダー内で不
規則にうねるバックステッチの埋め縫いを作成します。 右クリックで設定しま
す。

埋め縫いステッチタイプ > スティプルステムステッチを使用し、ボーダー内で
不規則にうねるステムステッチの埋め縫いを作成します。 右クリックで設定しま
す。
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スティプルとは、ボーダー内を不規則にうねるランニングステッチから成る装飾的な効
果のある埋め縫いを作成する方法です。 閉じたどのオブジェクトにも適用することができ
ます。 ステッチ角度は無効になります。

関連項目

 スティプル効果を作成する

ストリングフィル & ボーダー

ストリングステッチタイプは、手縫い風の埋め縫いや繊細なボーダーを作成するのに適
しています。 ミラーやシークインなどの装飾品を固定するボーダーとして使用することが
できます。 開いた / 閉じた形状に適用することができます。

関連項目

 ストリングフィル & ボーダー

サガラタイプのパターン

埋め縫いステッチタイプ > ストリングを使用し、ストリング（紐）状の手縫い
風ステッチで埋め縫いを作成するのに使用します。 閉じた形状に適用します。

アウトラインステッチタイプ > ストリングを使用し、ストリング（紐）状の手
縫い風アウトラインステッチで、繊細なボーダーを作成するのに使用します。 開
いた / 閉じた形状に適用することができます。

埋め縫いステッチタイプ > 平行を使用し、開いた真っ直ぐで平行な埋め縫いを
作成します。 右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ > 格子を使用し、格子状の埋め縫いを作成します。 閉じ
た形状に適用します。 右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ > コイルを使用し、各ステッチがコラムの幅を渡る幅
の狭い形状やコラムをステッチします。 右クリックで設定を調整します。
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EmbroideryStudio では、一般的にサガラ刺繍で使用されるステッチパターン（平行、格
子、コイル、中抜きコイル）を使用することができます。 使用するタイプは使用する入力
ツール、オブジェクトの形状、サイズ、出したい効果によります。 これらのパターンは通
常サガラ刺繍に使用されますが、装飾的な通常の刺繍のパターンタイプとして使用する
こともできます。 サガラ刺繍デバイスがない限り、通常の刺繍機は実際にサガラチェーン
やループステッチを生成することはできません。 しかしパターンそのものは装飾的な、ラ
ンニングステッチを使用した開いたステッチを作成することができます。

平行ステッチ

平行ステッチはタタミと似ており、ほとんどの閉じたオブジェクトをデジタイズする入
力方法での使用に適しています。領域を対角線上か、または横方向 / 縦方向に埋めるこ
とができます。 格子は大きな閉じた領域を埋めるのに適しています。開いたタタミと縁取
りバックステッチで似たような効果を得ることができますが、平行ステッチを使用した
ほうが簡単です。 このステッチタイプではステッチ角度は効果を成しません。

コイルステッチ

コイルステッチはサテンと似ており、ほとんどの閉じたオブジェクトをデジタイズする
入力方法での使用に適しています。 ステッチは渦巻きで生成されます。 一般的にコイル埋
め縫いは、各ステッチがコラムの幅を渡る幅の狭い形状やコラムに適しています。 中抜き
コイルは、大きな閉じた領域に使用します。 このテクニックは同心円のコイル状のステッ
チの列で複雑な形状を埋めることができます。

関連項目

 サガラタイプのパターン

埋め縫いステッチタイプ > 中抜きコイルを使用し、円を描くような手縫いのサ
ガラ刺繍を真似た同心のコイル状のステッチで大きな複合埋め縫いオブジェクト
を埋めます。 右クリックで設定を調整します。
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クロスステッチフィル

クロスステッチは、少ないステッチ数で大きな領域を埋め込む技術として人気がありま
す。 クロスステッチはアップリケと組み合わされることもあります。 クロスステッチはモ
チーフフィル に似ていますが生成が異なります。 

同じ生地の目数を使っていれば、別のオブジェクトのクロスでも正確に並べることがで
きます。 これはクロスステッチフィルはグリッド上に生成される為です。 オブジェクトの
境界線付近ではクロスは断片的に生成され、ギャップが生じるのを防ぎます。 クロスス
テッチフィルのトラベルランニングは、ステッチに沿って下に生成されます。

メモ　クロスステッチフィル効果はステッチタイプで、ファイルメニューから使用でき
る ES クロスステッチアプリケーションに代わるものではありません。 EmbroideryStudio 
クロスステッチ増補版も併せてご覧ください。

関連項目

 クロスステッチフィルを作成する

埋め縫いステッチタイプ > クロスステッチを使用し、ステッチ数の少ないクロ
スステッチフィルで大きな形状を埋め込みます。
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第 11 章

形状をデジタイズする

EmbroideryStudio では、刺繍オブジェクト
と呼ばれる基礎となる形状からデザインを作
成します。これらのオブジェクトは一般的な
ベクターグラフィックと同じように、色、大
きさ、位置などによって、それぞれを個別に
形成する要素、いわゆるプロパティを持って
おり、刺繍オブジェクト独特のステッチタイ
プや糸間隔といったプロパティも含まれま
す。刺繍オブジェクトで も重要なプロパ
ティはステッチタイプです。ステッチタイプ
によって適する形状は異なります。

参考　EmbroideryStudio はベクターオブ
ジェクトを直接刺繍オブジェクトに変換することもできます。ベクターデザイン全体を
刺繍デザインに変換することができます。CorelDRAW グラフィックスでオブジェクトを変
換するも併せてご覧ください。

刺繍のデジタイズ

画面上で刺繍オブジェクトを作成するプロセスを「デジタイズ」といいます。CorelDRAW
グラフィックス刺繍オブジェクトを作成するには、入力方法と呼ばれるデジタイズ方法
を使用します。IEmbroideryStudio のデジタイズツールは刺繍オブジェクトとベクターオ
ブジェクト両方を生成するのに使用します。

参考　CorelDRAW(R)Graphics Suite には B スプライン曲線、フリーハンド、ベジェ、ペ
ンなどの便利な曲線のデジタイズツールがあります。これらのツールで作成したオブ
ジェクトは直接刺繍に変換することができます。CorelDRAW グラフィックスでオブジェク
トを変換するも併せてご覧ください。

デジタイズ方法

EmbroideryStudio では、CorelDRAW(R)Graphics Suite やその他のグラフィックアプリ
ケーションに似た方法でアウトラインや埋め縫いをデジタイズすることができるので、
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グラフィックデザインの経験者なら刺繍オブジェクトを簡単にデジタイズすることがで
きます。アウトラインと埋め縫い間の変換も簡単に行うことができます。刺繍経験者に
はプロのデジタイザーが慣れ親しんだ従来のデジタイズ方法を使用できるツールがあり
ます。

デジタイズツール

デジタイズに使用するツールには、製品レベルにより以下のすべてまたはいくつかが含
まれています。

グラフィカルなデジタイズ方法

グラフィカルデジタイズツールバーは、CorelDRAW(R)Graphics Suite などのグラフィッ
クアプリケーションツールに似た方法でアウトラインや埋め縫い形状をデジタイズでき
るツールを装備しています。ステッチタイプツールバーからステッチタイプを選択して
形状に割り当てます。

ツールバー 目的

グラフィカル
デジタイズ デジタイズ方法を選択します（デジタイズまたはグラフィカル

デジタイズ、開いたまたは閉じた形状）。
デジタイズ

アウトライン ステッチタイプを選択します（アウトラインまたは埋め縫い）。
開いた /閉じた形状は共にアウトラインに使用できます。閉じ
た形状のみ埋め縫いステッチと共に使用することができます。

埋め縫い

ステッチ効果 適用するステッチ効果を選択します（例：スマートコーナー）。
効果はいつでも変更できます。

カラーパレット 適用する糸色を選択します。パレットにある色は実際の糸に割
り当てることもできますが、デジタイズには影響しません。

デジタイズとグラフィカル
デジタイズツール

埋め縫いと
アウトライン

ステッチタイプ
ステッチタイプに加え、
ステッチ効果を適用

ステッチタイプに加え、
糸色を適用
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従来型のデジタイズ方法

デジタイズ方法は大きく分けて 3 つのカテゴリー（自由形状、コラム形状、アウトライ
ン）に分類されます。

参考　このツールバーは「マニュアル」デジタイズツールを装備しています。これらの
ツールを使用して、各ステッチが 1 層または 3 層のステッチを作成します。マニュアル
ステッチをデジタイズするも併せてご覧ください。

EmbroideryStudio はスターやリングを簡単に作成できるツールも装備しています。ス
ター & リングをデジタイズするも併せてご覧ください。

デジタイズ方法

デジタイズツールは、作成する形状により使い分けます。グラフィカルデジタイズまた
はデジタイズのどちらのツールを使うにしても、方法は大きく 2 つのカテゴリー（開い
たまたは閉じた形状）と 2 つのタイプ（アウトラインまたは埋め縫い）に分けられます。
ステッチタイプ、効果、糸色は変更可能です。オブジェクトプロパティはいつでも変更
することができます。

デジタイズツールを選択するとプロンプトバーに使用プロセスの説明が表示されます。
デジタイズする刺繍オブジェクトのより、穴、ステッチ角度、開始 / 終了点などの複数
の線を追加するよう指示がでることもあります。ツールに慣れるまではプロンプトバー
の指示を参考にするとよいでしょう。

下縫い

刺繍の見栄えや質は、上縫いの土台の役目を果たす下縫いに大いに左右されます。下縫
いの設定は他のオブジェクトプロパティと同様、各オブジェクトに記憶されています。

アウトライン

詳細

コラム

自由形状

ステッチ数

ステータスバー

プロンプトバー
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これはオブジェクトの拡大 / 縮小や変形されるたびに、自動的に再生成されます。自動
生地がオンの場合、生地設定に基づいた初期設定の下縫いが適用されます。自動生地が
オフの場合、デジタイズ方法を基にした下縫いが適用されます。

メモ

 ツールアイコン上で右クリックし、オブジェクトプロパティドッカーで値を調整する

ことで、ほとんどのツールの設定を変更することができます。

 プロンプトバーはデジタイズのガイドに使用できます。

 基準点を間違って配置した場合は、Backspace を押して 後の基準点を削除します。

 すべての基準点の入力を取り消すには、Esc を押して下さい。デジタイズモードを終了

するには、再び Esc を押します。

 オートスクロールを活用すると、デジタイズ中にデザインウィンドウ内が自動的にス

クロールできます。

 一時的にオートスクロールを解除するには、Shift キーを押し下げます。

 Ctrl + Shift + A キーの組み合わせを使用して、オートスクロールのオン / オフを素早

く切り替えることができます。

参考　リピート表示機能は、リピートしたデザイン（シークイン含む）を TrueView とス
テッチビュー両方で表示します。既存のデザインはリピート数に関わらずデジタイズ中
に見ることができます。

埋め縫いとアウトラインを切り替える

埋め縫いツールとランニングをデジタイズまたはマニュアルツールは、ショートカット
キーで切り替えることができます。

 Enter を押して、埋め込みツールとマニュアルツールを切り替えます。

 Spacebar を押して、埋め縫いツールとランニングをデジタイズツールを切り替えます。

参考　大抵のオブジェクトはデジタイズ後に簡単に変換することができます。

関連項目

 スクロールオプションを設定する

 デザインのリピートを表示する

 自由形状を作成する

 コラム形状をデジタイズする

 シンプルなアウトラインステッチ

 スター & リングをデジタイズする

 フリーハンド刺繍を作成する

 個々のステッチをデジタイズする

 自動下縫いで安定させる
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 キーボードショートカット

基準点 & 変形ノード

デジタイズ方法を選択すると、アウトラインに沿って入力ポイントを作成することで形
状を作成することができます。

コーナーポイントにはマウスの左ボタンを、カーブポイントには右ボタンを使います。
オブジェクトの編集時には、ベジェハンドルも利用することができます。

一般的なルールは以下のとおりです。

 角度を 15 度ごとに制御するには、Ctrl を押しながらデジタイズします。

 完璧な円弧を描くには、右クリックで 3 点をマークし、Enter を押します。

デジタイズした入力ポイントは、コントロールポイントとなります。コントロールポイ
ントはオブジェクトの種類によって若干異なります。ほとんどのコントロールポイント
は追加、削除、移動が可能で、コーナーポイントとカーブポイントは入れ替えることが
できます。開始や終了点のようなコントロールポイントは削除することができません。

関連項目

 オブジェクトを変形する

 刺繍オブジェクトを変形する

接合方法

閉じた形状をデジタイズすると、 近のポイント機能が自動的に接続ポイントを計算し
ます。この機能がオフの場合、新しくデジタイズされたオブジェクトはすべてデジタイ

カーブポイントには
右クリック

コーナーポイントには
左クリック

1 3 5 7

8

9

10

11

12

13

14

2 4 6

カーブ
ポイント

カーブ
ポイント

カーブ
ポイント

コーナーとカーブを
コーナーポイントでつなぐ

ラインの角度を 15 度ごと
に制御するには Ctrl を
使用

1

2

3 180度 0度

270度

30度

45度
60度

90度

コーナー変形ノード

終了点

カーブ変形ノード

開始点

ステッチ角度

コントロールハンドル
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ズされたように方法で接合されます。これは、デジタイズ中に自分で開始点と終了点を
特定しなくてはいけないことを意味しています。

参考　 近のポイントを適用コマンドは、編集後オブジェクトに 近のポイントを適用
（または再適用）します。

関連項目

 その他のオプションを設定する

 近のポイントを適用を適用する

ステッチを生成する

ステッチ生成がオンであると（初期設定）、Enter を押す度に新しいオブジェクトにス
テッチが生成されます。ステッチはオブジェクトを拡大 / 縮小、変形、移動した度に
アップデートされます。速度に問題がある場合はステッチ生成をオフにしてオブジェク
トをデジタイズできます。

ステッチを生成するには

 新規または選択オブジェクトのステッチを生成するには、ステッチ > ステッチの生成を

選択するか、G を押します。

 ステッチを取り除いたり、ステッチの生成なしでデジタイズするにはステッチ > ステッ

チ生成の選択を外すか、もう一度 G を押します。

参考　アウトラインを表示が選択されているのを確認しましょう。

近のポイント、オン近のポイント、オフ

ステッチ > ステッチ生成を使用し、選択したオブジェクトのステッチを生成しま
す。
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関連項目

 変形オプションを設定する

 背景を変更する

グラフィカルデジタイズツールでデジタイズする

グラフィカルデジタイズツールバーは CorelDRAW(R)Graphics Suite などのグラフィック
アプリケーションツールに似たツールを装備しています。ステッチタイプツールバーか
らステッチタイプを選択して形状に割り当てます。グラフィカルデジタイズツールは初
期値に設定されています。出来上がったオブジェクトを調整するには、ステッチ角度、
オブジェクト変形、抜き穴ツールを使用します。

メモ　グラフィカルデジタイズツールバーには「フリーハンド」ツールがあり、スケッ
チ画のような刺繍を作成することができます。フリーハンド刺繍を作成するも併せてご
覧ください。

ベーシックな形状をデジタイズする

EmbroideryStudio は円形、正方形、楕円形、四角形などベーシックな形状を素早く作成
できるデジタイズツールを装備しています。

正方形 & 四角形

正方形や四角形は四角形ツールで簡単にデジタイズすることができます。どの埋め縫い
やアウトラインステッチタイプでも使用することができます。

クリックでコーナーをマークします。ポインタを反対側のコーナーまでドラッグし、ク
リックして確定します。正方形を作成するには、ポインタをドラッグする時に CTRL キー
を押し下げます。

グラフィカルデジタイズ > 四角形を使用し、四角形または正方形のオブジェクト
をデジタイズします。<Ctrl> を押し正方形を作成します。

グラフィカルデジタイズ > 円・楕円形を使用し、円形または楕円形のオブジェク
トをデジタイズします。

サテンシングル スプリットモチーフランニングタタミ

1

2
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円形 & 楕円形

円形や楕円形は、円・楕円形ツールで簡単にデジタイズすることができます。アウトラ
インを含んだどのステッチタイプでも使用することができます。細長い楕円形オブジェ
クトはラインステッチに 適です。

サークルまたは円・楕円形をデジタイズするには、クリックで中心点をマークし、もう
一度クリックして半径を設定して Enter を押します。このポイントは開始点になります。
楕円形を作成するにはクリック（3 回目）で 2 番目の半径ポイントをマークして Enter を
押します。

関連項目

 ステッチを選択する & 編集する

開いた & 閉じた形状をデジタイズする

開いた形状をデジタイズツールを使用して、アウトラインステッチで開いた形状をデジ
タイズします。開いた形状をデジタイズはデジタイズラインに沿ってステッチを配置し
ます。このツールは、一般的にデザインの輪郭や詳細を追加するのに使用します。閉じ
た形状をデジタイズツールで閉じた形状をデジタイズします。このツールはアウトライ
ンまたは埋め縫いステッチタイプどちらとでも使用できます。

ENTER を押す ENTER を押す
中心

中心

1

2

1

2

3

グラフィカルデジタイズ > 開いた形状をデジタイズを使用し、開いた形状をデジ
タイズします。<Ctrl> を押し抑制します。

グラフィカルデジタイズ > 閉じた形状をデジタイズを使用し、閉じた形状をデジ
タイズします。<Ctrl> を押し正方形を作成します。
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参考　アウトラインと埋め縫い両方を作成するには、まず埋め縫いを作成し、オブジェ
クトを選択して複製し、複製したオブジェクトをアウトラインに変換します。

開いた / 閉じた形状をデジタイズするには

 開いた形状にはアウトライン、閉じた形状にはアウトラインまたは埋め縫いの適した

ステッチタイプと共に、形状ツール（開いた / 閉じた形状）を選択します。

 カラーパレットツールバーから色を選択します。カラーパレットにはそれぞれのデザ

インや色の配色に合わせることができる色が表示されています。

 基準点をマークして形状をデジタイズします。

 コーナーポイントには左クリックを使用

 カーブポイントには右クリックを使用

参考　プロンプトバーのメッセージに従います。間違えてマークした場合は
Backspace を押して 後の基準点を削除し基準点を追加しなおすか、Esc を押してすべ
てのポイントを削除し始めからやり直します。

 Enter を押して形状を完成します。閉じた形状をデジタイズツールでは 後にデジタイ

ズした基準点（例 : コーナーまたはカーブ）と同じタイプで形状が閉じられます。他
のタイプの基準点で閉じるには、 後の点を 初の点の上にマークして Enter を押し
ます。

 開いたオブジェクトを閉じるには編集 > オブジェクトを閉じる ... を使用して、直線ま

たはカーブで閉じます。

 Esc を押してツールの選択を解除します。

メモ　初期設定ではオブジェクトは 近のポイントで接合されます。この機能がオフ
の場合、新しくデジタイズされたオブジェクトはすべてデジタイズされたように方法
で接合されます。この場合、開始 / 終了点はプロンプトバーの指示に従って自分で特
定する必要があります。

関連項目

 ステッチを選択する & 編集する

 糸色を選択する

 その他のオプションを設定する

1

2

3

4

5

6
7

1

2

3

4

5

6

開いたオブジェクト オブジェクトを
閉じる - 曲線

オブジェクトを
閉じる - 直線
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 つなぎ糸を 小限にする

アウトライン & 詳細をデジタイズする

EmbroideryStudio には、様々な太さとスタイルのアウトラインステッチが作成できる
ツールがあります。これらのツールでデジタイズラインに沿ってステッチを配置します。
一般的にアウトラインや詳細を追加するのに使用します。また装飾用のステッチとして
も利用されます。

アウトラインと詳細をデジタイズするには

 適切な入力ツールと、アウトラインステッチタイプを選択します。

 あるいは、アウトラインツールから従来のアウトライン入力方法を選択します。

 ランニングとトリプルランニングに加え、従来の方法には以下が含まれます。

アウトラインツール > ランニングをデジタイズを使用し、デジタイズしたライン
に沿って、シングルまたはトリプルランニングのステッチの列を配置します。

入力方法とアウトラインステッチタイプを選択

アウトライン入力方法を選択

モチーフランニングを使用し、デジタイズラインに沿って、モチーフの列を
配置します。

バックステッチを使用し、デジタイズラインに沿って、バックステッチの列
を配置します。



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 235

 カラーパレットツールバーから色を選択します。色はいつでも変更できます。

 基準点をマークして形状をデジタイズします。

 コーナーポイントの作成には左クリック。

 カーブポイントの作成には右クリック。

 角度を 15 度ごとに制御するには、Ctrl を押しながらデジタイズします。

 完璧な円弧を描くには、右クリックで 3 個所マークします。

 カーブを直線またはその他のカーブと繋ぎ合わせるには、接続ポイントをマークし

ます。

参考　基準点を間違って配置した場合は、Backspace を押して 後の基準点を削除し
ます。すべての基準点の入力を取り消すには、Esc を押して下さい。デジタイズモー
ドを終了するには、再び Esc を押します。

 Enter を押して終了します。

 ステッチをより見やすくするには表示ツールバーで下絵の表示をオン / オフにします。

 編集 >... でオブジェクトを閉じるコマンドで、直線または曲線でオブジェクトを閉じ

ます。

 あるいは、オブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティにアクセスし

ます。

 一定のステッチ長を設定するには、長さフィールドを調整します。きついカーブには、

ステッチがラインに沿うように長さを減少させます（例 :1.8mm）。またはランニング
長の調整効果オプションの設定で、きついカーブ部分で自動的にステッチの長さを短
く生成することにより、アウトラインに沿ってステッチを生成できます。

参考　オートスクロールを活用すると、デジタイズ中にデザインウィンドウ内が自動
的にスクロールできます。一時的にオートスクロールを解除するには、Shift キーを
押し下げます。Ctrl+Shift+A キーの組み合わせを使用して、オートスクロールのオン
/ オフを素早く切り替えることができます。

関連項目

 シンプルなアウトラインステッチ

ステムステッチを使用し、デジタイズラインに沿って、ステムステッチの列
を配置します。

ステッチ長を調整

ランニング長の
調整効果値を調整

ステッチタイプを変更

ランニング長の
調整効果をオフに

する

きついカーブに対し、
ステッチが足りない

ステッチがより
正確にカーブに沿う

ランニング長 ランニング長
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 糸色を選択する

 その他のオプションを設定する

 グラフィックの構成要素を表示する

 つなぎ糸を 小限にする

 スクロールオプションを設定する

コラム形状をデジタイズする

コラム C は、コラム形状と幅が一定のボーダーをデジタイズするのに使用します。コラ
ム C は通常サテンステッチと共に使用しますが、その他のアウトラインステッチタイプ
でも使用できます。サテンステッチも併せてご覧ください。

参考　コラム C とランニングをデジタイズは Spacebar を押して切り替えることができま
す。CorelDRAW グラフィックスでオブジェクトを変換するも併せてご覧ください。

コラム & ボーダーを作成する

コラム C ツールで、一定幅のコラムやボーダーを作成します。

コラム & ボーダーを作成するには

1 デジタイズの下絵にするイメージを挿入します。

2 色とステッチタイプを選択します（例：サテン）。

3 コラム C を選択し、形状のアウトラインの周りにコーナーまたはカーブポイントをマー

クします。

 コーナーポイントには左クリックを使用

 カーブポイントには右クリックを使用

参考　オプションダイアログのコラム C 幅ガイド設定にチェックを入れると特殊な
カーソルがアクティブになります。背景イメージを基にボーダーをデジタイズする際
に便利です。

4 形状を閉じるには、 初の点の上に 後の点を入力します。

デジタイズ > コラム C を使用し、一定幅のコラムまたはボーダーをデジタイズし
ます。右クリックで設定します。

1

2
4

5

6

7

3
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5 Enter を押します。

6 コラム幅を指定します。

 初期設定の幅を使用するには（オブジェクトプロパティ>スペシャル >コラム Cドッ

カーで設定したもの）Enter を押します。

 幅を指定するには、更に 2 つの基準点を配置します。初期設定では、デジタイズラ

インを中央にしてステッチは配置されます。

 オフセットを特定するには、基準点を右クリックします。

7 Enter を押して終了します。

関連項目

 ステッチタイプ

 ルーラー & ガイドを調整する

 コラム C オブジェクトを変形する

コラム幅 & オフセットを調整する

初期設定ではステッチはコラム C オブジェクトの中心の周りに配置されます。オブジェ
クトプロパティでオフセットを設定します。正確な幅を設定することもできます。

コラム幅 & オフセットを調整するには

 コラム C オブジェクトをダブルクリックするか、ツールを右クリックしてオブジェクト

プロパティにアクセスします。

コラム幅をデジタイズ
8

9

基準点を左クリック 基準点を右クリック

デジタイズ > コラム C を使用し、一定幅のコラムまたはボーダーをデジタイズし
ます。右クリックで設定します。

コラム幅の調整
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 コラム幅を入力します。

 入力サイドパネルでオフセットを選択します。

 サイド 1 またはサイド 2 フィールドでオフセットを設定します。

参考　コラム C オブジェクトの幅は、オブジェクト変形ツールでコントロールポイン
トを調整して変更することができます。

関連項目

 ルーラー & ガイドを調整する

 刺繍オブジェクトを変形する

コーナーフラクションを設定する

鋭いカーブでは外側の縁のステッチが不足し、内側ではステッチが固まってしまいます。
これは刺繍をステッチする際に糸切れの原因となってしまします。コラム Cオブジェク
トのステッチのターンは「コーナーフラクション」を調整してコントロールすることが
できます。

サイドにオフセットを
設定

オフセットを選択

オフセット :75％オフセット :25％

デジタイズ > コラム C を使用し、一定幅のコラムまたはボーダーをデジタイズし
ます。右クリックで設定します。
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コーナーフラクションを設定するには

 コラム C オブジェクトをダブルクリックするか、ツールを右クリックしてオブジェクト

プロパティにアクセスします。

 コーナーフラクションフィールドで、新規コーナーフラクションを入力します。

 コーナーフラクションの数値が大きいほど、ターンステッチの割合が増えます。

 コーナーフラクションの数値が小さいほど、ターンステッチの割合が減ります。

参考　尖った角を丸くするはコラム C オブジェクトにも有効で、ポイントを丸めるか
尖らせるかを選択できます。

関連項目

 尖った角を丸くする

角度 & 方向を設定する

コーナーフラクションを
調整

コーナー
フラクション 0.5

コーナー
フラクション 0.8

コーナー
フラクション 0.25

デジタイズ > コラム C を使用し、一定幅のコラムまたはボーダーをデジタイズし
ます。右クリックで設定します。
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コラム C は、ステッチの角度と方向をコントロールすることができます。

角度と方向コントロールの機能性 :

 ベースラインと関連したステッチ角度のコントロール。

 平行なステッチ作成と水平に対する角度のコントロール。フリーハンドと共に使用し

て、カリグラフィのようなステッチを作成するのに使用します。

 方向コントロールでステッチを開始する側を設定します。E ステッチに も有効です。

関連項目

 フリーハンド刺繍を作成する

 コラム C オブジェクトを変形する

初期設定のコラム C
ステッチ角度

コラム C 平行ステッチ

コラム C ステッチ角度と
方向コントロール

傾斜したコラム C
ステッチ角度
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不規則なコラムをデジタイズする

コラム C に加え、デジタイズとグラフィカルデジタイズツールバーには幅が可変のコラ
ム形状やボーダーを作成するツールがあります。

メモ　EmbroideryStudio では複合埋め縫いとコラム A、またはコラム B オブジェクト間
を変換することができます。詳細はオブジェクトを変換するをご覧ください。

幅が可変のコラムをデジタイズする

コラムAまたはコラムをデジタイズツールで幅とステッチ角度が
可変のコラムをデジタイズします。

幅が可変のコラムをデジタイズするには

1 コラム A またはコラムをデジタイズアイコンをクリックしま

す。

2 色とステッチタイプを選択します（例：サテン）。

3 コラムの両サイドに交互に基準点をマークしながらコラムを

デジタイズします。

 コーナーポイントには左クリックを使用

 カーブポイントには右クリックを使用

対となるコントロールポイントは、同じタイプでなくても構いません。例えば、一方
がコーナーポイントで、他方がカーブというのが可能です。

参考　基準点を間違って配置した場合は、Backspace を押して 後の基準点を削除し
ます。すべての基準点の入力を取り消すには、Esc を押して下さい。デジタイズモー
ドを終了するには、再び Esc を押します。

4 デジタイズが終了したら、以下のいずれかを行います。

 Enter キーを押して 後のステッチを維持し、終了点を 後にデジタイズした基準

点上に置きます。

デジタイズ > コラム A を使用し、幅とステッチ角度が可変のコラムを作成しま
す。右クリックで設定します。

グラフィカルデジタイズ > コラムをデジタイズを使用し、幅とステッチ角度が可
変のコラムを作成します。右クリックで設定します。

形状全体のステッチ角度
を変更

平行なステッチ角度同士の間では
ステッチも平行を保つ
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 またはスペースバーを押して 後のステッチを省き、終了点をコラムの反対側に置

きます。

関連項目

 ステッチタイプ

滑らかな繋ぎを作成する

連続的に入力機能は個別にステッチされる範囲からなる単一のコラム A オブジェクトを
簡単により効率的にデジタイズすることができます。作成したオブジェクトは標準のオ
ブジェクト変形ツールを使用して削除したり、編集することができます。

滑らかな繋ぎを作成するには

1 オプションアイコンをクリックするか、設定 > オプションを選択し、一般タブをクリッ

クします。

2 連続的な入力方法を選択します。

 ノーマル：連続的に入力しないときに使用します。

 連続的に置換：Enter キーをそれぞれ押した後、引き続き同じオブジェクトをデジ

タイズするのに使用します。デジタイズ中に変更したプロパティは、現在作業をし
ている範囲だけでなく、オブジェクト全体に影響します。

ENTER を押す スペースバーを押す

終了

または

終了開始 開始

デジタイズ > コラム A を「連続的に入力」機能と共に使用し、個別にステッチさ
れる範囲から成る単一のオブジェクトを作成します。

標準 > オプションを使用し、デザイン表示、グリッド & ガイドなどの設定オプ
ションにアクセスします。

連続的な入力方法を選択

2 番目の範囲が 1 番目の範囲に
滑らかに接合され、単一の
オブジェクトになる

初の範囲を作成
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 連続的に追加：異なるステッチタイプが使用されているサイズの異なるオブジェク

トを接合するときに使用します（例：幅の狭い範囲のサテンステッチを範囲の大き
なタタミに連結するとき）。

3 OK をクリックします。

4 コラム A オブジェクトをデジタイズします。Enter を押すとデジタイズしたブジェクト

がステッチで埋め込みされます。入力ツールはアクティブのままです。

5 連続的に追加モードを使用している場合、この時点で他のステッチタイプを選択する

ことができます。

参考　マウスを動かすのと同時に画面が動くのをストップさせたい場合は、Shift を
押し下げ、使用するステッチタイプボタンをクリックします。

6 残りのデジタイズを再開し、終了するには Enter を押します。

連続的に追加モードを使用している場合、新しい範囲は新しいオブジェクトで構成さ
れます。これは 2 つの範囲が滑らかに接合され、ステッチタイプ等の異なるオブジェ
クトを持つことができることを意味しています。

参考　前のオブジェクトと接合せずに新しいオブジェクトを開始したい場合はコラム
A アイコンを再度クリックします。

関連項目

 幅が可変のコラムをデジタイズする

ステッチがターンするコラムをデジタイズする

コラム B ツールは、一方が他のサイドと異なる（特に一方が他のサイドよりも多くのポ
イントが必要な）形状をデジタイズするのに使用されます。ステッチは形状全体で均一
にカーブして生成されます。

非対称のコラムをデジタイズするには

1 コラム B アイコンをクリックします。

2 色とステッチタイプを選択します（例：サテン）。

3 初の基準点をマークして、形状の片側（上、または左側）をデジタイズします。

 コーナーポイントには左クリックを使用

初の範囲を作成

2 番目の範囲が 1 番目に滑らかに
接合される。2 つの範囲が別々の
オブジェクトになる

デジタイズ > コラム B を使用し、ターンするステッチで非対称の形状のコラムを
作成します。右クリックで設定します。
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 カーブポイントには右クリックを使用

参考　基準点を間違って配置した場合は、Backspace を押して 後の基準点を削除し
ます。すべての基準点の入力を取り消すには、Esc を押して下さい。デジタイズモー
ドを終了するには、再び Esc を押します。

4 Enter を押します。

伸縮するラインがポインタに付着して表示されます。形状の 2 番目のサイドをデジタ
イズします。

5 オブジェクトのもう一方のサイド（下、または右側）をデジタイズします。

参考　ステッチ角度は形状の端の形によって鋭くカーブする埋め縫いか平行な埋め縫
いになります。端の部分が尖っていると、ステッチ角度もきつくなります。

6 形状のデジタイズが終了したら：

 Enter キーを押して 後のステッチを維持し、終了点を 後にデジタイズした基準

点上に置きます。

 またはスペースバーを押して 後のステッチを省き、終了点をコラムの反対側に置

きます。

関連項目

 ステッチタイプ

自由形状を作成する

EmbroideryStudio で自由形状をターニングステッチでデジタイズするには、複合ターニ
ングツールを使用します。複合埋め縫いツールを固定ステッチ角度の自由形状に使用し

1

2

3
5

6

7

4

Enter か
スペースバーを押す

ステッチが均一に
ターン

109

90ìx

平行傾斜した埋め縫いカーブした埋め縫い
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ます。また境界線を内部にデジタイズすることで、中抜きのあるオブジェクトを作成で
きます。

形状の輪郭は、互いに重なったり、交差してはいけません。下記に紹介する形状、うま
くデジタイズされません。

参考　中抜き部分の埋縫い機能を使用して、既存のオブジェクトから新しいオブジェク
トを作成することができます。また別の方法として、別のオブジェクトを使用して中抜
きの穴を切り抜くこともできます。詳細は下側のステッチを取り除くと中抜き部分を埋
めるをご覧ください。

自由形状をデジタイズする

複合埋め縫いまたは複合ターニングで自由形状をデジタイズします。基本的に方法は同
じです。

 形状をデジタイズします。

 開始 / 終了点を定義します。

 ステッチ角度を定義します。複合ターニングでは複数のステッチ角度を加えることが

できます。

自由形状をデジタイズするには

1 デジタイズの下絵にするイメージを挿入します。ビットマップ表示またはベクター表

示をオンにするか、0( ゼロ ) を押しイメージを表示します。

2 色とステッチタイプを選択します。

3 ツールを選択し、形状のアウトラインの周りにコーナーまたはカーブポイントをマー

クします。

 コーナーポイントには左クリックを使用

輪郭が重なり合っている 輪郭が重なっている 中抜きの中に中抜き

デジタイズ > 複合埋め縫いを使用し、ステッチ角度が一つの埋め縫い形状をデジ
タイズします。右クリックで設定します。

デジタイズ > 複合ターニングを使用し、ステッチ角度がターンする埋め縫い形状
をデジタイズします。右クリックで設定します。
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 カーブポイントには右クリックを使用

参考　基準点を間違って配置した場合は、Backspace を押して 後の基準点を削除し
ます。すべての基準点の入力を取り消すには、Esc を押して下さい。デジタイズモー
ドを終了するには、再び Esc を押します。

4 形状を閉じます。

 後に入力した基準点と同じタイプの基準点で終了する場合（例：コーナー、また

はカーブ）、Enter キーを押します。

 異なるタイプの基準点を使って形状を閉じるには、 後の基準点を 初の基準点の

真上に置き、Enter を押します。

5 または同じ要領で境界線（内部）を更にデジタイズし、Enter を押します。

6 2点をオブジェクトの境界線の外側にマークして開始/終了点を特定し、Enterを押しま

す。

後の基準点は、右クリックで
初の基準点の真上にマーク

カ
ー
ブ

Enter を押すとオブジェクト
が自動的に閉じる

直
線
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近のポイント（初期設定）は、デジタイズ中にオブジェクト間の一番近いポイント
を自動的に自動的に計算します。オフの場合、開始と終了点はマニュアルで設定する
必要があります。

参考　マニュアルで開始 / 終了点をデジタイズしたい場合はそれぞれ輪郭上の反対側
に配置し、つなぎ糸を 小限に抑えます。次にステッチ角度を定義します。角度ライ
ンは開始 / 終了点を結ぶラインに垂直になるようにします。

7 ステッチ角度をマークします。

 複合埋め縫いを使用している場合は 2 点をマークします。

 複合ターニングを使用している場合、必要に応じて更にステッチ角度を追加しま

す。ステッチ角度はデジタイズした中抜きを横切る場合があります。

ステッチ角度の
方向

ステッチ角度の
方向1

12

14

13

14

131

15
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 または Enter を押して計算されたステッチ角度を承認します。スペースバーを押す

と算出されたステッチ角度が破棄され、単一のステッチ角度 ( 初期設定）になりま
す。

参考　ステッチ角度はオブジェクトの変形ツールを使用して、調整 / 追加することが
できます。

8 Enter を押します。自由形状は通常いくつかのセグメントがトラベルランニングで繋が

れてステッチされます。すべてのセグメントと輪郭は同じオブジェクト内の一部とな
ります。

参考　よりステッチを見やすくするには、グラフィックの表示をオフにします。

関連項目

 グラフィックの構成要素を表示する

 ステッチタイプ

 糸色を選択する

 自由形状に中抜きを追加する

 その他のオプションを設定する

 ステッチ角度を調整する

 自動下縫いで安定させる

自由形状に中抜きを追加する

EmbroideryStudio には既存のオブジェクトに中抜きを追加したり埋めたりするツールが
ありますが、デジタイズをしている途中で閉じた形状に中抜きを追加するツールもあり
ます。

自由形状に中抜きを追加するには

 自由形状デジタイズツールで形状を作成します。デジタイズ中に指示に従い中抜きを

追加します。または完成したオブジェクトを選択し、自由形状ツールをクリックしま
す。オブジェクトのアウトラインの周りに基準点が表示されます。

ステッチ角度 1

Enter を押し
ステッチ角度を承認

スペースバーを押し
単一のステッチ角度を承認

ステッチ角度

ステッチ
角度 2

デジタイズ > 複合埋め縫いを使用し、ステッチ角度が一つの埋め縫い形状をデジ
タイズします。右クリックで設定します。

デジタイズ > 複合ターニングを使用し、ステッチ角度がターンする埋め縫い形状
をデジタイズします。右クリックで設定します。
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 オーバーラップができないように気をつけながら、新しい輪郭をデジタイズします。

各輪郭が完成するごとに Enter を押します。

 基準点を間違って配置した場合は、Backspace を押して 後の基準点を削除します。す

べての基準点の入力を取り消すには、Esc を押して下さい。

 追加の中抜きをすべてデジタイズしたら、再度 Enter を押します。

参考　中抜きホールを削除するにはオブジェクト変形ツールを使用して、中抜きホー
ルを形成するポイントを削除して下さい。

関連項目

 中抜きを追加 & 埋める

 刺繍オブジェクトを変形する

 下側のステッチを取り除く

登録角度を設定する

デジタイズ > 複合埋め縫いを使用し、ステッチ角度が一つの埋め縫い形状をデジ
タイズします。右クリックで設定します。

デジタイズ > 複合ターニングを使用し、ステッチ角度がターンする埋め縫い形状
をデジタイズします。右クリックで設定します。
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オブジェクトプロパティを使用して、複合埋め縫いオブジェクトのステッチ角度を変更
することができます。複合ターニングオブジェクトには通常複数のステッチ角度と「登
録角度」というプロパティが含まれています。

登録角度を設定するには

 自由形状オブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティにアクセスしま

す。

 角度または登録角度フィールドにステッチ角度を入力します。

メモ　複合ターニングオブジェクトの登録角度は、複数のステッチ角度の組み合わせ
が矛盾している場合にのみ有効となります。この標準角度に合わせて、平行なステッ
チが代わりに生成されます。また標準の角度は、特定の下縫いスタイルにも影響しま
す。

参考　自由形状オブジェクトのステッチ角度は、ステッチ角度ツールで調整すること
ができます。

関連項目

 自動下縫いで安定させる

 ステッチ角度を調整する

登録角度を調整

角度 :90 度 角度 :0 度
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セグメントのオーバーラップを調整する

自由形状は通常いくつかのセグメントがトラベルランニングで繋がれてステッチされま
す。オブジェクト内のセグメント同士が繋がる部分は、ステッチする時に布地の伸縮に
よるデザインの歪みの影響でギャップができてしまうことがあります。これらのギャッ
プを防ぐには、あらかじめステッチ列のオーバーラップを足しておくことが必要です。

セグメントのオーバーラップを調整するには

 自由形状オブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティにアクセスしま

す。

 セグメントの繋ぎ目に生成するオーバーラップ数を調整します。1 オーバーラップ「1

列」はセグメント間にオーバーラップがないことを意味します。オーバーラップ「2
列」はステッチの列を 1 列追加し、セグメントを拡大します。

 複合ターニングオブジェクトは、先が細くなるテーパー角度を調整することもできま

す。この数値はオーバーラップの幅に制限されます。22.5 度に初期設定されており、
15 度から 90 度の範囲で設定できます。

デジタイズ > 複合埋め縫いを使用し、ステッチ角度が一つの埋め縫い形状をデジ
タイズします。右クリックで設定します。

デジタイズ > 複合ターニングを使用し、ステッチ角度がターンする埋め縫い形状
をデジタイズします。右クリックで設定します。

オーバーラップ
を入力

オーバーラップ 5 列オーバーラップ列なし

テーパー角度 :90°テーパー角度 :22.5°
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トラベルステッチのマージンを調整する

複数のセグメントから成る複合的な形状を作成する時、様々な理由からトラベルランニ
ングをできるだけ形状の輪郭から離して生成したい場合があるでしょう。例えばぼかし
ステッチ効果を使用したい場合、ステッチが短い部分でトラベルランニングが見えてし
まう場合があります。このような場合、マージンを特定することができます。

トラベルステッチのマージンを調整するには

 オブジェクトを選択します。

 複合ターニングアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

 距離フィールドで、トラベルステッチの距離を調整します。

デジタイズ > 複合ターニングを使用し、ステッチ角度がターンする埋め縫い形状
をデジタイズします。右クリックで設定します。

トラベルランニングが
端に近すぎる

ﾄラベルステッチの
マージンを調整

形状の中心側に寄った
トラベルステッチ
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第 12 章

オブジェクトプロパティ

EmbroideryStudio で作成したデザインは、すべて固有のプロパティを維持し、デザイン
とともに保存されます。これらのプロパティではステッチタイプや糸間隔といった刺繍
独特のものと、サイズや位置といった一般的なプロパティの両方が定義されます。ス
テッチプロパティはオブジェクトを変形したり、拡大 / 縮小した時にどのようにステッ
チを再生成するかを定義します。

この章ではデザイン内のプロパティ設定の変更の仕方、生地設定の適用と調整方法につ
いて説明しています。また EmbroideryStudio でのスタイルとテンプレートの作成方法と
保持の仕方に関しても説明しています。

基本的なコンセプト

基のプロパティまたは「初期設定」は、デザインテンプレートと共に記録されており、
すべての新規デザインの基準となります。初期設定に対し、それぞれの生地タイプに合
うよう自動的に調整される生地設定は優先されますが、個別のプロパティ設定がこれら
よりも優先される場合もあります。

実際の設定

オブジェクトはそれぞれ独自のプロパティセットを持ち合わせています。実際のオブ
ジェクトのプロパティ値は、デザイン内の各オブジェクトに保存されている設定です。
初期設定とは異なる場合があります。

初期設定

初期設定またはスタート時のプロパティ設定は、デザインテンプレートと生地の選択
（アクティブの場合）に保存されています。これらはデザイン内で新規で作成されたどの
デザインにも自動的に適用されます。

現在の設定

「現在」の設定を定義して、現行のデザインで作成するすべてのオブジェクトに適用する
ことができます。オブジェクトが選択されていない状態で、オブジェクトプロパティ
ドッカーでプロパティの設定を変更します。その後これらの設定は、すべての新規オブ
ジェクトに適応されます。

通常このプロパティは、デジタイズの時間短縮の為に変更します。例えば新規に作成す
るすべてのタタミオブジェクトに特定の糸間隔を使用したい場合、タタミステッチの間
隔を予め設定しておくと良いでしょう。また選択オブジェクトの「実際の値」プロパ
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ティを、すべての新規オブジェクトの「現在」のものとすることもできます。現在の詳
細を、既存のオブジェクトに適用することもできます。

デザインを閉じる時、現在の設定はテンプレートに自動的に保存されません。それらを
現在のテンプレートの新規の初期設定として保存したり、また他のテンプレートと一緒
に保存することもできます。またはユーザー設定生地として、保存することも可能です。

生地の設定

オブジェクトプロパティを対象の生地に適合させる事は、質のよいデザインを作成する
のに絶対不可欠です。生地設定は生地タイプごとに調整されるテンプレートに保管され
ている設定の一部です。NORMAL テンプレートの設定は様々な生地に適しています。生地
を選択すると使用する生地に合わせてオブジェクトプロパティを自動的にカスタマイズ
します。

スタイル

スタイルはオブジェクトプロパティのセットで、固有の名前で保存されます。どんな組
み合わせの設定値もスタイルとして保存可能です。これらは簡単に別のデザインやレタ
リングオブジェクトに適用できます。オブジェクトにスタイルを適用する時、現在のプ
ロパティがスタイルの設定に置き換えられます。スタイルで指定されていないプロパ
ティは、現在の設定が適用されます。

テンプレート

テンプレートは、スタイル、初期設定プロパティ、初期設定生地設定を記憶している特
別なファイルです。頻繁に使用しているデザインをデジタイズする場合は、テンプレー
トを使用すると現在のプロパティ設定を再調整する時間を節約できます。

オブジェクトプロパティを使用して作業する

デザインの新規作成を行った場合、EmbroideryStudio では選択した生地（アクティブで
ある場合）に関連する初期設定が使用されます。他のプロパティ設定は、デザインのテ
ンプレートと共に保存されます。ほとんどの設定はオブジェクトごとに書き換える事が
できます。この為 EmbroideryStudio ではオブジェクトプロパティを初期値、実際の値と
現在の値の 3 種類に区別しています。

現在の設定を変更する

現在の設定を変更すると、変更した値は作成する新規のオブジェクトに自動的に適用さ
れます。デジタイズする前にどの設定を使用するかわかっている場合は、それを事前に
設定します。

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、プロパティをプリセットしたり、
選択したオブジェクトのプロパティを調整します。
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現在の設定を変更するには

 オブジェクトをなにも選択していない状態で、オブジェクトプロパティアイコンをク

リックします。

 タブを選択し、現在の設定を表示します（例 : 埋め縫い）。

 ドロップダウンリストからアイテムを選択し（例 : 埋め縫い > サテン）、プロパティに

アクセスします。

 ドロップリスト、ラジオボタン、チェックボックスを使用して、オプションを選択し

ます。正確な値を入力するか、ポップアップスライダーを使用します。

オブジェクトプロパティ
の各タブ

ステッチタイプ
を選択

クリックして終了

クリックし、変更した設定を
現在のテンプレートに保存

クリックして
他のタブにアクセス

必要に応じて設定を
変更

「スイベル」ボタンを
クリックした後、

ポップアップスライダー
をドラッグする

「ラジオ」ボタンは相互
に独立した機能

スイベル」ボタンを
クリックして、スライダー
コントロールを呼び出す
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参考　スライダーコントロールにはノーマルと加速の 2 つの操作モードがあります。
Ctrl を押しながら操作すると、加速モードになります。

 効果ボタンをクリックし、その他のタブにアクセスし必要に応じて設定の変更を行い

ます。

 Enter を押して変更を確定します。変更した設定は新規のオブジェクトの現在の設定に

なります。現在のプロパティを適用ツールで設定を既存のオブジェクトに適用するこ
ともできます。

 必要に応じて保存をクリックします。オブジェクトプロパティは現在のテンプレート

に保存され、このテンプレートに基づいて作成されたすべての新規オブジェクトに適
用されます。

オブジェクトプロパティを変更する

現在選択されていないオブジェクトに影響を与えることなく、オブジェクトのプロパ
ティを変更することが可能です。プロパティの中には画面上で変更できるものもありま
す。例えば選択ハンドルを使用して、オブジェクトの拡大 / 縮小を行い、サイズ変更す
ることができます。ステッチ間隔や長さといったその他のプロパティは、オブジェクト
プロパティドッカーから変更できます。

オブジェクトプロパティを変更するには

 変更したいプロパティを含むオブジェクト（複数可）を選択します。

 選択したオブジェクトの配置変更、拡大 / 縮小や変形を行います。

 一般的なプロパティ（幅、高さ、位置）はプロパティバーで調整します。Enter を押

して確定するか、Esc を押して破棄します。

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、プロパティをプリセットしたり、
選択したオブジェクトのプロパティを調整します。

プロパティを調整し、
Enter を押す



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 257

 オブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

 タブを選択し、プロパティにアクセスします。

2 つ以上のオブジェクトを選択している場合、すべてのオブジェクトの関連する設定
のみオブジェクトプロパティドッカーで表示されます。選択した複数のオブジェクト
が同じ設定だが異なる数値を使用している場合（例：ステッチ長など）、そのフィール
ドは空白となります。またそこに新規の数値を入力すると、すべてのオブジェクトに
適用することができます。

 効果ボタンをクリックして、他のタブにアクセスします。

 Enter を押し、変更を選択オブジェクトに適用します。

 自動下縫いのようなプロパティは、ツールバーボタンを使用して適用します。ボタン

を選択すると、そのツールの設定はオンになります。

 必要に応じて保存をクリックします。オブジェクトプロパティは現在のテンプレート

に保存され、このテンプレートに基づいて作成されたすべての新規オブジェクトに適
用されます。

関連項目

 オブジェクトプロパティにアクセスする

 オブジェクを編集する

 オブジェクトを変形する

オブジェクトプロパティ
の各タブ

ドロップリスト

クリックして
終了

クリックし、変更した設定を
現在のテンプレートに保存

クリックして
他のタブにアクセス

必要に応じて設定を
変更
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 テンプレートを扱う

プロパティをコピーする

選択したオブジェクトのプロパティを新規で作成するすべてのオブジェクトの現在のプ
ロパティとして設定したり、既存のオブジェクトに適用することができます。

プロパティをコピーするには

 現在の設定にしたいプロパティを持つオブジェクトを選択します。

 選択を現在のプロパティに適用アイコンをクリックします。または選択オブジェクト

を右クリックして、ポップアップメニューから選択を現在のプロパティに適用コマン
ドを選択します。

 変更したいプロパティを含むオブジェクト（複数可）を選択します。

 現在のプロパティを適用アイコンをクリックします。または選択オブジェクトを右ク

リックして、ポップアップメニューから現在のプロパティを適用コマンドを選択しま
す。

スタイル > 選択を現在のプロパティに適用を使用し、選択オブジェクトのプロパ
ティを現在のプロパティにします。

スタイル > 現在のプロパティを適用を使用し、選択したオブジェクトに「現在の
プロパティ」を適用します。

これらのコマンドを使用し、
オブジェクトのプロパティを
コピー
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生地を扱う

刺繍のステッチは針が落ちる所で、生地を内側に引っ張り込む作用を起こします。これ
により生地にしわができたり隙間が発生します。オブジェクトを正しくステッチするに
は、正しいステッチ間隔、十分な縮み補正、上縫いステッチタイプ、オブジェクトタイ
プ、オブジェクト形状、生地の組み合わせによる適切な下縫いが必要です。

EmbroideryStudio には、ステッチを施す生地の種類を考慮に入れることができる生地設
定があります。生地はデザインの重要な項目で、テンプレートの値とは別にコントロー
ルされます。生地設定はテンプレートに含まれているものよりも、数が少なくなってい
ます。

生地の変更

通常生地はデザイン作成の一番初めに設定しますが、いつでも変更することが可能です。
生地設定はモチーフフィル、アップリケ、ランニングステッチ以外のすべてのオブジェ
クトプロパティに適用されます。

生地を変更するには

1 デザイン > 自動生地を選択します。

2 自動生地を適用チェックボックスにチェックを入れて、機能をオンにします。自動生

地はいつでもオフにすることができます。決定を確定するかどうか指示がでます。

3 リストから使用する生地に合致またはそれに近い生地タイプを設定します。

4 OK をクリックします。

生地タイプを
選択

自動生地設定を
アクティブにする
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選択した生地の種類は、ステータスバーに表示されます。生地設定が行われていない
デザインに自動生地を適用する場合、新しいオブジェクトのみに適用するのか、既存
のオブジェクトにも適用するのかを選択できます。

メモ　現在の自動生地を変更すると、デザイン中のすべてのカラーウェイに影響しま
すが、その逆はありません。カラーウェイはカラーウェイごとに異なる生地見本を選
択できるもので、自動生地設定に影響はありません。しかし背景生地オプションは選
択した自動生地を「認識」します。参照ボタンから現在の生地選択に適切な生地見本
を見ることができます。

関連項目

 テンプレートからデザインを作成する

 布の伸縮に合わせて補正する

生地の管理

事前に設定された生地設定に加え、特殊なニーズに対応できるように自分だけのユー
ザー設定生地を作成することもできます。ユーザー設定生地は変更、改名、削除するこ
とができます。

新しい生地を作成するには

1 設定 > 自動生地の管理を選択します。

ユーザー設定生地をすでに定義している場合のオプションは、編集、改名と削除にな
ります。

2 新規の生地タイプを作成するには、作成をクリックします。

3 新しい生地の名称を入力します。新しい生地を初期設定を基に作成したい場合は、空

白にします。

4 OK をクリックします。

自動生地の
適用方法を

選択

新規生地タイプを
作成する

生地名を入力
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自動生地設定ダイアログが開きます。このダイアログでは４つのグループ（タタミ /
プログラムスプリット、幅広サテン、幅狭サテンとレタリング）の生地設定と、推奨
当て布の詳細を設定することができます。

タタミ / プリグラムスプリットの値を選択するには

 タブをクリックしてタタミ / プログラムスプリットフィル設定にアクセスします。これ

らはタタミとプログラムスプリットオブジェクトの初期設定となります。

 必要に応じて、タタミ / プログラムスプリットフィルオブジェクトのステッチ長とス

テッチ間隔設定を調整します。

 タタミステッチはランニングステッチの列からなり、大きく不規則な形状を埋める

のに適しています。詳細はタタミステッチをご覧ください。

 プログラムスプリットは装飾的なステッチタイプで、ステッチの目が詰まったアー

ティスティックな効果で広く大きな範囲を埋め込むのに使用します。詳細はプログ
ラムスプリットでテクスチャを作成するをご覧ください。

 タタミ / プログラムスプリットオブジェクトに適切な下縫いを設定します。詳細は自動

下縫いで安定させるをご覧ください。

 これらのオブジェクトの縮み補正の許容を設定します。詳細は布の伸縮に合わせて補

正するをご覧ください。

サテンオブジェクトの値を設定するには

 タブをクリックして幅広サテン設定にアクセスします。

新規生地のタタミ / プログラム
スプリットの設定を調整する

生地 : デニム
縮み補正 : 低

生地 :シルク
縮み補正 : 中

生地 : テリータオル地
縮み補正 : 高
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この設定はより大きめのサテンオブジェクトの初期設定となります。

 タタミ / プログラムスプリットフィルオブジェクトと同様に、幅広サテン設定を調整し

ます。詳細はサテンステッチをご覧ください。

ステッチ長やステッチ間隔設定の代わりに、スライダーでコントロールできる単一の
密度設定があります。

 タブをクリックして幅狭サテン設定にアクセスし、幅広サテンオブジェクトと同様に

設定を調整します。一般的に幅の狭いオブジェクトには別の下縫い設定が必要となり
ます。詳細はサテンステッチをご覧ください。

レタリングオブジェクトの値を設定するには

 タブをクリックし、レタリング設定にアクセスします。

 サテンオブジェクトと同様に、設定を調整します。詳細はステッチタイプ & 効果をレタ

リングに適用するをご覧ください。

新規生地の幅広サテン値
を調整する

新規生地の幅狭サテン値
を調整する

新規生地のレタリング値
を調整する
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当て布の値を設定をするには

 タブをクリックし、当て布設定にアクセスします。

 推奨する当て布とその説明や関連する情報を入力します。この情報は生地の選択ダイ

アログに表示されます。詳細は生地の変更をご覧ください。

スタイルを使用して作業する

スタイルはオブジェクトプロパティのセットで、固有の名前で保存されます。これらは
簡単に刺繍オブジェクトやレタリングオブジェクトに適用できます。スタイルツール
バーで選択したオブジェクトにスタイルを適用したり、現在の設定を設定して適用する
こともできます。「ユーザー選択」としてタグ付けしたスタイルは、ツールバーにそれぞ
れアイコンが割り当てられます。

スタイルはテンプレートと共に保存されています。NORMAL テンプレートには、プリセッ
トされたスタイルが用意されています。それぞれのテンプレートは異なる刺繍タイプに
対応する特定のスタイルを含んでいます。テンプレートを扱うも併せてご覧ください。

スタイルを適用する

スタイルを適用すると、現在の設定が上書きされます。スタイルで指定されていないプ
ロパティは、現在の設定が適用されます。

スタイルを適用するには

 スタイルに割り当てられている、使用したいユーザー選択スタイルアイコンをクリッ

クします（有効な場合）。

 オブジェクトが選択さている場合、スタイルの設定はそのオブジェクトにのみ適用

されます。

新規生地の当て布値の
を調整する

スタイル > スタイル適用を使用し、テンプレートから新規または選択オブジェク
トにスタイルを適用します。

スタイル > ユーザー選択スタイルを使用し、新規または選択オブジェクトにユー
ザー選択スタイルを適用します。
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 オブジェクトが選択されていない場合、スタイルの設定は現在のものとなり、新規

に作成するオブジェクトに適用されます。

 またはスタイルを適用アイコンをクリックします。

 ドロップリストからスタイルを選択し、OK をクリックします。

参考　デジタイザーをご使用の場合、プリセットされたスタイル間を素早く切り替え
できます。デジタイザーカーソル上の各ボタンで、異なる設定間隔値が選択できます。
例えばボタン 1 をクリックして、<PRESET_SATIN_1> を選択します。

関連項目

 オブジェクトプロパティを使用して作業する

 ユーザー選択を割り当てる

スタイルを定義する

テンプレート用の新規のスタイルは一から設定したり、既存のスタイルやオブジェクト
を基にして定義することもできます。新規のスタイルは現在のテンプレートに保存され
ます。

スタイルを定義するには

1 既存オブジェクトを基に新規のスタイルを定義するには、そのオブジェクトを選択し

ます。現在の設定を基にするには、オブジェクトが何も選択されていないことを確認
して下さい。

2 設定 > スタイルの管理を選択します。

スタイル 1、
E ステッチ糸間隔 0.75mm

スタイル 2 ､
E ステッチ糸間隔 1.25mm

スタイル 3 ､
E ステッチ糸間隔 1.75mm

スタイルを選択Myスタイル

クリックして新規
のスタイルを定義
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3 作成をクリックします。

4 新規のスタイル名を入力します。基にするスタイルを選択します。

 新規のスタイルを初期設定（現在の、または選択オブジェクトの）を基に作成した

い場合、空白にします。

 既存のスタイルを基にしたい場合は、ドロップリストから選択します。

5 新しいスタイルをスタイルツールバーに追加したい場合は、ユーザー選択チェック

ボックスにチェックを入れます。

6 OK をクリックします。オブジェクトプロパティドッカーが開きます。

7 必要に応じてプロパティをアップデートします。

 現在の設定を適用したい場合は適用をクリックします。

 または変更したい設定をアップデートします。数値はすべてのフィールドに入力す

る必要はありません。格納したい数値のみを指定します。

8 Enter を押します。

新規のスタイルが現在のテンプレートに保存されます。

スタイルを変更する

設定 > スタイルの管理機能は、NORMAL テンプレートのファクトリー設定を含んだスタイ
ルを変更することができます。スタイルは他のスタイルの設定に合成することができま
す。スタイル名の変更はスタイル設定に影響を与えることなく行うことができます。テ
ンプレートから、不要なスタイルを削除することができます。

リストからスタイルを選択し、使用可能なボタンを使用し変更します。

新規スタイルに
名前を入力

基本にする
スタイルを選択

旧Myスタイル

新規Myスタイル

機能 詳細

編集 オブジェクトを編集するように、スタイルを編集します。詳細は現在の
設定を変更するをご覧ください。

改名 スタイルはいつでも改名できます。スタイルは識別しやすい名前や、よ
く使用するものにはリストの上部にくるような名前をつけるとよいで
しょう。

削除 / すべて
削除

現在のテンプレートから不要なスタイルを削除します。そのスタイルは
スタイル名のリストから削除されます。テンプレートからすべてのスタ
イルを削除するには、すべて削除をクリックします。

スタイルのプロパティを
編集

変更する
スタイルを選択
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参考　NORMAL テンプレートのオリジナルのスタイル値を使用したい場合は、戻すことが
できます。詳細は NORMAL テンプレートに戻すをご覧ください。

ユーザー選択を割り当てる

スタイルツールバーにあるツールアイコンには、 大 10 個までのユーザー選択スタイル
を割り当てることができます。割り当てたアイコンをクリックするだけで、そのスタイ
ルを適用できます。

ユーザー選択スタイルを割り当てるには

1 設定 > スタイルの管理を選択します。

2 ユーザー選択をクリックします。ユーザー選択の管理ダイアログが開きます。

3 追加をクリックします。ユーザー選択に追加ダイアログが開きます。

4 ドロップリストからスタイルを選択し、OK をクリックします。

5 スタイルツールバーに表示されるユーザー選択アイコンの順番は、上に移動と下に移

動を使用して変更できます。

合成 「スタイルを合成」ダイアログでスタイル設定をコピーします。合成す
る時には 2 番目のスタイルの設定が 初のスタイルを上書きします。

ユーザー選択 スタイルツールバーにあるツールアイコンには 大 10 個までのユー
ザー選択スタイルを割り当てることができます。詳細はユーザー選択を
割り当てるをご覧ください。

機能 詳細

ユーザー選択スタイルを
整理

追加をクリック

新規Myスタイル

スタイルを選択
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6 ダイアログを閉じます。スタイルはユーザー選択の管理ダイアログで表示されている

順に割り当てられます。各ボタンのツールチップにスタイル名が表示されます。

テンプレートを扱う

テンプレートは生地、スタイル、初期設定を格納している特別なファイルです。頻繁に
使用するデザインのタイプはテンプレートを使用すれば、毎回設定する手間が省けます。
例えば、テンプレートには標準的なオブジェクトやレタリングが含まれています。ここ
には好みのステッチ値、レタリングの書体やサイズ、色の設定を現在の設定として保存
しておくと良いでしょう。またはそれぞれの生地に合う値で糸密度、縮み補正や下縫い
の設定等を保存しておくことも可能です。

NORMAL テンプレート

NORMAL テンプレートは、ソフトウェアで用意されている初期テンプレートです。これに
は予め設定されたスタイルと共に、現在のプロパティ設定も含まれています。スタイル
には現在のプロパティ設定の様々な設定の組み合わせが含まれます。例えば
<PRESET_SATIN_1> と <PRESET_SATIN_2> にはサテンステッチ用の異なるステッチ間隔の値
が含まれています。これらの設定はいつでも表示や変更が行えます。詳細はスタイルを
変更するをご覧ください。

メモ　変更後に NORMAL テンプレートの値に戻すことができます。詳細は NORMAL テンプ
レートに戻すをご覧ください。

デザインテンプレートを使用する

ファイル > 新規作成メニューから新規デザインをスタートする場合、新規作成ダイアロ
グに使用可能なテンプレートの一覧が表示されます。標準ツールバーの新規作成ツール
を選択すると、初期設定により NORMAL テンプレートが適用されます。テンプレートから
デザインを作成するも併せてご覧ください。

テンプレートに現在のプロパティを保存する

現在の設定は現在のテンプレートに簡単に保存することができます。

テンプレートに現在のプロパティを保存するには

 現在のプロパティ設定を使用するには、すべてのオブジェクトの選択を解除しオブ

ジェクトプロパティアイコンをクリックします。

 ユーザー選択スタイルの設定を使用するには、オブジェクトを選択していない状態で

クリックします。

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、プロパティをプリセットしたり、
選択したオブジェクトのプロパティを調整します。
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 オブジェクトプロパティドッカーを開きます。

 必要に応じて他の調整を行ないます。

 保存をクリックします。現在の設定は新規の初期設定としてテンプレートに保存され

ます。

参考　テンプレートに 2 つ以上のプロパティ設定を保存するには、それらをスタイル
として保存します。

関連項目

 オブジェクトプロパティを使用して作業する

 スタイルを定義する

デザインテンプレートを作成する

使用するオブジェクトやプロパティ設定を含むデザインから、テンプレートを作成しま
す。デザイン、またはその構成要素をテンプレートとして保存します。テンプレートは
デザインファイルと同じように見えますが、拡張子が EMT となります。

デザインテンプレートを作成するには

1 新規にデザインをスタートするか、既存のデザインを開きます。

2 必要に応じて、プロパティ設定、スタイル、効果を調整します。

3 テンプレートに加えるオブジェクトとレタリングを追加します。例えば別のベースラ

インを使用してサンプルレタリングを加えたい時には、そのテンプレートを使用する
際にサンプルテキストを打ち直すことができます。

オブジェクトプロパティ
の各タブ

ドロップリスト

クリックして終了

クリックし、変更した設定を
現在のテンプレートに保存クリックして

他のタブにアクセス

必要に応じて設定を
変更
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4 ファイル > 名前を付けて保存を選択します。テンプレートとして保存ダイアログがテン

プレートフォルダー上に開きます。

5 ファイルの種類リストからデザインテンプレート (EMT) を選択します。

EmbroideryStudio で自動的に C:\Program Files 
(x86)\Wilcom\EmbroideryStudio_e4.0\ テンプレートフォルダが開きます。ここにデ
ザインテンプレートは保存しなければ、新規デザインをスタートした時にテンプレー
トの一覧に表示されません。

6 名前を入力し、保存をクリックします。このテンプレートを使用する用意ができまし

た。

参考　モノグラムやチームネームテンプレートを保存する場合、ファイルメニューに
は別のコマンドがあります。以下の関連項目をご覧ください。

関連項目

 ベースラインを扱う

 モノグラムデザイン

デザインテンプレートを変更する

通常のデザインと同様の方法でテンプレートを変更することができます。変更は今後使
用するテンプレートに適応され、このテンプレートを基にした既存のデザインには影響
しません。

デザインテンプレートを変更するには

1 ファイル > 開くを選択します。ファイルを開くダイアログが表示されます。

2 C:\Program Files (x86)\Wilcom\EmbroideryStudio_e4.0\ テンプレートフォルダまで

移動します。

3 ファイルの種類リストから、デザインテンプレート (EMT) を選択します。利用可能な

テンプレートファイルが表示されます。

4 変更したいテンプレートを選択して、開くをクリックします。

5 必要に応じて、プロパティ設定、スタイルをその他の設定を調整します。

6 ファイル > 名前を付けて保存を選択します。名前を付けて保存ダイアログが表示され

ます。

7 ファイルの種類リストから、デザインテンプレート (EMT) を選択します。

8 名前を入力し、保存をクリックします。変更されたテンプレートを使用できます。

編集したテンプレートの
名前を入力

MY テンプレート
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メモ　MS Windows(R) の標準コマンドを使用して通常ファイルを削除するのと同じ要
領で、テンプレートを削除します。

NORMAL テンプレートに戻す

EmbroideryStudio で用意されている NORMAL テンプレートに変更を加える場合、オリジナ
ルバージョンに戻すことができます。ファクトリーコピーは常に維持されているので、
NORMAL テンプレートを元の設定に戻すことができます。

NORMAL テンプレートに戻すには

1 EmbroideryStudio を閉じます。

2 MS Windows(R) のスタートボタンをクリックし、WilcomEmbroideryStudio グループに

移動します。

3 プログラムの初期設定を選択します。初期設定に戻すダイアログが開きます。

4 テンプレートのチェックボックスを選択し、OK をクリックします。NORMAL テンプレー

トのオリジナルの設定を再保存します。

テンプレート選択

OK をクリック
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第 13 章

カラーウェイ

デザインをデジタイズする際にカラーパレットから色を選択します。カラーウェイと呼
ばれる色のセットは、デザインをステッチする実際の刺繍糸の色を表示しています。
様々な色の組み合わせを設定し、そのグループ間を切り替えることができます。

色は市販の糸チャートや独自で設定したチャートから選択することができます。具体的
なコードを指定して、特定の色糸を探すことも可能です。糸チャートの近似色を基に刺
繍糸の色を検索します。またインポートしたグラフィック（ベクターまたはビットマッ
プ）中の色を糸チャートの色と合わせることも可能です。

EmbroideryStudio ではよりリアルなプレビューでプレゼンテーションが行えるよう、カ
ラーウェイで背景色、生地、プロダクトを設定することができます。背景とプロダクト
はカラーウェイと共に保存されます。

メモ　製作ワークシートにはカラーウェイ、背景、プロダクトとカラーブロックのアイ
コンを印刷することもできます。デザインのレポートを印刷するも併せてご覧ください。

カラーウェイを作成する

EmbroideryStudio ではカラーウェイは自分で変更することも、自動で生成することもで
きます。

注意　お使いのコンピューターのモニターやビデオカードにより表示に違いがある為、、
画面上に表示される色は目安としてお使いください。色は実際の糸チャートと比べるよ
うにしましょう。

カラーウェイを追加する

カラーパレット > パレットの編集を使用し、カラーウェイを追加または編集しま
す。

パレットの編集 > カラーウェイを作成を使用し、デザインに新しいカラーウェイ
を作成します。
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新規のデザインを作成する際には、カラーウェイ１と呼ばれる一つのカラーウェイが含
まれています。カラーウェイはデザインにお好きなだけ追加することができ、他の糸
セットを設定することもできます。様々な色た生地の組み合わせでデザインをプレ
ビューすることができます。カラーウェイはデザインと共に EMB フォーマットや EMT テ
ンプレートファイルで保存し、テンプレートとして後で使用することもできます。しか
しマシンファイルに保存することはできせん。

参考　カラーウェイには背景色、生地、プロダクトに加え、ボーラーシンボル、未縫い
ステッチ、選択オブジェクト、オブジェクトのアウトラインやグリッドの色といった設
定も含まれます。詳細はカラーウェイを表示するをご覧ください。

カラーウェイを追加するには

 デザインを開き、パレットの編集アイコンをクリックします。

 カラーウェイを作成アイコンをクリックします。

クリックし、
新規カラーウェイを作成

クリックし、カラーウェイ
表示を切り替える

新規カラーウェイ名
を入力

Colorway 2
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 新しいカラーウェイの名称を入力します。新しいカラーウェイは現在のカラーウェイ

を基に作成されます。

 使用可能な糸色から選択した色スロットに色を割り当てます。詳細は刺繍糸を割り当

てるをご覧ください。

メモ　通常暗い色の刺繍糸で明るい色の生地を覆う方が良い結果が得られる為、カ
ラーウェイを変える時にはステッチの糸密度などを変える必要がある場合があります。
カラーウェイは密度を自動補正しないので、自分で調整しなくてはいけません。

 カラーウェイのツールバーを使用して編集します。

参考　カラーウェイ 1 の背景を変更しテンプレートに保存した場合、起動時にこのよ
うに表示されます。テンプレートを扱うも併せてご覧ください。

色の組み合わせを変更する

ドロップリストや製作ワークシートで区別がつけやすいようにカラーウェイ
に固有の名称をつけます（例：背景の生地を反映する名称など）

デザインからカラーウェイを削除します。

カラーウェイの背景生地と色を変更します。生地背景を設定するも併せてご
覧ください。

現在のカラーウェイを基に
新規カラーウェイが追加される

刺繍糸を新規カラーウェイに
割り当てる

カラーパレット > 使用色で循環を使用し、使用色の組み合わせで循環します。左
/ 右クリックを使用します。
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カラーツールはデザイン全体の色を素早く変更します。これらのツールはお持ちの色で
新しい色の組み合わせの提案し、様々な色のバリエーションのデザインを簡単に作成す
ることができます。

色の組み合わせを変更するには

 必要に応じて、新しい色の組み合わせ用に新規カラーウェイを追加します。詳細はカ

ラーウェイを追加するをご覧ください。

 使用色で循環ツールを使用して、デザイン中にある色で他の色の組み合わせをチェッ

クします。

カラーパレット > カラーホイールを使用し、カラーホイールにアクセスし、関連
した色の組み合わせをテストします。

新規カラーウェイ

使用色を循環



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 275

 またはカラーホイールを選択します。類似、補色、調和などプリセットされている配

色を使い、色の組み合わせを循環します。

「ベースカラー」ノードをクリック & ドラッグし、同じ色セットで異なる組み合わせを

チェックします。ベースカラーはパレットの色を選択することで変更できます。

 各カラーノードは個々に更に調整することができます。

 デザイン全体の明るさを調整するには、ベースカラーのノードを選択して明るさを調

整します。

ベースになる色のノードを
クリック & ドラッグし、すべて調整

配色を選択 ベースになる色を設定するスロットをクリック

必要に応じて
各カラーノードを調整
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 OK をクリックして変更を適用します。パレットに新しい色が追加し、デザインの色が

アップデートします。

 糸色を自分で割り当てるか、すべて近似色にセットを使用します。下記をご覧下さい。

関連項目

 刺繍糸を割り当てる

カラーブロック & ストップ順序

カラーブロックはデザインの色替えに対応しており、一つまたはそれ以上の同じ色のオ
ブジェクトから成ります。これらは単一のグループ（例：「ロープ」または「ロープと
鳥」など）グループから成ります。各々のカラーブロックまたはエレメントは識別しや
すいように名前を付けることができ、製作ワークシートに含めることができます。この

新しい色がパレット
に追加
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情報が「ストップ順序」で、マシンのオペレーターはこの情報を基に、生産時に正しい
色が正しい順序で使用されていることを確認します。

メモ　カラーオブジェクトリストは「カラーブロック」ごとにグループ化したオブジェ
クトのリストを同じ順序で表示します。

デザインプロパティの糸色

ストップ順序

ドッカー > デザインプロパティを使用し、デザインの承認作業や縫製を行う前に
デザインの詳細は表示し変更します。
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糸色タブは各デザイン項目の色の順序とステッチ数を表示します。項目は色替えと同じ
です。このタブでは価格計算等に便利な糸の使用量の見積もりも表示されます。

データはデザインファイルから抽出され、項目以外は変更することができません。

リスト下部のテーブルにはデザイン中のすべての色替えが記載されており、これらは製
作ワークシートに表示されます。これには以下の詳細が含まれます。

フィールド 説明

ファイル名 選択したデザインのファイル名。多くの場合、分類しやすいよう数
字や英数字で表されます。

タイトル ファイル名（初期設定）。検索しやすいように特定の名称を追加しま
す。この名称は承認シートやワークシートに表示されます。

ステッチ数 デザインの総ステッチ数。

色数 デザインに関わる糸色の数。

カラーウェイ数 デザイン中のカラーウェイの数。

カラーウェイ ドロップリストを使用してカラーウェイを変更します（可能な場
合）。他のカラーウェイを選択すると、サムネイルとストップ順序リ
ストがアップデートされます。

フィールド 説明

ストップ # 色替えに対応するマシンのストップ。

色 カラーパレットの色スロット番号。

必要に応じて
各カラーブロックの
項目の名前を編集
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関連項目

 項目に名前をつける

 刺繍糸を割り当てる

 糸の使用量を見積もる

 糸の詳細を変更する

 その他のオプションを設定する

項目に名前をつける

カラーブロックはパレットの編集で見ることができます。名前をつけたカラーブロック
は「項目」と呼ばれ、デザインと共に保存され製作ワークシートに印刷されます。

項目 カラーブロックに任意の名称を指定できます。

ステッチ デザインの各要素ごとにステッチ数。個別のステッチ数または累計
のステッチ数で表示することができます。

長さ 色ごとに必要な糸の長さ。

コード 糸チャートに登録されている色コード。

名前 糸チャートに表示される色の名前。

チャート t 使用している糸チャートのブランド名。

太さ A: 標準刺繍糸（約 40 デニール）

B: 標準より太め（約 30 デニール）

C: 標準より細め（約 80 デニール）

D: とても細い（約 100 デニール）

フィールド 説明

カラーパレット > パレットの編集を使用し、カラーウェイを追加または編集しま
す。

ドッカー > デザインプロパティを使用し、デザインの承認作業や縫製を行う前に
デザインの詳細は表示し変更します。
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項目に名前をつけるには

 パレットの編集アイコンをクリックして、パレットの編集にアクセスします。

 色を選択し、選択表示をクリック & ホールドして選択した色だけ表示します。色に対応

する項目は下部に記載されます。項目が複数ある場合は選択して選択表示をクリック
します。

 項目フィールドをダブルクリックし、分かりやすい名称を入力します（例：「茎」）。

色のブロック
を選択

クリック & ホールドで
選択した色だけを表示

選択したカラーブロック
に分かりやすい名称

をつける
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 デザイン項目をチェックするには、デザイン > デザインプロパティ > 糸色を選択しま

す。

 必要に応じて項目フィールドで各カラーブロックの名前を編集します。この情報は制

作ワークシートに含むことができます。

関連項目

 刺繍糸を割り当てる

 カラーブロックで表示する

 デザインのレポートを印刷する

 デザインのレポートをカスタマイズする

カラーブロックを分割する

カラーブロックはデザインの色替えに対応しており、単一のオブジェクトまたはグルー
プから成ります。パレットの分割ツールを使えば、あるカラーウェイではすべてのアイ
テムに同じ糸を割り当て、他のカラーウェイでは他の色を割り当てることができます。

各カラーブロック
の項目名を編集

カラーパレット > パレットの編集を使用し、カラーパレットのスロットに糸色を
割り当てます。

カラーパレット > パレットを分割を使用し、選択したスロットと同じ糸の定義で
新規カラースロットを作成します。
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カラーブロックを分割するには

1 デザインを開きカラーウェイを選択します。

2 パレットの編集を開きます。

3 新しくカラーウェイを作成するか、編集するカラーウェイを選択します。

4 分割したいオブジェクトを選択します。パレットカラーを分割ボタンがアクティブに

なります。

編集するカラー
ウェイを選択

選択したオブジェクトが
分割し、カラーブロック
が分かれる
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5 パレットを分割アイコンをクリックします。カラーパレットに同じ色の新しいカラー

ブロックが追加されます。選択したオブジェクトは新しいパレットスロットに割り当
てられます。

6 スロットに新しい色を割り当てます。他のカラーウェイの色は影響を受けません。初

期設定では新しいカラースロットはパレットの 後に配置されますが、ステッチ順序
には影響しません。

関連項目

 刺繍糸を割り当てる

新しいカラーブロックに
色を割り当てる

ステッチ順序は
変わらない
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生地 & プロダクト背景

EmbroideryStudio ではよりリアルな背景色、生地、プロダクト背景を設定し、プレ
ビューすることができます。背景はカラーウェイで保存されます。

参考　背景色、生地、プロダクトを変更しても、現在の生地設定には影響しません。詳
細は生地を扱うをご覧ください。

生地背景を設定する

EmbroideryStudio では背景を設定し、よりリアルなプレビューを見ることができます。
これは承認シートや製作ワークシートに含めることができます。色は色見本の中から選
んだり、お持ちのイメージをインポートしたり、写真、雑誌の挿絵、クリップアートや
生地のサンプルなども使用できます。背景はカラーウェイで保存されます。

背景を設定するには

 デザインを開きカラーウェイを選択します。

カラーパレット > 背景 & 表示色（またはパレットの編集ドッカー）を使用し、
現在のカラーウェイのデザインの背景を変更します。
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 背景 & 表示色アイコンをクリックします。

 背景の色を設定するにはドロップリストからパレットを選択します。

 刺繍枠の内側のみ色を設定し、残りの外側の部分は白などのナチュラルカラーにして

おくこともできます。

 背景の生地を設定するには、生地見本を選択します。

背景色をプリセット

生地の色を選択

背景生地を選択
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 他のオプションを見るには、生地のドロップリストをクリックします。

 ユーザー設定の生地を選択するには、ユーザー設定生地を選択し、参照をクリックし

ます。

必要に応じて背景生地と
色を選択

ユーザー設定生地に
チェックを入れ、

独自の生地見本を選択

参照をクリックし、
ユーザー設定生地見本
をロケート
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 OK をクリックします。

メモ　カラーウェイ１の背景を変更しテンプレートに保存すると、起動時にその設定
で常に表示されるようになります。

関連項目

 カラーウェイを追加する

 生地を扱う

 プロダクトをビジュアル化する

 スキャン用イメージを準備する

プロダクトをビジュアル化する

カラーパレット > プロダクトビジュアライザーを使用し、デザインを配置する
衣類やプロダクトの背景を選択します。

表示 > プロダクト表示を使用し、現在のプロダクトの表示のオン /オフを切り
替えます。右クリックでプロダクトビジュアライザー設定にアクセスします。

ズーム > プロダクトにズームを使用し、デザインウィンドウにプロダクト全体
を表示します。
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EmbroideryStudio では背景になる生地やプロダクトを選択することができます。デザイ
ンの配置場所、サイズ、外観を表示し、デザインのビジュアル化と承認作業に活用でき
ます。これは承認シートや製作ワークシートに含めることができます。

プロダクトをビジュアル化するには

 デザインを開きカラーウェイを選択します。
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 プロダクトビジュアライザーアイコンをクリックします。ドッカーが開きます。

 カテゴリーを選択し、衣類またはプロダクトをクリックして選択します。プロダクト

イメージはデザインウィンドウの中央に初期設定の倍率で表示されます。

 ユーザー設定オプションでユーザー設定のプロダクトイメージをインポートすること

もできます。これらのイメージはグレースケールイメージで、正確なサイズで作成す
る必要があります。

 設定タブに移動します。ここでは色とサイズ、またプロダクトの配置位置を設定する

ことができます。

 必要に応じてプロダクトのイメージを拡大 / 縮小します。サイズは実際の製品サイズ

（XS、S、M、L、XL、XXL）に従い調整します。

プロダクトフォルダを
選択

プロダクトを
選択

マルチレイヤーのプロダクト
イメージが選択されている場合、
各レイヤーの色をカスタマイズ

クリックで色を適用
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 スマートテープを使用して、肩幅等を測ります。長さフィールドを調整し、適用を押

しプロダクトイメージのサイズを変更します。

 後にデザインをプロダクトイメージ上に配置します。Ctrl+A を押しデザインを選択

しドラッグするか、矢印キーで少しづつ動かします。

 またはデザインに合わせてプロダクトイメージを配置します。初期設定ではデザイン

の原点の中央に配置されます。「X」と「Y」フィールドにはそれぞれ 0 が表示されま
す。

「X」と「Y」フィールドに直接数値を入力し、イメージの中心を新しい位置まで移

動させます。

 移動ボタンでイメージを徐々に動かします。

 プロダクトの背景の表示をオン / オフにするには、プロダクト表示アイコンをクリック

します。

正確な大きさを入力し、
適用をクリックしプロダクト
イメージのサイズを変更

製品を測り、
実際のサイズを決定

必要に応じて
プロダクトイ
メージを
サイズ変更

デザインウィンドウ内に
プロダクトイメージを
配置

プロダクトイメージ上
にデザインを配置
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 その場で色を変更したい場合は、プロダクトビジュアライザードロップリストを使用

し、プロダクトの色メニューで生地の色を変更します。

????

 デザインのレポートを印刷する

プロダクトの色
を変更
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第 14 章

生産性を高めるツール

デジタイズの特殊技術の使用は、デジタイズにかける時間の短縮に繋がります。 
EmbroideryStudio にはスター、リング、デザインのリピートやバックトラックを適用し
たアウトラインの作成を行うことのできる入力ツールを装備しています。 既存の形状を
ベースにしたアウトラインを生成するツールもあります。 ボーラーライブラリからデザイ
ンに装飾的なボーダーを追加することもできます。 

定型の形状を追加する

EmbroideryStudio には生産性を高めるツールが数多くあり、ボーダーやデザインのオブ
ジェクト（刺繍またはベクター）として使用する形状を素早く作成することができます。 
これらのツールは特にロゴデザインや刺繍バッジの作成に便利です。 

デザインのボーダーを追加する

ツールボックス > ボーダーを追加を使用し、レタリングあり / なしでボーダー
をデザインに（または選択したオブジェクトに）追加します。
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ボーダーライブラリを使用し、デザインや選択オブジェクトに四角形、楕円形や盾形な
どの装飾的なボーダーを加えることができます。

デザインに装飾的なボーダーを追加するには

1 デザインを開き、ボーダーを追加アイコンをクリックします。

参考　個々のオブジェクトを選択することにより、デザイン全体ではなくこれらのオ
ブジェクトにボーダーを追加することができます。

2 必要に応じてボーダーを選択し、ボーダー幅を調整します。 初期設定値は 3.00 となっ

ています。

3 OK をクリックします。

4 通常の方法で糸色の変更、ボーダーサイズの調整などボーダーを編集します。

参考　初期設定ではボーダーは比例的にサイズ変更できます。 中心のアンカーポイン
トから両側に向かってサイズ変更するには、Shift キーを押しながらハンドルをド
ラッグします。 Ctrl キーを押しながらハンドルをドラッグすると、縦のみ、横のみと
自由にサイズ変更が可能です。

スター & リングをデジタイズする

ボーダーを選択

ボーダー幅を
調整

デジタイズ > スターを使用し、ジグザグステッチで埋められた星形をデジタイ
ズします。
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デジタイズツールバーにはリング、スター、フレンチドット型の刺繍が素早く作成でき
るツールがあります。 

スター

スターツールで、ターンするジグザグステッチで星やフレンチドット型の刺繍をデジタ
イズします。

スターをデジタイズするには、クリックで中心をマークし、再度クリックして半径を設
定します。 このポイントは開始点になります。 楕円形のスターを作成するには、2 つ目の
半径ポイントをマークした後に Enter を押します。

リング

リングツールでサークルや楕円形をデジタイズしてリングを作成します。 内外で別の輪郭
を組み合せると、異なる効果が作成できます。

リングをデジタイズするには、リング内部の輪郭を円形または楕円形にデジタイズしま
す。 同様にリングの外側の輪郭をデジタイズし、Enter を押します。

デジタイズ > リングを使用し、楕円形のリングをデジタイズします。

中心

基準点

1

2

中心

基準点

基準点

基準点

1

2

3

4
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リングは様々な埋め込みタイプでデジタイズできます。 ラインステッチは渦巻状のパター
ンでリングの周りにステッチが施されるため、リングに非常に適しています。

関連項目

 スター & リングを変形する

基本形をデジタイズする

グラフィカルデジタイズツールバーには、定型の形状が保存されているライブラリから
オブジェクトを素早く作成できる基本形ツールがあります。 これらのオブジェクトはベク
ターオブジェクトとして作成したり、アウトラインや埋め縫いステッチを適用すること
ができます。 この機能はロゴデザインや刺繍バッジを作成する時に便利です。 使用できる
形状は定型のボーダーセットと同じです。 Ctrl と Shift キーを単独または組み合わせて
使用し、縦横比と中心点を維持します。

関連項目

 刺繍オブジェクトを変形する

下側のステッチを取り除く

グラフィカルデジタイズ > 基本形を使用し、基本的な形状をデジタイズします。 
<Ctrl> を押し縦横比を維持します。 <Shift> を押し、初めのポイントを中心にし
ます。

クリックして挿入

アップリケ > オーバーラップ自動削除を使用し、選択した「カッター」オブジェ
クトで、重なりあうオブジェクトの下側のステッチを取り除くのに使用します。 
右クリックで設定します。



第 14 章   生産性を高めるツール 296

オーバーラップ自動削除コマンドを使用して、オーバーラップするオブジェクトの下側
のステッチを取り除きます。 これはステッチ数の減少とステッチが重なり過ぎてしまうの
を防ぎます。

下側のステッチを取り除くには

「カッター」（複数可）を選択します。

 オーバーラップ自動削除アイコンをクリックします。 初期設定に基づき、下層のス

テッチが取り除かれます。 あるいはアレンジ > オーバーラップ自動削除を選択して設
定にアクセスするか、ツールを右クリックします。

 カッターパネルで、 小オブジェクト幅と 大ステッチ間隔を調整します。

これらの設定は、例えばデザイン全体をカッターとして選択しておいて、輪郭、細部、
特定の幅以下のオブジェクトを除外したい場合などに便利です。 ステッチ間隔の 大
値の設定によって、特定のステッチ密度の下側にあるステッチを取り除くことができ
ます。

 アコーディオンオブジェクトの使用可を選択すると、アコーディオンオブジェクトが

含まれます。 初期設定では、これらのオブジェクトは下層として扱われ、切り取り作
業からは省かれてしまいます。

カッターを選択

「カッター｣の数値を設定

オーバーラップ数を入力

許容できるオブジェクトの
小サイズを入力
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 切り取りのオーバーラップ量フィールドに、オーバーラップ量を入力します。

 オブジェクトとして残す 小値フィールドで、切り取りの処理後に作成されるオブ

ジェクトの 小サイズを入力します。 これにより、小さなオブジェクトの生成と不必
要な色替えを防ぎます。

 OK をクリックします。 下層のステッチが取り除かれます。

参考　デザイン全体をカッターとして使用し、輪郭や細部、ある特定の幅以下のオブ
ジェクトなどを除外できます。

関連項目

 部分的に上縫いのあるアップリケを作成する

中抜きを追加 & 埋める

EmbroideryStudio にはオブジェクトに中抜きを切り取ったり、中抜きを埋めるツールが
あります。

切り取りのオーバーラップ量を
特定する（例： 2.0mm）
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中抜きを追加 & 削除する

EmbroideryStudio の中抜きを追加ツールで、角度が単一の選択した閉じたオブジェクト
に中抜きを追加します。 中抜きを削除ツールは閉じた形状にある不要な抜き穴を削除しま
す。

中抜きを追加 / 削除するには

 変更するオブジェクトを選択します。

 中抜きを追加アイコンをクリックします。 オブジェクトのアウトラインの周りに基準

点が表示されます。

 オブジェクトに輪郭をデジタイズします。 各輪郭をデジタイズした後にEnterを押しま

す。

 Enter を押します。

 必要に応じてオブジェクトにターンするステッチ角度を追加します。

メモ　閉じたオブジェクトから内部にあるすべての境界線を削除するには、それらを
選択して中抜きを削除をクリックします。

関連項目

 自由形状に中抜きを追加する

 下側のステッチを取り除く

 ステッチ角度を調整する

グラフィカルデジタイズ > 抜き穴ツール > Add Holes を使用し、埋め縫いオブ
ジェクトに中抜きを作成します。

グラフィカルデジタイズ > 抜き穴ツール > 中抜きを削除を使用し、選択オブ
ジェクトから中抜きを取り除きます。
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中抜き部分を埋める

中抜き部分の埋縫いでは、 中抜き部分があるオブジェクトの中抜きをデジタイズせずに埋
め込むことができます。

中抜き部分を埋めるには

1 基になるオブジェクトを選択し、中抜き部分の埋縫いアイコンをクリックします。

2 重なり部分の値を入力します。

 中抜きをちょうどそのサイズで覆うには、初期設定値の 0.00 で確定します。

 オリジナルのオブジェクトと中抜きの間に隙間を残すには、マイナスの重なり値を

入力します（例： -1.00)。

 中抜きと基のオブジェクトを重ねるには、プラスの重なり値を入力します（例： 

1.00）。

3 OKをクリックします。 新しく作成したオブジェクトは現在の埋め縫いのステッチ設定、

ステッチ角度、糸色で埋められます。 新しいオブジェクトはそれぞれ独立したオブ
ジェクトで、ソースオブジェクトのすぐ後のステッチ順序に配置されます。

アウトライン & オフセットを生成する

EmbroideryStudio には、既存の輪郭を使用してアウトラインと埋め込み部を素早く生成
できるツールがあります。 アウトライン & オフセット機能で、間隔が固定または可変の

グラフィカルデジタイズ > 抜き穴ツール > 中抜き部分の埋縫いを使用し、形状
を再びデジタイズすることなく既存の輪郭で中抜きを埋めます。中抜きをぴった
り埋めるか、オフセットにするか選択します。

重なり部分を入力

重なり : 0.00 重なり : 1.00重なり : -1.00ソースオブジェクト
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閉じたオブジェクトから、アウトラインとオフセットオブジェクトを作成することがで
きます。

簡単オフセット

簡単オフセット機能では、選択オブジェクトの周りやデザイン全体にいろいろな種類の
アウトラインでアウトラインステッチを素早く作成することができます。

アウトラインとボーダーを作成するには

1 ソースオブジェクトを選択し、簡単オフセットアイコンをクリックします。

2 必要に応じて設定を調整します。

3 OK をクリックして設定を適用します。 デザインのアウトラインは、現在のプロパティ

のパレットの色でステッチされます。 必要に応じて設定を調整します。

ツールボックス > 簡単オフセットを使用し、刺繍オブジェクトまたは閉じたベク
ターオブジェクトの正確なアウトラインを作成します。

フィールド 詳細

間隔 アウトラインのオフセットを mm（ミリメーター）で設定しま
す。 ０（ゼロ）またはマイナス値を設定することもできます。

オフセット数 アウトラインの数（99 まで）特定します。

オブジェクトタイプ 選択可能なアウトラインオブジェクトののタイプ : ランニン
グ、トリプルランニング、コラム C。

中抜きにオフセット
を作成する

選択オブジェクトにある中抜きにアウトラインを作成するか
どうかを決定するオプションです。

オフセットオブジェクトの
種類を選択



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 301

参考　簡単オフセットはデザイン全体やレタリングにも使用できます。

アウトライン & オフセットを作成する

アウトライン & オフセットツールは、選択したオブジェクトやデザイン全体に様々な種
類のアウトラインステッチを追加します。 閉じた形状（ベクターオブジェクト、ランニン
グ、埋め縫い形状）ならば、どれでも使用できます。

アウトライン

アウトライン & オフセットダイアログは、アウトラインとオフセットの 2 つのパネルに
分かれています。 アウトラインパネルは選択したオブジェクト（複数可）の周りにアウト
ラインを生成するのに使用します。 ドロップリストにはすべてのアウトラインステッチタ
イプがリストされています。 選択した各オブジェクトにアウトラインが生成され、ソース
オブジェクトのすぐ後のステッチ順序に挿入されます。

オーバーラップの仕方は、アウトラインがどのようにオーバーラップするかを定義しま
す。

ツールボックス > アウトライン & オフセットを使用し、埋め縫い刺繍オブジェ
クトや閉じたベクターオブジェクトのアウトラインやオフセットを作成します。

オーバーラップの
仕方

各アウト
ライン

各オブジェクトのアウトラインがすべて生成されます。

選択の周りにアウトライン
オブジェクトが生成される
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オフセット

オフセットパネルではスタイル、色、間隔を組み合わせて単一または複数のオフセット
を生成することができます。 閉じた形状（ベクターオブジェクト、ランニング、埋め縫い
形状）ならば、どれでも使用できます。 基のオブジェクトを保持するオプションもありま
す。

 オフセットを作成にチェックを入れ、オフセットパターンパネルでオフセットパター

ンを定義します。 ランニングを「1 ミリ間隔の青色」のように設定）。 各間隔は前のオ
ブジェクトから計算されます。

「+」ボタンを使用して、パターンにオフセットを追加します。 ロックアイコンを使用

し、設定をロックします。 

共通アウ
トライン

交差するアウトラインは単一のアウトラインに結合されます。

切り取り
アウトラ
イン

重なりあったアウトライン部分は、重なっているオブジェクトで
切り取られます。

オーバーラップの
仕方

オフセット
パターンを定義

パターン数を
特定する

アイコンを使用し、
設定をロック
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 パターン数フィールドで、パターンのリピート数を特定します。 パターン間隔フィー

ルドで、パターンのリピート間の間隔を調整します。

 必要に応じて中抜きにオフセットを作成するチェックボックスにチェックを入れま

す。

 オーバーラップの仕方オプションでオーバーラップ部分のオフセットを定義します。
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 オフセットを渦巻き状に繋げるチェックボックスにチェックを入れ、ソースオブジェ

クトの周りに連続した渦巻きを作成します。

 必要に応じて、丸い角または角張った角を選択します。 角張った角を選択する場合は、

角の限度値を調整します。まず鋭角処理を選択し、希望の角度値を設定します。

 必要に応じて、形成の精度の設定を調整します。 これは生成したオブジェクトのアウ

トラインの滑らかさをコントロールします。数値が大きいほどカーブが滑らかになり
ます。 数値がゼロの場合、生成したアウトラインは滑らかにはなりません。 これは
カッティングマシンで使用するのに適しています。

メモ　初期設定ではソースオブジェクトは維持されます。 維持をしないと、ソースオブ
ジェクトはオフセットオブジェクトにステッチ順序の同じ位置で置き換えられます。 終
的に生成されるオブジェクトの開始 / 終了点はソースオブジェクトのものと非常に近い
ものになります。

マイナスのオフセットを作成する

角張った角の角度の
限界：30 度

丸い角角張った角の角度の
限度 :20 度

角張った角

形成の精度 :0.3mm形成の精度 :0mm 形成の精度 :0.6mm

ツールボックス > アウトライン & オフセットを使用し、埋め縫い刺繍オブジェ
クトや閉じたベクターオブジェクトのアウトラインやオフセットを作成します。
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アウトライン & オフセットツールでは、プラス / マイナスの両方のオフセットを特定す
ることができます。

マイナスのオフセットを作成するには

1 ソースオブジェクトを選択し、アウトライン & オフセットアイコンをクリックします。

 オフセットを作成にチェックを入れ、オフセットパターンパネルで単一のオフセット

オブジェクトを定義します。

 オフセットをミリメートルで設定します。

 オフセットオブジェクトを、基のオブジェクトの中心に置くには 0.00 を入力しま

す。

 オフセットオブジェクトを基のオブジェクトの外に置くには、プラスのオフセット

を入力します（例 : 1.00）。

 オフセットオブジェクトを基のオブジェクトの内側に置くには、マイナスのオフ

セットを入力します（例 : -1.00）。

負の間隔を設定

パターン数を
特定する

オフセット 0 マイナスのオフセット プラスのオフセット 
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 複数のオフセットを作成したい場合は、パターン数フィールドに数値を入力します。

 パターン間隔を選択し、ミリメートル単位でオフセット数値を入力します。 オフセッ

トは基のオブジェクトの内側にオフセットするようマイナスの数値を入力しても、常
にプラスの方向に ( 外側に向かって）オフセットされます。 前のオブジェクトからの
間隔（ソースオブジェクトではない）が計算されます。

メモ　上記のテクニックの代用として、単一のオフセットパターンとして全体にマイ
ナスのオフセットを定義することができます。 間隔の設定の仕方に注意してください。

オフセットのある開いたオブジェクト

オフセット間隔 : -1.5mm
パターン数 : 3
パターン間隔 : 3mm

オフセット間隔 : 0mm
パターン数 : 3
パターン間隔 : 1.5mm

オフセット間隔 : 1.5mm
パターン数 : 3
パターン間隔 : 0mm

オフセット
パターンを定義

パターン数を
1 に設定

ツールボックス > 開いたオフセットを使用し、開いた刺繍 / ベクターオブジェ
クトに正確なオフセットを作成します。

ツールボックス > アウトライン & オフセットを使用し、開いた刺繍 / ベクター
オブジェクトに閉じたオフセットを作成します。
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開いたオフセットツールは、開いた形状に平行するオフセットを生成することができま
す。 オフセットラインは特定の数で片側のみ、または両側に、特定の距離で生成します。

アウトライン & オフセットツールを開いたオブジェクトに使用して、図のように閉じた
オフセットを作成することができます。 必要に応じて、丸い角または角張った角を選択し
ます。 角張った角を選択する場合は、角の限度値を調整します。まず鋭角処理を選択し、
希望の角度値を設定します。

選択を反転する

ミラーマージツールを使用すれば、選択した刺繍オブジェクトの複製や変形を自動的に
行うことができ、また単一オブジェクトに合成することもできます。 リースまたは装飾的

オフセット
パターンを定義
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なボーダーを作成するのに使用します。 左右対称のオブジェクトを作成するのに 適で
す。 

選択を横方向 & 縦方向に反転する

横方向に反転コピーと縦方向に反転コピーツールは、選択の複製と反転を同時に行ない
ます。 オブジェクトを選択し、ツールをクリックして複製しどちらかの方向に反転しま
す。 反転ポイントをクリックでマークし、Enter を押して確定します。

ミラーマージツールはオブジェクトを合成 & 反転して、単一のオブジェクトを作成しま
す。 複製が基のデザインやオブジェクトに重なる場合は、オブジェクトを合成するかどう

ミラーマージツール > 横方向に反転コピーの使用し、オブジェクトやデザイン
を横方向に複製し反転します。

ミラーマージツール > 縦方向に反転コピーを使用し、オブジェクトやデザイン
を縦方向に複製し反転します。

ミラーマージツール > 両方向に反転コピーを使用し、オブジェクトやデザイン
を両方向に同時に複製し反転します。
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かの確認が表示されます。 オブジェクトを繋ぎ合わせて、顔やハート型など上下左右完璧
に対称な形状を自動的に作成することができます。

複数の反転を作成する

反転ツールは、デザインの複製と反転が同時に行なえます。 列やコラムは好きな数に設定
できます。 この機能はファッションやテキスタイルデザインを作成するのによく使用され
ます。 リースポイントは 大 100 まで設定できます。

反転オブジェクトを作成するには

1 オブジェクトまたはデザインを選択します。

2 反転アイコンをクリックします。 ミラーマージ設定ツールバーが現れます。

3 複製する位置までポインタを移動します。

参考　ミラーマージを使用中にオートスクロールを解除するには、Shift を押します。

4 設定ツールバーでコラムと列の数を調整します。 Tab キーを使用してフィールドから

フィールドに移動し、数値を入力します。 

5 更に正確な位置の指定には、間隔の設定を数値で入力します。 数値を決定するには

Enter を押します。

反転したオブジェクトが合成される反転オブジェクト ソースオブジェクト 

ミラーマージツール > 反転を使用し、オブジェクトやデザインを複製し、反転
します。

縦列の数を設定 横列の数を設定

正確なコラム & 列の間隔を設定
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6 反転ポイントをクリックでマークし、Enter を押して確定します。

関連項目

 オブジェクトを複製する

リース配列を作成する

リース ツールで中心点周りにオブジェクトを複製します。 万華鏡配列も選択を反転しま
す。

ミラーマージツール > リースを使用し、中心点周りにオブジェクトを複製しま
す。

ミラーマージツール > 万華鏡配列を使用し、対のオブジェクトをリースに反転
します。
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リースを作成するには

1 オブジェクトまたはデザインを選択します。

2 リースアイコンをクリックします。 ミラーマージ設定ツールバーが現れます。

3 ポインタを移動します。 万華鏡配列をクリックし、複製を反転します。

4 リースポイントの数を入力します。 オブジェクトが反転されるので、万華鏡配列は偶

数のオブジェクトに適用するのが 適です。

5 複製する位置までポインタを移動します。 基準線の角度を 45 度ごとに制御するには、

Ctrl を使用します。

6 より正確に配列するには、距離と角度の設定を調整します。 Tab キーを使用してフィー

ルドからフィールドに移動し、数値を入力します。 数値を決定するには Enter を押し
ます。

メモ　距離と角度は、基の中心点からリースまたは万華鏡の中心点までが測定されま
す。 

7 反転ポイントをクリックでマークし、Enter を押して確定します。 中心点を軸に選択が

複製、反転して配列されます。

メモ　複製が基のデザインやオブジェクトに重なる場合は、オブジェクトを合成する
かどうかの確認が表示されます。

リースポイントの数を入力

クリックで
複製を反転

正確な角度を設定正確な距離を設定

5- ポイントリース 

6- ポイント万華鏡配列
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デザインの配列を作成する

配列ツールでバッジ等のデザインを効率的なステッチが行なえるよう、縦横の列の間隔
をあけて複数のコピーを作成します。 カラーブロックは不要な色替えが減るよう並び替え
られます。

デザインの配列を作成するには

1 オブジェクトまたはデザインを選択します。

2 配列アイコンをクリックします。 ミラーマージ設定ツールバーが現れます。 ポインタ

を移動すると、それに従い複製アウトラインも移動します。 ミラーマージを使用中に
オートスクロールを解除するには、Shift を押します。

3 縦横の列の数を設定します。 Tab キーを使用してフィールドからフィールドに移動し、

数値を入力します。

4 複製する位置までポインタを移動します。

ミラーマージツール > 配列を使用し、バッジなどのデザインを複製し、効率的
なステッチが行えるようカラーブロックを並び替えます。

縦列の数を設定 横列の数を設定

正確なコラム & 列の間隔を設定
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5 画面上をクリックしてアンカーポイントを入力するか、Enter を押して操作を完了しま

す。

6 また正確な位置の指定には、間隔の設定を数値で入力します。 数値を決定するには

Enter を押します。

カラーブロックは不要な
色替えが減るよう

並び替えられる
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パート 4

ステッチの質

EmbroideryStudio には、様々な生地で高品質の刺繍ができる設定が数多くあります。オ
ブジェクトを正しくステッチするには、正しいステッチ間隔、十分な縮み補正と共に、
上縫いステッチタイプ、オブジェクトタイプ、オブジェクト形状、生地の組み合わせに
よる適切な下縫いが必要です。自動生地は対象の生地を考慮に入れて作業ができるよう
設定された生地設定を含んでいます。これらの設定の中には、オブジェクトごとに値を
変更できるものもあります。生地を扱うも併せてご覧ください。

下縫い & 縮み補正

この章では、自動下縫いの設定と調整方法について説明しています。また自動縮み補正
を使用した生地の伸びの補正に関しても説明しています。詳細は下縫い & 縮み補正をご
覧ください。

ステッチ品質を 適化する

この章では、小さなステッチの取り除き方やステッチ密度の調整の仕方について説明し
ています。またコーナーステッチの制御方法、ステッチの集中の減少の仕方、長いサテ
ンステッチの 適化に関してのも説明しています。詳細はステッチ品質を 適化するを
ご覧ください。

刺繍のつなぎ糸

この章では、デザインにつなぎ糸、ほつれ止め、糸切りを追加する方法について説明し
ます。ステッチ長やトラベルランニングを含む自動つなぎ糸の設定を調整する方法、自
動スタートとエンドポイント設定について説明しています。詳細は刺繍のつなぎ糸をご
覧ください。
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第 15 章

下縫い &縮み補正

刺繍のステッチは、針が落ちるところで生地を内側に引っ張るという作用を引き起こし
ます。これにより生地やステッチにしわが寄ってしまい、刺繍に隙間が生じてしまいま
す。EmbroideryStudio はステッチを均一に滑らかに生成したり、不要な隙間を取り除い
たりするなど、デザインの質をより一層向上させるための様々な機能を装備しています。

オブジェクトを正しくステッチするには、正しいステッチ間隔、十分な縮み補正と共に、
上縫いステッチタイプ、オブジェクトタイプ、オブジェクトの形や生地の組み合わせに
適した下縫いの設定が重要となります。

メモ　EmbroideryStudio には、 適化された生地設定一式が含まれているので、使用す
る生地タイプを考慮に入れて作業を行うことができます。これらの設定はすべてオブ
ジェクトプロパティで、自動で設定されるものや、自分で制御できるものもあります。
詳細はオブジェクトプロパティをご覧ください。

自動下縫いで安定させる

刺繍の見栄えや質は、上縫いの土台の役目を果たす下縫いに大いに左右されます。下縫
いが無いと刺繍が生地の上に平たく縫われることになり、生地が透けて見えてしまうこ
とがよくあります。このような場合、経験の浅いデジタイザーは上縫いのステッチ密度
を上げがちですが、自動下縫いを適用したほうがはるかに効果的です。ステッチ数を増
やすことにはなりますが、下縫いを使用すると生地が安定し、特に大きいサイズのデザ
インではしわや縮みを減らす効果があります。また下縫いは上縫いを押し上げる効果が
あり、柔らかい生地にステッチが沈み込んでしまうのを防ぎます。また毛羽のたった生
地は下縫いによって生地が平たくなり、上縫いがきれいにステッチできます。

下縫いの種類

下縫いは形状や生地の種類によって異なります。ニットやピケなど伸縮性のある生地や
大きな埋め縫い部分は、通常小さな部分や皮などの固めの素材よりもしっかりとした下
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縫いが必要です。小さなオブジェクトには 1 層の下縫いを使用します。大きなオブジェ
クトには 2 層の下縫いを組み合わせます。

自動生地がオンの場合、生地設定に基づいた初期設定の下縫いが適用されます。自動生
地がオフの場合、デジタイズ方法を基にした下縫いが適用されます。

下縫いの設定は他のオブジェクトプロパティと同様、各オブジェクトに記憶されていま
す。これはオブジェクトの拡大 / 縮小や変形されるたびに、自動的に再生成されます。
これらは上縫いステッチ設定とは別々に記憶され、影響を与えません。

関連項目

 生地を扱う

 オブジェクトプロパティを使用して作業する

 レタリングの下縫いを設定する

自動下縫いを適用する

EmbroideryStudio では、様々な下縫いタイプを選ぶことができます。下縫いは 1 層、ま
たは 2 層から選択でき、より強いサポートを与えることができます。下縫いのタイプは、
オブジェクトの形状とサイズ、生地タイプ、また使用する目的によって決定されます。
EmbroideryStudio では、様々な生地やレタリングの外観、サイズに合った数値を設定で
きます。

自動下縫いを適用するには

 自動下縫いは、自動下縫いボタンでオン / オフを切り替えます。

 オブジェクトが選択されていない状態で自動下縫いアイコンを右クリックし、現在の

設定を変更します。

方法 下縫い 1 下縫い 2

コラム A/B/C ふちランニング ジグザグ

複合埋め縫い /
ターンする埋め縫い

ふちランニング タタミ

レタリング 中心ラインランニング なし

現在の初期値がすべてのケースで使用される

ステッチ効果 > 自動下縫いを使用し、刺繍デザインを強化し、安定させます。右
クリックで設定します。
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 オブジェクトが選択されている状態で自動下縫いアイコンを右クリックし、それらの

オブジェクトの設定を変更します。

 1 層の下縫いを使用するには第 1 下縫いチェックボックスにチェックを入れ、ドロップ

リストから下縫いタイプを選択します。

 2層の下縫いを使用するには第2下縫いチェックボックスにチェックを入れ、2つ目の下

縫いタイプを選択します。

関連項目

 生地を扱う

 オブジェクトプロパティを使用して作業する

 レタリングの下縫いを設定する

第 1 下縫いを
選択

1 番目の下縫い
の種類を選択

1 番目の下縫い
設定を調整

2 番目の下縫い
の種類を選択

2 番目の下縫い
設定を調整

2 番目の下縫い
マージンを調整1 番目の下縫い

マージンを調整

第 2 下縫いを
選択

第 1 下縫い：ふちランニング
（コラム B オブジェクト）

第 1 下縫い：ふちランニング
（複合埋め縫いオブジェクト）

第 1 下縫い：ふちランニング
（複合ターニングオブジェクト）

第 2 下縫い：ジグザグ 第 2下縫い：タタミ 第 2 下縫い：ダブルジグザグ
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セグメントごと / 形ごとの下縫い

自由形状は、通常いくつかのセグメントがトラベルランニングで繋がれてステッチされ
ます。すべてのセグメントと輪郭はオブジェクトの一部となります。レタリングオブ
ジェクトを除いて、通常下縫いは上縫いが縫われる前にセグメントごとに適用されます。

「形ごと」の下縫いはレタリングオブジェクトに適用されます（初期設定）が、複合ター
ニングやブランチングされたオブジェクトにも適用することができます。これには形状
を形成するそれぞれのセグメントではなく、形状全体の下縫いを計算する効果がありま
す。同様にステッチの集積、トラベルランニングや全体のステッチ数を減らす効果があ
ります。オブジェクトのサイズによりますが、レジストレーション問題がでてくる場合
があります。

下縫いのマージン

下縫いマージンは、オブジェクトのアウトラインと下縫いの端の間の距離を指します。
上縫いから下縫いがはみ出ないように、この余白を増やします。

 コラム A、コラム B、コラム C、レタリングオブジェクトには、イラストをガイドにして

1、2、3 フィールドにマージンを入力します。

ブランチングされた
複合ターニングと、

ふち＋中心ラインランニング
「形ごとに適用」

ブランチングされた複合ターニングと、
ふち＋中心ラインランニング

「セグメントごとに適用」

ステッチ数 :1060

ステッチ数 :957

ステッチ効果 > 自動下縫いを右クリックし、下縫いマージンを調整します。

マージンを調整し、下縫いが
広がりすぎるのを防ぐ
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 複合埋め縫いオブジェクトには 1 フィールドのみマージンを記入します。その他の

フィールドの設定値は無視されます。

 2 つのコラムを接合する場合は、接合端の部分に負の設定値を使用します。下縫いは、

上縫いステッチの外側を伸ばしコラムの滑らかな接合を可能にします。

ランニングステッチの下縫い設定

中心ラインランニングは、コラムの中心に沿ってステッチの列を作成します。これは狭
いコラムで刺繍を安定させるのに使用されます（例：2-3mm の幅）。ふちランニングはオ
ブジェクトの縁周りにステッチを作成します。大きな形状をデジタイズする際には、ふ
ちランニングをジグザグまたはタタミの下縫いと一緒に使用します。

 各下縫いタイプのステッチ長を入力します。以下のサンプルは一定のステッチランニ

ング長と可変のランニング長との違いを表しています。

 下縫いステッチがカーブに沿い、刺繍から見えないようにステッチ長を調整します。

マージン 1:0.8 mm、マージン 2:0.2 mm、
マージン 3:0.4 mm

すべてのマージン：0.1 mm

2 つのコラムが接合

ステッチ効果 > 自動下縫いを右クリックし、中心ラインランニングとふちランニ
ング下縫い設定を調整します。

フィールド 目的

長さ それぞれのステッチの 大長を設定します。

中心ラインランニングとふちランニング
下縫いが一緒に使用される

ふちランニングと中心ラインランニング下縫い
＋ 2.5 mm のステッチ長

ふちランニングと中心ラインランニング下縫い
＋ランニング長の調整効果
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関連項目

 コラム幅を調整する

タタミ下縫い設定

タタミ下縫いは、大きな埋め縫い形状を安定させるのに使用します。オブジェクトにス
テッチを横切らせて下縫いを作成するところは、間隔の開いたタタミの埋め込みステッ
チに似ています。タタミ下縫いは頻繁にふちランニングと併用され。特にタタミの上縫
いがある複合埋め縫いオブジェクトの下に使用されます。

 タタミの埋め縫いステッチと同じ要領で、タタミの下縫いのステッチ間隔と長さの設

定を調整します。

 返し針タイプを選択し、複合埋め縫いオブジェクトには下縫いのステッチ角度を設定

します。下縫いのステッチ角度は上縫いステッチと逆向きになるようにします。

 柔らかくて伸縮性のある生地には、ダブルタタミとふちランニングを組み合わせて使

用してみましょう。ダブルタタミが逆方向に対称に傾くようステッチ角度を調整しま

ランニング長の
調整効果

使用可能な場合、 小ステッチ長とコードギャップ値を特定しま
す。コードギャップは、デジタイズしたカーブと下縫いステッチ
の間の距離を指します。これはどれくらい厳密にステッチがデジ
タイズラインに沿うかを定義します。

フィールド 目的

ステッチ効果 > 自動下縫いを右クリックし、タタミ下縫い設定を調整します。

タタミステッチの
ふちランニングと
タタミの下縫い

上縫いステッチ
の方向

下縫いの方向

間隔 :2mm

間隔 :3mm

角度：135 度

角度：45 度
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す。これは「斜交平行」のような効果をだし、刺繍に盛り上がった効果を与えること
もできます。

参考　必要に応じてマージンを増加させ、下縫いが上縫いからはみ出ないようにします。

関連項目

 タタミの密度

 その他のタタミ設定

 オブジェクトプロパティの適用オプションを選択する

 下縫いのマージン

ジグザグ下縫いの設定

ジグザグやダブルジグザグの下縫いは、幅の広いコラムに使用できます。ジグザグまた
はダブルジグザグは、中心ラインランニング、またはふちランニング下縫いと組合わせ
ることができます。これらの下縫いは、サテンの上縫いステッチの下に 適です。

各下縫いタイプの間隔とステッチ長を調整します。

ふちランニング & ダブルタタミ
下縫いのあるタタミステッチ

傾いたダブルタタミの
下縫いの角度を調整

ステッチ効果 > 自動下縫いを右クリックし、ジグザグとダブルジグザグ下縫い設
定を調整します。

間隔 :3.0mm 間隔 :4.0mm
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EmbroideryStudio では「ステムステッチ」のような見かけの斜めのジグザグ下縫いを作
成することができます。これはコラム A、B、C とレタリングオブジェクトに適用するこ
とができます。

通常のジグザグ下縫いは、サテンの上縫いステッチと同じような方向にステッチされ、
「沈み」の原因になります。ダブルジグザグは前進 / 後進方向に対称に斜めに走り、網目
のような効果が作成されます。通常のジグザグよりもより強いサポートを与えることも
可能で、また刺繍に盛り上がった効果を与えることもできます。

ダブルジグザグも斜めにでき、更に盛り上がった効果を作成できます。

注意　斜めの下縫いに小さな角度を使用すると、オブジェクトの境界線の外にはみでる
ことがあります。

関連項目

 コラム幅を調整する

 下縫いのマージン

 レタリングの下縫いを設定する

 開いた埋め縫い & ボーダー

布の伸縮に合わせて補正する

刺繍のステッチは、針が落ちる所で生地を内側に引っ張り込む作用を起こす傾向があり
ます。これによって布が縮み、刺繍に割れ目ができてしまうことがあります。熟練のデ

ジグザグ下縫い

斜めのジグザグ
下縫い

斜めのジグザグ下縫い
の角度を調整

ジグザグ下縫い
角度 :45 度
間隔 :3mm

ジグザグ下縫い
角度 :45 度
間隔 :1mm

ダブルジグザグ
下縫い

斜めのダブルジグザグ
下縫い



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 323

ジタイザーは、デジタイズしている 中にオブジェクトどうしが余分に重なるようにパ
ンチングを施し、手動で縮みを補正することもあります。自動縮み補正は埋め込み形状
の針落ちするアウトラインの両側をはみ出して刺繍することにより、縮みに対抗します。

オブジェクトプロパティドッカーで縮み補正を変えて、オーバーステッチを調整します。
これは様々な度合いの伸縮効果を持つ布地にデザインを刺繍する場合に便利です。

参考　下縫いの他に、刺繍時のバッキングやトッピングの使用も布地の伸縮によるデザ
インの歪みを減少させることができます。

自動縮み補正を適用する

自動縮み補正をオブジェクトに適用し、デザインをステッチする前の品質チェックの一
環として調整します。

自動縮み補正を適用するには

 縮み補正ボタンで自動縮み補正をオン / オフにします。

 オブジェクトが選択されていない状態で縮み補正アイコンを右クリックし、現在の設

定を変更します。

 オブジェクトが選択されている状態で縮み補正アイコンを右クリックし、それらのオ

ブジェクトの設定を変更します。

 オーバーステッチのマージンを入力（ミリメートル）します。

縮み補正

デジタイズしたアウトライン

計算したアウトライン

ステッチ効果 > 縮み補正を使用し、生地の伸縮に合わせてステッチを自動補正し
ます。右クリックで設定します。

縮み補正を選択し、
オーバーステッチの
数値を入力

縮み補正 :0.3mm 縮み補正 :0.6mm縮み補正 :0.0mm
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適切な縮み補正の設定は、伸縮性のあるものや毛羽立ちのあるものなどの生地の種類、
きつめ、緩めの刺繍枠の取り付け具合、コラムの狭いもの、広いものといった刺繍オブ
ジェクトのサイズによっても異なります。ガイドラインとして以下の表をご使用下さい。

関連項目

 生地を扱う

 オブジェクトプロパティを使用して作業する

コラム幅を調整する

コラム幅設定は、円柱状形状の幅を調整し、ステッチ方向内でそれぞれのポイントで一
定の量でコラム幅を変形することができます。コラムを「太く」したり、「細く」する目
的として、太いレタリングを作成する際などが挙げられます。レタリングを書式設定す
るも併せてご覧ください。

参考　下縫いをオブジェクトの境界線の外側を広げる必要がある場合には、コラム幅を
減少します。

コラム幅の値を調整するには

 縮み補正アイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

 必要に応じてコラム幅を調整チェックボックスを選択し、調整します。

布地 縮み補正 (mm)

ドリル、綿 0.20

T シャツ 0.35

フリース、ジャンパー 0.40

レタリング 0.2-0.3

ステッチ効果 > 縮み補正を右クリックし、コラム幅設定を調整します。

コラム幅を選択し、
コラム幅の調整を入力

コラム幅：-1 調整なし コラム幅：+1
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第 16 章

ステッチ品質を 適化する

使用する生地や糸によって、既存のステッチ密度は必ずしも 適ではない場合がありま
す。全体のステッチ数を減らして制作コストを下げたい場合もあるでしょう。サイズ変
更を行った後、生地を痛めたり、糸や針の破損を招く恐れがある小さなステッチがデザ
イン内に含まれてしまう場合があります。先の尖ったコーナーはステッチが集中してし
まい刺繍に硬いポイントを作ることになり、結果、生地や針を傷めてしまいます。

刺繍マシンはそれぞれフレームが移動できる 大ステッチ長が決まっています。サテン
ステッチがこれを超えた場合、長いステッチは小さなステッチに振り分けられます。

EmbroideryStudio ではそれぞれのデザインタイプや生産の必要条件に合わせてステッチ
の品質の 適化を行い、これらの問題を解決します。

ステッチ方向をコントロールする

糸切りやプッシュプル効果を 小限に抑えてステッチ効率を向上させたり、ステッチの
方向をコントロールして、アウトラインを強化する必要がある場合があります。バック
トラックとリピートはステッチの方向を特定してアウトラインを強化することができま
す。ステッチ方向をスワップコマンドは、ステッチを重複させることなく方向を逆転す
ることができます。

ステッチ方向を逆転する

ステッチ方向はプッシュプル効果により刺繍の質に影響を及ぼします。ステッチ方向を
スワップコマンドはステッチの方向を逆転することにより、プッシュプル効果をコント
ロールします。これは開いた / 閉じたアウトラインオブジェクト両方に適用することが
できます。ステッチの方向を逆転するには、オブジェクトを選択し、編集 > ステッチ方

編集 > ステッチ方向をスワップを使用し、ベクターまたは閉じた刺繍オブジェクトの
ステッチ方向を逆転させます。
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向をスワップを適用します。このコマンドはポップアップメニュー（右クリック）から
も使用することができます。

ステッチ方向をスワップは、ランニング、E ステッチ、コラム C、モチーフランニング、
シークインランニングに適用することができます。またぼかしステッチ、ラインステッ
チ、タタミオフセット、フレックススプリットパターンのステッチ方向にも影響します。

参考　ベクターオブジェクトも逆転させることができます。ベクターオブジェクトでの
効果は、刺繍に変換されたときのみ見ることができます。

アウトラインを強調する

バックトラックとリピートでアウトラインを強化します。バックトラックは元のステッ
チと逆方向にステッチを施します。これは通常ランニングステッチのアウトラインを太
くするために使用し、不必要なつなぎ糸は作成されません。リピートは通常閉じた形状
に使用し、基のステッチと同じ方向にステッチを複製します。

アウトラインを強調するには

1 強調したいアウトライン ( 複数可 ) を選択します。

2 必要に応じてバックトラックをクリック、またはリピートアイコンをクリックしま

す。

 開いた形状にはバックトラックを使用

 閉じた形状にはリピートを使用

オブジェクトが複製され、基のオブジェクトの上に重ねられます。ステッチ順序は基
のオブジェクトの後に配置されます。

3 以下のどれかの方法を使い、複製されたオブジェクトを確認します。

 ステータスバーのステッチ数を確認します。

 刺繍シュミレーションを使用します。

 ステッチを移動します。

ステッチ方向をスワップ
が適応された

コラム C オブジェクト
とぼかしステッチ

デジタイズ > バックトラックを使用し、基のステッチに対して反対方向にステッ
チを施し、アウトラインを強調します。

デジタイズ > リピートを使用し、アウトラインを同じ方向に複製します。通常、
閉じた形状に使用します。

開いた形状には
バックトラック

閉じた形状には
リピート
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メモ　開いた形状にリピートを使用すると、オブジェクトの終了点から次のオブジェ
クトの開始点に糸切りが必要な繋ぎのステッチが挿入されます。

関連項目

 デザインの縫い順序をシュミレートする

 ステッチ順序を表示する

ステッチ角度を調整する

ステッチ角度の調整はオブジェクトのタイプにより異なります。複合埋め縫いオブジェ
クトには単一のステッチ角度しか設定できませんが、ステッチ角度ツールで複数のス
テッチ角度を追加することが可能です。ステッチ角度の調整は、オブジェクト変形ツー
ルでも行えます。

ステッチ角度モードでステッチ角度を追加する

ステッチ角度ツールで刺繍オブジェクトにステッチ角度を追加します。ベクターオブ
ジェクトに直接ステッチ角度を追加して、刺繍オブジェクトを作成することができます。

グラフィカルデジタイズ > ステッチ角度を使用し、選択したオブジェクトにス
テッチ角度を追加します。

グラフィカルデジタイズ > ステッチ角度を削除を使用し、ターンするステッチの
ある閉じたオブジェクトからステッチ角度を削除します。

複合埋め縫いオブジェクト
－ステッチ角度は 1 つ

複合埋め縫いを
複合ターニングに変換
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ステッチ角度モードでステッチ角度を追加するには

1 オブジェクトを選択し、ステッチ角度をクリックします。

2 オブジェクトを 2 箇所通過するように、ステッチ角度をデジタイズします。

3 Enter を押します。オブジェクトがオブジェクト変形モードで表示されます。

4 Ctrl を押しながら、ステッチ角度を追加したい点をクリックします。

メモ　初期設定のステッチ角度以外のすべての角度を削除するには、オブジェクトを
選択してステッチ角度を削除をクリックします。

変形モードでステッチ角度を追加する

オブジェクト変形ツールでステッチ角度を調整したり、刺繍オブジェクトに追加します。

変形モードでステッチ角度を追加するには

1 オブジェクトを選択します。

複合埋め縫いオブジェクト ステッチ角度を追加

コラム A オブジェクト コラム Bオブジェクト

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、選択したオブジェクトにス
テッチ角度を追加します。

変形ビュー > ステッチ角度を表示を使用し、オブジェクト変形ツールを使用する
際のステッチ角度表示を切り替えます
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2 オブジェクト変形アイコンをクリックし、ステッチ角度を表示をクリックして、これ

らのコントロールポイントのみを表示します。

3 ステッチ角度のポイントをクリック & ドラッグして調整します。

参考　コラム A オブジェクトはステッチ角度を追加または変更すると、自動的にコラ
ム B に変換します。変形モードで複合埋め縫いオブジェクトにステッチ角度を追加す
ることはできません。

4 Ctrl を押しながら、ステッチ角度を追加したい点をクリックします。

5 Enter を押します。

関連項目

 オブジェクトを変換する

密度を調整する

使用する生地や刺繍糸によって、ステッチの糸間隔を変える必要がある場合があります。
全体のステッチ数を減らして制作コストを下げたい場合もあるでしょう。ステッチの処
理機能は、デザイン全体または選択した部分のすべてのステッチタイプ（マニュアルス
テッチ以外）の糸間隔を変更することができます。また選択したステッチタイプの糸密
度を調整することもできます。この機能はデザインの拡大 / 縮小にも使用できます。

ステッチの密度全体を調整するには

 処理したいデザイン、またはオブジェクトを選択します。

コラム A オブジェクト コラム Bオブジェクト

コラム A オブジェクト コラム Bオブジェクト

ステッチ > ステッチの処理を使用し、デザイン全体または選択した部分のステッ
チの糸間隔やサイズを変更します。
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 ステッチの処理アイコンをクリックします。

 ステッチ数値パネルで :

 ターゲットステッチ数をパーセンテージまたは値で入力します。各ステッチタイプ

がターゲットのステッチ数になるよう糸間隔を自動的に調整します。

 または各ステッチタイプの糸間隔を調整します。オリジナルのパーセンテージ

（10% ～ 1000%）または絶対値（ミリメートル）で、間隔または長さを選択できま
す。特定のステッチタイプの糸間隔を変更したくない場合は、100% のままにしま
す。

 サテンステッチに自動間隔を使用したい場合は、チェックボックスを選択します。

このチェックボックスの選択を解除した場合、自動間隔は選択したすべてのサテン
オブジェクトから削除され、固定の糸間隔に変更されます。チェックボックスが霞
んで表示されている場合、基の自動間隔の数値が維持されます。

 縮み補正フィールドで、生地の縮みを補正する割合を入力します。

 大きさパネルで幅と高さの値を調整し、選択したオブジェクトの拡大 / 縮小します。

 OK をクリックし、確定します。タタミ、サテン、ランニング、ジグザグ、プログラム

スプリットオブジェクトのステッチが生成されます。

メモ　EmbroideryStudio で作成されたデザインやオブジェクトに変換されたデザイン
の場合、ステッチの処理ダイアログで行なった変更は、選択したオブジェクトのプロ
パティを変更します。変更はオブジェクトプロパティドッカーで確認できます。

関連項目

 サテンステッチ

縮み補正を調整

ステッチの
糸間隔を調整

自動間隔の選択

ターゲット
ステッチ数を入力

幅と高さを調整し
拡大 / 縮小

100%:5195 ステッチ 20%:987 ステッチ

プログラム
スプリットタタミステッチ

タタミのステッチ間隔を減少
( 密度は増加 )
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 生地を扱う

 布の伸縮に合わせて補正する

 数値でオブジェクトを拡大 / 縮小する

小さなステッチを除去する

小さなステッチは生地を傷め、糸切れや針が壊れる原因となる為、デザインの仕上がり
に大きく影響します。これらの小さなステッチはデザインをステッチする前に自動的に
取り除くことができます。除去は常に行なうことも出力時のみ行なうこともできます。

小さすぎるステッチを除去するには

 デザイン > クリーンナップを選択します。

 希望のオプションを選択します。

「常に行なう」を選択した場合、オブジェクトを編集またはデジタイズした時に

フィルターが自動的に適用されます。

「出力時に行なう」を選択した場合、ファイルを印刷または出力した時のみフィル

ターが適用されます。

 維持したい 小ステッチ長を入力します。

 確定するには OK をクリックします。

 新しいステッチ数はステータスバーで確認できます。

関連項目

 その他のオプションを設定する

コーナーステッチをコントロールする

コーナーの質とスタイルは、ボーダーやアップリケ、サテンコラムをステッチする際に
とても重要です。先の尖ったコーナーはステッチが集中してしまい刺繍に硬いポイント
を作ることになり、結果、生地や針を傷めてしまいます。スマートコーナー機能はコラ
ム A とコラム C オブジェクトの先の鋭いコーナーをコントロールすることができます。

小ステッチ長を入力
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コーナーの処理方法

下記の方法は、アップリケと一般的なサテン（コラム C）コラム両方に適応可能です。

コーナーを丸める

尖った角を丸くするオプションはコラム C オブジェクトに有効です。このオプションは、
スマートコーナー効果と共に使用する時のみ有効です。一般的にキャップコーナーオプ
ションと共に使用されます。

方法 サンプル アウトライン 説明

コーナー
なし

ステッチはコーナー周
りでカーブします。標
準コラム C コーナー処
理。

マイター
コーナー

コーナーは先の尖った
ポイントで接合してい
る二つのセグメントか
ら成ります。

キャップ
コーナー

追加部分により、コー
ナーはキャップ（被せ
た）状態になります。
キャップステッチは、
コラムに平行状態のま
まとなります。

ラップ
コーナー

コーナーは２つの部分
に分かれます。

方法 サンプル アウトライン 説明

角を丸く
する

コーナーはターンス
テッチで１つの部分に
縫われ、境界線の外側
部分に丸いコーナーを
形成します。
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スマートコーナーを適用する

スマートコーナー機能を使用してステッチ数を減らし、尖ったコーナー部分での刺繍の
集中、歪みのリスクを少なくします。マイターコーナーは、2 つのコラムが合わさる部分
にはっきりとした分け目を作成します。主に 20 度から 45 度までのコーナー角度に使用
します。キャップコーナーは生成するステッチが少ない為、とても鋭く尖ったコーナー
に向いています。ラップコーナーは「チドリ」風のステッチに適しており、コラム C と
アップリケオブジェクトに適用できます。

スマートコーナーを適用するには

 オブジェクトが選択されている / 選択されていない状態でスマートコーナーアイコン

をクリックします。オブジェクトを選択していない状態では、スマートコーナーは自
動的にすべての新規オブジェクトに生成されます。コーナーは現在のプロパティを
ベースにします。

 効果をオフにするには、再度アイコンをクリックします。

メモ　スマートコーナーは、丸めた先の尖ったコーナーのあるコラム C オブジェクト
で組み合わせて使用することもできます。

関連項目

 アップリケをデジタイズする

 スマートコーナー設定を調整する

 尖った角を丸くする

丸まった
キャップ
コーナー

コーナーは３つの部分
に縫われ、境界線の外
で丸いコーナーを形成
します。

方法 サンプル アウトライン 説明

ステッチ効果 > マイターコーナーを使用し、２つのコラムが合わさる部分にはっ
きりとした分け目を作成します。右クリックし設定を調整します。

ステッチ効果 > キャップコーナーを鋭く尖った角と共に使用し、少なめのステッ
チを生成します。右クリックし設定を調整します。

ステッチ効果 > ラップコーナーを使用し、「チドリ」スタイルのステッチを作成
します。右クリックし設定を調整します。

マイターコーナー キャップコーナーラップコーナー
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スマートコーナー設定を調整する

スマートコーナーを適用する角度を設定できる他にも、オーバーラップとステッチ長の
許容量を特定することもできます。スマートコーナーアイコンを右クリックして、オブ
ジェクトプロパティにアクセスします。

キャップコーナー

キャップには以下の設定があります。

 キャップ角度 : キャップコーナーが適用される 大角度。これよりも大きな角度のコー

ナーはキャップされません。初期設定では角度が 20 度以下で重なります。

参考　マイターコーナーも選択されている場合には、通常キャップ角度はマイター角
度よりも小さく設定します。

ステッチ効果 > マイターコーナーを使用し、2 つのコラムが合わさる部分にはっ
きりとした分け目を作成します。右クリックし設定を調整します。

ステッチ効果 > キャップコーナーを鋭く尖った角と共に使用し、少なめのステッ
チを生成します。右クリックし設定を調整します。

ステッチ効果 > ラップコーナーを使用し、「チドリ」風のステッチを作成します。
右クリックし設定を調整します。

マイターコーナーを適用し、
設定を調整する

キャップコーナーを適用し、
設定を調整する

ラップコーナーを
適用し、設定を調整する

角度 >30° 角度 <30°

キャップ角度
:30 度
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 オーバーラップ : キャップが接合する部分のオーバーラップ数。

 大ステッチ長 : キャップステッチの 大ステッチ長。このステッチ長を越える

キャップコーナーは、マイターコーナーが変わりに適用されます。これにより、短い
または長いステッチが生成されるのを防ぎます。

マイターコーナー

マイターには以下の設定があります。

 大角度 : マイターコーナーが適用される 大角度。これよりも大きな角度のコー

ナーはマイターされません。初期設定では角度が 45 度以下で重なります。

 オーバーラップ : コーナーの中心でのオーバーラップ距離。

参考　マイターコーナーとキャップコーナーオプションは併用することができます。
例えば角度が 75 度以下の場合はマイターコーナーを、45 度以下といった非常に鋭い
角度を持つコーナーにはキャップコーナーを適用すると設定することもできます。

ラップコーナー

ラップコーナー機能はカーブのきついコーナーをきれいにステッチできる他、ユニーク
なステッチ効果を作成することもできます。オブジェクトごとにフルオーバーラップま
たはスプリットオーバーラップ方法を選択することができます。スプリットオーバー
ラップ方法はコーナーで量が可変のオーバーラップを作成します。ラップ角度設定はど

オーバーラップ :1 オーバーラップ :8

オーバーラップ :

マイター角度
:40°

角度 >40° 角度 <40°

オーバーラップ
:0.5mm

オーバーラップ
:1.5mm
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ちらかの方法に適用し、ラップコーナーが作用する角度を定義します。この設定値より
も大きいコーナーはラップされません。初期設定では角度が 110 度以下で重なります。

連続したカーブのある形状ではコーナー角度はほぼ 0 度である為、ラップコーナーが常
に適用されます。

フルオーバーラップ

フルオーバーラップには 大拡張設定があります。これは一般的にカーブからコーナー
ポイントの幅に対するパーセンテージで拡張します。ゼロに設定すると、平坦になりま
す。

スプリットオーバーラップ

スプリットオーバーラップには以下の設定があります。

フルオーバーラップ、
角度 <45°

角度 >45°スプリットオーバーラップ、
角度 <45°

ラップ角度 :45° ラップしない

ラップコーナーが
常に適用される

拡張 =0

拡張 >0
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 オーバーラップ : ラップしたコーナーのオーバーラップ量を設定します。この効果はマ

イターコーナーに似ていますが、ステッチが異なります。

 大カーブ拡張:カーブからコーナーポイントの幅に対するパーセンテージで拡張しま

す。カーブ形状は平坦か、尖ったスプリットオーバーラップにすることができます。
このパラメーターは「尖った角を丸くする」のような似たような用途の機能とではあ
まり効果を発揮しない。

メモ　ラップコーナー効果は、マイターまたはキャップコーナーとは併用できません。
ラップコーナーをオンにすると、他の 2 つはオフとなります。

関連項目

 コーナーフラクションを設定する

尖った角を丸くする

尖った角を丸くするオプションはコラム C オブジェクトに使用でき、尖ったコーナーに
適用することができます。このオプションは、スマートコーナー効果と共に使用する時
のみ有効です。一般的にキャップコーナーオプションと共に使用されます。

オーバーラップ :0.5mm

ラップ角度 :45°

オーバーラップ :2mm オーバーラップ :3mm

拡張 =0

拡張 >0

デジタイズ > コラム C を使用し、尖ったコーナーを丸くします。
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尖った角を丸くするには

1 コラム C オブジェクトをダブルクリック、またはツールを右クリックしてオブジェクト

プロパティにアクセスします。

2 尖った角を丸くするチェックボックスを選択します。

3 Enter または適用をクリックします。

ステッチの集中を減らす

標準のステッチ間隔は形状の輪郭から計算されます。きついカーブでは外側の縁ではス
テッチが不足し、内側ではステッチが集中してしまいます。これは刺繍が縫われる時に
糸が切れてしまう原因となります。ステッチが長いほどこの問題が大きくなります。

フラクションスペースを選択すると、EmbroideryStudio はオフセットフラクションとい
う特定の基準点から間隔を計算します。変更を行うと、内側と外側のステッチ間隔の調
整が行われます。

間引きステッチはターンがきつい部分でいくつかのステッチの長さを短くし、滑らかな
ステッチを作成します。

尖った角を丸くする
を選択

鋭い角 丸められた角

0.00

0.66

0.33

1.00

オフセットフラクション :

外側の縁

カーブ部分でステッチ
の集中が減少
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フラクションスペースを適用する

フラクションスペースは、カーブ部分に縁の内側と外側に均一なステッチ間隔を生成す
るのに利用できます。フラクションスペースは、きついターン部分のあるサテンステッ
チを使用しているコラムに特に適しています。間引きステッチとフラクションスペース
効果を組み合せると も効果的です。

フラクションスペースを適用するには

 オブジェクトが選択されている / されていない状態で、フラクションスペースアイコ

ンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

 フラクションスペースチェックボックスを選択します。

 オフセットフラクションフィールドにコラム幅の割合でオフセットを入力します。外

側が 0.00 の時は内側は 1.00 になります。

参考　オフセットフラクション 0.33 では通常よりも少な目にステッチが生成され、内
側でステッチが固まってしまうのを防ぎます。オフセットフラクション 0.66 は内側の
ステッチの集中を取り除きますが、生地を覆うカバーステッチには不十分な場合があ
ります。

間引きステッチを適用する

ステッチ効果 > フラクションスペースを使用し、内側 / 外側の縁に沿いステッチ
密度を均一にします。右クリックでフラクションスペースの設定を調整します。

フラクションスペース
を選択し、オフセット
フラクションを入力

オフセット
フラクション 0.00

オフセット
フラクション 0.33

オフセット
フラクション 0.66

49 ステッチ59 ステッチ 43 ステッチ

ステッチ効果 > 間引きステッチを使用し、内側の縁のステッチを短くしてカーブ
のきつい部分でステッチの集中を減らします。右クリックで間引きステッチの設
定を変更します。
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鋭角なコーナーに間引きステッチを適用し、内側の糸密度を減らします。初期設定はほ
とんどのデザインに適していますが、上級ユーザーはカスタム設定を優先することがで
きます。

間引きステッチを適用するには

 オブジェクトが選択されている / されていない状態で、間引きステッチアイコンを右ク

リックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

 間隔が％以下の時フィールドで、間引きステッチが適用される時のステッチ間の 小

糸間隔を（設定間隔の % として）入力します。

 連続する間引きステッチの 大数を入力します（ 大 5）。

きついカーブでは大きい数を指定すると針落ちがうまく分配され、ステッチが固まる
のを防ぎます。

 設定ボタンをクリックします。

間引きステッチを選択

より詳細な設定にアクセス

間引き設定を調整

間隔 <90% 間隔 <40%

間引きステッチの
大数 :1

間引きステッチの
大数 :5



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 341

間引きステッチ設定ダイアログが開きます。ここで連続する間引きステッチのそれぞ
れの長さをオリジナルの長さに対するパーセンテージで定義することができまさす。

 80% に設定した場合、オリジナルのステッチ長の 80％まで間引きされます。ここで

指定するパーセンテージが小さいほど、間引きステッチのステッチ長は短くなりま
す。

 ステッチ数を 3 にした場合、 初の 3 列だけを設定します。5 と指定した場合は、5 列

すべてを設定します。通常のステッチ間に間引きステッチが 1 つだけ生成される場
合、列 1 の数値が適用されます。連続する 2 つの間引きステッチが生成される場
合、列 2 の数値が第 1、第 2 ステッチにそれぞれ適用されます。連続するステッチ
数が増えれば、同様に適切な列の数値が適用されます。

参考　連続するステッチ間がぎざぎざのパターンだと良い結果が得られます。

基のステッチ長に
対する間引きステッチ

の長さを定義

間引きステッチの
針落ちの調整

間引きステッチの 大数 :1
ステッチ長の調整率 :80%

間引きステッチの 大数 :1
ステッチ長の調整率 :50%

間引きステッチの 大数 :5
ステッチ長の調整率 :50%
列 1:80
列 2:8570
列 3:709070
列 4:70908070
列 5:7085658570

間引きステッチの 大数 :5
ステッチ長の調整率 :50%
列 1:90
列 2:7060
列 3:558555
列 4:55857555
列 5:5570457055



第 16 章   ステッチ品質を 適化する 342

 針落ちの調整チェックボックスを選択して、間引きステッチのパターンを調整しま

す。これによって規則的なカーブでの不必要なラインができるのを防ぎます。

長いサテンステッチを 適化する

刺繍マシンはそれぞれフレームが移動できる 大ステッチ長が決まっています。ステッ
チがこれを超えた場合、通常同じ長さの小さ目のステッチに分割されます。針落ちに
よって形成されたラインは、刺繍の（特にサテン埋め縫い）見かけに影響を及ぼすこと
があります。自動スプリットは長いサテンステッチを短いものへと分割します。また形
状の真中にラインができてしまわないように、針落ちを不規則なパターンに振り分けま
す。

ステッチタイプをサテンで維持したい時には、代わりにオートジャンプを使うことも可
能です。オブジェクト内の長いステッチを一連のジャンプに変えることにより、長いス
テッチを維持します。オートジャンプの効果を出すためには、自動スプリットはオフに
しなければなりません。オートジャンプは初期設定ではつなぎ糸に適用されます。

メモ　 大のフレーム移動値はソフトウエア内のフォーマット値により設定されていま
す。詳細は標準マシンフォーマットをご覧ください。

サテンステッチを分割する

自動スプリットは元々幅の広いコラムにできる長いステッチを避けるための手段ですが、
これをタタミの埋め込みに使用することもできます。自動スプリットはサテンのような
見栄えでターンステッチに適しており、滑らかなラインと深みを作成します。対照的に
タタミは見栄えが平たくなり、きついカーブで希望しないパターンができてしまいます。

針落ちの調整オン 針落ちの調整オフ

埋め縫いステッチタイプ > サテンを右クリックし、新規または選択したサテンオ
ブジェクトに自動スプリットを適用します。
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サテンステッチを分割するには

1 オブジェクトが選択されている / されていない状態で、サテンアイコンを右クリック

し、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 自動スプリットチェックボックスを選択します。

3 自動スプリットを適用する前に、 大サテンステッチ長を入力します。

この数値を超えるステッチは小さいステッチに分割されます。この数値はデザイン内
で通常使用される 大ステッチ値よりも小さくできます。

参考　サテン効果を維持するには、長さに 7.00mm を使用します。

4 小ステッチフィールドに自動スプリット使用時に生成される 小のステッチ長を入

力します。

5 Enter または適用をクリックします。

参考　自動スプリットの代わりに、テクスチャ加工のあるタタミの埋め縫いやプログ
ラムスプリットを使用することができます。ユーザースプリットを使用してサテンの
埋め縫いの分割ラインをコントロールすることもできます。

関連項目

 つなぎ糸にジャンプを使用する

自動スプリットを選択

大、 小ステッチ長を調整

長さ :5mm
小ステッチ長 : 0.4mm

長さ :4mm
小ステッチ長 : 0.4mm

長さ :3mm
小ステッチ長 : 0.4mm

長さ :4mm
小ステッチ長 : 5mm

長さ :4mm
小ステッチ長 : 3mm

長さ :4mm
小ステッチ長 : 1mm

ユーザースプリットを使用タタミを使用 プログラムスプリットを使用



第 16 章   ステッチ品質を 適化する 344

 パターンフィル

長いステッチを維持する

大ステッチ長を超えるステッチを含むサテンオブジェクトに、オートジャンプを適用
します。上縫いステッチが短い場合にはジャンプで伸ばしてゆるめ、生地から盛り上
がった仕上がりになります。オートジャンプは、マニュアルで下縫いをデジタイズする
時などに使用します。またサテンの領域に上からランニングステッチやモチーフフィル
を施し、特殊なキルティング効果を作成するのにも使用できます。

長いステッチを維持するには

1 オブジェクトが選択されている / されていない状態で、オートジャンプアイコンを右ク

リックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 オートジャンプチェックボックスを選択します。

3 大ステッチ長フィールドに、 大ステッチ長を入力します。この数値を超えるス

テッチにオートジャンプが適用されます。

メモ　この数値は選択しているフォーマットで可能な 大ステッチ長以下か、同じで
なければなりません。

4 必要に応じてジャンプ長を調整します。

小さなジャンプは刺繍に時間がかかりますが、フレームの動きがより滑らかになりま
す。

ステッチ効果 > オートジャンプを使用し、新規または選択オブジェクトで長いス
テッチを維持します。右クリックし設定を調整します。

オートジャンプを選択

計算方法選択

大ステッチとジャンプ長の
設定を入力



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 345

5 ステッチ長の計算方法を選択します。

選択するオプションはお使いのマシンがどのようにステッチ長を測定するかによりま
す。詳細はマシンのマニュアルをご覧下さい。

6 Enter または適用をクリックします。

注意　多くのマシンはジャンプで糸切りと解釈します。この為、トリマーを始動させ
ないように針落ちの間には 1 つまたは 2 つのジャンプのみ使用します。

関連項目

 自動下縫いで安定させる

 糸切り機能を設定する

 標準マシンフォーマット

方法 目的

対角線沿い 2 つの連続する針落ちの距離を測定します。

XY 移動沿い ステッチのために縦、または横方向に移動する距離を測定します。

対角線沿いに
測定

XY 移動沿いに
測定

Y

X

長ステッチ

長ステッチ

長ステッチ

ジャンプステッチ
－糸切りなし

ジャンプステッチなし
－余分な針落ち
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第 17 章

刺繍のつなぎ糸

つなぎ糸はデザイン内のオブジェクト同士
をランニングステッチまたはジャンプで繋
ぎます。トラベルランニングは埋め縫いオ
ブジェクト内のセグメントを繋ぐのにも使
用されます。

つなぎ糸、糸切り、ほつれ止めは自動設定
で生成することも、自分で追加することも
できます。つなぎ糸の設定はデザイン全体
または選択したオブジェクトで変更できま
す。デジタイズしながらほつれ止めや糸切
りを挿入したい場合は、自動つなぎ糸をオ
フにします。シフリ用のデザインの場合、
つなぎ糸は自動設定に頼らず自分で追加す
るようにしてください。

EmbroideryStudio ではオブジェクトをブラ
ンチ化することもできます。ブランチ化す
ると同類のオブジェクトが並び替えられ、つなぎ糸が 小限に抑えられ、構成要素がグ
ループ化されてステッチが再生成されます。下縫いはすべてに適用されます。

デザインの 初のステッチと 後のステッチを設定することもできます。この機能を使
用するとステッチの前に針を位置付けるのが簡単になり、針がフレームに当たってしま
う危険性も少なくなります。

この章ではデザインにつなぎ糸、ほつれ止め、糸切りを追加する方法について説明して
います。またステッチ長やトラベルランニングを含む自動つなぎ糸の設定を調整する方
法や、自動スタートとエンドポイント設定に関しても説明しています。

つなぎ糸のタイプ

つなぎ糸のタイプは、仕上がりのデザインでつなぎ糸が表に出るかどうかによって決ま
ります。EmbroideryStudio では、つなぎ糸の初期設定はジャンプとなっています。

ジャンプ

ジャンプはデザインのある点から別の点へ、針落ちを伴わずにフレームを移動させます。
オートジャンプをつなぎ糸として刺繍オブジェクト間に使用することもできます。つな
ぎ糸の終わりには通常ほつれ止めと糸切りを施します。つなぎ糸のジャンプ長の初期設
定値は、オートジャンプに初期設定されている値と同じです。

参考　針落ち機能やマニュアルステッチを用いて、ジャンプを自分でデジタイズするこ
とも可能です。

ランニング

トラベルランニングは一般的に複合ドローイングのセグメントを繋ぐのに使用され、ま
た隣接したオブジェクトを繋ぐこともできます。ランニングは糸切りがされないので仕
上がりの刺繍で表に見えてしまうことがあります。しかしオブジェクト同士が接近して
いる場合やつなぎ糸が上縫いで覆われる場合は、ランニングもつなぎ糸として有効です。
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上縫いステッチからトラベルランニングがはみ出さないようにランニング長を調整しま
す。長いと表面に突き出る場合があります。またトラベルランニング長を調整して、ス
テッチ数を減らすこともできます。

メモ　オブジェクト間のランニングによるつなぎ糸のプロパティを調整することは可能
ですが、一般的にオブジェクト内のつなぎ糸は調整できません。但しレタリングとモ
チーフランニングによるオブジェクトは例外です。

ほつれ止め（スタート）

ほつれ止め（スタート）はステッチのほつれを防ぐためオブジェクトの 初に挿入され
ます。ほつれ止めは形状内の 2 番目のステッチに挿入されます。通常ほつれ止め（ス
タート）は 1 つ前のつなぎ糸が糸切りされた場合に挿入します。

ほつれ止め（エンド）

ほつれ止め（エンド）は通常糸切りの前に作られ、ステッチがほどけるのを防ぎます。
つなぎ糸の設定を調整して一定の条件下で自動的にほつれ止め（エンド）を作成するよ
うにも、あるいは自分で作成することもできます。また糸切り機能を備えているマシン
で自動的に糸が切られるよう、糸切り機能を挿入することもできます。

糸切り

自動糸切り機能を備えたマシンを使用する場合、糸切り機能はほつれ止め（エンド）の
後に糸が切られるように作用します。ソフトウェアでは糸切りはステッチが再度スター
トする地点に小さな円を伴う三角形で表わされます。糸切りの必要なつなぎ糸は点線で
表示されます。つなぎ糸の設定を調整して糸切りを自動的に追加したり、自分で追加す
ることもできます。

関連項目

 針落ちオフでジャンプを追加する

 個々のステッチをデジタイズする

 トラベルランニングの長さを調整する

自動つなぎ糸を使用する

EmbroideryStudio はオブジェクトプロパティ > つなぎ糸ドッカーの設定を基に、自動つ
なぎ糸を生成します。つなぎ糸の設定はデザイン全体または選択したオブジェクトで変
更できます。デジタイズしながらほつれ止めや糸切りを挿入したい場合は、自動つなぎ
糸をオフにします。シフリ用のデザインの場合、つなぎ糸は自動設定に頼らず自分で追
加するようにしてください。シフリテンプレートでは、自動つなぎ糸は初期設定でオフ
になっています。詳細はつなぎ糸を自分で追加するをご覧ください。

参考　ブランチング機能は、類似したオブジェクトをデジタイズする際に 適なステッ
チ順序や接合を自動で行います。詳細は自動ブランチングでつなぎ糸を 小限にするを
ご覧ください。

糸切り
ステッチ開始

つなぎ糸
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つなぎ糸にジャンプを使用する

オートジャンプをつなぎ糸として刺繍オブジェクト間に使用することもできます。ジャ
ンプはデザインのある点から別の点へ、針落ちを伴わずにフレームを移動させます。通
常つなぎ糸にはほつれ止めと糸切りが必要です。

つなぎ糸にジャンプを使用するには

1 オブジェクトプロパティアイコンをクリックし、つなぎ糸タブを選択します。

2 つなぎ糸の方法を選択します。

3 ジャンプを選択し、各フレームの動きとなる距離を入力します。ジャンプ長を短めに

するとステッチの質が向上しマシンでの擦れを減らします。しかし刺繍に要する時間
が長くなることがあります。

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、オブジェクトプロパティドッカー
のオン / オフを切り替えます。つなぎ糸にジャンプを設定するのに使用します。

つなぎ方法 説明

オブジェクト後 現在のオブジェクトのすぐ後のつなぎ糸を調整します。

オブジェクト内 レタリングオブジェクトやモチーフランニングの構成要素を繋ぐ
つなぎ糸を調整します。この設定はブランチング機能を使って分
離されたオブジェクト間にも適用されます。オブジェクト内のセ
グメントには適用されません。

ジャンプを選択し、
距離を入力

つなぎ糸の方法を
選択

オブジェクトの後
糸切り設定

ほつれ止め ( スタート )、
ほつれ止め ( エンド ) 設定
を調整
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4 必要に応じて糸切りとほつれ止めを調整します。

参考　針落ち機能を使用し、自分でジャンプをデジタイズすることも可能です。

関連項目

 トラベルランニングの長さを調整する

 ステッチ長 & ジャンプ長を設定する

 針落ちオフでジャンプを追加する

つなぎ糸にランニングを使用する

ランニングのシングルステッチを使用して、デザイン内のオブジェクトを繋ぐことがで
きます。ランニングは糸切りができないため、別のオブジェクトをデジタイズして覆わ
ない限り仕上がりの刺繍で表に出てしまいます。

機能 メモ

オブジェクト
の後糸切り

糸切りのオプションは「自動糸切りを行わない」、「常に糸切り」、あ
るいは「つなぎ糸が設定値より長い場合のみ糸切り」の中から選択
できます。

ほつれ止め
( スタート )

ほつれ止め（スタート）はステッチのほつれを防ぐためオブジェク
トの 初に挿入されます。通常ほつれ止め（スタート）は 1 つ前の
つなぎ糸が糸切りされた場合に挿入します。

ほつれ止め
( エンド )

糸切り後に糸が解けることのないように、ステッチにはほつれ止め
（エンド）を施します。自動ほつれ止め（エンド）方法は以下のの中
から選択します。

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、オブジェクトプロパティドッカー
のオン / オフを切り替えます。つなぎ糸にランニングを設定するのに使用しま
す。
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つなぎ糸にランニングを使用するには

1 オブジェクトプロパティアイコンをクリックし、つなぎ糸タブを選択します。

2 つなぎ糸の方法を選択します。

3 ランニングを選択し、つなぎ糸にするランニングステッチのステッチ長を入力します。

4 必要に応じてほつれ止め ( スタート ) 設定を調整します。ほつれ止め（エンド）とオブ

ジェクトの後糸切りオプションはトラベルランニングには適用されない為、選択でき
ません。

関連項目

 トラベルランニングの長さを調整する

自動ほつれ止め（スタート）の設定を調整する

ほつれ止め（スタート）はオブジェクトの 初に挿
入され、ステッチのほつれを防ぎます。ほつれ止め
は形状内の第 2 ステッチに挿入されます。通常ほつ
れ止め（スタート）は 1 つ前のつなぎ糸が糸切りさ
れた場合に挿入します。

自動ほつれ止め（スタート）の設定を調整するには

1 オブジェクトプロパティアイコンをクリックします。

つなぎ方法 説明

オブジェクト後 現在のオブジェクトの直後に即座につなぎ糸の設定を調整できま
す。

オブジェクト内 レタリングオブジェクト内の文字や、モチーフランニング内のモ
チーフを繋ぐつなぎ糸の設定を調整できます。この設定はブラン
チング機能を使って分離されたオブジェクト間にも適用されま
す。オブジェクト内のセグメントには適用されません。

ランニングを選択して
ステッチの長さを調整

ほつれ止め（スタート）の
設定を調整

つなぎ糸の方法を
選択

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、オブジェクトプロパティドッカー
のオン / オフを切り替えます。

4 針のほつれ止め
(スタート )
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2 つなぎ糸タブを選択します。

3 リストからほつれ止め（スタート）を選択して、次にほつれ止め（スタート）オプ

ションを選択します。

4 ほつれ止め ( スタート ) 設定値を決定します。

自動ほつれ止め（エンド）の設定を調整する

糸切り後に糸が解けることのないように、ステッチにはほつれ止め（エンド）を施しま
す。自動ほつれ止め（エンド）方法は以下のの中から選択します。

方法 2 は一般的に小さなオブジェクトやサテンのコラムで見栄えがいいでしょう。しか
しこの方法ではステッチが相互に積み重ねて縫いこまれる為、結果的に糸が破損する恐
れがあります。面積の広い部分では、方法 1 が安全な選択です。方法 3 は既存のステッ
チラインに沿ってほつれ止め（エンド）を隠す代わりになる方法です。

ほつれ止め
( スタート）
オプション

説明

オフ ほつれ止め（スタート）は挿入されません。

常にほつれ止め
（スタート）

ほつれ止め（スタート）はオブジェクトの前に挿入されます。

糸切り / 色替え
の後

ほつれ止め ( スタート）は、糸切りと色替え後に挿入されます。

前のつなぎ糸 > 前のつなぎ糸が指定したステッチ長を超えた場合にほつれ止め
（スタート）が挿入されます。

ほつれ止め
( スタート）値

説明

長さ ほつれ止め（スタート）の長さを指定します。

数 生成されるほつれ止め（スタート）のステッチ数を指定します。

ほつれ止め（スタート）の
設定を調整

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、オブジェクトプロパティドッカー
のオン / オフを切り替えます。

方法 2、4 針

方法 1、2 針

方法 1、4 針 方法 3、2 針
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参考　小さなレタリングなど狭い形状やコラムには 1 針のほつれ止めを使用します。ス
テッチの長さは短くすることもできます。

自動ほつれ止め（エンド）の設定を調整するには

1 オブジェクトプロパティアイコンをクリックし、つなぎ糸タブを選択します。

2 ほつれ止め（エンド）パネルで、ほつれ止め（エンド）のオプションを選択します。

3 初期設定のほつれ止め（エンド）を選択します。適用可能な場所にこの方法が適用さ

れますが、ステッチ間隔やタイプにより切り替えることができます。

ほつれ止め
（エンド）
オプション

説明

オフ ほつれ止め（エンド）は挿入されません。このオプションを選択
した場合、ほつれ止め（エンド）を自分で追加する必要がありま
す。詳細はほつれ止め（エンド）を追加するをご覧ください。

常にほつれ止め
（エンド）

ほつれ止め（エンド）はオブジェクトの後に挿入されます。

糸切り / 色替え
の後

ほつれ止め（エンド）は糸切りまたは色替えの前に挿入されま
す。

常に 後にほつ
れ止め

オブジェクトがデザインの 後のオブジェクトである場合、ほつ
れ止め（エンド）が挿入されます。

次のつなぎ糸 > 次のつなぎ糸が設定した長さを超えた場合に、ほつれ止め（エン
ド）が挿入されます。

方法 説明

1 特定した数の小さなステッチを 後の 2 ステッチライン間に追加します。
通常目の詰まった埋め縫いに使用します。

2 後のラインの間に上下に小さなステッチを追加します。通常開いた埋め
縫いに使用します。

3 後から 2 番目のラインを 3 分割します。また 後のラインの間に上下に
小さなステッチを追加します。

自動ほつれ止め（エンド）
設定を調整

ほつれ止め（エンド）
方法を選択
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4 ほつれ止め（エンド）の数値を設定します。

自動糸切りを調整する

糸切りのオプションは「自動糸切りを行わない」、「常に糸切り」、あるいは「つなぎ糸が
設定値より長い場合のみ糸切り」の中から選択できます。

自動糸切り設定を調整するには

1 オブジェクトプロパティアイコンをクリックし、つなぎ糸タブを選択します。

2 オブジェクトの後糸切りパネルで、糸切りのオプションを選択します。

参考　通常 3mm 以下のつなぎ糸は目立ちませんが、背景色が刺繍糸と対照色の場合な
どはより小さな数値の設定が必要な場合もあります。

つなぎ糸を自分で追加する

ほつれ止め ( エンド）、糸切り、ノンデータステッチツールを使用して、自分でほつれ止
め（エンド）や糸切りをデザインに挿入することができます。この方法は自動つなぎ糸
に比べ効率が悪くあまり推奨されませんが、仕上がりのデザインをより細かくコント
ロールすることができます。例えばマシンフォーマットの中には通常のステッチで表示
される機能を読み込めないものもあります。このようなマシンには糸切りやほつれ止め、
その他のマシン機能をノンデータステッチやノンデータジャンプに追加する必要があり
ます。この場合、マシンがこれを正しく読み込むように、機能の前か後にノンデータス
テッチまたはノンデータジャンプを追加する必要がある場合があります。

ほつれ止め
( スタート）値

説明

長さ ほつれ止め（エンド）の長さを指定します。

数 生成されるほつれ止め（エンド）のステッチ数を指定します。

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、オブジェクトプロパティドッカー
のオン / オフを切り替えます。

糸切りオプション 説明

オフ 糸切りは挿入されません。糸切りによってマシンの速度が低
下したり、糸が抜けてしまう場合にこの機能は有効です。糸
切り機能を自分で追加したり、刺繍が仕上がった後に手で処
理することができます。

常に糸切り 糸切りはオブジェクト後に挿入されます。

次のつなぎ糸 > 次のつなぎ糸が指定したステッチ長を超えた場合に糸切りが
挿入されます。

オブジェクトの後
糸切り設定
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メモ　シフリ用のデザインの場合、つなぎ糸は自動設定に頼らず自分で追加するように
してください。シフリテンプレートでは自動つなぎ糸は初期設定ではオフになっていま
す。

ほつれ止め（エンド）を追加する

ほつれ止め（エンド）ツールでデザインにほつれ止め（エンド）を追加します。これに
よりマニュアルステッチで手動でほつれ止めをデジタイズする代わりに、セミオートで
ほつれ止め（エンド）を挿入することができます。ほつれ止め（エンド）は通常オブ
ジェクトの 後、糸切りの前に追加されます。通常ほつれ止め（エンド）に続いて糸切
りを行います。

ほつれ止め（エンド）を追加するには

1 ほつれ止め（エンド）を挿入したいオブジェクトまで移動します。

2 ほつれ止め（エンド）を挿入アイコンをクリックします。ほつれ止め（エンド）機能

が挿入されます。

ほつれ止めのステッチ数は初期設定で 2 針なので、針が 2 回戻って挿入位置に戻って
きます。オブジェクトプロパティ > つなぎ糸ドッカーで数値を調整します。

参考　マシン機能は機能挿入ダイアログから手動で挿入することもできます。

関連項目

 ステッチ順序を表示する

 糸切りを追加する

 マシン機能を手動で挿入する

 自動ほつれ止め（エンド）の設定を調整する

糸切りを追加する

機能 > ほつれ止め（エンド）を挿入をクリックし、ほつれ止め（エンド）を挿入
します。

「ほつれ止め
( エンド )」

機能開始

「ほつれ止め
( エンド )」
機能終了

機能 > 糸きりを挿入をクリックし、糸切りを挿入します。
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糸切りツールを使用してデザインに糸切りを追加します。この方法で糸切りを追加する
場合、糸切り機能は現在のステッチに追加されます。マシンのなかには糸切りの前か後
ろにノンデータステッチまたはノンデータジャンプが必要な場合もあります。このよう
なマシンをお使いの場合はノンデータステッチ / ジャンプを挿入しなければなりません。

参考　糸切りするステッチは全てほつれ止めが行われるようにして下さい。

糸切りを追加するには

1 糸切りを追加したい針位置まで移動します。

2 糸きりを挿入アイコンをクリックします。糸切り機能は現在の針位置に挿入されます。

参考　マシン機能は機能挿入ダイアログから手動で挿入することもできます。

関連項目

 デザイン間を移動する

 マシン機能を手動で挿入する

ノンデータステッチ & ジャンプを追加する

ノンデータステッチとは枠の移動なしに同じ場所に縫われるステッチで、ほつれ止めと
共に使用したり、またはそれ自体がほつれ止めとして使用されます。糸間隔の開いたス
テッチで埋め込まれたオブジェクトでは標準のほつれ止め（スタート / エンド）が表面
に出てしまうため、代わりにノンデータステッチを使用します。お使いのマシンフォー
マットで必要な場合はノンデータステッチまたはノンデータジャンプを挿入して下さい。

ノンデータステッチ & ジャンプを追加するには

1 糸切りを追加したい針位置まで移動します。

2 ノンデータステッチ機能を挿入アイコンをクリックし、ノンデータステッチを挿入し

ます。

糸切りシンボル

ほつれ止め（スタート）シンボル

機能 > ノンデータステッチ機能を挿入をクリックし、ノンデータステッチ機能を
挿入します。

機能 > ノンデータジャンプ機能を挿入をクリックし、ノンデータジャンプ機能を
挿入します。
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3 ノンデータジャンプ機能を挿入アイコンをクリックし、ノンデータジャンプを挿入し

ます。

参考　マシン機能は機能挿入ダイアログから手動で挿入することもできます。

関連項目

 デザイン間を移動する

 マシン機能を手動で挿入する

針落ちオフでジャンプを追加する

針落ちをオフにしデジタイズして、デザイン中にジャンプのつなぎ糸を自分で作成する
ことができます。針落ちツールは針が生地へ貫通することを防ぎ、ジャンプでデザイン
をまたぐようにマシンを押し進めます。針落ちツールはどの入力方法ででも使用可能で
す。

針落ちオフでジャンプを挿入するには

1 入力方法を選択します（例：ランニング）。

2 針落ちの選択を解除します。

3 通常デジタイズするのと同じ方法でつなぎ糸をデジタイズします。

ジャンプは刺繍オブジェクトとして共に保存されます。

ノンデータ機能がステッチ順序に
追加される

機能 > 針落ちの選択をはずし、針落ちやボーラーアウトでジャンプを作成しま
す。

針落ちオフ－ステッチをジャンプ サテン ジャンプ タタミ
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トラベルランニングの長さを調整する

トラベルランニングは一般的に埋め込みオブジェクト内のセグメントを繋ぐのに使用さ
れます。トラベルランニングはオブジェクトが縫われる時に埋め込みステッチで覆われ
ます。またトラベルランニング長を調整して、ステッチ数を減らすこともできます。

トラベルランニングの長さを調整するには

1 オブジェクトプロパティアイコンをクリックします。

2 スペシャルタブを選択し、次にリストからトラベルランニングを選択します。

3 必要に応じて長さフィールドで数値を入力します。

参考　ステッチ長を増加して、ステッチ数を減少します。トラベルランニングはきつ
いカーブ部分では自動的に長さを調節します。

後のステッチを保持または省略する

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、オブジェクトプロパティドッカー
のオン / オフを切り替えます。トラベルランニング長を設定するのに使用しま
す。

トラベルランニング長を
調整

トラベルランニング長
:1mm

トラベルランニング長
:3mm

ステッチ編集ツール > 後のステッチを保持を使用し、コラムの 後のステッチ
を保持します。

ステッチ編集ツール > 後のステッチを省略を使用し、コラムの 後のステッチ
を省略します。
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隣り合ったコラムをデジタイズする場合、 初のコラムの 後のステッチを含み / 省き、
繋ぎを滑らかにしたり繋ぎのステッチを短くします。

メモ　この機能は終了点がコラムの 後に位置するときのみ有効です（例：初期設定の
終了点）。終了点を動かすにはオブジェクト変形ツールを使用し、 後のステッチを保持
/ 後のステッチを省略コマンドを無効にします。

終ステッチを含む / 省くには

 後のステッチを保持するには、オブジェクトを選択し 後のステッチを保持アイコ

ンをクリックします。

 後のステッチを省略するには、オブジェクトを選択し 後のステッチを省略アイコ

ンをクリックします。

参考　スペースバーを押して 後のステッチを省く、または Enter キーを押して 後
のステッチを残すことも可能です。

関連項目

 近のポイントを適用を適用する

つなぎ糸を 小限にする

オブジェクト間のつなぎ糸短いと、デザインをより効率的にステッチすることができま
す。これにより糸切りを減らすこともできます。EmbroideryStudio には 近のポイント
設定があり、設定（標準ツールバー）> オプション > 一般タブから設定することができま

繋ぎが滑らかなコラム

コラム間に不必要な
隙間ができる

Enter を押す - 後のステッチを保持

スペースバーを押す -
後のステッチを省略
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す。 近のポイントがアクティブの場合（初期設定）、オブジェクトのスタートとエンド
点は新しいオブジェクトをデジタイズした際に自動的に配置されます。

しかしオブジェクトの移動、並び替え、編集が行われた場合、 近のポイントは自動的
に維持されません。 近のポイントを適用コマンドは、編集後オブジェクトに 近のポ
イントを適用（または再適用）します。また EmbroideryStudio では、個々のオブジェク
トのステッチの開始点と終了点を自分で変更することもできます。

開始＆終了点を調整する

EmbroideryStudio では、個々のオブジェクトのステッチの開始点と終了点を自分で変更
することができます。オブジェクトのステッチ順序を変更する際は、ステッチの開始 /
終了点の場所に注意してください。

参考　オブジェクトを移動、並び替え、編集した場合、 近のポイントは自動的には維
持されません。 近のポイントを適用機能は、編集後にオブジェクトに 近のポイント
を適用（または再適用）します。

開始 / 終了点を調整するには

 オブジェクトを選択し、オブジェクト変形をクリックします。

 開始 / 終了点を表示をクリックし、開始 / 終了点のみ表示します。

 次の、または一つ前のオブジェクトを表示するには、Tab または Shift+Tab を押します。

オブジェクトへの変更は確定されます。

オブジェクト変形を使用し、選択したオブジェクトの開始 / 終了点を調整しま
す。

変形ビュー > 開始 / 終了点を表示を使用し、オブジェクト変形ツールを使用する
際に開始 / 終了点の表示のオン / オフを切り替えます。
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 隣り合ったオブジェクトの開始 / 終了点を選択し、お互いが近くなる位置にドラッグし

ます。

 Enter を押します。

参考　隣り合ったコラムをデジタイズする場合、 初のコラムの 後のステッチを含
み / 省き、繋ぎを滑らかにしたり繋ぎのステッチを短くします。

関連項目

 刺繍オブジェクトを並び替える

 後のステッチを保持または省略する

 その他のオプションを設定する

近のポイントを適用を適用する

閉じた形状をデジタイズすると 近のポイントが自動的にその間での一番近いポイント
を計算するので、開始点、終了点を考慮する手間が省けます。 近のポイントを適用コ
マンドは、編集後オブジェクトに 近のポイントを適用（または再適用）します。コマ
ンドへのアクセス方法 :

 アレンジツールバーのボタン

 アレンジメニュー

 デザインウィンドウポップアップメニュー

 カラーオブジェクトリストポップアップメニュー

 ショートカットキー (J)

メモ　 近のポイントを適用コマンドは、2 つ以上の刺繍オブジェクトが選択されている
場合のみ使用できます。

近のポイントを適用するには

 必要に応じて刺繍オブジェクトをデジタイズします。

終了点

開始点 終了点

開始点 終了点

開始点

アレンジ > 近のポイントを適用を使用し、編集後にオブジェクトに 近のポイ
ントを（再）適用します。



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 361

近のポイントは設定（または標準ツールバー）> オプション > 一般ドッカーでオン
になっている場合、オブジェクトの開始 / 終了点は自動的に 近のポイントで接合さ
れます。

 必要に応じてオブジェクトを移動、変形、並び替えます。

近のポイントは自動的に再計算されないので、並び替え後に長いつなぎ糸ができる
場合があります。

 並んだすべてのオブジェクトを選択し、 近のポイントを適用をクリックするか、

ポップアップメニューからコマンドを選択して 近のポイントを再度適用します。

選択した刺繍オブジェクトに 近のポイントが適用され、再生成されます。

オブジェクトが 近の
ポイントで接合される

並び替え後に
長いつなぎ糸ができる

近のポイントが
再計算される
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注意　選択内に連続して並んでいない刺繍オブジェクトがあると、メッセージが表示
されます。

参考　 近のポイントは生成したオフセットオブジェクトにも適用できます。

関連項目

 その他のオプションを設定する

 アウトライン & オフセットを生成する

近のポイントの制限

近のポイントを適用機能はオブジェクトと状況により、適用できない場合があります。
制限は下記のとおりです。

ステッチ生成

近のポイントはつなぎ糸だけでなく、オブジェクト全体のステッチの再生成が必要で
す。ステッチの再生成そのものに制限があります。

 認識されたオブジェクト（例 : マシンファイルから開いたもの）は、質の低い / 間違っ

た刺繍を生成することがあります。

 マニュアル（認識されていない）オブジェクトはステッチの再生成に影響されないの

で、 近のポイントは正確に作動しません。

 オブジェクトのマニュアルのステッチ編集は失われます。

 挿入 / 認識されたマシン機能は下縫いで間違えて再生成される場合があります。

近のポイントが
再計算される
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 オブジェクトの途中に挿入したオブジェクトには使用できません。これらのオブジェ

クトは挿入状態がとけ、挿入した「土台」のオブジェクトの後に配置されるので、
適なステッチ順序でなくなってしまいます。

ランニングオブジェクト

近のポイントは、ランニングオブジェクトにはブランチングのように作用しません。
近のポイントはブランチングと違い、つなぎ糸は中間でなくランニングの終了点から

のみ作成されるので、ランニングの終了点を交換する以外につなぎ糸の配置を向上する
方法はありません。

自動ブランチングでつなぎ糸を 小限にする

ブランチング機能は、類似したオブジェクトをデジタイズする際に 適なステッチ順序
や接合を自動で行います。ブランチングはオブジェクトが重なりあって形成する複雑な
文字やアジア諸国文字といった形状に利用するためにデザインされています。ブランチ
ングを適用して選択オブジェクトを結合させ、単一のブランチング処理されたオブジェ
クトを作成します。オブジェクトの順序が変更され、 低限のつなぎ糸が生成され、オ
ブジェクトはグループ化されてステッチが再生成されます。すべてのオブジェクトはグ
ループ化され、1 つのオブジェクトとして選択することができるようになります。

ブランチング処理されたオブジェクトのプロパティ

ブランチングはランニング、コラム A、コラム B、コラム C、複合埋め縫い、複合ターニ
ングのどのオブジェクトタイプの組み合わせにも使用することができます。モチーフラ
ンニングやモチーフフィルオブジェクトにはブランチング処理を使用できません。ブラ
ンチング処理されたオブジェクトは基のプロパティを保持しますが、ステッチ順序の
初のオブジェクトの色が共有されます。

メモ　異なるタイプのオブジェクトを選択しブランチング処理をした場合、ブランチン
グ処理を適用できなかったオブジェクトはすべて取り除かれます。

ブランチングされた
ランニングオブジェクト

近のポイントの
ランニングオブジェクト
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ブランチング処理されたオブジェクト間のつなぎ糸

ブランチング処理されたオブジェクトの構成要素はユーザー設定書体で使用される 近
のポイントで接合されます。オブジェクト内のセグメントも含め、全てのオブジェクト
が並べ替えられます。

ブランチング処理されたオブジェクトを編集する

ブランチング処理されたオブジェクトには編集が行え、変形することができます。開始 /
終了点は全体に対し１個づつですが、変形ポイントは各オブジェクトごとにあります。
ブランチング処理されたオブジェクトのオブジェクトプロパティはオブジェクトプロパ
ティドッカーからアクセスすることができます。ステッチタイプはツールバーから再度
割り当てることもできます。

自動ブランチングを適用する

ブランチングを選択オブジェクトに適用するとブランチング処理され、単一のオブジェ
クトになります。

自動ブランチングを適用するには

1 オブジェクトを選択します。

メモ　2 つ以上の適切なタイプのオブジェクトが選択されている場合のみ、この機能
は利用可能です。

2 ブランチングアイコンをクリックします。EmbroideryStudio 開始 / 終了点をデジタイ

ズするよう指示があります。

3 開始 / 終了点をデジタイズするか、Enter を 2 回押して初期設定の位置で確定します。

アレンジ > ブランチングをクリックし、類似した刺繍オブジェクトを自動的に順
序変更し、グループ化します。

オブジェクト間に
長い繋ぎ糸がある
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オブジェクトはグループ化され、ブランチング処理された 初のオブジェクトの色が
適用されます。オブジェクトの順序が変更され、つなぎ糸は 小化され、ステッチが
再生成されます。

4 ブランチング処理されたオブジェクト内を移動してステッチを確認します。

関連項目

 デザイン間を移動する

カラーオブジェクトリストでオブジェクトをブランチング処理する

カラーオブジェクトリストを使用してデザイン内のオブジェクトを簡単に選択したり、
プロパティにアクセスすることができます。デザイン内の類似したオブジェクトのブラ
ンチング処理にも使用できます。

カラーオブジェクトリストでブランチング処理を適用するには

1 カラーオブジェクトリストアイコンをクリックします。

2 カラーオブジェクトリストでオブジェクトを選択します。

3 選択したオブジェクトを右クリックして、ポップアップメニューからブランチングを

選択します。

オブジェクトの順序が変更され、
つなぎ糸が 小化される

ドッカー > カラーオブジェクトリストを使用し、選択したオブジェクトにブラン
チング処理を施します。

選択オブジェクトを
ブランチング

長いつなぎ糸で
オブジェクトが
繋がれている
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メモ　2 つ以上の適切なタイプのオブジェクトが選択されている場合のみ、この機能
は利用可能です。

4 開始 / 終了点をデジタイズするか、Enter を 2 回押して初期設定の位置で確定します。

オブジェクトはグループ化され、ブランチング処理された 初のオブジェクトの色が
適用されます。オブジェクトの順序が変更され、つなぎ糸は 小化され、ステッチが
再生成されます。

参考　カラーオブジェクトリストでオブジェクトの切り取り、コピー、貼り付け、グ
ループ化 / グループ化解除、表示 / 非表示にしたり、並べ替えることもできます。

関連項目

 オブジェクトを組み合わせる、並べ替える

ブランチング処理されたオブジェクトに自動下縫いを適用する

ブランチングはオブジェクトを組み合せて単一のオブジェクトを作成するので、単一の
下縫い（シングル、またはダブル）を適用できます。

ブランチング処理されたオブジェクトに自動下縫いを適用するには

1 ブランチング処理したオブジェクトを選択し、自動下縫いを右クリックします。

2 第 1 下縫いチェックボックスを選択し、下縫いタイプを選択します。

3 Enter または適用をクリックします。下縫いステッチがブランチング処理されたオブ

ジェクトに自動的に生成されます。

選択オブジェクトは
単一のブランチングされた
オブジェクトにグループ化される長いつなぎ糸は

取り除かれる

ステッチ効果 > 自動下縫いを右クリックし、ブランチング処理されたオブジェク
トに適用する下縫いタイプを選択します。

下縫いのタイプを選択

第 1 下縫いを選択
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メモ　オブジェクト同士がくっついたり重なり合ったりしている場合、下縫いが 初
にブランチング処理されたオブジェクト全体に施され、続いて上縫いが施されます。

関連項目

 ステッチ順序を表示する

初に下縫いが
全体に施される

下縫い後、上縫いが
施される
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パート 5

デザインを編集する

刺繍デザインは作成後でもデザインサイズを変更したり、個別のオブジェクトやステッ
チを編集することができます。

オブジェクトを組み合わせる、並べ替える

この章では、コピー、貼り付け、複製、挿入の機能を利用して、オブジェクトやデザイ
ンを組み合わせる方法について説明しています。カラーオブジェクトリストを使用した
順序変更や、切り取り、貼り付けによるオブジェクトの順序変更、色による順序変更な
どの方法や、更にはグループ化されたオブジェクトのオートブランチングに関しても説
明しています。詳細はオブジェクトを組み合わせる、並べ替えるをご覧ください。

オブジェクを編集する

この章では、オブジェクトの拡大 / 縮小、回転、傾斜、反転と同様に、オブジェクトの
配置、オブジェクトのロック、グループ化、配列について説明しています。詳細はオブ
ジェクを編集するをご覧ください。

オブジェクトを変形する

この章では、オブジェクトの形状を変形するツール ( 形状を編集、ステッチ角度を指定、
ステッチの開始 / 終了点を変更など ) について説明しています。また刺繍オブジェクト
の変換も説明しています。詳細はオブジェクトを変形するをご覧ください。

ステッチとマシン機能

この章では、ステッチの選択と編集、また選択されたステッチのオブジェクトへの変換
について説明しています。またマニュアルによる機能の挿入とそれらの確認、編集、消
去、ステッチの編集方法とステッチリストでマシン機能を編集する方法、マニュアルデ
ジタイズのテクニックについても説明しています。詳細はステッチとマシン機能をご覧
ください。
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第 18 章

オブジェクトを組み合わせる、並べ替える

EmbroideryStudio はオブジェクトを組み合わせたり、並べ替えたりする機能を装備して
います。その機能を使用してオブジェクトをデザインに追加でき、作成されたデザイン
は刺繍の縫い順序や色替え回数を 適化し生産性のよいものになります。

ステッチの順序は、通常デザインをデジタイズした順番になります。グラフィックイ
メージを自動刺繍変換する場合は、EmbroideryStudio で自動的に 適なステッチ順序が
構築されますが、見栄えや生産効率のアップのために調整することもできます。

カラーオブジェクトリストは、オブジェクトと色によりグループ分けされたオブジェク
トを順番に表示しています。この機能を利用して、グループ化、切り取り、コピー、貼
り付け、さらに選択オブジェクトやカラーブロックの順序変更を簡単に行うことができ
ます。
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オブジェクトとデザインを合成する

オブジェクトは組み合わせて複合デザインを作成することができます。オブジェクトは
ディスクから挿入したり、MS Windows(R) のクリップボードを介してコピー & 貼り付けし
たり、同じデザイン内のオブジェクトを複製して組み合わせることができます。

デザインを挿入する

EmbroideryStudio ではデザインを他のデザインに挿入でき、組み合わせたデザインは保
存することができます。デザインを他のデザインに挿入した場合、それぞれのデザイン
のカラーパレットは統合されます。RGB 値が同じ色は同じ糸色として自動的に識別されま
す。これらの色を別の色として維持したい場合は、インポート前にどちらかの色を変更
する必要があります。

デザインを挿入するには

1 基となるデザインを開きます。

2 必要に応じてデザインを挿入したいステッチ順序まで移動します。それ以外は挿入し

たデザインはステッチ順序の一番後ろに配置されます。

標準 > 刺繍をインポートをクリックし、現在のデザインに刺繍デザインファイル
をインポートします。
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3 標準>刺繍をインポートを選択します。ファイルの種類は初期設定でWilcom由来のEMB

フォーマットになりますが、使用可能であればどの刺繍ファイルでも使用できます。

4 挿入したいデザインを選択して、開くをクリックします。デザインが現在の針位置に

挿入されます。初期設定では色はパレットに追加されます。

5 必要に応じて挿入したデザインのサイズ変更や配置をします。すべてのオブジェクト

に効果が適用できるよう、操作を行う前にまず挿入したデザインのすべてのオブジェ
クトをグループ化しましょう。
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6 効率的なステッチを行えるよう色を並び替えます。

メモ　オプション > 一般タブでは、挿入したデザインの色を現在のパレットに合わせ
る「パレットの色に合わせる」を設定することができます。

関連項目

 刺繍クリップアートでデザインを挿入する

 挿入したファイルの色の取り扱いを設定する

 刺繍オブジェクトを並び替える

 オブジェクを編集する

オブジェクトをコピーし、貼り付ける

オブジェクトはコピーして複数の同一のオブジェクトを作成したり、別のデザインから
オブジェクトを挿入することもできます。「切り取り」と「貼り付け」をすると、デザイ
ン内のステッチ順序が変更されます。

オブジェクトをコピーし、貼り付けるには

 オブジェクト（複数可）を選択し、コピーをクリックするか Ctrl+C を押します。選択

したオブジェクトがクリップボードにコピーされます。

 必要に応じてオプション > 一般ダイアログで刺繍ファイルの挿入オプションを変更し

ます。初期設定ではデザインを挿入した際、色は現在のカラーパレットに追加されま
す。

 必要に応じてオプション > 編集ダイアログで貼り付けオプションを変更します。

 必要に応じてオブジェクトを挿入したいステッチ順序まで移動します。それ以外は挿

入したオブジェクトはステッチ順序の一番後ろに配置されます。

 貼り付けアイコンをクリックします。オブジェクトは現在の設定に基づき貼り付けら

れます。

標準 > 切り取りを選択し、選択オブジェクト切り取ります。

標準 > コピーを使用し、選択オブジェクトをコピーします。

標準 > 貼り付けを使用し、コピーしたオブジェクトを貼り付けます。

パレットに色を
追加

パレットの色に
合わせる
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 選択の後に貼り付けを使用して、選択したオブジェクトの後に直接貼り付けることも

できます。

 または貼り付け方法を選択を使用し、現在の貼り付け位置設定を上書きします。

ショートカットキーが使用できます。オブジェクトは 1 箇所に 1 コピーのみ貼り付け
られたことを確認しましょう。同じ位置にオブジェクトを 2 回貼り付けてしまうと、2
回ステッチされることになります。

関連項目

 貼り付けオプションを設定する

 挿入したファイルの色の取り扱いを設定する

 刺繍オブジェクトを並び替える

 オブジェクを編集する

オブジェクトを複製する

作成したオブジェクトは複製することができます。複製はオブジェクトがクリップボー
ドにコピーされるわけではないので、クリップボードに現在のコンテンツを保持してお
くことができます。複製は「クローン」とも呼ばれます。

オブジェクトを複製するには

 オブジェクト（複数可）を選択します。

 任意で複製したオブジェクトを配置したい位置までステッチ順序を移動します。それ

以外は複製したオブジェクトは、ステッチ順序の一番後ろに含められます。

 編集 > 複製を選択するか、Ctrl+D を押します。複製は元のオブジェクトの上部に直接配

置されます。

 また Ctrl + Shift + D を押して、オブジェクトをずらして複製します。オブジェクトを

ずらした状態で繰り返し複製することができます。オプション > 編集ダイアログで設
定を調整します。

貼り付け方法を
選択

現在の初期設定を
上書きする

選択ツール > オブジェクト選択を使用し、複製するオブジェクトを選択します。

複製のオフセット
を設定
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「クイック複製」は素早く簡単にオブジェクトを複製することができます。マウスの右

ボタンでオブジェクトを選択し、押し下げた状態で新しい位置までドラッグします。
動作を縦 / 横方向に制限したい場合は Ctrl を押し下げます。

 Ctrl+Shift+D を押すと 後に複製したオブジェクトを複製し続けることができます。

「クイック複製」は一時的にオプションダイアログの「複製をずらす」設定を無効にし
ます。

参考　同じ方法で別ウィンドウにもオブジェクトを複製することもできます。自動ス
クロールを一時的に非アクティブ状態にしたい場合は、Shift を押しながらドラッグ
します。ウィンドウ > 新規タブグループで複数のデザインウィンドウを同時に表示す
ることができます。

関連項目

 貼り付けオプションを設定する

 デザイン間を移動する

 複数のデザインを表示する

オブジェクトを他のオブジェクトの途中に挿入する

EmbroideryStudio では、オブジェクトを挿入したいステッチ順序位置を指定して、オブ
ジェクトの途中に他のオブジェクトを挿入できます。この機能はモチーフや長いつなぎ
糸のあるデザインにとても効果的です。全体のオブジェクト数を減らしたり、糸切りや
ほつれ止めを 低限におさえるのにも役立ちます。

オブジェクトを他のオブジェクトの途中に挿入するには

1 新しいオブジェクトを挿入したい位置まで針位置マーカーを移動させます。

オブジェクトを右クリック

ドラッグ＆ドロップ

複製されたオブジェクト

挿入ポイントまで進み、
オブジェクトを貼り付け
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2 新しいオブジェクトをデジタイズするか、コピー & 貼り付けします。新しいオブジェ

クトがステッチ順序の途中に挿入されます。機能はすべて自動的に追加されます。

3 矢印キーで新しいオブジェクトの位置を微調整します。

関連項目

 貼り付けオプションを設定する

オブジェクトをロックする＆グループ化する

EmbroideryStudio ではオブジェクトをグループ化し、まとめて変更を適用できます。グ
ループ化したオブジェクトはいつでもグループ化を解除できます。間違えて移動したり
変更したりしないよう、オブジェクトをロックすることも可能です。

オブジェクトのグループ化とグループ化解除

オブジェクトやデザインはグループ化して、一緒に移動したり、拡大 / 縮小、変形した
りすることができます。オブジェクトをグループ化してグループ全体に同じ変更を加え
ることにより時間が節約でき、また確実に均一な変更が適用できます。グループへの変
更が終わったらグループ化を解除し、オブジェクトを個別に作業することができます。

オブジェクトをグループ化またはグループ化解除するには

 オブジェクトを選択し、グループアイコンをクリックするか Ctrl+G を押します。

選択したオブジェクトがグループ化されます。グループ化したオブジェクトは単一の
オブジェクトとして選択、移動、サイズ変更、変形を行えます。

 グループ化を解除するにはグループ解除をクリックするか、Ctrl+U を押します。

アレンジ > グループを使用し、選択したオブジェクトをグループ化します。

アレンジ > グループ解除を使用し、選択したオブジェクトのグループ化を解除し
ます。

単一のオブジェクトとして、
グループ化したオブジェクトを選択、移動、
サイズ変更、変形

グループ化と
選択解除
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参考　カラーオブジェクトリストを使用すれば、オブジェクトを選択したり、プロパ
ティにアクセスすることが簡単にできます。オブジェクトをグループ化、ロック、非
表示にするのに使用します。

関連項目

 選択ツールでオブジェクトを選択する

 カラーオブジェクトリストで並び替える

オブジェクトのロックとロック解除

オブジェクトは固定し、誤って移動したり変更してしまうのを防ぐことができます。例
えば下絵用イメージを固定しておくと、誤って選択してしまうことなくその周りの刺繍
オブジェクトを安心して自由、デジタイズや編集、変形ができます。

オブジェクトをロックまたはロック解除するには

 オブジェクトを選択し、ロックアイコンをクリックするか、K を押します。

選択ハンドルが消え、オブジェクトは選択したり変更が加えられなくなります。

 オブジェクトのロック解除を行うには、すべてのロック解除アイコンをクリックする

か、Shift + K を押します。

クリックして
ノードを開閉

オブジェクトをグループ化 /
グループ化解除

アレンジツール > ロックを使用し、選択したオブジェクトをロックします。

アレンジツール > すべてのロック解除を使用し、デザイン中のロックしたすべて
のオブジェクトのロックを解除します。
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参考　カラーオブジェクトリストを使用すれば、オブジェクトを選択したり、プロパ
ティにアクセスすることが簡単にできます。オブジェクトをグループ化、ロック、非
表示にするのに使用します。

関連項目

 選択ツールでオブジェクトを選択する

 カラーオブジェクトリストで並び替える

グループ内のオブジェクトを選択する

EmbroideryStudio では、オブジェクトのグループ化解除をしなくてもグループ内のオブ
ジェクトを個々に選択することができ、より快適に素早く作業が行えます。

グループ内のオブジェクトを選択するには

 オブジェクト選択アイコンをクリックし、0 を押します。

 Alt+ クリックでグループ内の単一のオブジェクトを選択します。

クリックして
ノードを開閉

オブジェクトのロック / ロック解除

選択ツール > オブジェクト選択を使用し、オブジェクトを個別に選択したり、グ
ループまたは範囲で選択します。

デザイン全体が
グループ化している
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 CtrlまたはShiftキーをAltと使用して複数のオブジェクトを選択したり、グループ内

のオブジェクト範囲を選択します。

 Alt+ ドラッグで囲み枠で選択します。

 Alt+ 多角形 / 折れ線で囲み枠をデジタイズしながら選択します。

 カラーオブジェクトリストでは、下記のテクニックを使用します。

 グループ内の単一のオブジェクト / 色を選択する場合（Alt+ クリック）

 グループ内の単一のオブジェクト / 色を追加 / 削除する場合（Alt+Ctrl+ クリック）

 グループ内の単一のオブジェクト/色の範囲を選択する場合（Alt+Shift+クリック）

メモ　オブジェクト（単数 / 複数）を選択するとプロパティやステッチなどはグルー
プ化解除 / 再グループ化することなく、そのグループ内で変更することができます。

関連項目

 選択ツールでオブジェクトを選択する

色やステッチタイプごとにオブジェクトを選択する

コマンドを 1 つで、同じステッチもしくは同じ色の刺繍オブジェクトを選択できます。

色ごとにオブジェクトを選択する

同じ色の刺繍オブジェクトはコマンド一つで選択することができます。

色ごとにオブジェクトを選択するには

 編集 > 色による選択を選択します。

グループ内の
オブジェクトを個々に
選択

カラーブロック
を選択
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 リストからカラーブロックを選択し、OK をクリックします。選択した色を使用してい

るデザイン中のすべてのオブジェクトが選択されます。

関連項目

 カラーブロックで表示する

 カラーオブジェクトリストで並び替える

ステッチタイプでオブジェクトを選択する

コマンド 1 つで、同じステッチタイプの刺繍オブジェクトを選択できます。

ステッチタイプごとにオブジェクトを選択するには

1 編集 > ステッチタイプによる選択を選択します。ステッチタイプによる選択ダイアロ

グが開きます。

2 一覧からステッチタイプを選択します。

 ある一定の範囲のステッチタイプを選択するには、Shift を押しながらクリックし

ます。

 複数のステッチタイプを選択するには、Ctrl を押しながらクリックします。

3 OK をクリックします。

選択したステッチタイプを使用するオブジェクトが選択されます。

刺繍オブジェクトを並び替える

デザインを形成する刺繍オブジェクトにはステッチ順序があります。前もってデザイン
の構成やステッチ順序を把握しておくとよいでしょう。形状は刺繍が施しやすいもので
ある必要があります。刺繍に も適した形状は幅が比較的一定していて、角が滑らかで

ステッチタイプ
を選択
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鋭角なターンがなく、細く尖った細部のないものです。細かな部分や輪郭などは通常
後に縫われるようにします。

Wilcom デコレーションでマニュアルでデジタイズする場合、オブジェクトは作成された
順番でステッチされます。デザインを CorelDRAW グラフィックスから Wilcom デコレー
ションに直接変換した場合、EmbroideryStudio はオブジェクトを自動的に並び替えをし
ます。ステッチ順序はいつでも調整することができます。

参考　デザインのステッチ順序を変更する際は、ステッチの開始 &終了点もチェックし
ましょう。開始＆終了点を調整するも併せてご覧ください。つなぎ糸を 小限にするも
併せてご覧ください。

切り取り & 貼り付けで並べ替える

デザインからオブジェクトを切り取って、新しい位置に貼り付けてオブジェクトのス
テッチ順序を変更します。実際の位置は変わりません。

切り取り & 貼り付けでオブジェクトを並べ替えるには

1 順序を変更したいオブジェクト（複数可）を選択します。

2 切り取りアイコンをクリックします。

選択したオブジェクトがクリップボードに移動します。

3 オブジェクトを貼り付けたいステッチ順序まで移動します。

オブジェクトはオブジェクトの間に貼り付けることも、他のオブジェクトの途中に貼
り付けることもできます。

4 貼り付けアイコンをクリックします。

1

2

3

4

5

標準 > 切り取りを使用し、選択オブジェクの切り取り、それらをクリップボード
に配置します。

標準 > 貼り付けを使用し、コピーしたオブジェクトをデザインに貼り付けます。

中心から先に
ステッチされるデザイン

切り取ったオブジェクトは
クリップボードへ
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オブジェクトは現在の設定に基づき貼り付けられます。

 選択の後に貼り付けを使用して、選択したオブジェクトの後に直接貼り付けることも

できます。

メモ　オブジェクトは 1 箇所に 1 コピーのみ貼り付けられたことを確認しましょう。

同じ位置にオブジェクトを 2 回貼り付けてしまうと、2 回ステッチされることになり
ます。

関連項目

 ステッチ順序を表示する

 オブジェクトを他のオブジェクトの途中に挿入する

 貼り付けオプションを設定する

カラーオブジェクトリストで並び替える

カラーオブジェクトリストを使用すればオブジェクトを選択したり、プロパティにアク
セスすることが簡単にできます。

貼りつけたオブジェクトデザインのエンド点に
カーソルが挿入される

貼り付け方法を選択

現在の初期設定を
上書きする

ドッカー > カラーオブジェクトリストを使用し、オブジェクトの並べ替えます。
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カラーオブジェクトリストで並び替えるには

1 カラーオブジェクトリストアイコンをクリックします。

2 順序を変更したいカラーブロック、またはオブジェクトを選択します。

 一定の範囲を選択するには、Shift を押しながらクリックします。

 複数のアイテムを選択するには、Ctrl を押しながらクリックしていきます。

3 選択したオブジェクトを新しい位置にドラッグします。

参考　カラーオブジェクトリストを使用してオブジェクトをグループ化、ロック、非
表示にすることもできます。

関連項目

 オブジェクトをロックする＆グループ化する

 オブジェクトをコピーし、貼り付ける

 開始＆終了点を調整する

 つなぎ糸を 小限にする

選択したオブジェクトを並べ替える

変更したい
オブジェクトを、
新しい位置まで
ドラッグ

新しい位置に
オブジェクトを
移動する

並び替え > オブジェクトひとつ前進を使用し、ステッチ順序内の選択をオブジェ
クト一つ分前進させます。
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並び替えツールバーには、オブジェクトの並び替えに便利なツールが装備されています。
カラーオブジェクトリストと合わせて使用したり、ポップアップメニューの並び替えオ
プションで並び替えすることができます。カラーオブジェクトリストのポップアップメ
ニューからも同じオプションにアクセスすることができます。

参考　デザインのステッチ順序を変更する際は、ステッチの開始 & 終了点もチェック
しましょう。

関連項目

 開始＆終了点を調整する

 つなぎ糸を 小限にする

並び替え > オブジェクトひとつ後進を使用し、ステッチ順序内の選択をオブジェ
クト一つ分後進させます。

並び替え > 色ひとつ前進を使用し、ステッチ順序内の選択を色ブロック一つ分前
進させます。

並び替え > 色ひとつ後進を使用し、ステッチ順序内の選択を色ブロック一つ分後
進させます。

並び替え > 初に移動を使用し、ステッチ順序内の選択を順序の一番前に移動さ
せます。

並び替え > 後に移動を使用し、ステッチ順序内の選択を順序の一番後ろに移動
させます。

ツールバーまたはポップアップメニュー
から、選択オブジェクトを並び替え
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デザイン全体を自動的に並び替える

色替えを 適化機能は色替えと糸きりを 小限に抑え、刺繍の効率と質を向上させます。
この操作では既存のオーバーラップはすべて維持されます。グループ化したオブジェク
トのグループ化は解除されませんが、オブジェクトは色ごとに並び替えられます。

デザイン全体を自動的に並び替えるには

 デザインを開くまたは作成し、並び替えたいオブジェクトを選択します。

 アレンジ >並び替え >色替えを 適化を選択するか、カラーオブジェクトリストのポッ

プアップメニューを使用します。

 確定するには OK をクリックします。選択したオブジェクトの 適な色替えと糸切りが

計算されます。

参考　元に戻すで変更を元に戻します。
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関連項目

 開始＆終了点を調整する

 つなぎ糸を 小限にする

色ごとに並び替える

色ごとに並び替え機能はデザイン内のすべてのオブジェクトを色ごとに並び替えます。
これは同じ色のすべてのカラーブロックを並び替えます。

色ごとに並び替えるには

 並び替えるオブジェクトを選択するか、Ctrl+A を押しデザイン全体を選択します。

 アレンジ >並び替え >色ごとを選択するか、色ごとに順序変更アイコンをクリックしま

す。色ごとに並び替えダイアログが開き、選択したオブジェクトの色が表示されま
す。

 色を選択し、上に移動または下に移動をクリックして順序を変更します。

メモ　カラーブロックを別々に維持したい場合は、カラーオブジェクトリストを使用
します。

選択順に並び替える

希望の順序でオブジェクトを選択して、オブジェクトの順序を変更できます。

並び替え > 色ごとに順序変更を使用し、同じ色ごとにすべてのブロックを並び替
えます。

色のブロックを選択

ボタンを押して順序変更

並び替え > 選択順に並び替えを使用し、選択した順序でオブジェクトの順序を変
更します
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選択順に並び替えるには

 一番 初に順序変更したいオブジェクトを選択します。

 Ctrl を押し下げ、続くオブジェクトを選択します。ステッチしたい順にオブジェクト

を選択します。オブジェクトは画面直接選択するか、カラーオブジェクトリスト内で
選択します。

 オブジェクトが選択された状態でアレンジ >並び替え > 選択順を選択するか、選択順に

並び替えアイコンをクリックします。選択した順番でオブジェクトが並び替えられま
す。

参考　デザインのステッチ順序を変更する際は、ステッチの開始 & 終了点もチェック
しましょう。

関連項目

 開始＆終了点を調整する

 つなぎ糸を 小限にする

ステッチしたい順番に
オブジェクトを選択

選択した順番でオブジェクトが
並び替えられる
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番号で並び替える

カラーオブジェクトリストではオブジェクトを番号で並び替えることができ、連続する
カラーブロックの間に移動させることができます。これはたくさんのオブジェクトがあ
るデザインで並び替えを行う時に便利です。

番号で並べ替えるには

1 カラーオブジェクトリストアイコンをクリックします。

2 リスト中のオブジェクトを右クリックします。

3 ポップアップメニューから並び替え > 番号を選択します。番号で並び替えダイアログが

開きます。

4 選択したオブジェクトを配置したい前のオブジェクト番号を入力します。

メモ　選択したオブジェクトを選択した番号の後に配置したい場合は（例：順序の一
番後ろに配置）後ろを選択します。

5 OK をクリックします。オブジェクトがリストの新しい位置に配置されます。

ドッカー > カラーオブジェクトリストを使用し、オブジェクトを並び替えます。

選択オブジェクトを
番号で並び替え

並び替えたいオブジェクト
番号を入力
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第 19 章

オブジェクを編集する

オブジェクトの位置、サイズ、方向は、オブジェクトを移動、拡大 / 縮小、変形するこ
とで変更することができます。オブジェクトの変更は画面上で直接行うか、またはそれ
らオブジェクトのオブジェクトプロパティを使用します。オブジェクトやデザイン全体
は反転することができます。デザインに「リース」やボーダーを作成できます。デザイ
ンの配列を作成し、ステッチを効率的に行なうことができます。

メモ　デザインの拡張性や品質は、基のソースファイル（ネイティブデザイン（EMB）、
ネイティブ以外のアウトラインファイル、プロセス（処理）されたステッチファイル、
ネイティブ以外のステッチファイル）により決定します。EMB のデザインだけが、拡大 /
縮小を完全に行う為に必要な情報を含んでいます。刺繍ファイルのフォーマットも併せ
てご覧ください。

オブジェクを配列する

オブジェクトはマウスでドラッグ & ドロップするか、矢印キーで少しづつ動かしたり、
プロパティバーで X:Y 座標を特定して配置します。EmbroideryStudio にはオブジェクト
をオブジェクト同士に相対的に配置にしたり、デザイン内に均等に分配するツールがあ
ります。

オブジェクトを移動する

オブジェクトを移動する一番簡単な方法は、マウスのドラッグ & ドロップを使用します。
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オブジェクトを移動するには

 移動したいオブジェクトを選択し、ドラッグで新しい位置へ動かします。

 より正確に配置したい場合は、矢印キーでオブジェクトを少しづつ動かします。

参考　オブジェクトを選択していない状態で矢印キーを使用すると、デザイン中を移
動します。

 更により正確に配置したい場合は、プロパティバーの X:Y 座標を入力します。オブジェ

クトが設定した座標を中心にして移動します。

参考　細かな調整を行うには、デザインにズームインします。オブジェクトが移動す
る距離は、ズーム倍率の設定によります。

関連項目

 選択ツールでオブジェクトを選択する

オブジェクトを並べる

選択したオブジェクトを上下左右、または特定のオブジェクトの中央を基準にして配置
することができます。

十字型カーソルは
オブジェクトのセンター
を表示

正確な座標位置
を入力

アレンジツール > 左揃えを使用し、選択したオブジェクトを左に揃えて並べま
す。

アレンジツール > 縦中央揃えを使用し、選択したオブジェクトを縦方向の中心線
で揃えます。

アレンジツール > 右揃えを使用し、選択したオブジェクトを右に揃えて並べま
す。

アレンジツール > 上揃えを使用し、選択したオブジェクトを上に揃えて並べま
す。

アレンジツール > 横中央揃えを使用し、選択したオブジェクトを横方向の中心線
で揃えます。

アレンジツール > 下揃えを使用し、選択したオブジェクトを下に揃えて並べま
す。

アレンジツール > 中心揃えを使用し、選択オブジェクトを中心で揃えて並べま
す。
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オブジェクトを配置するには

1 配置をアレンジしたいオブジェクトを全て選択します。

2 配置の基準にしたいオブジェクトを選択します。

メモ　オブジェクトは、 後に選択されたオブジェクトを基準に配置されます。
Ctrl+A キー、または選択枠を使用してすべてのオブジェクトを選択した場合、ステッ
チ順序の 後のオブジェクトが基準になります。

3 配置ツールをクリックするか、アレンジ > 配置を選択します。

関連項目

 選択ツールでオブジェクトを選択する

オブジェクトを均等に配列する

選択オブジェクトは垂直方向にも水平方向にも、均等間隔に自動で配列できます。

オブジェクトを均等間隔に配列するには

 配列したいオブジェクトを選択します。

 間隔ツールをクリックするか、アレンジ > 均等間隔を選択します。

メモ　3 つ以上のオブジェクトが選択されている時、ツールはすべて使用可能になり
ます。

関連項目

 選択ツールでオブジェクトを選択する

センター揃え

左揃え

下揃え

2 1

3

アレンジツール > 水平方向に均等に配置を使用し、選択したオブジェクトを水平
方向に均等に配置します。

アレンジツール > 垂直方向に均等に配置を使用し、選択したオブジェクトを垂直
方向に均等に配置します。
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オブジェクトを拡大 / 縮小する

オブジェクトの拡大 / 縮小は選択ハンドルをドラッグするか、プロパティバーに正確な
大きさを入力したり、またはデザインの基準点の距離を指定することで行うことができ
ます。オブジェクトのサイズが変わると、現在のステッチ間隔を保持するようステッチ
数が変わります。

メモ　EMB のデザインだけが、拡大 / 縮小を完全に行う為に必要な情報の含んでいます。

インタラクティブにオブジェクトを拡大 / 縮小する

選択ハンドルを使用してオブジェクトの高さや幅を変更したり、高さや幅を均等に拡大 /
縮小したりできます。オブジェクトは個別にでも、複数のオブジェクトを選択してもサ
イズを変更できます。ツールチップは操作のガイドとして使用します。

インタラクティブにオブジェクトの拡大 / 縮小を行うには

 倍率を変更したいオブジェクトを選択します。

 高さと幅に比例してオブジェクトのサイズを変更するには、コーナーハンドルを使用

します。

参考　四隅のハンドルをドラッグすると、オブジェクトは縦横比例してサイズ変更さ
れます。Ctrl キーを押しながらハンドルをドラッグすると、縦のみ、横のみと自由に
サイズ変更が可能です。

 高さと幅を変更するには、真ん中のハンドルを使用します。

比例してサイズ変更 両方向に自由に
サイズを変更

CTRL+ ドラッグ
ドラッグ

縦方向に
サイズ変更

ドラッグ

横方向に
サイズ変更

ドラッグ
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 中心のアンカーポイントから両側に向かってサイズ変更するには、Shift キーを押しな

がらハンドルをドラッグします。

数値でオブジェクトを拡大 / 縮小する

オブジェクトプロパティを使用して、イメージ、選択オブジェクト、またはデザイン全
体のサイズ変更ができます。アウトラインファイル (EMB) は、基のステッチ密度を保ち
つつステッチが再生成されます。サイズ変更後にステッチに追加される縮み補正により、
拡大 / 縮小したオブジェクトは希望の変更サイズにぴったり合わないことがあります。

注意　マシンファイルを ±10％以上の割合でサイズ変更した場合、ステッチ密度の変更
はデザインの質に影響します。

数値でオブジェクトの拡大 / 縮小を行うには

1 拡大 / 縮小するオブジェクトまたはデザインを選択します。

2 プロパティバーで：

 正確な高さと幅を入力するか、

 現在の大きさに対する割合 (%) で、高さと幅を入力します。

参考　縦横比をロックを押し、縦横比を保ちます。

3 Enter を押して適用します。

メモ　サイズ変更後は、新規のオブジェクトのサイズが 100% に再設定されます。

中心を基準に比例して
サイズ変更

SHIFT+
ドラッグ

横方向にサイズを変更

SHIFT+
ドラッグ

実際の数値、又は
パーセンテージで大きさを入力

縦横比ロックを
オン / オフ

拡大 / 縮小
幅 :120% 高さ :140%

影割合
幅 :140% 高さ :120%
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関連項目

 刺繍ファイルのフォーマット

基準線でオブジェクトを拡大 / 縮小する

オブジェクトまたはデザインは基準点をマークし、ラインの長さを特定することで拡大 /
縮小できます。

基準線でオブジェクトを拡大 / 縮小するには

1 拡大 / 縮小するオブジェクトまたはデザインを選択します。

2 変形 > 基準線を軸に数値でセットを選択します。

開始 / 終了点を入力するよう指示があります。オブジェクトまたはデザインで基準線
となる 2 点を決定します。

3 クリックして基準点をマークします。ラインの角度を 15 度ごとに制御するには、Ctrl

を使用します。

4 あるいは Enter を 2 回押し、初期設定の基準線を使用します。

基準線を軸にサイズと角度をセットダイアログが開きます。

5 サイズチェックボックスを選択し、基準点の間の距離を入力します。

6 OK をクリックします。

オブジェクトを同じサイズにする

オブジェクトは他のオブジェクトと同じサイズに変更できます。高さと幅は別々にも両
方一緒にも変更することができます。

変形 > 基準線を軸に数値でセットを使用し、基準点と数値で選択オブジェクトを
変換する。

クリックして基準点を
マーク

「サイズ」チェック
ボックスを選択

サイズを指定

アレンジツール > 同じ幅に作成をクリックし、基準となるオブジェクトと同じ幅
に、オブジェクトまたはデザインのサイズを変更します。

アレンジツール > 同じ高さに作成をクリックし、基準となるオブジェクトと同じ
高さに、オブジェクトまたはデザインのサイズを変更します。

アレンジツール > 同じ幅と高さに作成をクリックし、基準となるオブジェクトと
同じ幅と高さに、オブジェクトまたはデザインのサイズを変更します。
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オブジェクトを同じサイズにするには

1 サイズを変更したいオブジェクトを選択します。

2 希望のサイズのオブジェクトを選択します。

3 サイズ変更ツールをクリックして、アレンジ > 同じサイズに作成を選択します。

メモ　オブジェクトは、 後に選択されたオブジェクトを基準にサイズが変更されま
す。Ctrl+A または選択枠ですべてのオブジェクトを選択した場合、ステッチ順序の
後のオブジェクトが基準になります。

オブジェクトを回転する

オブジェクトを直接画面上で回転させたり、正確な回転角度を指定して回転させること
ができます。

オブジェクトを回転する

オブジェクトを選択すると、オブジェクトの周りに選択ハンドルが表示されます。オブ
ジェクトをもう 1 度クリックすると、ハンドルは回転ハンドルに変更されます。ツール
チップは操作のガイドとして使用します。

同じ幅を作成

同じ高さを作成

同じ幅と高さを作成
2

3 1
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オブジェクトを回転させるには

1 回転させたいオブジェクトを選択します。

2 もう一度クリックします。

四隅に回転ハンドル、中心にアンカーポイントが表示されます。

3 あるいはアンカーポイントを希望の位置にドラッグします。

4 回転ハンドルをどちらかの方向にクリック & ドラッグします。

オブジェクトを数値で回転する

選択オブジェクトを 45 度ごとに回転させるたり、変形ツールバーを使用して正確な数値
を入力することで回転させることができます。

オブジェクトを数値で回転するには

 回転するオブジェクトを選択します。

 45 度ごとに回転させるには、45 度回転アイコンのいずれかをクリックします。

もう一度
クリック

アンカーポイント

傾斜ハンドル

回転ハンドル

アンカーポイントを基準に、
コーナーポイントをドラッグ
して回転

アンカーポイントの
位置が移動

アンカーポイントを基準に、
コーナーポイントをドラッグ
して回転

変形 > 時計回りに 45 度回転をクリックし、選択オブジェクトを時計回りに 45 度
回転させます。

変形 > 反時計回りに 45 度回転をクリックし、選択オブジェクトを反時計回りに
45 度回転させます。

変形 > 回転を使用し、正確な数値を指定して選択オブジェクトを回転させま
す。
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 正確な数値を指定して回転させるには回転を選択し、等長、角度を入力して Enter を押

します。

基準線でオブジェクトを回転する

基準線を軸にポイントでセットツールは、基準点で選択したオブジェクトを回転させる
ことができます。この方法はアンカーポイントを基準にオブジェクトを複製して回転し
たい場合に便利です ( 例：花びら )。

基準線でオブジェクトを回転するには

1 回転するオブジェクトを選択します。

2 変形 > 基準線を軸にポイントでセットを選択します。

3 プロンプトラインに従います。

 初の基準点をクリックします。これが回転のアンカーポイントになります。

 2 つ目の基準点をクリックします。アウトラインがポインタに付いて表示されます。

 あるいはラインの角度を 15 度ごとに制御するには、Ctrl を使用します。

 アンカーポイントをクリックします。ポインタが第 2 基準点に合わされます。

 希望の回転位置でガイドポイントをクリックします。正確に配置したい場合はス

タータスバーの座標を使います。

基準線と指定した角度でオブジェクトを回転する

変形ツールを使用して、基準線と数字による数値の組み合わせで選択オブジェクトを変
形する方法もあります。この方法を使用すると、選択したオブジェクトが正確に回転で
きます。

基準線と指定した角度でオブジェクトを回転するには

1 回転させたいオブジェクトを選択します。

2 オブジェクト、またはデザインで基準点となる 2 点を決定します。この基準線は重要な

ラインです（例：仕上がりのデザインに対し完璧に水平、あるいは垂直）。

変形 > 基準線を軸にポイントでセットを使用し、選択したオブジェクトを基準点
を使用して変形します。

ポインタを移動

変形 > 基準線を軸に数値でセットを使用し、基準点と数値で選択オブジェクトを
変換します。
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3 変形 > 基準線を軸に数値でセットを選択します。

4 角度チェックボックスを選択し、基準船の回転角度を入力します。

例えば水平軸に配置されるようイメージを回転させるには、0 度と入力します。角度
フィールドでは 0 から ±180 度を使用できます。

5 OK をクリックします。

6 基準線の開始 / 終了点をクリックしてマークします。

ラインの角度を 15 度ごとに制御するには、Ctrl を使用します。あるいは水平軸を基
準に初期値でオブジェクトを回転したい場合は、Enter を 2 回押します。

オブジェクトを傾斜させる

オブジェクトを直接画面上で回転させたり、正確な回転角度を指定して回転させること
ができます。

オブジェクトを傾けるには

1 傾斜させたいオブジェクトを選択します。

角度を選択
回転角度を
絶対値で入力

回転角度を選択
（例：0 度）

基準線がダイログで
指定された角度に設定される

オブジェクトの下側に沿って、
基準線をデジタイズ

変形 > 傾けるを使用し、正確な数値を指定し（角度）選択オブジェクトを傾
斜させる。
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2 オブジェクトをもう 1 度クリックします。傾斜ハンドルは、オブジェクトの上下の真ん

中に表示されるダイヤ型のハンドルです。

3 ハンドルを右または左にドラッグします。

参考　正確な度数で傾けるには、変形ツールバーの傾けるフィールドで正確な角度を
記入し、Enter を押します。

オブジェクトを反転する

ファッションやテキスタイルデザインは、デザイン項目を反転して作成されることが頻
繁にあります。EmbroideryStudio では変形ツールバーを使用して、オブジェクトを水平
方向にも垂直方向にも反転できます。指定した基準線を軸にして、オブジェクトを反転
することもできます。

参考　ミラーマージツールを使用すれば、選択した刺繍オブジェクトの複製や変形を自
動的に行うことができ、また単一オブジェクトに合成することもできます。この機能は
ファッションやテキスタイルデザインを作成するのによく使用されます。詳細は選択を
反転するをご覧ください。

オブジェクトを縦方向 & 横方向に反転する

もう一度
クリック

アンカーポイント

傾斜ハンドル

回転ハンドル

傾斜ハンドルを右、
または左にドラッグ

変形 > 横反転を使用し、選択したオブジェクトを横方向に反転します。

変形 > 縦反転をクリックし、選択したオブジェクトを縦方向に反転します。
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反転ツールを使用して、選択オブジェクトを水平方向にも垂直方向にも反転できます。
反転したいオブジェクトを選択し、反転アイコンをクリックします。反転操作には
ショートカットキーを使用することができます。

関連項目

 複数の反転を作成する

軸を基準にオブジェクトを反転する

基準線を軸に反転を使用し、基準点を軸にオブジェクトを反転させます。

軸を基準にオブジェクトを反転するには

1 反転させたいオブジェクトを選択します。

2 基準線を軸に反転アイコンを選択するか、編集 > 変形 > 基準線を軸に反転を選択しま

す。

3 クリックで反転の軸となる基準点を 2 つマークします。

参考　ラインの角度を 15 度ごとに制御するには、Ctrl を使用します。

縦に反転両軸方向に反転

オブジェクトの基の位置横に反転

変形 > 基準線を軸に反転を使用し、オブジェクトを基準線で定義した軸を中心に
反転します。

反転後

オブジェクトの基の位置
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第 20 章

オブジェクトを変形する

EmbroideryStudio では、複合オブジェクトや合成されたオブジェクトの切り取り、分割、
分解など刺繍オブジェクトの変形が簡単に行えます。オブジェクト変形はアウトライン
形状を変更するのと同様、ステッチ角度の追加や変更が可能で、刺繍オブジェクトにユ
ニークな効果を与えることができます。またマニュアルでデジタイズする場合や刺繍オ
ブジェクトの順序変更を行う際に重要となる、各刺繍オブジェクトの開始と終了点を変
更する事ができます。

刺繍オブジェクトを変形する

デジタイズした入力ポイントは、コントロールポイントとなります。ほとんどのコント
ロールポイントは追加、削除、移動が可能で、コーナーポイントとカーブポイントは入
れ替えることもできます。開始や終了点のようなコントロールポイントは削除すること
ができません。

コントロールポイントを表示する

コーナー変形ノード

終了点

カーブ変形ノード

開始点

ステッチ角度

制御ハンドル

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、選択オブジェクトの変形、ス
テッチ角度の編集、開始 / 終了点の調整を行います。

変形ビュー > 変形ノードを表示を使用し、選択オブジェクトの変形ノードの表示
をオン / オフにします。

変形ビュー > ベジェハンドルを表示を使用し、選択オブジェクトのベジェ曲線制
御ハンドルをオン / オフにします。
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オブジェクトの変形ツールは EmbroideryStudio の重要なツールです。オブジェクトの形
状、ステッチ角度、開始と終了点を編集したい時に使用します。

コントロールポイントを表示するには

 オブジェクトを選択し、オブジェクト変形をクリックします。変形ビューツールバー

と共にコントロールポイントが表示されます。

参考　ほとんどのコントロールポイントは追加、削除、移動が可能で、コーナーポイ
ントとカーブポイントは入れ替えることもできます。開始点と終了点は削除できませ
ん。

 変形ビューツールバーでコントロールポイントを選択的に表示することができます。

 変形ノードを表示:ショートカットキーAlt+Nでオン /オフを切り替えます。詳細は

変形ノードでオブジェクトを変形するをご覧ください。

 ベジェハンドルを表示 : 詳細はベジェ曲線コントロールでオブジェクトを変形する

をご覧ください。変形オプションを設定するも併せてご覧ください。

 ステッチ角度を表示:ショートカットキーAlt+Aでオン /オフを切り替えます。詳細

はステッチ角度を調整するをご覧ください。

 開始点 / 終了点を表示 :詳細は開始＆終了点を調整するをご覧ください。

変形ビュー > ステッチ角度を表示を使用し、選択オブジェクトのステッチ角度の
表示をオン / オフにします。

変形ビュー > 開始 / 終了点を表示を使用し、選択したオブジェクトの開始点（緑
のダイアモンド）と終了点 ( 赤の十字）の表示をオン / オフにします。

ベジェ曲線制御
ハンドル

カーブ変形ノード

開始点

ステッチ角度
ポイント

ステッチ角度ライン

コーナー変形ノード

終了点

変形ノードを表示 ステッチ角度を表示 開始点 / 終了点表示ベジェハンドルを表示
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 次の、または一つ前のオブジェクトを表示するには、Tab または Shift+Tab を押します。

オブジェクトへの変更は確定されます。

関連項目

 変形ノードでオブジェクトを変形する

 ベジェ曲線コントロールでオブジェクトを変形する

 変形オプションを設定する

 ステッチ角度を調整する

 カーブを滑らかにする

変形ノードでオブジェクトを変形する

オブジェクト変形ツールを使用して、オブジェクトの形状を変更します。

変形ノードでオブジェクトを変形するには

 オブジェクトを選択し、オブジェクト変形をクリックします。変形ビューツールバー

と共にコントロールポイントが表示されます。

 変形ノードを表示をオンにし、その他のアイコンをオフにします。

 必要に応じてノードを追加します。

 左クリックでコーナーノードを追加します。

 右クリックでカーブノードを追加します。

 下記の方法で変形ノードを選択します。

Shift+ タブ タブ

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、コントロールポイントで選択
したオブジェクトを変形します。

変形ビュー > 変形ノードを表示を使用し、オブジェクト変形ツールを使用する際
の変形ノード表示を切り替えます。

右クリック

左クリック
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 ノードを一つクリックします。

 ノードの範囲の周りにクリック & ドラッグで囲み枠をひきます。

 Ctrl または Shift キーで複数のノードを選択します。閉じた形状のオブジェクトを

左クリックまたは右クリックすると、選択範囲の方向を逆転できます。

 変形ノードの位置はアウトラインに沿ってドラッグして調整します。

参考　矢印キーで選択したノードを少しずつ動かすことができます。

 Delete で不要なノードを削除します。

 スペースバーを押し、コーナーとカーブノードを切り替えることができます。

 Esc を押し、変更を破棄します。再度 Esc 押し、変形モードを終了します。

メモ　ステッチ角度を調整したり、開始 / 終了点を変更することもできます。

複数のノードを選択する
には、Ctrl を押しながら

選択

選択したいノードの範囲を
ドラッグして
囲み枠で囲む

また

Shift を押しながら、
右または左クリックで
ノードの範囲を選択

変形ノードを
ドラッグする

変形ノードを削除する
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関連項目

 ベジェ曲線コントロールでオブジェクトを変形する

 変形オプションを設定する

 ステッチ角度を調整する

ベジェ曲線コントロールでオブジェクトを変形する

EmbroideryStudio はノードとコントロールポイントを維持したままベクターグラフィッ
クを変換します。CorelDRAW(R)Graphics Suite はベジェ曲線を使用します。Wilcom デコ
レーションでは変形ノードやベジェ曲線コントロールポイントで作業することができま
す。

ベジェ曲線コントロールでオブジェクトを変形するには

1 オブジェクトを選択し、オブジェクト変形をクリックします。変形ビューツールバー

と共にコントロールポイントが表示されます。

2 変形ノードを表示をベジェハンドルを表示と共にオンにします。

3 オブジェクトの変形には 2 つの方法があります。

 変形ノードのカーブを変形するには、制御ハンドルをドラックします。

 変形ノードの位置はアウトラインに沿ってドラッグして調整します。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、コントロールポイントで選択
したオブジェクトを変形します。

変形ビュー > 変形ノードを表示を使用し、オブジェクト変形ツールを使用する際
の変形ノード表示を切り替えます。

変形ビュー > ベジェハンドルを表示を使用し、オブジェクト変形ツールを使用す
る際のベジェ曲線コントロールハンドルの表示を切り替えます。

ベジェ曲線制御
ハンドル

カーブを変形するには、
制御ハンドルをドラッグ

カーブポイント

オリジナルカーブ ベジェカーブ 従来型カーブ
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メモ　一般的にベジェノードのドラッグは、カーブの形をより正確に保つことができ
ます。

4 マウスを離すか Enter を押して終了します。こちらもシステム設定によりますが、ス

テッチは変形ノードが移動または Enter が押された後に生成されます。

参考　スペースバーを押し、変形ノードのコーナーとカーブの切り替えができます。

関連項目

 変形オプションを設定する

コラム C オブジェクトを変形する

コラム C オブジェクトの変形方法は、他の刺繍オブジェクトと少し異なります。

 オブジェクトの変形ツールがアクティブの場合、変形ハンドルをドラッグしてオブ

ジェクトの幅をコントロールします。

 Alt を押し下げてドラッグし、オフセットを調整します。

 Shift を押し下げてドラッグし、角度を調整します。

関連項目

 コラム形状をデジタイズする

 角度 & 方向を設定する

 ルーラー & ガイドを調整する

スター & リングを変形する

スターやリングツールで作成したオブジェクトは、初期コントロールポイントのみを使
用して変形します。

スターオブジェクトを変形する

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、選択したオブジェクトにス
テッチ角度を追加します。

Shift または Alt キーを
押し下げ、コラム C の

変形操作をコントロール

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、サークル / スターオブジェク
トを変形します。
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オブジェクト変形ツールでサークル / スターオブジェクトを円形から楕円形に変形しま
す。

スターオブジェクトを変形するには

 オブジェクトを選択し、オブジェクト変形をクリックします。サークル / スターオブ

ジェクトには変形ノードが 2 つ（半径と方向の変更に使用）、中心点（移動に使用）と
開始点があります。

 変形ノードでオブジェクトの半径、方向、位置を変更します。

参考　サークルオブジェクトのステッチ角度は、開始点を移動させて変更します。

 Enter を押します。

参考　サークルを楕円形にせずに拡大 / 縮小するには、オブジェクト選択ツールで選
択して選択ハンドルを使用します。

関連項目

 スター & リングをデジタイズする

リングオブジェクトを変形する

開始点

変形ノードセンター
ポイント

ステッチ角度

90 度

変形ノードを
クリック＆ドラッグ

ENTER を押す

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、リングオブジェクトを変形し
ます。



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 407

オブジェクトの変形ツールで、リングオブジェクトの内側と外側の輪郭を変形できます。

リングオブジェクトを変形するには

 オブジェクトを選択し、オブジェクト変形をクリックします。

 変形ノードでオブジェクトの半径、方向、位置を変更します。

 変形ノードで境界線をオフセットにします。初めはセンターポイントは互いに重なり

合っているので、画面上では見えません。

関連項目

 スター & リングをデジタイズする

枠を適用する

開始点

変形ノードセンターポイントが
見えない場合がある

ENTER を押す変形ノードを
クリック＆ドラッグ

ENTER を押す
センターポイントを
クリック＆ドラッグ

枠ツール > ブリッジ枠を適用し、オブジェクトをオブジェクトを膨張 / アーチ状
にします。



第 20 章   オブジェクトを変形する 408

枠で囲むには、ブリッジ、ペナント、遠近法とダイヤの 4 種類の効果があります。この
効果は一般的にレタリングオブジェクトに適用されますが、その他の刺繍オブジェクト
にも使用できます。

枠を適用するには

1 変形したいレタリングオブジェクトを選択します。枠を複数オブジェクトに適用する

には、 初にそれらをグループ化し、それから枠を適用します。

2 編集 > 枠で囲むを選択します。

3 下記の中から枠のタイプを選択します。

枠のアウトラインの周りに形付けハンドルが表示されます。

4 ハンドルを上下にドラッグし、オブジェクトを変形します。

枠ツール > ペナント枠を適用し、オブジェクトを圧縮させます。

枠ツール > 遠近枠を適用し、オブジェクトを伸縮させます。

枠ツール > ダイアモンド枠を適用し、オブジェクトを膨張 / 圧縮させます。

枠を選択

ブリッジ ペナント 遠近法 ダイヤ

ブリッジの
変形ハンドル
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 2 つのハンドルを反対方向に動かすには、Shift キーを押しながらハンドルをドラッ

グします。

 同じ方向にハンドルを動かすには、Ctrl キーを押しながらハンドルをドラッグしま

す。

5 Esc を押して終了します。

関連項目

 レタリングアートで特殊な効果を作成する

SHIFT+ ドラッグ

CTRL+ ドラッグ
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オブジェクトの切り取り、分割、分解

EmbroideryStudio はモノグラム、アップリケ、レタリング等のブランチングされたオブ
ジェクトを構成要素に分解します。マニュアルオブジェクトは選択をアウトラインオブ
ジェクトに変換できるよう、ステッチの処理で分解することもできます。

ブランチングされたオブジェクトを分解する

分解ツールはモノグラム、アップリケ、レタリング等の複合オブジェクトを分解するこ
とができます。これらのオブジェクトでの効果はグループ解除に似ています。

メモ　古いバージョンのソフトウェアに保存した場合、モノグラム、アップリケ、レタ
リング、ブラックワークランニングは、初期設定の分解方法になります。

複合オブジェクトを分解するには

1 分解したいオブジェクトを選択します（例：ブランチングされたオブジェクト、アッ

プリケ、モノグラムやレタリングなど）。

2 分解アイコンをクリックするか、またはアレンジ > 分解を選択します。

編集ツール > 分解を使用し、オブジェクト（モノグラム、アップリケ、レタリン
グなど）を構成要素オブジェクトにに分解します。
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ブランチングされたオブジェクトは、構成要素オブジェクトに分解されます。

参考　モノグラムボーダーのステッチ順序を変更する場合など、個々のオブジェクト
を変更するにはカラーオブジェクトリストでオブジェクトのグループ解除と順序変更
を行います。

参考　レタリングオブジェクトに分解機能を適用すると、レタリングオブジェクトの
特性を保ちつつ、理にかなったステッチ順序で分解します。

関連項目

 オブジェクトを分割する

 レタリングを分解する

マニュアルで形状をカットする

ナイフツールは、埋め縫い形状を小さな断片にマニュアルでカットするのに使用します。
ナイフツールは一時的にカットラインをデジタイズできるというオブジェクト分割と分
解ツールに勝る利点があります。カットしたオブジェクトは形状に適したステッチ（平
行またはターンするステッチ）で生成されます。またこのツールで埋め縫い可能なベク
ターオブジェクトと刺繍オブジェクト両方をカットできます。ランニングオブジェクト
もナイフツールでカットすることができます。

ナイフツールには 2 つの操作モードがあります。

 何も選択していない状態では、ナイフの下にあるすべてのオブジェクトがカットされ

ます。

 オブジェクトを選択した状態では、選択内のオブジェクトのみカットされます。

編集ツール > ナイフを使用し、ステッチ設定と色を維持しながら、デジタイズラ
インに沿ってオブジェクトをカットします。



第 20 章   オブジェクトを変形する 412

マニュアルで形状をカットするには

1 カットしたいオブジェクト（複数可）を選択します。

2 ナイフツールをクリックします。カーソルがナイフアイコンに変化します。

3 切り取りラインをデジタイズします。コーナーポイントには左クリック、カーブポイ

ントには右クリックを使い、Enter を押します。

4 オブジェクト変形ツールでオブジェクトのオーバーラップを調整します。

メモ　EmbroideryStudio 初期設定では、断片オブジェクトは基のオブジェクトの開始
点と終了点を維持して 近のポイントで並び替えられます。オプション > アウトライ
ン編集ダイアログでは、断片オブジェクトのその他の取扱方法を選択することができ
ます。

不自然なステッチ角度になるのを避ける為、
オブジェクトはこの段階でカットする

ソースオブジェクトは、
隣接している 2 つの
オブジェクトに分けらる

ナイフツールの
動作を調整
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メモ　レタリングオブジェクトをカット用に選択すると、オブジェクトは赤紫色の太
いアウトラインでハイライトされます。TrueType フォントを刺繍に変換するも併せて
ご覧ください。

関連項目

 ベクター & 刺繍オブジェクトを分解する

 オブジェクトを形付ける

 変形オプションを設定する

 変形ノードでオブジェクトを変形する

形状を自動的にカットする

オートナイフツールは、ベクターイメージのセミオートのデジタイズを行う際に役立ち
ます。オブジェクトにはっきりとした境界線がある場合は自動的にそこで寸断し、ス
テッチを生成します。オートナイフは複合埋め縫いと複合ターニング刺繍オブジェクト
でも使用することができます。

レタリングオブジェクトが
カット用にハイライトされる

編集ツール > オートナイフを使用し、複合埋め縫いと複合ターニング刺繍オブ
ジェクトをオーバーラップのある小さなオブジェクトに自動的にスライスしま
す。
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形状を自動的にカットするには

1 カットしたいオブジェクト（複数可）を選択します。

2 オートナイフアイコンをクリックします。

EmbroideryStudio は選択オブジェクトを自動的にカットし、不要な断片部分を切り捨
てます。

それぞれのソースオブジェクトで EmbroideryStudio は：

 ターニングステッチオブジェクトとシングル角度オブジェクトを適切な場所に作成

します。

 オブジェクトの接合部分で、オーバーラップを作成します。

 隣接オブジェクトをブランチングします。

関連項目

 自動ブランチングでつなぎ糸を 小限にする

 ブランチングされたオブジェクトを分解する

オブジェクトを形付ける

重なったベクターや刺繍オブジェクトでの作業中は形付けツールを活用し、合成、切り
取り、分割ができます。形付けされたすべての刺繍オブジェクトは、複合埋め縫いまた
は複合ターニングに変換されますが、ベクターオブジェクトは刺繍オブジェクトと組み
合わせない限りは、ベクターオブジェクトの状態のままで他に変換されません。基のオ

不自然なステッチ角度になるのを避ける為、
オブジェクトはこの段階でカットする

断片オブジェクト同士の接合点で、
オーバーラップを作成
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ブジェクトを保持するオプションや、平易化や分割操作して出来たオブジェクトに重な
り部分を追加するオプションもあります。

形付けツールの機能早見表

元の状態 適用するツール 結果 詳細

結合

複数の選択オブジェクトを単一のオ
ブジェクトに結合。結合したオブ
ジェクトは一番上のオブジェクトの
プロパティ (ステッチの色やタイプ
など )を持つ。

平易化
各選択オブジェクトに対し、単独の
部分のみが残される。重なった部分
はすべて取り除かれる。

重なり部
すべての選択オブジェクトに対し、
共有の部分のみが残される。重なり
がない部分はすべて取り除かれる。

絞り出し

選択オブジェクトの中で重なりが 2
層（偶数）の部分が取り除かれる。
一番上のオブジェクトから取り除か
れる。
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ベクターと刺繍オブジェクトを合成する

結合や属性結合ツールを使用して、選択オブジェクトを結合します。

ベクターと刺繍オブジェクトを合成するには

 形付けしたいベクターまたは刺繍オブジェクトを選択します。

 結合を使用し、重なりのあるオブジェクトを重なりのない単一のオブジェクトに合成

します。

前 - 後ろ
一番上のオブジェクトのみが残さ
れ、他の選択オブジェクトと重なり
合う部分はすべて取り除かれる。

後ろ - 前
一番下のオブジェクトのみが残さ
れ、他の選択オブジェクトと重なり
合う部分はすべて取り除かれる。

分解
重なりのある所でオブジェクトが分
割される。隠れている部分は取り除
かれる。

属性結合

選択オブジェクトの中で重なりが 2
層（偶数）の部分が取り除かれる。
一番上のオブジェクトから取り除か
れる。作成された各オブジェクトは
一番上のオブジェクトのプロパティ
(ステッチの色やタイプなど ) を持
つ。

元の状態 適用するツール 結果 詳細

形付けツール > 結合を使用し、重なりのあるオブジェクトを単一の「平易化」さ
れたオブジェクトに合成します。

形付けツール > 属性結合を使用し、重なり合うオブジェクトのプロパティを合成
し、重なった部分を切り取ります。

花びらに結合を
適用
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 対照的な形状の半分だけをデジタイズし、複製して反転した後に、2 つの形状に「結

合」を適用します。

 属性結合を使用し、刺繍オブジェクトを一番上にあるオブジェクトのプロパティ（ス

テッチの色やタイプなど）を共有する、複数のオブジェクトに変換します。

ドローイングツールを入力方法として使用する場合、属性結合はベクターオブジェク
トを単一の複合形状に変換します。

参考　オブジェクトの間にドローイングで線を引き、オブジェクトを半分に切り、分
割を適用します。閉じた形状を作成するには属性結合を、2 つのオブジェクトを結合
させるには結合を適用します。

ベクター & 刺繍オブジェクトを切り取る

「結合」
適用

花びらに
属性結合を適用

花びらに
属性結合を適用

オブジェクトに
「結合 + ランニング + 属性結合」
を適用

オブジェクトに
「結合 + ランニング」
を適用

「分割」適用

形付けツール > 重なり部を使用し、すべての選択オブジェクトが重なり合ってい
る部分だけを残して切り取ります。

形付けツール > 絞り出しを使用し、オブジェクトの重なり合う部分を切り取り、
それぞれのプロパティを維持します。
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重なり部、絞り出し、前－後ろ、後ろ－前ツールを使用して、選択オブジェクトを切り
取ります。

ベクターと刺繍オブジェクトを切り取るには

 形付けしたいベクターまたは刺繍オブジェクトを選択します。

 重なり部を使用し、すべての選択オブジェクトが重なっている部分だけを残して切り

取ります。

 絞り出しを使用し、それぞれのプロパティを維持したまま、オブジェクトの重なり合

う部分を切り取ります。これで得られる結果は「属性結合」に似ていますが、オブ
ジェクトのプロパティは合成されません。

参考　絞り出しを使用して、複合埋め縫いオブジェクトに穴を切り抜きます。

 前－後ろをクリックして、オブジェクトが重なっている部分を切り取り、一番上のオ

ブジェクトの重なりのない部分のみを残します。

形付けツール > 前－後ろを使用して、オブジェクトが重なっている部分を切り取
り、一番上のオブジェクトの重なりのない部分のみを残します。

形付けツール > 後ろ－前を使用して、オブジェクトが重なっている部分を切り取
り、一番下のオブジェクトの重なりのない部分のみを残します。

「重なり部」
適用

花びらに絞り出し
を適用

「前 -後ろ」
適用
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 後ろ－前を使用して、オブジェクトが重なっている部分を切り取り、一番下のオブ

ジェクトの重なりのない部分のみを残します。

参考　オーバーラップ自動削除機能では、形状を変更せずに下に重なるステッチを取
り除くことができます。

関連項目

 下側のステッチを取り除く

ベクター & 刺繍オブジェクトを分解する

平易化や分割ツールを使用して、選択オブジェクトを分解します。オリジナルの形状の
アウトラインは維持されます。重なり設定では、平易化や分割などの形付け操作で作成
したオブジェクトに重なり部分を追加できます。

ベクターと刺繍オブジェクトを分割するには

 形付けをしたいベクター、または刺繍オブジェクトを選択します。

 平易化をクリックして、オリジナルのオブジェクトを残したまま、重なりの部分を切

り取ります。

「後ろ - 前」
適用

形付けツール > オーバーラップを使用し、平易化または分解操作で発生し
たオブジェクトのオーバーラップを調整します。

形付けツール > 平易化を使用し、オリジナルのオブジェクトを保持しつつすべて
のオーバーラップを切り取ります。

形付けツール > 分解を使用し、選択オブジェクトを他の選択オブジェクトと交わ
る場所で隣接する別々のオブジェクトに分解します。

「平易化」
適用
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 分割をクリックして、選択オブジェクトを個別の隣接するオブジェクトに分割します。

重なりの部分がすべて、個々のオブジェクトになります。

 重なり機能を使用し、平易化や分割などの形付け操作で作成したオブジェクトに重な

り部分を追加できます。

オーバーラップ範囲は 0.00 から 5.00mm で 0.01mm 刻みとなっています。初期設定の
オーバーラップは 0.50 mm です。

ステッチ順序で 3 番目のオブジェクトの輪郭は、他の 2 つのオブジェクトの層に触れ
る部分まで延長されます。以下、同様に割り当てられていきます。

オリジナルのオブジェクトを保存する

基のオブジェクトを残すは他のすべての形付けツールの動作に影響する、切り替えス
イッチです。これがアクティブになっている間は、形付け操作されている選択されたす

「分割」を適用
（花びらのみ）

平易化 :0.00mm 平易化 :2.00mmソースオブジェクト

平易化 :2.00mm平易化 :0.00mmソースオブジェクト

形付けツール > 基のオブジェクトを残すを使用し、形付けの後に基のオブジェク
トを保持します。
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べてのソースオブジェクトは保持されます。操作の結果作成されるオブジェクトは、ス
テッチ順序の 後のソースオブジェクトの後に挿入されます。
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第 21 章

ステッチとマシン機能

EmbroideryStudio ではステッチはデザインのアウトライン
やプロパティから自動的に生成されます。これはステッチ
の糸間隔や質を変更することなく、デザインの拡大 / 縮小
や変形、アウトライン編集ができることを意味しています。
EmbroideryStudio ではステッチを個々に編集することもで
きます。アウトラインデータを含まないステッチファイル
で作業している際に編集が必要になる場合があります。

マシン機能はステッチと同様にオブジェクトをデジタイズ
したり、オブジェクトプロパティの特定をする度に自動的
に挿入されます。これらの機能は刺繍オブジェクトと共に
保存され、刺繍オブジェクトが変更されると更新されます。
EmbroideryStudio ではマシン機能を手動で挿入することもできます。デザインはほとん
どのマシンタイプに適合することができます。詳細はマシンファイルを扱うをご覧くだ
さい。

場合によってはステッチを一つづつデジタイズしたい事もあるでしょう。挿入は慎重に
行いましょう。

またマニュアルステッチはマシン機能と使用して、ボーリングの穴を作成することがで
きます。生地に穴が切り取られ、レースに似た効果を生み出します。

ステッチを選択する & 編集する

ステッチ編集ツールは個々のステッチまたはステッチのグループを、直接またはステッ
チリストから選択することができます。

注意　ステッチを手動で挿入する場合、ステッチは手動で維持しなくてはいけません。
その為、ステッチは自動で追加できない場合のみ手動で挿入しましょう。

針落ちポイントでステッチを選択する

ステッチ編集モードで個々のステッチを選択します。

針落ちポイントでステッチを選択するには

 ステッチ編集アイコンをクリックして、編集したいエリアにズームインします。

 針落ちポイントを表示をクリックします。

ステッチ > ステッチ編集を使用し、個々のステッチを選択し編集します。

表示 > 針落ちポイント表示をクリックし、デザインの針落ちポイントの表示 / 非
表示を切り替えます。
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 針落ちポイントをクリックします。

 便利なキーボードのショートカットが使用できます。

 一定の範囲を選択したい場合は、Shift を押しながら選択します。

 複数のステッチを選択するには、Ctrl を押しながら選択します。

 またはステッチの周りに囲み枠をドラッグします。

 以下の方法でステッチの選択を解きます。

 Esc を押します。

 編集 > すべて選択取消を選択します。

参考　選択オン / オフを使用するとステッチを移動しながら選択できます。

関連項目

 移動しながらステッチを選択する

ステッチリストでステッチを選択する

ステッチはステッチリストで個々に表示し、選択することができます。

ステッチリストでステッチを選択するには

 ステッチリストアイコンをクリックします。

選択した
ステッチ

Shift を押し下げて、
ステッチの範囲を |

選択

囲み選択

ステッチが選択される

ドッカー > ステッチリストを使用し、ステッチリストの表示をオン / オフにしま
す。またステッチリストで個々のステッチの選択できます｡
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ステッチリストが表示されます。このリストではステッチの座標とジャンプなどの機
能情報が表示されます。また各ステッチの長さも表示されます。

 右クリックでポップアップメニューオプションにアクセスします。表示テキストに黒

のテキストを選択したり、マルチカラーテキストを選択しステッチカラーに関連した
色に変更することも可能です。

 ステッチをクリックして選択します。ステッチリストで選択したステッチは、デザイ

ンウィンドウでも選択されます。その逆も同様の結果となります。

 便利なキーボードのショートカットが使用できます。

 一定の範囲を選択したい場合は、Shift を押しながら選択します。

 複数のステッチを選択するには、Ctrl を押しながら選択します。

関連項目

 ステッチ & 機能をフィルターにかける

移動しながらステッチを選択する

ステッチリストでは座標位置、
機能に関する情報、個々のステッチの
長さが表示される

ステッチリストのテキストと
背景色を変更

選択した
ステッチ

ステッチ > ステッチ編集を使用し、個々のステッチを選択し編集します。

ステッチ > 選択オン / オフを選択し、デザインを移動しながら一定範囲のステッ
チを選択します。



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 425

選択オン / オフをオンにすると、デザインを移動しながら一定範囲のステッチを選択す
ることができます。このコマンドはステッチを移動しながら選択範囲にステッチを追加
します。

移動しながらステッチを選択するには

 ステッチ編集アイコンをクリックします。

 編集したいエリアにズームインし、針落ちポイントをクリックします。

 ステッチ > 選択オン / オフまたは Q を押します。

 デザインを矢印キーまたは移動ツールを使って移動します。移動していくにつれて、

ステッチが選択されていきます。

 再度 Q を押し、ステッチ選択をオフにします。

関連項目

 デザイン間を移動する

ステッチを挿入する

オブジェクトにステッチを挿入して、隙間を埋めます。挿入したステッチはオブジェク
トの一部とみなされますが、オブジェクトのステッチが再生成された場合、挿入したス
テッチは失われます。ステッチは一つ一つ編集するのではなく、可能な限りオブジェク
トプロパティで編集しましょう。ステッチの糸間隔を詰めるには、ステッチを挿入する
のではなくステッチの間隔を減らします。

ステッチを挿入するには

1 ステッチ編集アイコンをクリックして、編集したいエリアにズームインします。

2 針落ちポイントを選択します。

3 新しくステッチを挿入したい位置にマウスのポインタを移動し、右クリックします。

初のステッチへ移動

10 ステッチ移動ツールを使用中

ステッチ > ステッチ編集を使用し、オブジェクトにステッチを挿入します。

右クリック
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メモ　ステッチの挿入はマニュアル入力方法でステッチを作成するのとは異なります。
このツールでは独自のプロパティとつなぎ糸を持った別のオブジェクトが作成されま
す。

関連項目

 個々のステッチをデジタイズする

ステッチを編集する

ステッチの移動や削除は、個々にでもグループごとにでも行うことができます。

ステッチを編集するには

 ステッチ編集アイコンをクリックして、編集したいエリアにズームインします。

 ステッチを選択して、それらを新規の位置までドラッグします。

 ステッチを選択し Delete を押します。

ステッチ > ステッチ編集を使用し、個々のステッチを選択し移動します。

ドッカー > ステッチリストを使用し、ステッチリストの表示をオン / オフにしま
す。個々のステッチの座標を編集するのに使用します｡

新規の位置に選択した
ステッチをドラッグ

シャドー
アウトライン

ステッチを
選択

Delete
を押す
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 ステッチリストを開き、編集したいステッチ座標をダブルクリックします。

 X と Y フィールドに新しいステッチ座標を入力し、Enter を押します。ステッチの終了点

の場所が変更します。

注意　オブジェクトのステッチが何かの作業に伴い再生成される場合は、すべてのス
テッチとマシン機能の編集が失われます。個々のステッチを編集するよりも、可能な
限りオブジェクトの変形を行いましょう。

関連項目

 オブジェクトを変形する

 ステッチリストでステッチを選択する

オブジェクトを分割する

オブジェクト分割コマンドでほとんどの刺繍オブジェクトを分解することができます。
ランニングオブジェクトも分割することができますが、複合埋め縫いと複合ターニング
オブジェクトを分割できません。

新しいステッチ座標
を入力

移動 > セグメントごとに移動を使用し、マーカー位置を次の / 前のセグメントに
移動させます。左 / 右クリックを使用します。

移動 >1 ステッチごとに移動を使用し、マーカー位置を 1 ステッチごとに前進 /
後進させます。左 / 右クリックを使用します。

ステッチ > オブジェクト分割を使用し、現在の針位置でオブジェクトを 2 つに分
割します。「ステッチごとに移動」機能と併用します。
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オブジェクトを分割するには

 セグメントごとに移動またはステッチごとに移動機能を選択し、オブジェクトを分割

したい位置に移動します。デザイン間を移動するも併せてご覧ください。

 ステッチ > オブジェクト分割を選択します。

参考　分割したマニュアルオブジェクトはステッチの処理 . でアウトラインオブジェ
クトに変換できます。

関連項目

 密度を調整する

 デザイン間を移動する

 ステッチをオブジェクトに変換する

マシン機能を編集する

ほとんどのマシン機能は、コマンドや特定のオブジェクトプロパティを選択した際に自
動的に挿入されます。これらの機能は刺繍オブジェクトと共に保存され、刺繍オブジェ
クトが変更されると更新されます。EmbroideryStudio ではマシン機能を手動でも挿入で
きます。現在のマシンフォーマットにより使用できる機能は異なります。一般的なタイ
プは以下で説明されています。詳細はマシンの説明書をご覧ください。マシンフォー
マットも併せてご覧ください。

注意　マニュアルオブジェクト以外（例：コラム A、複合埋め縫いなど）に手動で挿入し
たマシン機能は、手動で維持しなくてはなりません。何かの理由でオブジェクトのス
テッチが再生成すると、手動で挿入したマシン機能はステッチ順序の別の場所に移動す
る場合があります。その為、マシン機能を自動的に追加できない場合にのみ、機能をマ
ニュアルで挿入します。

マシン機能のタイプ

EmbroideryStudio では選択したマシンフォーマットにより、色替え、糸切り、ジャンプ、
マシンストップ、針のイン / アウト、ボーリング機能などを手動で挿入できます。

色替え機能

色替え機能はマシンにデザインの次の糸色を使用するように指示します。カラーパレッ
トから新規の色を選択する場合は、自動的に機能が挿入されます。詳細は刺繍糸を割り
当てるをご覧ください。

メモ　1 つのオブジェクトに複数色を使用する場合など、標準的な方法で色替えができな
い場合のみ、マニュアルの色替え機能を挿入する必要があります。

オブジェクトを
分割

分割したオブジェクト
部分を削除
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糸切り機能

糸切り機能はトリマー付きのマシンに次のオブジェクトに移動する前に糸の繋ぎを切り
取るよう指示します。つなぎ糸の数値を設定するか、糸切りツールを使用して糸切りを
自動的に挿入します。詳細は自動糸切りを調整すると糸切りを追加するをご覧ください。

余分に糸切りが必要な場合は、この機能を手動で挿入できます。

メモ　マシンにトリマーがない場合、糸切り機能は無視されます。マシンフォーマット
によって、糸切り機能はコードまたは連続したジャンプになります。詳細は糸切り機能
を設定するをご覧ください。

ストップ機能

ステッチ中に何らかの理由でマシンを停止させたい場合は、ステッチ順序に手動で「ス
トップ」機能を挿入する必要があります。

参考　ストップ機能は様々な理由で挿入されるので、マシンオペレーターがわかるよう
に製作ワークシートにストップの目的を記録しておきましょう。

ジャンプ機能

ジャンプ機能では針落ちを伴わないフレーム移動が生じます。これはデザインのある部
分から別の部分へ滑らかに移動するために使用されます。ジャンプ機能は様々な方法で
自動的に挿入することができます。

 オートジャンプを適用し、長いステッチを維持します。詳細は長いステッチを維持す

るをご覧ください。

 マニュアルアイコンを右クリックして、ジャンプを個々にデジタイズします。詳細は

個々のステッチをデジタイズするをご覧ください。

 つなぎ糸にジャンプを選択します。詳細はつなぎ糸にジャンプを使用するをご覧くだ

さい。

 針落ちを選択解除した状態で、ジャンプのつなぎ糸を手動でデジタイズして作成しま

す。詳細は針落ちオフでジャンプを追加するをご覧ください。

更にジャンプが必要な場合は、この機能を手動で挿入できます。

ジャンプの開始 / 終了機能

ジャンプの開始 / 終了（旧「針 In/Out」）機能は針を落とすかどうかをマシンに指示しま
す。針落ちツール（旧「針 In」）を使用して、これらの機能を手動で挿入できます。詳細
は針落ちオフでジャンプを追加するをご覧ください。

追加でジャンプの開始 / 終了機能が必要な場合は、手動でそれらを挿入できます。

メモ　通常の縫製を再開するようマシンに指示するには「ジャンプ終了」機能を挿入す
ることを忘れないでください。

ボーラーイン / アウト機能

ボーラー　イン / アウト機能はボーラーが設置されているマシンで利用できます。この
機能はマシンに針の代わりにボーリングナイフなどのツールを使用するように指示しま
す。ボーラーツール（旧「ボーラーイン」）を使用して、これらの機能を自動で挿入でき
ます。詳細はボーラー刺繍の穴をデジタイズするをご覧ください。

余分にボーラーイン / アウト機能が必要な場合、それらを手動で挿入できます。

シークインオン / オフ機能

シークインオン / オフ機能はシークインディスペンサーのあるマシンで利用できます。
シークインオン機能は通常マシンにシークインを配置する位置までシークインディスペ
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ンサーを下げるように指示を出します。これらの機能はシークインツールを使用してい
る際に自動的に挿入されます。詳細はシークインをデジタイズするをご覧ください。

更にシークインオンやシークインオフ機能が必要な場合、それらを手動で挿入できます。

特にシフリ機などマシンによってはシークイン出力機能のみを使用するものもあります。
これらの機能はマシンにシークインを生地に落とすように指示します。シフリ機では
シークインオン / オフ機能を必要としません。詳細は ES シフリユーザーマニュアル増補
版をご覧下さい。

マシン機能を手動で挿入する

機能挿入ダイアログでマシン機能を手動で挿入します。使用するマシンにより、機能は
現在のステッチに追加されるか、ノンデータステッチまたはノンデータジャンプに挿入
されます。マシンの中には機能のどちらかの横にノンデータステッチ / ジャンプを追加
する必要があるものもあります。詳細はマシンのマニュアルをご覧下さい。

注意　マシン機能をマニュアルで挿入する場合は、それらをマニュアルで維持しなけれ
ばなりません。その為、マシン機能を自動的に追加できない場合にのみ、マニュアル機
能を挿入します。

マシン機能を手動で挿入するには

 ステッチリストを開き、マシン機能を挿入したいステッチ順序位置をロケートします。

または移動機能を使い挿入ポイントをロケートします。プロンプトバーに機能名が表
示されます。

 ステッチを右クリックし、ポップアップメニューから機能挿入を選択します。

ドッカー > ステッチリストを使用し、ステッチリストの表示をオン / オフにしま
す。マシン機能を直接ステッチ順序に挿入する際に使用します。

機能 > 機能挿入をクリックし、現在のマーカー位置にマシン機能を挿入します。

機能挿入を選択
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または機能挿入アイコンをクリックするか、機能 > 機能挿入を選択します。

 利用できる機能リストから、挿入したい機能を選択します。現在のマシンフォーマッ

トにより、使用できる機能とオプションは異なります。

参考　マニュアル入力方法を使用し、右クリックしながら個々のジャンプ（ジャンプ
M) をデジタイズするとより速く、効率的です。オブジェクト全体をジャンプで構成し
たい場合は針落ちアイコンを選択解除します。

 挿入方法を選択します（選択可能な場合）。機能の中には現在のステッチに挿入する

か、ノンデータステッチに挿入するかを選択できるものもあります。

 追加でノンデータステッチまたはノンデータジャンプを挿入するには、構成要素

フィールドでどちらかを選択します。

マシンによっては選択機能の前または後ろに、追加でノンデータステッチまたはノン
データジャンプを挿入する必要がある場合があります（例：ストップ機能の前に、多
くのノンデータジャンプが必要）。詳細はマシンのマニュアルをご覧下さい。

 ボタンを使用して選択した機能の前 / 後ろに更に機能を挿入します。

選択した機能の前にノンデータステッチ / ジャンプを挿入したい場合は前に挿入をク
リックします。

 複数のノンデータステッチやノンデータジャンプを挿入するには追加をクリックしま

す。選択した機能が追加のノンデータステッチやノンデータジャンプと共にステッチ
順序パネルに表示されます。

選択したマシン
フォーマットに利用

できる機能から
選択する

選択機能の前後にノンデータ
ステッチが挿入される
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 OK をクリックして挿入します。選択した機能が追加のノンデータステッチやノンデー

タジャンプと共に、現在の針位置に追加されます。プロンプトバーに挿入した機能名
が表示されます。

関連項目

 テンプレートからデザインを作成する

 デザイン間を移動する

 ステッチリストでステッチを選択する

 針落ちオフでジャンプを追加する

マシン機能を手動で編集する

ノンデータステッチやノンデータジャンプの数や順序を変更することによって、マシン
機能のコードを編集できます。マシンの中にはそれらを正しく認識できるよう、機能と
組み合わせた特定数のノンデータステッチ / ジャンプを必要とするものがあります。機
能が正しく挿入されていない場合やマシン機能が変更された場合は、機能を編集する必
要がある場合があります。

メモ　自動的に挿入された機能も手動で挿入された機能も取り除くことができます。
EmbroideryStudio で追加した機能はオブジェクトが変更されたり、マシンフォーマット
が変更されると自動的にアップデートされます。手動で挿入したマシン機能は自動的に
削除されたりアップデートされません。一般的に手動で挿入した機能のみに編集が必要
になります。機能が不必要になった場合はデザインから手動で消去する必要があります。

選択した機能の前後に
ノンデータジャンプが挿入される

ドッカー > ステッチリストを使用し、ステッチリストの表示をオン / オフにしま
す。マシン機能のコードを編集したり、マシン機能を消去するのに使用します。

機能 > 機能消去をクリックし、現在のマーカー位置からマシン機能を削除しま
す。

機能 > 機能編集をクリックし、現在のマーカー位置のマシン機能を編集します
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マシン機能を手動で編集するには

 ステッチリストを開き、マシン機能を挿入したいステッチ順序位置をロケートします。

または移動機能を使い挿入ポイントをロケートします。プロンプトバーに機能名が表
示されます。

 機能を完全に消去するには、ポップアップメニューから機能消去を選択します。ス

テッチに 2 つ以上のマシン機能が含まれている場合（例：糸切りとほつれ止め（エン
ド））、機能消去を選択すると機能消去ダイアログが開きます。ここで消去したい機能
を選択することができます。

 機能を右クリックし、ポップアップメニューから機能編集を選択します。または機能

編集アイコンをクリックするか、機能 > 機能編集を選択します。ステッチ順序パネル
では、選択した機能の現在のフォーマットが表示されます。

 追加でノンデータステッチまたはノンデータジャンプを挿入するには、構成要素

フィールドでどちらかを選択します。

 ボタンを使用して選択した機能の前 / 後ろに更に機能を挿入します。選択した機能の前

にノンデータステッチ / ジャンプを挿入したい場合は前に挿入をクリックします。

選択したマシン機能
を編集

消去する機能を
選択

ノンデータステッチまたは
ノンデータジャンプを選択

マシン機能の前 / 後ろに
ノンデータステッチ / ジャンプを
挿入
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 複数のノンデータステッチやノンデータジャンプを挿入するには追加をクリックしま

す。

 ノンデータステッチまたはノンデータジャンプをステッチの順序から削除するには、

それを選択し削除をクリックします。

関連項目

 デザイン間を移動する

ステッチ & 機能をフィルターにかける

ステッチリストは編集時にステッチやマシン機能をロケートするのに役立ちます。ス
テッチリストにはステッチ数、ステッチの座標、ステッチ長、ステッチ機能、ステッチ
の色が表示されます。リストでステッチを選択すると、同時にデザインでもそのステッ
チが選択されます。

機能ごとにステッチを抽出する

ステッチリストにフィルターを適用して、特定の機能に関連したステッチのみをリスト
に表示できます。

機能ごとにステッチを抽出するには

1 ステッチリストを開きます。

ドッカー > ステッチリストを使用し、ステッチリストの表示をオン / オフにしま
す。特定の機能に関連するステッチを表示します。

機能表示
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2 ステッチを右クリックし、ポップアップメニューから機能表示を選択します。

3 表示したい機能を選択します。

参考　複数の機能を選択するには Ctrl または Shift キーを押しながらクリックしま
す。すべての機能タイプを表示するにはすべて選択をクリックします。

4 OK をクリックします。選択した機能のみがリストに表示されます。

参考　ステッチに使用する色でテキストを表示するには、ポップアップメニューから
マルチカラーテキストを選択します。

5 全ステッチを再び表示するにはステッチリスト内を右クリックして、ポップアップメ

ニューから全体表示を選択します。

関連項目

 ステッチリストでステッチを選択する

ステッチ長ごとステッチを抽出する

ステッチリストにフィルターを適用して、特定の長さのステッチのみをリストに表示で
きます。この機能の主な使用目的は短いステッチ（例：1.0mm 以下）など、制作の問題と
なるステッチを見つけることです。

表示する機能を
選択

選択した機能のみが
表示される

ドッカー > ステッチリストを使用し、ステッチリストの表示をオン / オフにしま
す。特定の長さのステッチだけを表示するのに使用します｡



第 21 章   ステッチとマシン機能 436

ステッチ長ごとにステッチを抽出するには

1 ステッチリストを開きます。

2 ステッチを右クリックし、ポップアップメニューからステッチ表示を選択します。ス

テッチ表示ダイアログが開きます。

3 表示したいステッチの長さの範囲を選択します。

4 OK をクリックします。選択したステッチのみがリストで表示されます。

参考　ステッチに使用する色でテキストを表示するには、ポップアップメニューから
マルチカラーテキストを選択します。

度合い 詳細

半径 実際のステッチ長に対応します。

X,Y 軸 縦方向と横方向のフレーム移動に対応します。

ステッチを表示

表示するステッチの
範囲を選択

選択したステッチのみ
表示される
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5 全ステッチを再び表示するにはステッチリスト内を右クリックして、ポップアップメ

ニューから全体表示を選択します。

関連項目

 ステッチリストでステッチを選択する

 小さなステッチを除去する

 長いステッチを維持する

マニュアルステッチをデジタイズする

場合によってはステッチを一つづつデジタイズしたい事もあるでしょう。このようなス
テッチは、例えば完成したデザインに詳細を追加するなど少しづつ使用することをお勧
めします。またマニュアルステッチはマシン機能と使用して、ボーリングの穴を作成す
ることができます。お使いのマシンがボーリングナイフまたは針を備えていればボー
ラーツールを使用し、選択したステッチタイプに関わらず針落ちをボーラーの穴に変え
ることができます。生地に穴が切り取られ、レースに似た効果を生み出します。

注意　マニュアルステッチはプロパティを持たないため、拡大 / 縮小や編集には向いて
いません。マニュアルステッチは慎重に使用しましょう。

個々のステッチをデジタイズする

マニュアル方法を使用して、ステッチを一針づつデジタイズします。マニュアルステッ
チは一針づつ入力することも、トリプルマニュアルを使用して 1 目に 3 針のステッチを
入力することができます。デジタイズしたマニュアルステッチは単一の刺繍オブジェク
トとなります。マニュアルステッチには一般プロパティとつなぎ糸プロパティのみがあ
ります。拡大 / 縮小や変形作業には向いていません。このステッチは、例えばデザイン
の 後にステッチをいくつか追加する時などに慎重に使用してください。

一針ごとにステッチをデジタイズするには

1 マニュアルまたはトリプルマニュアルをクリックします。

2 初のステッチをクリックして配置し、ステッチの終了する位置で再度配置します。

終了点は次のステッチの開始点となります。

3 マニュアルステッチオブジェクトが完了するまで、基準点を配置し続けます。

デジタイズ > マニュアルを使用し、マニュアルステッチを個々にデジタイズしま
す。

デジタイズ > トリプルマニュアルを使用し、トリプルマニュアルステッチをデジ
タイズします。

左マウスボタン
使用

1

2

3

4

5

6

7

8

9
11

10
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参考　長すぎるステッチは自動的にジャンプステッチに変換されますが、マニュアル
ステッチを右クリックでデジタイズすると、マニュアルでジャンプを生成できます。

関連項目

 つなぎ糸にジャンプを使用する

ボーラー刺繍の穴をデジタイズする

お使いのマシンでボーリングナイフや針が使用
できる場合、ボーラーツールを使用し生地に穴
をあけてレース地のような効果を作成すること
ができます。ボーラーを選択している場合、選
択したステッチタイプに関係なく、各針落ちポ
イントがボーラーの穴になります。布を傷めた
り、移動してしまうのを防ぐよう、ボーラーの
穴は通常ジグザグで安定させサテンで縁取りま
す。

ボーラーの穴のデジタイズは難しく、習得する
のに時間がかかるでしょう。希望通りの結果が
得られるようにお使いのマシンで幅やステッチ
間隔を変更する必要がある場合があります。

タジマとバルダン機では、ボーラー用アタッチメントに変更できるようストップ機能が
挿入されます。正しい針位置が使用されるよう、マシンは正しくプログラムされなけれ
ばなりません。

メモ　マルチヘッドボーラーは初期設定であらかじめ「ナイフ」アタッチメントが取り
付けられており、カットする位置はメインの針の列から ±12mm ずれた位置にあります。
この値は DST のようなステッチフォーマットにデザインを保存するときにのみ表されま
す。ボーリング用針を使用している場合、オフセット値を 0 に変更する必要があります。

マニュアルステッチには
クリック

ジャンプには
右クリック

機能 > 針落ちをボーラーと共に使用し、ボーラー穴をデジタイズします。

デジタイズ > ランニングを使用し、ボーラー穴の形状の周りにアウトラインをデ
ジタイズします。

機能 > ボーラーを使用し、ボーラー機能をオンにします。

デジタイズ > マニュアルを使用し、ボーラー穴をデジタイズします。

デジタイズ > コラム A を使用し、穴の周りにボーラーステッチをデジタイズしま
す。



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 439

ボーラー刺繍の穴をデジタイズするには

1 針落ちが選択されていることを確かめます。

2 ランニングアイコンをクリックして、穴を開けたい形状の周りにアウトラインをデジ

タイズします。これにより生地が破けてしまうのを防ぐことができます。

3 ボーラーアイコンをクリックします。マシン機能が挿入され、ステッチからボーリン

グに変更されたことが示されます。

参考　ステッチリストを使用して、ステッチレベルで作業をします。

4 マニュアルアイコンをクリックし、ボーリングナイフで切り取りたい所に個々のス

テッチをデジタイズします。

デジタイズした各ステッチがボーラーの穴となります。ボーラーの位置が点線でつな
がれたダイヤ型で表示されます。これらは TrueView では表示されません。

ランニングを使用して、ボーラーの穴のラインをデジタイズすることもできます。

 円形の穴には交差する 2 本のラインをデジタイズします。

 楕円形の穴には 1 本のラインをデジタイズします。

参考　ボーラーの位置同士を近く配置し生地がきれいに切り取られるように、ランニ
ングステッチの長さを 1.0-1.5 mm に減少します。

5 ボーリングナイフはほつれ止め（スタート）とほつれ止め（エンド）の必要がない為、

オブジェクトプロパティ > つなぎ糸タブからこれらの機能をオフにします。

ランニングステッチを使い、
アウトラインをデジタイズ

マニュアルまたはランニングで
ボーラーの穴をデジタイズ
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6 ボーラーの選択を解除するにはボーラーをもう 1 度クリックします。これにより通常の

ステッチのデジタイズに戻ります。生地を安定させ、ボーラー穴の周りにジグザグと
サテンの上縫いを施し縁取りを作成します。

7 コラム A とジグザグステッチで穴の周りをデジタイズします。

ステッチが生地を覆うように縁の内側を穴の中心に近づけます。

8 コラム A とサテンステッチを使用して、ボーダーステッチをデジタイズします。

オブジェクトの縁の内側を穴の中心に近づけます。補強にジグザグステッチを使用し
た場合は、それらがステッチからはみ出していないか確認します。

参考　コラム A の代用としてリングツールが使用できます（使用可能な場合）。

注意　サテンとジグザグの下縫いは併用しないでください。開始点に戻る為のランニ
ングステッチが生成され、糸切れの原因となります。

関連項目

 ボーラー機能を設定する

 ステッチ & 機能をフィルターにかける

 個々のステッチをデジタイズする

 アウトライン & 詳細をデジタイズする

 自動ほつれ止め（スタート）の設定を調整する

 ステッチ長

 自動ほつれ止め（エンド）の設定を調整する

 コラム形状をデジタイズする

ステッチをオブジェクトに変換する

初期設定ではマシンファイルは開く時にアウトラインとオブジェクトに変換されます。
デザインの選択部分のみを変換したい場合は、オブジェクト / アウトラインを認識せず
にファイルを開き、必要な部分のステッチのみをプロセス ( 処理 ) します。デザインの
サイズ変更、アウトラインの編集、ステッチタイプを変更する場合、デザインまたは選
択項目はまずオブジェクトに変換しなくてはなりません。

参考　オブジェクトのアウトライン、ステッチタイプ、ステッチの糸間隔、色などが正
しいものであるよう、変換後に常にデザインを確認して編集することをお勧めします。
マシンファイルの質を向上させるには、ステッチは変換前に編集するとよいでしょう。
EmbroideryStudio でマシンファイルを開くも併せてご覧ください。

コラム Aとサテンで
ボーダーをデジタイズする

コラム Aとジグザグで
補強する
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オブジェクトのアウトラインを認識する

ステッチに編集を加えた後で、新規 / 変更したオブジェクトのアウトラインを認識する
ことができます。この機能はオブジェクト / アウトラインの認識なしに開いたマシン
ファイルで便利です。デザインの一箇所に変更を加えたが大半部分でオリジナルのス
テッチを維持する場合に認識します。編集を維持できるよう編集したステッチを刺繍オ
ブジェクトに変換したい場合にもあるでしょう。

オブジェクトのアウトラインを認識するには

1 ステッチ編集アイコンをクリックして、処理をしたい個々のステッチを選択します。

2 ステッチ >オブジェクト /アウトラインを個別に認識を選択します。選択したステッチ

をオブジェクトに変換します。

関連項目

 EmbroideryStudio でマシンファイルを開く

 ステッチを選択する & 編集する

マニュアルステッチを処理する

マニュアルステッチを処理してアウトラインを認識したり、サイズやステッチ密度を調
整することができます。ステッチの処理機能は、デザイン全体や特定のステッチタイプ
のオブジェクトのステッチ数や密度を変更するのにも使用します。

参考　大きなマニュアルオブジェクトを小さなオブジェクトに分割し、別々に処理する
こともできます。

マニュアルステッチを処理するには

1 オブジェクト / アウトラインを認識せずにマシンファイルを開きます。

2 必要に応じて、デザインを部分的に編集します。

ステッチ > ステッチ編集を「オブジェクト / アウトラインを個別に認識」と共に
使用し、選択したステッチを刺繍オブジェクトに変換します。

ステッチが選択される

オブジェクトと
アウトラインが

作成される

ステッチ > ステッチの処理を使用し、デザイン全体または選択した部分のステッ
チの糸間隔を調整します。
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3 デザインのプロセス（処理）したい部分を選択します。デザイン全体、または個々の

マニュアルオブジェクトを選択できます。

4 ステッチ > ステッチの処理を選択します。ステッチの処理ダイアログが開きます。

5 ステッチ数値パネルでターゲットステッチ数をパーセントまたは絶対値（ミリメート

ル）で入力します。

6 必要に応じて各ステッチタイプの糸間隔を調整します。選択したオブジェクトまたは

特定のステッチタイプのみの糸密度を変更できます。

7 必要に応じて認識をクリックし、上級の認識オプションを設定します。

8 OK をクリックします。選択したオブジェクトは処理され、埋め縫いまたはアウトライ

ンステッチのプロパティ、一般プロパティ、つなぎ糸プロパティを持つコラム A また
はランニングに変換されます。オブジェクトが認識されない場合、オブジェクトは一
般プロパティとつなぎ糸のプロパティのみを持つマニュアルオブジェクトのままにな
ります。この場合、ターゲットステッチ数には達しないことがあります。

マニュアル
オブジェクト

ステッチの
糸間隔を調整

ターゲット
ステッチ数を

入力

縮み補正を調整

クリックして
上級の認識オプション
にアクセス

マニュアルオブジェクトが
コラム A とランニングオブ

ジェクトに変換される。
またはマニュアルのまま

残される
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メモ　ステッチの処理はファイルに不足な情報を追加しますが、ステッチは変更され
ません。

関連項目

 密度を調整する

 オブジェクトの切り取り、分割、分解

 上級の認識オプションの設定を調整する
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パート 6

装飾的な刺繍

EmbroideryStudio にはモチーフランニングやフィル、パターンフィル、開いたステッチ
やカーブした埋め縫いなどが作成できる様々な機能があります。

装飾的なステッチ

この章では、ぼかしステッチや毛羽のある感じの縁、トラプント効果のある幅の広い開
いたステッチの作成方法を説明しています。またスティプルランやクロスステッチ、ア
コーディオンスペース、カラーブレンドや「フローティング効果」や「リキッド効果」
のあるカーブした埋め縫いの作成方法を説明しています。詳細は装飾的なステッチをご
覧ください。

パターンフィル

この章では、タタミのオフセットやプログラムスプリットでテクスチャを作成する方法
について説明しています。自分で作成し、カスタムライブラリに追加することができま
す。またニードルスタンプを使用したステッチパターンの作成とユーザー設定スプリッ
トの詳細の追加方法について説明しています。詳細はパターンフィルをご覧ください。

カーブした埋め縫い

この章では、ラインステッチ、フレックススプリット、放射状埋め縫い効果とカーブし
た埋め縫いの作成方法について説明しています。詳細はカーブした埋め縫いをご覧くだ
さい。

モチーフランニング＆モチーフフィル

この章では、デザインへのモチーフの挿入方法、回転、反転、サイズの変更方法につい
て説明しています。独自のモチーフ、モチーフセットの作成方法を含むモチーフの取り
扱い方法、モチーフランニングとモチーフフィルの作成方法、及びモチーフフィルへの
3D 効果の適用方法についても説明しています。詳細はモチーフランニング＆モチーフ
フィルをご覧ください。
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第 22 章

装飾的なステッチ

EmbroideryStudio にはアーティスティックな効果やステッチタイプがあり、ユニークな
埋め縫いを作成することができます。従来のデジタイズ方法では困難だった滑らかな手
書き風のデザインも簡単に作成することができます。

刺繍で不揃いな縁や陰影効果、また毛皮のような風合いやふわふわした感じを製作する
ことができます。

スティプルはボーダー内を不規則にうねるランニングステッチから成る装飾的な効果の
ある埋め縫いを作成します。

カラーブレンドは 2 つの色の層を混ぜ合わせ、面白い遠近感や陰影効果、色の効果を作
成できます。下層のトラベルランニングをオブジェクトの輪郭に沿わせれば、間隔の大
きく開いたステッチでも透けて見えることはありません。クロスステッチは大きな領域
を少ないステッチ数で埋め縫いします。

フリーハンド刺繍を作成する

フリーハンド機能は CorelDRAW(R)Graphics Suite のフリーハンドと折れ線ツールに似た
機能です。フリーハンドは従来のデジタイズ方法では困難だった滑らかな手書き風のデ
ザインが簡単に作成できます。スケッチして形成されたような流れるような線の効果を
作成することができます。

フリーハンド刺繍のテクニック

グラフィカルデジタイズ > フリーハンド（開いた形状 ) を使用し、フリーハンド
でアウトラインを描きます。

グラフィカルデジタイズ > フリーハンド（閉じた形状）を使用し、フリーハンド
で閉じたオブジェクトを描きます。
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フリーハンド（閉じた形状 / 開いた形状）はどのアウトラインステッチタイプにも使用
できます。開いた形状ツールを選択した場合、ステッチタイプツールバーのランニング、
トリプルランニングなど様々なアウトラインステッチタイプが使用できます。閉じた形
状ツールを選択した場合、アウトラインと埋め縫いの両方すべてのステッチタイプを使
用することができます。フリーハンド刺繍補正ツールバーではフリーハンドのラインを
調整することができます。

これらのオプションを使えば、デザインの可能性と創造性は無限に広がります。ペンタ
ブレットと一緒に使用して更に利便性を高めることもでき、また写真や細かい線のある
絵などをなぞるのに便利です。
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鉛筆や木炭スケッチのようなデザインを素早くデジタイズすることもできます。この
ツールを使用してイメージの詳細をなぞらずに「らくがき」のような効果を作成し、ク
リップアートや装飾的なテキストに追加したりすることもできます。

関連項目

 角度 & 方向を設定する

フリーハンドラインを作成する

フリーハンド機能はグラフィカルデジタイズツールバーからアクセスでき、「開いた形
状」と「閉じた形状」の 2 種類で構成されています。他のデジタイズツール同様にフ
リーハンドツールはすべてのステッチタイプと共に使用することができます。これらの
ツールはオブジェクトを「描くように」作成し、生地を動かながら施す刺繍や絵画のよ
うな効果を生み出すことができます。

参考　刺繍ツールはマウスまたは WACOM ペンで操作することができます。

フリーハンドラインを作成するには

 フリーハンドツールでデジタイズする場合、オートスクロールオプションをオフにす

る必要があります。Ctrl + Shift + A キーを組み合わせて、オプションのオン / オフ
を切り替えます。

グラフィカルデジタイズ > フリーハンド（開いた形状 ) を使用し、フリーハンド
でアウトラインを描きます。

グラフィカルデジタイズ > フリーハンド（閉じた形状）を使用し、フリーハンド
で閉じたオブジェクトを描きます。
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 開いたアウトラインをフリーハンド（開いた形状 ) ツールで作成します。使用したい

アウトラインステッチを選択し、クリック & ドラッグで描きます。終了するにはマウ
スボタンを離します。

 フリーハンド（開いた形状 ) ツールとコラム C 角度と方向コントロールを組み合わせ

て、カリグラフィーのような刺繍を作成できます。

 閉じたアウトラインを作成するには、フリーハンド（閉じた形状）ツールをアウトラ

インステッチと共に使用します。

 閉じた埋め縫いを作成するには、フリーハンド（閉じた形状）ツールを埋め縫いス

テッチと共に使用します。
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 開いたオブジェクトを閉じたい場合は、編集 > 直線または曲線でオブジェクトを閉じ

るを使用します。

関連項目

 スクロールオプションを設定する

 角度 & 方向を設定する

フリーハンドラインを調整する

フリーハンドツールの特殊なカーソルは、フリーハンド刺繍補正ツールバーで設定を調
整します。カーブの滑らかさはデジタイズしながら調整します。

フリーハンドラインを調整するには

 アウトラインまたは埋め縫いオブジェクトツールを使用して、フリーハンドデザイン

を作成します。フリーハンド刺繍補正ツールバーが開きます。

 必要に応じてフリーハンド用カーソルを調整します。

 フリーハンドラインの「滑らかさ」はスライドバーを使って調整します。これは生成

するアウトラインをどれくらいオリジナルに沿わせるかを定義します。生成されるコ
ントロールポイントの数をパーセンテージで調整します。

開いたオブジェクト 直線でオブジェクト
を閉じる

曲線でオブジェクト
を閉じる

グラフィカルデジタイズ > フリーハンド（開いた形状 ) を使用し、フリーハンド
でアウトラインを描きます。

グラフィカルデジタイズ > フリーハンド（閉じた形状）を使用し、フリーハンド
で閉じたオブジェクトを描きます。

ツール 注記

フリーハンドのカーソル表示をオン / オフにします。

内部サークルのサイズをミリメートルで設定します。

カーソルのサークルの数を設定します。内部サークルの半径が 2mm の
場合、追加する各ガイドサークルは 2mm でオフセットします。

調整なし 調整あり
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 オブジェクト変形モードでフリーハンドのコントロールポイントを表示し、編集しま

す。

 ライン部分を消去したい場合は、Shift キーを押し下げながらマウスを離す前にライン

を後方にドラッグします。

 または Backspace キーを押します。 後にデジタイズしたポイントが削除されます。

 マウスボタンを離して 後にデジタイズしたポイントでアウトラインを終了するか、

または Esc を押し、オブジェクトの入力をキャンセルします。

メモ　フリーハンド刺繍ツールで作成したオブジェクトは、他のオブジェクトと同じ
方法で変形することができます。

関連項目

 フリーハンドラインを作成する

 刺繍オブジェクトを変形する

毛羽の風合いを作成する

調整なし 調整あり

Shift キーを押し下げ
後方にドラッグ

ステッチ効果 > ぼかしステッチを使用し、不揃いな縁、陰影効果、あるいは毛皮
のような風合いや、ふわふわした感じの刺繍を、選択したオブジェクトの縁に作
成します。
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ぼかしステッチで不揃いな縁を生成し、毛並みなどの風合いを表現できます。パターン
のある / ないサテンやタタミの埋め縫いに適用できます。ラインステッチには適用でき
ません。

ぼかしステッチを適用するには

 ぼかしステッチアイコンをクリックします。この効果は新規または選択したオブジェ

クトに現在のぼかしステッチ設定を基に適用されます。

参考　タタミで埋め縫いされたオブジェクトには、斜めバックステッチを使用すると
もよい結果が得られます。

 ぼかしステッチアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

サイド 2 をぼかした場合サイド 1 をぼかした場合 両サイドをぼかした場合

規則性を調整

ぼかしステッチを
選択
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 サイド（サイド 1、サイド 2、または両サイド）を選択します。

 規則性フィールドに 1 から 10 の数値を入力し、ぼかしの程度を設定します。

 範囲フィールドにステッチを落とす範囲を入力します。

関連項目

 ステッチタイプ、オブジェクトタイプや効果との対応

 その他のタタミ設定

スティプル効果を作成する

サイド 2 サイド 1両サイド

規則性 :1
範囲 :5

規則性 :5
範囲 :5

規則性 :10
範囲 :5

範囲 :1.5
範囲 :4

埋め縫いステッチタイプ > スティプルフィルを使用し、ボーダー内で不規則にう
ねるランニングステッチで埋め縫いを作成します。右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ > スティプルバックステッチを使用し、ボーダー内で不
規則にうねるバックステッチの埋め縫いを作成します。右クリックで設定しま
す。

埋め縫いステッチタイプ > スティプルステムステッチを使用し、ボーダー内で不
規則にうねるステムステッチの埋め縫いを作成します。右クリックで設定しま
す。
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スティプルとは、ボーダー内を不規則にうねるランニングステッチから成る装飾的な効
果のある埋め縫いです。閉じたどのオブジェクトにも適用することができます。ステッ
チ角度は無効になります。

スティプル効果を作成するには

 デジタイズ後にスティプルフィルを適用するには、閉じたオブジェクトを選択します。

 スティプルフィルアイコンをクリックします。スティプルフィルが適用され、オブ

ジェクトプロパティドッカーが開きます。

 必要に応じてランニングのステッチ長を調整します。

スティプル設定を
調整

ステッチ長 : 0.25mm ステッチ長 : 0.75mm ステッチ長 : 1.5mm
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 必要に応じて 小ステッチ長とコードギャップを調整します。

 太いラインにはランニング数設定を調整します。

 必要に応じてループ間隔を調整します。

 オブジェクトのアウトラインからのマージンはインセット数値を調整して設定します。

 必要に応じてスティプルステムステッチまたはスティプルバックステッチを使用しま

す。

関連項目

 ブランチングされたオブジェクトを分解する

小ステッチ長 : 0.1mm
コードギャップ :0.01mm

小ステッチ長 : 0.4mm
コードギャップ :0.03mm

小ステッチ長 : 0.7mm
コードギャップ :0.05mm

ループ間隔 : 1.0mm ループ間隔 : 2.0mm ループ間隔 3.0mm

インセット : 1.0 mm インセット : 3.0 mm インセット : 5.0 mm

スティプルステムステッチ サテンのスティプルスティプルバックステッチ
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トラプントで開いたステッチを作成する

トラプントは自動的に下層のトラベルランニングをオブジェクトの端に移動させ、見え
なくします。タタミステッチの複合埋め縫いオブジェクトに使用できます。
EmbroideryStudio では、通常この効果は密度が粗いステッチと組み合わせ、開いたス
テッチで背景を埋めたり陰影効果を施すのに使用されます。この設定を使用しないとセ
グメント間のトラベルランニング、糸間隔の変化、オーバーラップした列は見えてしま
い、刺繍の効果を台無しにしてしまいます。

トラプントは埋め縫いパターンのバリエーションを組み合わせ、デザインに奥行きを与
えるアコーディオンスペースと使用すると特に有効です。トラプントとアコーディオン
スペースはリキッド効果やフローティング効果と組み合わせて使用することができ、
カーブしたカラーブレンドを製作することができます。

トラプントで開いたステッチを作成するには

1 複合埋め縫いオブジェクトを選択または選択していない状態で、タタミアイコンを右

クリックしてオブジェクトプロパティにアクセスします。

ステッチ効果 > トラプントを使用し、下縫いのトラベルランニングを選択したオ
ブジェクトの端に移動させます。右クリックしてトラプントの設定を調整しま
す。

ステッチ間隔を
調整
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2 間隔フィールドにステッチ間隔の値を入力します。数値が大きいほど、間隔も大きく

なります。

3 Enter を押します。

4 複合埋め縫いオブジェクトを選択して、トラプントアイコンをクリックします。

トラベルランニングと重なり合う列が取り除かれ、均一な列間隔が適用されます。

メモ　タタミバックステッチの現在の設定よりもトラプント効果が優先されます。

関連項目

 その他のタタミ設定

 カラーブレンドを作成する

 カーブした埋め縫いを作成する

アコーディオン効果を作成する

アコーディオンスペースを使用して埋め込みステッチの間隔を徐々に変化させ、手作業
で行うのは難しいグラデーション効果を作成し、オブジェクトに様々なバリエーション
と色の深みを与えます。この効果はタタミ埋め縫いに使用すると 高の結果を得ること
ができます。この効果を適用すると自動間隔とフラクションスペースを含む現在の設定
は無視されます。しかしステッチ角度などその他の設定は適用されます。

アコーディオンスペースを適用するには

 アコーディオンスペースアイコンをクリックします。効果は現在のアコーディオンス

ペースの設定に基づいて新規または選択オブジェクトに適用されます。

間隔 :3mm間隔 :5mm

ステッチ効果 > アコーディオンスペースを使用し、遠近感と陰影効果を作成しま
す。右クリックし設定を調整します。
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参考　ステッチの間隔が大きい開いたステッチなので、アコーディオンスペースは下
縫いなしで使用すると 良の結果が得られます。

 アコーディオンスペースアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセ

スします。

 プロファイルパネルで効果を選択します。

 間隔パネルで間隔の値を調整します。

 オブジェクト変形ツールでグラデーション効果の角度を調整します。ステッチ角度を

調整するも併せてご覧ください。

間隔効果を選択

間隔の設定を調整

大間隔

小間隔
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参考　トラプント効果を適用すると、トラベルランニングはオブジェクトの輪郭に
沿って生成され、間隔の大きく開いたステッチの下に透けて見えないようにすること
ができます。自動下縫いはオフにするといいでしょう。

関連項目

 ステッチタイプ、オブジェクトタイプや効果との対応

 自動下縫いを適用する

 トラプントで開いたステッチを作成する

カラーブレンドを作成する

カラーブレンドはユニークなカラーブレンドを作成します。タタミステッチに使用して
刺繍に奥行きと陰影効果を与えます。目の詰まった埋め縫いと開いた埋め縫いを組み合
わせ、2 つの色を滑らかに混ぜ合わせます。通常この効果は複合埋め縫いオブジェクトに
適用します。カーブしたカラーブレンドはコラム A やコラム B オブジェクトで作成でき
ます。

カラーブレンドを含むオブジェクトは、カラーブレンド効果を維持したままサイズ変更、
回転、傾斜が行えますが、オブジェクトの編集範囲は限られています。まず 2 つの構成
要素のグループ化を解除し、色、プロフィール、間隔などのアコーディオンスペース設
定に従い分離したオブジェクトを編集します。

ツールボックス > カラーブレンドを使用し、カラーブレンドを生成し、選択オブ
ジェクトに遠近感と陰影効果を与えます。
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カラーブレンドを作成するには

 タタミオブジェクトを選択し、カラーブレンドアイコンをクリックします。カラーブ

レンドダイアログが開きます。

 上の層と下の層に補完するプロファイルを選択します。一般的に対のプロフィールを

使用しますが、まったく違いプロフィールとミックスすることもできます。

 各層に色を選択し、間隔設定を調整します。

両層で間隔を同じに設定するとうまくブレンドします。

 OK をクリックし生成します。

メモ　下縫いが見えないように自動下縫いは初期設定でオフになっており、トラプン
ト効果が適用されます。

設定を調整するには

 ブレンドしたオブジェクトを選択し Ctrl+U を押してグループ化を解除します。

 必要に応じて構成要素オブジェクトを選択し、色を変更します。

 オブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティを開きます。

第 1 の間隔効果
を選択

第 1 の色を選択

第 2 の色を選択

第 2 の間隔効果
を選択

第 1 の間隔を選択

第 2 の間隔を選択

大間隔

小間隔
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 FX ボタンをクリックし、アコーディオンタブを選択します。

 必要に応じてプロファイルを選択し、間隔の設定を調整します。

 2 つ目のオブジェクトにも同様の手順を繰り返し、オブジェクトを再度グループ化しま

す。

関連項目

 自動下縫いで安定させる

 トラプントで開いたステッチを作成する

 アコーディオン効果を作成する

クロスステッチフィルを作成する

間隔効果を選択

間隔の設定を調整

ラインプロファイル 累乗プロファイル 凸状プロファイル ウェーブ状プロファイル

埋め縫いステッチタイプ > クロスステッチを使用し、ステッチ数の少ないクロス
ステッチフィルで大きな形状を埋め込みます。
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クロスステッチは少ないステッチ数で大きな領域を埋め込む人気のあるステッチタイプ
です。クロスステッチはアップリケと組み合わされることもあります。クロスステッチ
はモチーフフィルに似ていますが生成が異なります。

同じ目数の生地を使っていれば、別のオブジェクトでもクロスをぴったり並べることが
できます。これはクロスステッチフィルはグリッド上に生成される為です。オブジェク
トの境界線付近ではクロスは断片的に生成され、ギャップが生じるのを防ぎます。クロ
スステッチフィルのトラベルランニングは、ステッチに沿って下に生成されます。

メモ　クロスステッチフィル効果はステッチタイプで、ファイルメニューから使用でき
る ES クロスステッチアプリケーションに代わるものではありません。EmbroideryStudio 
クロスステッチ増補版も併せてご覧ください。

クロスステッチフィルを作成するには

 閉じた形状を作成または選択し、クロスステッチアイコンをクリックします。

現在のクロスステッチ設定が適用されます。自動下縫いと縮み補正が自動的にオフに
なります。ステッチの角度はパターンレイアウトに影響しません。

 設定を変更するにはオブジェクトをダブルクリックまたは右クリックし、オブジェク

トプロパティにアクセスします。

クロスステッチ
設定
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 生地の目数設定を調整し、使用している生地のサイズに合わせます。

 ステッチのスタイルを選択します。

 必要に応じてその他のクロスステッチ設定を調整します。

参考　クロスステッチのグリッドは表示されませんが、背景グリッドをクロスのサイ
ズに設定すると分かりやすいでしょう。グリッドに合わせるを使用して、オブジェク
トのアウトラインがクロスステッチグリッドに並んでいるか確認します。

関連項目

 モチーフフィルを作成する

 刺繍のデジタイズ

 グリッド表示オプションの設定

フィールド 詳細

生地の目数 実際のクロスのサイズではなく、クロスのサイズを生地の目数
として特定し、コントロールします。

刺繍糸 糸数を設定し（例 :2、4 または 6）、厚みのあるクロスを作成す
るのに、クロスに何本の糸を使用するかを定義します。

ステッチスタイル フルクロス (X)、斜め、または十字クロス (+)。

糸方向 クロスの上になる糸の方向をコントロールします。斜めフルク
ロスは前方または後方、十字フルクロスは縦方向または横方向
になります。

生地の目数 :
10.0 ステッチ / インチ

生地の目数 :
14.0 ステッチ / インチ

生地の目数 :
6.0 ステッチ /インチ

ステッチスタイル :
十字クロス

ステッチスタイル :
フルクロス
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第 23 章

パターンフィル

EmbroideryStudio には針落ちでパ
ターンを作成するツールがあります。

オフセットフラクションや分割ライン
をタタミの埋め縫いに適用し、様々な
分割ラインのパターンを作成します。
プログラムスプリットやフレックスス
プリットで、定型のパターンから装飾
的な埋め縫いを作成します。パターン
はライブラリから選択することも、自
分で作成することもできます。

ニードルスタンプ機能は「ニードルス
タンプ」をテンプレートとして使用
し、パターンを定義することができま
す。埋め縫いオブジェクトに自由に針
落ちラインを作成することもできま
す。

この章では、タタミのオフセットやプ
ログラムスプリットでテクスチャを作
成する方法について説明しています。
自分で作成し、カスタムライブラリに
追加することができます。またニードルスタンプを使用したステッチパターンの作成と
ユーザー設定スプリットの詳細の追加方法について説明しています。

タタミオフセットで装飾的な効果を作成する

タタミの埋め縫いは、針落ちでパターンを作成することができます。利用できるオフ
セットは 2 つなのでパターン数には限りがありますが、小さなオフセットでも見てとれ
るラインが作成されます。分割ラインは 8 つまでオフセットを使用できるので、より多
くのパターンを作成できます。針落ち乱発生値で針落ちをランダムに振り分けます。

参考　自動スプリットはタタミの埋め込みの代わりに、サテンステッチに特殊な針落ち
の装飾効果を作成するのに使用します。詳細はサテンステッチを分割するをご覧くださ
い。
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オフセットパターンを作成する

タタミのオフセットの初期設定は均一で滑らかな表面を作成するよう設定されています。
このテクスチャははっきりとした分割ラインがない畳のようなものです。オフセットフ
ラクションを操作して、よりはっきりとしたステッチの針落ちを作成することができま
す。

参考　平行でないステッチによりパターンが乱れる可能性のあるターンするステッチの
あるタタミは、オフセットを調整することにより改善することができます。オフセット
を変更することで、ばらつきを減少させます。

オフセットパターンを作成するには

1 タタミアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 オフセットフラクションオプションを選択します。針落ちをコントロールするには、

前と後ろの列にオフセットフラクションを設定します。

3 A と B フィールドでオフセットフラクションの値を調整します。オフセットはステッチ

長の割合で定義します（例 :0.3=30%）。

 均等なステッチ：両フィールドを 0.25 にします。

埋め縫いステッチタイプ > タタミを使用し、大きく不規則な形状を埋めるのに使
用します。右クリックで設定します。

交互に並ぶ列のオフセット
フラクションを特定する

A=0.00,B=0.00 A=0.50,B=0.50 A=0.25,B=0.25

A=0.50,B=0.25 A=0.30,B=0.60 A=0.40,B=0.00
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 はっきりとした水平ライン：両フィールドを 0.00、または 1.00 にします。各ライン

の針落ち間の距離がステッチ長となります。

 薄い水平ライン：両フィールドを 0.5 に設定します。ラインはステッチ長の半分の

間隔で作成されます。

 斜めのライン：両フィールドを 0.00、0.50 と 1.00 以外にします。斜めのラインは水

平、または垂直ラインに比べてあまり目立ちません。両方の数値を変更して、ライ
ンの角度とライン間の距離を変更します。

 その他：片方のフィールドを 0.00 にし、前進 / 後進列に針落ちを近づけて配置する

よう、異なる効果で他方の数値をいろいろ変更してみます。

メモ　A-B オフセット値が 1.0 まで追加されると、ラインは水平になります。値の合
計が 1.0 以下なら、ラインは右下がりになり、1.0 以上なら右上がりになります。

「A=0.3 と B=0.6」の反転したイメージは「A=0.7 と B=0.4」になるので、

参考　タタミパターンはカーブした埋め縫いと組み合わせて、ユニークな効果を作成
することができます。

関連項目

 カーブした埋め縫いを作成する

分割ラインパターンを作成する

分割ラインは、タタミの埋め込みで針落ちをオフセットできる方法の一つです。オブ
ジェクトプロパティ > 埋め縫い > タタミドッカーでは分割ラインを設定できます。ス
テッチ順序と角度の 2 つのパラメーターを設定できます。

オフセット :A=0.3,B=0.6
ステッチ長 :4mm

オフセット :A=0.3,B=0.6
ステッチ長 :3mm

オフセット :A=0.3,B=0.6
ステッチ長 :2mm

A=0.30,B=0.60 A=0.50,B=0.50 A=0.70,B=0.40

埋め縫いステッチタイプ > タタミを使用し、大きく不規則な形状を埋めるのに使
用します。右クリックで設定します。

分割ラインを選択

ステッチ順序と
角度を入力
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順序

分割ラインは、 高 8 つのタタミオフセットを特定することができます。どのパターン
でもステッチ順序内の桁数で列の数が定義されます。

各ステッチ長は 0 から 7 までの番号の「交差」に分割されます。分割順序番号「20163」
は次のパターンになります。

角度

交差点によって形成される格子を傾斜させて、針落ちに更に変化を付けることができま
す。角度フィールドで、グリッド角度を特定します。

参考　タタミパターンはカーブした埋め縫いと組み合わせて、ユニークな効果を作成す
ることができます。

関連項目

 カーブした埋め縫いを作成する

ランダムパターンを作成する

ステッチ順序 :11 ステッチ順序 :012 ステッチ順序 :01

ステッチ長

óÒ1

óÒ2

óÒ3

óÒ4

óÒ5

åšç²2

åšç²0

åšç²1

åšç²6

åšç²3

ステッチ順序 :11
角度 :45 度

ステッチ順序 :11
角度 :90 度

ステッチ順序 :11
角度 :0 度

埋め縫いステッチタイプ > タタミを使用し、大きく不規則な形状を埋めるのに使
用します。右クリックで設定します。
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「針落ち乱発生値」を使用すると、針落ちが規則的なパターンでラインを作ってしまうの
を防ぎ、ステッチを形状内に無作為に配分します。これによってユニークなまだらなス
テッチ効果を作成できます。

ランダムパターンを作成するには

1 タタミアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 ランダムフィールドで、針落ち乱発生値を 0% から 100% の間で指定します。

参考　一般的に数値を 50mm 辺りにすると良い結果が得られます。

針落ち乱発生値を入力

針落ち乱発生値 :10%
オフセットフラクション
A:0.25,B:0.25

針落ち乱発生値 :50%
オフセットフラクション
A:0.25,B:0.25

針落ち乱発生値 :100%
オフセットフラクション
A:0.25,B:0.25
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プログラムスプリットでテクスチャを作成する

プログラムスプリットは針落ちでパターンの繰り返しを作成する装飾的な埋め込みス
テッチです。定型のパターンを選択するか、または独自のものを作成することもできま
す。

プログラムスプリットを適用する

プログラムスプリットは様々なオブジェクトに適用することができます。効果を適用す
る前でも、後からでも設定を調整できます。プログラムスプリットパターンのライブラ
リから選択します。

メモ　プログラムスプリットを使用してオブジェクトを作成する場合は、ステッチ角度
のデジタイズに注意が必要です。ステッチの列がパターンラインと平行な場合、それら
はほとんど交差しないためパターンがうまく現れません。パターンには 45 度のステッチ
角度が適しています。

プログラムスプリットを適用するには

 プログラムスプリットアイコンをクリックします。プログラムスプリットは現在の設

定を基に新しい / 選択したオブジェクトに適用されます。

埋め縫いステッチタイプ > プログラムスプリットを使用し、針落ちがパターンの
繰り返しを形成する装飾的な埋め込みステッチを作成します。右クリックで設定
します。

アウトラインステッチタイプ > プログラムスプリットを使用し、装飾的な針落ち
パターンに一定幅のボーダーやコラムを作成します。右クリックで設定します。
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 プログラムスプリットアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセス

します。

 ドロップリストからパターンを選択します。または矢印ボタンをクリックして、パ

ターンライブラリを開きます。

 サイズ X/Y フィールドでパターンのサイズを調整します。倍率ロックは縦横比を固定し

ます。角度設定で形状内のパターンの方向を決めます。

参考　タタミパターンはカーブした埋め縫いと組み合わせて、ユニークな効果を作成す
ることができます。

関連項目

 カーブした埋め縫いを作成する

 プログラムスプリット

 ステッチタイプ、オブジェクトタイプや効果との対応

コンビスプリットを適用する

通常のプログラムスプリットはサテンの前景と背景から成っています（例：サテンの中
にサテン）。パターンがオーバーラップしていない場合、背景にジャンプステッチや

パターン
プレビュー

パターン
ライブラリ

から選択

パターンを選択

幅と高さの
パターンを入力

初期値 X 軸サイズと Y軸サイズ
を増加

調整した角度

埋め縫いステッチタイプ > プログラムスプリットを使用し、針落ちがパターンの
繰り返しを形成する装飾的な埋め込みステッチを作成します。

アウトラインステッチタイプ > プログラムスプリットを使用し、装飾的な針落ち
パターンに一定幅のボーダーやコラムを作成します。右クリックで設定します。
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ギャップが生じる場合があります。この場合、サテンとタタミステッチの異なる組み合
わせから選択ができます。

コンビスプリットを適用するには

1 プログラムスプリットアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセス

します。

2 コンビスプリットパネルで、希望のオプションをクリックします。

オプションには以下のものがあります。

プログラムスプリット設定

プログラムスプリットは、画面上またはオブジェクトプロパティを介して調整すること
ができます。

コンビスプ
リット

詳細

サテンの中に
サテン

これは標準プログラムスプリットのステッチタイプで、ステッチ数
が 小になります。

サテンの中に
タタミ

このオプションは、パターンは小さいけれどもコラムと列の間隔が
広い場合に、長いステッチを避けたい場合に使用します。

タタミの中に
タタミ

前景、背景共にタタミを使用します。このオプションは、大きなオ
ブジェクトで長いスケッチを避けたい場合に使用します。

サテンの中にサテン

タタミの中にタタミサテンの中に
サテン

サテンの中にサテン サテンの中にサテン タタミの中にタタミ

埋め縫いステッチタイプ > プログラムスプリットを使用し、針落ちがパターンの
繰り返しを形成する装飾的な埋め込みステッチを作成します。

アウトラインステッチタイプ > プログラムスプリットを使用し、装飾的な針落ち
パターンに一定幅のボーダーやコラムを作成します。右クリックで設定します。
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縦列の幅 & 横列の高さ

この間隔の設定により、格子ライン間の距離が決定されます。パターンは格子ラインが
交差する位置に配置されます。各パターンの中心が格子の交差点に並べられます。

初の設定ではシンプルな格子が定義されており、間隔はパターンの大きさと等しくな
ります。縦のオフセットは 0.00mm にセットされているため、列は垂直な格子となりま
す。

縦列 & 横列のオフセット

3 つのプログラムスプリットの組み合わせ（サテンの中にサテン、サテンの中にタタミ、
タタミの中にタタミ）を使用して、縦列と横列にオフセットを適用しパターンを変化さ
せることができます。タタミステッチのオフセットで背景の生地を表すこともできます。

両方のオフセットが 0 に設定されている場合、格子の縦横のラインは完全に垂直に交わ
ります。結果として、0 からパターンサイズの半分の値の間を使用することになります。
例えば、パターンサイズが 8mm であれば、0mm から 4mm の間のオフセット値を縦列と横列
に使用することになります。

縦列の間隔を増加 横列の間隔を減少初期設定の間隔値

縦列の間隔と
オフセット値を設定

横列の間隔と
オフセット値を設定

縦列の幅オフセット :0.00 縦列の幅オフセット :1.00 縦列の幅オフセット :2.50

横列の高さオフセット :0.00 横列の高さオフセット :1.00 横列の高さオフセット :2.50
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ステッチの設定

他の埋め込みステッチタイプと同じ要領で、プログラムスプリットオブジェクトのス
テッチ長、 小ステッチ長、間隔を特定します。「針落ち乱発生値」を使用すると、針落
ちが規則的なパターンを作ってしまうのを防ぎ、ステッチを形状内に無作為に配分しま
す。

ステッチ間隔フィールドで、ステッチ間隔値を入力します。タタミの場合、前進するス
テッチの 2 列間の距離を、サテンの場合、前進する各ステッチの距離となります。

ランダムフィールドで、針落ち乱発生値を 0% から 100% の間で指定します。針落ち乱発
生値はパターンを形成する針落ちには影響しません。通常、およそ 50% の値で良い結果
が得られます。

タタミステッチのオフセット

サテンの中にタタミまたはサテンの中にサテンを使用している場合は、タタミステッチ
のオフセットもコントロールすることができます。

タタミは主に長いステッチを避けるために使用するものであり、プログラムスプリット
のパターンを目立たなくするような独特な外観を持たないようにしなければなりません。
その為、標準的なオフセット値は 0.2 mm から 0.4 mm の間になります。

ステッチ間隔、長さ、
小の長さを調整

針落ち乱発生値を入力

ステッチ間隔を増加 ステッチ間隔を減少初期設定の間隔値

針落ち乱発生値 25% 針落ち乱発生値 90%針落ち乱発生値 :0%

ステッチのオフセット
を入力
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ステッチ > オフセット A フィールドで各ステッチのオフセットを入力します。このオフ
セットはステッチの針落ちラインをコントロールします。

関連項目

 タタミオフセットで装飾的な効果を作成する

プログラムスプリットをレイアウトする

モチーフフィルと似た方法で、プログラムスプリットのパターンを画面上でレイアウト
できます。ガイドとなるパターンを使用して、パターン全体のサイズ変更、間隔の調整、
変形、オフセットの調整を行います。

プログラムスプリットをレイアウトするには

1 プログラムスプリットアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセス

します。

2 ドロップリストからパターンを選択します。または矢印ボタンをクリックして、パ

ターンライブラリを開きます。

3 レイアウトをクリックします。3 つの青いガイドパターンでレイアウトを変更します。

オフセット A:0.00 オフセット A:0.25 オフセット :0.50

埋め縫いステッチタイプ > プログラムスプリットを使用し、針落ちがパターンの
繰り返しを形成する装飾的な埋め込みステッチを作成します。

アウトラインステッチタイプ > プログラムスプリットを使用し、装飾的な針落ち
パターンに一定幅のボーダーやコラムを作成します。右クリックで設定します。

パターンを選択
クリックして

パターンの
レイアウトを変更

ガイドパターン ( 上 ): 横列間隔、パターンの
サイズ変更、パターンのサイズ変更

ガイドパターン ( 横 ): 縦列の間隔、
パターンのサイズ変更、
パターンのサイズ変更

ガイドパターン ( 中央 ):
移動、回転、傾斜、

パターンのサイズ変更
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4 ガイドパターンを調整して効果を作成します。

 真ん中のガイドパターンを選択＆ドラッグして、パターンを移動します。

 ガイドパターンを選択し、選択ハンドルをドラッグしてパターンのサイズを変更し

ます。

 中央のガイドを 2 回クリックして、回転ハンドルを表示してパターンを回転させま

す。コーナーハンドルをクリックして、それをドラッグして回転させます。

 中央のガイドを 2 回クリックして、傾斜ハンドルを表示してパターンを傾斜させま

す。

 横のガイドを選択し、それを左右にドラッグして横方向の間隔を変更します。

 横のガイドを選択し、それを上下にドラッグしてコラムのオフセットを変更しま

す。

パターンを
ドラッグ

比例してサイズ
変更

横方向にサイズ
変更

縦方向に
サイズ変更

回転

傾斜

アンカー

コラムの間隔を変更

オフセット変更
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 コラムと同じように列の間隔とオフセットを変更します。

5 Enter を押して適用します。

関連項目

 プログラムスプリット

 画面上でモチーフフィルをレイアウトする

ユーザー設定スプリットを作成する

プログラムスプリットで使用する独自のパターンを作成できます。これと同じパターン
はフレックススプリット効果と併用することもできます。

分割パターンを作る

プログラムスプリットで独自のパターンを作成できます。パターンは刺繍オブジェクト
のアウトラインから、またはドローイングオブジェクトから作成できます。作成したパ
ターンはフレックススプリットに使用することもできます。

分割パターンを作るには

1 パターンに使用したいオブジェクト（複数可）を選択します。

列の間隔を変更

オフセット変更
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2 オブジェクト > プログラムスプリット作成を選択します。

3 プログラムスプリット作成ダイアログで名前を入力します。

4 OK をクリックします。

パターンリストに新規パターンが自動的に選択されています。

関連項目

 プログラムスプリットでテクスチャを作成する

 フレックススプリットを作成する

分割パターンを編集する

パターンを編集するとオブジェクトのレイアウトだけでなく、パターンそのものを変更
することになります。

分割パターンを編集するには

1 プログラムスプリットアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセス

します。

2 パターンを選択して編集ボタンをクリックします。

3 Shift+0 を押してパターンをズームインします。

4 必要に応じてパターンのサイズを変更したり、変形したりします。

5 パターンを選択した状態で、オブジェクト > プログラムスプリット作成を選択します。

6 プログラムスプリット作成ダイアログでパターン名を入力します。

 既存のパターンを基に作成する場合、新規名を入力します。

パターン名を
入力

Myプログラムスプリット

パターンを選択

クリックしてパターンを編集

パターン編集

パターン名を
入力

My新規マイプログラムスプリット
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 既存のパターンを上書きする場合、オリジナルの名前を入力します。

7 OK をクリックします。パターンリストにそのパターンが自動的に選択されています。

関連項目

 プログラムスプリットでテクスチャを作成する

 フレックススプリットを作成する

ユーザースプリットを作成する

ユーザースプリット機能は「分割ライン」と呼ばれる針落ちラインをデジタイズして、
埋め込みオブジェクトに詳細を追加できます。分割ラインはオブジェクトプロパティと
して保存されます。別のステッチタイプを適用するなどしてステッチが再生成されても、
分割ラインは維持されます。サテンはユーザースプリットに も適切なステッチタイプ
です。

ユーザースプリットを用いて新規オブジェクトを作成するには

1 埋め込みの入力方法とステッチタイプを選択します。

2 ユーザースプリットアイコンをクリックします。

3 プロンプトラインの指示に従って、通常行うようにオブジェクトの輪郭、開始 / 終了点

とステッチ角度をデジタイズします。

ステッチ効果 > ユーザースプリットを使用し、独自のスプリットライン効果を作
成します。右クリックし設定を調整します。
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4 指示に従いオブジェクト上に分割ラインをデジタイズし、Enter を押します。更に分割

ラインを追加するにはこのステップを繰り返します。

参考　分割ラインをステッチ角度とほぼ垂直にデジタイズすると、良い結果が得られ
るでしょう。

5 Enter を押します。

関連項目

 ユーザー設定スプリットをデジタイズする

ニードルスタンプでステッチパターンを作成する

ニードルスタンプでは「ニードルスタンプ」をテンプレートとして使用して、針落ちの
パターンを定義することができます。ニードルスタンプはどのベクターや刺繍形状でも
使用できます。

オブジェクトアウトライン
をデジタイズ

分割ラインを分割 ステッチ生成
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ニードルスタンプドッカー

ニードルスタンプドッカーには、パターンを使用、オブジェクトを使用、デジタイズと
外観の４つのタブがあります。

 パターンを使用タブでは定型のスタンプパターンを選択したオブジェクトに適用でき

ます。

 オブジェクトを使用タブではオブジェクトのアウトラインを選択し、一時的なスタン

プとして使用することができます。ベクターグラフィックもスタンプオブジェクトと
して選択することができます。

 デジタイズタブではユーザー設定スプリットをデジタイズできます。

 外観タブでは効果を和らげたり、強めたりすることができます。

定型パターンを適用する

パターンを使用タブでは定型のスタンプパターンを選択し、適用することができます。
刺繍オブジェクトを選択した状態でも、未選択の状態でも使用することができます。オ
ブジェクトが選択されている場合（単数または複数）、スタンプは選択オブジェクトのみ
適用されます。オブジェクトが選択されていない場合は、スタンプはどのオブジェクト
にも適用することができます。

定型パターンを適用するには

1 必要に応じて刺繍オブジェクトを選択 / 未選択します。

タブを選択

ドッカー > ニードルスタンプを使用しニードルスタンプをテンプレートとして使
用し、針落ちを作成するのに使用します。
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2 ニードルスタンプアイコンをクリックします。初期設定でパターンを使用タブが開き

ます。

3 セットリストからパターンセットを選択します。ドロップリストには定型のパターン

セットとユーザー設定したセットが含まれています。セットの多くはモノグラミング
などのほかの機能と共有されています。

4 定型のスタンプパターンを設定します。プレビューパネルにサムネイルが表示され、

スタンプを使用ボタンが使用可能になります。

5 スタンプを使用ボタンをクリックして、マウスポインタをデザインウィンドウに移動

します。

6 ターゲットとなるオブジェクト上で、マウスポインタを希望の位置まで移動させます。

 スタンプを反転するには右クリックします。

 オートスクロールを防ぐには Shift を押します。

7 アンカーポイントを修正するには、マウスボタンをクリックします。

8 アンカーポイントでパターンを希望の位置まで回転させます。

9 または Shift キーを押しながら、マウスポインタを移動させてスタンプを拡大 / 縮小し

ます。

10 マウスボタンをクリックします。

 オブジェクトを選択している場合は、スタンプは選択したオブジェクトのみ適用さ

れます。

パターンセットを
選択

使用するスタンプを
選択
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 オブジェクトが選択されていない場合、スタンプパターンは適用可能なオブジェク

トに適用されます。

11 機能を終了するには Esc を押します。

メモ　改名と削除ボタンは、ユーザー設定スタンプパターンが選択されている場合は
いつでも使用できます。改名ボタンをクリックすると、スプリットパターンの改名ダ
イアログが開きます。

参考　外観タブの柔らかスタンプと浮き出しスタンプオプションは、スタンプの効果
をやわらげたり、強調させたりするのに使用します。

関連項目

 ライブラリにスタンプを追加する

 ニードルスタンプの外観

オブジェクトをニードルスタンプとして使用する

オブジェクトを使用タブはデザインウィンドウにあるオブジェクトのアウトラインを選
択し、スタンプとして適用したり、後で使用できるようライブラリに保存することがで
きます。スタンプの土台としてベクターや刺繍オブジェクトを使用できます。

オブジェクトをニードルスタンプとして使用するには

1 スタンプとして使用する刺繍オブジェクトまたはベクターオブジェクトを選択します。

新しいライブラリ
の名前を入力

My新規パターン

ドッカー > ニードルスタンプを使用しニードルスタンプをテンプレートとして使
用し、針落ちを作成するのに使用します。
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2 ニードルスタンプアイコンをクリックし、オブジェクトを使用タブを選択します。

3 選択開始ボタンをクリックします。事前に選択したオブジェクトは選択されたままと

なります。

4 デザインウィンドウ内のオブジェクトにマウスポインタを重ねます。

5 スタンプを使用ボタンをクリックして、ニードルスタンプとして選択を適用します。

6 またはライブラリに追加ボタンをクリックして、後で使用できるよう選択をライブラ

リに追加します。

参考　スタンプの材料として、レタリング、刺繍、TrueType も使用することができま
す。

参考　ビットマップイメージを使用したい場合は、CorelDRAW グラフィックスでビッ
トマップ > アウトラインのトレースコマンドを使ってベクターフォーマットに変換す
ることができます。

関連項目

 ライブラリにスタンプを追加する

「オブジェクトを使用」
タブを選択

文字を選択し、
スタンプとして使用
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ユーザー設定スプリットをデジタイズする

デジタイズタブでは分割ラインをデジタイズして直接適用したり、デザインウィンドウ
にある適用可能なオブジェクトに使用します。

ユーザー設定スプリットをデジタイズするには

1 必要に応じて刺繍オブジェクトを選択 / 未選択します。刺繍オブジェクトがすでに選択

されている場合、デジタイズしたスタンプは選択オブジェクトのみに適用されます。

2 ニードルスタンプアイコンをクリックし、ダイアログのデジタイズタブを選択しま

す。

ドッカー > ニードルスタンプを使用しニードルスタンプをテンプレートとして使
用し、針落ちを作成するのに使用する。

クリックして
デジタイズ開始
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3 デジタイズ開始ボタンをクリックします。スタンプのアウトラインの開始点を入力す

るよう指示があります。

4 分割ラインをデジタイズします。

 Enter を 1 回押し、区画を完了します。

 再度 Enter を押し、スタンプのデジタイズを終了します。

5 スタンプボタンをクリックします。

 スタンプボタンをクリックし、選択した適用可能オブジェクトのみスタンプを適用

します。

 またはスタンプを使用し、オブジェクトが選択されていない状態で、適用可能オブ

ジェクトにスタンプを適用します。スタンプの下にある各オブジェクトに適用され
ます。

オブジェクトが選択された状態で
スタンプが適用される

オブジェクトが選択されていない
状態でスタンプが適用される
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 スタンプを使用ボタンをクリックし、スタンプを配置します。定型のパターンと同

様にアンカーポイントを入力するよう指示があります。

6 またはライブラリに追加ボタンをクリックして、後で使用できるよう選択をライブラ

リに追加します。

関連項目

 定型パターンを適用する

 ライブラリにスタンプを追加する

ライブラリにスタンプを追加する

この方法は、ニードルスタンプドッカーのオブジェクトを使用タブまたはデジタイズタ
ブのライブラリに追加ボタンをクリックして開始します。

参考　ニードルスタンプ機能は、スタンプの土台としてベクターまたは刺繍オブジェク
トのみ使用します。ビットマップイメージを使用したい場合は、CorelDRAW グラフィック
スでビットマップ > アウトラインのトレースコマンドを使ってベクターフォーマットに
変換することができます。

ライブラリにスタンプを追加する

1 ユーザー設定スタンプとしてライブラリに追加したいオブジェクトを選択します。

 ニードルスタンプ > デジタイズタブを使用して、その場でニードルスタンプをデジ

タイズします。

 ニードルスタンプ > オブジェクトを使用タブを使用して、ニードルスタンプを決定

します。

ドッカー > ニードルスタンプを使用しニードルスタンプをテンプレートとして使
用し、針落ちを作成するのに使用する。

クリックして
ライブラリに

追加

ブラフィックモードの
「ビットマップ > アウトラインを
トレース」コマンドで
ビットマップを変換
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2 これらのタブいずれかのライブラリに追加ボタンをクリックします。スプリットパ

ターンの作成ダイアログが開きます。

3 ドロップリストからセットを選択し、作成ボタンをクリックし新しいライブラリを作

成します。

新しいライブラリを作成するには新規パターンセットダイアロゴを使用し、新規スタ
ンプセットを作成します。パターンを使用タブが選択されている場合、新しく作成し
たスタンプセットはセットリストに表示されます。

4 新規スタンプ名を入力し、OK をクリックします。 初の基準点をデジタイズするよう

指示があります。

5 初の基準点を入力します。

 Enter を押し、基準点を自動的に作成します。

 マニュアルでスタンプを配置している場合、アンカーポイントとして使用したい位

置にマウスポインタを移動し、左クリックします。

6 第 2 の基準点を入力します。

 Enter を押し、基準点を自動的に作成します。

 マニュアルでスタンプを配置している場合、ガイドポイントとして使用したい位置

にマウスポインタを移動し、左クリックします。

7 OK をクリックします。新しく作成されたスタンプは、パターンを使用タブが選択され

ている際にスタンプリストに表示されます。

ドロップリストから
ライブラリセットを

選択

新規スタンプの
名前を入力

スペシャルパターン

新しいライブラリ
の名前を入力

ユーザー設定パターンセット

初の基準点を
入力

第 2 の基準点を入力
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メモ　ユーザー設定スタンプパターンが選択されている場合、改名や削除ボタンはパ
ターンを使用タブでいつでも使用できます。

関連項目

 ユーザー設定スプリットをデジタイズする

 オブジェクトをニードルスタンプとして使用する

 定型パターンを適用する

ニードルスタンプの外観

ニードルスタンプドッカーの外観タブには、効果を弱めたり強くしたりできる設定があ
ります。

 柔らかスタンプを選択し、既存のスタンプの効果をやわらげます。

 浮き出しスタンプを選択すると、ニードルスタンプの閉じた区画内にある分割が取り

除かれます。

メモ　スタンプを消去ボタンをクリックすると、既存のスタンプすべてが選択オブ
ジェクトから取り除かれます。

ニードルスタンプを変形する

ドッカー > ニードルスタンプを使用しニードルスタンプをテンプレートとして使
用し、針落ちを作成するのに使用する。

外観オプション

調整していない概観 柔らかくした外観 浮き出た外観

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、コントロールポイントで選択
したオブジェクトを変形します。

変形ビュー > 変形ノードを表示を使用し、オブジェクト変形ツールを使用する際
の変形ノード表示を切り替えます。
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ニードルスタンプは変形モードで個々に移動、回転、サイズ変更、変形することができ
ます。ニードルスタンプを変形すると、オブジェクトの針落ちは自動的にアップデート
されます。

ニードルスタンプを変形するには

 変形モードでニードルスタンプを適用した刺繍オブジェクトを選択します。ダイヤ型

の選択ハンドルが各スタンプの中央に表示されます。

 ダイヤ型選択ハンドルを選択します。サイズ変更、伸縮、回転ハンドルが現れます。

 ダイヤをドラッグしてスタンプを移動します。Ctrl キーを押し下げ、横軸または縦軸

移動を抑制します。

ダイヤ型選択ハンドル
をクリック

ダイヤをドラッグ
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 コーナーにあるサイズハンドルをドラッグして、スタンプを拡大 / 縮小します。

 Shift キーを押し下げ、スタンプの中央を中心にスタンプを拡大 / 縮小します。

 Shift キーを押し下げ、スタンプを比例的に拡大 / 縮小します。

 Ctrlと Shiftキーをコーナーにあるサイズハンドルをドラッグしている間に同時に

押し下げ、スタンプの中央を中心にスタンプを比例的に拡大 / 縮小します。

 伸縮ハンドルをドラッグし、スタンプを引き伸ばします。Shift キーを押し、中心から

引き伸ばします。

 回転ハンドルをドラッグしてスタンプを回転します。

 スタンプのアウトラインをクリックし、コントロールポイントを表示します。これら

を使用しスタンプを拡大 / 縮小します。

コーナーにあるサイズ
ハンドルをドラッグ

伸縮ハンドルを
ドラッグ

回転ハンドルを
ドラッグ
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第 24 章

カーブした埋め縫い

EmbroideryStudio では様々な方法でカーブした埋め縫いを作成することができます。

ラインステッチはカーブしたステッチで埋め込むステッチタイプで、ステッチは形状の
輪郭に沿い陰影効果を作成します。フレックススプリットは装飾的な効果で、プログラ
ムスプリットパターンを使用してオブジェクトを埋め込みます。放射状埋め縫いはサテ
ン、タタミ、プログラムスプリットで放射状にターンするステッチを生成します。フ
ローティング効果またはリキッド効果使用して　デジタイズしたラインの輪郭に沿って
針落ちを変形し、ユニークなカーブ効果を作成します。

ラインステッチを作成する

ラインステッチはカーブしたステッチで埋め込むステッチタイプで、コラム A/B または
サークル / リングオブジェクトに適用でき、アウトラインステッチにも使用できます。
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ステッチは形状の輪郭に沿い、カーブや陰影効果を作成します。平坦なタタミ縫いに比
べ、ラインステッチは刺繍に動きを与えます。

ラインステッチをデジタイズする

オブジェクトプロパティ > フィル > ラインステッチタブで、ラインステッチのオプショ
ンを設定します。コラム A/B またはサークル / リングオブジェクトに適用できるライン
ステッチには、標準、渦巻き、一定密度の 3 種類があります。

アウトラインステッチタイプ > ラインステッチを使用し、オブジェクトの輪郭に
沿ってカーブしたステッチで陰影効果を作成します。右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ > ラインステッチを使用し、オブジェクトの輪郭に沿っ
てカーブしたステッチで陰影効果を作成します。右クリックで設定します。

デジタイズ > コラム A を使用し、幅とステッチ角度が可変のコラムを作成しま
す。右クリックで設定します。

デジタイズ > コラム B を使用し、ターンするステッチで非対称の形状のコラムを
作成します。右クリックで設定します。

グラフィカルデジタイズ > 円・楕円形を使用し、円形または楕円形の刺繍オブ
ジェクトをデジタイズします。

ラインステッチ
タイプを選択

バックステッチ
タイプを選択
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標準ラインステッチ

ステッチのライン数は一定で、細い形状部分はステッチの間隔が狭く、広い部分ではよ
り開いたステッチになります。

渦巻きラインステッチ

渦巻きは通常リングやボーダーに使用されますが、その他の閉じた形状にも適していま
す。

渦巻きラインステッチは、リングのような 2 つのアウトラインから成る閉じた形状にの
み使用できます。形状がきっちり閉じていない場合、その形状は標準ラインステッチで
埋め込まれます。

参考　形状を渦巻きラインステッチで埋め込みたい場合は、中心に非常に小さな穴があ
る閉じた形状を作成します。例えば渦巻きラインステッチで埋め込まれたサークルを作
成するには、小さな穴のある太いリングをデジタイズします。

一定密度のラインステッチ

標準ライン
ステッチ

形状に沿って往復するステッチの列を、デジタイズしたステッチ角
度に垂直に置きます。

渦巻きライン
ステッチ

巻き状に形状を埋め込む、単一の連続したステッチのラインを
作成します。

一定密度の
ラインステッチ

幅が可変の形状でも一定の密度を保ちます。
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一定密度は幅が可変の形状に適しています。ラインステッチは均一なステッチ密度で形
状を沿います。

注意　EmbroideryStudio では、特定の形状の一定密度のラインステッチは生成されない
ことがあります。ステッチは標準ラインステッチに戻ります。

バックステッチ

バックステッチパネルには標準と縁取りの 2 種類のバックステッチがあります。

「バックステッチ」は埋め縫いの一列おきのステッチを指します。スタイル（密度が高い
か低いか）により選択します。

間隔が小さいと縁取りバックステッチは適用されません。多すぎる小さなステッチによ
るダメージから生地を防ぎます。

バックステッチ 目的

標準ライン
ステッチ

小さなステッチを減らすよう、前方の列よりもわずかに短めのバッ
クステッチの列を作成します。これは密度の高い埋め込みに適して
います。

縁取り
平行なバックステッチの列が作成され、滑らかではっきりとした輪
郭を作成します。これは密度の低い埋め込みに適しています。

標準ラインステッチ 一定密度

標準ラインステッチ

縁取り
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参考　葉っぱやダイヤ、星など先の尖った形状をデジタイズする場合、先の部分を取り
除きステッチが固まってしまうのを回避します。

ラインステッチの設定

ラインステッチのステッチ長、間隔、オフセットフラクションを調整します。

ラインステッチの設定を調整するには

 ラインステッチアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

形状の先にステッチ
が固まる

コラム B

コラム B
1

2
3

4

8

7
6

5

1

2
3

4
5

10

98
7

6

ステッチタイプ > アウトラインステッチ > ラインステッチを使用し、オブジェク
トの輪郭に沿ってカーブしたステッチで陰影効果を作成します。右クリックで設
定します。

ステッチタイプ > 埋め縫い > ラインステッチを使用し、オブジェクトの輪郭に
沿ってカーブしたステッチで陰影効果を作成します。右クリックで設定します。

糸間隔を調整

オフセットフラクション
を調整

可変するステッチの
設定を調整する
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 間隔設定は、ラインステッチの埋め縫いに一番明確な効果を与えます。目の詰まった /

開いた埋め縫いを調整するのに使用します。間隔値は形状の一番幅の広い場所を設定
します。形状が狭くなると間隔は狭くなります。

 埋め縫いの外観にははっきりした効果はありませんが、長さ設定は形状全体にステッ

チを一定に分配する助けになります。

 オフセットフラクションは針落ちのパターンを制御し、ステッチを均一に分配して不

必要に針落ちのラインができてしまうのを防ぎます。異なる設定を試し、針落ちポイ
ントの 善の配分を見つけましょう。

善の配分
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 必要に応じてステッチ長の調整効果をアクティブにします。ステッチ長はカーブがよ

り一定になるよう、コーナーで自動的に調整されます。設定は単純なランニングス
テッチと同じです。

関連項目

 デジタイズ方法

 シンプルなランニングステッチ

 タタミの密度

 ステッチ長

オフセットの埋め縫いを作成する

オフセット埋め縫いは、形状の輪郭に沿うカーブした埋め縫いステッチを生成する点で
ラインステッチと似ていますが、複合埋め縫いオブジェクトとターニングステッチオブ
ジェクトにも適用することができます。ステッチ角度は埋め縫いパターンには影響しま
せん。ラインステッチのように、少ないステッチ数の開いた埋め縫いに使用するのがベ
ストです。

調整効果オン 調整効果オフ

埋め縫いステッチタイプ > オフセット埋め縫いを使用し、埋め縫いオブジェクト
にオフセットの埋め縫いを作成します。
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幅が可変の形状に適用すると、オフセット埋め縫いはラインステッチ > 一定密度のよう
に、幅の狭い部分でステッチが集積するのを防ぐよう、一定の配分の針落ちを生成しま
す。

オフセット埋め縫いの設定は、ラインステッチの埋め縫いに似ています。間隔設定は、
開きの少ない / より開いた埋め縫いを作成する際に、一番明確な効果を与えます。

関連項目

 デジタイズ方法

 シンプルなランニングステッチ

 タタミの密度

 ステッチ長

渦巻きフィルを作成する

渦巻きフィルを使用し、形状の輪郭を沿う開いたステッチを作成します。穴や突出のな
いシンプルな形状だと 高の結果を出すことができます。ステッチ長が一定または可変
のランニングステッチと共に使用します。長い形状だとオブジェクトの境界線を越えて

オフセット埋め縫い ラインステッチの一定密度の
埋め縫い

糸間隔を調整

可変のステッチ
の設定を調整

埋め縫いステッチタイプ > 渦巻きフィルを使用し、閉じたオブジェクトの中心か
ら、らせん状のステッチを作成します。
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ステッチが生成される場合がありますが、これをユニークな効果として使用することも
できます。

渦巻きフィルを作成するには

 閉じた形状を作成するか選択し、渦巻きフィルをクリックします。

 設定を変更するにはオブジェクトをダブルクリックまたは右クリックし、オブジェク

トプロパティにアクセスします。

メモ　ステッチの角度はパターンレイアウトに影響しません。

 渦巻きステッチ設定を調整します。

ステッチタイプを
選択

ステッチ間隔と
長さの数値を調整
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 滑らかまたは鋭いカーブになるようステッチ長を調整します。

 ステッチ間隔を調整して目の詰まった / 開いたステッチを作成します。

メモ　抜き穴のあるオブジェクトを使用する場合、渦巻きが適用されるとこの穴は無
視されます。別のステッチタイプを適用すると抜き穴が戻ります。

参考　渦巻きの中心はオブジェクト変形ツールで変形したり移動することができ、そ
れによりユニークな効果を生み出すことができます。中心はオブジェクトのアウトラ
インの外側にも移動させることができます。

ステッチ長 : 2.0mm ステッチ長 : 1.0mm
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関連項目

 デジタイズ方法

放射状埋め縫いを作成する

放射状埋め縫いはサテン、タタミ、プログラムスプリットオブジェクトに放射状にター
ンするステッチを作成します。ステッチは縁の外側から中心に生成されます。中心は移
動できます。効果はデジタイズ中にオン / オフにすることができます。ミラーマージや
オーバーラップ自動削除などの操作は効果を維持します。

放射状埋め縫いを作成するには

 閉じたオブジェクトを選択し、放射状埋め縫いアイコンをクリックします。

 変更するにはオブジェクトを選択し、オブジェクト変形をクリックします。オブジェ

クト変形モードでは以下の操作を行うことができます。

 放射状のステッチの中心点を移動します。

 中心の穴のサイズを設定します。

ステッチ効果 > 放射状埋め縫いを使用し、使用可能なステッチタイプで放射状に
ターンするステッチを作成します。

オブジェクト変形 > オブジェクト変形を使用し、選択したオブジェクトの変形
ノードを表示します。
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 サークル / 円・楕円形の穴の形を編集します。

 穴のプロパティはオブジェクトプロパティから変更することもできます。

参考　渦巻きフィルと同様に、放射状埋め縫い効果の中心は形状の外側やオブジェク
トの穴の内側に移動し、基の形状を変えることなく様々な効果を生み出すことができ
ます。

 放射状埋め縫いにサテン、プログラムスプリット、ぼかしステッチを適用することも

できます。

 Enter を押し適用するか、Esc を押して終了します。

穴の大きさを調整
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メモ　放射状埋め縫いで生成したステッチ角度を直接編集することはできませんが、
分解を適用して生成される閉じたオブジェクトを編集することができます。ブランチ
ングされたオブジェクトを分解するも併せてご覧ください。

使用時のヒント

すべてのパターン、ステッチ設定、オブジェクト（サイズが特定されているもの）が放
射状埋め縫いに適しているとは限りません。特に大きなオブジェクトを使用している場
合は以下に習い、中心にステッチが集中するのを防ぎましょう。

 中抜き穴のサイズを増加させます。オブジェクトの中心を既存の中抜きの中に移動す

るか、オブジェクトの外側に移動します。

 ぼかしステッチを内側に追加します。

 ステッチ間隔を＋ 20％ほど増加します。

 針落ちをオブジェクトの中心近くに追加するパターンは避けます。

 小さなオブジェクトにはふちランニングの下縫いを使用し、オブジェクトの中心に集

まるステッチ数を減らします。

 放射状埋め縫いはリング形状に適用できます。放射状ステッチの中心はリングの中抜

き穴の中に配置されます。必要に応じてオブジェクト変形で調整します。

フレックススプリットを作成する

フレックススプリットはプログラムスプリットパターンを使用してオブジェクトを埋め
込み、装飾的な効果を作成します。パターンはステッチ角度に従い、オブジェクトの幅
に合わせて大きさが変化します。ターンするステッチやコラム幅が可変のオブジェクト

ステッチ効果 > フレックススプリットを使用し、装飾的なスプリットパターンを
ステッチ角度に沿って作成し、オブジェクトの幅によりサイズ変更します。右ク
リックで設定します。
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に使用します。フレックススプリットは様々なオブジェクトやステッチタイプに適用で
きます。既存のパターンを使用したり、自分で作成したものを使用します。

フレックススプリットを適用するには

 オブジェクトを選択して、フレックススプリットアイコンをクリックします。
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 右クリックでプロパティにアクセスします。

 ドロップリストからパターンを選択します。または矢印ボタンをクリックして、パ

ターンライブラリを開きます。

 4 つのオプションのいずれかを選択します。

 フレックススプリット設定でサイズ、パターンインデント、間隔、パターンのオフ

セットを調整します。

 サイズ X とサイズ Y フィールドでパターンの 大サイズを入力します。倍率ロックは縦

横比を固定します。

パターン
プレビュー

クリックして
パターンリスト

を拡大

フレックススプリット
を選択

クリックしてパターン
を選択

パターンを選択

フレックススプリット
オプションを選択

初のパターンと 初の
ステッチライン間の距離を入力

パターンの
大サイズを入力

間隔とオフセット
を入力
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 パターンインデントフィールドで、 初のパターンと 初のステッチライン間の距離

を入力します。

 必要に応じて縦列の幅パネルで間隔とオフセットを入力します。

 複数列のパターンを使用するオプションを選択した場合、横列の高さパネルが選択可

能となります。

関連項目

 分割パターンを作る

カーブした埋め縫いを作成する

流れるようなステッチ効果を作成するには、フローティング効果を適用します。ステッ
チはデジタイズラインに沿いますが、密度と針落ちは維持します。フローティング効果
に似ていますが、リキッド効果はガイドラインを 2 本使用します。

フローティング効果でカーブした埋め縫いを作成する

フローティング効果はどの閉じた形状にも適用することができますが、一般的に複合埋
め縫いまたは閉じた形状入力方法と共に使用します。これはフローティング効果が適用

インデント :2 mm初期設定インデント値 インデント :4 mm

縦列の初期値 縦列の間隔を減少 縦列のオフセット値を変更

縦横方向の初期値 縦横の間隔を減少する 横列のオフセット値を変更

デジタイズ > 複合埋め縫いを使用し、ステッチ角度が一つの埋め縫い形状をデジ
タイズします。右クリックで設定します。

グラフィカルデジタイズ > 閉じた形状をデジタイズを使用し、閉じた形状をデジ
タイズします。<Ctrl> を押し正方形を作成します。

ステッチ効果 > フローティング効果を使用し、ユーザー設定のカーブしたステッ
チを作成します。
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されているステッチ角度を無効にする為です。効果はデジタイズ中のオブジェクトや既
存のオブジェクトにも適用できます。

フローティング効果でカーブした埋め縫いを作成するには

 適切な入力方法を選択し、タタミまたはプログラムスプリットを選択します。 高の

結果を得るには、小さめのステッチ長を使用します（例 4.00 mm、またはそれ以下）。

 フローティング効果アイコンをクリックします。

 指示に従い、複合埋め縫いオブジェクトの輪郭、開始 / 終了点とステッチ角度をデジタ

イズします。

 ステッチを沿わせたいガイドラインをデジタイズし、Enter を押します。ガイドライン

はオブジェクトの両端を横切り、 低 3 つ以上の基準点が必要でガイドラインが交差
すると無効となります。カーブポイントを使う方が角張ったコーナーポイントよりも
一般的に良い結果が得られます。

 オブジェクト変形ツールを使用し、ガイドラインを変更します。
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関連項目

 ラインステッチを作成する

 カーブした埋め縫いを既存のオブジェクトに適用する

リキッド効果でカーブした埋め縫いを作成する

フローティング効果に似ていますが、リキッド効果はガイドラインを 2 本使用します。
ガイドライン間の変更は滑らかなステッチが生成されるよう均等に分配されます。フ
ローティング効果とは異なり、リキッド効果のガイドラインはオブジェクトに被さるの
ではなく、外側にデジタイズします。効果はどの閉じた形状にも適用できますが、既存
のステッチ角度は無効になります。

リキッド効果でカーブした埋め縫いを作成するには

1 適切な入力方法を選択し、タタミまたはプログラムスプリットを選択してリキッド効

果をクリックします。

2 指示に従い、複合埋め縫いオブジェクトのアウトライン、開始 & 終了点、ステッチ角度

をデジタイズします。ステッチ角度をデジタイズ指示はでません。

3 オブジェクトの外側に第 1 のガイドラインをデジタイズします。カーブには少なくとも

基準点が 3 つ必要です。

4 Enter を押します。2 つ目のガイドラインを入力するよう指示があります。2 つのガイド

ラインを繋ぐ伸縮ラインが現れます。

デジタイズ > 複合埋め縫いを使用し、ステッチ角度が一つの埋め縫い形状をデジ
タイズします。右クリックで設定します。

グラフィカルデジタイズ > 閉じた形状をデジタイズを使用し、閉じた形状をデジ
タイズします。<Ctrl> を押し正方形を作成します。

ステッチ効果 > リキッド効果を使用し、2 本のガイドラインでカーブステッチ効
果を作成します。

ガイドライン 1
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5 初のガイドラインと同じ方向で 2 番目のガイドラインをデジタイズします。 低 3 つ

の基準点が必要です。

メモ　2 本のガイドラインは重なり合ったり、オブジェクトのアウトラインに交差し
てはいけません。ガイドラインの一部がオブジェクトの輪郭に交差すると、エラー
メッセージが表示されます。

6 Enter を押して適用します。

参考　オブジェクト変形ツールを使用し、ガイドラインを変更します。

カーブした埋め縫いの設定を調整する

カーブした埋め縫いのステッチ長は針落ちパターンがカーブに沿うよう変化します。ス
テッチ長の計算方法を登録値または 大値から選択します。

ガイドライン 1

ガイドライン 2

ステッチ効果 > フローティング効果を右クリックし、値を調整します。

ステッチ効果 > リキッド効果を右クリックし、値を調整します。

登録値

大値
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カーブした埋め縫いの設定を調整するには

 フローティング効果またはリキッド効果アイコンを右クリックし、オブジェクトプロ

パティにアクセスします。

 希望のステッチ長の計算方法を選択します。

カーブした埋め縫いを既存のオブジェクトに適用する

フローティング効果を既存の複合埋め縫いオブジェクトに適用します。この効果はコラ
ム A/B オブジェクトにも適用できます。既存のオブジェクトにリキッド効果を適用する
こともできます。

カーブした埋め縫いを既存のオブジェクトに適用するには

1 オブジェクトを選択し、カーブした埋め縫い方法を選択します。

2 オブジェクトがまだ選択された状態で、オブジェクト変形アイコンをクリックします。

初期設定の 3 つのコントロールポイントがあるガイドラインが表示されます。

オプション 目的

登録値 埋め縫いステッチの平均のステッチ長が現在のステッチ長設定に合
わされます。普通のステッチと大体同じ数の埋め縫いステッチを生
成します。

大値 大ステッチ長がステッチ長設定に合わされます。これは通常登録
値を選択した場合よりも滑らかなカーブになりますが、ステッチ数
は多くなります。ステッチ長に対してカーブがきつい場合は 大値
を使用します。

フローティング効果
を選択

ステッチ効果 > フローティング効果を使用し、既存のオブジェクトにカーブした
ステッチを適用します。

ステッチ効果 > リキッド効果を使用し、既存のオブジェクトにカーブしたステッ
チを適用します。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、ガイドラインのコントロール
ポイントを調整します。
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3 通常と同じ方法でガイドラインを移動したり、基準点を追加、変更、削除して編集し

ます。

4 Enter を押します。EmbroideryStudio が新規カーブに従ってステッチを再生成します。

5 TrueView を選択するか、針落ちポイント表示アイコンをクリックして結果を確認しま

す。
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第 25 章

モチーフランニング＆モチーフフィル

モチーフは定型のデザイン項目で、ハート型、
葉っぱ型、ボーダーパターンなどがあります。
モチーフは通常一つまたは複数のオブジェクト
から成り、モチーフセットに保存されています。

モチーフは装飾的なアウトラインや埋め込みに
使用したり、単体でも使うことができます。モ
チーフは他のオブジェクトと同様の方法でサイ
ズの変更や回転、反転が行えます。立体感のあ
るユニークなものを作ることもできます。

モチーフはランニング、埋め縫い、または単体
で使用する時でも、定型のモチーフセットから
選択します。その他の装飾タイプもモチーフに
使用できます。またクロスステッチで作成した
モチーフなど自分で作成することもできます。

モチーフを選択する & 配置する

ランニング、埋め縫い、単体で使用するモチーフは、オブジェクトプロパティドッカー
を介して選択します。

モチーフは一般的に装飾的なアウトラインまたは開いた埋め縫いに使用しますが、デザ
インに一つづつ追加することもできます。モチーフは他のオブジェクトと同様に、回転、
サイズ変更、反転させることができます。

アウトラインステッチタイプ > モチーフランニングを使用し、デジタイズしたラ
インに沿ってモチーフの列を作成します。

埋め縫いステッチタイプ > モチーフフィルを使用し、パターンの繰り返しを形成
する刺繍モチーフで、装飾的な埋め縫いを作成します。右クリックで設定しま
す。

デジタイズ > モチーフ使用を使用し、デザインにモチーフをひとつづつ追加しま
す。追加時に回転、サイズ変更、反転できます。
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モチーフを選択するには

 モチーフランニングまたはモチーフフィルアイコンを右クリックし、オブジェクトプ

ロパティにアクセスします。

 ドロップリストからモチーフセットを選択します。モチーフは大きく分けてシングル

と 2 パートセットがありますが、その他のセットも使用することができます。

 ドロップリストからパターンを選択します。または矢印ボタンをクリックしてモチー

フライブラリにアクセスします。

 モチーフ使用を選択します。マウスポインタに付属したモチーフのアウトラインが現

れます。

モチーフセットを選択

シングルまたは
2 パートセット

ライブラリから
モチーフを選択

モチーフの
プレビュー

ドロップリストから
モチーフを選択するか、
矢印をクリックし
ライブラリを開く
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 クリックでアンカーポイントをマークします。

 マウスをドラッグし、回転、サイズ変更、反転します。

 ポインターを回転、移動し、再度クリックします。

 モチーフを反転するには、右クリックします。

 モチーフのサイズを変更するには、Shift を押し、ポインタを移動し再度クリック

します。

 必要に応じて手順をリピートします。ステッチは自動的に生成されます。

 または Enter を押して､初期設定の位置と設定を確定します。

 Esc を押して終了します。

参考　ES クロスステッチで作成したパターンからモチーフを作成することができま
す。詳細はクロスステッチ増補版をご覧ください。

アンカーポイントを
クリックしてマーク

ガイドポイント
をクリックして
マーク

回転した
モチーフ

回転、反転した
モチーフ

右クリックして
ガイドポイントを
マークし、モチーフ
を反転

CTRL を押して回転角度を
コントロール

回転、サイズ変更した
モチーフ

SHIFT を押しながら
モチーフのサイズを変更

アンカー
ポイント挿入

ガイドポイント
挿入

必要に応じて手順を
リピートする

クロスステッチで
作成したモチーフ
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関連項目

 モチーフランニングの作成

 モチーフフィルを作成する

 モチーフ

モチーフランニングの作成

モチーフランニングはデジタイズしたラインに沿ってモチーフが繰り返されるステッチ
タイプです。これは通常装飾的なボーターや特別な効果を出すのに使用します。

関連項目

 モチーフランニングをデジタイズする

 モチーフランニングを変形する

 モチーフ

モチーフランニングをデジタイズする

モチーフランニングはデジタイズツールを使用し、開いた / 閉じたオブジェクトをデジ
タイズします。フリーハンドツールを含めたほとんどのデジタイズツールを使用するこ
とができます。モチーフランニングにはその他のアウトラインステッチとは異なるプロ
パティがあります。回転角度、方向、サイズ、間隔は変更することができます。

アウトラインステッチタイプ > モチーフランニングを使用し、デジタイズしたラ
インに沿ってモチーフの列を作成します。

グラフィカルデジタイズ > 開いた形状をデジタイズを使用し、開いた形状をデジ
タイズします。

グラフィカルデジタイズ > 閉じた形状をデジタイズを使用し、閉じた形状をデジ
タイズします。

アウトラインツール > モチーフランニングを使用し、デジタイズラインに沿っ
て、モチーフの列を配置します。
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モチーフランニングをデジタイズするには

 モチーフランニングアイコンをダブルクリックまたは右クリックし、オブジェクトプ

ロパティにアクセスしてモチーフを選択します。

 モチーフセットを選択し、モチーフを選択します。

参考　オブジェクトを選択しないまま、モチーフを選択して適用をクリックし、選択
したモチーフを現在設定にします。モチーフ使用ツールと一緒に使用します。

 開いた形状をデジタイズまたは閉じた形状をデジタイズを選択し、デジタイズしたラ

インに沿ってモチーフの列を作成します。

 初期設定のサイズと方向を使用するには、Enter を押します。

 サイズフィールドでモチーフの大きさを調整します。倍率ロックは縦横比を固定しま

す。

 間隔フィールドでリピートの間隔をコントロールします。

モチーフ選択

モチーフランニン
グのプレビュー

モチーフの大きさを
入力

リピート間の間隔を
入力

初と 後のモチーフを
維持または削除を選択

元のアウトライン X 軸で変更 Y 軸で変更

間隔元の間隔
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 またはポップアップメニューのステッチ方向をスワップで、モチーフの方向を変更し

ます。

 オーバーラップができないように、 初と 後のモチーフを保持する / 省くか選択しま

す。

 Enter または適用をクリックします。

グラデーション効果のあるモチーフランニング

製品の中には、モチーフランニングのモチーフサイズと間隔を、特定した開始サイズか
ら終了サイズに自動的に徐々に変化させる設定があるものがあります。

オプションには次のものがあります。

初と 後の
モチーフ維持

初のモチーフ維持、
後のモチーフ削除

グラデーション
オプションを

選択

開始サイズを
設定
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 モチーフサイズを比例的に変化させる、または一定のサイズを保つ

 モチーフの間隔を比例的に変化させる、または一定の間隔を保つ

 きついカーブでモチーフサイズと間隔を可変にします。このオプションはカーブの鋭

さに会わせて自動的にモチーフサイズと間隔を比例的に減少させます。また「コード
長」設定はモチーフをどれくらいカーブに沿わせるかをコントロールします。

モチーフランニングを変形する

モチーフランニングは、その他の刺繍オブジェクトのように変形することができますが、
特殊なコントロールポイントが含まれています。

モチーフランニングを変形するには

 モチーフランニングオブジェクトを選択し、オブジェクト変形アイコンをクリックし

ます。モチーフの周りにコントロールポイントが表示されます。

きついカーブで
モチーフサイズと間隔

を可変にする

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、選択したモチーフランニング
オブジェクトを変形します。
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 サイズハンドルを使用してオブジェクトのサイズを調整します。

 モチーフのダイヤ形コントロールポイントをクリックして、変形ノードをアクティブ

にします。各モチーフを調整します。モチーフはそれぞれ個別に回転、傾斜、サイズ
変更することができます。

メモ　「モチーフランを再生成」チェックボックスを選択すると、オブジェクトの拡大
/ 縮小や傾斜が行なわれた際に、現在の設定を基にモチーフランニングが再生成され
ます。選択していない場合、変形後に再生成は行なわれず、モチーフの数も変更しま
せん。

 Esc を押して終了します。

ハンドルをクリック & ドラッグし、
オブジェクト全体のサイズを

変更して変形する

サイズハンドルを
クリック & ドラッグ

クリックして変形ノード
をアクティブにする

コントロールハンドルを
クリック & ドラッグし、
各モチーフを変形する

変形後に再生成

モチーフランニングが
再生成 - モチーフサイズと
間隔が維持される
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関連項目

 オブジェクトを変形する

モチーフフィルを作成する

モチーフフィルは、閉じた埋め縫いオブジェクトに使用する装飾的なステッチです。こ
の機能は、埋め込みの形状内に平行な列でモチーフを繰り返します。これは通常開いた
ステッチや特殊な効果を出すのに使用します。目の詰まった背景のステッチの上に重ね
てステッチすることもできます。前進する列と後進する列に別々のモチーフを選択でき
ます。モチーフレイアウトは画面上でまたはオブジェクトプロパティを介して作成でき
ます。自動下縫いはモチーフフィルではオフになり、ステッチ角度は無効になります。

モチーフフィルをデジタイズする

閉じた形状をモチーフフィルでデジタイズしたり、既存のオブジェクトに効果を適用し
ます。フリーハンド（閉じた形状）などほとんどの閉じた形状をデジタイズするツール
を使用することができます。ステッチ角度は無視されます。たくさんのモチーフの中か
ら選択できます。前後の列で異なるモチーフを組み合わせる事も、すべて同じモチーフ
にする事もできます。モチーフがペアになった Two-Part モチーフセットもあります。

モチーフフィルをデジタイズするには

 モチーフフィルをクリックし、閉じた形状をデジタイズするツールを選択します。

埋め縫いステッチタイプ > モチーフフィルを使用し、パターンの繰り返しを形成
する刺繍モチーフで、装飾的な埋め縫いを作成します。右クリックで設定しま
す。

デジタイズ > 複合埋め縫いを使用し、ステッチ角度が一つの埋め縫い形状をデジ
タイズします。右クリックで設定します。
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 オブジェクトをダブルクリックするか、モチーフフィルアイコンを右クリックしてオ

ブジェクトプロパティにアクセスします。

 モチーフ 1 パネルで、モチーフセットとパターンをライブラリから選択します。1 列の

モチーフには Single Motifs セットを使用します。モノグラム装飾を使用したり、自
分でセットを定義することもできます。

 前後の列に異なるモチーフを使用したい場合は、モチーフ 2 チェックボックスを選択し

ます。両方に Two-Part Motifs セットを使用すると 高の結果を得ることができます。

 モチーフ2パネルで補完するモチーフを選択します。定型の2パートモチーフセットは、

前後の列で相補的なモチーフになるようデザインされています ( 例：「Duet01a」や
「Duet01b」）。

モチーフセットを選択して
前進列用のモチーフ選択

モチーフセットを選択して
後進列用のモチーフ選択

前進列のモチーフ
を選択

後進列のモチーフ
を選択
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参考　オブジェクトを複製し、他の色やモチーフを適用してモチーフのレイヤーを生
成することもできます。

関連項目

 モチーフを拡大 / 縮小する

 モチーフ

モチーフフィルを設定する

モチーフフィルの調整は、画面上またはオブジェクトプロパティを介して行なうことが
できます。

間隔 & オフセット

モチーフフィルの縦横方向の間隔は正確に調整できます。初期設定ではシンプルな格子
が定義されており、間隔はモチーフの大きさと等しく設定されています。縦のオフセッ
トは 0.00mm にセットされている為、列は垂直な格子となります。

 間隔とオフセット設定を調整するには、オブジェクトプロパティ> 埋め縫い > モチーフ

フィルダイアログを開きます。

埋め縫いステッチタイプ > モチーフフィルを使用し、パターンの繰り返しを形成
する刺繍モチーフで、装飾的な埋め縫いを作成します。右クリックで設定しま
す。

形状に合わせて
倍率調整 / 切取り

縦列の間隔を入力

横列の間隔と
オフセット値を入力
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 縦列の幅、横列の高さ、オフセットを調整します。

 倍率をグリッドに合わせるチェックボックスを選択し、グリッドの枠にぴったりと合

うようにモチーフサイズ変更します。

 モチーフを形状に合わせて切り取るチェックボックスを選択し、形状に合わない部分

を切り取ります。

モチーフを拡大 / 縮小する

埋め込みに使用するモチーフに、正確なサイズを設定できます。モチーフ 1 とモチーフ 2
はそれぞれ個別に拡大 / 縮小することができます。オブジェクトプロパティ > 埋め縫い >
モチーフフィルでサイズを調整をします。

モチーフを回転する

回転角度によって、モチーフフィルのパターン全体の方向が定義されます。複合埋め縫
いの形状をデジタイズする時に設定したステッチ角度は無視されます。オブジェクトプ
ロパティドッカーで回転角度を入力します。
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画面上でモチーフフィルをレイアウトする

プログラムスプリットと同じ方法で、「ガイドモチーフ」で埋め縫い全体のサイズ変更、
間隔の調整、変形、オフセットの調整を行ないます。3 つの青いガイドモチーフを使用し
ます。各ガイドモチーフを使用して、レイアウトの異なる要素を変更できます。ステッ
チ角度はモチーフのレイアウトに影響しません。

通常レイアウトはデジタイズ前に定義します。オブジェクトの輪郭にモチーフを並べる
必要がある場合には、現在の設定でオブジェクトをデジタイズしてからレイアウトを変
更します。

画面上でモチーフフィルをレイアウトするには

1 モチーフフィルアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 モチーフセットとモチーフを選択し、レイアウトをクリックします。デザインウィン

ドウにサンプルモチーフとガイドモチーフが表示されます。正しいガイドモチーフを
選択できるようズームインします。

3 ガイドモチーフを調整して必要な効果を作成します。

 中央のガイドモチーフを選択し、ドラッグして新しい位置に移動します。

埋め縫いステッチタイプ > モチーフフィルを使用し、パターンの繰り返しを形成
する刺繍モチーフで、装飾的な埋め縫いを作成します。右クリックで設定しま
す。

クリックし、選択した
モチーフをレイアウト

ガイドモチーフ ( 上 ): 縦方向の間隔、
オフセット、サイズ変更を行うモチーフ

ガイドモチーフ ( 横 ): 横方向の間隔、
オフセット、サイズ変更を行う
モチーフ

ガイドモチーフ ( 中央 ):
移動、回転、傾斜、サイズ

変更を行うモチーフ
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 ガイドモチーフを選択し、選択ハンドルを使用してガイドモチーフのサイズを変更

することで、モチーフのサイズ自体を変更します。

 中央のガイドを 2 回クリックして、回転ハンドルを表示してモチーフを回転させま

す。コーナーハンドルをクリックして、それをドラッグして回転させます。

 中央のガイドを 2 回クリックして、傾斜ハンドルをドラッグしてモチーフを傾斜さ

せます。

 横のガイドを選択して、それを左右にドラッグして横方向の間隔を変更します。

 上のガイドを選択して、それを上下にドラッグして縦方向の間隔を変更します。

比例してサイズ
変更

横方向に
サイズ変更

縦方向に
サイズ変更

回転

傾斜

アンカー

横方向の間隔を
変更
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 上のガイドを選択して、それを左右にドラッグして縦方向のオフセットを変更しま

す。

メモ　モチーフは各列に沿って連結しているので、モチーフフィルには縦列の幅には
オフセットがありません。その代わり同じような効果のレイアウトの回転を行うこと
ができます。

4 Esc を押して終了します。選択したサイズとレイアウト設定は現在の設定になります。

参考　製造時の設定に戻すには、復帰ユーティリティを実行します。またはオブジェ
クトプロパティ > 埋め縫い > モチーフフィルにマニュアルで数値を入力し、保存ボタ
ンをクリックします。

関連項目

 プログラムスプリットをレイアウトする

 モチーフ

変形するモチーフフィルを作成する

EmbroideryStudio には、モチーフフィルの形を変えて 3D 効果を作成できる機能がありま
す。グラデーション効果のあるモチーフステッチのコラムを作成します。または凹凸な
モチーフフィルを作成したり、遠近効果のある形状が作成できます。

参考　この効果を用いたオブジェクトの縁に沿って、小さなステッチが生成されること
があります。これらの小さなステッチは自動的に取り除くことができます。詳細は小さ
なステッチを除去するをご覧ください。

縦方向の
間隔を変更

オフセット
変更
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グラデーション効果のあるモチーフコラムを作成する

モチーフコラム機能は、グラデーション効果のあるモチーフステッチのコラムを作成す
ることができます。モチーフは可変の幅にフィットするよう動的にサイズが変更されま
す。先の細い形状をデジタイズし（例：コラム A）、モチーフコラムを適用し、モチーフ
を選択します。モチーフは自動的に形状にフィットします。

モチーフコラムツールを右クリックし、専用のモチーフコラムフィル設定のあるオブ
ジェクトプロパティドッカーを開きます。ライブラリからモチーフを選択します。形状
の内部の軸周りでモチーフを反転させます。

埋め縫いステッチタイプ > モチーフコラムを使用し、コラム形状のセンターライ
ンに沿ってモチーフを配置し、形状にフィットするようサイズを変更します。右
クリックで設定します。

比例的または固定間隔の
モチーフコラム設定

形状の内部の
モチーフを反転
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比例的または固定間隔のどちらかを選択します。固定間隔は、形状全体で一定のモチー
フの幅を維持します。

注意　2 つのコラム A オブジェクトがモチーフコラムと一緒にブランチングされている場
合、ステッチは生成されません。

凹凸効果を作成する

球体（内）を 3D ワープと使用すると、モチーフのサイズと中心点の周りの間隔を増加さ
せ、窪んだような効果を与えます。球体（外）では、モチーフのサイズと間隔が減少さ
れ突き出したような効果が出せます。効果はオブジェクト全体にもまたは埋め縫いの一
部にも適用することができます。

凹凸効果を作成するには

 モチーフフィルオブジェクトを選択し、3D ワープアイコンを右クリックします。オブ

ジェクトプロパティ > カーブドッカーが開きます。

 3Dワープチェックボックスを選択し、リストから球体(内)、または球体(外)を選択し

ます。

固定間隔は全体の幅を固定比例的間隔は全体のすべての
モチーフを拡大 / 縮小

ステッチ効果 >3D ワープを使用し、選択モチーフフィルに 3D 効果を適用します。
右クリックして設定を変更します。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、3D ワープ効果のあるオブ
ジェクトを変形します。

3D ワープを選択

球体 ( 内 )、または
球体 ( 外 ) を選択
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 Enter または適用をクリックします。球体（内）または球体（外）効果が選択オブ

ジェクトに適用されます。

 更に調整を行なうには、オブジェクトが選択されている状態でオブジェクト変形をク

リックします。3 つのコントロールポイントのあるガイドフレームが現れます。

 コントロールポイントを以下の目的で調整します。

 フレームの高さを変更する

 フレームの幅を変更する

 フレームの位置を変える

参考　モチーフオブジェクトを複製して異なる色を選択すると、複数色のモチーフ層
を生成できます。例えばサークルで形状を埋め込んだ後、2 層目の形状を作成し、そ
れをオフセットして異なる色を適用します。その後、モチーフフィル全体に球体 ( 外
) などの効果を適用できます。

遠近効果を作成する

球体 ( 内 ) を適用モチーフフィルを用いた
複合埋め縫いオブジェクト

球体 ( 外 ) を適用

また

クリック & ドラッグで
フレームを再配置

センターポイントを
クリック & ドラッグ

ステッチ効果 >3D ワープを使用し、選択モチーフフィルに 3D 効果を適用します。
右クリックして設定を変更します。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、3D ワープ効果のあるオブ
ジェクトを変形します。
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3D ワープの遠近法を使用して、サイズを相対的に変化させることによって遠近効果を作
成できます。

遠近効果を作成するには

 モチーフフィルオブジェクトを選択し、3D ワープアイコンを右クリックします。オブ

ジェクトプロパティ > カーブドッカーが開きます。

 3D ワープチェックボックスを選択し、リストから遠近法を選択します。

 Enter または適用をクリックします。

 変形アイコンをクリックします。ガイドフレームがオブジェクトの周りに表示されま

す。

 ガイドラインを近づけたり離したりしてフレームを調整します。

 Enter または適用をクリックします。

メモ　ガイドフレームは形状の外側の輪郭に重なったり、内側に入り込んではいけま
せん。

モチーフを管理する

EmbroideryStudio では様々な方法でモチーフを管理ができ、モチーフセットの作成、保
存、セット間でのモチーフのコピーやモチーフの削除が行えます。

3D ワープを選択

遠近法を選択

オブジェクトを選択して
変形ツールをクリック

フレームを調整して
Enter を押す
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モチーフを作成する

モチーフ作成機能を使用して、今後の使用のために独自に作成したモチーフを保存でき
ます。モチーフは異なるファイルに、または「モチーフセット」に保存できます。

モチーフを作成するには

1 モチーフとして保存したいオブジェクトを選択します。

2 オブジェクト > モチーフ作成を選択します。

3 ドロップリストからモチーフセットを選択し、モチーフ名フィールドに名前を入力し

ます。

 必要に応じて作成をクリックします。モチーフセット作成ダイアログが開きます。

 新規モチーフセットに名前を入力し、OK をクリックします。モチーフセットが使用

可能となります。モチーフセットはプログラムフォルダーの ...\Userletw に保存
されています。必要に応じてこれらのモチーフセットは削除または改名できます。

4 色替え等のマシン機能を維持したい場合は、機能を取り除くにチェックを入れないで

おきます。モチーフからマシン機能を削除するには、チェックボックスを選択します。

5 OK をクリックします。

6 クリックして、モチーフの基準点を 2 つマークします。これらはモチーフの初期設定の

方向を定義します。基準点 1 がアンカーポイントになります。基準点 2 が回転ポイン
トになります。

モチーフセットを選択

モチーフ名を入力

選択して不要な
マシン機能を取り除く

モチーフセット
の名前を入力

新規モチーフセット

回転方向



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 531

基準点はモチーフ間の間隔を定義します。

7 OK をクリックします。このモチーフは使用できます。

参考　希望通りのモチーフランニングになるようオブジェクトを複製または配置しま
す。配置や 近のポイントツールはオブジェクトを正確に配置できます。基準点を定
義するには真ん中のモチーフを使用します。

モチーフセットを管理する

モチーフの管理からユーザー設定のモチーフセットを管理します。

モチーフセットを管理するには

 設定 > モチーフの管理を選択します。モチーフの管理ダイアログが開きます。

 ドロップリストから変更したいモチーフセットを選択します。

 モチーフグループからモチーフを選択します。

 必要に応じて、改名と削除ボタンを使用して変更します。

基準点 1

基準点 2基準点 1

基準点 2

基準点 1

基準点 2

近のポイントを
適用を使用

配置と均等間隔
ツールを使用

モチーフセットを変更

選択モチーフを変更

マイモチーフセット

マイモチーフ
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参考　またはオブジェクトプロパティドッカーで、直接カスタムモチーフを削除する
ことができます。モチーフランニングまたはモチーフフィルアイコンを右クリック
し、ダイアログにアクセスします。

モチーフ選択

クリックして
モチーフリストを

拡大

選択モチーフを
削除
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パート 7

刺繍レタリング

高品質なレタリングが簡単に作成できます。EmbroideryStudio ではサイズ変更が可能な
様々な刺繍書体を用意しています。

刺繍レタリングを作成する

この章では、レタリングの追加やレタリングベースラインの適用、レタリングフォー
マットの変更、レタリングのサイズや間隔の調整方法について説明しています。詳細は
刺繍レタリングを作成するをご覧ください。

刺繍レタリングを編集する

この章では、レタリングオブジェクトの編集 ( レタリングのベースライン、文字ごとの
バランス調整、文字の拡大 / 縮小、傾斜、移動、変形など ) について説明しています。
またレタリングオブジェクトの拡大 / 縮小と変形に関しても説明しています。詳細は刺
繍レタリングを編集するをご覧ください。

刺繍レタリングの上級編

この章では、特殊文字や記号を追加する方法、レタリングオブジェクトのレタリングス
テッチタイプを変更する方法、レタリングのステッチ角度を調整する方法について説明
しています。またレタリングステッチのステッチ順序の調整方法、レタリングをつなぎ
合わせる方法や、自動文字カーニングと文字間隔、レタリングの下縫いに関しても説明
しています。枠を使用した特殊効果の作成方法について説明しています。詳細は刺繍レ
タリングの上級編をご覧ください。

チームネーム

この章では、ネームグループの設定方法、チームネームデザインの作成、チームネーム
デザインの変更と出力の仕方について説明しています。詳細はチームネームをご覧くだ
さい。

モノグラミング

この章では、イニシャルネームや個人名を使用したモノグラミングの操作方法を説明し
ています。イニシャルネームや個人名の他にボーダーフレーム、モチーフ、既存デザイ
ンも簡単な操作で組み合わせることができます。詳細はモノグラミングをご覧ください。

ユーザー設定書体

この章では、TrueType 書体から新しく書体を作成する方法について説明しています。ま
た自動レターカーニング、ユーザー設定書体や文字の作成、変更する方法、書体の合成
方法についても説明しています。詳細はユーザー設定書体をご覧ください。

レタリングキオスク

レタリングキオスクには定型のデザインレイアウト一式が装備されており、テキストや
色を変更して簡単にアレンジすることができます。自分でレイアウトを作成することも
できます。ボタンを押すだけでキオスクからデザインをマシンに送信することができま
す。詳細はレタリングキオスクをご覧ください。
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第 26 章

刺繍レタリングを作成する

質の高い刺繍レタリングを素早く簡単に作成
することができます。EmbroideryStudio では
高品質なレタリングが簡単に素早く作成でき
ます。刺繍レタリングは直接デザインに追加
したり、CorelDRAW グラフィックスから変換す
ることができます。文字の位置、イタリック、
太字などの文字の書式が設定できます。設定
値はレタリング全体にでも個々の文字に対し
てでも変更することができます。

この章では、レタリングの追加やレタリング
ベースラインの適用、レタリングフォーマッ
トの変更、レタリングのサイズや間隔の調整
方法について説明しています。

CorelDRAW グラフィックスでレタリングを作成する

EmbroideryStudio の製品レベルの中には CorelDRAW(R)Graphics Suite が標準装備されて
いるものもあり、TrueType のレタリングを CorelDRAW グラフィックスに追加しフォー
マット化することができます。その後ベクターレタリングは刺繍レタリングまたは刺繍
オブジェクトに変換することができます。

メモ　CorelDRAW(R)Graphics Suite のインターフェースの詳しい説明は、CorelDRAW グ
ラフィックスモードのヘルプにアクセスしてください。

CorelDRAW グラフィックスでレタリングを作成するには

1 CorelDRAW グラフィックスに切り替えます。

2 CorelDRAW(R)Graphics Suite でレタリングテキストを作成し選択します。

モード > ターニング埋め縫い [ サテン ] に変換を使用し、幅の狭いベクターオ
ブジェクトをターンするステッチに変換します。

モード > 刺繍をグラフィックに変換を使用し、選択した刺繍をグラフィックに
変換し、Wilcom デコレーションに切り替えます。
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3 グラフィックを刺繍に変換をクリックします。Wilcom デコレーションが開き、変換し

た刺繍オブジェクトが表示されます。必要に応じて Wilcom 由来の刺繍書体に変更し、
設定を調整します。

 CorelDRAW グラフィックスで様々なベースラインを使用してレタリングを作成し、

刺繍レタリングに変換できます。

 行が複数ある段落の行端を左、中心、右に揃えることもできます。

参考　レタリングの変換が思うような結果にならない場合や基のテキストの外観をそ
のまま残したい場合は、まずアウトラインを曲線に変換してみてください。オブジェ
クトを右クリックし、曲線に変換を選択します。任意でターニング埋め縫い [ サテン
] に変換を使用し、ターンするステッチで変換するようレタリングをタグ付けします。

関連項目

 オペレーティングモード

初めに曲線に変換
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 テキストを編集する

 ベースラインを調整する

刺繍レタリングを作成する

デザインにレタリングを追加するにはデザインウィンドウに直接入力するか、オブジェ
クトプロパティドッカーで文字を入力します。

刺繍書体

EmbroideryStudio には刺繍用に作成された刺繍書体が導入されています。

推奨サイズ

刺繍で良い結果を得るためには、推奨される 大 / 小値を超えないようにします。推
奨される 大と 小の高さは大文字を基準としています。ほとんどの刺繍書体はオリジ
ナルの TrueType フォント（TTF）よりデジタイズされており、小文字の中には（例：「a」
や「c」）大文字の高さのおよそ 70％ほどのものもあります。これらの文字はきれいに刺
繍するには小さすぎる場合があり、小文字のサイズを拡大する必要がある場合がありま
す。

特殊文字

キーボードの Alt キーを押しながら 0（ゼロ）＋キーパッドの番号を使用してのコードを
押すことで、特殊文字を作成できます。例えば、コード 234 の?をタイプするには
Alt+0234 とタイプします。Alt キーを離すと、アクセント付きの文字が表示されます。
特殊文字の全ての文字が利用できる訳ではありません。

スクロールして使用可能な
書体をプレビュー
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TrueType と OpenType フォントを変換する

専用の刺繍書体以外に、EmbroideryStudio ではお使いのシステムにある TrueType や
OpenType フォントを刺繍書体に変換することもできます。これは何千もの文字があるア
ジア圏の言語には重要な機能です。

この処理はすべて自動で行われます。この場合、マニュアルでデジタイズした書体に近
い結果が得られますが、質は多少劣る場合があります。質は基の形状に左右されます。
細いセリフタイプの書体の方がブロック体書体よりもよい結果を得ることができます。

CorelDRAW(R)Graphics Suite で TrueType フォントを選択し、変換ツールせ変換すること
もできます。

ブリングレタリング

EmbroideryStudio にはブリングレタリングが装備されています。

関連項目

 大きさを調整する

 CorelDRAW グラフィックスでレタリングを作成する

 特殊文字を追加する

 ブリングレタリングを作成する

スクロールして
TrueType 書体を
プレビュー

ブリング特有の
書体
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 刺繍書体

刺繍レタリングを追加する

文字を特定の範囲に納める必要がない場合は、画面上に直接文字をタイプできます。そ
の際、現在の設定が使用されます。またレタリングオブジェクトを編集して、様々な装
飾的効果を作成できます。

画面上で刺繍レタリングを追加するには

 レタリングアイコンをクリックします。

 カラーパレットから色を選択します。

 挿入ポイントをクリックし、タイプを開始します。新しい行を開始するには、Shift + 

Enter を押します。

 Enter を押して終了します。

メモ　ベースラインによってレタリングオブジェクトの形状が決定されます。レタリ
ングは縦 / 横方向の直線上、円や円弧上、デジタイズしたベースライン上に配置でき
ます。

関連項目

 ベースラインを扱う

オブジェクトプロパティを使用してレタリング作成する

オブジェクトプロパティドッカーを使用して、文字をデザインに追加する前に設定を調
整することができます。これはより複雑なデザインに適しています。EmbroideryStudio
には、多くのアプリケーションに適した書体が数多く装備されています。刺繍書体を選
択し、お使いのシステムにインストールされている TrueType または OpenType フォント
に変換します。

ツールボックス > レタリングを使用し、刺繍レタリングを作成します。右クリッ
クで設定にアクセスします。

ツールボックス > レタリングを右クリックし、ドッカーにテキストを入力し、刺
繍レタリングの設定を調整します。
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オブジェクトプロパティでレタリングを作成するには

1 レタリングアイコンを右クリックして、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 テキスト入力パネルに刺繍したいテキストを入力します。新しい行を開始するには

Enter を押します。

3 書体ドロップリストから書体を選択します。リストをフィルターにかけるには :

 書体の種類を選択する : 刺繍、TrueType、またはすべて

 TrueType フォントのスタイルを選択する : ブロック、セリフ、筆記体、装飾、また

はすべて。これらは TrueType フォントにのみ適用できます。

 書体の名前を 2 文字以上の入力して更にリストをフィルターにかけます。

参考　よい結果が得られるよう各書体の 大 / 小推奨値をチェックしましょう。刺
繍書体も併せてご覧ください。

設定を調整する

書体を選択

テキストを入力

クリックして
テキストを作成

ベースラインを
選択

書体リストを
フィルターに

かける

スクロールして
使用可能な書体を
プレビュー
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4 ドロップリストからベースラインから選択します。ベースラインによってレタリング

オブジェクトの形状が決定されます。

5 ドッカーからテキストを生成をクリックします。

6 レタリングを配置したい場所をクリックするか、選択したベースラインの基準点を

マークします。

7 Enter を押して生成します。オブジェクトプロパティドッカーの現在の設定に基づい

たステッチでレタリングが埋め込まれます。ステッチはいつでも変更することができ
ます。

参考　レタリングの見た目と質は、上縫いの土台の役目を果たす下縫いにかなり影響
されます。

関連項目

 刺繍書体

 刺繍書体

 TrueType フォントを刺繍に変換する

 ベースラインを扱う

 レタリングを書式設定する

 レタリングの下縫いを設定する

レタリングのプロパティを調整する

レタリングの高さ、幅、斜体文字、配置はすべてオブジェクトプロパティでコントロー
ルすることができます。文字、単語、行の間隔もここで調整することができます。文字
間隔は文字の配置 ( 左寄せ、中央寄せ、右寄せ、均等 ) により、自動的に計算されます。

ベースラインの
スタイルを選択
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レタリングを書式設定する

書式設定の値はいつでも変更することができます。文字を右または左に傾斜させて、斜
体文字を作成できます。配置設定（左側、右側、中央、全配置）を使用して、レタリン
グをベースラインに沿わせます。

レタリングを書式設定するには

1 レタリングオブジェクトを作成し選択します。

2 オブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティ> スペシャル > レタリング

ダイアログを開きます。

3 レタリングの文字の高さを入力します。

参考　メートル測定システムを使用している場合、レタリングの高さはミリメートル
ですが、レタリングの大きさが「3/4 インチ」の場合、文字の高さフィールドに

「3/4in」または「3/4 in」と入力するだけで、自動的に 19.05mm へ変換されます。

4 斜体文字フィールドに、傾斜の角度を ±45 度で入力します。0 度は傾斜がありません。

文字の幅をパーセントで調整

レタリングの高さを調整

文字の傾き角度を調整

傾斜角度 25 度 傾斜角度 0 度 傾斜角度 -10 度
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5 必要に応じて文字の配置位置を左、右、中央、均等から選択します。

参考　配置オプションに均等が選択されている場合、ベースラインに沿って文字は均
等に配置されます。均等配置のレタリングの間隔を変更したい場合は、ベースライン
の長さを変更します。

6 太い文字を作成するには、縮み補正タブを選択します。

7 必要に応じてコラム幅または縮み補正オプションを選択します。

関連項目

 オブジェクトプロパティを使用してレタリング作成する

 レタリングアートで特殊な効果を作成する

 測定単位を設定する

 布の伸縮に合わせて補正する

間隔設定を調整する

文字、単語、行の間隔はオブジェクトプロパティで調整することができます。

右寄せ中央左寄せ

縮み補正タブを選択

縮み補正または
コラムの幅を増加
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間隔設定を調整するには

 レタリングオブジェクトをダブルクリックするか、レタリングアイコンを右クリック

してオブジェクトプロパティにアクセスします。

 絶対値（mm）または高さに対するパーセンテージで、間隔の数値を入力します。

 文字間隔：文字間の間隔を指す

 単語間隔：単語間の間隔を指す

 行間隔：行間の間隔を指す

参考　単語間の間隔を削除したい場合は、単語間隔を 0% にします。

文字間隔を画面上で調整する

文字間隔は、文字の高さに対する割合で自動的に計算されます。大抵初期設定の数値で
十分な結果が得られますが、特定の位置にぴったりフィットするよう文字全体をコント
ロールすることもできます。同様にオブジェクト変形ツールで複数行からなるレタリン
グオブジェクトの行間隔を変更できます。隣り合う文字の形状によっては、文字の間隔
が大きすぎり小さすぎたりすることがあります。この視覚効果を補正する為、文字を個
別にまたは複数の文字をベースラインに沿って動かし、文字を近づけたり遠ざけたりし
ながら間隔を調整します。

絶対値 (mm)、または高さに対する
パーセンテージで数値を入力

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、文字間隔を変更します。
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文字間隔を画面上で調整するには

 レタリングオブジェクトを選択してオブジェクト変形アイコンをクリックします。

 文字間隔のコントロールポイントを左右にドラッグし、ベースラインに沿って文字全

体の間隔を調整します。

 マウスボタンを離して Esc を押し、作業を完了します。

参考　配置オプションに均等が選択されている場合、ベースラインに沿って文字は均
等に配置されます。均等配置のレタリングの間隔を変更したい場合は、ベースライン
の長さを変更します。

 行間隔のコントロールポイントを上下にドラッグし、行間隔を変更します。

 マウスボタンを離して Esc を押し、作業を完了します。

 文字の中心にあるダイヤ型のコントロールポイントをクリックします。複数の文字を

選択する時は、Ctrl か Shift を押しながら選択していきます。

コントロールポイント
をドラッグ

行間隔のコントロールポイントを
ドラッグ

複数選択するには Ctrl を押し
ダイアモンドポイントをクリック
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 ベースラインに沿って選択文字 ( 複数選択された文字 ) をドラッグするか、矢印キーを

使って間隔を調整します。

参考　 初の文字のダイヤ型のコントロールポイントを右クリックし、ドラッグして
複数の文字を動かすこともできます。この場合、ライン上の全ての文字が一度に動き
ます。

 マウスボタンを離して Esc を押し、作業を完了します。

関連項目

 自動文字カーニング

 任意の文字間隔を設定する

 個々の文字を調整する

ベースラインを扱う

ベースラインはレタリングオブジェクトの形状を決定します。レタリングは縦 / 横方向
の直線上、円や円弧上、デジタイズしたベースライン上に配置できます。画面上でベー
スラインをデジタイズできますが、拡大図を使用して作業している場合はデジタイザー
でのデジタイズとなります。

ベースラインを適用する

ベースラインはレタリングの 終の長さを設定します（自由ラインと自由ライン縦方向
除く）。ベースラインを配置すると、EmbroideryStudio ではベースラインの長さを変えず
にすべての文字をフィットさせようとします。EmbroideryStudio では、多くのベースラ
イン設定はインタラクティブにも数値ででもコントロールすることができます。

ドラッグか矢印キーで間隔を調整

ツールボックス > レタリングを右クリックし、ベースラインを選択し、設定を調
整します。
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ベースラインを適用するには

 レタリングオブジェクトをダブルクリックするか、レタリングアイコンを右クリック

してオブジェクトプロパティにアクセスします。

 リストからベースラインを選択します。オプションには下記のものがあります。

 横方向 (自由ラインと固定ライン）または縦方向 (自由ライン縦方向と固定ライン縦方

向 )：固定ラインベースラインはレタリングの 終的な長さを設定できます。自由ラ
インベースラインは、入力した文字がフィットするように長さに合わせてベースライ
ンが拡大します。

縦方向ベースラインは文字間隔が縦方向に計算されるのに対して、行間隔は横方向に
計算されます。文字は初期設定により、縦方向のラインの中心に配置されます。新し
いラインは初期設定により、アジア言語に合わせて右から左に配置されます。西洋の
言語で縦方向のレタリングを使用する場合、大文字にすると も良い結果が得られま
す。これは小文字で「g」や「p」など、下に伸びるレタリングを作成すると文字間隔
が適切でなくなるためです。

 円弧 ( 時計回りの円弧と反時計回りの円弧 ): 初期設定では、文字は時計回りの円弧で

はベースラインの上に、反時計回りの円弧では下に配置されます。文字は初期設定で

ベースラインの
スタイルを選択
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それぞれのベースラインの中心に配置されます。ラインの角度を 15 度ごとに制御する
場合は、Ctrl キーを使用します。

基準点をマークする順番に従って、テキストは左から右、または右から左に配置され
ます。

 円 ( 時計回りの円と反時計回りの円 ): 円や楕円形の周りに文字を配置します。円周と

なる位置をマークして、半径を定義します。第 3 の基準点をマークして楕円形を作成
するか、または Enter を押して完全な円形を作成します。ラインの角度を 15 度ごとに
制御する場合は、Ctrl キーを使用します。

参考　傾き、行端揃えの配置、円弧の角度、または半径（X と Y）をより厳密に数値入
力でコントロールするには、サークルと円弧の文字下端の設定を調整します。

 ユーザー設定 ( 任意の形状 ): 任意の形状ベースラインは基準点で好きなラインを描く

ことでデジタイズします。基準点の数とベースラインの長さには基本的に制限はあり
ません。

参考　ベースラインにきついカーブや尖った角が含まれると、文字が重なり合う可能
性があります。カーブポイントのみでマークし緩やかなカーブのラインをデジタイズ
すると、 も良い結果が得られます。

時計回りの円弧

反時計回りの円弧

1

1

2

2

3

3

4

3

21
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 作成したベースライン : これは主にロゴを作成するのに使用します。

 ベースライン設定ダイアログでベースラインの設定を調整します。

関連項目

 固定幅のベースライン設定を調整する

 カーブしたベースライン設定を調整する

 作成したベースラインを使用する

 ベースラインを調整する

作成したベースラインを使用する

作成したベースラインを使用して、デザインオブジェクトを囲む 3 列あるいは 2 列のレ
タリングを簡単に作成できます。これは主にロゴを作成するのに使用されます。
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作成したベースラインを使用するには

1 オブジェクトが選択されていない状態でレタリングアイコンを右クリックし、オブ

ジェクトプロパティにアクセスします。

2 テキスト入力パネルに 2 列または 3 列のテキストを入力します。新しい行を開始するに

は Enter を押します。

参考　上下の列の間にロゴまたはデザインを挿入したい場合、真ん中の行を空白で残
します。

3 書体を選択し、設定を調整します。

4 ベースラインリストから作成したベースラインを選択し、OK をクリックします。

5 レタリングを配置したい場所をクリックし、カーソルを下向きにドラッグします。

参考　ラインの角度を 15 度ごとに制御する場合は、Ctrl キーを使用します。

オプションを選択し
設定を調整

テキストを 2 列
または 3 列で

入力

「作成したベース
ライン」を選択
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6 クリックして、サークルの円周上に基準点を 1 つ入力します。

7 楕円を作成したい場合はもう 1 つ基準点をマークし、Enter を押してサークルのベース

ラインを確定します。文字列が生成され、定義したベースラインの周りに配置されま
す。テキストの各列は個別のレタリングオブジェクトとなります。

関連項目

 刺繍書体

 レタリングを書式設定する
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第 27 章

刺繍レタリングを編集する

EmbroideryStudio では画面上または数値を指定して、レタリングオブジェクトの設定を
行うことができます。編集はレタリング全体または個別の文字ごとに調整するこができ
ます。ベースラインに対しても変更が可能で、位置だけでなく種類、長さ、半径、角度
の調整もできます。またベースラインやデザインに対する文字の回転角度も調整するこ
とができます。

この章では、レタリングテキストの編集方法とレタリングオブジェクトの拡大 / 縮小、
変形の仕方について説明しています。

テキストを編集する

作成したレタリングオブジェクトは選択して画面上で変更をかけたり、オブジェクトプ
ロパティを介して調整することもできます。

テキストを編集するには

 レタリングアイコンをクリックし、レタリングオブジェクトの編集を加えたい場所を

クリックします。I 型ポインタが現れます。

 必要に応じてテキストを編集します。レタリングオブジェクトは、編集用のワイヤー

フレーム表示になります。

 新しい行を開始するには、Shift + Enter を押します。Enter を押して終了します。

ツールボックス > レタリングを使用し、画面上でレタリングを編集します。
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 またはレタリングオブジェクトをダブルクリックします。オブジェクトプロパティ >

スペシャル > レタリングドッカーが開きます。

 テキスト入力パネルのテキストを編集し、その他の調整を行います。

 テキストのアップデートをクリックします。

関連項目

 レタリングを書式設定する

 ステッチタイプ & 効果をレタリングに適用する

フォーマットを調整
する

書体を変更

テキストを編集

テキストを
更新する

ベースラインを変更
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レタリングを変更する

レタリングの文字の大きさはいつでも変更することができます。サイズは画面上または
オブジェクトプロパティから調整することができます。レタリングオブジェクトは傾斜
させたり回転させたりすることもできます。

参考　レタリングサイズによって適用すべき下縫いの種類が決まります。5mm 以下のレタ
リングには下縫いを使用しないでください。6mm から 10mm の高さのレタリングには中心
ラインランニングを使用できます。10mm 以上の高さを持つレタリングには、ふちランニ
ングの下縫いを用いることができます。詳細はレタリングの下縫いを設定するをご覧く
ださい。

大きさを調整する

レタリングオブジェクトは一般プロパティまたはオブジェクトプロパティドッカーのス
ペシャルタブを介して、縦方向、横方向、または比例的に拡大 / 縮小することができま
す。

大きさを調整するには

 レタリングオブジェクトを選択します。プロパティバーに現在の大きさが表示されま

す。

 幅と高さの設定を絶対値 (mm)、または現在の設定に対するパーセンテージで調整しま

す。

 Enter を押します。画面上をクリックすると変更されたオブジェクトを表示できます。

ツールボックス > レタリングを使用し、文字の高さと幅を調整します。

幅と高さの設定を
調整

ロックして比例的
にサイズ変更

変更前

幅と高さ 125%
に変更
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 またはレタリングオブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティにアク

セスします。

 文字の高さフィールドに、レタリングオブジェクトの文字の高さをミリメートル単位

で入力します。

 文字幅の調整フィールドに、レタリングオブジェクトの幅を、高さに対するパーセン

トで入力します。

 幅の広い文字にはパーセンテージを増やします ( 例 :140%）

 幅の狭い文字にはパーセンテージを減らします ( 例 :70%）

メモ　文字の高さは 5mm から 200mm の間で設定できます。推奨サイズについては刺繍
書体をご覧ください。

関連項目

 オブジェクを編集する

 オブジェクトを変形する

レタリングのサイズを変更する

オブジェクト選択ツールを使用して、レタリングオブジェクトを縦方向、横方向、また
は両方向に拡大 / 縮小できます。また同様にオブジェクト変形ツールでもレタリングオ
ブジェクトの拡大 / 縮小が行えます。

レタリングを拡大 / 縮小するには

 オブジェクト選択アイコンをクリックして、レタリングオブジェクトを選択します。

文字の幅を
パーセントで調整

文字高さを指定

幅 100% 幅 70% 幅 140%

選択ツール > オブジェクト選択を使用し、画面上でレタリングオブジェクトを拡
大 / 縮小します。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、画面上でレタリングオブジェ
クトを拡大 / 縮小します。

ドラッグして横方向に
サイズ変更

ドラッグして両方向に
サイズ変更

ドラッグして縦方向に
サイズ変更
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 変更したい方向に応じて、選択ハンドルのいずれか 1 つをドラッグしてオブジェクトの

サイズを変更します。

 またはオブジェクト変形をクリックします。

 黒い三角形のコントロールポイントのいずれか 1 つをドラッグして、オブジェクトのサ

イズを縦方向、横方向、または両方向に変更します。

 マウスボタンを離し Esc を押し、作業を完了します。

関連項目

 オブジェクを編集する

 オブジェクトを変形する

レタリングを変形する

オブジェクト選択とオブジェクト変形ツールを使用して、レタリングオブジェクトの傾
斜や回転ができます。

レタリングを変形するには

 オブジェクト選択アイコンをクリックして、レタリングオブジェクトを選択します。

ドラッグ

ドラッグして横方向にサイズ変更

ドラッグして両方向にサイズ変更

ドラッグして縦方向に
サイズ変更

ドラッグ

選択ツール > オブジェクト選択を使用し、画面上でレタリングオブジェクトを変
形します。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、画面上でレタリングオブジェ
クトを回転します。
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 レタリングオブジェクトを再度クリックします。別のコントロールポイントが表示さ

れます。これらのコントロールポイントを操作して、レタリングオブジェクトを回転、
傾斜させます。

 ダイアモンド型のコントロールポイントをクリック & ドラッグし、レタリングオブジェ

クトを傾斜させます。

 レタリングオブジェクトを回転させるには、白抜きの四角形のコントロールポイント

をドラッグします。

 オブジェクトを回転する前に、回転ポイント自体をクリックして新しい位置にドラッ

グしても構いません。

 またはオブジェクト変形をクリックします。

ドラッグして回転

ドラッグして傾斜回転ポイント

ドラッグ

ドラッグ
回転

ポイント

ドラッグ
回転
ポイント

上下にドラッグする
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 ベースライン上の四角形のコントロールポイントのいずれか 1 つをドラッグして、レタ

リングオブジェクトを傾斜させます。

 マウスボタンを離し Esc を押し、作業を完了します。

関連項目

 オブジェクを編集する

 オブジェクトを変形する

個々の文字を調整する

レタリングオブジェクトはサイズの変更や回転ができるだけでなく、オブジェクト変形
ツールを使えば文字を個々に操作することができ、文字間の相対的な配置変更、サイズ
変更、回転、傾斜をすることもできます。個々の文字の色を変更することも可能です。

文字の位置を変更する

オブジェクト変形ツールで、レタリングオブジェクトの文字位置を個別に変更できます。

文字の位置を変更するには

1 レタリングオブジェクトを選択して、オブジェクト変形アイコンをクリックします。

2 ダイアモンドのコントロールポイントをクリックします。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、画面上でそれぞれの文字の位
置を変更します。
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複数の文字を選択するには、Ctrl または Shift を押し下げ選択します。

3 新しい位置に文字をクリック & ドラッグします。

 文字を横方向に移動させるには、ベースラインに沿ってドラッグします。

 文字を縦方向に移動させるには、Shift を押しながらドラッグします。

 文字を任意の位置に移動させるには、Ctrl を押しながらドラッグします。

4 マウスボタンを離し Esc を押し、作業を完了します。

関連項目

 文字間隔を画面上で調整する

文字を変形する

オブジェクト変形アイコンを使用して、画面上でコントロールポイントを操作し個別に
文字を変形できます。

文字を変形するには

1 レタリングオブジェクトを選択して、オブジェクト変形アイコンをクリックします。

ダイヤ型のコントロールポイントを
クリック

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、画面上でそれぞれの文字を変
形します。
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2 ダイアモンドのコントロールポイントをクリックします。文字に他の制御ポイントが

現れます。

3 変形したい操作により、文字の周りのそれぞれのポイントをドラックします。

4 Esc を押して終了します。

文字の輪郭を変形する

オブジェクト変形ツールで個別の文字の輪郭を変形して、特殊なレタリング効果を作成
できます。

文字の輪郭を変形するには

1 オブジェクト変形アイコンをクリックして、レタリングオブジェクトを選択します。

2 文字のアウトラインをクリックします。輪郭の周りにコントロールポイントが表示さ

れます。コントロールポイントは選択的にオフにすることができます。

3 下記のいずれかの方法で変形ノードを選択します。

 変形ノードの周りに囲み枠をドラッグします。

ドラッグして文字幅を変更

ドラッグして文字を拡大 / 縮小
ドラッグして
文字の高さを

変更

ドラッグして回転

ドラッグして
傾斜

ドラッグして
傾斜

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、画面上でそれぞれの文字の輪
郭を変形します。

文字の輪郭をクリック
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 複数のノードを選択するには、Ctrl または Shift を押し下げ選択します。

4 他のオブジェクトを変形するのと同じ要領で文字を変形し、Enter を押します。

参考　スペースバーを押し、変形ノードのコーナーとカーブの切り替えをします。

5 必要に応じてステッチ角度を調整し、Enter を押します。

参考　Ctrl を押しながら、ステッチ角度を追加したい点をクリックします。

6 必要に応じて開始 / 終了点を調整し、Enter を押します。

Shift を押しながらノードの
範囲を選択しクリック

Ctrl を押しながらクリックで
個別にノードを選択

囲み枠をドラッグして
ノードをまとめて選択

変形ノードを追加、削除、
移動して変形

開始 / 終了点の
調整
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7 Esc を押して終了します。

関連項目

 刺繍オブジェクトを変形する

 ステッチ角度を調整する

 カーブを滑らかにする

文字の色を変更する

EmbroideryStudio でが文字の色を個々に変更することができます。

個々の文字の色を変更するには

1 レタリングをクリックし、レタリングオブジェクトをクリックします。

2 色を変更したい文字の上にカーソルを置いてドラッグし、文字(複数可)を選択します。

3 カラーパレットの色をクリックします。

4 Enter を押します。画面上をクリックすると変更されたオブジェクトを表示できます。

参考　シンボル (^) を二文字間に入れることによって、色替えを挿入することもでき
ます。次に続く文字の色はパレットの次の色になります。

関連項目

 オブジェクトプロパティを使用してレタリング作成する

ベースラインを調整する

ベースラインは配置した後で画面上で変更するか、またはオブジェクトプロパティ > ス
ペシャル > レタリングドッカーから変更できます。ベースラインはレタリングの 終の
長さを設定します（自由ラインと自由ライン縦方向除く）。ベースラインを配置すると、
EmbroideryStudio がベースラインの長さに文字全体を納めようとします。

ツールボックス > レタリングを使用し、画面上で文字の色を変更します。

文字の上でカーソルを
ドラッグして選択
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参考　ベースライン上に多くの文字を配置すると文字間隔が減少し、場合によっては文
字が重なり合ってしまうことがあります。その場合、ベースラインの長さを変更して調
整するか、オブジェクトプロパティ > スペシャル > レタリングドッカーでレタリング幅
を変更します。

ベースラインを変形する

ベースラインはオブジェクト変形ツールで調整することができます。ベースラインのタ
イプによって、角度、長さ、サイズを調整できます。円弧の半径や配置のポイントを変
更することができます。任意の形状のベースラインを全面的に変形することもできます。

ベースラインを変形するには

 レタリングオブジェクトを選択して、オブジェクト変形アイコンをクリックします。

参考　ステッチの開始 / 終了点は大きなダイヤとクロスで示されています。これらを
オフにしてベースラインのコントロールにアクセスします。

 どちらか一方の端にある四角形のコントロールポイントをドラッグして、直線のベー

スラインの角度を変更します。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、レタリングのベースラインを
変形します。

上下にドラッグさせて
ベースラインの角度を変更
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 中抜きの四角形のコントロールポイントをドラッグし、サークルから円弧のベースラ

インを作成できます。

 どちらか一方の端にある黒塗りの四角形のコントロールポイントをドラッグして、円

弧のベースライン上のレタリング方向を変更します。

参考　文字位置は配置（左、中央、右、均等）により異なります。ベースラインが短
過ぎる場合は文字が重なり合ってしまうことがあります。

 円の中心にある黒塗りの四角形のコントロールポイントをドラッグし、半径を変更し

ます。

左右にドラッグし、サークルの
ベースラインを円弧に変更

円周に沿ってドラッグし、
ベースラインの長さを変更

上下にドラッグして
半径を変更
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 またはベースラインの中心にあるコントロールポイントをドラッグして半径を変更し

ます。

 刺繍オブジェクトと同様に、基準点を追加、削除、変更、移動して任意の形状のベー

スラインを調整します。

 変形するには、左クリックでラインに角度を、右クリックでラインにカーブを作成

します。

 基準点の位置を変更するには、ベースラインのコントロールポイントをどれか１

つ、上下にドラッグします。

 基準点を削除するには、削除したい基準点を選択して Delete を押します。

 直線から曲線、またはその逆に変更するには、基準点を選択し Spacebar を押しま

す。

 Esc を押して終了します。

関連項目

 固定幅のベースライン設定を調整する

 カーブしたベースライン設定を調整する

 文字の輪郭を変形する

 刺繍オブジェクトを変形する

上下にドラッグして
半径を変更

ベースラインを左または
右クリックして追加

ドラッグして曲線を変更
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固定幅のベースライン設定を調整する

「自由ライン」ベースラインは固定長ではなく、予め設定された長さもありません。ベー
スラインの長さは文字を追加した分だけ延長されます。「固定ライン」は固定長で、デジ
タイズすることも数値で長さを指定することもできます。ベースラインの長さより長い
テキストを処理できる様々なオプションがあります。

参考　ベースラインの幅を精密にコントロールできる機能は、すべての名前がポケット
等の同じエリア内にフィットするようにしたい場合など、チームネームと組み合わせる
場合に重要となります。

固定幅のベースライン設定を調整するには

1 レタリングオブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティにアクセスし

ます。

2 設定をクリックします。ベースライン設定ダイアログが開きます。オプションはベー

スラインのタイプにより異なります。

3 リストから横方向、縦方、または円弧のベースラインの選択します。

ツールボックス > レタリングを使用し、ベースラインの設定を調整します。

クリックして
ベースラインを

レイアウト

長さと角度の数値
を調整

オートフレームの
スタイルを選択

ベースラインの
位置を選択
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4 必要に応じて長さの値を調整します。

固定長のベースラインの長さはコントロールでき、ベースラインに納まりきらないテ
キストを操作するオプションを選択することもできます。これは特に複数のチーム
ネームの作業をする時に便利です。自由ラインベースラインではライン角度の数値の
み調整できます。

5 固定長のベースラインには、オートフレームのスタイルを選択します。

 間隔：文字のサイズと幅はそのままで、文字がベースラインに沿って均等に配分さ

れます。文字数が多すぎると、文字が重なり合うことがあります。

 幅：各文字の幅が減少し、基の間隔が維持されます。

 文字サイズを縦横均一に伸縮：文字の幅と高さが均一に縮小され、基の間隔は維持

されます。

 間隔＆文字：文字の幅と間隔を減少します。

 文字間隔 / サイズを縦横均一に伸縮：文字の幅、高さ、間隔を均一に減少します。

6 必要に応じてライン角度を調整します。

ベースラインの水平軸に対する角度を入力します。

7 ベースラインの位置を選択します。

例えば、ワッペン用にレタリングを作成する場合：

 ワッペンの上側のレタリングには、ベースライン下を使用します。

 ワッペンの下側のレタリングには、ベースライン上を使用します。

 ワッペンの真ん中にまっすぐにレタリングを配置するには、ベースライン中心を使

用します。

8 必要に応じて、文字、単語、ライン間隔を指定します。

9 文字の方向を選択します。

10 OK をクリックして、オブジェクトプロパティ > スペシャルに戻ります。

ベースライン
下

ベースライン
中心

ベースライン
上
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関連項目

 ベースラインを適用する

 チームネームデザインを作成する

 間隔設定を調整する

 ベースラインを調整する

カーブしたベースライン設定を調整する

半径 (X と Y)、傾き、配置、円弧の角度をより精密に数値を入力してベースラインの設定
を調整します。

曲線のベースラインを調整するには

1 レタリングオブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティにアクセスし

ます。

2 設定をクリックします。ベースライン設定ダイアログが開きます。オプションはベー

スラインのタイプにより異なります。

3 リストからサークルまたは円弧のベースラインを選択します。傾き、半径 X、半径 Y、

配置角度、円弧の角度フィールドが選択可能になります。

4 必要に応じてこれらの数値を調整します。

 半径 Ｘ：円弧の半径（X 軸）

ツールボックス > レタリングを使用し、ベースラインの設定を調整します。

クリックして
ベースラインを

レイアウト

傾き、半径 Ｘ ､半径Ｙ、配置、
円弧の角度の数値を調整
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 半径 Y：円弧の半径（Y 軸）

 傾き：水平軸に対するベースラインの角度です。

メモ　半径 X と半径 Y の数値が異なる時、傾きフィールドはアクティブになります。

 配置角度：水平軸に対するレタリングオブジェクトの縦軸の角度です。

 円弧の角度：ベースラインの両端が円弧の中心で結ばれてできるそれぞれの半径の

間の角度です。この角度でベースラインは制御される為、レタリングテキストは円
弧の中に納まります。

参考　ベースラインの幅を精密にコントロールできる機能は、すべての名前がポケッ
ト等の同じエリア内にフィットするようにしたい場合などチームネームと組み合わせ
る場合に重要となります。円弧のベースライン上の固定ライン幅は、ベースラインパ
ネルの円弧の角度の値を調整することで設定することができます。

半径 X:50
半径 Ｙ:50

半径 X:50
半径 Ｙ:100

半径 X:100
半径 Ｙ:50

傾き 45 度

傾き 0 度

配置角度 90 度

配置角度 45 度

円弧の角度 70 度円弧の角度 100 度
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5 ベースラインの位置を選択します。

例えば、ワッペン用にレタリングをデジタイズする場合：

 バッジの上側のレタリングには、右回りのサークル、または円弧を文字下端底部と

共に選択します。

 バッジの下側のレタリングには、左回りのサークル、または円弧を文字下端底部と

共に選択します。

 ワッペンの真ん中にまっすぐにレタリングを配置するには、固定ラインとベースラ

イン中心を選択します。

6 固定長のベースラインには、オートフレームのスタイルを選択します。

7 必要に応じて、文字、単語、ライン間隔を指定します。

8 文字の方向を選択します。

9 OKをクリックしてオブジェクトプロパティ>スペシャル>レタリングドッカーに戻りま

す。

関連項目

 チームネームデザインを作成する

 固定幅のベースライン設定を調整する

 文字間隔を画面上で調整する

 ベースラインを調整する

文字方向を変更する

ベースラインやデザインに対して、文字の回転角度を定義できます。後者を選択すると
文字はベースラインの角度に影響されず、垂直に維持されるため｢階段効果｣を作成する
ことができます。

文字方向を変更するには

1 レタリングアイコンを右クリックするか、選択したレタリングオブジェクトをダブル

クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 設定をクリックし、ベースライン設定ダイアログを開きます。

ベースライン
下

ベースライン
中心

ベースライン
上

クリックして
ベースラインを

レイアウト
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3 方向オプションを選択します。

 ベースライン：ベースラインに対する文字の方向です。

 デザイン：水平軸に対する文字の方向です。

4 方向角度を入力します。

5 OKをクリックしてオブジェクトプロパティ>スペシャル>レタリングドッカーに戻りま

す。

レタリングを分解する

レタリングオブジェクトに分解機能を適用すると、レタリングオブジェクトの特性を保
ちつつ、理にかなったステッチ順序で分解します。オブジェクトプロパティはラインや
単語、また文字まで別々に編集することができます。刺繍順序は維持されます。

順序に関する決まりは以下のとおりです。

 複数行に渡るレタリングは、ラインごとに別々のオブジェクトの分解することができ

る

 個々のラインは単語ごとに別々のオブジェクトの分解することができる

 単語は文字ごとに別々のオブジェクトに分解できる

方向角度を設定

ベースラインの角度 :0 度
方向 : デザインに対して 60 度

ベースラインの角度 :0 度
方向 : ベースラインに対して 10 度

編集ツール > 分解を使用し、オブジェクト（モノグラム、アップリケ、レタリン
グなど）を構成要素オブジェクトにに分解します。

レタリングが適当な
ステッチ順序に分解される
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 文字は個々の刺繍断片に分解できる。レタリングのプロパティは失われ、刺繍オブ

ジェクトのプロパティのみ残る

参考　1 行に複数の単語を含むオブジェクトでセンターから外側のステッチ順序の場合、
例外となります。このようなオブジェクトは直接一文字のオブジェクトに分解されます。
従ってステッチ順序は保持されます。

関連項目

 ブランチングされたオブジェクトを分解する

レタリングオブジェクト
プロパティを持つ個々の
文字

別々の刺繍断片に
分解された文字

各断片のプロパティは
別々に編集できる
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第 28 章

刺繍レタリングの上級編

EmbroideryStudio には、レタリングデザイ
ンの微調整を行える様々な上級編集テク
ニックがあります。必要に応じて特殊な文
字やシンボルを追加することもできます。
初期設定ではレタリングオブジェクトはサ
テンで埋め縫いされますが、その他の刺繍
オブジェクト同様にサテン以外のベーシッ
クな埋め縫いステッチを適用することもで
きます。

レタリングオブジェクトのステッチ順序を
特定し、ステッチする際に起こりうる問題
を 小限にします。自動カーニング機能で
は文字間隔を微調整し、レタリングの見た
目と読みやすさを向上します。文字間隔は
レタリングオブジェクトごとの文字数に
従って調整します。これは特に漢字やひら
がな等、アジア言語を使用する際に便利です。レタリングの外観と品質は、正確な下縫
いの選択により向上します。レタリングオブジェクトに枠で囲む効果を適用して文字を
立体的やアーチ型にしたり、また伸縮したり圧縮したりできます。

この章では、特殊文字や記号を追加する方法、レタリングオブジェクトのレタリングス
テッチタイプを変更する方法、レタリングのステッチ角度を調整する方法について説明
されています。またレタリングステッチのステッチ順序の調整方法、レタリングをつな
ぎ合わせる方法、自動文字カーニングと文字間隔、レタリングの下縫い、枠を使用した
特殊効果の作成方法について説明しています。

特殊文字を追加する

刺繍書体と TrueType フォントには、キーボード上で打てる文字よりも更に多くの文字が
含まれています。EmbroideryStudio ではシンボル選択ダイアログや MS Windows(R) 文字
コード表で特殊文字やシンボルを追加できます。

シンボルを挿入する

レタリングデザインに特殊文字やシンボルを追加します。

ツールボックス > レタリングを使用し、特殊文字やシンボルを追加します。右ク
リックで、レタリングオプションを選択できます。
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シンボルを挿入するには

1 レタリングアイコンを右クリックして、オブジェクトプロパティにアクセスします。

参考　シンボルはキーボードのショートカットか、ドッカーを使用して追加すること
ができます。

2 シンボルを挿入をクリックします。

3 シンボルセットリストから、書体またはシンボルセットを選択します。

4 使用したいシンボルを選択します。選択したシンボルは選択フィールドに表示されま

す。

5 OK をクリックします。選択したシンボルはオブジェクトプロパティ>スペシャル >レタ

リングドッカーのテキスト入力パネルに表示されます。

デザインを作成する

シンボルを
挿入する

表示設定のオン /
オフを切り替える

書体または
シンボルセット

を選択

シンボルを
選択

クリックして追加

選択した
シンボル

ツールボックス > レタリングを使用し、特殊文字やシンボルを追加します。右ク
リックで、レタリングオプションを選択できます。
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Flairscript は装飾的な flair( フレア）をテキストの終わりに追加し、手書きのような
動きのあるレタリングを作成します。

Flairscript デザインを作成するには

1 レタリングアイコンを右クリックして、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 書体リストから FlairScript を選択します。

3 テキスト入力パネルに刺繍したいテキストを入力します。

4 シンボルを挿入をクリックします。

5 使用したい飾りを選択します。他のオプションを見るには下にスクロールします。

FlairScript 書体を
選択

テキストを入力

クリックで特殊文字
を選択

飾りを選択

対応するキー
ストローク
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6 OK をクリックしてダイアログを閉じます。選択した文字がテキスト入力パネルに表示

されます。

7 必要に応じてレタリング設定を調整し、OK をクリックします。

8 選択したベースラインの挿入ポイントをクリックまたは基準点をマークします。

9 Enter を押します。

参考　希望のレタリングが作成できるよう、いろいろな飾りでテストしてみましょう。

モノグラムレタリングを追加する

EmbroideryStudio では専用のモノグラミング機能の他に、特別なモノグラム書体を使っ
てモノグラムデザインを作成することができます。モノグラミングも併せてご覧くださ
い。

モノグラムレタリングを追加するには

1 レタリングアイコンを右クリックして、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 Octagon Monogram などのモノグラム書体を選択します。詳細は刺繍書体をご覧くださ

い。

$Flair Script

飾りが追加される

クリックで装飾的な
レタリング文字を

選択

モノグラム書体を
選択
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3 シンボルを挿入をクリックします。シンボル挿入ダイアログが開きます。

参考　文字を選択すると、選択フィールドにキーストロークが表示されます。これは
画面上で直接的に文字をタイプするには、キーを組み合わせる必要があることを示し
ています。

4 左側の文字を選択します。Octagon Monogram では各文字につき 3 つのパターン（左側、

真ん中、右側）が用意されています。選択した文字の方向が正しいことを確認しま
しょう。

5 真ん中の文字を選択し、右側の文字を選択します。

6 必要に応じてボーダーを選択します。

7 OK をクリックします。選択した文字がテキスト入力パネルに表示されます。

8 テキストを生成をクリックします。

文字を選択

対応するキー
ストローク

表示モードを選択

ボーダーを
選択
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参考　モノグラムの文字の色を変更したい場合は、一文字づつ選択して色を変えます。

文字コード表を使用する

MS Windows(R) 文字コード表を使用して、一般的なシンボルや文字を素早く取り込めま
す。文字コード表は通常 MS Windows(R) の一部としてインストールされます。詳細は
MS Windows(R) の書面をご覧下さい。

文字コード表を使用するには

1 MS Windows(R) 文字コード表を開きます。初期設定ではスタート > プログラム > アクセ

サリ > システムツール > 文字コード表で開くことができます。

2 ドロップリストから書体を選択します。

3 文字をダブルクリックするか、文字を選んで選択をクリックします。コピーする文字

フィールドに文字が表示されます。

4 コピーをクリックして、クリップボードに文字をコピーします。

5 コピーした文字をオブジェクトプロパティ>スペシャル>レタリングドッカーのテキス

ト入力パネルに貼り付けます。それにはテキスト入力パネルの内側をクリックし、
Ctrl+V を押すか右クリックでポップアップメニューを開きます。

参考　または文字や記号は外部のグラフィックソフトに貼り付けて、ユーザー設定文
字を作成する際の基本文字として使用することもできます。

書体を選択

シンボルを選択し
ダブルクリック

選択した
シンボル

クリックして選択

クリックして
コピー
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ステッチタイプ & 効果をレタリングに適用する

初期設定ではレタリングオブジェクトはサテンステッチで埋め込まれます。タタミまた
はプログラムスプリットなどその他の埋め縫いステッチタイプや、ぼかしステッチなど
のステッチ効果を適用することができます。詳細はステッチタイプをご覧ください。

メモ　レタリング値は Normal テンプレートの <PRESET_LETTERING> スタイルに保管され
ています。これらの変更は他のオブジェクトの値に影響しません。このスタイルの削除
や改名は行わないでください。詳細はスタイルを使用して作業するをご覧ください。

サテンのレタリング

初期設定ではレタリングオブジェクトはサテンステッチで埋め込まれます。基本的にサ
テンの埋め込み部分には針落ちがない為、つやのある質の高い効果を作成できます。サ
テンはほとんどのレタリングに適しています。

書体の中には 3D サテンをうまく適用できるスタイルのものがあります。アウトラインは
アウトライン & オフセットツールで追加でき、キルティングのような効果を作成できま
す。伝統的にはトラプントは 2 つ以上のレイヤーを利用し、下側の切り込みから詰め物

埋め縫いステッチタイプ > サテンを使用し、サテンステッチを新規または選択し
た狭いコラムや形状に適用します。右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ >3D サテンを使用し、盛り上がった表面を作成します。
レタリングに適用したり、トラプントと一緒に使用してキルティング効果を作成
できます。右クリックで設定します。

自動間隔オフ
ステッチの密度 0.6mm

自動間隔オン
糸密度 60%

自動間隔オン
糸密度 100%
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をしてキルティングのような盛り上がった表面を作成します。2 番目のレイヤーを 3D サ
テンレタリングの上に置き、トラプントアウトラインで縫い合わせます。

メモ　EmbroideryStudio には 3D 書体専用の書体が含まれています。

関連項目

 サテンステッチ

 刺繍書体

 アウトライン & オフセットを生成する

タタミのレタリング

タタミステッチでレタリングの形状を埋め込みます。タタミは大きなレタリングを埋め
るのに適しています。

パターンのあるレタリング

埋め縫いステッチタイプ > タタミを使用し、大きく不規則な形状を埋めるのに使
用します。右クリックで設定します。

埋め縫いステッチタイプ > プログラムスプリットを使用し、針落ちがパターンの
繰り返しを形成する装飾的な埋め込みステッチを作成します。

ステッチ間隔 0.4mm
ステッチ長 2mm

長さ :0.6
mm 小のステッチ :3mm

長さ :0.4
mm 小のステッチ :5mm
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プログラムスプリットをレタリングに適用してみましょう。このステッチタイプも大き
めのレタリングを埋めたり、特殊な効果を与えるのに適しています。ステッチ密度はス
テッチ間隔により定義されます。

関連項目

 プログラムスプリットでテクスチャを作成する

ぼかしステッチのあるレタリング

ぼかしステッチでレタリングにホラー効果やふわふわした質感を与えます。

関連項目

 毛羽の風合いを作成する

レタリングアートで特殊な効果を作成する

レタリングアート効果を適用し、レタリングを膨らませたり、伸縮または圧縮します。
レタリングアートギャラリーには多くのスタイルが保存されています。必要に応じてプ
リセットされている形状を微調整することができます。枠がかかったレタリングテキス
トは通常のレタリングと同じ方法で編集することができます。枠を取り除き、レタリン
グオブジェクトを元の形状に戻します。

ステッチ効果 > ぼかしステッチを使用し、選択したオブジェクトに揃いな縁効
果、陰影効果、あるいは毛皮のような風合いやふわふわした質感を作成します。

ツールボックス > レタリングを使用し、レタリングを編集します。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、コントロールポイントで選択
したオブジェクトを変形します。
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レタリングアート効果を作成するには

 レタリングオブジェクトを作成します。

 オブジェクトをダブルクリックし、プロパティにアクセスします。

 レタリングアートリストをスクロールするか、その他をクリックしてギャラリーにア

クセスします。ギャラリーは切り取ることができます。

 ギャラリーから形状を選択します。

クリックし
定型の形状を適用

スクロールまたはその他
ボタンでギャラリーに
アクセス
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 再度クリックし、回転コントロールハンドルにアクセスします。

 オブジェクト変形を使用し、枠の形状を調整します。

 コントロールハンドルをドラッグし、調整します。:

 2 つのハンドルを反対方向に移動させるには、ドラッグ中に Shift を押します。

 2 つのハンドルを同じ方向に移動させるには、ドラッグ中に Ctrl を押します。

 Esc を押して終了します。

 編集するにはオブジェクトを選択した状態でレタリングアイコンをクリックします。

文字の複製が下に表示されます。

ノードをドラックし変形

文字の複製を編集し、
Enter を押す
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 複製の内側をクリックし、テキストを編集します。数値を決定するには Enter を押しま

す。

 オブジェクトを基の形状に戻すにはアートを削除をクリックします。

関連項目

 枠を適用する

ステッチ順序 & 接合方法を設定する

文字がステッチされる順序を指定して、帽子や刺繍を施し難い生地などに起こる問題を
小限に抑えることができます。大抵、糸切りを 小限に抑える 近のポイント方法が

推奨されますが、複数の色やステッチタイプ、また特殊な効果を持つ書体はデジタイズ
されたように設定を使用すると良い場合もあります。

レタリングのステッチ順序を調整する

文字がステッチされる順序を指定して、帽子や刺繍を施し難い生地などに起こる問題を
小限に抑えることができます。例えばセンターから外側オプションは、特に帽子をス

テッチする場合に有効です。また糸切り機能の無い刺繍機で役立つ、レタリングの複数
ライン方向のオプションもあります。

レタリングのステッチ順序を調整するには

1 レタリングアイコンを右クリックするか、選択したレタリングオブジェクトをダブル

クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

クリックして
効果を削除

ツールボックス > レタリングを使用し、レタリングのステッチ順序を調整する。

ステッチ順序を
クリック
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2 ステッチ順序をクリックします。文字ステッチ順序ダイアログが開きます。

3 ステッチ順序を選択します。オプションには以下のものがあります。

 一方向：レタリングの各ラインを左から右へ、または右から左へステッチするかを

選択します。

 センターから外側：レタリングをセンターから外側へ向けてステッチしたい場合に

このチェックボックスを選択します。

 ラインごと : 複数ラインを上から下に、または下から上にステッチするかを選択で

きます。

メモ　一方向とラインごとのステッチ順序オプションを両方組み合わせることもでき
ます。

4 OK をクリックして、スペシャルタブに戻ります。

参考　デザイン内を移動して、ステッチ順序を確認します。詳細はデザイン間を移動
するをご覧ください。

レタリングの接合糸タイプを変更する

一行のみの
ステッチ方向を

調整

複数行のステッチ
方向を調整

左から右へステッチ右から左へステッチ

左側が 初にステッチされる右サイドを 初にステッチ

下から上へ
ステッチ

上から下へ
ステッチ

ツールボックス > レタリングを使用し、レタリングのつなぎ糸タイプを変更しま
す。
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レタリングのつなぎ糸は各書体ごとに もよい結果がでるよう予め設定されています。
ほとんどの場合、糸切りを 小限に抑える 近のポイントが推奨されます。

レタリングオブジェクトは通常一つのステッチタイプで 1 色で作成されますが、「デジタ
イズされたように」つなぎ糸タイプをオリジナルのステッチ値使用設定と併用して、幾
つかのステッチタイプを組み合わせた特殊な書体に使用できます。例えばサテン、ラン
ニング、タタミ、モチーフなどを組み合わせることができます。デジタイズされたよう
に設定は複数の色が使用でき、また特殊な効果を含む書体に使用することができます。
このような書体には 2 色書体や上縫いステッチの一部のランニングステッチに関連した
マシン機能が含まれることもあります。

レタリングの接合方法を変更するには

1 レタリングアイコンを右クリックするか、選択したレタリングオブジェクトをダブル

クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 ステッチ順序をクリックします。文字ステッチ順序ダイアログが開きます。

3 ドロップリストからステッチ方法を選択します。

オプションには以下のものがあります。

接合 目的

文字底部 文字はベースラインにそって接合されます。タオル生地などのス
テッチに使用します。つなぎ糸はパイルの中に隠れます。

近のポイント 文字は も近い距離で接合されます。糸切りを 小限にする為に
使用します。

デジタイズされ
たように

文字はデジタイズされたのと同じように接合されます。異なる埋
め縫いステッチや特殊な効果を組み合わせ書体に使用します。

つなぎ糸タイプを選択

オリジナルのステッチ値
使用を選択

近のポイント デジタイズされたように文字底部
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4 必要に応じてオリジナルのステッチ値使用チェックボックスを選択します。

この設定はデジタイズされたようにつなぎ糸タイプが選択されている時のみ利用可能
です。いくつかのステッチタイプが組み合わされた特殊な書体に使用します。選択さ
れていない場合はこれらの文字は１つのステッチタイプでステッチされます。

5 OK をクリックして、スペシャルタブに戻ります。

関連項目

 推奨されるステッチと接合方法は刺繍書体をご覧ください。

自動文字カーニング

自動カーニング機能では文字間隔を微調整し、レタリングの見た目と読みやすさを向上
します。一般的に文字間隔は視覚的錯覚でむらがあるように見えることがあります。自
動カーニングは、プリセット設定値に従いレタリング同士の間隔を 適化します。この
値は編集なしで十分作用しますが、上級ユーザーはこのカスタム値を自由に設定するこ
とができます。カーニングテーブルは、MS Windows(R) 書体からコピーすることもできま
す。

参考　カーニングに関する詳細は Windows デベロッパーセンターの配置、カーニング、
間隔トピックをご覧ください。

自動カーニングを適用する

自動カーニングオプションは、オブジェクトプロパティドッカーからアクセスすること
ができます。

デジタイズされたように
― オリジナルのステッチ値が
選択されている

デジタイズされたように
―オリジナルのステッチ値が
選択されていない

近のポイント

ツールボックス > レタリングを右クリックし、選択オブジェクトの自動カーニン
グを調整します。

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/hh994452%28v=vs.85%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/hh994452%28v=vs.85%29.aspx
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自動文字カーニングを適用するには

1 レタリングオブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティにアクセスし

ます。

2 間隔パネルまでスクロールダウンします。選択した刺繍書体や TrueType フォントの

カーニングテーブルがすでに存在している場合は、自動カーニングチェックボックス
が有効になり、初期設定で選択された状態になります。

3 必要に応じて自動カーニングを選択し、適用を選択します。

関連項目

 任意の文字間隔を設定する

カーニングテーブルを管理する

カーニングテーブルは、アルファベット文字のあらゆる組み合わせのカーニング値を並
べた表です。カーニングテーブルは、カーニングテーブルの管理に使用するダイアログ
にアクセスします。テーブルは書体から書体へ（刺繍書体または TrueType）からコピー
することができ、また削除することもできます。

メモ　TrueType カーニングテーブルは取り替え、追加、変更などはできませんが、
TrueType フォントを刺繍書体に変換し、カーニングテーブルの追加や変更を行うことが
できます。

カーニング表を管理するには

1 オブジェクトプロパティ > スペシャル > レタリングドッカーを開きます。

2 ドロップリストから書体を選択します。

自動カーニングを
クリック

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、カーニングテーブルにアクセスす
る。

クリックして
カーニングテーブル

にアクセス
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3 スクロールしてカーニングテーブルボタンを押します。現在の（対象の）書体が表示

された状態で、カーニングテーブルダイアログが表示さます。ドロップリストには
カーニングテーブルを含んだ書体すべてが表示されます。

4 リストから適した書体または TrueType フォントを選択し、カーニング値を割り当てを

クリックして現在の刺繍書体にカーニングテーブルを呼びだします。

現在の（対象の）書体に既にカーニング表が存在していれば、カーニング値を０に設
定コマンドが有効になります。

カーニング値を編集する

自動カーニングがオンの状態でレタリングオブジェクトを作成しました。今度は連続す
る文字のペアのカーニング値を更新します。

カーニング値を編集するには

1 自動カーニングを含むレタリングオブジェクトを選択して、変形アイコンをクリック

します。

2 文字の中心にあるダイヤ型のコントロールポイントをクリックします。

3 ベースラインに沿って選択文字(複数選択された文字)をドラッグあるいは矢印キーを

使って間隔を調整します。または複数の文字を移動するには 初の文字のダイヤ型コ
ントロールポイントを右クリックしてドラッグします。ライン上のすべての文字が一
体になって動きます。

4 必要なだけ操作を繰り返して、オブジェクトのすべての文字間隔を微調整します。

5 Ctrl を押しながら、ダイヤ形のコントロールポイントをクリックするか、囲み枠をド

ラッグして 1 ブロック以上の連続する文字を選択します。

似た書体を選択

現在の（ターゲット）
書体

カーニングテーブルを
現在の書体にコピー

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、選択したオブジェクトの変
形、ステッチ角度の編集、スタート / エンド点の調整を行います。
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6 オブジェクト > カーニング値の更新を選択します。この操作はすべての新しいレタリ

ングオブジェクトの文字間隔に影響します。

7 OK をクリックします。

新しいカーニング値は連続する文字のペアそれぞれに生成され、関連するカーニング
テーブルに書き込まれます。

関連項目

 文字間隔を画面上で調整する

任意の文字間隔を設定する

任意の文字間隔機能ではレタリングオブジェクトごとの文字数に従い、文字間隔の調整
を行うことができます。この機能がオンの場合、EmbroideryStudio では定義されている
間隔テーブルに従って自動的に文字間に間隔が適用されます。例えば 5 文字のレタリン
グオブジェクトでは 2mm 間隔、3 文字のレタリングオブジェクトでは増加され 3mm 間隔と
いうようになります。

任意の文字間隔を適用するには

1 レタリングオブジェクトを作成または選択し、ダブルクリックしてオブジェクトプロ

パティにアクセスします。

2 任意の文字間隔と使用するベースラインを選択します。任意の文字間隔は、どのベー

スラインでも使用することができますが、固定ラインと円弧のベースラインの自動間
隔は幅とサイズオプションが選択されている時のみ使用できます。

3 任意の文字間隔チェックボックスにチェックを入れます。

任意の文字間隔なし 任意の文字間隔あり

任意の文字間隔は
チェックされていない

（初期設定）
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4 文字間隔テーブルボタンをクリックします。文字間隔テーブルダイアログには 2～ 5文

字、または 6 文字以上のレタリングオブジェクトの設定のセットが含まれています。

5 各文字グループの間隔を調整します。一番上のフィールド（2 文字用）の範囲は 0.10mm

から 100.00mm になっています。

6 OK をクリックします。任意の文字間隔チェックボックスにチェックが入っている場

合：

 2 行以上のテキストを含むレタリングオブジェクトの場合、テキストのラインが長

い方の文字間隔が使用されます。

 各文字を変形モードでサイズ変更しても、文字間隔テーブルは変更しません。

参考　任意の文字間隔機能はチームネーム機能と共に使用することもできます。どの
「ネームフレーム」にも他のレタリングプロパティと同じように、特定された文字間隔
があります。

関連項目

 自動文字カーニング

 ベースラインを調整する

1 行のテキスト ― 予め設定された文字の
長さを文字間隔に使用

複数行のテキスト ―一番長い行の文字間隔
を使用。この場合 3

サイズ変更した文字 ―
間隔は変わらない
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 チームネームデザインを作成する

レタリングの下縫いを設定する

レタリングの見た目と質は、上縫いの土台の役目を果たす下縫いにかなり影響されます。
下縫いは上縫いを安定させるだけでなく、上縫いに立体感を与え、上縫いが柔らかい生
地に埋もれてしまうのを防ぎます。また下縫いは生地を平易化して毛羽立たせる事も出
来ます。

デザインに使われるレタリングの高さは大抵 15mm 前後です。そのサイズのレタリングの
コラムは幅 3mm 以下（太いものやブロック体書体除く）になります。このようなオブ
ジェクトは、シングルの中心ラインランニングまたはふちランニングの下縫いを使用す
ると 高の仕上がりを得ることができます。下記のルールを確認ください。

 5mm 以下のレタリングには下縫いを使用しないでください。

 6mm から 10mm の高さのレタリングにはセンターランニングを使用できます。

 10mm 以上の高さを持つレタリングにはエッジランニングの下縫いを用いることができ

ます。

 ジャケットの背中などの大きなレタリングには、第 2 の下縫いを施すことができます。

二重のジグザグは立体感を持たせる為に使用されることもあります。

レタリングの下縫いを設定するには

1 レタリングオブジェクトを選択します。

2 自動下縫いアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

3 第一下縫いチェックボックスを選択し、中心ランニングまたはふちﾗﾝﾆﾝｸﾞを第一下縫

いタイプとして選択します。ふちランニングを選択した場合、形ごとに適用オプショ
ンが利用可能になります。ふちランニングがアクティブになっている場合、下縫いは
レタリング全体に適用となります。

ステッチ効果 > 自動下縫いを右クリックし、レタリングの下縫い設定を調整しま
す。

固定または可変のランニング長を
調整

ふちランニング
（又は中心ラインランニング）を選択

1 番目の下縫いを選択し、
任意で「形ごとに適用」を選択
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4 必要に応じてセグメントごとに適用または形ごとに適用オプションを選択します。

メモ　ほとんどの刺繍オブジェクトでは、上縫いが施される前にセグメントごとに下
縫いが行われます。「デジタイズされたように」以外は単一の形ごと > ふちランニン
グ下縫いが初期設定となっています。これには形状を形成するそれぞれのセグメント
ではなく、形状全体の下縫いを計算する効果があります。同様にステッチの集積、ト
ラベルランニング、全体のステッチ数を減らす効果があります。

5 それぞれの下縫いタイプにステッチ長の値を入力します。

6 ジグザグの下縫いを使用している場合、ステッチ角度を調整して網目効果を作成でき

ます。通常のジグザグよりもより強いサポートを与えることも可能です。

7 Enter または適用をクリックします。

参考　刺繍シュミレーションを起動して、下縫いがどのようにステッチされるか確認
します。

関連項目

 ランニングステッチの下縫い設定

 ジグザグ下縫いの設定

 デザインの縫い順序をシュミレートする

文字を形成するセグメント 「セグメントごと」の下縫い 「形ごと」の下縫い

初期設定ジグザグ 斜めのジグザグ 斜めのダブルジグザグ
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第 29 章

チームネーム

チームネーム機能を使用して、複数の名前を含むデザインを作成できます。スポーツ
チームや会社のユニフォームを作成する場合、一人一人デザインを何枚も作成する必要
はありません。名前とデザインは別々にでも、また一緒にでも保存することができます。

この章ではチームの設定方法、チームネームデザインの作成、チームネームデザインの
変更と出力の仕方を説明しています。

チームネームデザインを作成する

シンプルなチームネームは、名前を直接チームネームドッカーに入力して作成すること
ができます。あるいは、タブ区切りのテキストファイルから名前をインポートすること
ができます。初期設定では、チームネームオブジェクトは一つのベースラインと 3 つの
名前で構成されています。必要に応じて、名前のコラムを追加 / 削除します。

チームネームオブジェクトを作成する

デザインとチームメンバーを関連付けするには、「チームネームオブジェクト」を作成し
ます。チームメンバーの名前は直接入力したり、顧客から受け取ったリストをインポー
トすることもできます。

ツールボックスまたはドッカー > チームネームを使用し、一つのデザインに複数
の名前を関連付けます。
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チームネームオブジェクトを作成するには

 使用したいデザインを開きます。

 チームネームアイコンをクリックして、ドッカーにアクセスします。初期設定では

チームネームオブジェクトは一つのベースラインと 3 つの名前で構成されています。

 初期レイアウトを使用したい場合は、セルをクリックして名前を入力します。Tab また

は Shift+Tab を押し、名前フィールドを移動します。

 またはチームネームリストツールで、名前の追加や削除等を行います。

ツール 説明

チームを管理 チームとチームネームを管理します。下記をご覧下さい。

チームメンバー
をインポート チームメンバーのリストを TXT または CSV フォーマット

でインポート / エクスポートします。名前はカンマで区
切ります。チームメンバー

をエクスポート

名前の配列 名前の配列を変更したり、名前を追加 / 削除します。

選択を削除 選択した列またはメンバーリスト全体を削除します。

すべて選択
変更または配置を行なう際にメンバーをすべて選択しま
す。

セルをクリックし、
入力
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 チームメンバーをインポートボタンをクリックし、お持ちのリストからチームメン

バーをインポートすることもできます。リストはコンマで区切られている必要があり
ます。

 初期設定の名前の順序を変更したい場合は、名前の配列ボタンをクリックします。こ

れは苗字を先にしたい場合や含む名前を制限（例 : 名前 1 と名前 3 など）したい場合
に使用します。

並べ替え（昇順）

選択したコラムを昇順または降順で並べ替えます。

並べ替え（降順）

ツール 説明

TXT または CSV で
名前をインポート

必要に応じて
名前の順序を変更
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 OK をクリックし、指示に従い基準点を入力します。

 すべての名前を選択し、ステッチ > ステッチ生成を選択するか G を押します。

 一つづつ名前を選択し、デザインと共に表示します。

関連項目

 チームを管理する

 チームネームテンプレート

 ベースラインを適用する

追加のフィールドにチームネームリストをインポートする

「サイズ」フィールドはデザインを構成する一部でない場合でも、チームネームリストに
追加されることがあります。サイズフィールドがデザインに表示されなくとも、生成時

表示する名前を選択

チームネーム > チームメンバーをインポートを使用し、チームメンバーのリスト
を TXT または CSV フォーマットでインポートします。名前はカンマで区切りま
す。

チームネーム > チームを管理を使用し、チームとチームメンバーを管理します。
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には各デザイン名に追加されます。これにより、正しいサイズの製品を使用しているか
どうかを確認することができます。

チームを管理ダイアログでサイズフィールドを表示するには、まず CSV または TXT
フォーマットのチームネームファイルを、図のように Teamname Teams フォルダに保存し
ます。サブフォルダは使用しないでください。

Public Embroidery
まで移動

Teamname Teams
フォルダに保存
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チームを管理ダイアログを開き、チームドロップリストからファイル名を選択します。
すべてのフィールドがインポートされます。

チームネームテンプレート

チームネーム機能では定型のレイアウトを使用したり、自分で作成することもできます。
レイアウトには複数のベースラインを含み、各ラインに複数の名前を持つものもありま
す。

チームネームデザインにテンプレートを使用する

チームネームデザインの作成時に、プリセットしたレイアウトや顧客から受け取ったイ
メージを基に作成したカスタムレイアウトを使用することができます。

チームネームデザインにテンプレートを使用するには

 使用したいデザインを開きます。

 チームネームアイコンをクリックしてドッカーにアクセスし、デザインタブを選択し

ます。このタブにはテンプレートのサンプルやチームネームテンプレートとして保存

ツールボックスまたはドッカー > チームネームを使用し、チームネームデザイン
にレイアウトを選択します。
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したカスタムデザインが含まれています。この中には複数のベースラインを含んでい
るものもあります。

 レイアウトの基にしたいテンプレートを選択します。

 名前を入力していない場合は、チームネームリストに切り替えて入力するか、使用す

る名前をインポートします。下のサンプルは独立した 2 つのベースラインに、それぞ
れ名前のセットが使用されています。

 G を押しステッチを生成します。矢印キーを使用してレタリングの位置を微調整しま

す。

 チームネームリストを使用し、チームメンバーを個々に選択し表示します。

デザインカテゴリーを選択し、
テンプレートを選択する

表示する名前を選択
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 チームネームオブジェクト内のレタリングオブジェクトを再配置または変更するには、

まず Alt キーを押し下げてクリックでオブジェクトを選択します。

 必要に応じてレタリングオブジェクトのプロパティを編集します。

関連項目

 グループ内のオブジェクトを選択する

 チームネームデザインを変更する

カスタムテンプレートを作成する

顧客からリクエストを受けた場合、大抵は商品の説明とイメージを受け取るでしょう。
名前をインポートする前に、承認を目的としたデザインのサンプルを作成するとよいで
しょう。作成したデザインはチームネームテンプレートとして保存することができます。

Alt キーを押し下げ選択し、
配置を変更

プロパティを編集し、
すべてに適用
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カスタムテンプレートを作成するには

1 テンプレートに使用するイメージをインポートします。

2 使用したいレタリング項目を追加します。 終的なチームネームデザインに必ず使用

する、変化しない項目を含めます。

3 任意で、変化するテキストに一般的な名前（例：「チームネーム」）をつけてもいいで

しょう。

一般的な名前を入力
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4 変化しない固定のレタリング（例：「Zetland Highshool」）を選択し、ショートカット

キー K を押してロックします。テンプレートが開いていると、ロックしたテキストは
チームネームオブジェクトから排除されます。

5 ファイル > チームネームテンプレートに保存を選択し、レイアウトの名前 ( 例 :

「Zetland High」）を入力し、OK をクリックします。ダイアログが Custom チームネー
ムテンプレートフォルダーで開きます。このフォルダに保存すると、デザインはデザ
インタブの Custom フォルダに表示されます。

6 テンプレートをテストするには、新しいデザインタブを開きチームネームアイコンを

クリックしてドッカーにアクセスします。デザイン > Custom でテンプレートを探しま

変化しないテキストを
選択し、K を押して
ロック

custom テンプレート
フォルダに保存

テンプレート名を
入力

Public Embroidery
まで移動
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す。テンプレートを開くと、ロック解除したテキストはチームネームオブジェクトと
して認識されます。

7 他のチームネームテンプレートと同じ要領で、テキストを編集します。

関連項目

 チームネームデザインを作成する

 チームネームデザインにテンプレートを使用する

チームネームデザインを変更する

チームネームは個々にプレビューすることができます。名前の追加 / 削除、チームネー
ムリストの並び替え、チームメンバーのプロパティを変更します。各名前の書体、サイ
ズ、色などのプロパティを設定します。また名前の列全体のプロパティを設定すること
もできます。

表示する名前を選択

ツールボックス > チームネームを使用し、チームメンバーを追加 / 削除したり、
名前を個々に編集します。

ツールボックス > レタリングを右クリックし、画面上でレタリングを編集しま
す。
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チームネームデザインを変更するには

 チームネームデザインを開き、チームネームアイコンをクリックします。初期設定で

はすべての名前が選択されています。

 必要に応じてチームネームグループの位置を調整します。

 下記のいずれかの方法でチームネームを表示します。

 名前を選択します。

すべてのチーム
メンバーを選択
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 矢印キーを使用し、リストを上下にスクロールして順番に各名前を表示します。

 リストヘッダーをクリックし、名前のコラムを選択します。並べ替えボタンを使用し、

アルファベット順（昇順または降順）でリストを並べ替えます。

表示する名前を
選択

クリックして
コラムを選択

再度クリックし、
アルファベット順に
コラムを並び替え
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 名前を個々に選択するにはチームネームリストのセルをクリックします。

 通常のレタリングオブジェクトと同じ要領で選択した名前を編集します ( 例 : 文字の

カーニングを調整）。

 通常のレタリングオブジェクトと同じ要領でレタリングのベースラインを調整します。

例えば固定長のベースラインには「オートフレーム」スタイルを選択します。

 必要に応じてチームネームリストツールを使用して、名前の追加 / 削除、プロパティ

の変更を行います。

ツール 説明

チームを管理 チームとチームネームを管理します。

削除 選択した列またはメンバーリスト全体を削除します。

すべて選択
変更または配置を行なう際にメンバーをすべて選択しま
す。

並び替え（昇順）

選択したコラムを昇順または降順で並べ替えます。

並べ替え（降順）

オブジェクト
プロパティ

選択した列、コラム、またはメンバーすべてのプロパ
ティを編集します。

すべてに適用
チームメンバー一人のプロパティをすべてのメンバーに
適用します。

デザインを作成 各メンバーにそれぞれデザインを作成します。

チームネームマ
トリックス

効率的にステッチができるよう並べられたチームネーム
デザインのマトリックスを作成します。下記をご覧下さ
い。

個々の名前を選択し
編集
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 メンバーのプロパティを表示 / 編集するには、オブジェクトプロパティをクリックしま

す。

参考　初期設定では、スペースは名前の間に挿入されます。このスペースを取除くに
は、レイアウトダイアログで単語間隔を 0% に設定します。

関連項目

 チームネームデザインを作成する

 間隔設定を調整する

 刺繍レタリングを編集する

 固定幅のベースライン設定を調整する

チームを管理する

チームネームオブジェクトにはチームにすべての名前が含まれている場合と、その一部
が含まれている場合があります。別のチームからメンバーを統合することもできます。

チームを管理するには

 チームネームデザインを開き、チームネームアイコンをクリックします。初期設定で

はすべての名前が選択されています。

Ben Waburton

名前の設定を調整

個々の名前の
テキストを編集

書体を変更

ツールボックスまたはドッカー > チームネームを使用し、一つのデザインに複数
の名前を関連付けます。

チームネーム > チームメンバーをエクスポートを使用し、チームメンバーのリス
トを TXT または CSV フォーマットでエクスポートします。

チームネーム > チームを管理を使用し、チームとチームメンバーを管理します。
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 チームを保存するには、チームネームリストのチームメンバーをエクスポートアイコ

ンをクリックします。各チームの TXT または CSV の単一のファイルを含んだ public
フォルダがダイアログに開きます。

 チームを管理アイコンをクリックし、ダイアログにアクセスします。チームメンバー

パネルは 後に開いたチームで開きます。

チームネームを入力

Public Embroidery が
ダイアログで開く

Teamname Teams
フォルダに保存

チームを管理 現在のチームネーム
リストを管理
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 エクスポートしたチームを表示するには、チームドロップリストから選択します。

 コラムの追加またはコラムの削除ボタンを使用し、各チームメンバーの名前の数を決

定します（初期設定は 3 つ）。

 デザインに関連した名前を選択します。複数の名前を選択するには、Ctrl または Shift

を押しながら選択します。

 削除と編集ボタンでリストを編集します。

 チームメンバーを一人ずつ追加するか、グループごとに追加します。

 一人ずつ追加するには、チームメンバーパネルの追加をクリックします。

 名前のグループを追加するにはクイックネームをクリックします。名前１、名前 2、

名前 3 の順で名前を入力します。

参考　名前を記入するか、またはテキストファイルを貼り付けます。各名前はカンマ
で区切られなければなりません。スペースは必要ありません。

 OK をクリックします。新規の名前はチームメンバーリストに追加されます。

チームを選択

必要に応じて
名前を編集

チームメンバーを
追加、削除、編集

名前を追加Ben

John

Warburton

Prasanna,E,Nanaya

Ben,John,Warburton

Petar,Michael,Pavlovic

Ichiro,Roy,Suzuki

Khieng,,King

Sam,,Kong

名前を入力
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 矢印ボタンで名前をチームネームリストに転送します。別のチームの名前を同じリス

トに転送することもできます。

 必要に応じてリストを編集します。

 コラムで名前をアルファベット順に並べ替えます。

 名前を並べ替え、ステッチ順序を定義します。

 リストから名前を削除します。

 初期設定の名前の順序を変更したい場合は、名前の配列ボタンをクリックします。こ

れは苗字を先にしたい場合や含む名前を制限（例 : 名前 1 と名前 3 など）したい場合
に使用します。

デザインの名前の
順序を調整

リスト間の
名前を転送

選択した名前を移動

デザインに使用されて
いる名前のリスト

必要に応じて
名前の順序を変更
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チームネームデザインを出力する

チームネームデザインの各名前から、個々のデザインを作成することができます。一括
でステッチできるよう 適化した名前のマトリックスを作成することができます。

出力用に以下で構成されたマシンファイルを生成することができます。

 デザインと名前両方

 デザインと名前にそれぞれ個別のファイルを生成

 デザインと名前ごとに個別のファイルを生成

個別のデザインを作成する

チームネームデザインの各名前から、個々のデザインを作成することができます。

ツールボックスまたはドッカー > チームネームを使用し、チームメンバーを追加
/ 削除したり、名前を個々に編集します。
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個別のデザインを作成するには

1 デザインを開き、チームネームアイコンをクリックします。初期設定により全メン

バーの名前が選択されています。

2 出力する名前を選択します。すべて選択をクリックするか、Ctrl と Shift キーで選択し

ます。

3 選択した各チームメンバーに対し個別に刺繍デザインを作成するには、デザイン作成

をクリックします。デザインが各名前に生成されます。この段階で名前は通常のレタ
リングオブジェクトとなります。

4 各デザインを個別に保存します。

デザインのマトリックスを作成する

チームネームマトリックス機能は、一括でステッチできるよう 適化した名前のマト
リックスを作成することができます。色替えの数は 小限に抑えられます。

名前を選択して
出力

クリックして個々の
デザインを作成

チームネームドッカー > チームネームマトリックスを使用し、対応するデザイン
と共にチームネームオブジェクトのすべての名前のマトリックスを自動的に作成
します。
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デザインのマトリックスを作成するには

1 チームネームデザインを開きます。

2 含めたいすべての項目を選択し、チームネームリストツールのチームネームマトリッ

クスアイコンをクリックします。

マトリックスの横列と縦列の数はチームネームの数、縦列と横列の高さの設定、刺繍
枠のステッチ範囲に基づき自動的に計算されます。2 回以上の刺繍枠掛けが必要な場
合もあります。

3 使用する刺繍枠に合うよう、高さと幅の設定を調整します。

4 効率よくステッチできるよう、横列の高さと縦列の幅を調整します。

デザイン同士のすき間を広げたい場合はこれらの数値を大きく設定します。横列 / 縦
列と出力ファイルの数などのフィールドがアップデートされます。

5 ステッチ順序オプションを選択します。各オプションはマトリックス全体の可能なス

テッチ順序を表示しています。

横列と縦列の
設定を調整

刺繍枠の幅と
高さを調整

ステッチ順序の
選択

色替えを 小限に
する選択

算出された横列と縦列
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6 必要に応じて、色換えを 小限にするチェックボックスを選択します。これを選択す

るとマトリックス全体が色ごとに並び替えられます。

7 OK をクリックします。特定した刺繍枠にフィットする数のチームネームを含んだ新し

いファイルが作成されます。必要に応じてもう一つファイルが作成されます。出力
ファイルフィールドにはファイルの合計数が表示されます。

チームネームデザインを出力する

チームネームデザインを出力する際、マシンファイルとしてどのようにデザインを生成
するかを定義する必要があります。以下の内容のファイルを生成できます。

 デザインと名前両方一緒のファイルを生成

 デザインと名前にそれぞれ個別のファイルを生成

 各名前と各デザインでそれぞれファイルを作成

これらのオプションはファイルをマシンフォーマットに保存する時やマシンに出力する
時に設定します。

出力オプションにアクセスする

保存オプションの設定 > チームネームダイアログは以下の方法でアクセスします。

 ファイル > マシンファイルにエクスポートを選択し、保存タイプドロップリストからマ

シンファイルフォーマット（例：DST）を選択して、オプションをクリックします。

 ファイル > データベースに登録を選択し、保存タイプドロップリストからマシンファイ

ルフォーマット（例：DST）を選択して、オプションをクリックします。

 旧機能 > ディスク > 名前を付けて保存 > オプションを選択します。

 旧機能 > マシンマネジャーに送信 > オプションを選択します。

 旧機能 > ステッチマネジャーに送信 > オプションを選択します。
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 ファイル > コネクションマネジャーへ送信 > オプションを選択します。

出力オプション

以下のオプションを使用することができます。

センタリング方法

自動スタート / エンド機能は、デザインの始めと終わりのステッチを特定するのに使用
します。この機能を使用するとステッチの前に針を位置付けるのが簡単になり、針がフ
レームに当たってしまう危険性も少なくなります。

オプション 目的

1 デザインと各名前
＋ストップを 1 つ
のファイルに保存

デザインとすべての名前のコピーを１つ含んだ、単独のマシンファ
イルを作成します。ストップはデザインの後や名前同士の間に挿入
されます（例：デザイン　ストップ　チームメンバー１　ストップ
　チームメンバー２　ストップなど）。

デザイン＋名前＋
ストップの繰返し
を 1 つのファイル
に保存

デザインとすべての名前の複数のコピー含んだ、単独のマシンファ
イルを作成します。ストップはそれぞれのデザイン / 名前の組み合
わせの後に挿入されます（例：デザイン＋チームメンバー１　ス
トップ　デザイン＋チームメンバー２　ストップ）。

各デザイン＋名前
を 1 つずつ別の
ファイルに保存

それぞれデザインのコピーを含んだ、各名前ごとの個別のファイル
を作成します。ES マシンマネジャーにステッチを施す時には、
ファイルはそれぞれ別々に列をなします。

デザインのみ保存 デザイン部分のみを含むファイルを作成します。

各名前＋ストップ
を 1 つのファイル
に保存

ストップで区切られた名前のみを含むファイルを 1 つ作成します。
この方法では、マシンが停止するごとにフレームを変更できます。

方法 説明

自動スタート /
エンド

自動スタート / エンドは、チームネームの出力時に中心中心を初期
設定にオンになります。予め設定されている 9 つのエンド点から 1
つ選択します。

スタート点に戻る エンド点からスタート点までのつなぎ糸を作成します。

デジタイズした
自動スタート /
エンド点を使用

このオプションは刺繍の構成要素のスタート / エンド点を厳密に設
定したいマルチデコレーションデザインで主に使用されます。この
オプションはデザイン中にすでにデジタイズしたスタート点とエン
ド点がある場合のみ有効です。

すべての出力オプションで
自動スタート / エンド方法
オプションが使用可能
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チームネームのスタートとエンド点を同じ場所に設定すると問題が起こります。

チームネームデザインは名前の長さに関係なく、製品の同じ場所にステッチされます。
出力オプションを選択します。

 デザイン＋名前＋ストップの繰返しを 1 つのファイルに保存、または

 各名前＋ストップを 1 つのファイルに保存

9 個の自動スタート / エンドプリセットオプションのうち、一つを選択します。

この自動配置は、「ネームフレーム」レイアウトとオプションの繰り返しのデザインが、
長さが変化する名前のある生地上で一貫した場所にステッチされることを目的としてい
ます。

関連項目

 ステッチマネジャーにデザインを送信する

 自動スタート / エンドを設定する

自動配置オフ 自動配置オン
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第 30 章

モノグラミング

モノグラムは、イニシャルや個人名等の文字刺
繍が組み合わさったもので、シンボルマーク等
で使用されます。モノグラミング機能では定型
の文字レイアウトスタイルやボーダーフレーム
枠、モチーフパターンを利用して簡単に装飾効
果を付けることができ、オリジナル性の高いデ
ザインを作成できます。

この章ではイニシャルや名前を使用したモノグ
ラムレタリングの操作方法と、モノグラムに装
飾を加える方法、装飾のレイアウトに関して説
明しています。

モノグラムデザイン

モノグラムはモノグラミングドッカーで組み立てていきます。モノグラムを初めて作成
する方は、デザインタブで基になるデザインを選択する方法から始めるとよいでしょう。
このタブにはレタリングのみ、ボーダー付、オーナメント付といった様々なデザインテ
ンプレートが保存されています。Custom フォルダには自分で編集したデザインを保存し
ます。表示パネルからデザインのテンプレートを選択し、その他のタブで修正します。

ツールボックス > モノグラミングを使用し、定型のモノグラミングスタイル、
ボーダータイプや装飾を使用し、独自のモノグラムを作成します。

モノグラムタイプを選択し、
デザインテンプレートを選択

編集したデザインは
Custom フォルダを使用
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モノグラムデザインは、カラーオブジェクトリストドッカーでグループ化することがで
きます。これは単一の複合オブジェクトとして扱われ、モノグラミングドッカーでのみ
編集することができます。グループ解除することはできませんが、構成要素に分解する
ことはできます。レタリングを分解するも併せてご覧ください。

モノグラム項目のみ色を変えたい場合は、<Alt> を押し下げオブジェクトをクリックする
ことでモノグラムを分解せずに個々の項目を選択することができます。

デザインをテンプレートとして保存した場合はファイル > モノグラムテンプレートに保
存を使用します。ダイアログが Custom モノグラムデザインフォルダーで開きます。デザ

複合オブジェクトとして
グループ化したオブジェクト

合成オブジェクトを
分解する

Alt キーで選択し、
色を変更
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インをこのフォルダに保存する場合、デザインはデザインタブの Custom フォルダに表示
されます。

モノグラムレタリング

モノグラミングドッカーの文字タブでは、あなただけのモノグラムを作成することがで
きます。

文字タブは、オブジェクトプロパティドッカーのレタリングタブに似たオプションがあ
ります。デザインのテンプレートを使用している場合は、書体を変えるだけでも雰囲気

編集したテンプレート
の名前を入力

ツールボックス > モノグラミングを使用し、定型のモノグラミングスタイル、
ボーダータイプや装飾を使用し、独自のモノグラムを作成します。
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の異なるデザインが作成できます。必要に応じてイニシャルを変更し、書体を選択しま
す。またこのタブでは様々なスタイルを選択することができます。

文字は複数の行に渡って入力することができます。

レタリング
スタイルを選択

レタリング書体を
選択

テキストを複数行
入力する
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選択したスタイルを更に細かく設定したい場合は上級パネルを開き、文字の幅、間隔な
どの調整を行います。文字やベースラインの回転は回転は個々の文字でもベースライン
全体でも行うことができます。

プロパティをクリックし、ステッチタイプ等の設定を調整します。モノグラムレタリン
グの初期値は標準のレタリングとは異なりますが、設定はすべてオブジェクトプロパ
ティドッカーでコントロールすることができます。オブジェクトプロパティを使用して
レタリング作成するも併せてご覧ください。

モノグラムの装飾

装飾はモチーフパターンまたはデザインファイルからモノグラムに追加することができ
ます。装飾の配置方法は以下のとおりです。

 装飾モチーフパターンまたはデザインを追加する

 装飾を単独で配置する

 複数の装飾を配置をする

上級設定にアクセス

オブジェクトプロパティに
アクセス

デジタイズ > モノグラミングを使用し、定型のモノグラムスタイル、ボーダー、
装飾を使用して独自のモノグラムを作成します。
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装飾を変更する

テンプレートのデザインや他のモノグラムを基にデザインを作成する場合、装飾を他の
ものにしただけで目新しいデザインに変えることができます。装飾タブ上部のボタンで
装飾を追加、削除、変更します。

装飾の配置パターンは反転、複製、サイクルから選択できます。ピラミッド型のアイコ
ンはパターンの位置だけでなく方向 ( 横 / 縦方向）もあらわしています。

パターンギャラリーに希望にぴったり合ったものがない場合は上級パネルを開き、装飾
の配置位置、サイズ、角度、マージンを細かく設定します。

装飾を追加、削除、変更

配置パターンを選択

上級設定にアクセス

装飾の配置、サイズ、回転、
方向、マージンを調整
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装飾を追加する

モノグラムデザインには 10 個まで装飾を追加できます。どのモチーフセットでも使用す
ることができます。

装飾デザインも用意されています。これらはそれぞれの装飾フォルダーに保管されてい
ます。

使用可能なモチーフ
セットから装飾を選択
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選択した装飾はチェックボックスにチェックを入れることで、 大 8 つまで追加するこ
とができます。装飾はレタリングの周りに配置されます。

初に選択した位置は「アンカー位置」になります ( 赤の囲み）。装飾はこのアンカー位
置に関連して拡大 / 縮小、回転、反転します。装飾のサイズを変更するには幅と高さの
フィールドを使用します。縦横比をロックを押し、幅と高さの比率を保ちながら拡大 /
縮小します。マージン設定でレタリングからの装飾の間隔を設定します。

単一の装飾を配置をする

装飾を一つだけ挿入するには位置 5 を選択します。他のチェックボックスはすべて自動
的に解除されます。幅、高さ、回転フィールドと反転チェックボックスは使用できます
が、オフセットはマージンに変換します。

装飾デザインをレタリングオブジェクトの水平 / 垂直方向に配置するには、オフセット
の X と Y の設定値を利用します。これらの値はレタリングオブジェクトの中心に対する
装飾デザインの中心位置を特定します。

上級設定にアクセス

アンカー位置は赤で
ハイライトされる

レタリングオブジェクト
に対した装飾の位置
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複数の装飾レイアウト

モノグラムには選択した装飾を 8 つまで追加することができます。装飾はどんな組み合
わせでも位置でも追加できます。使用したい装飾を追加して、それぞれの配置を決定し
ます。

モノグラム項目の色を変えたい場合は Alt を押してオブジェクトを選択することで、モ
ノグラムを分解せずに個々の項目を選択することができます。

モノグラムのボーダー

同じ形状のボーダーを 大 4 つまでモノグラムに追加できます。

ツールボックス > モノグラミングを使用し、定型のモノグラミングスタイル、
ボーダータイプや装飾を使用し、独自のモノグラムを作成します。
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ボーダーを変更する

テンプレートのデザインを使用している場合は、ボーダータブの変更ボタンを使用しま
す。

ボーダーの形状 & オフセットを調整する

縦横比設定で高さと幅を比例的に調整します。

縦横比を調整し、
ボーダーのバランスを

変更
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オフセットフィールドでレタリングとボーダー間、ボーダーとボーダー間の間隔を調整
します。

回転フィールドでボーダーを回転します。
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複数のボーダーを追加する

モノグラムには 高 4 つまでボーダーを追加することができます。オフセットフィール
ドでボーダー間の間隔を調整します。ボーダーのオフセットはマイナスの値で設定する
ことで重なり合うボーダーを作成することができます。

ステッチタイプボタンで選択したボーダーのステッチタイプ（ラインまたは埋め縫い）
を変更します。初期設定ではサテンラインが選択されています。ボーダーにはすべての
ライン / 埋め縫いステッチタイプを使用することができます。プロパティボタンをク
リックして更に細かい調整を行います。
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モノグラム項目のみ色を変えたい場合は、<Alt> を押し下げオブジェクトをクリックする
ことで、モノグラムを分解せずに個々の項目を選択することができます。
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第 31 章

ユーザー設定書体

お使いのシステムにインストールされている TrueType 書体は、刺繍書体に変換できま
す。例えば特定の文字の高さに合わせるためなど、外観を良くするために文字の形状を
変更したいという場合、EmbroideryStudio では別のバージョンとして変更した文字を保
存することができます。またユーザー設定書体を作成したり、既存の書体を修正するこ
ともできます。2 つ以上の文字を合成することもできます。

この章では、TrueType 書体から新しく書体を作成する方法について説明しています。ま
た自動レターカーニング、ユーザー設定書体や文字の作成や修正する方法も記載されて
います。

TrueType フォントを刺繍に変換する

True Type フォント変換機能は、お使いのコンピューターにインストールされている
TrueType フォントを刺繍書体に変換することができます。必要な文字だけを手早く変換
することも、書体全体を変換して後から使用することもできます。これは何千もの文字
があるアジア圏の言語には重要な機能です。

処理は全て自動で行われます。レタリングの形状はコラム A またはコラム B 刺繍オブ
ジェクトにカットすることができます。重なり合う部分や縫われる順番が検知され、ス
テッチ角度が定義されます。この場合、マニュアルでデジタイズした書体に近い結果が
得られますが、質は多少劣る場合があります。質の違いは基の形状に大きく左右されま
す。ブロック体の書体よりも幅の狭いセリフ体の書体の方が良い結果が得られます。
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文字を変換する

TrueType 文字は個々に変換し、オブジェクトプロパティドッカーを介してデザインに直
接追加することができます。

参考　お使いの製品レベルによっては CorelDRAW グラフィックスに TrueType レタリング
を追加し、フォーマットすることができます。その後ベクターレタリングは刺繍レタリ
ングまたは刺繍オブジェクトに変換することができます。

TrueType 文字を変換するには

1 レタリングアイコンを右クリックして、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 ドロップリストから TrueType フォントを選択します。

3 刺繍したいテキストを入力します。

4 または TTF 変換値で、変換値を調整します。オブジェクトプロパティドッカーで

TrueType を選択すると、計算された設定が使用されます。変換値は更に精密に設定す
ることができます。

5 OKをクリックしてオブジェクトプロパティ>スペシャル>レタリングドッカーに戻りま

す。

6 ベースラインを選択し、文字の高さと間隔を調整してテキストを生成をクリックしま

す。

7 挿入ポイントをクリックし、画面上にテキストを作成します。

8 生成した文字をオブジェクト変形やナイフツールで編集します。

関連項目

 CorelDRAW グラフィックスでレタリングを作成する

 変換値

 オブジェクトを変形する

ツールボックス > レタリングを使用し、直接画面上で TrueType レタリングを追
加します。右クリックして、新規または選択したレタリングオブジェクトの
フォーマット値を設定します。

TrueType フォント選択

変換値を設定

テキストを入力
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TrueType 書体を変換する

True Type フォント変換機能を使用して、お使いのコンピューターにインストールされて
いる TrueType フォントを刺繍書体に変換できます。変換した文字は平行なステッチまた
はターンステッチで埋め込まれます。変換は通常数分で終わりますが、アジア言語の書
体にはもう少し時間を要する場合があります。

TrueType フォントを変換するには

1 設定 >True Type フォント変換を選択します。True Type フォント変換ダイアログが開き

ます。

2 変換する書体と書体スタイルを選択します。刺繍書体全体が選択したスタイルで作成

されます。

3 初期設定を上書きしたい場合は書体名を入力します。

4 すべての文字を変換するか、ASCII 英数字のみ文字セットを変換するかを選択します。

標準のキャラクターセットは英数文字のみ含みます。これには句読点やその他の特殊
文字は含まれません。

5 または変換値をクリックし、変換値を調整します。

オブジェクトプロパティドッカーで TrueType を選択すると、計算された設定が使用
されます。変換値は更に精密に設定することができます。

6 OK をクリックします。

7 確認するにはレタリングアイコンを右クリックし、オブジェクトプロパティ > スペ

シャル > レタリングドッカーを開きます。新しく変換した書体が選択された状態で表
示され、使用することができます。

8 生成した文字をオブジェクト変形やナイフツールで編集します。

設定 >True Type フォント変換を使用し、TrueType 書体を刺繍書体に変換する。

書体を選択
書体スタイルを選択

数値を設定

書体名を入力

文字セットを選択
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関連項目

 変換値

 オブジェクトを変形する

変換値

Wilcom 由来の刺繍書体に対する TrueType フォントを選択すると、計算された設定が使用
されます（初期設定）。この設定は書体の特徴（例：セリフ体またはサンセリフ体 ) が基
にされています。変換値は更に精密に設定することができます。

スタイル

スタイルリストからレタリングスタイル（標準、太字、太字斜体、斜体）を選択します。
刺繍書体全体が選択したスタイルで作成されます。すべての書体でこのオプションが使
用できるわけではありません。

ターンステッチ変換 vs 複合埋め縫い変換

文字の輪郭に沿ったステッチを作成したい場合はターンステッチを選択します。ターン
ステッチオプションには、特定の書体スタイルに合わせて調整されている設定がありま
す。複合埋め縫いオプションでは、ステッチ角度を調整できます。

レタリングの
スタイルを選択

固定したステッチ角度
に複合埋め縫いを選択

可変のステッチ角度を
使用するにはターン

ステッチを選択

Arial 太字Arial 標準 Arial 斜体

複合埋め縫いの
ステッチ角度 0 度

ターンステッチ 複合埋め縫いの
ステッチ角度 30 度
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ターンステッチオプションを選択した場合、更に多くのオプションが使用可能となりま
す。用意されている設定で満足しない場合は、以下の設定を行ってみてください。

後のステッチ角度に合わせる

後のステッチ角度に合わせるチェックボックスを選択すると、一画の 後の部分でス
テッチ角度を平行に保てます。このオプションが適用される部分では、コーナー検出角
度とコーナーフラクションは無効となります。

通常、画のステッチ角度は画に対して垂直となるべきですが、K、X、または Y といった
ような傾斜した画を持つ文字は例外となります。このような場合、ステッチの角度を画
の 後に対して平行にする方が良いでしょう。

角度処理

角度処理チェックボックスを選択して、鋭角な角度にキャップ処理を適用します。この
効果はスマートコーナーと似ていて、A や V ように画が尖っている場合に、その角を分割
するかキャップ処理を施します。

オーバーラップ作成

オーバーラップ作成チェックボックスを選択して、セグメント間に割れ目が作成される
のを防ぎます。T 字型接合点と O 字型接合点フィールドで数値を設定して、オーバーラッ
プを微調整できます。

｢ 後のステッチ角度に合わせる｣オン－
ステッチはベースラインに平行｢ 後のステッチ角度に

合わせる｣オフ

角度処理 87 度
角度処理オフ -
分割しない

オーバーラップ
作成オフ

オーバーラップ
作成オン
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ヒゲ飾り部分を分割

セリフ書体を変換する場合、ヒゲ飾り部分を分割チェックボックスを選択します。

このオプションではセリフは個別の画として作成されるため、セリフの幅が 0.8mm 以上
の大きなレタリングで使用したほうが良いでしょう。

コーナー検出

以下の設定でコーナーを微調整できます。

 コーナー検出角度で文字のコーナーを識別する角度を指定します。これは小さな文字

をはっきりさせるのに重要となります。EmbroideryStudio はステッチの角度を滑らか
にするよう必要な個所で自動的にステッチ角度を挿入します。これは一般的に形状の
幅や方向が大きく変わる所で発生します。

 コーナーフラクションはコーナーにフラクションスペースを指定します。これはコー

ナーでのステッチ角度や形状の終了する場所や、極端に形状の幅が変わったり、曲
がったりする場所でステッチが滑らかに移行できるよう使用されます。

複合埋め込みとターンステッチを変換する

TrueType フォントを刺繍レタリングに変換する際、ターンステッチまたは複合埋め縫い
で文字が埋め込まれます。複合埋め縫いとターンステッチはいつでも変換することがで
きます。

複合埋め込みとターンステッチを変換するには

1 True Type フォント変換を使用して、レタリングオブジェクトをデジタイズします。

ヒゲ飾り部分を
分割オン

ヒゲ飾り部分を
分割オフ

コーナー検出角度 150 度
コーナーフラクション 0.6mm

コーナー検出角度 30 度
コーナーフラクション 1.0mm

ツールボックス > レタリングを右クリックし、複合埋め縫いとターンステッチを
変換します。
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2 レタリングオブジェクトを選択します。

3 レタリングアイコンを右クリックして、オブジェクトプロパティにアクセスします。

4 TTF 変換をクリックします。変換値ダイアログが開きます。

5 ターンステッチか複合埋め縫いのどちらに変換するか特定します。

6 OKをクリックしてオブジェクトプロパティ>スペシャル>レタリングドッカーに戻りま

す。

7 Enter または適用をクリックします。

関連項目

 変換値

複合埋め縫いステッチ角度
0 度

TrueType フォント
がドロップリストに
表示

変換値を設定

TrueType フォントリスト
をフィルターにかける

固定したステッチ角度に
複合埋め縫いを選択

可変のステッチ角度を
使用するにはターン

ステッチを選択

ターンステッチに
変換された文字
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カスタム文字

例えば特定の文字の高さに合わせるためなど、外観を良くするために文字の形状を変更
したいという場合、EmbroideryStudio では別のバージョンとして変更した文字を保存す
ることができます。その文字の様々なバリエーションを作成して保存しておくことがで
きます。また各バージョンの文字は独自の高さの範囲を持つことが出来ます。デザイン
にその文字を使用する際には、高さの設定によって自動的にどのバージョンを使用する
かが決定されます。その為レタリング特有の問題に対する調整や処理を永続的に記録す
ることができ、その自動適用が可能となります。

メモ　ソフトウェアの新規バージョンをインストールする際でも、すべてのカスタム文
字は維持されます。出荷時の設定文字のみ上書きされます。

カスタム文字を保存する

カスタム文字はカスタム文字の作成オプションを介して保存することができます。これ
は Wilcom 由来の文字または変換した TrueType フォント文字がデザインウィンドウでハ
イライトされている時か、オブジェクト変形モードで選択されている時のみ有効です。
文字は一度に一つだけを保存してください。

カスタム文字を保存するには

1 刺繍書体でレタリングオブジェクトを作成します。

2 必要に応じてオブジェクトのサイズを変更し、変形します。ステッチ角度とオブジェ

クト変形ツールでステッチ角度を追加、削除、調整します。

下の例では文字「a」は縮小したサイズでは空きが閉じ気味になっています。形状の空
きの部分をもう少し広げてみましょう。これを文字をユーザー作成文字として保存す
ると、この設定は特定したサイズ範囲にある新しいレタリングオブジェクトに自動的
に適用されます。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、選択したオブジェクトの変
形、ステッチ角度の編集、スタート / エンド点の調整を行います。

小さいサイズの「ａ」の
輪の部分を拡大する

初期設定の「a」は縮小サイズでは
輪の部分が狭すぎる
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3 オブジェクト変形モードの状態で、ダイアモンドのコントロールポイントをクリック

して修正した文字を選択します。

4 オブジェクト > カスタム文字の作成を選択します。

5 文字に対する高さの範囲を設定します。

6 新規文字に識別しやすい名前を付けておきます。初期設定では新規バージョンは

「ユーザー 1」と名付けられます。

7 OK をクリックします。

度合い 詳細

すべて 文字はすべての高さ設定に適用されます。（初期設定を効果的に変
更します）

右の設定値より
大きい場合

文字は指定された高さより高い高さになります。

右の設定値より
小さい場合

文字は指定された高さより低い高さになります。

修正した文字を選択

新バージョンに
名前を付ける

高さの範囲を特定

変更された
「a」

初期設定の「a」

両方の文字に変更を適用

選択してカスタム
文字を使用
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8 選択したオブジェクト内の同じ文字すべてに変更を適用するには、オブジェクトプロ

パティ > スペシャル > レタリングドッカーのカスタムを使用チェックボックスを選択
します。

関連項目

 刺繍レタリングを作成する

 文字の輪郭を変形する

 ステッチ角度を調整する

 刺繍書体

カスタム文字を管理する

ユーザー作成の文字はカスタム文字の管理オプションを通して管理されます。このメ
ニュー項目は、カスタム文字を含むレタリングオブジェクトが選択されている時にのみ
利用可能です。

カスタム文字を管理するには

 文字が選択されている状態で設定 > カスタム文字の管理を選択します。

出荷時の初期設定文字は「Factory」と名付けられています。変換した TrueType フォ
ント文字は、「Factory」の替わりに「Convert」が表示されます。

 右 / 左の矢印ボタンを使用するかドロップリストからカスタム文字を選択します。

「Factory」または「Convert」以外のバージョンをクリックし、名前を変更します。

「Factory」以外の選択したバージョン名を削除します。

 一時的に文字を除外したい場合は使用チェックボックスのチェックを外します。

 上に / 下に移動ボタンで高さの範囲を交換し、スライダーバーで調整します。

書体を作成する

EmbroideryStudio では、カスタム設定の刺繍書体を定義することができます。文字は下
絵イメージからデジタイズしたり、ベクターオブジェクトを変換したり、入力方法の何
れかを使用してフリーハンドでデジタイズすることができます。カリグラフィーの本な
どのイメージを基にすることもできます。また MS Windows(R) 文字コード表から、外部
のグラフィックプログラムに文字や記号をコピーすることもできます。それらに変更を
加えてグラフィックファイルに保存し、デザインの下絵として使用できます。文字コー
ド表を使用するも併せてご覧ください。

選択バージョンを
上下に動かして高さ
の範囲を交換

高さの範囲を選択文字
バージョンに合わせて調整

書体に含む文字の
バージョンを選択

スクロールして前後
の文字に移動

必要に応じ
バージョンを
クリックして
名前を変更
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メモ　TrueType フォントを変換して新しい刺繍書体を作成することもできます。
TrueType フォントを刺繍に変換するも併せてご覧ください。

カスタム書体の作成において

文字は他のオブジェクトを作成するのと同じ方法でイメージを基に作成することができ
ます。デジタイズの前に文字の形状が刺繍に適しているかどうかを判断し、書体の基準
の高さとベースラインを決定します。文字の高さは一般的に 20 ～ 40mm の範囲となりま
す。

注意　著作権法により、既存の刺繍書体から文字を選択してそれを直接別の書体として
保存することはできません。

文字の形状

文字のコラム幅がほぼ一定で、きついカーブや角がなく、文字のセリフ（ヒゲ飾り部分）
があまりカーブしていないものが も適しています。

基準の高さとベースライン

基準の高さは大文字の 大の高さとなります。実際は大文字と小文字にはわずかに違い
がありますが、基準の高さはデジタイズに役立つガイドとなります。標準の高さでデジ
タイズできるよう、標準のベースラインに沿って文字を配置します。イメージを基にデ
ジタイズしている場合はベースラインを描くか、ガイドとしてグリッドラインを使用し
ます。y や g のような文字の形状の垂れ下がった部分は一般的にベースラインの下に来ま
す。

参考　E または H を基準にし、書体の高さとベースラインを決定します。これらの文字は
ベースライン上にあり、標準の大文字の高さはこれらの文字の高さを超えることはない
ので基本とするのに適しています。

鋭角なコーナー

コラム幅の変化が
大きすぎる

セリフが長く細すぎる

文字の高さ

ベースライン
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文字の間隔と幅

文字の幅はその形状と間隔で変化します。文字をデジタイズする場合、基準点を 2 つ
マークして幅を、高さは 3 つ目の基準点で定義します。

初期設定の間隔がカーニングや文字全体の間隔に影響します。付加的な幅は個々の文字
の周りの間隔として追加されます。

参考　斜体文字では文字間を少し詰める必要がある場合があります。

文字ステッチ順序

レタリングのステッチ順序は書体を保存する時に選択した接合タイプを基準に決定され
ます。 近のポイントまたは文字底部を使用する場合、文字には自動 EmbroideryStudio
ブランチングが適用されます。この場合、それぞれの文字の画が縫われる方向を自分で
設定する必要はありません。EmbroideryStudio ブランチングが適用されると、必要に応
じてトラベルランニングを加えながら、各画をどこから開始するかが決定されます。

しかし自分でステッチの方向を考えながら画をデジタイズするのもよい練習になるで
しょう。画の順序はステッチ順序が計算される時に維持されるので、特定することも重
要です。

ステッチ順序とつなぎ糸を特定したい場合は、文字をステッチしたい順番通りにデジタ
イズします。その後接合方法にデジタイズされたようにを選択します。

レタリングのステッチ方法は書体ごとにプリセットすると 高の結果が得られます。ほ
とんどの場合、糸切りを 小限に抑える 近のポイントが推奨されます。接合方法は変
更が可能です。

関連項目

 レタリングの接合糸タイプを変更する

カスタム文字を作成する

カスタム文字は他の刺繍オブジェクトと同じようにデジタイズすることができます。カ
スタム文字は複数のオブジェクトで構成でき、文字、シンボル、絵を使用できます。

カスタム文字を作成するには

1 下絵をインポートし、サイズ変更して使用します。文字の高さは一般的に 20 ～ 40mm の

範囲となります。

2 入力方法を選択します。

 ステッチの順序とつなぎ糸をマニュアルでデジタイズする場合、どの入力方法も選

択可能です。

 文字を 近のポイントまたは文字底部で自動的に並び替えたい場合、コラム A、コ

ラム B、コラム C、複合埋め縫いオブジェクトを使用します。

3 ステッチタイプを選択します。ほとんどの文字はサテンまたはタタミを使用します。

4 文字の各部をデジタイズします。

文字の幅

文字の幅

間隔増加
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 下に重なりを作り、2 つの画を繋ぎます。重なりはその辺の幅の 1/3 以下が目安です

が、画が細い場合はその半分の幅が良いでしょう。

 3 画以上を重ね合わせるのは避けるようにして下さい。これは刺繍糸が固まり、糸

切れの原因となります。形状を変更するとこの点が改善されることがあります。

 下側の重なりの端に角度を持たせると、場合によってはその部分のステッチが上側

に重なるステッチに「捕らえられて」良い結果が出せます。

 画が別の画と交差する所では（t など）、一般的に片方の画が 2 つに分けられます。

細いオブジェクトは上側の画を 1 つのオブジェクトとして、他方と交差するように
デジタイズしても良いでしょう。

5 必要であればオブジェクトの変形ツールを使用してアウトラインを調整します。文字

が希望の形状になったら、ユーザー設定の文字として保存します。

関連項目

 グラフィックをインポートする

 カスタム文字を保存する

カスタム文字を保存する

新規に文字を作成する場合、書体を選択し、文字に名前と高さを指定してマシン機能を
維持するかどうかを指定します。画面上で基準点をデジタイズして文字の間隔を指定す
る必要もあります。

注意　文字の名前にシンボル (~) は使用しないで下さい。これは複数文字で構成される
文字名を入力する時に使用する特殊記号です。

下側に重ねる

上側の重なり /
下側の重なり
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カスタム文字を保存するには

1 新しい文字を構成するオブジェクトをデジタイズし、それらを選択します。

2 オブジェクト > 文字作成を選択します。

3 ドロップリストから書体を選択します。

4 文字フィールドで、文字の名前を入力します。

例えば文字 H をデジタイズした場合、「H」を文字フィールドに入力します。

参考　複数の文字で名前を作成し、特殊な文字を指定できます。例えば、星記号に
「Star」や é に「e-acute」と付けます。

5 基準の高さフィールドで、文字の高さを入力します。

文字は元のサイズに関係なく、ここで指定した高さで登録されます。基準の高さをデ
ジタイズチェックボックスを選択すると、画面上で高さを設定できます。デザイン
ウィンドウに戻ると、高さをデジタイズするよう指示があります。基準の高さをデジ
タイズを選択した場合、基準の高さフィールドの数値は無視されます。文字の高さは
一般的に 20 ～ 40mm の範囲となります。

6 オブジェクトのマシン機能を維持したい場合に限り、機能を取り除くを解除します。

文字によっては色替えやその他のマシン機能が含まれる場合があります。そのような
文字にはデジタイズされたようにをつなぎ糸のタイプとして使用する必要がありま
す。

7 OK をクリックします。

8 クリックして、文字の幅とベースラインの基準点を 2 つマークします。

基準点の間の距離によって、文字の間隔、文字幅が決まります。これにより文字間の
標準の間隔も決まります。

文字全体を選択

基準の高さを入力

文字名を入力

書体を選択

画面上で高さを設定するように選択

機能を含むには選択を解除

1 2

1 2 1 2
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メモ　またデジタイズする基準点により、文字がベースラインのどこに配置されるか
が決まります。

9 文字作成ダイアログで基準の高さをデジタイズを選択した場合、文字の高さとなる第

3 の基準点をデジタイズするよう指示されます。

文字が現在の書体に保存されたことを確認するメッセージが表示されます。

関連項目

 カスタム書体を選択する

 カスタム文字を作成する

 カスタム書体を保存する

 カスタム書体を選択する

 レタリングの接合糸タイプを変更する

 文字の間隔と幅

 基準の高さとベースライン

カスタム書体を保存する

カスタム書体を使用して作成した文字を保存します。新規の書体を作成するには、書体
名を指定し初期設定として隣接する文字の間隔とつなぎ糸タイプを設定します。また
ファイルタイプも指定します。

カスタム書体を保存するには

1 新しい文字を構成するオブジェクトをデジタイズし、それらを選択します。

2 オブジェクト > 文字作成を選択します。

3 作成をクリックします。書体の作成ダイアログが開きます。

文字全体を選択

クリックし、
新しい書体を作成

書体名を入力

間隔の初期値を入力

つなぎ糸タイプを選択
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4 新しい書体の名前を入力します。

5 初期設定文字間隔フィールドに間隔を入力します。大まかにいうと :

 ブロック体やセリフ体の標準書体には 8-10% を使用します。

 筆記体の書体には 0% を使用します。

6 初期設定のつなぎ糸タイプリストで隣り合う文字の接合方法を選択します。

メモ　レタリングのステッチ方法はプリセットすると 高の結果が得られます。ほと
んどの場合、糸切りを 小限に抑える 近のポイントが推奨されます。接合方法は変
更が可能です。

7 OK をクリックします。

8 文字作成ダイアログで選択した文字に必要な数値を追加入力します。

関連項目

 カスタム文字を作成する

 レタリングの接合糸タイプを変更する

 カスタム文字を保存する

カスタム書体を選択する

カスタム書体を使用するには、他の書体と同じ方法で選択します。文字の名前が複数文
字から構成されている場合、シンボル (~) を使用してレタリングダイアログからのみ選
択できます。

接合タイプ 詳細

デジタイズされ
たように

デジタイズされた時の各文字のステッチ順序を維持。作成時に使
用されたステッチタイプとマシン機能も同様に維持。

近のポイント 隣り合う文字が も近いポイントで繋がれるよう、開始 / 終了点
を並べ替え。

文字底部 ベースラインに沿ってつなぎ糸が作成されるように隣り合う文字
の開始 / 終了点を並べ替え。

ツールボックス > レタリングを右クリックし、カスタム書体を選択します。
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カスタム書体を選択するには

1 レタリングアイコンを右クリックして、オブジェクトプロパティにアクセスします。

2 ドロップリストからカスタム書体を選択します。

3 テキストボックスに使用したい文字の名前を入力します。

 文字の名前が 1 文字、例えば「A」などであれば、その文字を入力します。

 文字の名前が 2 つ以上の文字で構成されている場合、例えば「Star」などであれば

文字の名前の前に (~) 記号を入力します。

参考　1 文字あるいは複数文字を名前に含む文字を、2 つのチルド記号 (~) を一文字の
前に置くことで結合できます（例：~Star~~A~Star）。

4 その他のレタリングオブジェクトと同じ要領でフォーマットの数値を設定します。

関連項目

 カスタム文字を保存する

 レタリングを書式設定する

 刺繍レタリングを追加する

カスタム書体を修正する

カスタム書体は、名前、初期設定の文字間隔、接合方法を変更して修正することができ
ます。書体は削除することができます。またカスタム書体の名前の変更、含まれる文字
削除、変形も行えます。

書体を管理する

カスタム書体は名前、初期設定の文字間隔、接合タイプを変更し修正することができま
す。書体は削除することができます。書体を修正するには設定 > 書体の管理を選択しま
す。

このダイアログは以下の行為に使用します。

MyFont
カスタム書体を

選択

書体を選択 クリックして
書体を改名

MyFont

文字を選択
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 カスタム書体を改名する

 書体を削除する

 初期設定の文字間隔を変更する

 初期設定のつなぎ糸タイプを変更する

 選択した文字を削除または改名する（文字名には 2 文字以上の名前を使用可能）

関連項目

 間隔設定を調整する

 ステッチ順序 & 接合方法を設定する

カスタム文字を変形する

カスタム書体の文字の形状を変更するにはグループ化を解除し、オブジェクト変形ツー
ルでアウトラインとステッチ角度を変更します。グループ化を解除する場合、文字は通
常の刺繍オブジェクトに戻り、書体タイプやベースラインなどの文字プロパティは失わ
れます。変形終了後にレタリングの詳細を再び入力しなければなりません。

カスタム文字を変形するには

1 文字を選択して、グループ解除します。

新しい名前を入力My新書体

新しい名前を入力My 新規文字

アレンジ > グループ解除を使用し、文字をその構成オブジェクトにグループ解除
します。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、カスタム文字の輪郭を変形し
ます。

オブジェクト > 文字作成を使用し、新しい文字を作成します。
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2 オブジェクト変形アイコンをクリックし、必要に応じてオブジェクトを変形します。

3 変形が終了したらオブジェクトを選択します。

4 オブジェクト > 文字作成を選択します。

5 書体名リストから文字が属する書体を選択します。

6 名前リストから文字名を選択するか、新しい名前を入力します。

7 OK をクリックします。

書体を合成する

スタンドアロン（独立型）の書体合成ユーティリティを使って、2 つ以上の書体からなる
文字を合成できます。合成するファイルは EmbroideryStudio の userletw フォルダに置
かれなければなりません。

書体を合成するには

1 スタート > プログラム >MS-DOS プロンプトを選択します。

2 コマンドプロンプトが表示されるので EmbroideryStudio の「BIN」ディレクトリに変更

します。これは通常：

C:\Program Files (x86)\Wilcom\EmbroideryStudio_e4.0\BIN

3 自動的に上書きするか、確認するかを選択します。

 別のファイルの同名の文字で第 1 のファイル内の文字を自動的に上書きする場合、

以下のようにタイプします。

alphcat.exefile1.ESAfile2.ESAfile3.ESA

 文字が上書きされる前に確認のメッセージを受け取るには、以下のようにタイプし

ます。

alphcat.exefile1.ESAfile2.ESAfile3.ESA/Y

上書きの確認に対し、Y、または N を押します。

4 合成するにははいをクリックします。合成ファイル file3 が作成されます。

オブジェクトを変形

書体を選択

文字名を選択
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第 32 章

レタリングキオスク

EmbroideryStudio には、キャップ帽やその他の刺繍に便利なキオスクがあります。レタ
リングキオスクは主に顧客と相談しながらデザインのレイアウトを素早く簡単にパーソ
ナライズ化する小売店での使用を目的とされています。

キオスクの利点：

 小限のトレーニング時間

 小限の生産エラー

 顧客満足度の増加

 生産力の増加

 要求の変更に対する設定が簡単

 一部のマシンブランドをサポート

 簡単なキオスクモード＆完全な刺繍レタリング機能（管理者用）

レタリングキオスクには定型のデザインレイアウト一式が装備されており、テキストや
色を変更して簡単にアレンジすることができます。自分でレイアウトを作成することも
できます。ボタンを押すだけでキオスクからデザインをマシンに送信することができま
す。

操作の概要

レタリングキオスクの使用方法をご紹介します。

キオスクを設定する

1 EmbroideryStudio ソフトウェアを起動します。

 キオスクのエレメントが有効である必要があります。

 キオスクモードに特別な設定は必要ありません。

 製品情報で正しいバージョンをチェックします（e3.0M of 12 Dec 2013 またはそれ

以降のもの）。

2 キオスクのデザインレイアウトを設定します。

 C:\Program Files\Wilcom\EmbroideryStudio_e4.0\Kiosk\Designs にあります。

 お使いのマシンで使用されている糸色と針との割り当てにマッチするよう、デザイ

ンレイアウトのパレットの色を設定します。詳細は糸色を設定するをご覧くださ
い。

 使用する書体とステッチ設定をチェックします。

3 キオスクのマシン接続を設定します。

 設定 > コネクションマネジャー設定を選択します。

4 キオスクのパスワードを設定します。

 設定 > オプション > キオスクを選択します。

「キオスクをロック」を有効にします。

 パスワードを設定します。

5 文字数を設定します。詳細はキオスクの文字数制限を設定するをご覧ください。
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キオスクモードへ切り替える

1 キオスクモードに切り替えるには、ウィンドウ > キオスクメニューを選択します。

2 キオスクのパスワードを入力してキオスクモードに入ります。

3 キオスクモードの状態でアプリケーションを閉じるには、右上にある赤の X ボタンをク

リックします。

EmbroideryStudio を再起動すると、自動的にキオスクモードが再起動します。

4 EmbroideryStudio 画面に戻るには、キオスクを終了をクリックし、指示があったらパ

スワードを入力します。

キオスクモードでソフトウェアを操作する

1 画面左側のデザインレイアウトをクリックします。

2 使用したいテキストを入力します。

 レタリングは自動的にアップデートされます。

 レタリングは許容範囲に収まるよう自動的に縮小されます。

 大 16 文字まで使用できます（初期設定）。詳細はキオスクの文字数制限を設定す

るをご覧ください。

3 書体はデザインレイアウトをクリックして変更できます。

4 色をクリックして糸色を設定します。

5 終了したらマシンボタンをクリックしてデザインをマシンに送信します。

 自動スタート / エンド点は刺繍可能なエリアの下部中央に配置されます。

 デザインは接続設定によりマシン用に 180 度に自動的に回転されます。詳細はマシ

ン接続を設定するをご覧ください。

 マシンファイルが作成され、接続設定ダイアログで設定するマシン接続フォルダに

送信されます。

 マシンファイル名は刺繍するテキストと同じになります。

6 次のデザインはやり直すをクリックします。

オペレーティングモード

レタリングキオスクでは、商用のキオスクシステムの機能と EmbroideryStudio の刺繍機
能を提供しています。
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スクリーンモード

Wilcom デコレーションモードでは、ソフトウェアのすべての機能を使用し設定を調整で
きます。行った調整はテンプレートに保存され、キオスクモードで使用することができ
ます。オンスクリーンヘルプはヘルプメニューからアクセスすることができます。

キオスクスクリーンモード

パスワードを設定すると EmbroideryStudio 画面へアクセスせずに、キオスクモードでソ
フトウェアを起動することができます。通常オペレーターはキオスクモードで作業しま
す。パスワードなしで終了することはできましせん（オプション）。

キオスクモードには 56 色のパレット ( 初期設定）とパッケージされたデザインが含まれ
ていますが、パレットをお使いのマシンで使用できる色に制限することもできます。画
面は 3 つのエリアに別れています（上部のバナー部分除く）。

デザイン選択
パネル

EmbroideryStudio
キオスクタイトル

バナー

デザイン作業
エリア

カスタムパネル
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デザインパネルを選択する

デザインを選択パネルは左手に位置しています。ここには定型のデザインレイアウト一
式が含まれています。デザインは簡単に追加できます。

作業デザインエリア

真ん中にある作業エリアの解像度は、1366 x 768 に設定されています。ここには 大ス
テッチ可能範囲を示す点線が含まれています。

カスタムパネル

右手にあるカスタムパネルでは、選択したレイアウトの色やテキストを変更し、デザイ
ンを簡単にカスタマイズすることができます。標準色の数や色はマシンに設定した糸色
にマッチするよう予め定義することができます。ユーザー設定デザインは接続した刺繍
機に送信することができます。

マシンに送信する

マシンは 大 6 台までプリセットすることができます。ボタンは色分けされており、マ
シンは番号や名前で簡単に特定することができます。このボタンの色は各マシンブラン
ドで設定することができます。例えば：

 ブラザーは青

 バルダンはネイビー

 SWF は赤

通常のキオスク操作

キオスクモードの一般的な操作は以下のとおりです。

キオスクを操作するには

 左手のパネルのテンプレートから、デザインレイアウトを選択します。

選択したデザインが
ステッチ可能範囲に表示

デザインレイアウト
を選択
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 テキストフィールドに新しい名前を入力し、Enter を押します。

このテキストが自動的に置き換わります。 大 16 文字まで使用できます（初期設定）。

 デザインウィンドウをクリックし、以下の方法でズームイン / アウトします。

 実際のサイズで表示するには 1 を押す

 すべて表示するには 0 を押す

 ズームするにはマウスのホイールをスクロールする

 初期表示に戻るにはやり直すをクリックする

 使用できる色のリストから糸色を選択します。

レイアウトと色は切り替えることができます。テキストは維持されます。

 デザインが完成したらマシンに送信ボタンを押します。設定した各マシンはそれぞれ

ボタンで表示されています。

 やり直すを押し、他のデザインを作成します。現在のデザインはテキストと同じ名前

のファイル名で自動的にウォッチフォルダに保存されます。

メモ　やり直すを押さずに新しいデザインレイアウトを選択すると、入力したテキス
トはそのままで新しいデザインが現在のものを上書きします。

 キオスクを終了するには、ロックアイコンを押します。通常パスワードを入力するよ

う指示があります。

初期設定 9 色
デザインパレット

新しい名前を
入力

マシンにデザイン
を送信

入力したテキストに
置き換わる

テンプレートを
切り替え
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関連項目

 マシン接続を設定する

 管理者用設定オプション

長いディセンダーのトラブルシューティング

文字の中にはステッチ可能エリアを越えてしまうものもあります。通常これは筆記体書
体や長いディセンダー（ベースラインよりも下に出た部分）やアセンダー（小文字の x
よりも上に出た部分）を持つ文字で発生します（以下の例では「k」）。この問題は 後の
文字にスペースを追加することで簡単に修正することができます。

2 行のレタリングを作成する

キオスクモードではテキストを 2 行入力し、編集することができます。コントロールパ
ネルのテキストボックスは、選択したレイアウトにより 1 行または複数行入力すること
ができます。2 行レイアウトは予め定義し、デザインフォルダに保存しておく必要があり
ます。複数行レイアウトを使用する場合、1 回目に押す Enter は他の行を作成します。2
回目は 1 行レイアウトとして入力したテキストを確定します。

メモ　デザインレイアウトを切り替えると、入力したテキストは 1 行 & 複数行デザイン
間でも維持されます。例えば 1 行から 2 行デザインに切り替えると、テキストは 1 行目
にコピーされ、2 行目は空白になります。

後の文字にスペースを
追加

長いディセンダーが
ステッチ可能エリアを越える

2 行デザインレイアウトを
編集
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モノグラムをパーソナル化する

レタリングキオスクは、モノグラムオブジェクトをカスタマイズすることもできます。
キオスクモードではテキストのみ変更することができます。モノグラムのテンプレート
を作成し、キオスクに追加することができます。

管理者用設定オプション

初に EmbroideryStudio e4 を起動した際、管理者には EmbroideryStudio へのアクセス
があります。このモードではソフトウェアのすべての機能を使用して設定を調整できま
す。管理者は以下の設定に関与します。

 キオスクのパスワードを作成する

 マシン設定を設定する

 刺繍糸の色を設定する

 キオスクの文字数制限を設定する

キオスクのパスワードを作成する

キオスクは権限のない使用から守れるようロックすることができます。キオスクはデザ
インの編集や設定の変更が行えるよう一時的にロック解除することができます。

モノグラム
テキストを
パーソナル化

標準 > オプションを使用し、キオスクやその他の設定のオプションにアクセスし
ます。
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キオスクのパスワードを作成するには

1 オプションアイコンをクリックするか、設定 > オプションを選択します。キオスクタブ

をクリックします。

2 パスワードを入力し、OK をクリックします。

3 ウィンドウ > キオスクを選択してキオスクを起動します。パスワードを入力するよう指

示があります。

メモ　パスワード保護は、オプションダイアログでいつでも変更または削除すること
ができます。パスワードを忘れた場合、EmbroideryStudio プログラムグループから復
帰プログラムを起動し、初期設定に戻す必要があります。

マシン接続を設定する

コネクションマネジャーは、多くの新しいモデルのマシンに接続することができます。
これらのマシンはファイルを配置する特定のネットワーク場所や「ウォッチフォルダ」
が必要になる場合があります。一旦 EmbroideryStudio で設定すると、キオスクからク
リックひとつでデザインをマシンに送信することができます。設定した各マシンには :

 固有の名前がつけられ、ボタンが割り当てられます。

 デザインを送信する固有のフォルダがあり、マシンコントロールパネルまたは第三者

接続ソフトウェアからアクセスできます。

チェックを入れて
キオスクをロックし、

パスワードを
アクティブにする

パスワードを入力し、
キオスクにアクセス

パスワードを入力し、
キオスクにアクセス

復帰プログラムを起動し、
初期設定に戻す
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マシン接続を設定するには

1 設定 > コネクションマネジャー設定を選択します。

2 作成をクリックし、接続を設定します。接続設定ダイアログが開きます。

3 接続タイプに「マシンフォルダ」に設定していることを確認しましょう。各マシンの

ウォッチフォルダはすでにネットワーク上に設定されているはずです。

4 マシン名を入力します（例 :「ブラザー PR600 Mach 1」）。

5 ドロップリストから、キオスクモードでマシンを特定するアイコンを選択します。

6 マシンで使用するファイルタイプを選択します。マシンタイプによって使用するファ

イルフォーマットは異なります。

7 ファイルタイプによっては（例：PES）オプションボタンをクリックし、バージョンな

どファイルオプションをプリセットします。

8 ネットワークまたはPC上のマシンを設定したフォルダの場所を入力または参照します。

デザインを出力する際、コネクションマネジャーでこのフォルダーに特定のファイル
フォーマットで保存します。

9 マシンをキャップデザインに使用する場合は、180 度回転させるオプションにチェック

を入れます。

10 完成したら OK を押します。

マシン フォーマット

ブラザー PES

SWF DST

バルダン U??

クリックして
新しい接続を作成

固有のマシン名を
入力接続タイプを選択

マシンで使用できる
ファイルタイプを選択

「ウォッチフォルダ」
を設定

マシンを特定する色
を選択

マシンをキャップ帽
生産に使用する場合に
チェックを入れる
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11 接続するマシンの数だけ繰り返します。接続はいつでも編集したり削除することがで

きます。

新しいマシン接続はキオスクのカスタムパネルにボタンで表示されます。

糸色を設定する

糸色は各デザインレイアウトで設定します。3 つのサンプルデザインはすべてお使いのマ
シン設定の必須要件に従い編集する必要があります。

糸色を設定するには

1 デザインを開くアイコンをクリックします。

デザインを開くダイアログが表示されます。

2 EmbroideryStudio e4 のデザインフォルダまで移動します。

C:\Program Files\Wilcom\EmbroideryStudio_e4.0\Kiosk\Designs

または自分でフォルダを特定します。

3 編集するデザインを選択し、開くをクリックします。

必要に応じて接続を削除 / 編集

色で識別された
マシンボタン

標準 > デザインを開くを使用し、既存のデザインを開きます。

標準 > デザインを保存を選択し、既存のデザインを保存します。右クリックして
「名前を付けて保存」ダイアログを開きます。

デザインフォルダに
移動
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4 お使いのマシンで設定した糸に従い、カラーパレットツールに色を追加または削除し

ます。

5 My 刺繍糸ドッカーを開き、糸チャートを選択します。

色を追加または削除

ドッカーを開く

糸チャートに
アクセス

糸チャートを選択

チャートから
カラーパレットに

糸を割り当てる
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6 割り当てボタンで糸をパレットに割り当てます。またはお使いのマシンで設定した糸

に対応する糸を選択し、割り当てます。デザインレイアウトはパレットの初めの色で
表示されます。ツールチップで各色の糸を確認できます。

7 保存をクリックし、ファイルをデザインフォルダに保存します。このデザイン用に変

更したパレットは、次にアプリケーションを起動した際にキオスクに表示されます。

関連項目

 デザインの保存場所を変更する

キオスクの文字数制限を設定する

作成するアイテムによって使用する文字数は異なるでしょう。商用の基準は 1 行につき
16 文字ですが、当ソフトウェアでは文字数の制限を変更することができます。

メモ　文字間のスペースは一文字としてカウントされますが、行の初めと終わりのス
ペースは一文字としてカウントされません。

キオスクの文字数制限を設定するには

 オプションアイコンをクリックするか、設定 > オプションを選択します。キオスクタブ

をクリックします。

初期色

標準 > オプションを使用し、キオスクやその他の設定のオプションにアクセスし
ます。

チェックを入れて
テキストの長さを

制限
文字数の制限を
設定
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 文字数を制限オプションにチェックを入れ、 大文字数を設定します（例：16）。

このオプションで文字数を制限すると、キオスクには「使用した文字数 / 使用可能な
文字数」が表示されます（例：「5/16」。2 行デザインが選択されていると制限は各行
に表示されます。

関連項目

 長いディセンダーのトラブルシューティング

デザインの保存場所を変更する

初期設定のキオスクデザインフォルダは、EmbroideryStudio e4 のフォルダ構成内に位置
しています。このフォルダの位置はキオスクのハードドライブやネットワーク上に簡単
に変更することができます。複数のキオスクを設定している場合、すべて同じデザイン
フォルダに設定することができます。

デザインの保存場所を変更するには

 オプションアイコンをクリックするか、設定 > オプションを選択します。キオスクタブ

をクリックします。

 キオスクデザインフォルダを選択オプションにチェックを入れて、お使いのローカル

ドライブまたはネットワーク上のフォルダを参照します。このフォルダが初期設定の
キオスクデザインフォルダになります。この場所に保存されているすべての EMB デザ
インがキオスクのデザインを選択に表示されます。

キオスクバナーをカスタマイズする

キオスクのデザインフォルダと同様に、キオスクバナーは EmbroideryStudio のフォルダ
構成内に位置しています。バナーを変更したい場合は（例 : 特定の位置名など）バナー
にアクセスしアップデートします。または変更したバナーをキオスクのハードドライブ

キオスクに各行の
「使用した文字数 / 使用可能な文字数」
を表示

標準 > オプションを使用し、キオスクやその他の設定のオプションにアクセスし
ます。

C:\MyKioskDesigns

チェックを入れて
デザインフォルダを

有効にする
フォルダの場所を
参照

標準 > オプションを使用し、キオスクやその他の設定のオプションにアクセスし
ます。
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またはネットワーク上の別の場所にコピーし、参照することもできます。複数のキオス
クを設定している場合、すべて同じバナーに設定することができます。

キオスクバナーをカスタマイズするには

1 EmbroideryStudio e4 のキオスクフォルダまで移動します。

C:\Program Files\Wilcom\EmbroideryStudio_e4.0\Kiosk\

ここで初期設定のキオスクバナーをみることができます（大きさ 1200x100 ピクセル）。

2 必要に応じてバナーをカスタマイズします。

 現在のイメージを同じ大きさのものと差し替えます。

 現在のバナーをグラフィックまたはペイントプログラムで編集し、同じ場所に保存

します。

 バナーを同じまたは別の場所にコピーし、編集します。

バナーを他の場所に移動した場合、以下の方法でソフトウェアの設定をアップデート
する必要があります。

3 オプションアイコンをクリックするか、設定 > オプションを選択します。キオスクタブ

をクリックします。

4 キオスクバナーを選択オプションにチェックを入れて、お使いのローカルドライブま

たはネットワーク上のフォルダを参照します。

5 カスタムバナーファイルを選択し、開くをクリックします。これがキオスクが参照す

る初期バナーになります。

カスタムデザインレイアウトを作成する

作成したデザインレイアウトは、EmbroideryStudio に追加することができます。

チェックを入れ
カスタムバナーを

有効にする
フォルダの場所を
参照

フォルダの場所
に移動

カスタムバナーを
選択
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既存のレイアウトから新しいレイアウトを作成する

デザインレイアウトの作成は、糸色を設定する方法に似ています。一番簡単な方法はス
テッチ設定やデザインの大きさを保てるよう既存のデザインを基に新しいデザインを作
成する方法です。必要に応じて色、書体、ステッチ設定は変更することができます。

既存のレイアウトから新しいレイアウトを作成するには

1 開くアイコンをクリックします。

ファイルを開くダイアログが表示されます。

2 EmbroideryStudio e4 のデザインフォルダまで移動します。

C:\Program Files\Wilcom\EmbroideryStudio_e4.0\Kiosk\Designs

または自分でフォルダを特定します。

3 編集するデザインを選択し、開くをクリックします。

4 他の作業をする前にファイル>名前を付けて保存を選択して他の名前でデザインを保存

します。

標準 > デザインを開くを使用し、既存のデザインを開きます。

標準 > デザインを保存を選択し、既存のデザインを保存します。右クリックして
「名前を付けて保存」ダイアログを開きます。

デザインフォルダに
移動
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5 デザインをダブルクリックし、プロパティを開きます。

6 テキストを編集し、ドロップリストから書体を選択します。

7 テキストをアップデートボタンをクリックし、結果を確認します。

8 必要に応じて糸色を変更します。このデザインは次にアプリケーションを起動した際

にデザインを選択に表示されます。

関連項目

 デザインの保存場所を変更する

テンプレートを基にレイアウトを作成する

ドロップリストから
書体を選択

テキストを編集

ツールボックス > レタリングを使用し、画面上で直接刺繍レタリングを作成しま
す。右クリックで設定にアクセスします。

表示 > 自動スタート / エンドを使用し、現在の設定に従って機能のオン / オフを
切り替えます。右クリックで自動スタート / エンドの設定ダイアログを開きま
す。
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デザインは EmbroideryStudio 機能にアクセスして、一から作成することができます。オ
ンスクリーンヘルプはヘルプメニューからアクセスすることができます。

テンプレートを基にレイアウトを作成するには

 一からデザインを作成するには、ファイル > テンプレートから新規作成を使用します。

 すでにキオスクテンプレートを設定している場合は、それを選択します。例えば

キャップデザイン用にステッチ可能範囲を含めてテンプレートを設定したい場合、こ
の範囲は CorelDRAW グラフィックスで描くことができます。プロダクトイメージを追
加することもできます。

テンプレートを選択

キオスクステッチ
範囲
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 レタリングツールを選択し、テキストを作成します。書体、大きさなどの設定を調整

します。

メモ　テキストがステッチ範囲内に収まるように、固定ラインベースラインを使用す
るとよいでしょう。

 必要に応じて糸色を変更します。

 図のように、選択したレタリングオブジェクトの位置をゼロ (0,0) に設定します。これ

によりレタリングの位置がステッチ可能範囲の真ん中に配置されます。

 作成し終えたら、保存をクリックします。

ファイルは EmbroideryStudio e4 のデザインフォルダに保存しなくてはいけません。

C:\Program Files\Wilcom\EmbroideryStudio_e4.0\Kiosk\Designs

または自分でデザインフォルダを設定します。

 このデザインは次にアプリケーションを起動した際にデザインを選択に表示されます。

関連項目

 糸色を設定する

 デザインの保存場所を変更する

定型のモチーフでレイアウトを作成する

「固定ライン」
ベースラインを使用

選択したレタリングの
X/Y 位置をゼロに設定

ツールボックス > レタリングを使用し、画面上で直接刺繍レタリングを作成しま
す。右クリックで設定にアクセスします。
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特別な行事にちなんだモチーフを含んだ、キオスクレイアウトを作成することができま
す。例えば聖パトリック祭用にシャムロック ( クローバー）をレタリングの初めに追加
したデザインを作成できます。これらのモチーフは大文字のサイズと同じくらいにする
必要があります。モチーフとレタリングはステッチ可能範囲にフィットしなければなり
ません。

定型のモチーフでレイアウトを作成するには

1 レイアウトを一から作成するか、既存のレイアウトを基に作成します。詳細はメイン

ヘルプをご覧ください。

2 刺繍をインポートでモチーフをインポートします。詳細はメインヘルプをご覧くださ

い。

3 モチーフを配置し、レタリングを入力します。

4 レタリングをダブルクリックし、オブジェクトプロパティで行端に左寄せを選択しま

す。

モチーフを右に寄せたい場合は右寄せを選択します。

5 作成し終えたら、保存をクリックします。

ファイルは EmbroideryStudio e4 のデザインフォルダに保存しなくてはいけません。

C:\Program Files\Wilcom\EmbroideryStudio_e4.0\Kiosk\Designs

または自分でデザインフォルダを設定します。

6 このデザインは次にアプリケーションを起動した際にデザインを選択に表示されます。

デザイン全体（モチーフとレタリング含む）はキオスクモードでテキストをアップ
デートした後すぐに自動的に中心に配置されます。

関連項目

 デザインの保存場所を変更する

標準 > 刺繍をインポートをクリックし、現在のデザインに刺繍デザインファイル
をインポートします。

左寄せを選択
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背景イメージを追加する

下絵やキャップ帽などの背景イメージをデザインのレイアウトに簡単に追加することが
できます。

背景イメージを追加するには

 プロダクトビジュアライザーアイコンをクリックします。ドッカーが開きます。

 プロダクトイメージ（例：キャップ帽）を選択し、必要に応じて色を設定します。

カラーパレット > プロダクトビジュアライザーを使用し、デザインを配置する衣
類やプロダクトの背景を選択します。

表示 > プロダクト表示を使用し、現在のプロダクトの表示のオン / オフを切り替
えます。右クリックでプロダクトビジュアライザー設定にアクセスします。

ズーム > プロダクトにズームを使用し、デザインウィンドウにプロダクト全体を
表示する。

プロダクトフォルダ
を選択

プロダクト
を選択



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 669

 図のように選択したレタリングオブジェクトの位置をゼロ (0,0) に設定します。

 レタリングオブジェクトとステッチ可能範囲がイメージとずれている場合は、自動ス

タート / エンドアイコンをクリックして図のようにスタート / エンド点をデジタイズ
します。

メモ　ステッチ範囲はテンプレートにロックされています。移動させるにはロック解
除します。

 作成し終えたら、保存をクリックします。

ファイルは EmbroideryStudio e4 のデザインフォルダに保存しなくてはいけません。

C:\Program Files\Wilcom\EmbroideryStudio_e4.0\Kiosk\Designs

または自分でデザインフォルダを設定します。

 このデザインは次にアプリケーションを起動した際にデザインを選択に表示されます。

関連項目

 デザインの保存場所を変更する

 プロダクトをビジュアル化する

デザインの下にスタート /
エンド点をデジタイズする

選択したレタリングの
X/Y 位置をゼロに設定

新しいデザイン
がリストされる
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パート 8

イメージ

デジタイズの下絵用に EmbroideryStudio にインポートできるイメージは、ベクターと
ビットマップの 2 種類に大別されています。 質の良い刺繍を作成するには、どのフォー
マットにしても刺繍に適したイメージを選択、もしくは作成する必要があります。

ビットマップをデジタイズする

この章では、オートデジタイズに使用するイメージの処理方法について説明しています。 
またビットマップイメージの挿入方法、トリミング、第三者アプリケーションの編集、
画像を滑らかにする方法等を含んだ編集の仕方や アウトラインのある / ない画像の処理
の仕方に関しても説明しています。詳細はビットマップをデジタイズするをご覧くださ
い。

ベクターをデジタイズする

この章では、ドローイングツールを使用してドローイングオブジェクトを作成する方法、
他社のアプリケーションからドローイングをインポートする方法について説明していま
す。 また形付けツールを使用してドローイングや刺繍オブジェクトの重複部分の合成方
法、切り取り、分割方法についても説明しています。詳細はベクターをデジタイズする
をご覧ください。

オートデジタイズ

この章では、ビットマップイメージを刺繍オブジェクトに変換させてデザインを完成す
る方法と、グレースケールイメージからの刺繍の作成の方法について説明しています。
詳細はオートデジタイズをご覧ください。
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第 33 章

ビットマップをデジタイズする

EmbroideryStudio では、ビットマップイメージとベクターグラフィック両方をオート /
セミオートでデジタイズすることができます。作成するデザインの質は、基のイメージ
のタイプと質によって大きく左右されます。一般的にベクターグラフィックはサイズが
変更された時に絵の質を保存するのに対し、ビットマップイメージはサイズを拡大 / 縮
小するとピクセレーションやイメージの劣化という問題が発生します。クリップアート
等の第三者ベクターグラフィックの挿入 / 貼り付けを行い、刺繍デザインとして使用す
ることもできます。またビットマップ画像ファイルは、デジタイズする時の下絵として
利用することもできます。EmbroideryStudio ではオートデジタイズに使用できるよう
ビットマップイメージの下処理が行えます。

メモ　CorelDRAW グラフィックスには 新の CorelDRAW(R)Graphics Suite ドローイング
ツールが含まれており、様々な方法でアウトラインや形状を描くことができます。ベク
ターグラフィックは刺繍オブジェクトに直接変換でき、さらにはデザイン全体を変換す
ることもできます。CorelDRAW(R) ツールの詳細は MS Windows(R) のスタート > プログラ
ムグループの中のユーザーマニュアルをご覧ください。またオンスクリーンヘルプはヘ
ルプメニューからもご覧いただけます。

適切なイメージを選択する

はっきりとしたイメージを使用すれば、マニュアル処理またはオート処理のどちらのデ
ジタイズ方法でも質の高い結果を得る事ができます。少数の純色とはっきりとした輪郭
がイメージがこれにあたります。一般的に下記のようなイメージが理想的です。

 はっきりとしている。各形状は同色のピクセルで構成されている。

 各形状は閉じた形状であり、刺繍可能なサイズ、 低でも一平方ミリ以上である。
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 少なくとも256色(8ビット)以上で保存されている。なおハイカラー(16ビット)が理想

である。

品質の高い刺繍デザイン作成するには、CorelDRAW(R) で一から作成したグラフィックイ
メージやクリップアートライブラリのデザインが 適です。EmbroideryStudio ではその
他のイメージを使用することもできますが、イメージの下準備が必要となります。これ
は一般的に利用されているイメージは、通常純色で構成されていないためです。スキャ
ナーを使用するとイメージの質を向上するよう「ディザリング」と「アンチエイリアス」
が行なわれ、ノイズが発生します。

写真

オートデジタイズは複雑な形状であったり、色にざらつきが多い写真には効果的に機能
しません。しかし写真を使用したい場合は、不必要なものは省いて刺繍に必要な形状を
取り出すことができます。対象がはっきりと写った写真や陰影のある写真を使用すると、
よい結果が得られます。

フォトフラッシュを使用して、写真やカラーまたは白黒イメージ（グレースケール）を
刺繍にすることができます。フォトフラッシュデザインは糸密度が変化するステッチの
列の連続で構成されており、ラインプリンターの出力のような効果を出します。フォト
フラッシュでオートデジタイズするも併せてご覧ください。

フォトフラッシュの技術を強化したカラーフォトステッチで、写真から刺繍を作成する
ことができます。フォトフラッシュはデザインを単色のサテンステッチの列で構成しま
すが、カラーフォトステッチは複数の糸色で入り組んだステッチを生成します。マルチ
カラーのスティプルランのような効果を作成します。カラーフォトステッチでオートデ
ジタイズするも併せてご覧ください。

スキャンしたイメージ

スケッチや刺繍などをスキャンしたイメージは、一般的に
「ノイズ」を多く含んでいます。このようなイメージをオート
デジタイズに使用したい場合、純色のブロックで構成される
シンプルなイメージを使うと良い結果が得られます。名刺、
レターヘッド、本、雑誌、カードなどからスキャンしたロゴ
や単純なイメージがよい例です。

ノイズを含むイメージは色数を減らし、輪郭をはっきりさせ
るという準備が必要となります。スキャン用イメージを準備
するも併せてご覧ください。

はっきりとした輪郭を
持つ鮮明なイメージ

はっきりとした色のブロックを
持つ鮮明なイメージ

複合的なイメージは背景を取り除き、
輪郭を向上するための編集が必要

スキャナーのノイズを
多く含むイメージ
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ざらつきのあるイメージ

ディザリングは碁盤の目状に配列されているピクセルに既存の色を組み合せる処理で、
イメージパレットにない色を模倣します。

ノイズを含むイメージ同様、ざらつきのあるイメージも使用前に色を減少する必要があ
ります。EmbroideryStudio ははっきりとしたアウトラインの内側にある複数の色を単一
化するのには優れていますが、アウトラインで囲まれていないイメージの処理には適し
ていません。

アンチエイリアス効果を持つイメージ

アンチエイリアスはディザリングに似た処理で、色のブ
ロックが交差する場所にある輪郭線を滑らかにします。こ
れは異なる色が接する輪郭部分の配色をぼかすことにより、
スムーズなアウトラインを作成するというものです。

輪郭をぼかすためにあえてアンチエイリアスが使用されて
いる箇所では、オートデジタイズする前に輪郭を鮮明にす
る必要があります。

色の深み

EmbroideryStudio でイメージを読み込むと、イメージの色は自動的に 256 色以下に減少
します。これはオートデジタイズで許容範囲の結果を出す為です。

256 色は刺繍にとっては多いように思えますが、256 色のイメージは 24 ビットの RGB イ
メージのように見えます。外観と質の違いはズームインをしないと確認できないくらい
でしょう。256 色のイメージは遠目から外観を向上させるようディダリングされますが、
この機能はイメージにノイズも生成します。これは自動的に生成する刺繍の質に影響を
与えます。

ガイドライン

オートデジタイズ用のイメージを選択する際のヒント :

 300DPI の高解像度のイメージを使用します。96DPI の低解像度のイメージは避けましょ

う。

 アンチエイリアス処理は使用しないでください。

 JPG ではなく、PNG フォーマットを使用してください。

 透明の背景を使用してください。

 イメージがこれらの設定に当てはまらない場合、元のベクターイメージに戻り、これ

らの設定を含むビットマップを生成しましょう。

イメージの準備ツール

イメージをベクターグラフィックに変換する前に下処理が必要になります。変換に使用
するイメージは、色が混在しない純色のイメージが 適です。ビットマップ編集ツール
で刺繍の自動処理に適したイメージに編集します。

ざらつきのある色のブロック
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メモ　CorelDRAW グラフィックスの編集ツールの詳しい説明は、MS Windows(R) スタート
> プログラムグループの中のユーザーマニュアルをご覧ください。またオンスクリーンヘ
ルプはヘルプメニューからもご覧いただけます。

アウトラインのあるイメージとないイメージ

イメージを準備する前に、イメージの種類を把握しておく必要があります。オートデジ
タイズを使用する場合、アウトラインのあるイメージ ( アウトラインイメージ ) と、ア
ウトラインのないイメージ ( ノンアウトラインイメージ ) の 2 種類に分けられます。ア
ウトラインのあるイメージは各色の周りが純色の黒で囲まれます。理想的なアウトライ
ンのないイメージは純色の領域で構成されています。これらのイメージはそれぞれ準備
の仕方が異なります。

イメージのクリーン処理

スキャンしたイメージをはっきりさせるには、状況に応じて下記のテクニックを使用し
ます。

 色数を減少させる

 アウトラインを追加、強調する

 ノイズや色のざらつきを取り除く

 不要な細部を削除する

 不要な部分削除する

 背景を取り除く

色数を減らす

クリーンなイメージに見えても、スキャン中や処理中に余計な色を取り入れてしまうこ
とがあります。色数を減少する作業は不必要な細部を取り除き、各ブロックの色を 1 色
に減少させイメージの本来の色数を減らすというものです。色数を減少するとノイズが
取り除かれ、イメージをはっきりさせることができます。また完成した刺繍デザインの
糸切り数と色替え数を 小限にするのにも役立ちます。色数の減少は細部を取り去って
もイメージの形状に影響のない時にのみ行います。色数を減少する前の以下の図では色
で塗り込まれた部分は多くの色を含んでいますが、処理後各色の領域は単色に減少され
ます。細部は維持されます。

アウトラインのあるイメージ アウトラインのないイメージ

色数を減少する前 色数を減少した後
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イメージをスキャンする場合は、 良の結果が得られるよう正しくスキャンしましょう。
スキャン用イメージを準備するも併せてご覧ください。

処理方法の中にはノイズを取り除いたり、アンチエイリアス処理には適していますが、
アウトラインのないイメージのディザリング処理には適さないものもあります。適切な
イメージを選択するも併せてご覧ください。

アウトラインをはっきりさせる

カラーブロックを縁どるアウトラインを強調することを、アウトラインをはっきりさせ
るといいます。輪郭は元々不明瞭なものもありますが、スキャン処理によってぼやける
場合があります。輪郭をはっきりさせる作業はイメージをベクター化することで、
EmbroideryStudio でイメージを刺繍に変換する際に範囲を簡単に特定することができま
す。

イメージの中には純色の輪郭を持っていても、それが不明瞭または不完全なことがあり
ます。このようなイメージはベクターをトレースする前に CorelDRAW グラフィックスの
ビットマップ編集ツールで編集する必要があります。詳細は MS Windows(R) スタート >
プログラムグループの中のユーザーマニュアルをご覧下さい。またオンスクリーンヘル
プはヘルプメニューからもご覧いただけます。

ノイズを取り除く

ノイズを取り除く作業は、スキャンしたイメージの基のイメージの純色を再現するとい
うもので、異なる段階の色を 1 つの純色に合成します。イメージ画像をアウトライン化

RGB カラーモードでスキャンし、
色数を 6 に減少

256 カラーモードでスキャンし、
色数を 6 に減少

アウトラインのあるイメージ画像：
輪郭部が鋭角なブロック

アウトラインのないイメージ画像：
輪郭部がぼやけたブロック

アウトラインを
はっきりさせる前

アウトラインを
はっきりさせた後
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して輪郭部をシャープすることで、EmbroideryStudio で明確な刺繍エリアを認識できる
ので刺繍変換の精度が向上します。また色のぼやけた部分やまだらな部分も補正されま
す。

イメージの準備に関するまとめ

スキャン用イメージを準備する

イメージをお持ちの場合、CorelDRAW グラフィックスで互換性のある TWAIN スキャナーで
イメージをスキャンすることができます。オートデジタイズを使用する場合、イメージ

ノイズを取り除く前
のまだらな色

ノイズを取り除いた
後の単色

行動
アウトラインのある
イメージ

アウトラインのない
イメージ

写真

イメージをスキャン ･ RGB モードでスキャン

･ シャープネス使用

･ RGB モードでスキャン

･ シャープネス未使用

RGB モードでスキャン

線画をスキャン 2 色モード - -

グラフィックを編集 ･ トリミング

･ 輪郭を追加、または編集

･ 色を編集

･ ノイズを取り除く

･ トリミング

･ イメージの形状を編集

･ 色を編集

･ ノイズを取り除く

･ トリミング

･ グレイスケールに変換

･ 背景を取り除く

･ 明るく、または暗くする

･ コントラストを調整

ビットマップを調整 ･ アウトラインの明るさ /
暗さを手動で調整

･ アウトラインの明るさ /
暗さを手動で調整

･ アウトラインの明るさ /
暗さを手動で調整

ビットマップを準備 アウトラインの明るさ /
暗さを調整。自動的に：

･ アウトラインのあるブ
ロックをそれぞれ単一の
色にブレンドする

･ アンチエイリアス、ノイ
ズ、ディダリングを取り
除く

･ アウトラインをはっきり
させる

特定した色数に色を減少
させる。自動的に：

･ 各ブロックを単一の色に
減らす

･ アンチエイリアス、ノイ
ズ、ディダリングを取り
除く

･ 特定した色数以下に減ら
す

-

ビットマップを
ベクター化

CorelDRAW グラフィックスには 新の CorelDRAW(R) ドローイングツールが含まれ
ており、様々な方法でアウトラインや形状を描くことができます。スタート > プ
ログラムグループの中のマニュアルをご覧下さい。またはオンスクリーンのヘル
プメニューをご覧下さい。

ベクターを直接変換 EmbroideryStudio にはベクターを直接刺繍に変換したり、マニュアルでデジタイ
ズすることができます。詳細は形状をデジタイズするをご覧ください。

オートデジタイズ ･ マニュアル

･ オートデジタイズ

･ インスタントスマートデ
ザイン

･ スマートデザイン

･ マニュアル

･ オートデジタイズ

･ インスタントスマートデ
ザイン

･ スマートデザイン

･ フォトフラッシュ

･ カラーフォトステッチ
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を適切にスキャンすることが重要です。これはスキャンしたイメージの質が 終的な刺
繍デザインの質に影響する為です。

刺繍デザインにはシンプルなものが適しています。デザインを作成するのにイメージの
細かい部分までは必要ありません。イメージの細かな描かれ方や色というよりはむしろ
そのイメージの「構成」を使用します。イメージを簡易化したい場合、トレーシング
ペーパーを置いてステッチを施す形状とラインのみを写し取ります。写し取ったトレー
シングペーパーとその下に白い紙を置きスキャンします。つやのある写真など表面に光
沢のあるものはうまくスキャンされないことがあります。このような時はトレーシング
ペーパーで覆ってスキャンします。イメージの色が薄い場合、細い黒のフェルトペンで
形状の輪郭を強調します。

メモ　CorelDRAW(R)Graphics Suite にイメージをスキャンする方法の詳細は、
MS Windows(R) スタート > プログラムグループのユーザーガイドをご覧ください。またオ
ンスクリーンヘルプはヘルプメニューからもご覧いただけます。

スキャン解像度

通常スキャナーにはスキャン解像度を入力する必要があります。解像度により、イメー
ジを作成するのに使用される dpi 数が決定します。一般的には小さなイメージまたはよ
り多くの詳細を含んでいるイメージほど、高い解像度が必要となります。下記の表を目
安にしてください。

カラーモード

スキャナーの多くはカラーモード情報を入力する必要があるものもあります。イメージ
が線画（白黒のドローイング）、スケッチ、カラーイメージ、あるいは白黒／カラー写真
などのどれであるかをまず判断し、それから適切なモードを選択します。白黒モードに
するとファイルのサイズが も小さくなります。カラーとグレイスケールモードは 256
色のイメージを生成し、どちらも同じくらいのファイルサイズとなります。「RGB」、
「TrueColor」、「Millionsofcolors」は 1670 万色を生成し、ファイルサイズは も大きく
なります。下記の表を参考にし、イメージに使用する適切なモードを決定してください。

イメージの種類 スキャン解像度

名刺､レターヘッド 150-300dpi

手描きのスケッチ 150-300dpi

写真や画像 150-300dpi

商業用アート、線画 72-150dpi

ソースイメージ 例 説明 推奨カラーモード
スキャンイメー
ジの色数

線画 2 色－通常は白
黒

白黒画

線画

2

2

ドローイング /
スケッチ

グレイの陰影に
よるスケッチ、
またはドローイ
ング

グレイスケール

線画

256

2

* スキャナーのソフトウェアにより、同じモードでも異なる表現が使用されている場合があり
ます。
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スキャンに関する参考事項

 グレイスケールモードで線画のイメージをスキャンすると、不鮮明な輪郭が作成され

るので使用しないでください。

 カラーイメージは 256 色ではなく、RGB モード（1600 万色）でスキャンして下さい。イ

メージはソフトウェアに取り込まれた際に色数を減らすことができます。
EmbroideryStudio

 カラーイメージを CMYK( シアンブルー、マゼンタ、黄色、黒 ) モードでスキャンしない

で下さい。これはイメージを印刷する場合にのみ使用され、RGB の色とは異なる場合
があります。

 イメージを回転させる必要がある場合、後から回転するとイメージを歪めてしまう場

合があるので、スキャンの際に行うようにして下さい。

シャープネス

スキャンソフトウェアの中には、スキャン時にシャープネスという機能を適用できるも
のがあります。シャープネスはスキャンしたイメージのぼやけた部分を補います。
シャープネスは色の違いを明確にし、イメージの縁をよりくっきりとしたものにします。
この処理はイメージの細部が追加されるわけではなく、イメージをはっきりとさせるだ

白黒写真 グレイの陰影 白黒写真

グレイスケール

256

256

カラー写真 多色 カラー RGB

カラー写真

1600 万色

256

カラーイメージ 2 色以上 カラー RGB

Millionsofcolors

カラードローイン
グ

1600 万色

1600 万色

2-256

ソースイメージ 例 説明 推奨カラーモード
スキャンイメー
ジの色数

* スキャナーのソフトウェアにより、同じモードでも異なる表現が使用されている場合があり
ます。

256 色モードでスキャン

RGB カラーモードでスキャン
(1600 万色 )



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 679

けですのでご注意ください。一般的にシャープネスは計画に定義されたアウトラインに
使用します。輪郭のないイメージには使用しないで下さい。

EmbroideryStudio でイメージを開く

ビットマップイメージは、デジタイズの下絵用に EmbroideryStudio にスキャン / 呼出し
することができます。インポートした後にイメージのサイズ変更や変形は可能ですが、
スキャン時に行う方がよいでしょう。後からサイズを変更するとイメージを歪めてしま
う場合があります。

注意　付属のイメージ（クリップアート）と刺繍デザインは個人的利用の場合のみ使用
することができます。いかなる形でも商用として販売することはできません。媒体を変
えても（例 : クリップアートから刺繍に変換、またはその逆）著作権保護を除去するこ
とはできません。

イメージをスキャンする

デジタイズの下絵用にイメージを直接 EmbroideryStudio にスキャンすることができま
す。EmbroideryStudio のスキャン機能は TWAIN 互換のほとんどのスキャナーに対応して
います。互換性のあるフォーマットでイメージを保存できるものなら、どのスキャンソ
フトウェアでもご使用になれます。

参考　生地のイメージをスキャンして、実際に生地の上でデザインがどのように見える
かを確認することもできます。スキャンした生地はデザインの背景として選択でき、サ
ンプルが小さい場合はそれを並べて画面全体に表示できます。

イメージをスキャンするには

1 スキャナーを設定します。

2 スキャンするイメージを準備します。

3 ファイル > グラフィックをスキャンを選択します。

4 スキャンモードと解像度を選択します。生地をスキャンする場合、スキャンを 256 色、

100%、72dpi に設定します。この設定ですとディスクのスペースやメモリをあまり使
い過ぎることなく、うまくスクリーン上で表示できるサイズのファイルを作成するこ
とができます。

5 スキャンプログラムでイメージのプレビューが表示されます。

6 スキャンする範囲を選択し、イメージをスキャンします。

7 スキャンしたイメージは互換性のあるフォーマットで My Designs フォルダに保存しま

す。

メモ　スキャンしたイメージはビットマップなので、デザインファイルとは別々に保
存しなくてはいけません。保存しないとデザインを閉じた際に失われてしまいます。

シャープネスを適用して
スキャン

シャープネスなしで
スキャン
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関連項目

 スキャン用イメージを準備する

 生地 & プロダクト背景

 スキャナーを設定する

 イメージを保存する

グラフィックをインポートする

ビットマップイメージはデジタイズの下絵用に EmbroideryStudio にインポートしたり、
貼り付けたりすることができます。

参考　第三者グラフィックアプリケーションでイメージを編集する場合、イメージは
EmbroideryStudioWindows のクリップボードを介してコピー & 貼り付けすることができま
す。

グラフィックイメージをインポートするには

1 グラフィックをインポートアイコンをクリックするか、ファイル > グラフィックをイ

ンポートを選択します。

2 グラフィックフォルダまで移動します。ダイアログは使用可能なすべてのファイルタ

イプ（例 :BMP、PNG、EPS など）を表示する「すべてのグラフィックファイル」が初期
設定になっています。

3 必要に応じてファイルの種類リストをフィルターにかけます（例 :BMP）。

標準 > グラフィックをインポートを使用し、現在のデザインにイメージをイン
ポートしてマニュアルでデジタイズする際の下絵として、またはオートデジタイ
ズに使用します。

表示 > ビットマップ表示を使用し、ビットマップイメージのオン / オフを切り替
えます。右クリックで設定します。

このオプションで使用可能なすべての
グラフィックファイルタイプが表示される
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メモ　「すべてのグラフィックファイル」にはベクターとビットマップ両方のフォー
マットが含まれていますが、CDR や他のベクターファイルタイプには
CorelDRAW(R)Graphics Suite のインポート機能を使用してください。

4 ファイルを選択し開くをクリックします。

参考　ベクターにオートトレースを使用してビットマップイメージからベクターアウ
トラインを作成し、その後様々な方法でそれらを刺繍オブジェクトに変換します。ベ
クターにオートトレースは境界線の内部 / 外部に関わらず、形状内の中抜きを検出す
ることができます。

関連項目

 使用可能なグラフィック＆マルチデコレーションのファイルフォーマット

 オペレーティングモード

 ビットマップイメージをオートトレースする

グラフィックファイルを直接開く

ベクターとビットマップ（ラスター）フォーマットのイメージは、デザインライブラリ
を介して EmbroideryStudio で開くことができます。両方のファイルタイプのサンプルは
EmbroideryStudio と共に、下図に示されているようにピクチャライブラリにインストー
ルされます。

選択から新規作成コマンドは、CorelCDR を含むグラフィックファイルを開くのにも使用
することができます。CDR の場合、新しいファイルは EmbroideryStudio で CorelDRAW グ
ラフィックスに切り替える前に開きます。

関連項目

 オブジェクトとデザインを合成する

 デザインライブラリ からデザインを開く

 テンプレートを扱う

モード > デザインライブラリをクリックし、デザインや注文指示書の検索や管理
を行うデザインライブラリウィンドウを開きます。

デザイン管理 > 選択から新規作成を使用し、デザインライブラリで選択したデザ
インをベースに新規デザインを作成します。

グラフィック
ファイルで
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イメージをデジタイズ用に準備する

EmbroideryStudio ではビットマップイメージを使用する前に、余分な部分を切り取るこ
とができます。イメージは第三者ビットマップ編集ソフトで直接開いたり、
CorelDRAW(R)Graphics Suite を使用することもできます。EmbroideryStudio ではサイズ
や位置など一般的なプロパティを設定できます。ビットマップイメージのサイズを変更
したり、変形したりもできますが、これらはスキャン時に行うほうがよい結果を得るこ
とができるでしょう。

メモ　CorelDRAW グラフィックスには 新の CorelDRAW(R)Graphics Suite ドローイング
ツールが含まれており、ビットマップイメージを処理したり、ベクターにトレースする
ことができます。ベクターオブジェクトは刺繍デザインに変換することができます。オ
ペレーティングモードも併せてご覧ください。

イメージの透明度

24 ビットと 32 ビットイメージの透明の背景がサポートされています。

透明の背景を含むイメージの場合：

オートデジタイズでは背景は自動的に取り除かれます。

イメージは見える範囲で自動的に切り取られます。

注意　イメージのカラー範囲内に半透明または透明のピクセルを含んだイメージの使用
は控えましょう。このようなイメージは色数を減少させた際、よい結果が得られません。
その結果、生じるピクセルはイメージ内で穴になってしまったり、必要以上にカラー範
囲を減少させてしまいます。

ビットマップイメージを切り取る

EmbroideryStudio
にインポート

透明な背景のある
基のビットマップ

オートデジタイズツール > ビットマップをトリミングを使用し、オートデジタ
イズに使用するビットマップイメージを切り取ります。

オートデジタイズツール > トリミング枠削除をクリックし、選択したイメージ
に適用されているトリミング枠を削除します。
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デザインに使用する前にビットマップイメージを切り取ることで、不要な細かい部分を
取り除き、処理時間を節約できます。EmbroideryStudio では「一時切り取り」が可能で、
いつでも切り取りエリアの変形や削除を行うことができます。

ビットマップイメージを切り取るには

 使用するイメージをスキャンまたはインポートします。

 イメージを選択し、ビットマップをトリミングドロップリストからトリミングツール

を選択します。このオプションはグラフィックメニューからもアクセスすることがで
きます。

 選択した形状をトリミングしたいエリアにクリック＆ドラッグします。または任意の

形状で切り取る形状をデジタイズします。

トリミング方法を
選択
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 変形ツールでトリミングする形状を変形することができます。

 オブジェクト選択をクリックするか、Esc を押し閉じます。

 トリミング枠を削除するには、すべての変形ノードを選択して Delete を押します。

 グラフィック > トリミングを確定コマンドで、イメージを見える範囲に切り取ります。

トリミング範囲は「一時的」なもので、自由に変形することができます。トリミング
を確定コマンドを使用することにより、トリミング範囲を確定します。元に戻したい
場合は元に戻すコマンドを使用するか、基のビットマップを再度挿入します。

関連項目

 グラフィックをインポートする

 刺繍オブジェクトを変形する

ビットマップを編集する

ビットマップイメージの中には他社のグラフィックソフトで直接編集する必要があるも
のもあります。通常編集は背景の削除、純色による塗りつぶし、輪郭の追加や補正、あ
るいは割れ目を閉じるといった作業になります。EmbroideryStudio から MS ペイント、
Corel PHOTO-PAINT(R)、または Paint Shop Pro(TM) でイメージを直接開くことができま
す。この方法でアップデートしたイメージは、自動的に再度 EmbroideryStudio にイン
ポートされます。

ビットマップを編集するには

1 イメージを選択します。

2 グラフィック>ビットマップ編集>...を選択します。選択したグラフィックパッケージ

でイメージが開きます。

背景を取り除き、
目を追加する
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3 イメージを編集し、保存します。

メモ　グラフィックパッケージのイメージを閉じる前に EmbroideryStudio に戻ると、
イメージは縞がかって表示されます。

4 グラフィックパッケージに戻り、ファイル >閉じるまたはファイル >終了して＜ファイ

ル名 > に戻るを選択します。EmbroideryStudio では縞模様がなくなります。

関連項目

 グラフィックをインポートする

ビットマップイメージを滑らかにする

下絵を拡大 / 縮小、変形する場合、イメージの質が損なわれることがあります（例：細
い直線がぎざぎざになったり、歪んだりする）。EmbroideryStudio ではサイズ変更や変形
を行なう前に、デジタイズしやすいようにイメージを滑らかすることができます。

ビットマップイメージを滑らかにするには

 イメージを選択し、ダブルクリックしてオブジェクトプロパティにアクセスします。

背景を取り除き、目を追加する

ファイルがグラフィックソフトで
開かれる

オプションを選択
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 イメージ内の主なラインが明るいか暗いかにより、滑らかにするオプションを選択し

ます。

 必要に応じてプロパティや変形ツールバーで、イメージの拡大 / 縮小や変形を行ないま

す。

関連項目

 グラフィックをインポートする

 オブジェクを編集する

イメージを保存する

スキャン、貼り付け、ハードディスクからの挿入によりデザインウィンドウに配置した
イメージは、すべて刺繍デザインと共に EMB ファイルに保存されます。イメージは
EmbroideryStudio や第三者グラフィックアプリケーションで編集後、別のファイルに保
存することもできます。

イメージを保存するには

1 使用したいイメージをスキャンするか、呼び出します。

2 CorelDRAW グラフィックスモードでイメージを選択します。

明るいラインを滑らかにする 暗いラインを滑らかにする調整しない

刺繍オブジェクトと同様に
イメージを拡大 / 縮小、変形する
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3 ファイル > エクスポートを選択します。エクスポートダイアログが開きます。

4 ドロップリストから適切なファイルフォーマットを選択します（例：BMP または PNG）。

5 エクスポートフォルダを選択し、ファイルの種類ドロップリストからフォーマットを

選択します。

6 ファイル名を入力し、エクスポートをクリックします。

メモ　このファイルは EMB ファイルと連動していません。このファイルを変更しても
刺繍ファイルにあるイメージには影響しません。

関連項目

 EmbroideryStudio でイメージを開く

連続する刺繍用にイメージを準備する

連続したデザインを使用するサリーのような伝統的な製品は、数多くの会社で作成され
ています。連続した刺繍に使用するイメージは、正確にサイズや方向が定義されている
ことが重要です。多頭機で連続した刺繍を行っている場合、横方向の距離は通常マシン
のヘッド間の間隔になります（例：135mm）。

連続する刺繍の基になる主なイメージ 2 種類：

 拡大したイメージ。これらは通常デジタイズ用タブレットで使用します。詳細はシフ

リ増補版をご覧ください。

ファイル
フォーマットを
選択

縦方向の距離

横方向の距離
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 第三者ソフトウェアでスキャンしたイメージまたはグラフィックファイル。これらは

オンスクリーンのデジタイズに使用します。

注意点は両方のイメージタイプに共通していますが、拡大図はイメージ倍率を調整する
のに対し、電子イメージは画面上でイメージのサイズ変更等を行ないます。通常電子イ
メージは正確な大きさで準備されます。デザインのリピートをチェックするには、2 つの
リピートポイントの間の距離を測る必要があります。これを行なうにはデザイン上に明
確なポイントを選択する必要があります。

連続するイメージを調整するには

 デジタイズ用に使用する下絵と同じ方法で、イメージをスキャンまたは挿入します。

CorelDRAW グラフィックスでイメージを処理した場合は、Wilcom デコレーションに切
り替えます。

 表示 > 測定を選択します。初め（左）のリピート基準点をクリックし、2 つ目のポイン

ト上にカーソルを配置します。

 X と Y 値をチェックし、角度をチェックします。角度がゼロでない場合、イメージを回

転させる必要がある場合があります。許容値は自分で決定することができます。

 イメージを回転するには、イメージを選択して変形ツールバーで正確な回転値を入力

します。

注意　ビットマップイメージを回転すると、鮮明さが減少してしまうことがあります。
このような場合には一旦アプリケーションに戻りイメージの調整を行うか、スキャン
したイメージの場合にはスキャナーの設定を調整し再度スキャンし直します。

 回転したら、再度 2 点間の距離を測り X 値とデザインリピート値を比べます。許容値を

決定します。まず使用する倍率を計算する必要があります。

倍率 =( 測定したリピート (X)÷ デザインリピート )×100%

イメージを 10% 拡大したい場合、110% またはそれに近い値になります。5% 縮小したい
場合は 95% またはそれに近い値になります。

 必要に応じてプロパティバーでパーセンテージで大きさを調整します。

リピート
基準点

リピート
基準点

5度

正確な回転値を入力
( 例：-5 度）

デザイン全体の
大きさを調整
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参考　リピート表示機能は、シークインを含むリピートしたデザインを TrueView とス
テッチビュー両方で表示します。デザインはリピート数に関わらずデジタイズ中にも
見ることができます。デザインのリピートを表示するも併せてご覧ください。

オートデジタイズ用にイメージを準備する

オートデジタイズツールは、マニュアルのデジタイズツールを使用せずにイメージ中の
形状を自動的にデジタイズすることができます。挿入したイメージがそのまま刺繍に使
えそうに見えても、変換前にはイメージの下処理が必要となります。

ビットマップカラーを準備ツールを使用して、イメージをオートデジタイズで使用でき
るよう下準備をします。この機能は自動的に色を平易化し、アウトラインをはっきりと
させ、ノイズを減少させます。黒のアウトラインで縁取られている部分の色は単色に減
少し、イメージの領域が認識しやすくなります。これらの領域はデザインの刺繍オブ
ジェクトとなります。

イメージを準備するには

 使用するイメージをスキャンまたはインポートします。スキャンしたイメージの質に

より、EmbroideryStudio で処理する前に手直しが必要な場合があります。通常編集は
背景の削除、純色による塗りつぶし、輪郭の追加や補正、あるいは割れ目を閉じると
いった作業になります。

オートデジタイズツール > ビットマップカラーを準備を使用し、色数を減らし、
アウトラインのないイメージからノイズを取り除きます。
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 使用するソースにより、イメージ中にディザリング、アンチエイリアス処理、ノイズ

などが含まれている場合があります。イメージにアウトラインが含まれている場合は、
通常アンチエリアス処理によりぼやけています。

 イメージを選択し、ビットマップカラーを準備アイコンをクリックします。プレ

ビューパネルには処理前 / 処理後のイメージが表示されます。オリジナルのイメージ
に含まれる色数を確認します。メインのカラーブロックが検出され、それに応じて色
数が減少されます。

 イメージにより、適切な処理方法は異なります。様々なオプションを試し、 良の方

法を見つけましょう。

 色数が少なく、詳細が希望通りに表示されない場合は、処理オプションを使用し色数

を増やします。

 必要に応じて、色を選択的に表示し、合成します。

 Ctrl キーを押し下げ、似たような色をクリックで選択します。

 選択表示をクリック & ホールドし、プレビューします。

アンチリアス処理により
ぼやけたアウトライン

希望の色数を設定

イメージの処理方法
を選択する
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 合成をクリックし、似たような色同士を単一の色に合成します。

 マウスのスクロールボタンでズームインし、詳細をチェックします。

 色の許容差設定は、刺繍オブジェクトを生成する範囲に影響します。イメージには影

響しませんが、小さな色の範囲を除去するので刺繍の仕上がりに影響を与えます。通
常「高」オプションはより詳細を含み、より多くの刺繍オブジェクトを生成します。

「低」オプションは「高」オプションほど詳細ではなく、刺繍オブジェクトの数は少な
くなります。これは小さな範囲の多いノイズを多く含むイメージに便利です。通常こ
の機能は本質的により多くのノイズを含む JPG ファイルで特によく作用します。

 OK をクリックしてイメージを処理します。イメージの色はプレビューの通り減少する

はずです。これでオートデジタイズに使用するイメージの準備ができました。

関連項目

 ビットマップを編集する

クリックし、
選択色を合成する

Ctrl+ クリックで、
複数選択する

スクロールでズームインし、
詳細をチェック

処理を行う基礎となる
イメージの「粒度」

を設定

アウトラインをはっきりとさせ、
ノイズを減少
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 グラフィックをインポートする

 使用可能なグラフィック＆マルチデコレーションのファイルフォーマット

イメージの色を調整する & 近似色を検索する

挿入したビットマップやベクターグラフィックの色と、選択した糸チャートにある糸色
を自分で割り当てることもできますが、自動の近似色検索を使う方がより早く処理する
ことができます。

イメージの色を追加する & 近似色を検索するには

1 デジタイズの下絵に使用するビットマップイメージを挿入します。

2 イメージの下準備を行い、不要な色を取り除きます。

3 グラフィック > ビットマップカラーを追加を選択します。イメージに使用されているす

べての色は、ビットマップカラーを追加ダイアログに表示されます。

4 糸チャートリストから検索したい糸チャート（複数可）を選択します。利用可能な刺

繍糸をイメージの近似色に自動的に割り当てるには OK をクリックします。糸色が選択
した糸チャートから現在のカラーウェイに割り当てられます。

5 独自の色を使用するには、 初に検索する色を選択します。

6 近似色検索をクリックします。近似色が選択された全チャートから検索され、下の糸

色リストに表示されます。

7 刺繍糸を選択しダブルクリックするか、または割り当てをクリックし、色をカラーパ

レットに割り当てます。

糸チャート選択

検索する色
を選択

検索された
色が一覧
される

クリックして
割り当てる

クリックして
近似色を検索
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8 デザインで使用したい色がすべて検索 / 割り当てられるまで、これを繰り返します。検

索ごとに前の検索結果が取り消されます。

9 OK をクリックします。選択した糸色は現在のカラーウェイに割り当てられます。

メモ　ビットマップからカラーパレットに追加できる新規の糸色の 大数は 128 です。

関連項目

 イメージの形状をオートデジタイズする

 グラフィックをインポートする

 オートデジタイズ用にイメージを準備する
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第 34 章

ベクターをデジタイズする

EmbroideryStudio には、2 つの重要なモードが存在します。

 Wilcom デコレーション : このモードでは刺繍デジタイズツールを使い、刺繍オブジェ

クト の作成と編集ができます。

 CorelDRAW グラフィックス : このモードでは CorelDRAW(R)Graphics Suite ツールを使

い、ベクターオブジェクトの作成と編集ができます。

Wilcom デコレーションは、画面上で直接形状やアウトラインを描けるツールを装備して
います。 このモードでは、デジタイズの下絵用のクリップアート等、第三者ベクターグラ
フィックのインポートや貼り付けすることも可能で、刺繍オブジェクトと同様にベク
ターイメージを拡大 / 縮小、変形もできます。 ベクターオブジェクトのアウトラインと埋
め込み部分の色も選択できます。

ベクターにオートトレース機能で、スキャンしたビットマップイメージをベクターオブ
ジェクトに変換できます。 その後様々な入力方法でそれらを刺繍オブジェクトに変換でき
ます。

オーバーラップしたベクターや刺繍オブジェクトは、形付けツールで合成、切り取り、
分割ができます。

CorelDRAW グラフィックスは、アウトラインや形状を様々な方法で描くことのできる
CorelDRAW(R)Graphics Suite のドローイングツール一式を装備しています。ベクターグ
ラフィックは刺繍オブジェクトにもデザイン全体としても直接変換することができます。 
またクリップアート等、第三者ベクターグラフィックを挿入 / 貼り付けを行い、刺繍デ
ザインとして使用することも可能です。 ビットマップ画像ファイルは、デジタイズする時
の下絵として利用することが可能です。

参考　CorelDRAW(R)Graphics Suite ツールの詳細は、MS Windows(R) のスタート > プロ
グラムグループの中のユーザーマニュアルをご覧ください。 また、オンスクリーンヘルプ
はヘルプメニューからもご覧いただけます。

この章では、デジタイズツールを使用してベクターオブジェクトを作成する方法、また
他社のアプリケーションからドローイングをインポートする方法について説明していま
す。 また、形付けツールを使用して、ベクターオブジェクトや刺繍オブジェクトの重複部
分の合成方法、切り取り、分割方法についても説明しています。
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EmbroideryStudio でベクター形状を作成する

EmbroideryStudio では形状やアウトラインを画面上で描くことができます。 色は埋め込
みとアウトラインに設定することができ、ステッチタイプや入力方法を適用することに
よって、これらのベクターオブジェクトを刺繍オブジェクトに変換できます。CorelDRAW
グラフィックスでオブジェクトを変換するも併せてご覧ください。

メモ　お持ちの製品レベルによりますが、EmbroideryStudio はアウトラインや形状を
様々な方法で描くことのできる CorelDRAW(R)Graphics Suite のドローイングツール一式
を装備しています。オペレーティングモードも併せてご覧ください。

ベクターを作成する

グラフィカルデジタイズツールを使用して、ベクターオブジェクトを直接
EmbroideryStudio で作成することができます。 ベクターのアウトラインやフィルは他の
オブジェクトをデジタイズする要領でデジタイズできますが、ベクターオブジェクトに
ステッチプロパティはありません。

ベクターを作成するには

 ベクターアウトラインまたはベクターフィルをステッチタイプに選択します。

 開いた形状をデジタイズまたは閉じた形状をデジタイズツールで、真っ直ぐなライン

を描きます。 開始 / 終了点を入力します。 線を垂直、水平、または 15 度ごとに制御し
たい場合、Ctrl を押しながら終了点をマークします。

グラフィカルデジタイズ > 開いた形状をデジタイズを使用し、開いた形状をデ
ジタイズします。 <Ctrl> を押し抑制します。

グラフィカルデジタイズ > 閉じた形状をデジタイズを使用し、閉じた形状をデ
ジタイズします。 <Ctrl> を押し抑制します。

グラフィカルデジタイズ > 円・楕円形を使用し、円形または楕円形の刺繍オブ
ジェクトをデジタイズします。

グラフィカルデジタイズ > 四角形を使用し、四角形または正方形の刺繍オブ
ジェクトをデジタイズします。 <Ctrl> を押し抑制する。

アウトラインステッチタイプ > ベクターアウトラインを使用し、ステッチプロ
パティのないベクターアウトラインを作成します。

埋め縫いステッチタイプ > ベクターフィルを使用し、ステッチプロパティのな
いベクターフィルを作成します。
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 同じツールで形状のラインを描きます。 基準点を入力し、形状を作成します。コー

ナーポイントには左クリック、カーブポイントには右クリックを使用します。

 閉じた形状をデジタイズツールで閉じた形状を作成する場合、Enter を押して形状を

閉じます。

 四角形ツールを使用して、四角形を描きます。 正方形を描くには、Ctrl を押しながら

ポインタを動かします。

 円・楕円形ツールを使用して、円、または楕円を描きます。

 完全な円を作成するには Enter を押します。

 楕円を描くには再度ポインタを動かし、輪郭が希望のサイズになった所で第 2 の半

径をマークします。 Enter を押します。

 Enter を押して形状を閉じます。

ベクターに色をつける

EmbroideryStudio では、ベクターアウトラインと塗り部分に色を設定することができま
す。 色付けをするとベクターオブジェクトの認識がし易くなります。 例えば、埋め込みの
スタイルにはモチーフフィルやプログラムスプリットを、純色で塗りつぶされた領域に
はサテンやタタミという様に使い分けができます。

コーナーポイント

カーブポイント

コーナーポイント

カーブポイント

Enter を押して
形状を閉じる

クリックして
コーナーポイント

を入力

ポインタをドラッグして
もう一度クリック

クリックして
センターポイント

を入力
サークルには Enter を押す、

楕円形にはポイントを
マークするポインタをドラッグ

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、オブジェクトプロパティドッカー
のオン / オフを切り替えます。 この機能でベクターオブジェクトのアウトライン
と埋め込み部分に色を選択可能。
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ベクターに色をつけるには

1 ベクターグラフィックを作成するか、挿入します。

2 必要に応じて、ベクターオブジェクトのグループ解除をします。

3 ベクターオブジェクトを選択して右クリックし、次にポップアップメニューのプロパ

ティを選択します。 オブジェクトプロパティドッカーが開きます。 

4 選択オブジェクトのアウトラインの色を変更するには、線パネルにある設定を調整し

ます。

 スタイルリストから、アウトラインのスタイルを選択します。

 幅フィールドからアウトラインの幅を選択します。

 色をクリックして、色ダイアログからアウトラインの色を選択します。

5 選択したオブジェクトを純色で塗りつぶすには、塗りつぶしアイコンを選択し、色ド

ロップリストをクリックして色にアクセスします。

6 選択オブジェクトをパターンで埋め込むには、パターンフィルアイコンを選択し、設

定を調整します。

 ドロップリストからパターンのスタイルを選択します。

 前面ボタンで、前景の色を選択します。

ベクター
グラフィック

アウトライン
スタイルを選択

アウトラインの
幅を選択

アウトラインの
色を選択

埋め縫いが
選択されていない

塗りつぶしを選択

クリックして色を選択
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 必要に応じて、背景を透明にするか、または背面ボタンで色を選択します。

7 ビットマップで選択オブジェクトを埋め込むには（例：生地の風合いを出したイメー

ジなどで埋め込み）、ビットマップフィルアイコンを選択して、呼出ボタンをクリッ
クして開くダイアログからイメージファイルを挿入します。

メモ　製作ワークシートで変更を表示するには、ファイル > 印刷プレビューを選択し
ます。 オプション > デザインタブのベクターチェックボックスを選択します。

関連項目

 ベクターグラフィックを挿入する

 デザインのレポートをカスタマイズする

 デザインオブション

ベクターイメージをインポートする

様々なフォーマットのベクターグラフィックは EmbroideryStudio に挿入 / 呼び出し、デ
ジタイズの下絵や刺繍の変換に使用することができます。 ベクターは Wilcom デコレー
ションまたは CorelDRAW グラフィックスに挿入することができます。

パターンで埋め込み
を選択

パターンスタイルを
選択

前景と背景の
パターンに色を選択

ビットマップフィル
を選択

クリックして
イメージファイルを

呼び出し
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注意　付属のイメージ（クリップアート）と刺繍デザインは個人的利用の場合のみ使用
することができます。いかなる形でも商用として販売することはできません。媒体を変
えても（例 : クリップアートから刺繍に変換、またはその逆）著作権保護を除去するこ
とはできません。

ベクターグラフィックを挿入する

他社のアプリケーションのベクターグラフィックを、Wilcom 由来のフォーマットや互換
性のあるベクターフォーマットで EmbroideryStudio に挿入することができます。 ベク
ターグラフィック（DXF は不可）をビットマップとしてインポートできます。 ベクターグ
ラフィックは様々な入力方法やオートデジタイズツールを使用して、刺繍オブジェクト
に変換することができます。

メモ　CorelDRAW グラフィックスはベクターグラフィックを挿入したり、操作できる
CorelDRAW(R)Graphics Suite ドローイングツール一式を装備しています。 

ベクターグラフィックを挿入するには

1 EmbroideryStudio で新規ファイルを作成するか、ベクターグラフィックを挿入したい

デザインファイルを開きます。

2 グラフィックをインポートアイコンをクリックするか、ファイル > グラフィックをイ

ンポートを選択します。

3 グラフィックフォルダまで移動します。 ダイアログはサポートするすべてのファイル

タイプ（BMP、PNG、EPS など）を表示する「すべてのグラフィックファイル」が初期
設定となっています。特定のファイルタイプ（例 :DXF）で検索するのでないかぎり
は、ファイルの種類設定を変更する必要はありません。 　

標準 > グラフィックをインポートを使用し、ベクターグラフィックまたはビッ
トマップイメージをデザインにインポートします。

表示 > ベクターを表示を使用し、デザイン中のベクターイメージを表示 / 非表
示にします。 右クリックで設定します。

選択し、重なったオブジェクトを
取り除く

選択し、ベクターではなく
ビットマップとして挿入
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メモ　「すべてのグラフィックファイル」にはベクターとビットマップ両方のフォー
マットが含まれていますが、ネイティブの CDR や他のベクターファイルタイプには
CorelDRAW(R)Graphics Suite のインポート機能を使用してください。

4 DXF ファイルで作業している場合：

 オプションをクリックします。 DXF ファイルオプションダイアログが開きます。

 測定単位リストからインチまたはミリメートルを選択して、OK をクリックします。 

この情報が特定されていない場合、ベクターグラフィックは正しいサイズで表示さ
れないことがあります。

5 ビットマップチェックボックスを選択して、ベクターグラフィックをビットマップイ

メージとして挿入します。 

メモ　DXF ファイルは、ビットマップとしてインポートできません。

6 平易化チェックボックスを選択して、ベクターグラフィックから重なった部分を取り

除きます。

7 プレビューチェックボックスを選択して、ベクターグラフィックのプレビューを表示

します。

8 開くをクリックして、デザインウィンドウにベクターグラフィックを挿入します。

参考　また MS Windows(R) のクリップボードを通して、ベクターを直接
EmbroideryStudio に貼り付けることもできます。

測定単位を選択

 ビットマップイメージとしてインポート
－個々のオブジェクトは選択できない

ベクターグラフィックとしてインポート
－個々のオブジェクトを選択できる

「平易化」されていないベクターオブジェクト「平易化」されたベクターオブジェクト

隠れている部分
が取り除かれる

隠れている部分
は残される
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関連項目

 オペレーティングモード

 オブジェクトを変換する 

 イメージの形状をオートデジタイズする

ベクターイメージを呼び出す

様々なフォーマットのベクターイメージは、マニュアルまたはオートデジタイズの下絵
用に CorelDRAW グラフィックスを介して呼び出すことができます。 またビットマップを挿
入することもできます。

メモ　CorelDRAW(R)Graphics Suite にはデジタイズの下絵に使用したり、直接刺繍に変
換できるクリップアートがパッケージされています。

ベクターイメージを呼び出すには

1 CorelDRAW グラフィックスに切り替え、Standard ツールバーの Import をクリックしま

す。

モード >CorelDRAW グラフィックスに切り替えを使用し、マニュアルまたはオー
トに関わらず刺繍のデジタイズに使用するベクターイメージのインポート、編
集、作成を行います。

標準 > インポートを使用し、CorelDRAW グラフィックスのアクティブのドキュ
メントにファイルをインポートします。

表示 > ベクターを表示を使用し、デザイン中のベクターイメージ
（CorelDRAW(R) クリップアートなど）を表示 / 非表示にします。 右クリックで設
定します。

フォーマットを選択
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2 フォルダを選択し、ファイルの種類リストからファイルの種類を選択します（例： 

EPS）。

3 ファイルを選択し、インポートをクリックします。 Import EPS のダイアログが開きま

す。 テキストを「Text（テキスト）」として、または「Curves（カーブ）」としてイン
ポートするか選択します。

4 デザインウィンドウにカーソルを置き、Enter を押します。

5 デジタイズ方法を選択します。

 ベクターを刺繍に変換します。詳細は CorelDRAW グラフィックスでオブジェクトを

変換するをご覧ください。

 Wilcom デコレーションに切り替え、イメージをデジタイズの下絵に使用します。詳

細はデジタイズ方法をご覧ください。

メモ　Wilcom デコレーションで呼び出したイメージが見えない場合は、ベクターを表
示アイコンがオンになっていることを確認しましょう。 

参考　下絵のイメージを固定しておくと、誤って選択してしまうことなくその周りの
刺繍オブジェクトを安心して自由にデジタイズや編集、変形ができます。 固定したオ
ブジェクトは、いつでも固定を解除して変更が行えます。 

関連項目

 オペレーティングモード

 CorelDRAW(R) でイメージを参照する

 背景を変更する

 オブジェクトをロックする＆グループ化する

 オブジェクトを変換する 

必要なフォーマット
を選択

テキストまたは
カーブとして
インポート
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 イメージの形状をオートデジタイズする

ビットマップイメージをオートトレースする

ベクターにオートトレースを使用してビットマップイメージからベクターアウトライン
を作成し、 その後様々な入力方法でそれらを刺繍オブジェクトに変換できます。 ベクター
にオートトレースは境界線の内部 / 外部に関わらず、形状内の中抜きを検出することが
できます。

ビットマップイメージをオートトレースするには

1 ビットマップイメージをスキャン、または挿入します。 

2 イメージを選択し、ビットマップカラーを準備ツールで処理します。

3 ベクターにオートトレースアイコンをクリックします。 デザインは自動的にアウトラ

インまたは塗り形状のベクターにトレースされます。

メモ　前もってビットマップの色数を減少させる必要がある場合は、ベクターにオー
トトレースをクリックすると、直接ビットマップカラーを準備ダイアログが開きま
す。

オートデジタイズツール > ベクターにオートトレースを使用し、刺繍オブジェク
トへ変換す為のイメージをベクターオブジェクトに変換します。

ビットマップはベクター
アウトラインと塗り形状に
変換される
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4 刺繍に変換したい形状を選択し、使用可能な方法で変換します。

関連項目

 オブジェクトを変換する

 グラフィックをインポートする

 オートデジタイズ用にイメージを準備する

カーブを滑らかにする

ベクターと刺繍オブジェクトは、共にアウトラインに変形ノードを含んでいます。 常に角
度が変化している形状では、非常に多くの変形ノードが存在し変形が困難な場合があり
ます。 スムースカーブは刺繍やベクターオブジェクトのカーブを滑らかにするのに使用し
ます。

カーブを滑らかにするには

1 滑らかにしたいオブジェクト（複数可）を選択します。

メモ　オブジェクトを滑らかにできるのは、オブジェクトのグループが解除されてい
て、オブジェクトが選択されているときのみですが、 オブジェクトは複数選択できま
す。

2 任意でオブジェクト変形をクリックし、アウトラインの周りに変形ノードを表示しま

す。

ベクターを刺繍に変換

変形ツール > オブジェクト変形を、編集 > スムースカーブと共に使用し、ベク
ターグラフィックオブジェクトから不要な変形ノードを取り除きます。

変形ノードを
必要 低限に減らす
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3 編集 > スムースカーブを選択します。

4 数値フィールドを調整します。 この数値により、調整したアウトラインをどれだけオ

リジナルのラインに近づけるかが制御されます。 数値が大きいほど、変形ノードが少
なくなります。

5 OK をクリックします。

ベクターグラフィックをビジュアル化する

ベクターは Wilcom デコレーションで様々な方法で表示することができます。 ベクター表
示アイコンでベクターの表示をオン / オフにします。 カラーオブジェクトリストでベク
ターを表示します。 選択表示をクリックし、選択したベクターオブジェクトを分離して表
示します。

数値を入力

表示 > ベクター表示を使用し、デザイン中のベクターイメージ（CorelDRAW(R)
クリップアートなど）を表示 / 非表示にします。 右クリックで設定します。

表示 > リピート表示を使用し、デザインのリピート表示をオン / オフにします。 
右クリックで設定します。

クリックし、選択した
ベクターオブジェクトを表示

ベクタードローイング
オブジェクト
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ベクターグラフィックはリピート表示でビジュアル化することもでき、 連続する刺繍デザ
インをデジタイズする際に便利です。 

関連項目

 デザインのリピートを表示する

リピートを表示して、
より正確なデジタイズ
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第 35 章

オートデジタイズ

EmbroideryStudio は、適切な画像処理が施され
たイメージをセミオートでデジタイズできる
様々なツールと機能を装備しています。

 変換機能はベクターオブジェクトを直接刺繍

オブジェクト変換します。またその反対も可
能です。デザイン全体をどちらにでも変換す
ることができます。

 オートデジタイズツールはマニュアルでデジ

タイズすることなく、グラフィック形状を自
動的に刺繍にします。

 スマートデザイン機能はビットマップイメー

ジを自動的に刺繍に変換します。

フォトフラッシュ機能は写真やグレースケール
のビットマップイメージから刺繍デザインを作
成します。ラインプリンターの出力のような効
果を出します。

 カラーフォトステッチ機能は写真やその他の

イメージから刺繍を作成します。複数の糸色
で入り組んだステッチを生成します。

この章ではグラフィックから自動的に刺繍オブジェクトへ変換する方法、デザインの完
成方法、グレースケールイメージや写真から刺繍を作成する方法を説明しています。

オブジェクトを変換する

EmbroideryStudio では様々な方法でベクターグラフィックを直接刺繍に変換することが
できます。同様に刺繍デザインやオブジェクトをベクターグラフィックに変換すること
もできます。またランニングやコラム C オブジェクト間で変換することもできます。こ
れはデザインの拡大 / 縮小に合わせて、コラムやボーダーの幅を変更したい場合に便利
です。

CorelDRAW グラフィックスでオブジェクトを変換する

モード > ターニング埋め縫い [ サテン ] に変換を使用し、幅の狭いベクターオブ
ジェクトをターンするステッチに変換します。

モード > 刺繍パレットの色に合わせるを使用し、変換したベクターオブジェクト
を刺繍パレットの色に合わせます。

モード > フォトフラッシュ用にタグ付けを使用し、CorelDRAW グラフィックスか
ら写真をフォトフラッシュ刺繍に変換します。

モード > 刺繍をグラフィックに変換を使用し、選択した刺繍をグラフィックに変
換し、CorelDRAW グラフィックスに切り替えます。

モード > 刺繍をグラフィックに変換を使用し、選択した刺繍をグラフィックに変
換し、Wilcom デコレーションに切り替えます。
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EmbroideryStudio の製品レベルの中には CorelDRAW(R)Graphics Suite が標準装備されて
いるものもあり、CorelDRAW グラフィックスを介してベクターオブジェクトを刺繍オブ
ジェクトに変換することができます。また刺繍オブジェクトをベクターオブジェクトに
変換することも可能です。変換はオブジェクト一つづつでもデザイン全体にでも適用で
きます。ビットマップを使用することができます。

グラフィックと刺繍オブジェクトを変換するには

 作業しているモード（CorelDRAW グラフィックスまたは Wilcom デコレーション）によ

り、ベクターまたは刺繍デザインを開きます。

変換機能はモードツールバーにあります。動作はモードにより異なります。

 CorelDRAW グラフィックスでは選択したベクターオブジェクトが刺繍に変換され、

Wilcom デコレーションで表示されます。

 Wilcomデコレーションでは選択した刺繍オブジェクトがベクターオブジェクトに変

換され、CorelDRAW グラフィックスで表示されます。

 基のベクターオブジェクトのコピーを残したい場合は、CorelDRAW グラフィックスの基

のオブジェクトを残すをクリックします。

 刺繍パレットの色に合わせるツールを使い、糸色のマッチングをオン / オフにします。

 オンの場合、変換したベクターオブジェクトは現在のカラーパレットにある色の一

番近い色が割り当てられます。

 オフの場合、ベクターの色を基にした新しい糸色がパレットに追加されます。

モード > 基のオブジェクトを残すを使用し、変換時に基のグラフィックを維持し
ます。

両方向に変換
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 オプションでターニング埋め縫い [ サテン ] に変換をアクティブにすることもできま

す。これによりオブジェクトは下記のようにブランチングされます。

参考　ベクターはレタリング同様にアップリケにも変換することができます。
CorelDRAW グラフィックスでレタリングを作成するも併せてご覧ください。

関連項目

 デザインファイル

 ドローインググラフィックをアップリケに変換

 CorelDRAW グラフィックスでレタリングを作成する

Wilcom デコレーションでオブジェクトを変換する

選択オブジェクトを右クリックし、ポップアップメニューの変換 >... を選択することで、
ベクターオブジェクトを刺繍オブジェクトに変換することができます。

生成されるオブジェクトは現在のステッチタイプ、色、選択したデジタイズ方法のオブ
ジェクトプロパティが使用されます。ベクターオブジェクトはアップリケに変更するこ

ターニング埋め縫い [サテン ] なし ターニング埋め縫い [サテン ] あり

レタリングに変換されたベクター

変換するオブジェクト
の種類を選択
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ともできます。またベクターオブジェクトにステッチ角度を直接追加することで、ター
ンステッチを含むオブジェクトを作成できます。

オブジェクトはコラム A/B から複合埋め縫いや複合ターニングに簡単に変換することが
できます。これは編集に便利で、例えばカーブ効果は複合埋め縫いオブジェクトにのみ
使用できますが、初めに複合埋め縫いに変換することによりコラム A/B 形状にも追加す
ることができます。またデザインをサイズ変更する場合、コラム A/B 形状はターニング
埋め縫い [ サテン ] には大きすぎてしまう場合があります。複合埋め縫いや複合ターニ
ングに変換することにより、タタミやターンするタタミ、またその他の埋め縫いステッ
チタイプ適用することができます。

同じ方法で自動アップリケやベクターオブジェクトを複合埋め縫いオブジェクトに変換
できます。また複合埋め縫いは複合ターニングに変換することもできます。複合ターニ
ングに変換する場合、2 つ以上のステッチ角度ラインを入力し、Enter を押すよう指示が
あります。

メモ　現在のステッチタイプが対象のオブジェクトに適用できない場合、適用可能なス
テッチタイプが代わりに使用されます（例：ラインステッチの代わりにサテンが使用さ
れる）。下縫いタイプが適用できない場合も同様です（例 : 中心ラインランニングの代わ
りにジグザグが使用される）。

関連項目

 ステッチ角度を調整する

 アップリケオブジェクトに変換する

イメージ全体をオートデジタイズする

角度ポイントを入力

ENTER を押す

オートデジタイズツール > スマートデザインを使用し、インポートしたイメージ
から直接刺繍デザインを作成します。
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スマートデザインツールで刺繍デザインを作成する方法は、グラフィック（ビットマッ
プまたはベクター）を選択し、刺繍に変換するだけです。オートデジタイズの技術を強
化したスマートデザインはイメージの形状を認識し、それらに も適したオブジェクト
タイプとステッチタイプを選択します。また 近のポイントを基に自動的にステッチ順
序も決定します。イメージは効果的に「一括処理」され、デザインを構成する刺繍オブ
ジェクトを作成します。

イメージの下処理が行われていない場合はインスタントスマートデザインが自動的にイ
メージを処理し、初期設定値を用いて変換します。これはステッチ数を見積もる場合に
大変便利です。変換を自分でコントロールしたい場合は、スマートデザインを使用しま
す。こちらも刺繍をデジタイズする際のスタート地点として用いられます。刺繍に変換
したらデジタイズツールや編集ツールを使用してデザインを仕上げましょう。下縫いを
適用することをお忘れなく。オブジェクトの変形や並び替えが必要な場合もあるので
チェックしましょう。

イメージ全体をオートデジタイズするには

 イメージをスキャン、または挿入します。イメージはビットマップまたはベクターの

どちらを使用するかに関わらず、下処理を行う必要があります。

 ビットマップイメージをスキャン、または挿入します。ビットマップイメージを基

にして刺繍を作成する場合は、変換前にイメージの処理が必要です。

 ベクターグラフィックを作成、または挿入します。ベクターグラフィックを使用す

る場合、それらを「合成」することで変換時にオブジェクトのオーバーラップ部分
が削除されます。

 必要に応じてイメージ準備ツールで予め処理を行います。変換する準備が整っている

ように見えるイメージでも、変換前にはまず下処理をする必要があります。必要に応
じて指示が表示されます。

 希望の仕上がりサイズにイメージのサイズ変更を行います。

オートデジタイズツール > インスタントスマートデザインを使用し、インポート
したイメージから刺繍をクリック一つで自動的に作成します。

オートデジタイズツール > 基のオブジェクトを残すを使用し、変換時に基のグラ
フィックを維持します。

特定の数値またはパーセンテージで
大きさを入力

縦横比ロックを
オン / オフ



第 35 章   オートデジタイズ 712

 必要に応じて、デザイン > 自動生地を選択し、希望の生地設定を適用します。

 必要に応じてビットマップ > トリミングツールでイメージをトリミングします。

 スマートデザインの方法を選択します。

 イメージのサンプル刺繍を素早く作成したい場合はインスタントスマートデザイン

を選択します。サンプルデザインには十分な結果を得ることができます。

 変換をコントロールしたい場合はイメージを選択しスマートデザインをクリックし

ます。イメージに下処理が必要な場合はビットマップイメージの準備ダイアログが
開きます。

スマートデザインを使用している場合はダイアログが開きます。イメージの色は自動
的に並べられ、背景は削除されます。

チェックして
アクティブに

する
生地タイプを選択

含める / 省く色を
選択
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 色の配分パネルを使用し、使用しない色を省きます。選択表示ボタンで選択した色の

みを表示します。チェックボックスにチェックを入れて色を省きます。

 色を処理する方法を選択します。初期設定ではビットマップの色は現在のカラーウェ

イに追加されますが、特定の刺繍糸チャートを選択し色を割り当てたり、現在のパ
レットの色に割り当てることもできます。

 必要に応じて認識された形状すべてにアウトラインを追加することができます。アウ

トラインを追加にチェックを入れてドロップダウンリストからパレットの色を選択し
ます。すべてのカラーブロックの周りに一続きのブランチングされたランニングス
テッチが作成されます。

白の背景色を省いた場合 黒以外の全色を省いた場合

色の処理方法を選択

イメージの色を
パレットに追加

イメージの色を近似した
糸色に合わせる

アウトラインを追加
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 OK をクリックしてイメージを処理します。

メモ　オートデジタイズを行ったデザインは他のデザイン同様に編集することができ
ます。

関連項目

 スキャン用イメージを準備する

 ビットマップイメージを切り取る

 オートデジタイズ用にイメージを準備する

 デザインを編集する

 小さなステッチを除去する

イメージの形状をオートデジタイズする

オートデジタイズはイメージ（ビットマップとベクター）を自分でデジタイズすること
なく、自動的に刺繍を作成することがでるツールです。これらのツールはスキャンした
イメージを特殊な効果を必要としない刺繍デザインに変換したい場合に便利です。ベク
ターグラフィックを使用する場合、イメージに塗り色があることが条件になります。
オートデジタイズはタタミ埋め縫いやターニング埋め縫い [ サテン ] のオブジェクトを
作成するのに使用します。またランニングステッチでアウトラインや詳細を作成するこ
とができます。この場合現在のステッチのプロパティが適用されます。

すべてのカラーブロック
にアウトラインを追加

色を省き、アウトライン
のみを生成

オートデジタイズツール > 色の割り当て方法を使用し、色の割り当て方法を選択
します。

オートデジタイズツール > ターニング埋め縫い [ サテン ] オブジェクトを使用
し、幅の狭いコラム形状をターンステッチで埋め縫いします。

オートデジタイズツール > 中抜きのあるタタミ埋め縫いオブジェクトを使用し、
大きな範囲をタタミステッチで埋めます。中抜きは保持されます。

オートデジタイズツール > タタミ埋め縫いオブジェクトを使用し、大きな範囲を
タタミ縫いで埋めます。中抜きは無視されます。

オートデジタイズツール > センターラインランニングオブジェクトを使用し、幅
の狭い形状にランニングステッチでセンターラインを作成します。

オートデジタイズツール > アウトラインランニングオブジェクトを使用し、ラン
ニングステッチのアウトラインを作成します。
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イメージの形状をオートデジタイズするには

 イメージをスキャン、または挿入します。ビットマップやベクターグラフィックのど

ちらを使用するかに関わらず、下処理を行う必要があります。

 ビットマップイメージをスキャン、または挿入します。ビットマップイメージを基

にして刺繍を作成する場合は、変換前にイメージの処理が必要です。

 ベクターグラフィックを作成、または挿入します。ベクターグラフィックを使用す

る場合、それらを「合成」することで変換時にオブジェクトのオーバーラップ部分
が削除されます。

 希望の仕上がりサイズにイメージのサイズ変更を行います。

 必要に応じてデザイン > 自動生地を選択し、希望の生地設定を適用します。

 色の割り当て方法をクリックし、色の割り当て方法を決定します。イメージの色をパ

レットに追加する、選択した糸チャートの近似色を追加する、イメージの色を現在の
パレットに割り当てる（初期設定）の中から選択します。

 オートデジタイズ方法（埋め縫い）を選択します。

 中抜きのあるタタミ埋め縫いオブジェクトは中抜きを維持しながら大きな範囲を埋

めるのに使用します。

 中抜きが必要ない場合はタタミ埋め縫いオブジェクトを使用します。

 ターニング埋め縫い[サテン]オブジェクトはサテンステッチで幅の狭いターンする

形状をデジタイズするのに使用します。

特定の数値またはパーセンテージで
大きさを入力

縦横比ロックを
オン / オフ

生地タイプを選択
チェックして
アクティブに

する

糸の割り当て方法を
選択

割り当てる糸チャートを
選択（複数可）
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 デジタイズしたい形状をクリックします。現在の設定によりステッチが生成されます。

 必要に応じて色、ステッチ角度、開始 / 終了点などのプロパティを編集します。

 オートデジタイズ（アウトライン）方法を選択します。

 センターラインランニングオブジェクトは幅の狭い形状にランニングステッチでセ

ンターラインを作成するのに使用します。

 アウトラインランニングオブジェクトはランニングステッチのアウトラインを作成

するのに使用します。

ターンするサテン

タタミ埋め縫い

必要に応じてオブジェクトプロパティを
編集
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 デジタイズしたい形状をクリックします。現在のステッチの設定によりステッチが生

成されます。

 必要に応じて色、ステッチ角度、開始 / 終了点などのプロパティを編集します。ランニ

ングのアウトラインををサテンのボーダーに変換してもよいでしょう。

 カラーオブジェクトリストやステッチ順序ツールバーを使用して、オートデジタイズ

したオブジェクトのステッチ順序を 適します。

 近のポイントやオブジェクト変形ツールでつなぎ糸を 小限に抑えます。

関連項目

 グラフィックをインポートする

 ベクターグラフィックを挿入する

 ベクターと刺繍オブジェクトを合成する

 刺繍オブジェクトを並び替える

 刺繍オブジェクトを変形する

 つなぎ糸を 小限にする

 オブジェクトを変換する

写真をオートデジタイズする

EmbroideryStudio では写真をオートデジタイズすることができます。写真はカラーでも
白黒でも使用することができます。フォトフラッシュはラインプリンターの出力のよう
な効果を出します。カラーフォトステッチは複数の糸色で入り組んだステッチを生成し
ます。

フォトフラッシュでオートデジタイズする

フォトフラッシュを使用して、写真やカラーまたは白黒イメージ（グレースケール）を
刺繍にすることができます。カラーイメージは自動的にグレースケールに変換されます。

センターラーインを
オートデジタイズ

アウトラインを
オートデジタイズ

オートデジタイズツール > フォトフラッシュを使用し、写真から直接刺繍デザ
インを作成します。

モード > フォトフラッシュ用にタグ付けを使用し、CorelDRAW グラフィックスか
ら写真をフォトフラッシュ刺繍に変換します。
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フォトフラッシュデザインは糸密度が可変するステッチの列の連続で構成されています。
ラインプリンターの出力のような効果を出します。

参考　対象がはっきりと写った写真や均一に変化する陰影のある写真を使用すると、よ
い結果が得られます。

フォトフラッシュで刺繍を作成するには

1 デザインにビットマップイメージを挿入し、それを希望のサイズに拡大 / 縮小します。

2 必要に応じて、ビットマップ > トリミングツールでイメージをトリミングします。

3 ビットマップが選択された状態でフォトフラッシュアイコンをクリックし、オブジェ

クトプロパティにアクセスします。

解像度を選択
( 列の間隔 )

背景オプションを
選択

列の角度を入力
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4 解像度パネルで出来上がりデザインの精密さ（低、中または高）を選択します。

メモ　解像度が低いほど、サテンのステッチ列の間隔が大きくなります。

5 必要に応じて、傾斜角度パネルに新しいステッチ角度を入力します。

6 背景パネルで背景オプションを選択します。

オプション 説明

明 大の列間隔をイメージの も明るい部分に適用

暗 大の列間隔をイメージの も暗い部分に適用

中解像度 低解像度高解像度

傾斜角度 :90°傾斜角度 :0°
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参考　通常は刺繍に使用する生地の色が暗いか明るいかによって、このオプションを
選択します。暗いオプションでは、写真のネガのようなイメージを作成できます。

7 埋め縫いタブを選択し、必要に応じてステッチの密度と傾斜角度を調整します。

傾きの角度でステッチの角度を指定します。

暗い背景明るい背景

ステッチの
設定値を調整

傾きの角度

傾斜角度 :0° 傾斜角度 :45°
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参考　ステッチをリアルに表示したい場合は TrueView を使用します。

8 使用する自動間隔と自動スプリット設定の微調整を行います。

 自動間隔オプションは、コラム幅に応じてステッチ間隔を自動的に調整します。幅

が可変のコラム形状では自動間隔はコラム幅の変化に伴って自動的にステッチ間隔
を調整します。

 自動スプリットは長いサテンステッチを短く分割します。また形状の真中にライン

ができてしまわないように、針落ちを不規則なパターンに振り分けます。

9 Enter または適用をクリックします。

ビットマップの「切り取り」部分を定義している場合、EmbroideryStudio はその範囲
のステッチを生成します。それ以外はビットマップ全体にステッチが生成されます。

メモ　CorelDRAW グラフィックスのモードツールバーにはフォトフラッシュ用にタグ
付けアイコンがあり、写真をフォトフラッシュ刺繍に変換することができます。

関連項目

 グラフィックをインポートする

 ビットマップイメージを切り取る

 一定間隔のサテン

 サテンステッチを適用する

 サテンステッチを分割する

カラーフォトステッチでオートデジタイズする

カラーフォトステッチで写真などのイメージから刺繍を作成します。フォトフラッシュ
はデザインを単色のサテンステッチの列で構成しますが、カラーフォトステッチは複数
の糸色で入り組んだステッチを生成します。マルチカラーのスティプルランのような効

[

標準 > グラフィックをインポートを使用し、現在のデザインにイメージをイン
ポートしてマニュアルでデジタイズする際の下絵として、またはオートデジタイ
ズに使用します。

表示 > ビットマップ表示を使用し、ビットマップイメージのオン / オフを切り替
える。右クリックで設定します。

オートデジタイズツール > ビットマップをトリミングを使用し、オートデジタイ
ズで使用するビットマップイメージを切り取ります。

オートデジタイズツール > ビットマップを調整を使用し、オートデジタイズ用に
イメージの明るさやコントラストを調整します。

オートデジタイズツール > カラーフォトステッチを使用し、写真やビットマップ
イメージをマルチカラーの刺繍に変換します。
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果を作成します。対象がはっきりと写った写真で均一に変化する陰影のある写真を使用
すると、よい結果が得られます。

イメージを準備するには

 使用したいイメージをスキャンするか、挿入します。イメージは Wilcom デコレーショ

ンよりも CorelDRAW グラフィックスでインポートした方がよい結果が得られます。

 イメージが表示されていない場合はビットマップ表示をオンにします。
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 イメージを希望のサイズに拡大 / 縮小します。推奨サイズは 150mmx150mm（6"x6"）で

210mm が上限です。写真が適切なサイズでない場合はカラーフォトステッチを使用し
た際に自動的に推奨サイズに変更されます。

 必要に応じて Corel PHOTO-PAINT(R) などのプログラムを使用してビットマップを編集

します。

 必要に応じてイメージをトリミングします。

 必要に応じてビットマップを調整を使用し、基本的な明るさとコントラストを調整し

ます。更に細かくイメージを調整したい場合は、PHOTO-PAINT のようなグラフィック
プログラムを使用してください。

関連項目

 グラフィックをインポートする

 ビットマップイメージを切り取る

 ビットマップを編集する

 グラフィックの構成要素を表示する

イメージを処理するには

 イメージが選択されている状態でカラーフォトステッチをクリックします。

 糸色の数を設定します。よい結果を出せる糸色の数にはある限度があり、色数が多け

れば多いほどより鮮明なデザインが作成できるわけではありません。一般的に 7 から
10 色に設定するとよい結果が出せます。

希望の糸色数を設定

色の割り当て方法を選択
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 ズームボタンでプレビューの詳細を確認します。マウスのホイールでズームイン / アウ

トをすることもできます。

 必要に応じてステッチの解像度を高、中、低に調整します。高い解像度はより精密で

すがステッチ数が多くなってしまいます。

 更なるオプションを見るにはビットマップを調整をクリックします。イメージのバリ

エーションを選択します。

 必要に応じて明るさとコントラストを調整します。

 色の割り当てを使用してイメージの色をカラーパレットに割り当て、一つ一つ糸色を

割り当てます。色は現在のカラーパレットまたは糸チャートに自動的に割り当てるこ
ともできます。割り当てる糸チャートを選択します（複数可）。

 OK をクリックしてイメージを処理します。

生成したデザインを編集するには

 TrueView をオン / オフにし、結果をチェックします。つなぎ糸をオン / オフにします。

より見やすくするには TrueView の表示オプションで糸の太さを細糸にします。

効果 メモ

セピア セピアは写真用語では茶褐色の昔風の写真を意味します。かつて写真を現像する際
にイカ墨 ( セピア）から作られた顔料を用いたことに由来します。

グレー グレースケール（またはグレースケールイメージ）はグレーの色調（黒から白）だ
けで構成されたものです。

糸の割り当て方法
を選択 割り当てる糸チャートを

選択
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満足な結果を得ることができなかった場合は元に戻すをクリックして、再施行します。
別の設定を試してみましょう。それでも結果に満足いかない場合は、イメージを
PHOTO-PAINT 等で編集する必要があるでしょう。

 生成したデザインを編集し、必要に応じてカラーオブジェクトリストで糸色を合成し

ます。

 カラーパレットに RGB カラーを追加した場合、カラーオブジェクトリストと My 刺繍糸

ドッカーを開いて糸チャートダイアログからお持ちの糸チャートを選択します。

次に各カラーブロックを選択し、My 刺繍糸ドッカーで近似色をチェックし選択しま
す。近似色がなかったり、 良のものでない場合もあります。正しい糸を選ぶことが
よい結果を得ることに繋がります。

関連項目

 デザインの構成要素を表示する

 デザインの表示オプションを設定する
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パート 9

マルチデコレーション

EmbroideryStudio ではプリントなどの様々なマルチデコレーションを作成することがで
きます。

アップリケをデジタイズする

この章では、ベクターグラフィックをアップリケに変換する方法、アップリケオブジェ
クトを一からデジタイズする方法と、複合ターニングオブジェクトをアップリケに変換
する方法について説明しています。またオーバーラップしたオブジェクトの生成エリア
の指定や､複数のアップリケの分割、効率的なステッチの為の構成要素の再結合も説明し
ています。詳細はアップリケをデジタイズするをご覧ください。

シークインをデジタイズする

この章では、シークインデザインの作成のための、ユーザー設定のシークインパレット
の設定方法を説明しています。シークインランニングとフィルの作成方法、イメージや
その他オブジェクトからシークインへの変換、ツインシークインデザインの設定方法、
またシークインの変形や編集に加え、個々のシークインのデジタイズに関しても説明し
ています。詳細はシークインをデジタイズするをご覧ください。

ブリングをデジタイズする

この章では、ラインストーンのデジタイズ方について説明しています。ブリングパレッ
トの設定の仕方やブリングランニングとフィルの作成方法、またブリングオブジェクト
とブリングテキストの変更の仕方を説明しています。詳細はブリングをデジタイズする
をご覧ください。
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第 36 章

アップリケをデジタイズする

自動アップリケツールを使用して、アップリケ作成に必要なステッチすべてを自動的に
作成することができます。アップリケの基本となる 4 つの層（ガイドランニング、切り
取りライン、留めステッチ、上縫いステッチ）を用途に応じて生成できます。

アップリケ生地の型紙に使用するアップリケパターンは印刷できます。それぞれのアッ
プリケパターンには縫い順通りの番号が付けられます。アップリケの形状はカッターや
個々のファイルに出力することができます。

アップリケ刺繍を作成する

自動アップリケを使用して、アップリケオブジェクトに必要なステッチを作成します。

参考　自動アップリケの設定をプリセットしたい場合は、オブジェクトを選択していな
い状態で自動アップリケアイコンを右クリックします。プロパティの値を変更すると、
この設定は現在行っているセッション内で新しく作成したすべてのアップリケオブジェ
クトに適用されます。詳細はオブジェクトプロパティを使用して作業するをご覧くださ
い。

ドローインググラフィックをアップリケに変換

モード > アップリケにタグ付けを使用し、ベクターオブジェクトをアップリケに
変換します。

モード > グラフィックを刺繍に変換を使用し、選択した刺繍をグラフィックに変
換し、Wilcom デコレーションに切り替えます。
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CorelDRAW グラフィックスのアップリケにタグ付けボタンを使用して、選択したベクター
オブジェクトをアップリケに変換できるようタグ付けします。

ベクターグラフィックをアップリケオブジェクトに変換するには

1 CorelDRAW グラフィックスでベクターグラフィックを作成または開き、選択します。

2 アップリケにタグ付けをクリックします。オブジェクトをアップリケにタグ付ける

と、太い点線ラインが適用されます。CorelDRAW(R)Graphics Suite のオブジェクトマ
ネジャーでは、どのオブジェクトがアップリケオブジェクトとしてタグ付けられたか
見ることができます。

3 グラフィックを刺繍に変換をクリックします。EmbroideryStudio は自動的にベクター

オブジェクトをアップリケオブジェクトに変換し、Wilcom デコレーションに切り替え
ます。

メモ　ベクターのベタ塗りの色は Wilcom デコレーションで維持され、生地の色のよう
に表示されます。それ以外の塗り色はグレーになります。

オブジェクトの周りに
太い点線ラインが現れる

赤色でアップリケの
上縫いステッチを生成

塗り色は維持される

パターン塗り テキスチャ塗りグレー塗り
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メモ　変換の結果は、上縫いステッチの幅の比率と書体のサイズに影響されます。出
来上がりのオブジェクトに対し上縫いが太過ぎると無視されます。

関連項目

 アップリケの設定を調整する

 アップリケの形状を切り出す

アップリケオブジェクトをデジタイズする

自動アップリケを使用して、アップリケオブジェクト
に必要なステッチを作成します。アップリケの基本と
なる 4 つの層（ガイドランニング、切り取りライン、
留めステッチ、上縫いステッチ）を用途に応じて生成
できます。アップリケオブジェクトを縫製する際に、
刺繍機はレイヤー間で停止します。自動アップリケで
は刺繍枠を針下から移動させてアップリケ生地を簡単
に配置できるようにするフレームアウト位置を設定す
ることもできます。

アップリケオブジェクトをデジタイズするには

1 自動アップリケアイコンをクリックし、形状の境界線をデジタイズします。

指示に従います。基準点を間違って配置した場合は Backspace を押して 後の基準点
を削除します。

2 Enter を押して形状を閉じます。

ここで他のアップリケオブジェクトを作成することもできます。

3 Enter を押します。

4 アウトラインをクリックし、開始 / 終了点を設定するか、Enter を押し初期値を適用し

ます。

5 指示があった場合、フレームアウト位置をマークするか、Enter を押し初期設定を適用

します。

アップリケツール > 自動アップリケを使用し、 大 4 層のステッチ（ガイドラン
ニング、切り取りライン、留めステッチ、上縫いステッチ）のアップリケオブ
ジェクトをデジタイズします。
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フレームアウトはそれぞれストップ機能や色替えとして特定されます。これらはガイ
ドランニングや留めステッチの後に設定することができます。

6 Enter を押します。現在の設定に基づき、 大 4 層のステッチ（ガイドランニング、切

り取りライン、留めステッチ、上縫いステッチ）が生成されます。

フレームアウトの
位置

サテンの上縫いステッチ

ジグザグの留めステッチ

ガイドランニングと
切り取りライン
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7 アップリケオブジェクトをダブルクリックし、プロパティを参照します。

8 必要に応じて設定を調整します。

 生地見本 : 詳細は生地見本をアップリケに追加するをご覧ください。

 ガイドランニング：詳細はガイドランニングの設定を調整するをご覧ください。

 留めステッチ：詳細は留めステッチの値を調整するをご覧ください。

 上縫いステッチ：詳細は上縫いステッチの設定を調整するをご覧ください。

9 必要に応じてアップリケオブジェクトにスマートコーナーを適用します。

10 必要に応じて刺繍シュミレーションを起動するか、移動ツールでアップリケのステッ

チ順序を確認します。

関連項目

 刺繍のデジタイズ

 刺繍枠のフレームアウト位置を調整する

 コーナーステッチをコントロールする

 ステッチ順序を表示する

 アップリケの形状を切り出す

アップリケオブジェクトに変換する

生地見本設定を調整

留めステッチの
設定を調整

上縫いの設定を調整

ガイドランニングの
設定を調整

ポップアップメニュー > 自動アップリケを使用し、オブジェクトを自動アップリケに
変換します。
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開始 / 終了点とフレームアウト位置を追加することで、複合埋め縫いやその他のオブ
ジェクトをアップリケオブジェクトに変換することができます。

アップリケオブジェクトに変換するには

1 オブジェクトを右クリックし、ポップアップメニューの変換を選択しアイコンをを選

択します。

2 アウトラインをクリックして、ステッチの開始／終了点を設定するか、初期設定で確

定するには Enter を押します。

3 フレームアウトの位置を決めます。そのまま Enter を押すと初期値が適用されます。

オブジェクトは変換され、ステッチが再計算されます。

関連項目

 アップリケの形状を切り出す

アップリケの設定を調整する

アップリケは自動アップリケツールを使用して一から作成したものや、ベクターグラ
フィックや複合ターニングオブジェクトから変換したものに関わらず、
EmbroideryStudio ではアップリケ作成に必要なすべてのステッチが作成されます。アッ
プリケの基本となる 4 つの層（ガイドランニング、切り取りライン、留めステッチ、上

選択し、アップリケオブジェクトに変換

フレームアウトの位置

開始 / 終了点

複合ターニング
オブジェクト
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縫いステッチ）を用途に応じて生成できます。これらの層の各ステッチはオブジェクト
プロパティで調整することができます。

アップリケオブジェクトを縫製する際に、刺繍機はレイヤー間で停止します。
EmbroideryStudio で事前に刺繍枠のフレームアウトの位置を決めておくと、アップリケ
の素材を簡単にセットすることができます。

参考　自動アップリケの設定をプリセットしたい場合は、オブジェクトを選択していな
い状態で自動アップリケアイコンを右クリックします。プロパティの値を変更すると、
この設定は現在行っているセッション内で新しく作成したすべてのアップリケオブジェ
クトに適用されます。詳細はオブジェクトプロパティを使用して作業するをご覧くださ
い。

生地見本をアップリケに追加する

EmbroideryStudio では、アップリケオブジェクトの生地見本を選択できます。この見本
はオブジェクトのプロパティになります。内蔵されている「ファクトリー」生地見本か、
使用したい生地をスキャンしたサンプルイメージから選択できます。アップリケ生地を
表示を使用し、表示のオン / オフを切り替えます。

サテンの上縫いステッチ

ジグザグの留めステッチ

ガイドランニングと切り取りライン

アップリケツール > 自動アップリケを右クリックし、選択したアップリケオブ
ジェクトの生地見本を選択します。

表示 > アップリケ生地表示を使用し、アップリケ生地表示をオン / オフにしま
す。

選択オブジェクトの
生地見本を選択
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ガイドランニングの設定を調整する

ガイドランニングは 初にステッチされる層で、ベースの生地にアップリケ生地を配置
するのに使用します。切り取りラインは生地を切り取る際に追加することができます。
またアップリケ生地を配置できるようフレームアウト位置を特定することもできます。

ガイドランニングの設定を調整するには

 アップリケオブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティにアクセスし

ます。

 切り取り方法を選択します。

アップリケツール > 自動アップリケを右クリックし、ガイドランニングの設定を
調整します。

オプション 目的

切り抜き済み
パターン

切り取りラインは生成されません。切り取り済みのパターン生地
をアップリケに使用する場合に選択します。

ガイドライン後
手動切取り

切り取りラインが生成されます。

切り取り方法を選択
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切り取りラインがステッチされた後に、生地を切り取ることができます。

 必要に応じて、ガイドランニングパネルでステッチ長とオフセット値を調整します。

マイナスのオフセット値はガイドランニングをアウトラインの内側に、プラスの値は
外側に移動させます。

 必要に応じて、ガイドランニングの後にフレームアウトを設定し、アップリケ生地を

配置します。作業しているマシンにより（多頭機または単頭機）、フレームアウトはそ
れぞれストップ機能や色替えに特定されます。

関連項目

 刺繍枠のフレームアウト位置を調整する

 アップリケオブジェクトをデジタイズする

留めステッチの値を調整する

留めステッチは生地にアップリケ生地を固定する為に、上縫いステッチをする前に施さ
れます。このステッチの設定を調整したり、省くことができます。またアップリケ生地
を配置できるようフレームアウト位置を特定することもできます。

ガイドランニング

切り取りライン

留めステッチ

上縫いステッチ

オフセット :1 mm オフセット :-1mm オフセット :0mm

アップリケツール > 自動アップリケを右クリックし、留めステッチの設定を調整
します。
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留めステッチの設定を調整するには

 アップリケオブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティにアクセスし

ます。

 留めステッチパネルで、ドロップリストから留めステッチのタイプを選択するか、な

しを選択します。

 選択したステッチタイプに従い、留めステッチの設定を調整します。

オプション 目的

長さ ランニングステッチのステッチ長の値

ランニング E ステッチのみ。ステッチ間のランニング数

間隔 E ステッチとジグザグのステッチ間隔の値

タック数 ジグザグステッチのみ。ジグザグステッチの繰り返し数

幅 ジグザグと Ｅ ステッチのコラム幅の値

オフセット ランニングステッチのみ。マイナスのオフセット値は、留めステッ
チをアウトラインの内側に移動し、プラスの値は外側に移動

ステッチタイプを選択

糸間隔を調整

ランニング ジグザグE ステッチ

ジグザグステッチの間隔：3mm ジグザグステッチの間隔：1.5mm
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 必要に応じてオフセット値を調整します。マイナスのオフセット値は留めステッチを

ガイドランニングの内側に移動させます。プラスの値は外側に移動させます。

 必要に応じて留めステッチの後にフレームアウトを設定し、アップリケ生地を配置し

ます。作業しているマシンにより（多頭機または単頭機）、フレームアウトはそれぞれ
ストップ機能や色替えに特定されます。

上縫いステッチの設定を調整する

一般的に上縫いステッチはアップリケの形状をサテンで縁取るものですが、必ずしも追
加する必要はありません。上縫いステッチのタイプははジグザグ、E ステッチ、3D サテ
ンに変更することができます。幅とオフセット値はその他のアップリケの構成要素に対
しても調整することができます。

上縫いステッチの設定を調整するには

 アップリケオブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティにアクセスし

ます。

 必要に応じてチェックボックスで上縫いステッチの使用をオフにします。

 必要に応じて上縫いステッチの幅を調整します。

マイナスのオフセット プラスのオフセットオフセットなし

アップリケツール > 自動アップリケを右クリックし、上縫いステッチの設定を調
整します。

上縫いの設定を調整

上縫いステッチ幅：
1.5mm

上縫いステッチ幅：
3.0mm
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 必要に応じてオフセット値を調整します。マイナスのオフセット値はボーダーをガイ

ドランニングの内側に移動させます。プラスの値は外側に移動させます。

 更に密な / 開いた上縫いステッチには、オブジェクトプロパティ > 埋め縫いタブでス

テッチタイプを変更することができます。それに応じて間隔値を調整します。

刺繍枠のフレームアウト位置を調整する

アップリケオブジェクトをステッチする際、ガイドランニングや留めステッチの後にフ
レームアウト位置を設定することができます。これにより刺繍枠が針下から移動し、
アップリケの配置や切り取り作業がしやすくなります。作業しているマシンにより（多
頭機または単頭機）、フレームアウトはそれぞれストップ機能や色替えに特定されます。

刺繍枠のフレームアウト位置を調整するには

 オブジェクトを選択して、オブジェクト変形アイコンをクリックします。

プラスのオフセット

マイナスのオフセット

上縫いステッチタイプを
変更

アップリケツール > 自動アップリケを右クリックし、フレームアウト設定を調整
します。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、フレームアウトのマークを再
設定します。



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 739

変形ビューツールバーと共にコントロールポイントが表示されます。アップリケオブ
ジェクトには特別なフレームアウト位置マーカーが含まれます。マーカーを表示する
には開始 / 終了点を表示をオンにする必要があります。

 クリック＆ドラッグでフレームアウト位置マーカーを希望の場所に移動させます。

 オブジェクトプロパティを使用している場合は、フレームアウトパネルでデザインの

上部中央をゼロポイントとしてフレームアウト位置を特定することができます。

関連項目

 刺繍オブジェクトを変形する

フレームアウト
ゼロポイント

フレームアウト位置マーカー

フレームアウト位置マーカーを
クリックしてドラッグ
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アップリケを統合する

同じデザイン内にある複数のアップリケオブジェクトを統合する際に、オブジェクト同
士がオーバーラップしていたり、並び順に関する問題が発生することがあります。
EmbroideryStudio はその問題を解決するツールを装備しています。

部分的に上縫いのあるアップリケを作成する

アップリケの部分指定を使用すれば、上縫いが二重に重なることなくアップリケオブ
ジェクトを作成することができます。オーバーラップ自動削除ツールと併用し、下側に
あるステッチすべてを取り除きます。

部分的な上縫いのあるアップリケを作成するには

 自動アップリケでアップリケの形状をデジタイズします。

アップリケツール > 自動アップリケを使用し、部分的な上縫いのあるアップリケ
オブジェクトをデジタイズします。

アップリケツール > アップリケの部分指定を使用し、重なりあったアップリケオ
ブジェクトの部分的な上縫いを作成します。

アップリケ > オーバーラップ自動削除を使用し、選択した「カッター」オブジェ
クトで、重なりあうオブジェクトの下側のステッチを取り除くのに使用します。
右クリックで設定します。

オーバーラップした
アップリケオブジェクト
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 下側にある上縫いだけを取り除きたい場合は、両方のオブジェクトを選択し、アップ

リケの部分指定をクリックします。上縫いステッチが時計周り（開始 / 終了点間）で
生成されます。その以外の輪郭はステッチされない状態になります。

 下側にあるすべてのステッチを取り除きたい場合は、「カッター」となるオブジェクト

を選択し、アレンジ > オーバーラップ自動削除を選択するか、ツールを右クリックし
ます。

 切り取るオーバーラップ量を上縫いステッチの半分の幅に設定し（例：2mm）、OK をク

リックします。

下側の上縫いステッチが
削除される

上縫いステッチの半分の幅に
オーバーラップを設定

下側のステッチが
取り除かれる
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 すべてのオブジェクトを選択し、アップリケの部分指定をクリックして下側の上縫い

ステッチを取り除きます。

 不要な断片を取り除き、ズームインしてオーバーラップをチェックします。

関連項目

 アップリケオブジェクトをデジタイズする

 下側のステッチを取り除く

アップリケの構成要素を並び替える

アップリケ構成要素の統合ツールは、複数のアップリケオブジェクトを構成要素（ガイ
ドランニング、切り取りライン、留めステッチ、上縫いステッチ）に分解し、 適な縫
い順序で生成することができます。すべてのアップリケオブジェクトのガイドランニン
グは先に縫われ、その後留めステッチ、上縫いステッチの順序でステッチが生成されて
いきます。フレームアウト移動はガイドランニングと留めステッチの後に発生します。

不要な上縫いステッチ
が取り除かれる

オーバーラップした上縫い
ステッチが取り除かれる

アップリケツール > アップリケ構成要素の統合ツールを使用し、アップリケを構
成要素オブジェクトに分解し、効率的にステッチを行えるよう再統合し、並び替
えます。
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アップリケの構成要素を並び替えるには

1 アップリケオブジェクトのグループを選択します。アップリケ構成要素の統合ツール

をアクティブにします。

2 アップリケ構成要素の統合をクリックします。アップリケ構成要素の統合を開始する

前に警告メッセージが表示されます ( アップリケオブジェクトは分解されてしまうの
で、処理を行う前にデザインを保存しておく事をお勧めします )。

3 確定するには OK をクリックします。選択したアップリケオブジェクトは分解され、同

じ構成要素（ガイドランニング、切り取りライン、留めステッチ、上縫いステッチ）
で統合され、並び替えられます。

アップリケを出力する

アップリケ生地の型紙に使用するアップリケパターンは印刷できます。またアップリケ
カッターに送信を使用し、アップリケの形状をレーザーカッターに送信することもでき
ます。

参考　CorelDRAW グラフィックスでは、オブジェクトをベクターファイルに出力すること
もできます。これは CorelDRAW(R)Graphics Suite でレーザーカッターにダウンロードす
ることができます。CorelDRAW(R)Graphics Suite ツールの詳細は MS Windows(R) のス
タート > プログラムグループの中のユーザーマニュアルをご覧ください。またオンスク
リーンヘルプはヘルプメニューからもご覧いただけます。

各アップリケオブジェクトがデジタイズされ、
全体にステッチが施される

各アップリケオブジェクトの糸色が再統合され、
効率の良いステッチ順序が生成される
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アップリケパターンを印刷する

アップリケパターンを印刷し、アップリケ生地の切り取りに使用します。それぞれの
アップリケパターンには縫い順通りの番号が付けられます。生地の切り取り用に各アッ
プリケのアウトラインは別々に配置され、実寸で印刷されます。

アップリパターンを印刷するには

1 アップリケデザインを作成または開きます。

2 ファイル > 印刷プレビューを選択し、オプションアイコンをクリックします。

3 アップリケパターンを選択します。

アップリケパターンを
選択
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4 一般オプションを設定し、OK をクリックします。それぞれのアップリケパターンには

縫い順通りの番号が付けられ、ステッチ数と色が表示されます。

5 印刷開始をクリックし、アップリケの形状をプリンターに出力します。

関連項目

 デザインのレポートをカスタマイズする

アップリケの形状を切り出す

EmbroideryStudio ではデザインからアウトラインを抽出し、レーザーカッターに送信す
ることができます。この方法はカッターが MS Windows(R) ドライバで直接使用できる場
合に使用します。アップリケ生地の実際の形状のみが送信されます。

メモ　アップリケの形状をカッターに送信する前に、カッターが正しい MS Windows(R)(
プリンター ) ドライバで設定されていることを確認してください。カッターのなかには
Ioline など、HP-7475 プロッタ対応の標準ドライバを使用するものがあります。一旦
MS Windows(R) にドライバがインストールされれば、EmbroideryStudio でハードウェア
のセットアップを行う必要はありません。

標準 > アップリケカッターに送信を使用し、デザインファイルからアップリケ形
状をレーザーカッターに送信します。
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アップリケの形状を切り出すには

1 アップリケデザインを作成または開きます。

2 アップリケカッターに送信をクリックするか、ファイル > アップリケカッターに送信を

選択します。

3 名前リストからアップリケカッターを選択します。詳細はお使いのカッターのユー

ザーマニュアルをご覧ください。

4 プレビューをクリックし、パターンをプレビューします。印刷プレビューダイアログ

が開き、ステッチされる順番で各アップリケが表示されます。

クリックして
ワークシートを

プレビュー
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5 印刷開始をクリックし、アップリケの形状をカッターに出力します。

コード刺繍を追加する

コード刺繍とは太いコードや糸を生地に固定する技術のことです。デジタイザーはデジ
タイズをしている際に急なカーブ部分を縫い過ぎないよう、コードラインを確認しなが
ら作業したい時が頻繁にあるようです。コード刺繍機能は、コード刺繍を形成するラン
ニングステッチを指定することができます。

コード刺繍をデザインする

コード刺繍は、ランニングステッチのアウトラインで構成されています。
念頭に置いておくべき点 :

 ランニングステッチでコードのパターンを定義し、デザインを作成します。

 ランニングステッチは連続的にそのランニングや他のオブジェクトに交差することも

あります。

 オーバーラップするコードには長いランニングの使用は避けましょう。

 しかしコードはマシンのトリマーではカットできず、手作業でのみカットできるので、

コードは可能な限り連続的である必要があります。

 その為、手作業でコードをカットできるようにマシンを停止するよう、連結していな

いコード部分は他の色でデジタイズしなくてはいけません。

 急なカーブは含めても OK ですが、極端なものは避けましょう。

 通常の刺繍とコード刺繍を同じデザイン中に含めることができます。

 反対に、その他の刺繍ステッチを含まないコード刺繍のみのデザインを作成すること

もできます。

マシンでコード刺繍を生産する

コード刺繍を刺繍と組み合わせて作成するには：

 デザインファイルのステッチデータは、必要に応じてマシンを停止します。製作ワー

クシートでは「ストップ」は「CORD」と記載されている別のカラーブロックで表示さ
れ、マシンのオペレーターにコード刺繍に切り替える指示になります。
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 生地にコードを縫い付ける刺繍糸を選択します（コードにマッチする色、対照的な色、

透明な糸など）。

 マシンはコードデバイスを介して送られるコードと、ステッチデータで定義された形

状のデザインを自動的にステッチします。

 コードをカットできるよう、マシンはコード刺繍の 後の部分で停止します。

 コード刺繍が適用されると、コードイン / アウト機能がステッチ順序に挿入されます。

マシンの中には、マシンファイル（例：Barudan FDR-3 ファイルフォーマットまたは
コード刺繍が行なえるシフリマシン）に保存する際に出力される、特定のコード刺繍
機能があるものもあります。明確なコード刺繍機能のないマシンは、ソフトウェアが
ストップコードを出力します。

 針はコードの中央ではなく、コードの脇を刺します。

 関連のある生産情報はデザインワークシートに記録されます：

 コードのサイズと色

 必要なコードの長さ

 ストップ順序は、コード刺繍を開始する / 終了する、コードを切る時に表示されま

す。

コード刺繍デザインを作成する

EmbroideryStudio でコード刺繍デザインを作成するには、この手順に従ってください。

 ランニングステッチをコード刺繍をオンにし、ランニングステッチをデジタイズして

コード刺繍デザインを作成します。適切であれば、どの入力方法でもランニングス
テッチと共に使用することができます。

 またはランニングステッチオブジェクトを選択し、コード刺繍効果を適用します。

コードはグラフィックの線で、ランニングステッチと同じ色で表示されます。これに
よりコード刺繍のあるデザインをビジュアル化し、正確さをチェックすることができ
ます。

アウトラインステッチタイプ > ランニングを使用し、デジタイズラインに沿って
シングルのランニングステッチの列を配置します。右クリックで設定します。

効果 > コード刺繍を使用し、新規または選択したランニングステッチのオブジェ
クトにコード刺繍効果を適用します。

表示 > 針落ちポイント表示をクリックし、刺繍ステッチの針落ちポイントの表示
/ 非表示を切り替えます。
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 針落ちポイントをオンにします。必要に応じて、表示する色を調整します。

 デザイン中の異なるコード刺繍オブジェクト間のジャンプ / つなぎ糸は、避けるか、

小限に抑えましょう。自動つなぎ糸にジャンプは使用しないでください。

 コードの交差はできるだけ避けるか、 小限に抑えましょう。

 埋め縫いステッチはコード刺繍に使用できるものもありますが、オブジェクトプロパ

ティを密度を低く、下縫いなしに設定する必要があります。その後、オブジェクトを
分解してランニングとコード刺繍を適用します。

参考　マシンの中には、マシンファイル（例：Barudan FDR-3 ファイルフォーマット
またはコード刺繍が行なえるシフリマシン）に保存する際に出力される、特定のコー
ド刺繍機能があるものもあります。明確なコード刺繍機能のないマシンは、ソフト
ウェアがストップコードを出力します。
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関連項目

 デザインの構成要素を表示する

 表示色を変更する
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第 37 章

シークインをデジタイズする

刺繍機の中には衣類にシークィンを落とせる、シークィンディスペンサーの付いている
ものがあります。EmbroideryStudio では、互換性のあるマシンでシークインデザインの
デジタイズが行えます。

EmbroideryStudio では、ツインシークイン対応マシンによるツインシークインデザイン
の作成もサポートされています。またベクターファイル形式のシークインイメージを、
シークインランニングに自動変換するツールも装備しています。

シークインモードを設定する

シークインモードを使用する前に、シークインモードをサポートしているマシンフォー
マットを選択する必要があります。設定後、形状やサイズのリストからシークインパ
レットを設定します。

バルダン BEVY-Z1506C
ツインシークインマシン
－デバイスはヘッドの左右に装備される



第 37 章   シークインをデジタイズする 752

メモ　Dahao を使用するマシンタイプに選択している場合、出力時に Dahao ツインシーク
イン DST ファイルが使用可能になります。Dahao ツインシークインの必要条件に従い、ド
ロップシークイン機能が挿入されます。

シークイン対応マシンを選択する

シークインモードを使用する前に、マシンフォーマットを選択ダイアログで適切なマシ
ンフォーマットを選択しなくてはいけません。シークインモードはシフリ、タジマ、バ
ルダン、SWF、ZSK 機の刺繍マシンフォーマットでサポートされています。ツインシーク
インデザインがデジタイズできるタジマ TBF とバルダン FDR-II ツインシークインマシン
のサポートされています。また EmbroideryStudio では多くの中国製マシンで使用されて
いる Dahao コントローラーもサポートされています。ツインシークインランニングが
EmbroideryStudio で作成される前に、これらのマシンフォーマットのうちの一つを選択
しなくてはいけません。

シークイン対応マシンを選択するには

1 デザイン > マシンフォーマットを選択を選択します。

2 利用できるマシンフォーマットリストから、シークイン対応のマシンフォーマットを

選択します（例：シフリ、タジマ、バルダン、SWF、ZSK）。

3 OK をクリックします。シークインパレットで、シークインの形状が選択可能となりま

す。ツインシークイン対応マシンを選択している場合、シークインの形状とサイズは
2 つ一組で表示されます。

メモ　刺繍マシンにはそれぞれ異なるプリセットが必要です。一般的によく変更され
る数値には、ステッチ、ジャンプ長、糸切り機能、色替え機能があります。特定のマ

シークイン
対応マシンを選択

クリックして
フォーマットを
調整

ツインシークインパレット シングルシークインパレット
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シンフォーマットに出力する場合は、マシンフォーマットを設定ダイアログで数値を
カスタマイズします。

関連項目

 マシンフォーマット

 マシンにデザインをエクスポートする

 ツインシークインデザインを作成する

シークインパレットを設定する

シークインパレットエディタダイアログは、デザインに合わせて利用できるシークイン
のパレットを装備しています。各シークインの色、サイズ、シークインの穴のサイズを
設定します。一旦設定を行うとパレットはシークインパレットドロップリストから使用
することができます。

シークインパレットを設定するには

1 シークインパレットエディタアイコンをクリックします。フィールドはテーブル状に

アレンジされており、各シークインの特徴が一目でみることができます。

シークイン > シークインパレットを使用し、現在のデザインに合うシーク
イン形状のユーザー設定パレットを選択します。

シークイン > シークインパレットエディタを使用し、ライブラリからシークイン
の形状を選択します。

クリックして
シークインタイプ
を追加
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2 追加ボタンをクリックして、新しい入力を作成します。選択したマシンタイプ（シン

グルまたはツイン）により、シークインパレットエディタに追加されるコラム（一組
のみまたは 2 つ一組）は異なります。

参考　コラムのヘッダーの X をクリックし、不要なシークインを削除します。

3 シークインドロップリストからシークインのタイプを選択します。

4 必要に応じてシークインの色とサイズを編集します。サイズ、穴、コメントフィール

ドはすべて編集可能です。

5 必要なだけ手順を繰り返し、OK をクリックします。シークインパレットで、シークイ

ンの形状が選択可能となります。ツインシークイン対応マシンを選択している場合、
シークインの形状とサイズは 2 つ一組で表示されます。

関連項目

 シークイン対応マシンを選択する

 ツインシークインデザインを作成する

シークインデザインをビジュアル化する

ドロップリストから
シークインのタイプ
を選択

クリックして
色を選択

その他の色を見る

ツインシークインパレット シングルシークインパレット

表示 > 機能表示を使用し、マシン機能シンボルの表示をオン / オフにします。右
クリックで設定します。

表示 > ステッチ表示を使用し、刺繍ステッチの表示をオン / オフにします。右ク
リックで設定します。
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シークインは TrueView またはステッチビューで表示されます。

シークインと固定ステッチは選択した色で表示され、機能表示とステッチ表示で表示を
オン / オフにすることができます。

シークインデザイン内を移動する際、「落とされていない」シークインは背景 & 表示色ダ
イアログで定義した「未縫ステッチ」の色で表示されます。詳細は表示色を変更するを
ご覧ください。

シークインランニングを作成する

EmbroideryStudio はプリセットした間隔またはデジタイザーによってマークされた場所
に従い、デジタイズラインに沿ってシークインの列を作成することができるツールを装
備しています。シークインタイプのプリセットや変更はいつでも行うことができます。
同様に固定ステッチをあらかじめ設定することも、デジタイズの後に変更することも可
能です。

参考　リピート表示機能は、シークインを含むリピートしたデザインを TrueView とス
テッチビュー両方で表示します。デザインはリピート数に関わらずデジタイズ中にも見
ることができます。デザインのリピートを表示するも併せてご覧ください。

シークインランニングをデジタイズする

シークイン > シークインランニング自動を使用し、現在の設定に基づいてデジ
タイズしたラインに沿ってシークインを作成します。
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シークインランニングツールを使用して個々のシークインをデジタイズしたり、自動的
にランニングを生成することもできます。モチーフランニングを作成するのと同じ方法
でラインをデジタイズします。

シークインランニングをデジタイズするには

1 マシンフォーマットを選択ダイアログから、シークインをサポートするマシンフォー

マットを選択します。

2 シークインパレットから、使用したいシークインタイプを選択します。

 ツインシークイン対応マシンを選択している場合、シークインの形状とサイズは 2

つ一組で表示されます。

 それ以外はシングルのシークインのみアクセス可能となります。

3 シークインランニング自動アイコンをクリックします。

4 基準点を入力してシークインをデジタイズします。コーナーポイントには左クリック、

カーブポイントには右クリックを使用します。

5 Enter を押して終了します。固定ステッチと共にシークインが自動的に生成されます。

ステッチの間隔は個々に調整ができます。

6 詳細部分を追加する、または特殊なステッチ間隔を作成するには、シークインランニ

ング（手動）アイコンをクリックします。

シークイン > シークインランニング手動を使用して、デジタイズのラインに
沿ってシークイン出力を手動（マニュアル）でデジタイズします。

シークイン > シークインパレットを使用し、現在のデザインに合うシーク
イン形状のユーザー設定パレットを選択します。

シークインペアを選択

シングルシークインを選
択

ENTER を押す

アウトラインをデジタイズ：
コーナーポイントは左クリック、
カーブポイントは右クリック
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7 個々のシークインをデジタイズします。コーナーポイントには左クリック、カーブポ

イントには右クリックを使用します。連結した固定ステッチが自動的に生成されます。

参考　シークインをよりしっかりと固定するよう、ランニングでシークインランを覆
うデジタイザーもいます。この作業を行なうもう一つの理由に、オブジェクト間のス
テッチのジャンプを避けるというものがあります。バックトラック / リピートツール
は、シークインランニングオブジェクトに使用できます。EmbroideryStudio この機能
を適用するとマニュアルステッチが生成されますが、他の機能は影響されません。

関連項目

 シークイン対応マシンを選択する

 ツインシークインデザインを作成する

 シークインランニングを変形 / 編集する

 シークイン & 固定ステッチを変更する

 アウトラインを強調する

 開始＆終了点を調整する

シークイン & 固定ステッチを変更する

シークインはデジタイズ前でも後でも選択することができます。同様に固定ステッチは
あらかじめ設定することができ、またいつでも変更することができます。

ENTER を押す

個々のシークインをデジタイズ
コーナーポイントは左クリック、
カーブポイントは右クリック

シークイン > シークインパレットを使用し、現在のデザインに合うシー
クイン形状のユーザー設定パレットを選択します。
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シークインと固定ステッチを変更するには

 シークインを変更するには、オブジェクトを選択してシークインツールバーのシーク

インパレットから異なるシークインタイプを選択します。

 固定ステッチを変更するには、オブジェクトをダブルクリックします。

 固定ステッチフィールドの選択ボタンをクリックします。ドッカーが広がり、使用可

能な固定ステッチを含んだライブラリが表示されます。

 固定ステッチタイプを選択します。

クリックして
固定ステッチ選択を開く

クリックし
固定ステッチを
変更

固定ステッチサイズの
設定方法を選択

固定ステッチ
プレビュー

固定ステッチ
タイプの選択
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 Enter または適用をクリックします。

 固定ステッチのサイズを調整するには、以下の方法を選択します。

「円・楕円形」などのシークインタイプを選択した場合、固定ステッチは自動的に

フィットするよう適応します。

 マニュアルオプションを選択した場合、サイズフィールドで数値を特定します。サイ

ズはシークインの中央から測定されます。2.50mm から 30.00mm までの数値を入力でき
ます。

 自動設定を選択した場合、マージンフィールドで固定ステッチのマージンを特定しま

す。0.20mm から 2.00mm までの数値を入力できます。これにより固定ステッチがシー
クインに近過ぎないようにします。

参考　シークインランニングは、ステッチ自体を装飾的なステッチとして使用するこ
ともできます。その場合はシークインパレットのなしを選択します。この選択はシー
クイン出力方向を任意にした状態で利用します。

方法 目的

自動設定 シークインの周りにマージンを設定し、固定ステッチがシークイン
に接近しすぎないようにします。

手動設定 シークインのサイズに関わらず、固定ステッチのサイズを設定する
ことができます。サイズフィールドは、このオプションが選択され
ている時に使用可能になります。

シークインサイズ :7 mm
自動マージン :0.50 mm

シークインサイズ :7 mm
マニュアルサイズ :5.00 mm

シークインサイズ :7 mm
マニュアルサイズ :10.00mm
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関連項目

 ステッチ開始方法を設定する

シークインの間隔 & 固定ステッチの方向を調整する

シークインの間隔はいつでも変更することができます。マニュアル方法を使用する場合、
クリックするごとにシークイン間の間隔を定義します。自動方法を使用している場合は、
シークインは現在の設定に基づいて計算されます。固定ステッチの方向は左 / 右、上 /
下のいずれかから選択できます。

シークインの間隔と固定ステッチの方向を調整するには

1 手動または自動のシークインランニングオブジェクトを選択します。

2 オブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティにアクセスします。

3 間隔フィールドで、間隔値を入力します。間隔はシークインの中心から次のシークイ

ンの中心までの長さとなります。

1.5mm から 200mm までの数値を入力します。EmbroideryStudio が自動的に 小間隔を
計算します。

メモ　このフィールドは、同じコラムのレイヤーフィールドで「ベース」が選択され
ていて、シークインランニング（自動）ツールが選択されている場合のみ利用可能と
なります。

マニュアルシークイン
ランニング

自動シークイン
ランニング

配置方法を選択

間隔を入力
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4 配置ドロップリストで間隔オプションを選択します。

参考　シークインの間隔を不規則にしたい場合は、シークインランニング ( 手動 )
ツールでデジタイズします。シークイン編集ツールで調整を行ないます。

5 固定ステッチの方向を調整するには、左 / 右、上 / 下のいずれかの方向に 初のスト

ロークを配置します。

関連項目

 シークインランニングを変形 / 編集する

ステッチ開始方法を設定する

シークインを配置する前の 初の固定ステッチが、出力方向と反対に配置されているよ
う（マシンメーカー推奨）確認するオプションがあります。このオプションがないと、
シークインがはずれる場合があります。配置を誤り、針がシークインの中心を打ち損ね
た場合は、刺繍用の生地、針、あるいは針板を傷める可能性があります。マルチヘッド

オプション 目的

等長 特定の間隔を使用します。この方法ではパスの 後に均一でない
間隔ができる場合があります。

等長フィット 間隔を少し増加し、パスの 後にシークインを含めます。

等分フィット 間隔を少し減少し、パスの 後にシークインを含めます。

マニュアル シークインランニングをマニュアルオブジェクトに変換します。
シークインランニングオブジェクトのマニュアル編集を行うと、
自動的にすべてのオプションが選択解除されます。等長、等分
フィット、等長フィットをリセットすると、すべてのマニュアル
編集は失われます。シークインランニングを変形 / 編集するも併
せてご覧ください。

等長 等長フィット 等分フィット

固定ステッチの方
向を選択

方向 : 左 方向 : 右

方向 : 垂直 ( 上） 方向：垂直（下）
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マシンでは、シークィンは前方（南側）から施されます。従って 初の固定ステッチは
北側に配置されてないといけません ( 初期設定）。シフリマシンでは、その逆になりま
す。

ステッチ開始方向を設定するには

1 シークインランニングオブジェクトを選択し、ダブルクリックでオブジェクトプロパ

ティにアクセスします。

2 初の固定ステッチが出力方向と反対になるよう、ステッチ開始方向を選択します。

注意　指定なしオプションを使用する場合は、配置方向は重要ではありません。この
オプションを選択すると、固定ステッチ生成数を 小に抑えられますが、ご使用の
シークインデバイスには適切ではない場合があります。マシンの説明書もよくお読み
ください。

3 大角度を入力し、ステッチを開始する角度の範囲を特定します。

ステッチ開始方法 シークイン出力方向

北側から 前方または「南側｣（マルチヘッドマシンの場合）

南側（シフリ）から 上方または「北側」（シフリマシンの場合）

出力方向ステッチ開始方向

選択して複数の
針落ちを避ける

ステッチ開始
方向を選択

「南側 ( シフリ）から」出力 :
初の固定ステッチは必ず下部に配置され、

シークインは「北｣から作成される

｢北側から｣出力 :
初の固定ステッチは
必ず上部に配置され、

シークインは｢南｣から
作成される
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北側または南側の固定ステッチの設定値を設定することができます。初期設定は 90°
ですが、この値はお使いのマシンの性能により増加または減少します。

4 必要に応じて、自動的に針落ちを拡散するオプションを選択します。

このオプションは同じ位置に生成される針落ちの数を 小限にするためのもので、シ
フリに合う固定ステッチを生成します。シフリテンプレートを選択した場合、オプ
ションは初期設定により「オン」となります。「オフ」に設定した場合、固定ステッチ
のいくつかはシークイン中心と外側の縁両方で同じ位置に複数の針落ちを生成します。

5 必要に応じて、隣接部で接続するオプションを選択します。

初期設定ではこのオプションはオフになっており、固定ステッチの 後の足と次の固
定ステッチの初めの足が接続されます。但しこれはつなぎ糸が 大シークインステッ
チを越えない場合を除いて有効です。常に固定ステッチモチーフの足部分を、次の固
定ステッチモチーフの も近い足部分に繋ぎたい時に隣接部で接続するオプションを
選択します。

シークインフィルを作成する

シークインフィル機能は、コラム状に配列したシークインで複合形状を埋めることがで
きます。フィルにはボーダーをマージンあり / なしに関わらず、含めることができます。

固定ステッチの配置の許容可能な
大角度を設定する

ステッチ開始方向を
北側または南側に設定する

複数回の針落ちを防止オン 複数回の針落ち防止オフ



第 37 章   シークインをデジタイズする 764

オブジェクトのボーダーはフィルとは別のシークインを選択することもでき、オブジェ
クトのプロパティの一部となります。

シークインフィルは、ランニングステッチとトラベルランニングの連続で結合されてい
ます。トラベルランニングはオブジェクトのアウトラインに沿って配置されます。シー
クインの中心はオブジェクトのアウトラインの外に落ちることはありません。しかし、
現在の設定によりシークインの固定ステッチはオブジェクトのアウトラインの外側に位
置することができます。

参考　リピート表示機能は、シークインを含むリピートしたデザインを TrueView とス
テッチビュー両方で表示します。デザインはリピート数に関わらずデジタイズ中にも見
ることができます。デザインのリピートを表示するも併せてご覧ください。

シークインフィルをデジタイズする

シークインフィルオブジェクトのデジタイズは、基本的に複合埋め縫いオブジェクトを
デジタイズする方法と同じです。

シークイン > シークインフィルを使用し、大きく不規則な形状をデジタイズし
シークインで埋めます。
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シークインフィルオブジェクトをダブルクリックし、オブジェクトプロパティを呼び出
します。

埋め縫い > シークインコラムフィルタブで有効なパターンとステッチ固定のコントロー
ルの概要は、以下のとおりです。

コントロール 説明

シークイン
ライン設定

角度、シークインの間隔、グリッド内のオフセットを含んだ埋め縫いグ
リッドのレイアウト全体をコントロールするのに使用します。詳細は
シークインラインを調整するをご覧ください。

埋め縫い
マージン

必要に応じて埋め縫いマージンを含めます。埋め縫いマージンの外側に
シークインの中心が配置されることはありません。通常ボーダーと共に
使用しますが、必須ではありません。詳細はシークインラインを調整す
るをご覧ください。

ボーダーを
追加

シークインフィルはマージンの有り / なしに関わらず、ボーダーを作成
することができます。ボーダーはオブジェクトのプロパティです。詳細
はシークインボーダーを追加するをご覧ください。

選択 表示するパターンを決定します。

･ シークインフィル : フィルパターンを表示

･ シークインランニング : ボーダーパターンを表示

その他のコントロールはシークインランニングと同様の動作をします。
詳細はシークインランニングを作成するをご覧ください。

シークインライン設定は
シークインフィルの
レイアウト全体を
コントロールする

ボーダーあり / なしの
フィルマージンを

コントロール

必要に応じて
ボーダーを追加

フィルとボーダー両方
のシークイン設定を

コントロール

フィルとボーダー両方
の固定ステッチを

コントロール
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固定ステッチは、シークインランニングと同じ方法で選択できます。シークインフィル
には もシンプルなステッチ固定を使用することをお勧めします（例：C01-1）。シーク
イン & 固定ステッチを変更するも併せてご覧ください。

ツインシークイン対応のマシンをお持ちの場合、パターンコントロールでパターンフィ
ルを作成することができます。詳細はツインシークインランニングパターンを作成する
をご覧ください。

関連項目

 自由形状を作成する

 ツインシークインデザインを作成する

シークインボーダーを追加する

シークインフィルはマージンの有り / なしに関わらず、ボーダーを作成することができ
ます。ボーダーはオブジェクトのプロパティです。ツインシークイン対応マシンを選択
している場合、シークインのパターンを構成することができます。

もっともシンプルな
固定ステッチを使用
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シークインフィルを追加するには

 シークインフィルオブジェクトを選択し、ダブルクリックでオブジェクトプロパティ

にアクセスします。

 ボーダーを追加チェックボックスにチェックを入れ、ドロップリストからシークイン

ボーダーを選択します。

 図のようにシークインを調整します。ツインシークイン対応のマシンをお持ちの場合、

図とは異なる場合があります。

 図のように埋め縫いマージンとボーダー間隔を調整します。

 シークインランニングのボーダーの固定ステッチを調整します。シークインフィルと

は異なる場合があります。

間隔を入力

クリックし
固定ステッチを変更

固定ステッチサイズを
マニュアルまたは自動で

調整

シークインボーダーを
選択

ボーダーオプションを
選択

埋め縫いマージンを
調整

シークインフィルと
同じタイプのボーダー

シークインフィルと
異なるタイプのボーダー
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 図のようにシークインボーダーの固定ステッチを設定します。

関連項目

 ツインシークインランニングパターンを作成する

シークインラインを調整する

シークインライン設定を使用し、角度、シークインの間隔、オフセットなど、埋め縫い
グリッドのレイアウト全体をコントロールします。

 図のように角度を調整します。

固定ステッチ方向 : 時計回り 固定ステッチ方向 : 反時計回り

固定ステッチ方向
を調整する

シークイン > シークインフィルを使用し、大きく不規則な形状をデジタイズし
シークインで埋めます。

マージンを設定

シークインライン
を調整

縦列と横列の間隔を
別々にコントロール

角度 :45 度 角度 :180 度
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 図のように間隔を調整します。この間隔設定はシークインの間隔ではなく、コラムの

間隔をコントロールします。

 図のように縦列と横列を調整します。シークインフィルは、縦列と横列の間隔を別々

にコントロールすることができます。間隔フィールドに間隔値を設定します。フィル
をグリッドにぴったり合わせるか、ラインごとに調整して形状に合わせるか選択しま
す。横列と（または）縦列の間隔を拡大するか縮小させるか選択するオプションがあ
ります。各ラインは別々に調整されます。これは埋め縫い中のすべてのラインのシー
クインを形状の端に沿わせることが目的です。埋め縫いにボーダーを加える場合、こ
の調整はあまり意味をなしません。

 図のようにオフセットを調整します。

間隔 :3mm 間隔 :5mm

等長グリッド
間隔

フィットするよう
間隔を調整

オフセット :0mm オフセット :2.5mm
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 図のように方向設定を調整します。シークインの列は左から右（左のボタン）または

右から左（右のボタン）になります。

 図のように埋め縫いにマージンを追加をアクティブにし、マージンの設定を調整しま

す。埋め縫いマージンの外側にシークインの中心が配置されることはありません。

シークインフィルの端を滑らかにする

シークインフィルは、縦列と横列の間隔を別々にコントロールすることができます。間
隔フィールドに間隔値を設定します。フィルをグリッドにぴったり合わせるか、ライン
ごとに調整して形状に合わせるか選択します。横列と（または）縦列の間隔を拡大する
か縮小させるか選択するオプションがあります。各ラインは別々に調整されます。これ

レイアウト : 左から右 レイアウト : 右から左

埋め縫いマージンのある
シークインフィル

穴と埋め縫いマージンの
あるシークインフィル

シークイン > シークインフィルを使用し、大きく不規則な形状をデジタイズし
シークインで埋めます。
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は埋め縫い中のすべてのラインのシークインを形状の端に沿わせることが目的です。埋
め縫いにボーダーを加える場合、この調整はあまり意味をなしません。

パターン & 固定ステッチの方向を調整する

ツインシークイン対応マシンをお持ちの場合は、パターンコントロールを使用してパ
ターンのあるボーダーやフィルを作成することができます。行間隔とは無関係にシーク
インの間隔をコントロールするのにも使用します。マニュアル方法を使用する場合、ク
リックするごとにシークイン間の間隔を定義します。自動方法を使用している場合は、
シークインは現在の設定に基づいて計算されます。固定ステッチの方向は左 / 右、上 /
下のいずれかから選択できます。コントロールのほとんどはシークインランニングに適
用できます。

縦列と横列の間隔を
別々にコントロール

等長グリッド
間隔

フィットするよう
間隔を調整
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パターン & 固定ステッチの方向を調整するには

1 シークインフィルオブジェクトを選択し、ダブルクリックでオブジェクトプロパティ

にアクセスします。

2 必要に応じて、パターンパネルでフィルやボーダーの間隔を調整します。

間隔はシークインの中心から次のシークインの中心までの長さとなります。

メモ　フィールドが使用可能な場合、1.5mm から 200mm までの数値を入力できますが、
EmbroideryStudio は自動的に許容 小間隔を計算します。

3 固定ステッチの方向を調整するには、左 / 右、上 / 下のいずれかの方向に 初のスト

ロークを配置します。

フィルまたはボーダー
のシークインパターン

を設定

シークインの
固定ステッチを調整

間隔を入力

埋め縫い間隔 :4
ボーダー間隔 :6

埋め縫い間隔 :5.5
ボーダー間隔 :4.5

埋め縫い間隔 :7
ボーダー間隔 :3

固定ステッチの
方向を選択

方向 : 垂直 ( 上） 方向：垂直（下）
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参考　ツインシークイン対応マシンをお持ちの場合、パターンコントロールを使用し
てパターン化した埋め縫いを作成することができます。

関連項目

 ツインシークインデザインを作成する

ツインシークインデザインを作成する

EmbroideryStudio では、ツインシークイン対応マシンによるツインシークインデザイン
の作成がサポートされています。ツインシークインモードは、標準のシングルシークイ
ンモードに勝る点がいくつもあります。様々なサイズや色、及び形状のシークインから
なるシークインランニングのパターンの作成とビジュアル化が可能となる為、ツイン
シークインデザインを作成し、ツインシークイン対応マシンにマシンファイルを出力す
ることができます。

参考　ツインシークインモードでは、ベクターオブジェクトをツインシークインアウト
ラインに変換することもできます。シークインイメージを変換するも併せてご覧くださ
い。

ツインシークインパレットを設定する

シークイン > シークインパレットエディタを使用し、ライブラリからシークイン
の形状を選択します。
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シークインパレットエディタダイアログは、デザインに合わせて利用できるシークイン
のパレットを装備しています。一旦設定を行うとパレットはシークインパレットドロッ
プリストから使用することができます。

ツインシークインパレットを設定するには

1 マシンフォーマットを選択ダイアログから、ツインシークインをサポートするマシン

フォーマットを選択します。

2 シークインパレットエディタを開き、使用したいパレットを作成します。初期設定

シークインペアはコラム #1 と #2 に表示されます。ツインシークインモードでパレッ
トを設定する際の違いは、単一のシークインではなくシークインのペアを設定する点
にあります。

 シークインパレットで、シークインの形状が選択可能となります。シークインの形状

とサイズはペアで表示されます。

関連項目

 シークイン対応マシンを選択する

ツインシークインパターンを選択する

ツインシークイン対応
マシンを選択

クリックして
シークインの
ペアを追加

初期設定で追加
されているツイン
シークインのペア

ツインシークインパレット

シークイン > シークインパレットエディタを使用し、ライブラリからシークイン
の形状を選択します。

ドッカー > オブジェクトプロパティを使用し、オブジェクトプロパティドッカー
のオン / オフを切り替えます。現在のデザインのプロパティに設定するのに使用
します。
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EmbroideryStudio では、パターンライブラリからツインシークインパターンを選択する
ことができ、既存のツインシークインオブジェクトや新しく作成したオブジェクトに適
用することができます。

ツインシークインパターンを選択するには

1 オブジェクトプロパティのアウトライン > シークインランニングタブが開きます。パ

ターンテーブルは現在選択しているペアのシークインのパターンを設定することがで
きます。

2 パターンボタンをクリックし、ライブラリからパターンを選択します。シークインパ

ターンダイアログが開きます。

3 シークインパターンドロップリストから選択します。プレビューが表示します。

4 パターンを適用をクリックし、選択したパターンを適用します。パターンは選択した

シークインランニングオブジェクトにすぐに適用されます。

PeackockPattern3

AlternateTwinOverlap

Groupof3+Single

TwinLace

PeackockPattern1

PeackockPattern2

パターンライブラリで
プリセットされた

パターンを選択

クリックしドロップリスト
からパターンを選択

選択パターンの
プレビュー

選択したパターン
を適用する
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5 シークインランニング（自動 ) またはシークインランニング ( 手動 ) ツールで、自分だ

けのツインシークインランニングを作成します。

6 その他のシークインペアを選択し、デジタイズを続けます。同じパターンは変更する

まで適用することができます。

関連項目

 シークイン対応マシンを選択する

 シークインモードを設定する

 シークインランニングをデジタイズする

ツインシークインランニングを調整する

ツインシークインランニングに適用するシークインパターンを変更します。現在のプロ
パティを選択オブジェクトに適用したり、他のシークインペアや別のパターンを適用で
きます。また自分だけのパターンを定義することも可能です。

ツインシークインランニングを調整するには

 ツインシークインランニングオブジェクトを作成または選択します。

参考　通常のランニングは選択してシークインランニング（自動 ) ツールをクリック
すると、シークインランニングに変換することができます。

シークイン > シークインランニング自動を使用し、現在の設定に基づいてデジ
タイズしたラインに沿ってシークインを作成します。

シークイン > シークインパレットを使用し、現在のデザインに合うシーク
イン形状のユーザー設定パレットを選択します。
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 シークインの形状を変更するには、シークインパレットから他のペアを選択します。

 ツインシークインパターンを変更するには、オブジェクトをダブルクリックし、オブ

ジェクトプロパティを開きます。

 パターンボタンをクリックします。

 シークインパターンドロップリストから選択します。プレビューが表示します。

 パターンを適用をクリックして、選択パターンに適用します。

パターンは即座に選択したシークインランニングオブジェクトに適用されます。

パターンを選択

クリックしドロップ
リストからパターンを

選択

選択パターンの
プレビュー

クリックして
選択したシークイン
ペアを適用

他のシークイン
ペアを選択
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 任意でプレビューパネルドロップリストから他のシークインペアを選択し、シークイ

ンを適用をクリックします。選択したシークインのペアが適用されます。

 任意でオブジェクトプロパティドッカーのパターンテーブルを使用して、自分だけの

ツインシークインパターンを定義することもできます。ここで現在選択されている
シークインペアのシークインの落ちのパターンを設定できます。

 任意で選択したオブジェクトのプロパティ（ツインシークインパターン含む）を現在

のプロパティに設定し、既存のオブジェクトに適用します。

関連項目

 シークインランニングをデジタイズする

 ツインシークインデザインを作成する

 プロパティをコピーする

ツインシークインランニングパターンを作成する

EmbroideryStudio では、自分だけのツインシークインランニングパターンを作成するこ
とができ、またパターンライブラリに保存することもできます。

ツインシークインランニングパターンを作成するには

1 マシンフォーマットを選択ダイアログから、ツインシークインをサポートするマシン

フォーマットを選択します。

2 シークインランニング（自動）ツール、またはシークインランニング ( 手動 ) ツールを

使用してツインシークインランニングオブジェクトを作成します。

シークインのペアを変更

ツインシークインパターン
をコピー / 貼り付け

ドッカー >オブジェクトプロパティを使用し、オブジェクトプロパティドッカー
のオン /オフを切り替えます。現在のデザインのプロパティに設定するのに使用
します。
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既存のツインシークインランニングオブジェクトを選択して、作成しながらパターン
をプレビューすることもできます。

3 ツインシークインパターンに使用したいペアを選択します。

4 オブジェクトプロパティを開きます。

初期設定ではシークインパレットリストの一番上のペアの左のシークインは、テーブ
ルのコラム #1 に表示されます。

5 シークインの追加 (+) ボタンで、更にシークインをパターンに追加します。

新しいコラムがテーブルに追加されます。コラムヘッダー右の X をクリックして、パ
ターン中の不必要なシークインを削除します。

6 ドロップリストからシークインを選択します。

シークインペアを選択

パターンにシークインを追加

クリックし固定ステッチを変更

クリックしシークインを変更

パターンの各シークイン
のパラメーターを定義
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7 レイヤーフィールドで、シークインを上に重ねるか（「上部」）、新しい項目を作るか

（「ベース」）を特定します。

参考　適用ボタンををクリックするか、Enter を押して選択したツインシークインラ
ンニングオブジェクトで設定をプレビューします。

8 間隔フィールドで、間隔値を入力します。

間隔はシークインの中心から次のシークインの中心までの長さとなります。

9 固定ステッチフィールドで、使用したい固定ステッチのタイプを選択します。

固定ステッチの方向を調整するには、左 / 右、上 / 下のいずれかの方向に 初のスト
ロークを配置します。

10 ツインシークインランニングパターンが完成したら、パターンボタンの横にある保存

アイコンをクリックします。

11 新しいパターンの名前を入力し、OK をクリックします。パターンはシークインパター

ンダイアログで使用可能になります。

関連項目

 シークイン対応マシンを選択する

 シークインランニングをデジタイズする

 シークイン & 固定ステッチを変更する

 シークインの間隔 & 固定ステッチの方向を調整する

 ツインシークインパターンを選択する

ツインシークインフィルパターンを作成する

シークインの配置を
設定する（「ベース」
または「上部」）

間隔を入力

固定ステッチを調整

パターン名を
入力

Myパターン

ドッカー >オブジェクトプロパティを使用し、オブジェクトプロパティドッカー
のオン /オフを切り替えます。現在のデザインのプロパティに設定するのに使用
します。
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EmbroideryStudio では、ユーザー設定のツインシークインフィルパターンを作成するこ
とができます。手順は基本的にツインシークインランニングパターンを作成するのと同
じですが、保存することができません。

オブジェクトプロパティを開き、シークインランニングを定義するのと同じようにフィ
ルパターンを定義します。

必要に応じてシークインのペアを変更します。

ツインシークインフィルのパターンスタンプの色替え

フィルパターン
を定義する

シークインペアを選択

シークイン > シークインフィルを使用し、大きく不規則な形状をデジタイズし
シークインで埋めます。

ドッカー > ニードルスタンプを使用しニードルスタンプをテンプレートとして使
用し、針落ちを作成するのに使用する。
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シークインフィルはニードルスタンプと組み合わせて、予め定義したツインシークイン
を割り当てたシークインフィルをデジタイズすることができます。スタンプパターンは、
現在選択しているペアのもう一方のシークインの色が使用されます。

関連項目

 ニードルスタンプでステッチパターンを作成する

オブジェクトをシークインに変換する

EmbroideryStudio のオブジェクトのほとんどは内部変換が可能です。開いた / 閉じた
シークインオブジェクトも例外ではありません。ランニング、ステムステッチ、モチー
フランニング、フリーハンド、コラム C、ベクターなどの開いたオブジェクトは、素早く
シークインランニングに変換することができます。同様に閉じたオブジェクト（コラム
A/B、複合ターニング、または複合埋め縫い）はシークインフィルに変換することができ
ます。また EmbroideryStudio には、ベクターファイル形式のシークインイメージをシー
クインランニングに自動変換するツールも装備されています。

シークインペアを選択
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刺繍オブジェクトをシークインに変換する

ランニング、ステムステッチ、モチーフランニング、フリーハンド、コラム C、ベクター
などの開いたオブジェクトは、素早くシークインランニングに変換します。

オブジェクトを右クリックし、変換 > シークインランニングに変換を選択します。また
はシークインランニング（自動）アイコンをクリックします。

同様に閉じたオブジェクト（コラム A/B、複合ターニング、複合埋め縫い）はシークイン
フィルに変換することができます。

オブジェクトを右クリックし、変換 > シークインフィルに変換を選択します。または
シークインフィルアイコンをクリックします。

シークインイメージを変換する

シークイン > シークインランニング自動を使用し、現在の設定に基づいてデジタ
イズしたラインに沿ってシークインを作成します。

シークイン > シークインフィルを使用し、大きく不規則な形状をデジタイズし
シークインで埋めます。

シークイン > ベクターからシークインを使用し、重なるラインで選択されたシー
クインベクターオブジェクトからシークインランニングを作成する。
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多くの場合、シークインデザイン用のイメージは専門のデザイナーによって単独に作成
され、ベクターファイルフォーマットで刺繍デジタイザーへ渡されます。ベクターから
シークインは、この為のツールです。シークインランニングは、シークインを表すベク
ターオブジェクトから自動的に作成されます。現在の設定により固定ステッチが自動的
に生成されます。ツインシークインランニングをデジタイズしている場合は、
EmbroideryStudio は現在の選択したシークインランニングパターンに従い、シークイン
の落ちを生成します。

シークインイメージを変換するには

1 マシンフォーマットを選択ダイアログからシークインをサポートするマシンフォー

マットを選択します。

2 シークインイメージをデザインに挿入します。

適切にデザインされたイメージでは、シークインが必要とされる正確な位置にベクト
ルオブジェクトが配置されています。

3 シークインパレットのドロップリストから使用したいシークインの種類を選択しま

す。

4 ベクターからシークインアイコンを選択します。

5 シークイングラフィックをクリックして、シークインランニングを開始します。

6 すべてのシークインがシークインランニングに含まれるよう、繋ぎ用のラインをデジ

タイズします。

このラインはシークインオブジェクトの輪郭内のどこかに触れていなければいけませ
ん。コーナーポイントには左クリック、カーブポイントには右クリックを使用します。

7 Enter を押します。

シングルシークインを選択

すべてのシークイングラフィックを
通る繋ぎ用のラインをデジタイズ
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シークインランニングは、各シークイングラフィックの真ん中を通るカーブ線に沿っ
て生成され、シークインオブジェクトはこれらの中央に配置されます。この際、現在
のプロパティが適用され、オブジェクトは初期設定で「手動」に設定されています。
生成されたカーブの各シークイン位置に変形ノードが作成されています。

参考　ツインシークインモードで作業をしていてオブジェクトプロパティでシークイ
ンパターンをプリセットした場合、このパターンは変換されたシークインオブジェク
トに適用されます。シークインの間隔はイメージ通り維持されます。

関連項目

 ツインシークインパターンを選択する

 シークイン対応マシンを選択する

 ツインシークインデザインを作成する

自動的に生成された
シークインランニング

各シークインの落ちで
生成された変形ノード

パターンが適用される
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シークインデザインを変更する

シークインフィルオブジェクトは他の刺繍オブジェクトと同様に、サイズ変更や変形を
行うことができ、コラムレイアウトの縦の間隔、角度、オフセットなどのコラムレイア
ウトのパラメーターを調整することができます。

シークインランニングを変形 / 編集する

シークインランニングオブジェクトはサイズ変更や変形を自由自在にコントロールでき、
また個々のシークインを追加、削除することができます。シークインの間隔をマニュア
ルで微調整することも可能で、個別に固定ステッチの編集もできます。

メモ　シークインランニングオブジェクトのマニュアル編集を行うと、自動的にすべて
のオプションが選択解除されます。等長、等分フィット、等長フィットをリセットする
と、すべてのマニュアル編集は失われます。

シークインランニングを変形 / 編集するには

 選択ハンドルをクリック & ドラッグするか、その他プロパティを調整して、シークイン

ランニングオブジェクトのサイズを変更します。

 シークインランニング（自動）ツールでオブジェクトが作成されている場合、シー

クイン出力は自動的に再計算されます。

選択ツール > オブジェクト選択を使用し、選択ハンドルでオブジェクトの拡大 /
縮小を行います。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、選択したシークインランニン
グオブジェクトを変形します。

シークイン > シークイン編集を使用し、各シークインの配置を微調整します。

現在の設定に基づいて
再生成されたシークイン出力
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 シークインランニング（手動）ツールでオブジェクトが作成されている場合、オリ

ジナルのシークイン出力の数は維持されます。

 オブジェクト変形ツールで、シークインランニングラインを変形します。アウトライ

ンを左または右クリックして変形ノードを追加できます。

 シークイン編集ツールでダイアモンドのコントロールポイントをクリック & ドラッグ

し、各シークインの間隔の微調整を行ないます。Shift または Ctrl キーを押し下げ
て、コントロールポイントを範囲で、または複数選択します。

 Delete を押し、選択したシークインを削除します。

 Alt キーを押しながらシークインランニングラインをクリックし、シークインを追加し

ます。

オリジナルのシークイン
出力の数は維持される

間隔ハンドルを
クリック & ドラッグ

ダイアモンド型のコントロールポイントを
クリックして、Delete を押す
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ツインシークインモードで作業している場合、ドロップリストでは別のシークインが
選択できるオプションが表示されます。

 ツインシークインモードで作業している場合、特定のシークインを変更するにはダイ

ヤ型のコントロールポイントを右クリックします。オプションには、シークインを削
除、置き換え、シークインを上部または下部に追加が含まれます。

関連項目

 オブジェクトを拡大 / 縮小する

 刺繍オブジェクトを変形する

シークインフィルを変形 / 編集する

オブジェクトプロパティまたはオブジェクト変形ツールを使用し、シークインフィル全
体の形状やレイアウトをコントロールします。また開始 / 終了点を設定し、余分な針落
ちを避けることができます。

Alt キーを押し下げ、
クリック ポップアップメニューから

シークインタイプを選択

シークインをメニューで
選択したものに置き換える

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、コントロールポイントで選択
したオブジェクトを変形します。

シークイン > シークイン編集を使用し、各シークインの配置を微調整します。
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シークインフィルを変形 / 編集するには

 シークインフィルオブジェクトを選択し、オブジェクト変形アイコンをクリックしま

す。

 形状全体を調整します。

 中央の 3 つのコントロールポイントを使用し、シークインラインの方向角度、間隔、

オフセット設定をコントロールします。パターン間隔にも影響します。

パターン間隔はパターンパネルで数値でコントロールすることもできます。

変形ノードを使用して
アウトラインを変形

シークインライン設定を
インタラクティブに調整

針落ち

行間隔 :3mm
オフセット :1mm

行間隔 :5mm
オフセット :4mm

ライン角度 :125°
パターン間隔 :8mm



第 37 章   シークインをデジタイズする 790

 調整を行なうとシークイン上に針が落ちてしまうことがあります。影響するシークイ

ンはピンクでハイライトされます。レイアウトや開始 / 終了点を調整して不要な針落
ちを 小限に抑えます

 シークイン編集ツールでダイアモンドのコントロールポイントをクリック & ドラッグ

し、各シークインの間隔の微調整を行ないます。

 他の自由形状と同じ要領で、シークインフィルオブジェクトに中抜きをデジタイズす

ることができます。

関連項目

 刺繍オブジェクトを変形する

 パターン & 固定ステッチの方向を調整する

 シークインランニングを変形 / 編集する

 自由形状を作成する

ユーザー設定シークインを作成する

EmbroideryStudio では、オフセットした穴のあるシークインの形状をサポートしていま
す。そのようなシークインの形状は、生地上のシークインをひっくり返して、2 つの異な
るシークインフィルパターンを形成する場合に利用します。

開始 / 終了点を設定し、
余分な針落ちを 小限に
抑える

シークインフィルに
中抜きを作成
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ユーザー設定のシークイン形状 & 穴の位置

当ソフトウェアでは、特定の位置とサイズの穴のある形状を定義することができます。
使用するシークインの形状をベクターで作成します。これにはリングツールが便利です。

穴を配置します。シークインを呼称寸法に形成します。シークインを選択し、オブジェ
クト > シークイン形状を作成を選択します。オーバーラップのマージンは、様々な穴の
位置に対応できるよう自動的に調整します。

ユーザー設定シークインの保存は、カスタムモチーフを保存するのと同じ方法です。
シークインセットを選択するか、新しく作成します。シークインに名前を付け、OK をク
リックして保存します。シークインパレットで使用できるよう、ユーザー設定シークイ
ンはシークインドロップリストに表示されます。

必要に応じて穴を配置する

独自のシークイン
形状を保存
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ユーザー設定のシークイン固定ステッチ

多頭機シークインデバイスをサポートする、ユーザー設定の固定ステッチを定義する機
能があります。旧式のものや複雑なシークインデバイスの中には、いくつか制限がある
ものもあります。オブジェクトメニューからダイアログにアクセスします。

ユーザー設定のシークイン固定ステッチの利点：

装飾効果として複数のステッチの層を作成する。異なる糸色を使用する場合もある

（バルダン）

大きなシークインのデザインのステッチ数を減少させる

特定の固定ステッチの必要条件に対応

新しい機能（例：オフセットした穴）に対応

参考　「円・楕円形」などのシークインタイプを選択した場合、固定ステッチは自動的に
フィットするよう適応します。

関連項目

 スター & リングをデジタイズする

指示に従う

固定ステッチに
名前をつける

スナップラインを
定義する角度を

設定

ユーザー設定の
固定ステッチを

ライブラリに追加
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個々のシークインをデジタイズする

EmbroideryStudio ではマニュアルでシークインを配置したり、エンコードを緻密にコン
トロールすることができます。

シークインと固定ステッチをデジタイズする

マニュアルシークイン入力方法では、シークインの配置と固定
ステッチをコントロールすることができます。選択リストの
シークインを使用してマニュアルで装飾的なアウトラインやパ
ターンを作成します。シークインを手動で加えるには、デザイ
ンにドロップして、マニュアルステッチで固定します。手動で
シークインステッチをデジタイズするのは難しい作業であり、
不必要なステッチを 小に抑える為にはステッチ順序を慎重に
計画する必要があります。希望の成果を得られるよう、ご使用
のマシンで事前にステッチ幅、ステッチ間隔のテストをしてみ
てください。

メモ　シークインモードはシフリ、タジマ、バルダン、ZSK 機
のマシンフォーマットでサポートされています。シークイン
モードを使用する前に、シークインモードをサポートしている
マシンフォーマットを選択する必要があります。同様にツイン
シークインモードを使用する前に、適切なマシンフォーマット
を選択しなくてはいけません。詳細はシークイン対応マシンを
選択するをご覧ください。詳細はツインシークインデザインを作成するをご覧ください。

シークインと固定ステッチをデジタイズするには

 マシンフォーマットを選択ダイアログから、シークインをサポートするマシンフォー

マットを選択します。詳細はシークイン対応マシンを選択するをご覧ください。

 マニュアルシークインアイコンをクリックします。

 ツインシークインモードをオンにしている場合、シークインの形状はペアで表示さ

れます。左と右のシークインアイコンは共に使用可能です。

シークイン > マニュアルシークインを使用し、個々のシークインをデジタイズし
ます。

シークイン > 左のシークインのシークインを使用し、ツインシークインデザイン
をデジタイズ中に左のシークインに切り替えます。

シークイン > 右のシークインのシークインを使用し、ツインシークインデザイン
をデジタイズ中に右のシークインに切り替えます。

シークインペアを選択
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 それ以外はシングルのシークインのみアクセス可能となります。左アイコンのみ利

用可能となります。

 左クリックでマニュアルのシークインランニングを開始します。 低 1 ステッチをデジ

タイズする必要があります。

 右クリックでシークインを落とします。シークインのアウトラインが表示します。

 左クリックで、固定したいシークインの周りの固定ステッチをデジタイズします。

通常「Y」型の 3 つのステッチが使用されます。針がシークインに落ちないように、各
ステッチの針位置は正確にデジタイズされなければなりません。

参考　より正確にデジタイズできるようズームインします。

 ツインシークインモードをアクティブにしている場合、右のシークインボタンをク

リックしてシークインを切り替えます。または Tab キーを押し、デジタイズ中に左と
右のシークインを切り替えます。

 マニュアルでデジタイズを続けます（右クイックでシークインを追加、左クリックで

固定ステッチをデジタイズ）。Enter を押して終了します。

関連項目

 シークイン対応マシンを選択する

 シークインモードを設定する

移動中にシークインをデジタイズする

選択してシークインを使用

左クリックで固定ステッチをデジタイズ

右クリックでシークインを落とす

右クリックでシークインドロップ、
左クリックで固定ステッチをデジタイズ

デジタイズ > ランニングを使用し、デジタイズラインに沿ってシングルのランニ
ングステッチを配置します。右クリックで設定します。
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ユーザーの中には、マニュアルシークインツールよりもランニングやトリプルランニン
グステッチでデザインを具体化し、移動しながら手動でシークインを落とす方を好む方
もいます。このテクニックはシングルまたはツインシークインで使用することができま
す。

移動中にシークインをデジタイズするには

 マシンフォーマットを選択ダイアログから、シークインをサポートするマシンフォー

マットを選択します。詳細はシークイン対応マシンを選択するをご覧ください。

 使用するシークインの種類に合う固定ランニング長を設定します。

 デザインやパターンを作成するデジタイズ方法を選択します。

 Home ボタンを押し、矢印キーまたは移動ツールでデザインを移動します。

移動 >1 ステッチごとに移動を使用し、マーカー位置を 1 ステッチごとに前進 /
後進させます。マーカー位置を次の / 前のセグメントに移動させます。

シークイン > ドロップシークインを使用し、現在の針位置にシークインを落とし
ます。ツインシークインマシンでは左クリックで左のシークインを、右クリック
で右のシークインを落とします。

シークイン > 機能消去を使用し、現在の針位置からシークイン機能を削除しま
す。

デジタイズ > バックトラックを使用し、基のステッチに対して反対方向にステッ
チを施し、アウトラインを強調します。

シークインに合う
ランニング長を設定
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 ショートカットキーの 5 を押し、特定のステッチ上にシークインを落とします。または

ドロップシークインボタンをクリックします。

 ツインシークインを使用してる場合、ショートカットキーの 6 でもう一方のシークイン

を落とします。またはドロップシークインボタンを右クリックします。

 シークインを削除したい場合は、その場所まで移動して 4 を押し、ステッチからシーク

インを削除します。または機能消去ボタンをクリックします。

参考　トリプルランニングを使用している場合、リピートするステッチはシークイン
を留めます。シングルランニングを使用している場合、バックトラックツールを使用
してシークインを留めます。

ドロップシークイン機能を挿入する

機能挿入ダイアログから、マシン機能をマニュアルで挿入できます。マシンの仕様によ
り、現在のステッチに機能を追加するか、または「ノンデータステッチ」か「ノンデー
タジャンプ」に機能を挿入します。

ドロップシークイン機能を挿入するには

1 マシンフォーマットを選択ダイアログから、シークインをサポートするマシンフォー

マットを選択します。詳細はシークイン対応マシンを選択するをご覧ください。

2 マシン機能を挿入したい位置まで、デザイン内を移動します。

3 機能 > 機能挿入を選択します。機能挿入ダイアログが開きます。

参考　マシンによっては選択機能の前または後ろに、追加でノンデータステッチ、ま
たはノンデータジャンプを挿入する必要がある場合があります（例：ストップ機能の
前に、多くのノンデータジャンプを挿入したい）。詳細はマシンのマニュアルをご覧下
さい。

4 利用できる機能リストから、ドロップシークイン機能を選択します。

5 挿入方法を選択します（ノンデータステッチに挿入または現在のステッチに追加）。

6 ノンデータとノンデータジャンプを更に追加するには、構成要素フィールドでそれら

を選択して前に挿入または後に挿入をクリックします。

ショートカットキーを押し、
シークインを落とす

ドロップシークイン
機能を選択
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7 ドロップシークイン機能が正しく設定されたら、OK をクリックします。ツインデバイ

ス - シークインを選択ダイアログが開きます。

8 左または右ボタンをクリックし、シークインディスペンサーの左または右のシークイ

ンをアクティブにします。ドロップシークイン機能が追加したノンデータステッチま
たはジャンプと共に、現在の針位置に追加されます。

参考　ステッチリストでも、マニュアルでマシン機能を挿入できます。

関連項目

 マシン機能を手動で挿入する

 デザイン間を移動する

 ステッチを選択する & 編集する

左または右のシークイン
を選択
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第 38 章

ブリングをデジタイズする

ブリングは製品やテンプレートに配置する装飾的なオブジェクトで、プリングのみで使
用するだけでなく、他のデザイン項目と組み合わこともできます。ブリングには様々な
サイズ、形状、色や材質があります。ブリングはラインストーンやクリスタルなど他に
も様々な名称で呼ばれています。EmbroideryStudio ではブリングツールを使用してマル
チデコレーションデザインにブリングを追加し、視覚化することができます。

ブリングの生産プロセス

ブリング機能はシークインツールに似た編集機能で、ブリングランニングとフィルのパ
ターンを作成することができます。シークインとブリングの異なる点は、ブリングは
オーバーラップしたり、お互いが近すぎる場所に配置できないことです。またブリング
にはステッチが必要ありません。

ブリング、ラインストーン、クリスタルは、どれも製品やテンプレートに配置する装飾
的なオブジェクトを意味する用語です。これらには様々なサイズ、形状、色や材質があ
ります。

ブリングデザインの作成には 2 種類の基本的なプロセスがあります。

 ホットフィックステンプレート生産

 直接貼り付け生産
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ホットフィックステンプレート生産

ホットフィックステンプレートの生産方法は 2 種類あります。

 ブリング転写 : セミオート処理で、ブリングはマシンで直接転写テープ（またはシー

ト）に配置されます。例として IOlineCrystalPress と CAMS マシンが挙げられます。
ブリングデザインは製品（例：T シャツ）に熱転写されます。

 ブリングテンプレート : これは転写前にラインストーンを配置するデザインのレイア

ウトです。このテンプレートはカッターや彫刻機で作成されます。ラインストーンは
手動の塗りつぶし処理によりテンプレートにより配置され、転送テープに手動で転送
されます。

直接貼り付け生産

直接貼り付け生産は RhinestoneMachine.com Libero、Hirsch GemFix、Dairo Machine 
Company DK シリーズ（特に DK2400 Auto）など様々なマシンでサポートされています。

切り取りデータ

マシンに送信される切り取りデータはテンプレート内のブリングの位置、サイズ、形状
をベクターのみで構成されています。ブリングの配置に直接関係しない繋ぎラインや
データは含まれません。例えば：

ブリングテンプレート

ブリングテンプレートには使用するブリングサイズに合うようカットされた穴が含まれ
ています。下記はストーンサイズと穴の大きさに関するテーブルです。「SS」は「ストー
ンサイズ」を意味しています。

ストーンサイズ 穴の大きさ (mm)

SS04 1.7

SS05 1.9

SS06 2

SS07 2.3

SS08 2.5

SS09 2.7

SS10 2.9

SS12 3.2

SS16 4

SS20 5

SS30 6.5

オリジナルのブリングフィル 変換後の CorelDRAW グラフィックス
での結果



第 38 章   ブリングをデジタイズする 800

ブリングツールセット

ブリングツールバーは下記のツールを装備しています。

ブリングオブジェクトには通常の刺繍オブジェクトのようなプロパティがあります。オ
ブジェクトプロパティドッカーにはこれらのプロパティを管理するブリングフィルとブ
リングランニングの 2 つのタブがあります。編集可能なプロパティにはブリングタイプ

（サイズ、形状、色、ファセット）、パターン、埋め密度、角度、レイアウトがあります。
ブリング機能に含まれるもの：

 シークインツールに似た機能

 定型のラインストーンの形状ライブラリ

 アウトラインとフィルパターンを作成するツール

 オーバーラップを避けられるようストーンの位置を調節できるコントロール

 ベクターアウトラインからブリングパターンへの変換できるツール

 アップリケのようにカッティングマシンに送信する切り取りファイルを作成するコマ

ンド

 製作ワークシートでサイズと色によるブリングカウントの提示

ブリングパレットを設定する

ブリングパレットエディタでは現在のデザインで使用するラインストーンのパレットを
設定することができます。設定を行うとオブジェクトプロパティやブリングツールバー
で使用可能になります。

ブリングパレットを定義するには

 ブリングパレットエディタアイコンをクリックします。

SS34 7.3

SS40 8.7

SS48 11.4

SS60 14.3

ストーンサイズ 穴の大きさ (mm)

ブリング > ブリングパレットエディタを使用し、パターンライブラリからライン
ストーンの形を選択し、設定します。
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フィールドはテーブル状にアレンジされており、各ラインストーンの特徴が一目でみ
ることができます。

メモ　ブリングパレットエディタでコントロールできる値は、シークインパレットエ
ディタに似ています。

 必要に応じて追加ボタンをクリックし、新しい入力を追加します。

 ブリングドロップリストでラインストーンのタイプを選択します（例 :「円形 ss12」）。

ドロップリストで表示されるラインストーンは、ランニングとフィル両方で使用する
ことができます。ポップアップの下部に表示されているコードはサイズ範囲を示して
います（例：「ss12」には 3.00-3.20mm のサイズ範囲が含まれる）。

 必要に応じてブリングの色とサイズを編集します。コントロールの概要は以下の通り

です。

コントロール 説明

色 色の変更はドロップアローをクリックするか、色選択パレットにア
クセスして行います。標準色から選択したり、自分で色をミックス
することができます。

サイズ 1/
サイズ 2

ブリングの大きさをコントロールできる編集可能なフィールドです。
円形、四角形、スター、フラワーと三角形 ( 等辺 ) の幅は編集可能
です。他の形状に関しては幅と高さが編集可能です。この測定単位
はユーザーにより決定されます。測定単位を設定するも併せてご覧
ください。

コメント コメント欄には 大 128 文字までのコメントが記入できます。

クリックしてライン
ストーンタイプを
追加

ブリングの大きさを
調整

ラインストーンの形と
サイズを選択

選択ブリングの
サイズ範囲を示す
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 ブリングパレットの生産タイプを定義します。

 配置 : オートまたはセミオートのマシンをお持ちの場合にこのオプションを選択し

ます。

 カッティング : カッティングマシンをお持ちの場合、テンプレートとなる材質に使

用するラインストーンのサイズよりも少し大きめの穴をカットする必要がありま
す。ラインストーンがステンシルのカット穴に簡単にフィットするようマージン値
を設定することができます ( 例：0.04mm）。

 必要に応じてオーバーカットマージンをパーセンテージで設定します。この値は切

り取りが綺麗に行えるようにナイフが余分に移動するカット距離を定義します。こ
の値の設定は使用するカッティングマシンで確認する必要があります。

生産タイプ カッティングマシンを使用する場合、ステンシルのラインストーン
のカット穴に簡単にストーンが簡単にフィットするよう「カッティ
ングマージン」を調整します。以下を参照ください。

オーバーラッ
プ許容量

ストーン間の 小許容距離を設定します。設定するとストーン同士
がこの値より近く配置されないよう制御されます。ブリングフィル
オブジェクトを編集するも併せてご覧ください。

保存 他のセッションで使用できるようパレットをファイルシステムに保
存します。

コントロール 説明

カッティング
マージンを調整
（例：0.04mm）

オーバーカット
マージン

オーバーカットの
パーセンテージを設定
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メモ　カッターにエクスポートしたブリングオブジェクトは、色情報とヘアライン幅
のカットラインが維持されます。

 確定するには OK をクリックします。これによりラインストーンの形状はオブジェクト

プロパティまたはブリングマニュアルパレットで選択することができるようになりま
す。

参考　保存をクリックし、現在のテンプレートにブリングパレットを保存します。ブ
リング専用のテンプレートを設定するのもよいでしょう。

関連項目

 シークインパレットを設定する

 ブリングの生産プロセス

 ブリングフィルを作成する

 テンプレートを扱う

ブリングマニュアルで使用できる
ラインストーンの形状
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ブリングランニング & フィルを作成する

ブリング機能はブリングランニングとフィルを作成できるツールです。フィルはマージ
ンの有り / なしに関わらず、ボーダーを追加することができます。マニュアル方法を使
用すると、ラインストーンの粒を一つづつデジタイズすることができます。

ブリングランニングをデジタイズする

ブリングランニング（自動）は、デジタイズラインに沿って一連のラインストーンを作
成します。ブリングランニングにはシンプルランニング（同じサイズのストーン）とパ
ターンランニング（様々なサイズのストーンで一定のパターンに沿う）の 2 種類があり
ます。現在の設定に習い、自動的にストーンの落ちが生成されます。

ブリングランニングをデジタイズするには

1 設定を行っていない場合は、ブリングパレットを設定します。

2 必要に応じてブリングワークエリアを表示をオンにし、選択したマシンモデルのワー

クエリア内にデザインを表示します。

3 ブリングランニング（自動）アイコンをクリックします。

ブリング > ブリングランニング（自動）を使用し、現在の設定に基づいてデジタ
イズしたラインに沿ってラインストーンの列を作成します。

表示 > ブリング表示を使用し、ブリング表示のオン / オフを切り替えます。

ブリング > ブリングワークエリアを表示を使用し、選択したマシンモデルのデザ
イン中のワークエリアをビジュアル化します。

ブリングアウトライン

シンプルなブリングランニング

ブリングパレットランニング
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4 通常のランニングオブジェクトをデジタイズするのと同じ要領でラインをデジタイズ

します。コーナーポイントには左クリック、カーブポイントには右クリックを使用し
ます。

5 Enter を押して終了します。

ラインストーンが自動的に生成されます。間隔は個々に調整ができます。

6 オブジェクトをダブルクリックし、プロパティを表示します。

オブジェクトプロパティドッカーのブリングランニングタブが開きます。

使用可能なコントロールの概要は以下の通りです。

コントロール 説明

パターンエ
ディタ

ブリングランニングパターンを作成するのに使用します。パターン
エディタの「+」をクリックし、ドロップダウンリストから希望のラ
インストーンの形を選択します。

配置 カーブに沿ってラインストーンを配置し、選択した方法に従い配置
を調整します。

等長 : 特定の間隔でカーブに沿ってブリングを配置します。

等長フィット : できるだけ多くのブリングを特定した間隔以下にな
らない各カーブ部分に沿って配置します。このオプションを選択す
ると、必ず各先端にラインストーンが配置されます。

コンパクト : 円形以外のラインストーンは、特定した間隔と同じ
小距離で配置されます。

ENTER を押す

アウトラインをデジタイズ：
コーナーポイントは左クリック
カーブポイントは右クリック

ランニングタイプを
選択

ブリング列にマウスポインタを重ね、
種類、SS（ストーンサイズ）、色名、
形状、ファセット等の情報を表示

選択したオプション
に従い、カーブに
沿ってブリングを

配置
オブジェクトのアウトラインに
ブリングを合わせる

選択オブジェクトに
使用されるブリング

の詳細
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7 パターン設定を使用して、シンプルなものから変化に富んだブリングランニングを作

成します。

8 ブリングの方向をベースラインまたは固定角度に設定します。

参考　バックトラック / リピートツールはブリングランニングオブジェクトに使用で
きます。

関連項目

 ブリングパレットを設定する

 CAMS マシンにブリングを送信する

 シークインランニングを作成する

 アウトライン & 詳細をデジタイズする

 アウトラインを強調する

ラインストーンを個々に配置する

マニュアル方法を使用すると、ラインストーンの粒を一つづつデジタイズすることがで
きます。

マニュアル : カーブに沿ってラインストーンをマニュアル分配する
ことができます。

方向 オブジェクトのベースラインに対して、または絶対的な向き（「北向
き」に固定）でラインストーンを配置します。

統計 タイプ、SS( ストーンサイズ )、色、形、数（選択オブジェクト）を
表示します。複数のオブジェクトが選択されている場合、すべての
選択オブジェクトのブリング情報が表示されます。

コントロール 説明

ベースラインに対する角度 水平線に対する角度

ブリング > ブリングマニュアルを使用し、ブリングを個々にデジタイズしま
す。ブリングの形状はユーザー設定のパレットから選択します。
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ラインストーンを個々に配置するには

 ブリングマニュアルをクリックし、ドロップリストから使用したいブリングの種類を

選択します。

 左クリックでラインストーンを一つずつデジタイズします。

配置を間違えたら Backspace を押します。

 Shift キーを押し下げ、ハンドルを使ってデジタイズしながらラインストーンの方向を

調整します。

 Enter を押して終了します。

ブリングフィルを作成する

ラインストーンを選択

ブリングマニュアル
をクリック

ハンドルを使用して
角度を調整

ENTER を押す

ブリング > ブリングフィルを使用し、ブリングで埋め込まれた形状（穴あり、な
し）をデジタイズします。

ブリング > オーバーラップ自動削除オンをアクティブにし、ブリングオブジェク
トから自動的にオーバーラップしたブリングを削除します。

ブリング > オーバーラップ自動削除オフをアクティブにし、ブリングオブジェク
トからオーバーラップしたブリングを自動的に削除するのを防ぎます。

ブリング > ブリングオーバーラップをハイライトをアクティブにし、ブリングオ
ブジェクトのオーバーラップしたブリングをハイライトで表示します（例：マ
ニュアルで編集したい場合など）。

表示 > ブリング表示を使用し、ブリング表示のオン / オフを切り替えます。

ブリング > ブリングワークエリアを表示を使用し、選択したマシンモデルのデザ
イン中のワークエリアをビジュアル化します。
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ブリングフィル機能は形状を列に配列したブリングで埋めることができます。ブリング
フィルにはコラムフィル（直線のグリッド、角度のあるグリッド）と、ラインフィルが
あります。

参考　ブリングフィルオブジェクトからオフセットしたオブジェクトを作成することが
できます。刺繍オブジェクトで使用可能なオプションは、すべて使用することができま
す。

ブリングフィルを作成するには

1 必要に応じてブリングワークエリアを表示をオンにし、選択したマシンモデルのワー

クエリア内にデザインを表示します。

2 ブリングフィルボタンをクリックします。

3 複合埋め縫いをデジタイズするのと同じ方法で制御ポイントをデジタイズし、閉じた

オブジェクトを作成します。

4 Enter を押して形状を閉じます。他の境界線を作成するよう指示があります。

5 Enter を 2 回押し、オブジェクトを終了します。

6 オブジェクトをダブルクリックし、プロパティを表示します。

コラムフィルタイプの
ブリングフィルオブジェクト―
「アウトラインに沿う」オン
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オブジェクトプロパティドッカーのブリングフィルタブが開きます。

7 コラムフィルまたはラインフィルを選択します。

フィルタイプを選択

フィルの角度を調整オブジェクトアウトライン
に関連してフィルをシフト

フィルをオブジェクトの
アウトラインに沿わせる

フィルパターンタイプ
を選択 ブリングフィルエディタ :

ブリングの列上をマウスオー
バーし、タイプ、SS( ストー
ンサイズ ) または実寸、色の
名前、形、ファセットのすべ
てのブリング情報を表示

選択したブリングフィル
オブジェクトにボーダー

を追加

ブリングボーダーと
フィルの間のマージンを設定

ボーダーパターンエディタ :
ブリングの列上をマウスオー
バーし、タイプ、SS( ストーン
サイズ ) または実寸、色の名
前、形、ファセットのすべての
ブリング情報を表示

オブジェクトの
アウトラインに

ブリングを合わせる

選択オブジェクトに
使用されるブリング

の詳細

コラムフィルタイプ ラインステッチフィルタイプ
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8 必要に応じて角度とシフトを調整します。これらの設定はコラムフィルでのみ有効で

す。

9 パターン設定を使用して、シンプルまたはマルチラインのブリングフィルを作成しま

す。

 シンプルなフィルにはフィルタイプにシンプルを選択し、必要に応じてパターンを

調整します。

 更に複雑で変化に富んだフィルにはフィルタイプにマルチラインを選択し、必要に

応じて各ラインのパターンを調整します。

角度 :0° シフト :0.00 角度 :45°シフト :0.00

シンプルフィル :1 種類 シンプルフィル :2 種類 シンプルフィル :3 種類

パターンライン数を
設定

必要に応じてライン
パターンを編集

ライン間をスクロール
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10 必要に応じて、行間隔を調整します。

11 必要に応じてボーダーを追加します。以下を参照ください。

参考　初期設定ではオーバーラップ自動削除オンが選択されており、オーバーラップ
した不必要なブリングを自動的に取り除きます。個々にラインストーンのオーバー
ラップを編集したい場合は、他のオプションを選択してください。

メモ　ブリングのオーバーラップはオーバーラップ許容量設定で決定されます。これ
はストーン間の 小許容距離を定義します。

ブリングフィルの概要

ブリングフィルタブで操作できるコントロールの概要は以下の通りです。

コントロール 説明

フィルタイプ 使用可能なフィルタイプ :コラムフィルとラインフィル。これらはそ
れぞれ形状をパターンの繰り返しまたは曲線上のパスに沿うパターン
の繰り返しの列で埋めます。

レイアウト ブリングフィルオブジェクトのレイアウトは自動と手動の 2種類があ
ります。自動レイアウトではオブジェクトのサイズ変更や変形を行っ
た際、ブリングフィルは自動的に再生成されます。手動ではオブジェ
クトが変化してもブリングカウントは変更しません。ブリングオブ
ジェクトを変更するも併せてご覧ください。

角度 コラムフィルの角度を変更します。これはコラムフィルにのみ適用で
きます。

シフト フィルパターン全体をオブジェクトアウトラインに関連して動かしま
す。これはより均等なフィル配置を行うことができます。許容範囲値
は ±0.5 となります。

ラインフィル
行間隔 :1mm

ラインフィル
行間隔 :3mm

ラインフィル
行間隔 :5mm

オーバーラップ自動削除オフ オーバーラップ自動削除オンブリングオーバーラップを
ハイライト
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関連項目

 CAMS マシンにブリングを送信する

 ブリングパレットを設定する

 シークインフィルを作成する

 ツインシークインデザインを作成する

ブリングボーダーを追加する

ブリングフィルはマージンの有り / なしに関わらず、ボーダーを追加することができま
す。ボーダーはフィルとは別のラインストーンでも同じものでも作成でき、ブリング
フィルオブジェクトのプロパティとなります。

アウトライン
に沿う

オブジェクトのアウトラインに沿うようにフィルの各ラインのブリン
グの間隔を広げ、はっきりとしたアウトラインの境界を作成します。
コラムフィルのみに適用可能で、ボーダーと共に使用します。詳細は
ブリングボーダーを追加するをご覧ください。

パターンエ
ディタ

シングルラインまたはマルチラインのブリングパターンを作成するの
に使用します。パターンエディタの「+」をクリックし、パレットのブ
リングを選択してパターンを作成します。マルチラインパターンも同
じように作成することができますが、ラインの数が増える度に新しい
タブがパターンエディタに追加され、新しいパターンを追加すること
ができます。シークインフィルを作成するも併せてご覧ください。

行間隔 現在アクティブなラインタブと次のラインとの間の距離を設定します。
すべてのラインで同じ設定にすることも、異なる設定にすることもで
きます。初期設定ではこの数値はどれも同じです。

ボーダー チェックが入っていると選択ブリングフィルオブジェクトにボーダー
が追加されます。ブリングフィルのシングルラインパターン同様に
ボーダーのパターンを作成することができます。

マージン ボーダーを形成するラインストーンにマージンを追加します。ボー
ダーマージンを少なくすると、フィル中のラインストーンの数を増や
す結果となります。

方向 ブリングはオブジェクトのベースラインに対して、または絶対的な向
き（「北向き」固定）でボーダーに配置されます。

統計 タイプ、SS( ストーンサイズ )、色、形、数（選択オブジェクトの）を
表示します。複数のオブジェクトが選択されている場合、すべての選
択オブジェクトのブリング情報が表示されます。必要に応じて列は並
び替えすることができます。

コントロール 説明
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ボーダーを追加またはボーダープロパティを変更するには

1 ブリングフィルオブジェクトを選択し、ボーダーチェックボックスにチェックを入れ

ます。

2 パターン設定を使用し、シンプルなものから変化に富んだブリングボーダーを作成し

ます。

3 必要に応じてブリングマージンを選択します。

ボーダーマージンはボーダーの各ブリングアイテムに「オフセット」を追加すること
により作成されます。下図のようにボーダーマージンを少なくすると、フィル中のラ
インストーンの数を増やす結果となります。

関連項目

 シークインボーダーを追加する

ブリングオブジェクトを変更する

ブリングフィルオブジェクトは他の刺繍オブジェクトと同様にサイズ変更したり、変形
することができます。オブジェクト / デザインの変形、サイズ変更または編集を行うと、
大きさは変えずにストーンの数が自動的に再計算されます。ブリングツールにはライン
ストーンを一つづつ編集できるツールもあります。

選択したブリングフィル
オブジェクトにボーダー

を追加

必要に応じて
ボーダーパターンを編集
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参考　ブリングランニングとブリングフィルオブジェクトのオブジェクトプロパティは、
コピーし他のオブジェクトに適用することができます。これは選択を現在のプロパティ
に適用と現在のプロパティを適用コマンドを使用して行うことができます。

ブリングフィルオブジェクトを変形する

一つ異なる点はありますが、ブリングフィルオブジェクトは他の刺繍オブジェクトのよ
うにサイズ変更したり、変形することができます。ブリングフィルオブジェクトのレイ
アウトは自動とマニュアルの 2 種類があります。自動ではオブジェクトのサイズ変更や
変形を行った際、ブリングフィルは自動的に再生成されます。マニュアルではオブジェ
クトが変化してもブリング数は変更しません。

ブリングフィルオブジェクトを変形するには

 ブリングフィルオブジェクトを選択し、レイアウト設定にチェックを入れます。

 必要に応じてサイズ変更します。

 同様に必要に応じて傾斜させます。

関連項目

 オブジェクを編集する

選択ツール > オブジェクト選択を使用し、選択ハンドルでオブジェクトの拡大 /
縮小を行います。

レイアウト方法に
チェックを入れる

レイアウト : 手動
ブリング数変化なし

レイアウト : 自動
ブリングフィル再生成される

レイアウト : 手動
ブリング数変化なし

レイアウト : 自動
ブリングフィル再生成される
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ブリングフィルオブジェクトを再形成する

ブリングフィルオブジェクトを再形成する際、オブジェクトのアウトラインは他のオブ
ジェクトと同じ方法で変形することができます。コラムフィルを適用すると、フィルの
角度とカーブラインを視覚的に変更することもできます。

ブリングフィルオブジェクトを再形成するには

 ブリングフィルオブジェクトを選択します。

 オブジェクト変形アイコンをクリックするか、H キーを押します。

オブジェクトのアウトラインの周りにコントロールポイントが表示されます。コラム
フィルが選択されていると、更に 2 つのコントロールバー（オレンジのハンドルは
フィル角度をコントロール、黄色のハンドルはカーブラインをコントロール）が表示
されます。

 通常の方法でアウトラインを変形します。

ここではブリングフィルの範囲を向上させる為にアウトラインのみを少し調整します。

選択ツール > オブジェクト選択を使用し、選択ハンドルでオブジェクトの拡大 /
縮小を行います。

ステッチ編集ツール > オブジェクト変形を使用し、選択したブリングランニング
オブジェクトを変形します。

カーブラインコントロールバー

フィル角度コントロールバー

変形コントロールポイント

アウトラインを調整し、
フィルの範囲を向上させる
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 必要に応じてフィルの角度コントロールを調整します。

 必要に応じてカーブラインコントロールを調整します。

ライン上を右または左クリックし、カーブまたは角度ポイントを追加します。カーブ
ラインの調整はオブジェクトプロパティには影響しません。

ブリングフィルオブジェクトを編集する

ブリングツールにはラインストーンを一つづつ編集できるツールがあります。下記の操
作はブリングランニング、ブリングフィル、またはブリングマニュアルオブジェクトに
適用できます。

オレンジ色のバーを
ドラッグし、フィル角度
を調整

クリックし、カーブまたは
角度ポイントを作成

ブリング > ブリング編集を使用し、ブリングを一つづつ編集します。

ブリング > オーバーラップ自動削除オンをアクティブにし、ブリングオブジェク
トから自動的にオーバーラップしたブリングを削除します。

ブリング > オーバーラップ自動削除オフをアクティブにし、ブリングオブジェク
トからオーバーラップしたブリングを自動的に削除するのを防ぎます。

ブリング > ブリングオーバーラップをハイライトをアクティブにし、ブリングオ
ブジェクトのオーバーラップしたブリングをハイライトで表示します（例：マ
ニュアルで編集したい場合など）。
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ブリングフィルオブジェクトを編集するには

 ブリングフィルオブジェクトを選択し、ブリング編集アイコンをクリックします。選

択ハンドルが変化します。

 オブジェクト内のラインストーンを個別に選択します。

Ctrl キーを使用すると複数選択できます。

 必要に応じて選択したラインストーンを削除または再配置します。

 ラインストーンを選択し、右クリックでポップアップメニューを呼出し置換えます。

 このポップアップメニューでラインストーンの削除や追加も行います。

これらの操作はマニュアル編集とみなされ、オブジェクトのレイアウト方法は自動的
にマニュアルに変更されます。その為オブジェクトの変形を行ってもブリング数は変
化しません。
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参考　初期設定ではオーバーラップ自動削除オンが選択されており、オーバーラップ
した不必要なブリングを自動的に取り除きます。個々にラインストーンのオーバー
ラップを編集したい場合は、他のオプションを選択してください。

メモ　ブリングのオーバーラップはオーバーラップ許容量設定で決定されます。これ
はストーン間の 小許容距離を定義します。

オブジェクトをブリングに変換するには

閉じたオブジェクトはどれでもブリングフィルオブジェクトに変換できます。同様にど
のアウトラインオブジェクト（閉じたまたは開いた）でもブリングランニングに変換で
きます。

オブジェクトをブリングに変換するには

 フィルオブジェクトを右クリックし、変換 > ブリングフィルに変換を選択します。

 またはブリングツールバーのブリングフィルアイコンをクリックします。

オーバーラップ自動削除オフ オーバーラップ自動削除オンブリングオーバーラップを
ハイライト
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 同様にランニングオブジェクトを右クリックし、変換 > ブリングランニングに変換を

選択します。

参考　ブリングフィルオブジェクトに変換できるフリーハンド刺繍ツールを使用し
て、オブジェクトを作成することもできます。

ブリングレタリングを作成する

ブリングレタリングツールを使用して、刺繍レタリングを作る要領でブリングレタリン
グが作成できます。刺繍レタリングと同じプロパティを使用します。書体によりブリン
グランニングまたはブリングフィルプロパティにアクセスすることができます。またブ
リングレタリングはレタリングのプロパティを使用せずに作成することもできます。

ブリングレタリングを作成するには

 ブリングレタリングツールを選択し、スペシャル > レタリングタブから書体を選択し

ます。ブリング特有の書体を使用すると 高の結果を得ることができます。

ブリング > ブリングレタリングを使用し、Wilcom 由来のブリング書体、刺繍書
体、TrueType フォントを使用してブリングレタリングを作成します。右クリッ
クで設定します。

ブリング特有の
書体
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 刺繍レタリングをデジタイズするのと同じ要領で、ブリングレタリングをデジタイズ

します。

 サイズ、傾斜などのプロパティを調整します。

 書体の種類を変更します。刺繍書体や TrueType フォントはブリングと併用することが

できます。

 既存の刺繍レタリングオブジェクトを選択し、ブリングランニングまたはブリング

フィルに変換することもできます。

 TrueType オブジェクトを作成し、ブリングランニングまたはブリングフィルに変換し

ます。

 CorelDRAW グラフィックスでレタリングオブジェクトを作成し、Wilcom デコレーショ

ンに切り替えてセンターラインランニングオブジェクトで文字をトレースしてブリン
グランニングに変換します。

すべてのオブジェクトを選択し、
センターラインランニング
オブジェクトを適用
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 使用している書体の種類により、ブリングフィルやブリングランニングを調整しま

す。

関連項目

 刺繍レタリングを作成する

 テキストを編集する

 ブリングランニング & フィルを作成する

ブリングを出力する

EmbroideryStudio では CAMS（ラインストーンデコレーションマシン）への直接接続する
ことができます。またブリングカッターに送信コマンドでデザイン中にあるブリングの
ベクターを使用可能なカッティングマシンに送信します。

ブリングテンプレートを出力する

ブリングカッターに送信機能は、マルチデコレーションデザイン内のブリングのベク
ターイメージを直接カッティングマシンに送信します。MS Windows(R) で使用可能なブリ
ングテンプレートカッターと一緒に使用します。

ブリングテンプレートを出力するには

1 マルチデコレーションデザインを作成するか、開きます。

標準 > ブリングカッターに送信を使用し、マルチデコレーションデザイン中のブ
リングのベクターを使用可能なカッティングマシンに送信します。
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カットマシンや彫刻機は PC に接続され、データを受け取れるよう設定する必要があり
ます。

2 ブリングカッターに送信アイコンをクリックするか、ファイル > ブリングカッターに

送信を選択します。

ブリングカッターに送信ダイアログが開きます。

3 ドロップリストからブリングカッターを選択するか、または適切なプリンタを選択し

ます。

4 デザインをファイルに印刷したい場合は、ファイルに印刷オプションを選択します。

5 プロパティをクリックし、出力設定を確認します。

6 実際の表示を確認する場合はプレビューボタンをクリックします。

ブリングカッター
または適切な

プリンタを選択

クリックし、
デザインの印刷可能
パーツプレビュー

ファイルに印刷
したい場合は
選択
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メモ　ブリングが複数あるデザインでは、各色は塗りつぶし用に別々のテンプレート
に分けられます。

7 OK をクリックし、ブリングテンプレートをブリングカッターまたはファイルに送信し

ます。

ブリングのカッティング情報は使用するフォーマットでマシンに送信され、テンプ
レートが切り取られます。マシンに送信する切り取りデータはテンプレート内のブリ
ングの位置、サイズ、形状をベクターのみで構成しています。ブリングの配置に直接
関係しない繋ぎラインやデータは含まれません。

参考　ブリング製作概要の初めのページにストーンの色、サイズ、数と概要が表示さ
れます。

関連項目

 マシンを設定する

 レポートを印刷する

 デザインのレポートをカスタマイズする

CAMS マシンにブリングを送信する

EmbroideryStudio では CAMS（ラインストーンデコレーションマシン）への直接接続する
ことができます。一般的な接続方法は以下の通りです。

メモ　COM ポートの設定を行う前にお使いの CAMS マシンのマシンドライバーが正しくイ
ンストールされていることと、マシンに接続されていることを確認してください。詳し
くはマシンの説明書をご確認ください。

ブリング > ブリングワークエリアを表示を使用し、選択したマシンモデルのデザ
イン中のワークエリアをビジュアル化します。

標準 > コネクションマネジャーに送信を使用し、メーカー専用のマシンソフトを
介して使用可能なマシンに接続します。
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ブリングマシンを選択するには

1 設定 > ブリングマシン設定で接続したいマシンを選択します。

2 モデルパネルで使用で使用しているマシンモデルを選択します。

3 ブリングワークエリアをアクティブにし、選択したマシンモデルのワークエリア内に

デザインを表示します。

4 必要に応じてワークエリアの色を設定します。

コネクションマネジャーに送信するには

1 標準ツールバーのコネクションマネジャーに送信ボタンをクリックします。

2 コネクションマネジャーのドロップリストから「CAMS」を選択します。

マシンの種類を
選択

「CAMS」を選択
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3 設定ボタンをクリックします。

CAMS セットアップダイアログが開きます。

4 ポートとボーレート設定をチェックします。

従来型のシリアル接続を使用している場合、ソフトウェアの COM ポートはケーブルが
接続されているポートと適合していなくてはいけません。USB 接続を使用している場
合、EmbroideryStudio の COM ポート設定は割り当てられている「バーチャル」COM
ポートと適合しなくてはいけません。これは Windows コントロールパネル > デバイス
マネージャーで見つけることができます。

USB 接続を使用しているが EmbroideryStudio で COM ポートが使用できない場合、 新
のハードウェアドライバが正確にインストールされているかどうか確認してください。
詳細はマシンの説明書をご覧ください。

EmbroideryStudio のボーレートは、データの読み込み用に設定されたマシンのボー
レートと適合しなくてはいけません。これは通常 57600（システムの初期設定）です
が、データを受け取るようマシンを準備する際に数値を確認することができます。
ボーレートはマシンに表示されます。

マシンのモデルは設定 > ブリングマシンの選択機能で選択したマシンが初期設定とな
りますが、必要に応じて変更することができます。

5 OK をクリックします。

ポートとボーレート
設定をチェック

USB 接続を使用している場合、
COM ポート設定は割り当てられている

「バーチャル」COM ポートと
適合しなくてはいけない
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CAMS マシンに送信ダイアログが開きます。

6 このダイアログは CAMS マシンの使用可能なフィーダーにデザイン内のブリングを割り

当てるのに使用します。

7 データを受け取れるようマシンを準備したら送信ボタンをクリックします。

注意　マシンの準備が整う前に送信しようとすると、次のデザインの読み取りに失敗
する場合があります。

推奨する作業の流れ

作業の流れは選択したマシンの使用可能なフィーダーの数によって異なります。例えば
フィーダーが 2 つあるマシンのフィーダー #1 に SS6、フィーダー #2 に SS10 が設定され
ていて、SS6、SS8、SS10 を含むデザインを出力したい場合は以下のような流れになりま
す。

 フィーダー #1 に SS6 をドラッグします。

 フィーダー #2 に SS10 をドラッグします。

 マシンでデータを受け取る準備をします。

 マシンの準備ができたら送信をクリックします。

 マシンがデータを受け取り終わったら、マシンを起動してSS6とSS10のストーンを配置

します。

 配置が完了したら、マシンの SS6 フィーダーと SS8 フィーダーを交換します。

 ソフトウェア内で SS8 をフィーダー #1（SS6 をドラッグした場所）にドラッグします。

 再度マシンでデータを受け取る準備をします。

 マシンの準備ができたら送信をクリックします。

 マシンでデータを受け取り終えたら、先の稼動ですでにストーンがついているデザイ

ンに SS8 ストーンを追加するよう機動します。

デザインで使用されているブリングタイプの数と使用できるフィーダーの数により、ブ
リングを何回かにわけて送信しなくてはいけない場合があります。すべてのブリングが
マシンに送信される前に終了すると指示が表示されます。

CAMS マシンの使用可能な
フィーダーにブリングを
割り当てる
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関連項目

 コネクションマネジャーにデザインを送信する
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パート 10

デザインの処理と製作

デザインの処理や出力変換は、刺繍加工前の も大切な処理です。ここでデザインは刺
繍機やディスク、プリンタやカッターなどに出力されます。この作業では、刺繍ファイ
ルのタイプやマシンフォーマットついての理解が必要です。作業環境によっては、旧式
のディスク保存方法やペーパーテープの知識も必要となります。

デザインを印刷する

この章では、CorelDRAW グラフィックスでデザインを印刷する方法や製作ワークシートと
承認シートの作成方法、またデザインを電子メールに添付する方法、デザインをイメー
ジとして出力する方法、アップリケの型データをプリンタやカッターに出力する方法を
説明しています。詳細はデザインを印刷するをご覧ください。

マシンファイルを扱う

この章では、ステッチやアウトラインデザインフォーマットを開いたり、保存する異な
る変換オプションの選択の仕方について説明しています。また色の合成や、メルコ CND
アウトラインファイルの処理などについても説明しています。詳細はマシンファイルを
扱うをご覧ください。

生産用にデザインを出力する

この章では、ステッチマネジャーとコネクションマネジャー・ユーティリティを使用し
てのデザインのステッチ方法について説明しています。また刺繍マシンへのデザインの
保存方法、刺繍ディスクへの読み取り / 書き込み、マルチデコレーションファイルのエ
クスポートについても説明しています。詳細は生産用にデザインを出力するをご覧くだ
さい。

刺繍枠をセットする

この章では、マニュアル / 自動での刺繍枠の選択と配置、ユーザー設定刺繍枠の設定と
編集に関して説明しています。詳細は刺繍枠をセットするをご覧ください。
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第 39 章

デザインを印刷する

EMB デザインファイルから、マシンのオペレーターや顧客へそれぞれ製作ワークシートま
たは承認シートを出力することができます。デザインのサンプルを提示する際に、スク
リーンの画像を実際の色で表示できる PNG フォーマットでキャプチャする場合もあるで
しょう。EmbroideryStudio では TrueView プリント用に高解像度の TrueView デジタルプ
リント機能を導入しています。

EmbroideryStudio また使用するフォーマットで情報をカスタマイズすることができます。
この印刷機能では下記のことが行えます。

 社名やロゴを使用して製作ワークシートのパーソナル化

 デザインの詳細を含めて承認シートを印刷

 割り当てた刺繍枠の表示

 選択した生地 / 製品のビジュアル化

 選択したカラーウェイを挿入

また製作ワークシートは、EMB や DST などの特定のフォーマットで刺繍ファイルを添付
し、PDF フォーマットで Ｅ メールで送信することができます。

デザインのレポートを印刷する

EmbroideryStudio では、様々な定型のフォーマットでデザインを印刷することができま
す。その中でも承認シートと製作ワークシートが も一般的に使用されています。通常、
承認シートは生産を始める前に承認目的でクライアントに送信されます。製作ワーク
シートは、デザイナーとマシンオペレーターの橋渡しとなるものです。これにはデザイ
ンのプレビュー、サイズ、色順序、特別な指示など制作に欠かせない情報が含まれます。
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レポートはハードコピー ( 印刷物）や電子フォーマット (PDF) どちらにも出力すること
ができます。

注意　特定の糸色がお使いのプリンタで利用できない場合は、白も含めて別の色が割り
当てられます。デザインを TrueView 色で、または白黒で、または色の割当てをオフにし
て印刷します。詳細はプリンタのマニュアルをご覧下さい。

レポートを印刷する

プリンターやプロッターでデザインのレポートを印刷したり、PDF フォーマットで保存す
ることができます。E メールに添付して送信することもできます。印刷する前にレポート
をプレビューしましょう。

レポートを印刷するには

1 レポートを印刷する前にデザインプロパティをチェックし、デザイン情報がすべて

新のものか確認するとよいでしょう。

2 印刷アイコンをクリックするか、ファイル > 印刷を選択します。

3 使用するプリンターまたはプロッターを選択し、印刷部数を入力します。

ドッカー > デザインプロパティを使用し、デザインの承認作業や縫製を行う前に
デザインの詳細は表示し変更します。

標準 > 印刷を使用し、現在の設定を使用しているデザインの製作ワークシートを
印刷します。

クリックしてワーク
シートをプレビュー

クリックして
レポートを選択 /

カスタマイズ
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4 レポートタイプを選択するには、オプションボタンをクリックします。印刷オプショ

ンのダイアログが表示されます。

5 印刷パネルでレポートタイプを選択します。レポートは複数でも同じ印刷の一部とし

て一括処理することができます。レポートタイプの横のチェックボックスにチェック
を入れます。選択できるレポートタイプは：

6 タブを選択し、レポートの詳細をカスタマイズします。選択したレポートによりタブ

は変化します。

7 OK をクリックし、印刷オプションを閉じます。

8 プロッターを使用する場合、プロパティをクリックしてデザインの糸色と一致するよ

うにペンの色をセットします。

メモ　ペンの色の設定に関する情報は、プロッターのマニュアルをご覧下さい。

レポートタイプ 目的

承認シート 生産スタッフ用ではなく、顧客用です。顧客は注文したものを
確認し、承認することができます。

製作ワークシート 生産スタッフ用です。ボビンの長さ、デザインサイズ、生地な
ど製作に関わるすべての情報が記載されています。

製作概要 デザインと関連するカラーウェイの 2 つの概要テーブルを含ん
でいます（カラーウェイ概要テーブルとデザイン概要テーブ
ル）。デザインのレポートをカスタマイズするも併せてご覧くだ
さい。

カラーフィルム カラーブロック情報を含んでいます。生産スタッフがステッチ
時に各ステッチの色を見ることができます。

アップリケ
パターン

デザインから分離したアップリケパターン（カッター情報）を
含んでいます。どのアップリケピースがデザインに含まれるか
オペレーターが見ることができます。アップリケパターンを印
刷するも併せてご覧ください。

タブを選択してレポート
の詳細をカスタマイズ

レポートタイプ
を選択
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9 プレビューをクリックし、印刷をする前にレポートをチェックします。

10 デザインを印刷するには、オプションを設定します。

 印刷開始 : プリンターにデザインのレポートを送信します。

 PDF に保存 :PDF にレポートを保存します。ハードドライブまたはネットワーク場所

に保存するよう指示があります。

 EメールでPDFを送信:レポート(通常承認シート）をPDFでメールに添付して送信し

ます。PDF は顧客名、注文番号、現在の日付を自動的に特定します。

関連項目

 デザイン情報を表示 & 管理する

 デザインのレポートをカスタマイズする

閉じるをクリックして、
デザインウィンドウに戻る

印刷オプション
を選択

生産情報と使用色
の詳細

レポートの
オプションを変更

承認シートを Eメールに
添付し、顧客のチェックを
受ける
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レポートタイプ

製作ワークシートに加え、EmbroideryStudio では承認シート、製作概要、カラーフィル
ム、アップリケパターンを含んだ定型のレポートタイプを用意しています。

承認シート

このレポートは生産スタッフ用ではなく、顧客用です。顧客は注文したものを確認し、
承認することができます。

製作ワークシート

このレポートは生産スタッフに製作情報を提供します。ボビンの長さ、デザインサイズ、
生地など製作に関わるすべての情報が記載されています。

製作概要

デザインと関連するカラーウェイの 2 つの概要テーブルを含んでいます（カラーウェイ
概要テーブルとデザイン概要テーブル）。

アップリケパターン

このレポートはデザインから分離したアップリケパターン（カッター情報）を表示し、
どのアップリケピースがデザインに含まれるかオペレーターが見ることができます。詳
細はアップリケパターンを印刷するをご覧ください。

カラーフィルム

このレポートはデザイン中のカラーブロックをカラーオブジェクトリストで表示される
とおりに印刷することができます。生産スタッフがステッチ時に各ステッチの色を見る
ことができます。選択したカラーウェイのカラーフィルムは個々に製作ワークシートの

終ページに印刷されます。

レポートタイプ
を選択
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デザインのレポートをカスタマイズする

選択したレポートタイプはそれぞれタブで更に詳細をカスタマイズすることができます。
選択したレポートによりタブは変化します。製作ワークシートは、これらのすべてのオ
プションを含むことができます。

レポートタブ

以下はレポートタイプが異なっても共通して使用できる設定です。製作ワークシートに
はすべてのタブが含まれます。その他のレポートにはその一部が含まれます。

一般オプション

通常レポートは以下のカスタマイズ可能なレイアウトを含んでいます。

 標準ヘッダー/ フッター、会社名 / ロゴ、顧客名、カラーウェイ名、ユーザーが特定し

て書体、マージンコントロール等。

 会社名 / ロゴ

 ページ数

 ヘッダーのバーコードﾐすべてのレポートタイプで使用可能

 1 ページ内にすべての情報を縦に含めるか、または情報タブの新しいページから開始

オプションで情報欄を別のページから始める。

一般タブには以下のレイアウト設定が含まれています。

タブを選択してレポートの
詳細をカスタマイズ

レポートタイプ
を選択

オプション 目的

テキスト / 見
出し書体

レポートに表示されるテキストと見出しすべてのパラメーターを設定し
ます。印刷には Arial、オンラインレポートには Verdana 等を使用しま
す。

英語で印刷 この機能は、必要な文字セットをデバイスドライバがサポートしていな
いプロッタで印刷する場合に便利です。選択を外すとレポートはオペ
レーティングシステムの言語で印刷されます。

デザインファ
イル名を印刷
する

現在のデザインのファイル名を製品レポートのヘッダーに含めます。

マージン ページの端とレポートのコンテンツの間にマージンを追加します。ペー
ジサイズ自体は印刷ダイアログから設定します。

会社 リポートにあなたの会社名を加えます。名前を入力し、会社のロゴを添
付します。複数の会社名を入力している場合はドロップリストから選択
します。必要に応じて 1 ページ目のみにロゴを印刷します。
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契約条件

契約条件のテキストは内部の初期ファイルに保存されています。テキストをアップデー
トし、保存する方法は以下のとおりです。

1 新しいデザインを開き、何かオブジェクトをデジタイズします。

2 印刷プレビューを開き、オプションをクリックします。

3 承認シートを選択します。

4 独自の契約条件を入力し、印刷プレビューを閉じます。

5 ソフトウェアを閉じます。この一時的なデザインは保存しなくても構いません。

再起動した後に承認シートを使用すると、アップデートした契約条件が含まれています。

バーコードオプション

刺繍機の中にはデザインを呼び出すのにバーコードを読むものもあります。一般的にデ
ジタイザーはデザインを刺繍機のメモリやデータベースに送信し、ワークシートを印刷
します。オペレーターがワークシートを受け取り、バーコードをスキャンすると刺繍機
が関連したファイルを呼び出します。バーコードタブはデザイン名やカスタムフォー
マットをベースにした標準フォーマットを特定することができます。

現在多くの会社では、Windows のネットワークからデザインを引き出せる刺繍機のバー
コードリーダーに切り替えています。デザイン名に他にも刺繍機の中にはファイルの拡
張子が必要なものもあります。バーコードオプションで、現在のファイルの拡張子を含
めるか、使用したい拡張子（例 :DST）を選択します。

「ユーザー設定」オプションはバーコードをその他の目的で使用する（例：価格用）場合
に選択します。

顧客 顧客名を加えます。名前は今後使用できるよう記録されます。ドロップ
リストからアクセスします。注意 : デザインに顧客名は保存されませ
ん。出荷時の初期設定に戻すと PC によっては顧客名が消去されてしま
う場合があります。

契約条件 あなたの会社のデザインを使用するにあたる契約条件を加えます。下記
をご覧下さい。

オプション 目的

バーコードフォーマットを
特定する
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カラーウェイオプション

カラーウェイタブは現在のデザインに選択したカラーウェイを含めたり、削除したりす
ることができます。

それぞれ選択したカラーウェイには別々のシートが生成されます。

選択を選択

<Ctrl> を押し、
複数のアイテムを

選択

印刷するカラーウェイ
表示を選択
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製作概要を選択していると、カラーウェイ概要テーブルはデザイン概要テーブルと共に
印刷されます。またカラーウェイ概要テーブル内のカラーブロックは、ストップ順序タ
ブにある概要に色情報を表示オプションを選択して印刷することもできます。

カラーウェイに背景または生地の色を含めたい場合は、デザインタブの背景を選択しま
す。

参考　デザインのトリミングを選択し、デザインの周りの不要な部分をトリミングしま
す。

ズームオプション

ズームタブではデザインプレビューと実際の印刷時のズーム倍率を設定します。

デザインの概要
テーブル

カラーウェイの概要
テーブル

ワークシートに印刷する
背景を選択

印刷用のデザインの
ズーム倍率を設定
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カスタマイズ可能なオプションは以下のとおりです。

関連項目

 プロダクトをビジュアル化する

デザインオブション

デザインタブでは、表示ツールバーで使用できる同じオプションのオン / オフを切り替
えることができます。デザインは TrueView、ステッチのみ、針落ちポイントやつなぎ糸
を含めて印刷することができます。必要に応じて背景の生地や色を含めます。

刺繍枠をテンプレートあり / なしで含めることができ、テンプレートには整列ガイド
マークが付いているので、刺繍枠にデザインを配置する手助けになります。また背景に
プロダクトを含めるとデザインを配置する際のガイドとして使用できます。

EmbroideryStudio でサポートされるマルチデコレーションのすべてのタイプを、個別に
または組み合わせて印刷します。リピートボタンをクリックし、ダイアログにアクセス
してデザインのリピートオプションを設定します。

関連項目

 デザインの構成要素を表示する

 デザインのリピートを表示する

 刺繍枠 & テンプレート

オプション 目的

ズーム 1.1 実際の大きさでデザインを表示します。

デザイン全体にズーム 印刷の 大表示領域に合わせてデザインを表示します。

プロダクトにズーム 印刷の 大表示領域に合わせてプロダクト全体を表示します。

ユーザー設定 特定のズーム倍率を設定します。

表示する刺繍構成要素
を選択する

選択してシークイン
（とその他マシン機能）

を表示

選択してブリング
構成要素を表示

クリックしデザイン
リピートにアクセス
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刺繍構成要素

刺繍構成要素を表示するには、デザインタブのアウトライン、ステッチ、針落ちポイン
ト、つなぎ糸、TrueView から必要なものを選択します。TrueView を表示するには、ス
テッチが選択されていないといけません。

プリントのみ

プリントする構成要素のみ表示するには、ビットマップとベクターを選択します。
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シークイン構成要素

シークイン構成要素を表示するには、デザインタブの機能を選択します。シークイン製
作概要は初めのページに、色、サイズ、数と概要を表示します。

ブリング構成要素

ブリング構成要素を表示するには、デザインタブのブリングを選択します。ブリング製
作概要は初めのページに、ストーンの色、サイズ、数と概要を表示します。

メモ　ブリングが複数のファイルで出力された場合、選択したラインストーンでの塗り
つぶし用に色ごとにそれぞれ異なるテンプレートに分けられます。

関連項目

 ブリングテンプレートを出力する
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デザイン背景

デザインタブにはデザインの背景（例：生地、プロダクト、刺繍枠）を表示するオプ
ションがあります。

背景オプションで設定できるのは：

関連項目

 生地 & プロダクト背景

 刺繍枠 & テンプレート

 自動スタート / エンドを設定する

オプション 目的

刺繍枠 選択した刺繍枠を含みます（現在画面に表示されている / なしに
関わらず）。

刺繍枠テンプレート テンプレートには整列ガイドマークが付いているのでデザインを
刺繍枠にかけるガイドになります。

背景 現在表示されている背景（色または生地）を含みます。

デザインの
トリミング

不要な背景部分をトリミングします。

プロダクト デザインを配置するプロダクトの背景を含みます。デザインの配
置場所、サイズ、外観を表示し、デザインのビジュアル化と承認
目的に活用できます。

範囲ボックス デザインの周りいっぱいにアウトラインを配置します。

クロスヘアライン・
スタート / エンド

デザインのスタート / エンド点を示すデザインを横切るクロスヘ
アラインを印刷します。

ガイドライン ガイドラインを表示します。

標準 印刷オプションを初期値に戻します。

デザインウィンドウ
と同じ設定

デザインウィンドウの現在の設定通りに印刷オプションを設定し
ます。
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情報オプション

情報タブでは製作ワークシートに含める情報をフィルターにかけることができます。

カスタマイズ可能なオプションは以下のとおりです。

参考　ワークシートにはデザインプロパティ > 概要タブで入力されたコメントなどの情
報が含まれます（キーワード除く）。デザイン情報を表示 & 管理するも併せてご覧くださ
い。

オプション 目的

すべて デザインプロパティドッカーに含まれるすべてのデザインと生産情報を
含みます。この情報はブロックタブで更にフィルターにかけることがで
きます。

簡潔 初期設定のヘッダーとフッター情報のみ含みます。通常、製品上でビ
ジュアル化する為に実際のサイズのデザインと併用して使用します。
ズームタブもご覧ください。

ストップ順序 ワークシートのストップ順序情報のみ含みます。この情報はストップ順
序タブで更にフィルターにかけることができます。

デザイン名 /
ファイル名の
み

デザインのファイル名のみ印刷情報として含めます。

なし デザインの詳細を取り除き、初期設定のヘッダーとフッター情報を抑制
します。製品上でビジュアル化するようフルサイズデザインと共に使用
できます。ズームタブもご覧ください。

新しいページ
から開始

デザインの詳細を別のシートに印刷します。

左側を使用 情報コラムをページの左側に表示します（初期設定は右側）。

製作ワークシートに
加える情報を設定
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ブロックオプション

ブロックタブはデザインプロパティ > 情報タブの生産情報を更にフィルターにかけ印刷
に含めたいものを選択します。

ワークシートに含めるデザインの統計を選択します。

オプション 目的

左 / 右 / 上 / 下 デザインのスタート / エンド点が設定された場所によりますが、これ
らの数字はその点からの距離を示しています。

原点 X/Y 刺繍原点

範囲 デザインで覆われたエリアの合計。刺繍枠のサイズ、生地の長さ、3D
フォームの大きさなどの見積もりやステッチする場所にデザインが
フィットするかの確認に使用します。

大 / 少
ステッチ

ステッチの 大 / 少値。

糸チャート
タイプ

デザイン内で使用している糸チャートの名称。使用されている糸のブ
ランドはすべてコンマで区切られ、リストに表示されます。

糸の使用量 色ごとに必要な糸の長さ。

糸合計 デザインをステッチするのに使用する上糸の長さの合計を示していま
す。

ボビン合計 デザインをステッチするのに使用する下糸（ボビン）の長さの合計。

マシン実行時間 このチェックボックスはソフトウェアでこの機能が有効である場合の
み使用することができます。マシンを設定していない場合、「マシン
実行時間」にチェックを入れても印刷されません。

追加したい製作情報の
詳細を設定



第 39 章   デザインを印刷する 844

すべてのオプションを選択した印刷サンプルです。

関連項目

 デザイン情報を表示 & 管理する

 刺繍枠をセットする

 自動スタート / エンドを設定する

 刺繍糸を割り当てる

 マシン実行時間を見積もる

ストップ順序オプション

ストップ順序タブでは、デザインプロパティ > ストップ順序タブの生産情報を更にフィ
ルターのかけ、印刷に含めたいものを選択します。

左 / 右 / 上 / 下

原点 X/Y

大 / 少ステッチ

糸チャートタイプ

糸の使用量

ボビン合計

含めたいストップ順序
情報を選択
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各カラーブロックの概要を選択します。

すべてのオプションを選択した印刷サンプルです。

製作概要を選択していると、カラーウェイ概要テーブルはデザイン概要テーブルと共に
印刷されます。またカラーウェイ概要テーブル内のカラーブロックは、ストップ順序タ
ブにある概要に色情報を表示オプションを選択して印刷することもできます。

関連項目

 デザイン情報を表示 & 管理する

 項目に名前をつける

 カラーウェイオプション

デザインをグラフィックに出力する

EmbroideryStudio でデジタイズすると、ベクターファイルでデザインを出力することが
できます。これは CorelDRAW グラフィックスでレーザーカッターにダウンロードするこ

オプション 目的

ステッチ数 色ごとのステッチ数を含みます。

針番号 各色替えに対応する針番号を含みます。針番号を割り当てられる刺繍
機のみに関係したオプションです。

チャート t 使用している糸チャートのブランド名。

項目の名前 カラーブロックに任意の名称を指定できます。

概要に色情報を
表示

カラーウェイ概要テーブルに色のサンプルを含みます。

ステッチ数

針番号

チャート t

項目の名前

色はカラーウェイ概要
テーブルに表示される
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とができます。これらのデータファイルは、アップリケの型、マルチメディア、スク
リーンプリントなど様々な用途に役立ちます。デザインのサンプルを提示する際に、ス
クリーンの画像を実際の色で表示できる PNG フォーマットでキャプチャする場合もある
でしょう。EmbroideryStudio では TrueView プリント用に高解像度の TrueView デジタル
プリント機能を導入しています。

CorelDRAW グラフィックスでデザインを印刷する

マルチデコレーションのデザインを生産に送る場合は、デザインを刺繍する前にデジタ
ルアートを印刷します。この作業を行うには、デジタルアートプリンターで印刷したく
ない、刺繍部分をまず隠す事から始めます。

メモ　EmbroideryStudio のグラフィックモードには、アウトラインや形状を画面上で描
くことができる、高度な技術を提供している CorelDRAW(R)Graphics Suite のツール一式
が含まれています。MS Windows(R) スタート > プログラムグループの中の電子ユーザーマ
ニュアルをご覧下さい。またはオンスクリーンのヘルプメニューをご覧下さい。

CorelDRAW グラフィックスでデザインを印刷するには

1 CorelDRAW グラフィックスに切り替えます。

2 刺繍の表示をオフにし、刺繍オブジェクトを隠します。

3 標準ツールバーの印刷アイコンをクリックします。印刷ダイアログが開きます。

4 必要であれば印刷設定の調整をするために、印刷プレビューをクリックします。また

は印刷ボタンをクリックし、印刷をします。

刺繍オブジェクトの印刷の有無は、刺繍の表示ボタンのオン / オフで決まります。

5 プリントしたデザインの上に刺繍をするには、Wilcom デコレーションに切り替え、グ

ラフィックの表示をオフにします。

参考　デジタルプリントしたデザイン部分とステッチがうまく並ぶよう、針をマニュ
アルでデジタイズしたスタート & エンド点に配置します。

関連項目

 オペレーティングモード

 デザインの構成要素を表示する

 自動スタート / エンドを設定する

 ステッチマネジャーにデザインを送信する

デジタルで印刷されたデザインに、
刺繍位置を合わせる
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ビットマップでデザインを出力する

TrueView はデザインを実際の色で表示することができます。またデザインは使用する生
地を背景にすることができ表示することができ、ストックデザインの販売、デジタイズ
したデザインの承認、インターネットやカタログでのプレゼンテーションなどの目的に
使用することができます。スクリーンイメージは透明をサポートする PNG フォーマット
でキャプチャーします。

デザインをビットマップに出力するには

1 刺繍デザインを開きます。

2 ファイル > ビットマップでデザインをキャプチャーを選択します。

3 選択オプションを選択します。

4 出力オプションを選択します。

オプション 目的

デザイン全体
（1：1）

1：1 の比率でスクリーンをキャプチャーします。

現在のデザイン
ウィンドウ

現在の拡大倍率のスクリーンをキャプチャーします。

ユーザー設定 任意領域をキャプチャーします。キャプチャする領域を定義する
よう指示があります。

オプション 目的

ディスクに保存 スクリーンキャプチャをディスクに保存します。「キャプチャーし
たビットマップを保存」ダイアログで、キャプチャーしたイメー
ジの保存場所、名前、フォーマットを選択します。

出力オプションを
選択

ビットマップの解像度
をチェック

イメージの
選択オプションを

選択

背景 / 生地を含む
場合に選択

選択範囲の周りに
囲み枠をひく
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5 背景 / 生地を含むを選択し、スクリーンキャプチャーに背景色や生地を含めることがで

きます。

メモ　ビットマップの解像度は、現在のスクリーンの解像度を初期値に設定します。
スクリーンが適切に設定されていれば、この数値はおよそ 96DPI であるはずです。
TrueView プリントでデザインを出力するも併せてご覧ください。

TrueView プリント

EmbroideryStudio では TrueView プリント用に高解像度の TrueView デジタルプリント機
能を導入しており、刺繍業や DGT 印刷業のビジネスに柔軟性持たせることができます。
スクリーンイメージは透明をサポートする PNG フォーマットでキャプチャーします。す
べての DTG プリンターには PNG フォーマットを使用する RIP( ラスターイメージプロセッ
サ）ソフトを使用されています。

E メールで送信 スクリーン画面を E メールに添付します。新規の E メールのメッ
セージがイメージが添付された状態で開きます。

保存して送信 スクリーン画像をハードディスクに保存し、E メールに添付して送
信します。

オプション 目的

背景とデザイン全体を
キャプチャーする
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TrueView プリントでデザインを出力する

高解像度の TrueView は、ファイル > ビットマップで TrueView プリントをキャプチャー
からアクセスできます。

ビットマップの解像度は、現在のスクリーンの解像度を初期値に設定します。スクリー
ンが適切に設定されていればこの数値はおよそ 96DPI になりますが、設定は必ずしも厳
密ではないので、設定を行なってもほとんどのスクリーンは低めの解像度になります。

DTG プリンタの 大 DPI は、600 から 2880DPI の間で多種多様ですが、プリントをするイ
メージの画質は、プリンターの DPI と同じである必要はありません。T シャツへのプリン
トなど一般的な用途の場合、120 から 300DPI の範囲に設定すればよい結果が得られます。
解像度の高いものは紙や印画紙へのプリントに適しています。

参考　オプション > デザインを表示設定は TrueView プリントの 終的な外観にも影響し
ます。詳細は表示オプションを設定するをご覧ください。

刺繍のみ TrueView プリント

デザインの刺繍部分のみを TrueView プリントとして出力する場合は、以下の方法を使用
します。

解像度を選択

印刷するファイルの
大きさ
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刺繍のみ TrueView プリントするには

1 EMBデザインを開き、ファイル>ビットマップでTrueViewプリントをキャプチャーを選

択します。

2 適切なビットマップの解像度（例 :300DPI）を選択します。

3 OK をクリックし、デザインを PNG ファイルで保存します。

デザイン中の刺繍部分のみが PNG ファイルで出力されます。生成されたイメージは
TrueView 設定がオフであっても、常に TrueView で表示されます。これで製品にプリ
ントするファイルの準備ができました。

参考　オプション > デザインを表示設定は、TrueView プリントの 終的な外観にも影
響します。詳細は表示オプションを設定するをご覧ください。

適切なビットマップの
解像度を選択
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刺繍＋グラフィック両方を TrueView プリント

刺繍とグラフィック両方を TrueView プリントとして出力する場合は、下記の方法を使用
します。

参考　この場合、マルチデコレーションファイルのエクスポートコマンドは刺繍をプリ
ントとして扱わないので使用しません。

刺繍＋グラフィック両方を TrueView プリントにするには

1 EMB デザインを開き、CorelDRAW グラフィックスに切り替えます。

2 適切なビットマップの解像度（例 :300DPI）を選択します。この設定は TrueView イ

メージをどれくらい精密に画像化するかを決定します。

3 ファイル > エクスポート >PNG を選択します。

モード >TrueView プリントのコントロールを使用し、TrueView プリントの刺
繍 TrueView 部分の画像の質を設定します。

適切なビットマップの
解像度を選択

PNG ファイルフォーマットを
選択
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4 OK をクリックします。PNG にエクスポートダイアログが開きます。

5 必要に応じて、透明度、アンチエイリアス処理、DPI 設定を調整します。

このダイアログの DPI 設定は、TrueView 画像化の DPI 解像度には影響しません。実際
の出力ファイルの DPI のみに影響します。

6 OK をクリックしてエクスポートします。

参考　刺繍とプリントのデザインを生産するには、両方のファイルを一緒にエクス
ポートするか、別々にエクスポートするかの 2 種類のオプションがあります。

関連項目

 複数のデコレーションファイルをエクスポートする

実際の刺繍＋プリント

実際の刺繍とプリント両方を組み合わせたデザインを作成したい場合は、2 つの方法があ
ります。

必要に応じて
透明度等の
設定を調整
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オプション 1: 両方のファイルを一緒にエクスポートする

 ファイル > マルチデコレーションファイルのエクスポートコマンドを選択します。

 刺繍とグラフィックプリントファイルのエクスポートするフォーマットを、別々に選

択します ( 例：DST と PNG）。

メモ　ここで PNG を選択すると、CorelDRAW の初期値は 300DPI になります。この値は
CorelDRAW オプションダイアログから変更できます。

オプション 2: ファイルを別々にエクスポートする

 刺繍生産用のファイルを作成するには、Wilcom 画面でファイル > 名前をつけて保存を

選択し、適切なマシンファイルフォーマット（例：DST）を選択します。

 グラフィック生産用のファイルを作成するには、CorelDRAW(R)Graphics Suite に切り

替えます。

 刺繍表示をオフにする

 ファイル > エクスポート > PNG を選択し、グラフィックのみ用に PNG DTG プリント

ファイルをエクスポートする

エクスポートする刺繍と
プリントファイル
フォーマットを選択

必要に応じてビットマップファイルの
エクスポート解像度を変更
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第 40 章

マシンファイルを扱う

初期設定では EmbroideryStudio はファイルを Wilcom 由来のファイルフォーマットであ
る EMB で保存します。このフォーマットにはデザインのステッチと変更に必要な情報が
すべて含まれています。他のフォーマットで作成または保存されたデザインを開く時に
は、EmbroideryStudio が内部で EMB フォーマットに変換をします。EmbroideryStudio の
機能を使用し、それらのデザインの変更を行うことができます。ファイルのタイプに
よっては EmbroideryStudio の変換処理段階で、更に情報を提供する必要があるものもあ
ります。

刺繍ファイルのフォーマット

刺繍デザインはアウトラインデータまたはステッチデータのどちらか 1 つの情報フォー
マットで保存されます。

メモ　EmbroideryStudio で使用できるフォーマットの詳細は、利用可能な刺繍ファイル
フォーマットをご覧ください。

アウトラインデータ

「オール・イン・ワン」ファイルとしても知られるアウトラインファイルは、オブジェク
トのアウトライン、オブジェクトプロパティ、ステッチデータを含むハイレベルな
フォーマットです。ソフトウェアでアウトラインファイルを開くと、対応するステッチ
タイプとデジタイズ方法、効果が適用されます。

アウトラインデータはサイズ変更や形状の変形をステッチの糸密度や質に影響すること
なく行えます。変形した後はデザインを EMB フォーマットや他のフォーマットに保存す
ることができます。

メモ　WilcomINP、GunoldPCH などアウトラインファイルの中には、不完全な情報を含む
ものもあります。旧式フォーマットの ESD デザインは、アウトラインとマシンファイル

アウトラインとステッチプロパティを
持つ刺繍オブジェクト
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の中間に位置します。ESD にはステッチデータ、選択したステッチタイプ、糸間隔、マシ
ン機能に関する情報が含まれます。しかし形状やラインに関する情報は含まれません。
ESD ファイルのオブジェクトを EmbroideryStudio で編集する場合は、オブジェクト / ア
ウトラインの認識が必要となります。

マシンファイル

刺繍機により使用する言語は異なります。刺繍機は様々なマシン機能に対し、独自のコ
ントロールコマンドを持っています。デザインを刺繍する前に、これらの機能を刺繍機
が読み取れるフォーマットにしなければなりません。ステッチデザイン（「エクスパンド
( 拡張 )」）は刺繍機で直接使用できる低レベルフォーマットです。このフォーマットに
はステッチの座標とマシン機能のみ含まれ、通常刺繍機にデザインを送信するときに作
成されます。またフォーマットはディスクやメモリースティックに保存する際に変換さ
れます。

マニュアルオブジェクト

EmbroideryStudio に読み込まれたマシンファイルにはアウトラインやステッチタイプと
いった情報は含まれず、デザインは「マニュアルオブジェクト」と呼ばれるステッチの
ブロックで表されます。マニュアルオブジェクトは、デザイン内で色替えや糸切りなど
マシン機能が挿入されたところに作成されます。これには一般情報とつなぎ糸のプロパ
ティのみが含まれます。マニュアルオブジェクトはマニュアルステッチという個々のス
テッチによって構成されています。

オブジェクトの認識

ステッチデザインではステッチは再生成されない為、一般的にデザインの変更には適し
ていません。しかし EmbroideryStudio ではステッチデータからある程度のオブジェクト
のアウトライン、ステッチタイプ、間隔を読み取ることができます。これにより
EmbroideryStudio で変更が行えるよう旧テープファイルフォーマットやその他のマシン
ファイルを再構成することができます。これらの認識されたデザインはサイズを変更す
ることができ、ステッチは新しいアウトラインで計算されます。この処理はほとんどの
ステッチデザインに効果的ですが、基のアウトラインと質が同じというわけではなく、
ファンシーステッチの中には扱えないものもありますので注意が必要です。

マシンファイルをアウトラインフォーマットに変換する際、EmbroideryStudio はステッ
チデータを針落ちポイントに従いステッチごとに読み取ります。ステッチタイプ、間隔、
ステッチ長、ステッチ効果を認識し、オブジェクトのアウトラインが決定します。ス
テッチタイプは針落ちのパターンによってサテン、タタミ、またはプログラムスプリッ
トに割り当てられます。

タタミの場合、EmbroideryStudio はステッチ間隔と長さを認識し、針落ち乱発生値を認
識します。デザインが ESD フォーマットから変換される場合、ジグザグとトリプルラン
ニングも認識されます。オブジェクトが認識されない場合、オブジェクトは一般的情報

アウトラインのない、マニュアルステッチのみの
マニュアルオブジェクト
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とつなぎ糸のプロパティのみを持つマニュアルオブジェクトとなって残されます。その
場合、サイズ変更はうまく行えません。

認識されたオブジェクトのアウトラインとステッチ値は、オブジェクトプロパティとし
て EmbroideryStudio に保存されます。これにより通常の方法で認識されたデザインのサ
イズを変更したり、変形したりできます。デザイン全体あるいは選択部分のステッチ間
隔、ステッチタイプを変更することもできます。

認識せずにファイルを開く

初期設定ではマシンファイルは開く時にアウトラインとオブジェクトに変換されますが、
認識せずに開くこともできます。この方法で開いたデザインは別のフォーマットで刺繍
するよう出力できます。またステッチを編集して新規の要素を追加することもできます。
このような目的の場合は、デザインがどのように作成されたかという情報は必要ありま
せん。

オブジェクト / アウトラインの認識をせずに開いたステッチフォーマットのデザインは
サイズを変更できます。しかしステッチ数は変更されないため、デザインサイズによっ
て糸間隔が大きくなったり、小さくなったりします。この為ステッチデザインを ±10%
の範囲外でサイズ変更はしないでください。この範囲を超えた場合、ステッチが密にな
り過ぎたり、上縫いステッチに隙間が出来たりすることがあります。

メモ　オブジェクトやアウトラインを認識する / しないに関わらず、マシンファイルは
EmbroideryStudio で一旦開くと EMB フォーマットで保存することができるようになりま
す。

関連項目

 EmbroideryStudio でマシンファイルを開く

 刺繍ディスクを使用する

 利用可能なファイルとディスクフォーマット

ファイルソース

刺繍ファイルが「アウトライン ( 圧縮 )」か「ステッチ ( 拡張 )」に分類されるのに対
し、EmbroideryStudio の内部ではファイルはネイティブデザイン、EMB 以外のアウトラ
インファイル、プロセス ( 処理 ) されたステッチファイル、EMB 以外のステッチファイル
の 4 種類の中のどれかに分類されます。

基のステッチデザイン オブジェクト / アウトラインの
認識をせずに開いたステッチデザインの
サイズを変更

グレード 説明

A EmbroideryStudio または同等のソフトウェアで作成された純正刺繍ファイ
ル。これらのファイルにはオブジェクト、アウトライン、ステッチが含まれ
ます。

B GNC などのアウトラインフォーマットから読み出され、ART/EMB/JAN フォー
マットで保存されたデザイン。EmbroideryStudio で直接読み取れないデザイ
ンだが一旦変換されるとグレード B デザインとして扱われます。
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Wilcom 由来の EMB デザインや ART、JAN ファイルはすべて「グレード A」刺繍フォーマッ
トで EmbroideryStudio で読み出し / 書き込みができます。グレード A ファイルはオブ
ジェクトのアウトライン、ステッチ、糸色、サムネイルイメージ、コメントなどのデザ
イン情報をすべて含んでいます。刺繍ファイルにはその他 3 つのグレードがあります。
グレード A ファイルのみが 100％完璧にサイズ変更や変形を行うことができます。

メモ　デザインファイルのソースに関する情報は、デザインプロパティドッカーを参照
ください。

関連項目

 EmbroideryStudio でデザインの詳細を表示する

EmbroideryStudio でマシンファイルを開く

デザインのサイズ変更、アウトラインの編集、ステッチタイプを変更する場合、デザイ
ンまたは選択項目はまずオブジェクトに変換しなくてはなりません。初期設定ではマシ
ンファイルは開く時にアウトラインとオブジェクトに変換されます。開くオプションは
どのようにデザインがデジタイズされたかを反映するもので、今どのようにしたいかを
指定するオプションではありません。 良の結果が得られるよう、いろいろと設定を試
してみましょう。

参考　オブジェクトのアウトライン、ステッチタイプ、ステッチの糸間隔、色などが正
しいものであるよう、変換後に常にデザインを確認して編集することをお勧めします。
マシンファイルの質を向上させるには、変換する前にステッチを編集するとよい時もあ
ります。

オブジェクトを認識して / 認識せずにマシンファイルを開く

マシンファイルをオブジェクト / アウトラインを認識して開く場合、デザインの変換方
法を決定する開くオプションを設定することができます。ファイルタイプによりオプ
ションは異なります。マシンファイルをオブジェクト / アウトラインを認識せずに開く
場合、変更なしにデザインを出力したり、個々のステッチの編集や基のステッチ情報を
失うことなくわずかなサイズ変更や変形を行うことができます。デザイン全体または選
択した部分をファイルを開いて編集した後に処理することもできます。

C マシンファイル（EXP、DST、PES など）から読み出したステッチがオブジェ
クトに変換したデザイン。

D マシンファイルから読み出したステッチがオブジェクトに変換されていない
デザイン。

グレード 説明
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オブジェクトを認識して / 認識せずにマシンファイルを開くには

1 ファイルをハードディスクまたは刺繍ディスクから開きます。

2 ファイルの種類リストからステッチフォーマットを選択し、ファイルを選択します。

3 オプションをクリックします。選択したファイルタイプによって、選択できるオプ

ションは異なります。

4 オブジェクト / アウトラインチェックボックスを選択、または選択を外します。

マシンファイルをオブジェクト / アウトラインの認識なしに開く場合、デザイン中で
マシン機能（例 : 色替えや糸切り）が検出された場所に「マニュアルオブジェクト」
が作成されます。これには一般情報とつなぎ糸のプロパティのみが含まれます。

5 必要に応じてマシンタイプリストから、別のマシンフォーマットを選択します。

マシンタイプはファイルフォーマットで推奨されているもの（例：DST は Tajima とし
て読み取られる）が初期設定で設定されますが、他のマシンフォーマットに変換する
こともできます（例：バルダン）。

6 糸切りとして認識するジャンプの数を入力します。

EmbroideryStudio で指定した数の連続するジャンプが認識された場合、それらは糸切
り機能に変換されます。この値がオリジナルのデザインと異なる場合、糸切り機能は
正しく挿入されません。

7 ストップコードの認識パネルでストップコードの出力タイプを選択します。

オプション 目的

色替え 色替え、ストップコードは色替えコマンドとして処理されます。次
の色は初期設定のカラーパレットから選択されます。

フォーマット
を選択 オプション

をクリック

ファイルを
選択

デザイン中のオブジェクト /
アウトラインを認識するか選択

マシンフォーマットの
選択

ストップコードの
出力タイプを選択

ジャンプの糸切リ数を
入力
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8 必要に応じて、自動つなぎ糸のチェックボックスを切り替えます。

9 お使いの刺繍機のステータスを確認します。リストから（可能な場合）適切な設定

（速度 1 または速度 2）を選択します。

バルダン機の中には速度切り替えがあるものがあります。その場合速度 1、速度 2 の
どちらかに割り当てます。例えば速度 1 を選択した場合、各速さの機能速度は速度 1
コマンドとして解釈されます。

10 上級タブをクリックして、上級の認識オプションを設定します。

11 OK をクリックし、開くをクリックします。

オブジェクト / アウトラインチェックボックスにチェックを入れた場合、デザインは
処理され埋め縫いまたはアウトラインステッチのプロパティと一般情報とつなぎ糸プ
ロパティのある刺繍オブジェクトに変換されます。オブジェクトが認識されない場合、
オブジェクトは一般的情報つなぎ糸のプロパティのみを持つマニュアルオブジェクト
となります。

認識せずにデザインを開いた場合、サイズ変更や変形を行なわず出力すると基のス
テッチ情報を失わずに出力することができます。また編集の後にデザイン全体、ある
いはその一部をプロセス（処理）できます。

ストップ 色替え、ストップコードは、色替えコマンドとして処理されます。
これにより刺繍機が停止します。

ユーザー設定 ユーザー設定で、糸色をファイルのストップコードごとに割り当て
ることができます。針指定情報を含まないマシンファイルを色分け
することができます。詳細はマシンファイルに色を再度割り当てる
をご覧ください。

オプション 目的

オン 選択することで、オブジェクト / アウトライン認識をせずに、自動
つなぎ糸を持つデザインを開きます。

オフ 解除することで、マニュアルオブジェクトとして認識されたつなぎ
糸を持つデザインを開きます。自動つなぎ糸によってオブジェクト
認識に問題が生じる場合にご利用ください。

オプション 目的

速度を選択

認識せずに開いたデザイン
―マニュアルオブジェクトのみ

認識して開いたデザイン
― 刺繍とマニュアルオブジェクトのミックス
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関連項目

 マシンフォーマット

 オブジェクトのアウトラインを認識する

 密度を調整する

 刺繍ディスクを使用する

 Gunold PCH フォーマットから Wilcom EMB への変換

 WilcomINP フォーマットを WilcomEMB に変換する

上級の認識オプションの設定を調整する

上級の認識オプションを使用して、EmbroideryStudio がマシンファイルをどのように変
換するかを細かく調整できます。初期設定では認識－上級オプションダイアログの設定
に従い、EmbroideryStudio がステッチをタタミ、サテン、ランニングに変換します。こ
れらの数値を変更することも、特定のステッチタイプを変換しないように選択すること
もできます。一般的に頻繁に使用される埋め込みスタイル ( タタミやサテン）のプロパ
ティ（ステッチ長と糸間隔）や間引きステッチなどの縁効果は、初期設定値で も良い
結果が得られます。しかし刺繍デザインには様々な種類が存在する為、初期設定で必ず
しも 良の結果が得られるとは限りません。

上級の認識オプションの設定を調整するには

1 「開く」オプションダイアログにアクセスし、上級をクリックします。

認識 - 上級オプションダイアログが表示されます。

ステッチの認識をせずに
開いた基のデザイン

ステッチを認識
―タタミとして認識された

パターンスプリット

選択してタタミ
ステッチを認識

サテンステッチを
認識

ランニング
ステッチを認識

選択してぼかし
ステッチを認識

スプリット
( 分割 ) を認識

間隔とステッチ長
の調整

セグメントの解像度
と余白の数値を選択

針落ち乱発生値の
認識
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タタミの認識オプションの設定を調整するには

 タタミパネルでタタミを認識を選択し、変換オプションを調整します。

サテンの認識オプションの設定を調整するには

 サテンパネルでサテンを認識を選択し、サテンステッチを処理し、必要に応じてス

テッチ間隔を調整します。列間隔がこの値の範囲外の場合、ステッチはサテンに変換
されません。

ランニングの認識オプションの設定を調整するには

 ランニングパネルでランニングを認識を選択し、ランニングステッチを処理し、必要

に応じて変換オプションを調整します。

オプション 目的

ステッチ間隔 タタミとして認識される間隔範囲を入力します。列間隔がこの値
の範囲外の場合、ステッチはタタミに変換されません。

小ステッチ長 タタミとして認識する 小ステッチ長を入力します。

針落ち乱発生値 選択して針落ち乱発生値を許可します。針落ち乱発生値をより正
確に検索するには、スプリットを認識の選択を解除します。

オプション 目的

大ステッチ長 ランニングと認識する 大ステッチ長を入力します。

長さの調整 長さの調整。ランニングオブジェクトのステッチ長が変化する
パーセンテージを入力します。

タタミの間隔範囲 0.4mm ～ 1.5mm、
針落ち乱発生値は選択されていない

タタミの間隔範囲 0.4mm ～ 1.5mm、
針落ち乱発生値を選択

間隔範囲 0.5mm ～ 5.0mm

間隔範囲 0.1mm ～ 2.0mm

大ステッチ長 :4 mm
長さの調整 :10%

大ステッチ長 :4 mm
長さの調整 :90%
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複合埋め縫いの認識オプションの設定を調整するには

 パラメータの調整パネルで、複合埋め縫いセグメントの認識オプションを設定しま

す。

例えばタタミの 小ステッチ長が 4mm で、ステッチ長の調整が 0.4mm、ステッチが
3.80 ～ 4.20mm の場合、ステッチは 4.0mm に合わされタタミとして認識されます。

ステッチ効果の認識オプションの設定を調整するには

 効果パネルでぼかしステッチを選択し、ぼかしステッチ効果を認識させます。 小値

の範囲をミリメートルで指定します。この値よりも大きい場合はぼかしステッチとし
て認識されます。

オプション 目的

間隔値の調整 間隔値の調整。糸間隔の端数処理の値を入力します。タタミとサ
テンの埋め込みの間隔値を、特定の漸増率に従って四捨五入しま
す。

ステッチ長の
調整

ステッチ長の調整。ステッチ長の端数処理の値を入力します。タ
タミの埋め込みのステッチ長を、特定の漸増率に従って四捨五入
します。

タタミ間隔範囲 :0.4mm ～ 1.5mm、
間隔値の調整 :0.01mm
ステッチ長の調整 :0.2mm

タタミ間隔範囲 :0.4mm ～ 1.5mm、
間隔値の調整 :0.05mm

ステッチ長の調整 :0.5mm

ぼかしステッチを選択した場合、
オブジェクトの輪郭は

ぼかしステッチとして認識される

ぼかしステッチを選択しない場合、
オブジェクトの輪郭はマニュアル
として認識される
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 スプリット（分割）パネルで分割を認識を選択し、タタミの埋め縫いの分割を認識

し、必要に応じて変換オプションを調整します。

参考　パターンが重なっていない方がプログラムスプリットはより正確に認識されま
す。分割パターンは合成できますが、このオプションの選択によっては認識の処理に

大で通常の 5 倍の時間を要します。

セグメントの認識オプションの設定を調整するには

 セグメントの解像度 / 余白パネルで、セグメントとオブジェクトの認識を細かく調整

するための数値を入力します。

参考　一般的にこれらの数値が小さいほど、認識されるセグメント / オブジェクトの
数が増加します。通常は認識されるセグメント / オブジェクトの数を 小限に押さえ

オプション 目的

ユーザー定義の
プログラム
スプリット

スプリットのパターンをユーザー定義のスプリットとして認識し
ます。ただしデザインのサイズを変更する時はユーザー定義のス
プリットもサイズ変更されるので注意してください。これはデザ
インの拡大に合わせてステッチ長が長くなり、結果的に変更を制
限することになります。一方でシステムに元々付属しているプロ
グラムスプリットを使うと、パターン、形状、サイズ、糸間隔は
オブジェクトのサイズが変更されても影響されません。

自動スプリット
を認識

サテンオブジェクト内の針落ちポイントを認識します。選択しな
い場合は、動スプリットで作成されたパターンはタタミとして認
識されます。

認識レベル パーセンテージを追加してプログラムスプリットの認識を制限し
ます。認識レベルを高めるにはこの数値を減少させます。パーセ
ンテージの値が低いとより多くの領域をユーザースプリットのあ
るサテンとして認識します。

オプション 目的

間隔 この値は隣合うステッチブロックのステッチ間隔の比率を表していま
す。例えば隣合う間隔が 0.6mm と 1.0mm の場合、比率は 1.67 となりま
す。この間隔フィールドの数値が 2.0 の場合、これらのステッチブ
ロックは 1 つのセグメントまたはオブジェクトとして認識されます。
値を 1.5 にするとこのように認識されません。この初期設定値は 3.0
となっています。通常のサテンとタタミステッチでの間隔の範囲は 0.3
～ 0.6mm で、連続する同じステッチタイプのセクションが分割される
ことはほとんどありません。色を混ぜ合わせたデザインや、より装飾
的なデザインで変化のある間隔を維持するには、間隔の数値を減少す
る必要がある場合があります。また間隔が不規則なステッチを含むな
どマニュアルでパンチされたデザインでは、この数値を増加すること
でセグメントが分かれる率を減らすことができます。

高さ この数値はステッチのブロック間の高さの比率を表します。複合埋め
縫いの形状の認識、特に中抜きがある場合は重要となります。

ユーザースプリット

自動スプリット
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てから、デザイン情報を取得します。実際にはデザインの認識に関する質と、正確に
認識されたセグメント / オブジェクトの 低数の間には多少ずれが生じます。

 OK をクリックします。

参考　オリジナルの変換に関する設定を復帰させるには、リセットをクリックします。

関連項目

 オブジェクトを認識して / 認識せずにマシンファイルを開く

マシンファイルに色を再度割り当てる

マシンファイルや CND ファイルを開く時、カラーコードが割り当てられていないデザイ
ンには、自動的に初期設定のカラーパレットが使用されます。ファイルの各カラース
トップコードに糸色を割り当てることができます。ファイルを開く前に針番号情報を含
んでいないデザインに使用する糸の色を割り当てることができます。

メモ　色を正しく割り当てるには製作ワークシートで使用する色の順序を確認する必要
があります。

マシンファイルに色を再度割り当てるには

1 ファイル > 開くを選択します。デザインを開くダイアログが表示されます。

2 マシンファイルまたは CND デザインを選択し、オプションをクリックします。

異なる色で示された認識された
オブジェクト

間隔 :0.5mm
高さ :2mm

間隔 :3mm
高さ :4mm

カラーコードの
割り当てなし

カラーコードの
割り当てあり
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マシンファイルを選択した場合は「開く」オプションダイアログを開きます。CND を
選択するとコンデンスファイル入力数値ダイアログが表示されます。手順は同じで
す。

3 ユーザー設定を選択して、ストップ順序を定義をクリックします。

ストップ順序を定義ダイアログが表示されます。 初はストップ順序作成パネルは空
の状態です。

4 糸チャートと 初の色を選択します。

5 色の割当てをクリックします。ストップ順序作成パネルの現在のストップに、選択し

た色と詳細が入力されます。

メモ　選択が糸チャート内の次の色に移ります。同じ色を 2 つ連続させることはでき
ません。その場合色の割当てが選択不可能となります。

6 ストップの割当てをクリックして、明確なストップコードを入力します。

ストップ順序を定義を
選択

CND ファイル

マシンファイル

ストップ順序を定義を
選択

糸チャート選択

色を選択

クリックして
色を割り当て
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ストップが詳細フィールドに入力されます。

メモ　不要な色機能が割り当てられるとストップ順序警告メッセージが表示されま
す。ストップ順序から選択したエントリーを削除するには削除をクリックします。全
エントリーを削除するにはリセットをクリックします。

7 ストップコードの処理方法パネルで、ストップコードの出力タイプを選択します。

8 制作ワークシートに指示されている回数に従い、この作業を繰り返します。

9 OK をクリックします。デザインに必要な色と正しい色替え数が含まれます。

メモ　色替えをストップコードに変換することができます。また連続するカラーブ
ロックに同じ色番号を割り当てることで、カラーストップを取り除くことができます。

関連項目

 TXT ファイルで CND ファイルを読み込む

MelcoCND アウトラインファイルを読み込む

メルココンデンス (CND) は、メルコ刺繍デジタイズソフトウェア由来のフォーマットで
す。CND ファイルはデジタイズしたアウトラインとステッチの数値のみを保存します。
EmbroideryStudio で CND ファイルを開く場合、これらのアウトラインはサイズ変更され、
密度を維持するようステッチが再計算されます。EmbroideryStudio は全てのメルコマシ
ン機能と分割ラインや複合埋め縫いを含むステッチタイプを認識し、それらを自動的に
EMB フォーマットに変換します。しかし CND ファイルには縮み補正や自動間隔などのス
テッチの質に関する機能や、実際のステッチや糸色、デザインアイコン情報は含まれま
せん。

オプション 目的

色替え ストップコードは次の色コマンドとして処理されます。次の色は初
期設定のカラーパレットから選択されます。

ストップ ストップコードはストップコマンドとして処理されます。これによ
り刺繍機が停止します。

順序繰り返し デザインに必要な色数よりも少ない色数を選択した場合、選択した
色が繰り返されます。例えば、デザインに 4 色必要な場合に、ス
トップ順序作成リストで 2 色しか選択しなかったとすると、色 3&4
は色 1&2 と同じものになります。

クリックして
ストップを
割り当て

ストップの処理
方法を選択
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CND ファイルを EMB に変換する

CND にはいくつかのバージョンがありますが、どのバージョンも EmbroideryStudio で読
み込むことができます。これらのデザインは正確にサイズが変更される一方で、ステッ
チ数やステッチの位置がオリジナルのデザインとは多少異なることがあります。オリジ
ナルファイルと変換されたファイルでは、ステッチ数が多少 (±10%) 異なる場合があり
ます。これはソフトウェアによりステッチを計算する方法が異なるためです。
EmbroideryStudio ではそれに相当する機能がない為に CND デザインオブジェクトの特定
の機能を認識できません。しかしストックデザインは通常これらの機能を使用しない為、
一般的に問題なく変換が行われます。

メルコ CND ファイルを開くと、デザインで使用されているメルコのステッチタイプは
EmbroideryStudio のステッチタイプ（サテン、ランニング、タタミなど）に変換されま
す。EmbroideryStudio のステッチタイプに適用される間隔、ステッチ長、効果、初期設
定を調整する変換設定は変更することができます。また倍率を指定して、オリジナルと
は異なるサイズでデザインを開くことができます。

CND ファイルから EMB に変換するには

1 ハードディスクからファイルを開くか、テープや刺繍ディスクからファイルを読み込

みます。

2 Melco(CND) ファイルを選択し、オプションをクリックします。コンデンスファイル入

力数値ダイアログが開きます。

3 倍率パネルで、デザインを開きたい倍率を入力します。

CND フォーマットを
選択

ファイルを
選択

自動で色を割当て
オプションを選択

サイズ変更値を
入力

糸間隔を調整

適用する効果を
選択

初期値を調整
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新しく設定する大きさはオリジナルのデザインサイズに対する比率で表します。例え
ばオリジナルの 120% にサイズを変更するには、倍率の各フィールドに 1.2 と入力しま
す。

4 調整パネルでデザインに適用する間隔と長さの値を、オリジナル値に対してパーセン

テージで入力します。サテンの間隔、ランニングステッチ長、タタミの間隔、長さは
調整することができます。

5 自動で色を割り当てパネルで、CND ファイルから刺繍糸の色情報を読み込むかどうか

を選択します。これによりファイルが EMB に変換された時にステッチが正しい色で表
示されます。

6 効果パネルでデザインに適用したい効果を選択します。

これらの効果に関する情報の詳細は、マニュアルの関連する項目をご覧下さい。

7 初期値パネルで、サテン間隔、ステッチ長、 大ステッチ長値を必要に応じて調整し

ます。

CND デザインが出荷時の設定と異なる数値を使って作成されている場合、これらの
フィールドで数値を無効にできます。

 初期値として新しい設定を保存するには、保存をクリックします。

 メルコの出荷時の設定を復帰させるには、リセットをクリックします。

8 OK をクリックし、開くをクリックします。

デザインウィンドウに選択したデザインが表示されます。デザインのサイズ変更は画
面上で直接行うこともオブジェクトプロパティドッカーを介して行うこともできま
す。またデザインを回転、反転、傾斜することもできます。

オプション 目的

自動間隔 コラムの幅が変わるところで、自動的にステッチの間隔を調整し
ます。詳細はサテンステッチを適用するをご覧ください。.

間引きステッチ 形状の輪郭から標準のステッチ間隔が計算されます。鋭いカーブ
では外側の縁のステッチが不足し、内側ではステッチが集まって
しまいます。間引きステッチはカーブのきつい部分のいくつかの
ステッチの長さを短くし、滑らかなステッチを作成します。詳細
は間引きステッチを適用するをご覧ください。

フラクションス
ペース

フラクションスペースを選択すると EmbroideryStudio はオフセッ
トフラクションという特定の基準点から間隔を計算します。これ
は形状の内側と外側にあります。オフセットフラクションは変更
が可能で、縁の内側と外側でステッチ間隔を調整します。詳細は
フラクションスペースを適用するをご覧ください。

倍率 X:1.00
Y:1.00

倍率 X:0.50
Y:1.00
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参考　CND デザインが刺繍される前に、EXP フォーマットファイルが作成されます。
EXP にはステッチ数が保存され直接刺繍が行えます。このファイルもまた
EmbroideryStudio で開くことができます。

関連項目

 メルコ CND フォーマットを WilcomEMB に変換する

 メルコ CND フォーマットでデザインを保存する

 マシンファイルに色を再度割り当てる

 EmbroideryStudio でマシンファイルを開く

 メルコ CND フォーマットでデザインを保存する

TXT ファイルで CND ファイルを読み込む

CND ファイルは糸色情報を含んでいませんが、自動で色を割当て機能は関連した TXT ファ
イルから CND ファイル用に糸色を読み込むことができます。その為、ファイルが EMB に
変換されるとステッチは正しい色で表示されます。自動で色を割当ては糸チャートの色
を含む TXT ファイルを読み込み解読します。使用する糸チャートは 初に EDS( またはそ
の他のデザインソフトウェア ) でデザインを作成した際に特定しなければなりません。

TXT ファイルから CND ファイルを読み込むには

1 ファイル > 開くを選択します。デザインを開くダイアログが表示されます。

2 CND デザインを選択し、オプションをクリックします。コンデンスファイル入力数値

ダイアログが開きます。

3 自動で色を割当てパネルのファイルからを選択し、対応する糸チャートを自動で色を

割当てドロップリストから選択します。

テキストファイルの糸色名は選択した糸チャートの糸と対応していないといけません。
対応していない場合は初期値の黒色が割り当てられます。

4 OK をクリックします。

糸チャート選択
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デザインが開きます。ステッチが正しい糸色で表示され、選択した糸チャートの色が
カラーパレットに表示されます。

関連項目

 マシンファイルに色を再度割り当てる

 TXT ファイルを作成する

TXT ファイルを作成する

自動で色を割当ては糸チャートの色を含む TXT ファイルを読み込み解読します。マイク
ロソフトのメモ帳などでテキストを編集し、自分でこのテキストファイルを作成できま
す。テキストファイルは CND ファイルと同じファイル名でなければなりません ( 例
:Fish.TXT と Fish.CND)。またこの 2 つのファイルは同じフォルダに入っていなければな
りません。自動で色を割当てを正しく機能させるには、テキストファイルの情報を特定
のフォーマットで入力しなければなりません。実際のテキストファイルは以下のように
なります。

Fish
カーブ効果を使用
ファイル :Fish
幅 55.9mm　X　高さ 74.5mm
ST:6,780
色数 :8
1.TropicalSunset
2.Saffron
3.PalepowderBlue
4.TropicalSunset
5.PalepowderBlue
カーブ効果
6.TropicalWhite
7.TropicalSunset
8.PalepowderBlue

テキストファイルの構造

テキストファイルには以下の要素の一部またはすべてが含まれます。

チャートが選択されていない
初期設定の色が割り当てられる

1 つの色が正しく割り当てられない
黒色が割り当てられる

テキストファイルから
色が正しく割り当てられている

Txt ファイル
アイテム

必須 説明 例

デザイン名 ファイル > 情報 > デザインプロパティ
> テーマで表示されるデザイン名

Fish

コメント ここに挿入されたラインは、ファイル
> 情報 >デザインプロパティ >コメン
トで表示される。

カーブ効果を使用

ファイル名  CND デザインのファイル名。ファイル
の拡張子を含んではいけない。

ファイル :Fish

デザインサイズ 希望のデザインサイズを入力。実際の
デザインサイズはソフトウェアに由来
する。

幅 55.9mm x 高さ
74.5mm
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ステッチ数 デザインでの希望のステッチ数を入力。
実際のステッチ数はソフトウェアに由
来する。

ST:6,780

色数  デザインの合計色数を指定。 色数 :8

糸名 1



初の糸名を入力。糸チャートで糸名
が検索される。糸名はファイル > デザ
インプロパティ > ストップ順序タブで
表示される。

1.Tropical Sunset

糸名 2  第 2 の糸名を入力。 2.Saffron

糸名 3  第 3 の糸名を入力。 3.Palepowder Blue

糸名 4  第 4 の糸名を入力。 4.Tropical Sunset

糸名 5  リストに更に糸名を追加。 5.Palepowder Blue

刺繍糸コメント 適切な糸番号の下にコメントを入力。 カーブ効果

糸名 6  6.Tropical White

糸名 7  7.Tropical Sunset

糸名 8  8.Palepowder Blue

Txt ファイル
アイテム

必須 説明 例
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第 41 章

生産用にデザインを出力する

刺繍デザインを作成し終えたら、ステッチ用に直接マシンに送信したり、特定のマシン
フォーマットまたは刺繍ディスクに保存します。

EmbroideryStudio お使いのソフトウェアのオプションにより、ステッチマネジャー , マ
シンマネジャー、コネクションマネジャーでマシンに送信できます。マシンマネジャー
の説明は増補版マシンマネジャーに記載されています。

参考　デザインファイルから刺繍機のオペレーター用に製作ワークシートを出力できま
す。詳細はデザインのレポートを印刷するをご覧ください。

デザインをマシンに送信する

近のマシンでは USB や無線ネットワークを使用できます。EmbroideryStudio はこれら
の接続をコネクションマネジャーを介してサポートしています。旧型のマシンでは通常
シリアルポート接続を使用します。EmbroideryStudio ではステッチマネジャーを介して
これらのマシンに接続することができます。

メモ　マシンマネジャーとその操作に関する情報は、マシンマネジャー増補版に記載さ
れています。

0101010101010

0101010101010

0101010101010

0101010101010
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コネクションマネジャーにデザインを送信する

近のマシンでは USB や無線ネットワークを使用できます。これらはディスクドライブ
として表示されるか、PC のフォルダからデザインを読み込めるよう設定されます。ジャ
ノメ MB-4 やバルダン LEM のようなマシンには専用の接続ソフトウェアがあります。
EmbroideryStudio はコネクションマネジャーを介してこれらのマシンに接続することが
できます。各マシンの接続は :

 固有の名前と「クイックアクセス」ボタンがあります。

 デザインを送信できる固有のフォルダがあるものもあります。ここでマシンのコント

ロールパネルまたは第三者接続ソフトウェアからアクセスします。

コネクションマネジャーでデザインを送信するには

 送信するマシンが PC に正しく接続されていることを確認してください。詳細はマシン

のマニュアルをご覧下さい。

 すでに接続を設定している場合は、クイックアクセスボタンをクリックし、デザイン

を設定した場所に送信します。

 またはコネクションマネジャーに送信アイコンをクリックします。すでに接続を設定

している場合は、コネクションマネジャーに送信ダイアログが開きます。接続の設定
がない場合は、設定を行うよう指示がでます。詳細はコネクションマネジャー用にマ
シンを設定するをご覧ください。

 ドロップリストから接続を選択し、送信をクリックします。

 マシンコントローラーか第三者接続ソフトウェアで、ネットワークまたは PC フォルダ

からデザインにアクセスします。

 デザインを呼び出しまたは送信し、マシンでステッチします。

関連項目

 コネクションマネジャー用にマシンを設定する

標準 > コネクションマネジャーに送信を使用し、メーカー専用のマシンソフトを
介して使用可能なマシンに接続します。

クイックアクセスボタンは
既存のマシン接続に

クリックしてその他の
接続を設定する

接続を選択

送信をクリック
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 利用可能なファイルとディスクフォーマット

WiFi USB メモリにデザインを送信する

一旦設定を行なうと、共有フォルダを監視し、ワイヤレスネットワークを介してマシン
メモリにデザインを転送するマシンに接続することができます。

デザインは、標準ツールバーにある関連するマシンアイコンをクリックするだけで送信
できます。またデザインライブラリでデザインを選択し（複数可）、アイコンをクリック
することで直接行なうこともできます。

デザインが共有フォルダに送信されると、マシンに取り付けられた関連する WiFi USB メ
モリでデザインが検地され、アップロードされます。デザインはマシンのコントロール
パネル上に表示され、通常の USB メモリと同じ要領でアクセスすることができます。

メモ　WiFi USB メモリは、ステッチデータを 高 16MB まで保持することができます。こ
れは一般的な保管装置としてではなく、生産用を目的としています。不要なファイルで
WiFi USB メモリがいっぱいにならないように、共有フォルダは定期的に空にする必要が
あります。

関連項目

 WiFi USB のマシンネットワーク

ステッチマネジャーにデザインを送信する

デザインが完成したら、フォーマットを変更することなくサポートされているどのマシ
ンでもステッチすることができます。選択したマシンでデザインに使用している機能を
サポートしていない場合は、その機能は無視されます。複数のデザインを連続して送信

デバイスをマシンに接続

クリックし、デザインを
マシンに送信

旧機能 > ステッチマネジャーに送信を使用し、基のデザインフォーマットを変更
することなくマシンにデザインを送信します。
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する場合は、デザインは自動的にキューに置かれ、一度に 1 つのデザインが刺繍されま
す。

ステッチマネジャーにデザインを送信する

1 送信するマシンが PC に正しく接続されていることを確認してください。詳細はマシン

のマニュアルをご覧下さい。

メモ　デザインをマシンに送信する前に、マシンは EmbroideryStudio で設定しなくて
はいけません。

2 デザインを開きます。

3 ステッチマネジャーに送信アイコンをクリックします。ステッチマネジャーに送信ダ

イアログが開きます。

4 マシン ID リストから、マシンを選択します。必要に応じて設定をクリックし、マシン

の設定を変更します。

5 出力時のマシンフォーマットリストから、正しいマシンフォーマットを選択します。

必要に応じてフォーマットの設定をクリックして、マシンフォーマットの設定を変更
します。

メモ　使用するマシンフォーマットが現在のフォーマットと異なる場合は、この
フィールドは自動的に更新されます。出力時のマシンフォーマットフィールドの更新
を知らせるメッセージを受け取るようにするには、マシンフォーマット変更を指示を
選択します。

6 OK をクリックしてステッチマネジャーに送信ダイアログに戻ります。

7 OK をクリックします。ステッチマネジャーダイアログが開き、刺繍が行われるファイ

ルのリストが表示されます。

参考　列からデザインを削除するには、そのデザインを選択してキャンセルをクリッ
クします。

関連項目

 ハードウェア設定

 ステッチマネジャー用にマシンを設定する

 マシンフォーマット

 標準マシンフォーマット

 利用可能なファイルとディスクフォーマット

マシンを選択

マシンフォーマット
を選択
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マシンにデザインをエクスポートする

マシンにより使用する言語は異なります。各マシンには独自のコントロールコマンドが
あります。デザインを刺繍する前に、これらの機能をマシンが読み取れるフォーマット
にしなければなりません。マシンまたは「ステッチ」デザインは低レベルフォーマット
で、マシンで直接使用できるフォーマットです。このフォーマットにはステッチの座標
とマシン機能が含まれます。通常マシンにデザインを送信するときに作成されます。ま
たフォーマットはディスクやメモリースティックに保存する際に変換されます。

メモ　デザインライブラリの変換機能は、EMB や使用可能なデザインファイルタイプに一
括変換することができ、またその逆も可能です。また DST、EXP、SEW などのマシンファ
イルフォーマットも一括変換することができます。デザインを変換するも併せてご覧く
ださい。

デザインをマシンファイルにエクスポートする

デザインをマシンファイルフォーマットに変換するには、ファイル > マシンファイルに
エクスポートを選択します。EmbroideryStudio では主要なフォーマットの読み取り / 変
換ができます。EmbroideryStudio で作成したデザインは、通常 高の結果を得ることが
できますが、その他のファイルタイプでは変換に必要なデータが不足する可能性があり
ます。

旧式のマシンではデザインは専用の刺繍ディスクに保存することもできます。詳細は刺
繍ディスクを使用するをご覧ください。

注意　選択したファイルフォーマットでデザインに使用した機能が有効でない場合、機
能は変換されます（例：フレックススプリットステッチはタタミに変更されるなど）。

関連項目

 マシンフォーマット

 デザインを変換する

 コネクションマネジャーにデザインを送信する

 刺繍ディスクを使用する

 利用可能なファイルとディスクフォーマット

メルコ CND フォーマットでデザインを保存する

EmbroideryStudio ではメルコ CND フォーマットでファイルを保存できます。ステッチタ
イプ、装飾的な埋め込み、効果などのステッチの質に関する機能の中には、うまく変換

標準 > マシンファイルにエクスポートを使用し、現在のデザインを刺繍用にマシ
ンファイルにエクスポートします。

マシンファイル
フォーマットを選択
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されないものもあります。ファイルを CND フォーマットで保存したい場合、メルコ
EDS-III ソフトウェアと互換性のある入力方法、ステッチタイプ、ステッチ効果のみ使用
します。

糸切り機能

スーパースター互換のマシンには、トリマーがついていません。トリマーのないマシン
でデザインをステッチしたい場合は、マシンに糸切りコードを出力しないように設定し、
マニュアルで糸切りを行なうデザインをデジタイズしてください。CND の以前のバージョ
ンでは、メルコの糸切りコードはサポートされていません。この場合、マシンフォー
マット値をジャンプとして糸切りを出力させるように設定してください。

タタミのターンステッチ

CND フォーマットに保存する時は、タタミのターンステッチをどのように変換するかを指
定する必要があります。タタミのターンステッチがあるコラム A などのオブジェクトは、
CND フォーマットの以前のバージョンはサポートされていません。その場合スーパース
ター互換のマシンでは、タタミのターンステッチは EDS のマニュアルに相当するウォー
クステッチに変換されます。旧式のマシンでは、単一のステッチ角度を持つノーマルな
タタミに変換し、それから EDS のタタミに相当するノーマルな埋め込みに変換する必要
があります。

メルコ CND フォーマットでデザインを保存するには

1 ファイル > マシンファイルにエクスポートを選択します。デザインをエクスポートダ

イアログが開きます。

2 ファイルの種類リストからメルコ CND ファイルを選択します。

3 ファイル名フィールドでデザインの名前を入力します。

4 オプションをクリックします。CSD 保存オプションダイアログが開きます。

5 タタミのターンステッチを変換するのに必要なオプションを選択します。

オプション 目的

スーパースター
互換

タタミのターンステッチを、ウォーク (EDS のマニュアルに相当
) に変換します。タタミの複合埋め縫いは、ノーマルなタタミ
(EDS のタタミに相当 ) として出力されます。スーパースター互
換のマシンには、トリマーがついていません。

複合埋縫として
タタミを出力

タタミのターンステッチを、ノーマルタタミ（一方向）に変換し
ます。

メルコ CND ファイル
フォーマットを選択

オプションを
選択
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メモ　これらの機能は、CND デザインをマシンに送信する時にも利用できます。

6 OK をクリックし、保存をクリックします。

関連項目

 標準マシンフォーマット

 メルコ CND フォーマット

 メルコ CND フォーマットを WilcomEMB に変換する .

デザインをシンガー CSD フォーマットに保存する

CSD 保存オプションでは CSD タイプ 1 とタイプ 2 どちらかを選択することができます。

デザインをシンガー CSD フォーマットで保存するには

1 ファイル > マシンファイルにエクスポートを選択します。デザインをエクスポートダ

イアログが開きます。

2 ファイルの種類のリストから CSD を選択します。

3 ファイル名フィールドでデザインの名前を入力します。

4 オプションをクリックします。CSD 保存オプションダイアログが開きます。

5 使用する CSD ファイルタイプオプションを選択します。

 タイプ 2 は POEM マシン用の CS1.2B ソフトウェアに導入されています。

 タイプ 2 は POEM マシン用のシンガー EU ソフトウェアでも使われています。

 タイプ 2 は糸色の RGB 値とデザインのアイコンも格納しています。

6 OK をクリックし、保存をクリックします。

関連項目

 EmbroideryStudio でマシンファイルを開く

シンガー CSD ファイル
フォーマットを選択

オプションを選択する
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刺繍ディスクを使用する

ペーパーテープは、ステッチデータフォーマットのデザインを保存するための旧式の媒
体です。ペーパーテープの代替として広く使用されている刺繍ディスクは、旧式のマシ
ンからデザインを転送する際に使用されるフロッピーディスクです。EmbroideryStudio
では刺繍ディスクをフォーマットしデザインを保存できます。使用するフォーマットは、
使用するマシンにより異なります。デザインは一般的にステッチデータフォーマットで
保存されますが、メルコなど圧縮ファイルフォーマットで保存される場合もあります。

またデザインは様々なフォーマットの刺繍ディスクから、直接 EmbroideryStudio に開く
こともできます。デザインを一度読み込むと、変更を加えずに出力したり、オリジナル
のフォーマットで出力したりでき、そのデザインを EMB ファイルとしても保存できます。
またデザインをオブジェクトに変換し、変換後にデザインを拡大 /縮小したり、変更を
加えたりできます。EmbroideryStudio でマシンファイルを開くも併せてご覧ください。

刺繍ディスクからデザインを読み込む

特別にフォーマットされた 1.44MBDS/HD（ダブルサイド、高密度）) 刺繍ディスクから、
その他のフォーマットのデザインを開くことができます。

刺繍ディスクからデザインを読み込むには

1 フロッピーディスクドライブに刺繍ディスクを挿入します。

2 刺繍ディスク > 開くを選択します。

刺繍ディスクを開くダイアログが開きます。

3 参照する場所から、フロッピーディスクドライブを選択します。

4 ディスクフォーマットを選択します。以下のどちらかを選択します。

旧機能 > 刺繍ディスクを使用し、専用の刺繍ディスクからデザインを開いたり、
保存します。

「開く」を選択

ドライブを選択

フォーマットを選択
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 ディスクフォーマットリストからフォーマットを選択します。

 自動検索を選択し、EmbroideryStudio で自動的にフォーマットを決定します (こち

らの方は処理時間が長くなります )。

5 OK をクリックします。刺繍ディスクから開くダイアログが開きます。

6 デザインのタイプリストからデザインタイプを選択します。ディスクに保存されたデ

ザインはすべてパネルで一覧されます。デザインが一覧されない場合は、正しいドラ
イブとディスクフォーマットが選択されているかどうかを確認してください。

メモ　オプションボタンが選択可能な場合、デザインの認識オプションが設定できま
す。

7 開くをクリックします。

関連項目

 利用可能な刺繍ファイルフォーマット

 メルコ CND フォーマット

 Gunold PCH フォーマットから Wilcom EMB への変換

 オブジェクトを認識して / 認識せずにマシンファイルを開く

刺繍ディスクをフォーマットする

刺繍ディスクは、使用するマシンに合うようにフォーマットされなければなりません。
フォーマットが適切でない場合、マシンはデザインを読み取ることができません。旧式
のパソコンは一般的に 1.44MB 対応のドライブを装備しています。ほとんどのマシンは高
密度のディスクを使用するので、通常はデザインの転送に問題はありません。詳細はマ
シンのマニュアルをご覧下さい。

刺繍ディスクをフォーマットするには

1 パソコンのフロッピーディスクドライブに、3.5 インチのフロッピーディスクを挿入し

ます。

メモ　パソコンではなく、刺繍機で必要なディスクタイプを使用してください。

デザインタイプ
を選択

旧機能 > 刺繍ディスクを使用し、専用の刺繍ディスクをフォーマットします。
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2 刺繍ディスク > フォーマットを選択します。

刺繍ディスクをフォーマットダイアログが表示されます。

3 ドライブリストから、フロッピーディスクドライブを選択します。

4 ディスクフォーマットリストから、使用するディスクのフォーマットを選択します。

5 確定するには OK をクリックします。フォーマットダイアログが表示されます。これは

MS Windows(R) のシステムダイアログなので、お使いの OS により異なる場合がありま
す。

6 容量リストからディスクの容量を選択します。

7 フォーマットオプションパネルで、「すべてフォーマット」オプションを選択します。

クイックフォーマットはディスクから全データが消去しますが、再フォーマットは行
われません。オプションをオフにすると、空のディスクを再フォーマットします。詳
細は MS Windows(R) のマニュアルをご覧ください。

8 開始をクリックします。進行状況がバーで表示されます。フォーマットが終了すると

メッセージが表示されます。

メモ　メルコ刺繍ディスクのフォーマットがうまく処理されない場合は、フロッピー
ディスクドライブで単密度フロッピーディスクの読み込み / 書き込みが可能かどうか
を確認してください。

デザインを刺繍ディスクに書き込む

フォーマットを選択

ドライブを選択

フォーマットを選択

容量を選択

クイックフォーマットのチェックを外す

旧機能 > 刺繍ディスクを使用し、専用の刺繍ディスクからデザインを開いたり、
保存します。
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特定のマシンで刺繍できるよう、デザインを刺繍ディスクに保存します。新規のフォー
マットで保存する時には、マシンでサポートされているマシン機能とコマンドをコード
化します。

デザインを刺繍ディスクに書き込むには

1 フロッピーディスクドライブに刺繍ディスクを挿入します。

2 刺繍ディスク > 名前を付けて保存を選択します。

刺繍ディスクに保存ダイアログが表示されます。

3 参照する場所から、フロッピーディスクドライブを選択します。

4 ディスクフォーマットを選択します。以下のどちらかを選択します。

 ディスクフォーマットリストからフォーマットを選択します。

 自動検索を選択し、EmbroideryStudio で自動的にフォーマットを決定します。

これまでにディスクに保存されたデザインは、すべてパネルで一覧されます。

メモ　ディスクがフォーマットされていない場合、あるいはフォーマットが正しくな
い場合は、フォーマットをクリックします。

5 デザイン名フィールドに、デザインの名前を入力します。

6 ファイル名フィールドに、ファイルの名前を入力します。

7 番号フィールドが有効な時は、ファイル番号を入力します。

すべてのマシンフォーマットにこの情報が必要な訳ではありません。刺繍ディスクの
タイプにより、このネーミングシステムがサポートされていない場合は、このオプ
ションは選択できません。ダイアログでも分かるように、タジマ機では自由にファイ
ル名が指定でき、番号と名前の両方のシステムをサポートしています。

8 マシンフォーマットリストから、マシンフォーマットを選択します。

刺繍機の中には異なるフォーマットを読み取れるものがあります。例えば、タジマ機
の中には、タジマフォーマットの他にバルダンフォーマットも読み込めるものがあり
ます。

参考　マシンフォーマットの設定を表示 / 変更するには、設定をクリックします。

「名前を付けて保存」を選択

ドライブを選択

フォーマットを選択

必要に応じて
ファイル番号を

入力

デザイン名を入力

ファイル名を入力

クリックして設定を
表示 / 変更

マシンフォーマット
とデザインファイル

の種類を入力
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9 デザインタイプのリストから、刺繍ディスクに保存するファイルタイプを選択します。

一般的には、1 つのファイルタイプのみが使用可能です。

10 可能な場合は、デザインファイルにデザインのサムネイルイメージが含まれるよう、

アイコンを保存を選択します。

このアイコンは、刺繍時に刺繍機のコントロールパネルに表示されます。

11 保存をクリックします。

注意　フロッピーディスクドライブのライトが点滅しなくなるのを待ってから、ディ
スクを取り出してください。

関連項目

 標準マシンフォーマット

複数のデコレーションファイルをエクスポートする

EmbroideryStudio ではマルチデコレーションのすべての構成要素を、特定の処理やマシ
ンに適したファイルフォーマットにエクスポートすることができます。
EmbroideryStudio はブリング（ラインストーン）デザイン、プリントデザイン、アップ
リケデザインなど刺繍以外のデザインの出力を行うことができます。

マルチデコレーションファイルをエクスポートは下記の処理を行えます。

 使用するマシンに直接入力（ も効率できな方法）、または

 マシンがサポートしてるソフトウェアで使用できるファイルフォーマットの作成

この機能は Wilcom デコレーションと CorelDRAW グラフィックスの両方のメニューからア
クセスすることができます。

 ファイル > マルチデコレーションファイルのエクスポート

直接接続が使用できるマシンには、2 つのコマンドがあります。

 ファイル > アップリケカッターに送信

 ファイル > ブリングカッターに送信

マルチデコレーションデザインのすべての構成要素を出力するには、これらのコマンド
のどれかを使用しなければなりません。
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デザインを印刷する

マルチデコレーションデザインでは、印刷処理する際に出力する必要があるものもあり
ます。この構成要素は「印刷」や「グラフィック」と呼ばれています。一般的によく使
用される印刷処理は：

 DTG（直接印刷）

 昇華型

 スクリーンプリント

 熱転写プリント

直接貼り付け生産

DTG プリントは、PC からの他の印刷物のように処理されます。プリントイメージは、プ
リンタドライバから MS Windows(R) プリントマネジャーを通して DTG プリンタに送信さ
れます。DTG プリント用のイメージの背景は、透明でなくてはいけません。DTG プリント
はイメージの熱定着を行い、洗えるようにします。

昇華型

昇華型印刷は DTG プリントに似ていますが、使用される固形インクは DTG プリントで使
用される液状インクに比べ、より均等なグラデーションを作成することができます。昇
華型印刷ではインクは剥離紙に印刷され、生地などに転写されます。

昇華は固形から気体に変化し、液体にはならずにまた固形になることを意味しています。
染料粒子がガスとして紙から移動し、生地や他の素材にポリマーで接着しされ、再度固
形となります。転写は高熱（205°C）と圧力を使用し、イメージは浸透し基質の一部と
なります。

スクリーンプリント

スクリーンプリントはより複雑な処理で、デザインを形成する各スポットカラー
（Pantone）のスクリーンを作成します。各デザインがどのように重なっているかにより、
スポットカラーで複数のスクリーンが必要になる場合もあります。

熱転写プリント

この処理は商業用途のプリントデザイン生産ではあまり使用されませんが、熱写紙を使
用します。アイロンや熱圧力で製品に熱で固定します。この処理は印刷と同じカテゴ
リーに分類されます。熱転写をサポートするプリンタには、製品に熱転写する為にイ
メージは逆にプリントされなくてはならない為、プリンタドライバには大抵自動反転機
能が含まれています。

関連項目

 デザインをグラフィックに出力する

アップリケデザイン

アップリケは、カットした生地 ( ピース）を他の生地に縫い合わせて作成していきます。
ピースはサテンや 3D サテンなどの刺繍ボーダーで布に縫いつけます。EmbroideryStudio
ではアップリケ生地をかたどったベクターイメージを出力します。この情報は使用可能
な MS Windows(R) カッターに直接送信されるか、アップリケの形状をマニュアルで切り
取る印刷テンプレートに出力されます。

関連項目

 アップリケをデジタイズする



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 885

ブリングデザイン

ブリング、ラインストーン、クリスタルは、どれも製品やテンプレートに配置する装飾
的なオブジェクトを意味する用語で、様々なサイズ、形状、色や材質があります。ブリ
ングデザインの作成には、2 種類の処理方法があります。

 ホットフィックステンプレート生産

 直接貼り付け生産

ホットフィックステンプレート生産

ホットフィックステンプレートの生産方法は 2 種類あります。

 ブリング転写 : セミオート処理でブリングはマシンで直接転写テープ（またはシート）

に配置されます。例として IOline CrystalPress と CAMS マシンが挙げられます。ブリ
ングデザインは、製品に熱転写されます（例：T シャツ）。

 ブリングテンプレート : これは転写前にラインストーンを配置するデザインレイアウ

トです。このテンプレートはカッターや彫刻機で作成されます。ラインストーンは手
動の塗りつぶし処理によりテンプレートにより配置され、転送テープに手動で転送さ
れます。

直接貼り付け生産

直接貼り付け生産は RhinestoneMachine.com Libero、Hirsch GemFix、Dairo Machine 
Company DK シリーズ（特に DK2400Auto）など様々なマシンでサポートされています。

参考　ブリングデザインはこれまでのバージョンの EMB に保存することができますが、
ブリングオブジェクトはベクターオブジェクトに変換されます。

関連項目

 ブリングをデジタイズする

 CAMS マシンにブリングを送信する

デザインの構成要素をエクスポートする

マルチデコレーションファイルのエクスポートは、マルチデコレーションデザインの出
力ファイルを効率よく作成することができます。デザイン構成要素は刺繍、グラフィッ
ク、アップリケ、またはブリングに認識されます。単発の注文で利益を上げるのに役立
ちます。下記の処理を行えます。

 サポートされているマシンへの直接入力（ も効率のよい方法）

 マシンがサポートしてるソフトウェアで直接使用できるファイルフォーマットの作成

メモ　プリンタやアップリケ、ブリングマシンが直接サポートされている場合、この方
法を使用する必要はありません。例えば、アップリケ切り取りやブリングテンプレート
の出力は、独自の方法があります。

デザインの構成要素をエクスポートするには

1 出力したいマルチデコレーションデザインを開きます。

標準 > マルチデコレーションファイルのエクスポートを使用し、それぞれ異なる
生産プロセスを行うデザイン項目をすべてエクスポートします。
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2 マルチデコレーションファイルをエクスポートアイコンをクリックします。

3 すべてのデザインのオブジェクトを出力したい場合は、現在のデザインをエクスポー

トを選択します。

予め特定のオブジェクトを選択していない限りは、これが唯一のオプションで初期設
定となります。

4 またはエクスポートしたいマルチデコレーションの構成要素を、項目パネルで選択し

ます。

5 エクスポートする構成要素にブリングを選択している場合、任意で複数ファイルまた

はシングルファイルを選択します。

複数ファイルを選択すると、他のブリングタイプ（例 : サイズ、色、形状など）は別
のファイルに出力されます。ファイルを複数出力できる機能は、ラインストーンのテ
ンプレートを作成する際の手動での塗りつぶし処理で使用します。

参考　お使いのカッティングマシンにより、カットするアウトラインのみエクスポー
トする場合もあります。ブリングパレットエディタでプリセットします。この方法で

有効なすべての
デザインオブジェクト

を出力

必要に応じて特定の
デザイン構成要素を

選択

必要に応じて
エクスポート場所を

調整

デザインファイル名と
異なる場合は、

エクスポートファイル
に名前をつける

1

2

3
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エクスポートしたブリングオブジェクトの色情報はそのまま維持され、切り取りアウ
トラインはヘアラインで表示されます。

6 各構成要素は、ドロップリストから使用するファイルタイプを選択します。

刺繍フォーマットを選択した場合、関連するオプションボタンが使用可能になります。
セミオートマシンのブリングには、AI フォーマットを選択します。その他のカッティ
ングマシンには、直接 CDR フォーマットに保存できます。

7 オプションボタンをクリックします ( 有効な場合）。

オプションが設定されていない場合は、システムは各ファイルフォーマットの初期設
定を使用します。選択したファイルタイプが PNG の場合、デザイン構成要素は透明度
をオンにしてエクスポートされます。初期設定は下記のとおりです。

 カラーモード：RGB カラー（24 ビット）

 透明度：オン

 アンチエイリアス：オン

 アスペクト値の保持：オン

 解像度：300DPI

初期 DPI 設定は CorelDRAW オプションダイアログから変更できます。

8 エクスポートする場所を選択します。

 設定した場所にエクスポート ( 初期設定 ): 異なるファイルを保存する場所をプリ

セットします。生産環境によっては、各ファイルはその処理ごとにネットワーク場
所に入れなくてはならない場合があります。

必要に応じてビット
マップファイルの
エクスポート解像度
を変更
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 エクスポート先:すべてのファイルを保存する場所を特定します(例:USBスティッ

ク）。フォルダーは一旦設置されると変更されることはまれですが、調整や書き換
えが必要な場合があります。

9 必要に応じて、選択したすべてのマルチデコレーションの構成要素で使用するファイ

ル名を入力します。

ファイル名の入力がないと、初期設定のデザインファイル名が使用されます。

10 エクスポートをクリックします。

選択したすべての構成要素が選択した場所に書き込まれます。

 ファイルの種類が選択されていないと場所ダイアログが表示します。この段階で初

期設定のファイルタイプを選択したり、無効にすることができます。

 拡張子と保存場所が同じファイルがある場合は、ファイルは構成要素の接尾がつい

た名前が作成されます。

 保存先フォルダにすでにファイルが存在している場合は、上書き、省略、処理を

キャンセルするオプションを選択できます。

 刺繍ファイル出力にはチームネームが含まれている場合、チームネーム出力オプ

ションダイアログが開きます。

関連項目

 利用可能なファイルフォーマット

 使用可能なグラフィック＆マルチデコレーションのファイルフォーマット

 ブリングテンプレートを出力する

 アップリケの形状を切り出す

 複数のデコレーションファイルをエクスポートする

 エクスポート先を設定する

 ファイル名に関する決まり事

 ブリングパレットを設定する

 チームネームデザインを出力する

エクスポート先を設定する

生産環境によっては、各ファイルはその処理ごとに特定の場所に入れなくてはならない
場合があります。例えばタジママシンネットワークでは、マシンで直接確認できるよう
すべてのファイルを特定のフォルダに入れる必要があります。同様に処理が行われた
ファイルフォーマットは、マシンを交換した等の変更しない限りは変更されません。マ
ルチデコレーションファイルのエクスポート処理のエクスポート初期設定を設定したい
場合は、下記の手順に従ってください。

標準 > マルチデコレーションファイルのエクスポートを使用し、それぞれ異なる
生産プロセスを行うデザイン項目をすべてエクスポートします。
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エクスポート先を設定するには

1 マルチデコレーションファイルのエクスポート処理を行います。

2 初期設定のマルチデコレーションファイルエクスポート設定を設定または変更するに

は、場所ボタンをクリックします。

3 参照ボタンから各デザイン要素の初期設定のファイルの場所を選択します。

4 OK をクリックして終了します。

一旦設定を行うと、設定は継続的に記憶されます。

参考　プリセットした場所は、エクスポート先オプションで選択した場所 ( 例：USB
スティックなどその時だけエクスポートする場所）で上書きされます。

関連項目

 デザインの構成要素をエクスポートする

選択したオブジェクトをエクスポートする

マルチデコレーションデザインで選択したオブジェクトのみをエクスポートしたい場合、
マルチデコレーションファイルをエクスポートはデザインウィンドウでエクスポートし
たいオブジェクトを選択することができます。

選択オブジェクトをエクスポートするには

1 マルチデコレーションデザインを作成または開きます。

初期設定のファイルの
エクスポート先を設定

初期設定のファイル
エクスポートの場所

プリセット場所を
無効にする

標準 > マルチデコレーションファイルのエクスポートを使用し、それぞれ異なる
生産プロセスを行うデザイン項目をすべてエクスポートします。
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2 エクスポートしたいオブジェクトを選択します。以下の例では下層のテキストは含め

ず、「DANCE」の文字のみエクスポートします。

3 マルチデコレーションファイルをエクスポートアイコンをクリックします。

4 選択オブジェクトのみエクスポートオプションを選択します。

このチェックボックスは、デザインウィンドウでオブジェクトが選択されている場合
のみ使用可能になります。

5 必要に応じてエクスポート先を調整し、エクスポートをクリックします。

選択したオブジェクトのみがファイルにエクスポートされます。

関連項目

 デザインの構成要素をエクスポートする

ファイル名に関する決まり事

初期設定では、デザイン名フィールドは現在のデザイン名が使用されます（例：「デザイ
ン 1」）。これは必要に応じて変更することができます。この名前はマルチデコレーション
ファイルをエクスポートダイアログでエクスポートしたすべてのファイルに適用されま
す。

「選択オブジェクトのみ
エクスポート」を選択

初期設定ファイル名
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構成要素に関わらずエクスポートしたファイルが同じファイル拡張子と場所を持つ場合、
ファイル名は以下に習い自動的に拡張子が付けられます。

用例

マルチデコレーションファイル「Design1.EMB」には、刺繍、グラフィック、アップリ
ケ、ブリングが含まれます。選択したファイルタイプによって、下記のファイル名がつ
けられます。

ブリングの複数ファイル出力

デザイン中のブリングオブジェクトにサイズ、形状、色が異なるラインストーンが使用
されている場合、設定ダイアログの複数ファイル出力オプションを選択すると、ファイ
ルは以下のような形になります。

 < ファイル名 >_SSx_< 色 >

 < ファイル名 >_SSx_< 色 >_< 形状 _ 名前 >

 < ファイル名 >_< 色 >_< 形状 _ 名前 >_<XxY>

例：下記のブリングタイプのデザインの場合：

参考　プリントプレビューでは、どのラインストーンがどのファイルに含まれているか
みることができます。

関連項目

 利用可能なファイルフォーマット

 ブリングテンプレートを出力する

デザイン項目 拡張子

刺繍 _EMB

グラフィック _GFX

アップリケ _APQ

ブリング _BLG（単一のファイル）

デザイン項目 ファイルタイプ ファイル名

刺繍 Wilcom EMB Design1_EMB.EMB

グラフィック CorelDRAW Design1_GFX.CDR

アップリケ AutoCAD Design1_APQ.DXF

ブリング Adobe Illustrator Design1_BLG.AI

ブリングタイプ 出力ファイル名

エメラルド色のネコ目 8x4mm Design1_ エメラルド _ ネコ目 _8x4.PLT

クリスタルカラーのフラワー SS16 Design1_SS16_ クリスタル _ フラワー
.PLT

アクアマリンカラーの SS04 Design1_SS04_ アクアマリン .PLT
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第 42 章

刺繍枠をセットする

刺繍枠とは木、プラスチックまたは鉄で作られたデバイスで、内側と外側の輪の間に生
地と当て布をしっかりと挟み込みます。枠はマシンのフレームに取り付けられており、
刺繍のマシンベッドに対して生地をピンと張った状態で押さえます。生地はステッチを
する前に刺繍枠にかけなくてはいけません。EmbroideryStudio では数多くの刺繍枠の中
からお好きなものを選択できます。また独自の刺繍枠を一から定義したり、標準の刺繍
枠を基に作成することもできます。

自動刺繍枠は：

 EmbroideryStudio で刺繍ライブラリから刺繍枠を選択します。

 デザインウィンドウや製作ワークシートのデザインプレビューエリアで選択した刺繍

枠を表示 / 非表示にします。レポートを印刷するも併せてご覧ください。

 円形、楕円形、四角形、角の丸い四角形または正方形でユーザー設定の刺繍枠の作成 /

編集 / 削除を行います。

 デザインウィンドウと印刷プレビューで刺繍枠にズームします。

刺繍枠 & テンプレート

ステッチを行うには、生地のパターンと織り目が刺繍枠に水平になるよう刺繍枠に一定
の圧力をかけ、生地を刺繍枠に真っ直ぐに配置することが重要です。生地はバイアス方
向に横伸びする為、ステッチを湾曲させたり、しわの原因になります。刺繍枠にはそれ
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ぞれ縦方向と横方向の中心マークがあり、生地とデザインを整列させる手助けになりま
す。

刺繍枠の多くは透明のプラスチックテンプレートが付属しているものもあります。テン
プレートには整列ラインと位置マークをつけられる小さな穴がついています。刺繍枠テ
ンプレートの表示は刺繍枠とは独立してオン / オフにすることができます。

テンプレートの用途：

 テンプレートには整列ガイドマークが付いています。刺繍枠にデザインを配置する手

助けになります。

 テンプレートは整列ガイドマークは印刷することもできます。印刷したデザインを切

り取り、刺繍枠と実際のテンプレートを配置します。

刺繍枠リストを設定する

当ソフトウェアでは様々な種類のデザインに対応できるよう、様々なタイプの工業ブラ
ンドの刺繍枠が用意されています。My 刺繍枠リストを作成し、使用するお持ちの刺繍枠
を加えます。刺繍枠にない刺繍枠を使用するには、独自の刺繍枠を定義し後に使用でき
るよう保存することができます。

表示 > 刺繍枠表示をクリックし、刺繍枠表示のオン / オフを切り替えます。右ク
リックで刺繍枠の設定を変更します。
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メモ　自動刺繍枠機能は My 刺繍枠リストからのみ選択することができます。自動刺繍枠
を使用するには、まずこのリストを設定する必要があります。

刺繍枠リストを設定するには

 刺繍枠表示アイコンを右クリックします。初めて行う場合は My 刺繍枠ダイアログが開

いた状態でオプションダイアログが開きます。または My 刺繍枠ボタンをクリックしま
す。

 My 刺繍枠ダイアログで使用可能な刺繍枠リストを設定します。リストから刺繍枠を選

択し、矢印ボタンで割り当てます。

 確定するには OK をクリックします。選択した刺繍枠のみ手動 /自動選択で使用できま

す。

参考　標準の刺繍枠リストに表示されない刺繍枠を使用する場合は、円形、楕円形、
四角形などを使用し独自の刺繍枠を定義することができます。

クリックし、独自の
刺繍枠リストを設定

ユーザー設定リストに
刺繍枠を追加
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関連項目

 刺繍枠を自動的に選択する

 ユーザー設定刺繍枠を作成する

自動スタート / エンドを設定する

刺繍機の中には、ステッチ前に刺繍枠を正確に配置する必要があるものもあります。自
動スタート＆エンド機能はデザインの始めと終わりのステッチを繋ぐのに使用します。
この機能を使用すると、ステッチの前に針を位置付けるのが簡単になり、針がフレーム
に当たってしまう危険性も少なくなります。

メモ　デザインを自動センタリングするマシンでは、自動スタート / エンド設定は無視
されます。

自動スタート / エンド点を設定するには

 自動スタート / エンドアイコンを右クリックします。

 適用チェックボックスを選択し、デザインの初めと 後のステッチを繋ぎます。

 自動的に維持を選択し、デザインを編集した後にデザインの中心を維持します。

 センタリングの方法を選択します。

表示 > 自動スタート＆エンドを使用し、現在の設定に従い自動スタート / エンド
機能のオン / オフの切り替えを行います。右クリックし設定を調整します。

「自動スタート / エンドを
適用」を選択

センタリング方法
を選択

つなぎ糸の方向を
指定

予めエンド点を選択

スタート / エンド点を
別々の場所に指定する

場合はクリック

つなぎ糸のタイプ
を指定

方法 詳細

自動スタート /
エンド

初期設定ではスタートおよびエンド点はデザインの中心とされ
ており、そこにつながるつなぎ糸が自動的に生成されます。予
め設定されている 9 つのエンド点から 1 つ選択します。

スタート点に戻る エンド点からスタート点までの、つなぎ糸を作成します。
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 方向パネルでつなぎ糸の方向を横方向、縦方向またはその両方を選択します。

 つなぎ糸パネルで、つなぎ糸のタイプと長さを選択します。

 確定するにはOKをクリックします。つなぎ糸(ランニングもしくはジャンプ)がデザイ

ンの 初と 後に挿入されます。

注意　チームネームに通常のスタートとエンドを設定しようとすると、問題が起こる
場合があります。

関連項目

 つなぎ糸のタイプ

 チームネームデザインを出力する

刺繍枠を自動的に選択する

刺繍枠の選択は今までになくシンプルで簡単になりました。システムが適切な刺繍枠を
自動的に選択します。自動刺繍枠はデザイン全体が収まる一番小さな刺繍枠を検索しま
す。自動刺繍枠表示は My 刺繍枠リストからのみ刺繍枠を選択するので、予め選択した刺
繍枠からの提示となります。

任意点をデジタイ
ズ

刺繍デザインのスタート / エンド点を厳密に定義したいマルチ
デコレーションデザインで主に使用されます。これを選択する
場合は、OK をクリックした後でポイントを選択するように促さ
れます。スタートとエンドを別の場所に指定する場合は「ス
タートとエンド点を別々にデジタイズ」チェックボックスに
チェックを入れます。

方法 詳細

両方向縦方向のみ 横方向のみ

表示 > 自動刺繍枠をクリックし、システムに適切な刺繍枠を自動的に選択させま
す。
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刺繍枠を自動的に選択するには

 デザインを開き自動刺繍枠アイコンをクリックするか、デザイン > 自動刺繍枠メ

ニューからコマンドにアクセスします。定型の刺繍枠のライブラリの中から
EmbroideryStudio が適切な刺繍枠を検索します。

 My 刺繍枠リストが空の場合、ユーザー設定リストを作成するよう指示があります。

 システムが現在の刺繍デザインに適合する適切な刺繍枠を検索できない場合、新しい

刺繍枠をマニュアル / 自動で作成するオプションが記載されているメッセージが表示
されます。
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 システムに適当な刺繍枠を生成させたい場合は、自動作成をクリックします。

EmbroideryStudio でデザインの大きさに合った円形または四角形の刺繍枠が作成され
ます。大きさに応じて名前が作成されます ( 例：「円形 100mm」)。

 ユーザー設定の刺繍枠テンプレートを定義したい場合はマニュアル作成 / 選択をク

リックします。

 表示>ズーム>刺繍枠にズームを選択するか、Alt + 0を押してデザインウィンドウに刺

繍枠全体を表示します。

 または表示メニューから刺繍枠テンプレート表示をオンにします。テンプレートはグ

リッドの代わりに使用することができます。特にワークシートに印刷したテンプレー
トは、正しい位置と方向でデザインを刺繍枠に配置するのに使用します。
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参考　現在の刺繍枠名はプロンプトラインに表示されます。

関連項目

 刺繍枠リストを設定する

 ユーザー設定刺繍枠を定義する

手動で刺繍枠を選択する

My 刺繍枠リストから使用したい刺繍枠を手動で選択することができます。刺繍枠はデザ
イン全体を収めることができる一番小さいものを選択するのが一般的です。ステッチ中
に生地が動かないようにしっかりと固定します。デザインを出力した場合、ほとんどの
マシンは刺繍枠内にデザインをセンタリングします。マシンの中には針位置のスタート
位置にデザインをセンタリングするものもあります。これらのマシンには自動スタート /
エンド設定でスタート点を設定することができます。

EmbroideryStudio では一般的にデザインは刺繍枠の真ん中になるよう表示されますが、
マニュアルオプションで刺繍枠位置をロックすることができます。このオプションを選
択するとデジタイズしても刺繍枠は自動的に中央に移動しません。自動センタリングを
オンに戻し、デザインが選択した刺繍枠にフィットするかどうか確認するとよいでしょ
う。

刺繍枠を変更するには

 デザインを開き、刺繍枠表示アイコンをクリックします。現在の刺繍枠が表示されま

す。この刺繍枠は作業しているデザインにフィットしない場合があります。

表示 > 刺繍枠表示をクリックし、刺繍枠表示のオン / オフを切り替えます。右ク
リックで刺繍枠の設定を変更します。

ズーム > 刺繍枠にズームをクリックし、デザインウィンドウに刺繍枠全体を表示
します。
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 アイコンを右クリックします。オプション > 刺繍枠ダイアログが開きます。

 My 刺繍枠リストから刺繍枠を選択します。現在お持ちの刺繍枠のみ追加したリストを

My 刺繍枠で設定します。

 位置パネルで刺繍枠の位置を選択します。

 自動センタリング : デザインは常に刺繍枠の中央に配置されます。

通常刺繍枠の中央はデザインの中央に置かれますが、針のスタート位置にセンタリ
ングするオプションもあります。このオプションは通常自動スタート / エンド設定
と共に使用します。

 マニュアル : 刺繍枠表示が基の位置から動かないようにしたい場合に、このマニュ

アルオプションを使用します。このオプションを選択するとデジタイズしても刺繍
枠は自動的に中央に移動しません。このオプションは刺繍とプリントを組み合わせ
たい場合や胸ポケットなど特定の位置にステッチしたい場合に使用します。

刺繍枠を選択

編集後、デザインは自動的に
中央に配置される

デザインは同じ位置に
とどまる
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 マニュアル>刺繍枠中央にセット:刺繍枠を中央にセットするポイントをデザイン中

にデジタイズします。

 OK をクリックします。刺繍枠中央にセットを選択している場合、刺繍枠を中央にセッ

トするポイントクリックします。

 表示ツールバーで刺繍枠をオン / オフにします。

 あるいは刺繍枠にズームアイコンをクリックして表示>ズーム>刺繍枠にズームを選択

するか、または Alt+0 を押し、デザインウィンドウに刺繍枠全体を表示します。

 あるいはオプションダイアログまたは表示メニューから刺繍枠テンプレート表示をオ

ンにします。テンプレートは刺繍枠内にデザインを配置するのに使用できます。

参考　刺繍枠テンプレートは位置ガイドマークと共に製作ワークシートに含めること
ができ、印刷したデザインを切り取り、刺繍枠内に配置することができます。テンプ
レートのマークは実際の刺繍枠テンプレートに合わせるのに使用します。

関連項目

 グリッドとルーラー & ガイドを表示する

 スクロールオプションを設定する

ユーザー設定刺繍枠を作成する

標準の刺繍枠リストに表示されない刺繍枠を使用する場合は、円形、楕円形、四角形な
どを使用し独自の刺繍枠を定義することができます。

刺繍枠テンプ
レートを表示
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ユーザー設定刺繍枠を定義する

刺繍枠リストにない大きさの刺繍枠を使用する場合、実際に使用する刺繍枠の大きさに
合わせユーザー設定刺繍枠を定義することができます。長方形、楕円形、円形、正方形
の刺繍枠は様々なフォーマットで定義することができます。

ユーザー設定刺繍枠を定義するには

1 刺繍枠表示を右クリックします。オプション > 刺繍枠ダイアログが開きます。

2 作成をクリックします。刺繍枠の作成ダイアログが開きます。

3 ドロップダウンリストから、作成したい刺繍枠のフォーマットを選択します（例：四

角形、円形など）。

4 刺繍エリアの大きさパネルでステッチ範囲の特性を入力します。

 円形 : 円形のステッチ範囲で直径のみ特定します。

表示 > 刺繍枠表示をクリックし、刺繍枠表示のオン / オフを切り替えます。右ク
リックで刺繍枠の設定を変更します。

新しい刺繍枠を作成

フォーマットを
選択

直径を入力
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 正方形 : 正方形のステッチ範囲で幅のみ特定します。

 四角形 : 四角形のステッチ範囲で高さと幅を特定します。

 楕円形 : 楕円形のステッチ範囲で高さ合計、四角形の高さ、幅を特定します。

幅を入力

大きさを入力

大きさを入力



第 42 章   刺繍枠をセットする 904

 角の丸い四角形 : 楕円形のステッチ範囲に似ていますが高さ、幅、角の半径を特定

します。半径が大きいと角が丸くなります。

5 枠を保存または名前を付けて枠を保存をクリックします。名前を付けて枠を保存ダイ

アログが開きます。

6 刺繍枠に分かりやすい名前をつけます（例：四角形 180x120）。

7 保存をクリックします。ユーザー設定刺繍枠はシステム刺繍枠と共に使用可能となり

ます。

ユーザー設定刺繍枠を編集する

必要に応じてユーザー設定刺繍枠（自分で設定した刺繍枠とシステムで作成された刺繍
枠の両方）を編集 / 削除することができます。ユーザー設定刺繍枠のみ編集または削除
が可能で、既存のライブラリのものは変更できません。

刺繍枠を編集するには

 刺繍枠表示アイコンを右クリックします。オプション > 刺繍枠ダイアログが開きます。

大きさを入力

四角形180x120

表示 > 刺繍枠表示をクリックし、刺繍枠表示のオン / オフを切り替えます。右ク
リックで刺繍枠の設定を変更します。

ユーザー設定刺繍枠を
編集または削除
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 編集または削除したい刺繍枠を My 刺繍枠リストから選択します。

 削除をクリックし、OK をクリックして確定します。刺繍枠が永久に削除されます。

 編集をクリックします。刺繍枠の作成ダイアログが開きます。刺繍枠の編集と定義は

同じダイアログを使用しています。

 新しい大きさを入力し、枠を保存ボタンをクリックします。

関連項目

 ユーザー設定刺繍枠を定義する

必要に応じて
大きさを編集

クリックして
刺繍枠を保存
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パート 11

 プロダクト機能一覧
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プロダクト機能一覧

性能 機能 製品 参照項目

1 2 3 4 5

基本的な操作 基本的な操作方法

デザインモードに切り替え CorelDRAW グラフィッ
クス

*   オペレーティングモード

デザインライブラリにアクセス デザインライブラリ ^      デザインを管理する

オブジェクトプロパティを表示する オブジェクトプロパ
ティ

     オブジェクトプロパティにアクセスする

マシンフォーマットの選択 *      マシンフォーマット

刺繍デザインファイルを開く *      デザインを開く

テンプレートを基にデザインを作成する テンプレートから新
規作成

     テンプレートからデザインを作成する

刺繍デザインファイルを保存する デザインの保存 *      デザインを保存する

デザインをメールに添付して送信する      デザインを E メールに添付して送信する

デザインオブジェクトを選択する *      オブジェクトを選択する

グリッド、ルーラー、ガイドを表示する ルーラーとガイドを
表示

*      グリッドとルーラー & ガイドを表示する

測定単位の設定      測定単位を設定する

画面上で距離を測る      画面上で距離を測る

デザインの表示 デザインを表示する

刺繍構成要素を表示する      刺繍構成要素を表示する

グラフィックの構成要素を表示する *      グラフィックの構成要素を表示する

デザインにズーム & パンニング ズーム *      デザインのズーム＆パンニング

複数のデザインを表示する *      複数のデザインを表示する

オーバービューウィンドウでデザインを表
示

オーバービューウィ
ンドウ

    オーバービューウィンドウを使用する

デザインの縫製をシュミレーション 刺繍シュミレーショ
ン

*      デザインの縫い順序をシュミレートする

デザイン中を移動する 移動ツール      デザイン間を移動する

複数のカラーウェイを表示 現在のカラーウェイ      カラーウェイを切り替える

背景と表示色を変更する 背景 & 表示色 *      背景を変更する

カラーブロックとデザインオブジェクトを
表示する

カラーオブジェクト
リスト

   カラーブロックで表示する

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング 5 ES オーダー

標準装備  モジュラー「エレメント」 制限付き機能 ^ ESe4 の新機能 * ESe4 で改良
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デザインリピートを表示 リピート表示      デザインのリピートを表示する

デザインの詳細を表示する デザインプロパティ *      デザイン情報を表示する

デザインレポートを表示 印刷プレビュー *      デザインのレポートをプレビューする

刺繍糸を管理する 刺繍糸 & チャート

糸色を選択する カラーパレット *      糸色を選択する

刺繍糸を割り当てる *      刺繍糸を割り当てる

糸色を編集する      糸色を編集する

糸チャートを作成 & 変更する      糸チャートを管理する

デザインの管理 デザインを管理する

ネットワークフォルダのデザインを表示す
る

^      ネットワークフォルダのデザインを表示す
る

デザインライブラリからデザインを開く デザインライブラリ ^      デザインライブラリ からデザインを開く

刺繍クリップアートでデザインを挿入する 刺繍クリップアート ^  刺繍クリップアートでデザインを挿入する

デザインを検索する ^      ライブラリを検索する

フォルダーを管理する ^      フォルダをライブラリに追加する

デザイン情報を管理する ^      デザイン情報を表示 & 管理する

注文指示書を管理する ^      見積もりと注文を管理する

デザインを変換する ^      デザインを変換する

選択したデザインを出力する ^      選択したデザインを出力する

システムの設定 システムの設定

表示オプションを設定する      表示オプションを設定する

グリッドオプションの設定      グリッド表示オプションの設定

マウススクロール / ズームコントロール      スクロールオプションを設定する

変形オプションを設定      変形オプションを設定する

自動保存とバックアップオプションの設定      自動保存とバックアップオプションを設定
する

ポインタ位置表示の設定      ポインタの位置表示を設定する

挿入された刺繍ファイルオプションの設定      挿入したファイルの色の取り扱いを設定す
る

貼り付け & 複製オプションを設定する *      貼り付けオプションを設定する

デジタイズツールオプションを設定する *     

ツールバー表示オプションを設定する ^      ツールバーの表示オプションを設定する

性能 機能 製品 参照項目

1 2 3 4 5

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング 5 ES オーダー

標準装備  モジュラー「エレメント」 制限付き機能 ^ ESe4 の新機能 * ESe4 で改良
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オブジェクトプロパティ｢適用｣オプション
の設定

     オブジェクトプロパティの適用オプション
を選択する

その他オプションの設定      その他のオプションを設定する

警告オプションを設定する      警告オプションを設定する

ハードウェア ハードウェア設定

マシンを コネクションマネジャーを介して
接続する

コネクションマネ
ジャー

    コネクションマネジャー用にマシンを設定
する

マシンを ステッチマネジャーを介して接続
する

ステッチマネジャー     ステッチマネジャー用にマシンを設定する

WiFi USB のマシンネットワーク WiFi USB メモリ ^     WiFi USB のマシンネットワーク

マシン実行時間を見積もる 実行時間を見積もる      マシン実行時間を見積もる

スキャナーに接続する   スキャナーを設定する

デジタイズタブレットに接続する  デジタイザーを接続する

マシンフォーマット マシンフォーマット

標準のマシンフォーマットを変更     標準マシンフォーマット

上級マシンフォーマットの調整 ( 色替順序､
デザインのスターﾄ / エンド点､速度 )

    上級マシンフォーマット

ユーザー設定マシンフォーマットの作成     ユーザー設定のマシンフォーマット

ステッチタイプ ステッチタイプ

シンプルなアウトラインステッチを作成す
る

ランニングなど *     シンプルなアウトラインステッチ

スカルプチャーランを作成する スカルプチャーラン *  スカルプチャーラン設定

装飾的なアウトラインを作成する バックステッチ、ス
テムステッチ

*  装飾的なアウトライン

サテンのボーダーと埋め縫いを作成する サテン、3D サテン *     サテンステッチ

タタミのボーダーと埋め縫いを作成する タタミ *     タタミステッチ

ジグザグと E ステッチのボーダーと埋め縫
いを作成する

ジグザグ、E ステッチ *   開いた埋め縫い & ボーダー

形状をデジタイズする 形状をデジタイズする

グラフィカルデジタイズツールでデジタイ
ズする

グラフィカルデジタ
イズ

*   グラフィカルデジタイズツールでデジタイ
ズする

性能 機能 製品 参照項目

1 2 3 4 5

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング 5 ES オーダー

標準装備  モジュラー「エレメント」 制限付き機能 ^ ESe4 の新機能 * ESe4 で改良
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アウトラインと詳細をデジタイズする ランニングをデジタ
イズなど

*     アウトライン & 詳細をデジタイズする

標準のコラムをデジタイズする コラム C *  コラム形状をデジタイズする

不規則なコラムをデジタイズする コラム A/B *  不規則なコラムをデジタイズする

自由形状を作成する 複合ターニング / 複
合埋め縫い

*  自由形状を作成する

オブジェクトプロパティ オブジェクトプロパティ

現在のプロパティ設定を変更     現在の設定を変更する

オブジェクトプロパティを変更する     オブジェクトプロパティを変更する

選択オブジェクトのプロパティを現在のプ
ロパティに設定する

選択を現在のプロパ
ティに適用 

  プロパティをコピーする

生地を変更 & 管理する 自動生地     生地を扱う

スタイルを定義 &適用する スタイル  スタイルを使用して作業する

デザインテンプレートの作成 テンプレートとして
保存

*     デザインテンプレートを作成する

カラーウェイ カラーウェイ

カラーウェイの追加 パレットの編集 *     カラーウェイを追加する

色の配色を変更する カラーホイール ^  色の組み合わせを変更する

デザイン要素に名前を付ける     項目に名前をつける

カラーブロック分割 パレットの色を分割     カラーブロックを分割する

背景を設定する 背景 & 表示色 *      生地背景を設定する

プロダクトをビジュアル化する プロダクトビジュア
ライザー

*      プロダクトをビジュアル化する

下縫いと縮み補正 下縫い & 縮み補正

自動下縫いの適用 自動下縫い *     自動下縫いで安定させる

形状ごとに下縫いを適用する 自動下縫い     セグメントごと / 形ごとの下縫い

& 傾斜したジグザグ & ダブルジグザグ下縫い
を作成する

    ジグザグ下縫いの設定

縮み補正の適用 縮み補正     布の伸縮に合わせて補正する

ステッチの質 ステッチ品質を 適化する

ステッチ方向を逆転する ステッチ方向をス
ワップ

 ステッチ方向を逆転する

性能 機能 製品 参照項目

1 2 3 4 5

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング 5 ES オーダー

標準装備  モジュラー「エレメント」 制限付き機能 ^ ESe4 の新機能 * ESe4 で改良
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アウトラインを強調する バックトラック / リ
ピート

*  アウトラインを強調する

ステッチ角度の調整 ステッチ角度 *   ステッチ角度を調整する

ステッチの密度を調整 ステッチの処理  密度を調整する

小さいステッチを自動的に取り除く クリーンナップ     小さなステッチを除去する

コーナーステッチをコントロール スマートコーナー *     コーナーステッチをコントロールする

ステッチが固まるのを減らす 間引きステッチ     ステッチの集中を減らす

長いステッチを分割 自動スプリット     サテンステッチを分割する

長いステッチを保存 オートジャンプ     長いステッチを維持する

刺繍のつなぎ糸 刺繍のつなぎ糸

自動つなぎ糸の適用 つなぎ糸     自動つなぎ糸を使用する

ほつれ止めと糸切りをマニュアルで追加 ほつれ止め ( エンド ) *     つなぎ糸を自分で追加する

後のステッチを保持 /省略する 後のステッチを保
持 / 省略

 後のステッチを保持または省略する

開始 / 終了点の調整 開始点 / 終了点表示     開始＆終了点を調整する

近のポイントを適用 近のポイント     近のポイントを適用を適用する

自動のオブジェクト配列 ブランチング  自動ブランチングでつなぎ糸を 小限にす
る

生産性を高めるツール 生産性を高めるツール

装飾的なボーダーをデザインに追加する ボーダーを追加する *     デザインのボーダーを追加する

スター & リングの刺繍を作成する スター / リング  スター & リングをデジタイズする

基本形をデジタイズする 基本形 ^  基本形をデジタイズする

下側のステッチを取り除く オーバーラップ自動
解除

*   下側のステッチを取り除く

オブジェクトの中抜きを削除する 中抜きを追加 ^   中抜きを追加 & 削除する

オブジェクトで中抜きを埋め込む 中抜き埋め縫い   中抜き部分を埋める

簡単オフセットの作成 簡単オフセット   簡単オフセット

複数のオフセットアウトラインとオフセッ
トの作成

アウトライン & オフ
セット

*   アウトライン & オフセットを作成する

開いたオブジェクトにオフセットを作成す
る

オフセットを開く ^ 

自動リースを作成する ミラーマージ *  選択を反転する

性能 機能 製品 参照項目

1 2 3 4 5

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング 5 ES オーダー

標準装備  モジュラー「エレメント」 制限付き機能 ^ ESe4 の新機能 * ESe4 で改良
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デザインの配列を作成する ミラーマージ配列 *  デザインの配列を作成する

オブジェクトの合成と順序 オブジェクトを組み合わせる、並べ替える

オブジェクトとデザインを組み合わせる (
コピー､貼り付け､複製など )

*     オブジェクトとデザインを合成する

オブジェクトをグループ化 & ロックする グループ / ロック    オブジェクトをロックする＆グループ化す
る

色ごとまたはステッチタイプごとにオブ
ジェクトを選択する

*    色やステッチタイプごとにオブジェクトを
選択する

刺繍オブジェクトの配列順序変更    刺繍オブジェクトを並び替える

デザイン全体を自動的に並び替える 色替えの 適化 ^    デザイン全体を自動的に並び替える

オブジェクトの編集 オブジェクを編集する

オブジェクトを位置付け､配列､配置     オブジェクを配列する

オブジェクトのサイズ変更     オブジェクトを拡大 / 縮小する

オブジェクトの回転 回転     オブジェクトを回転する

オブジェクトの傾斜 傾斜     オブジェクトを傾斜させる

オブジェクトの反転 ミラー反転     オブジェクトを反転する

変形操作 オブジェクトを変形する

刺繍オブジェクトの変形 オブジェクト変形     刺繍オブジェクトを変形する

スター & リングオブジェクトを変形する オブジェクト変形    スター & リングを変形する

刺繍オブジェクトに枠を適用する 枠 *     枠を適用する

ブランチングされたオブジェクトを分解す
る

分解    ブランチングされたオブジェクトを分解す
る

手動で形状をカットする ナイフ   マニュアルで形状をカットする

自動で形状をカットする オートナイフ   形状を自動的にカットする

ベクター/刺繍オブジェクトの形成 (合成 , 
分割､切り取りなど )

形付けツール  オブジェクトを形付ける

ステッチとマシン機能 ステッチとマシン機能

個々のステッチを挿入、移動、削除 ステッチ編集     ステッチを選択する & 編集する

刺繍オブジェクトの分割 オブジェクト分割    オブジェクトを分割する

マシン機能の挿入 / 編集 / 消去 機能挿入     マシン機能を編集する

ステッチリストを使用してステッチと機能
を編集

ステッチリスト    マシン機能を手動で編集する

性能 機能 製品 参照項目

1 2 3 4 5

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング 5 ES オーダー

標準装備  モジュラー「エレメント」 制限付き機能 ^ ESe4 の新機能 * ESe4 で改良
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一針ごとにデジタイズ マニュアル  個々のステッチをデジタイズする

ボーリングの中抜きをデジタイズ マニュアル  ボーラー刺繍の穴をデジタイズする

選択ステッチをオブジェクトに変換 ステッチの処理  ステッチをオブジェクトに変換する

装飾的な埋め縫い 装飾的なステッチ

フリーハンド刺繍の作成 フリーハンド刺繍 *  フリーハンド刺繍を作成する

ぼかしステッチの作成 ぼかしステッチ  毛羽の風合いを作成する

スティプルランで装飾的な効果を作成する スティプルラン  スティプル効果を作成する

トラプントで粗いステッチを作成する トラプント   トラプントで開いたステッチを作成する

アコーディオンスペース効果を作成する アコーディオン  アコーディオン効果を作成する

カラーブレンド効果を作成する カラーブレンド  カラーブレンドを作成する

ストリングステッチを作成する ストリング ^  ストリングフィル & ボーダー

サガラタイプのパターンを作成する 平行、コイル *  サガラタイプのパターン

クロスステッチフィルを作成する クロスステッチ  クロスステッチフィルを作成する

パターンフィル パターンフィル

タタミオフセットで装飾的な効果を作成す
る

タタミオフセット     タタミオフセットで装飾的な効果を作成す
る

プログラムスプリットで装飾的な効果を作
成する

プログラムスプリッ
ト

 プログラムスプリットでテクスチャを作成
する

ユーザー設定スプリットを作成する ユーザースプリット  ユーザースプリットを作成する

ユーザー設定ステッチパターンを作成する ニードルスタンプ  ニードルスタンプでステッチパターンを作
成する

カーブした埋め縫い カーブした埋め縫い

ラインステッチを作成する ラインステッチ *  ラインステッチを作成する

オフセット埋め縫いを作成する オフセット埋め縫い ^  オフセット埋め縫い

渦巻きフィルを作成する 渦巻きフィル ^  渦巻きフィルを作成する

放射状埋め縫いを作成する 放射状埋め縫い ^  放射状埋め縫いを作成する

フレックススプリットでテクスチャを作成
する

フレックススプリッ
トオン

 フレックススプリットを作成する

カーブした埋め縫いを作成する フローティング効果 / 
リキッド効果

 カーブした埋め縫いを作成する

モチーフランニング＆モチーフフィル モチーフランニング＆モチーフフィル

単一のモチーフを配置する モチーフ使用  モチーフを選択する & 配置する

性能 機能 製品 参照項目

1 2 3 4 5

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング 5 ES オーダー

標準装備  モジュラー「エレメント」 制限付き機能 ^ ESe4 の新機能 * ESe4 で改良
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モチーフランニングを作成する モチーフランニング  モチーフランニングの作成

グラデーション効果のモチーフを作成する モチーフランニング ^ 

モチーフフィルを作成する モチーフフィル   モチーフフィルを作成する

モチーフフィルで 3D 効果を作成する 3D ワープ  変形するモチーフフィルを作成する

グラデーション効果のモチーフコラムを作
成する

モチーフコラム ^ 

モチーフ &モチーフセットを作成する  モチーフを管理する

刺繍レタリング 刺繍レタリング

CorelDRAW グラフィックスでレタリングを作
成する

CorelDRAW グラフィッ
クス

  CorelDRAW グラフィックスでレタリングを作
成する

Wilcom デコレーションでレタリングを作成
する

レタリング *     刺繍レタリングを作成する

斜体､太字､均等などレタリングをフォー
マットする

    レタリングのプロパティを調整する

水平､垂直､円弧､サークル､ユーザー設定の
ベースラインを追加

    ベースラインを扱う

レタリングのテキストを編集 レタリング     テキストを編集する

レタリングオブジェクトを拡大 / 縮小、変
形する

    レタリングを変更する

個々の文字を調整する (再配置､変形､色替
え )

    個々の文字を調整する

ベースラインの変形と調整     ベースラインを調整する

レタリングを分解する 分解    レタリングを分解する

特殊文字を追加する シンボル挿入     特殊文字を追加する

レタリングのステッチタイプ（サテン、タ
タミなど）を設定する

ステッチタイプ     ステッチタイプ & 効果をレタリングに適用
する

レタリングアートで特殊効果を作成する レタリングアート ^     レタリングアートで特殊な効果を作成する

レタリングのステッチ順序を調整 文字の刺しゅう順序     レタリングのステッチ順序を調整する

レタリングのつなぎ糸タイプを変更 文字の刺しゅう順序     レタリングの接合糸タイプを変更する

自動文字カーニング 自動カーニング     自動文字カーニング

任意の文字間隔を適用する 任意の文字間隔     任意の文字間隔を設定する

レタリングの下縫いを適用する 自動下縫い     レタリングの下縫いを設定する

性能 機能 製品 参照項目

1 2 3 4 5

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング 5 ES オーダー

標準装備  モジュラー「エレメント」 制限付き機能 ^ ESe4 の新機能 * ESe4 で改良
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チームネーム & モノグラム チームネーム & モノグラミング

デザインに複数の名前を追加 チームネーム *     チームネームデザインを作成する

チームネームテンプレートを作成する チームネーム *   チームネームテンプレート

チームネームデザインの出力 チームネーム     チームネームデザインを出力する

モノグラムデザインの作成 モノグラミング *     モノグラミング

ユーザー設定書体 ユーザー設定書体

TrueType フォントを刺繍書体に変換する TTF を変換 *  TrueType フォントを刺繍に変換する

カスタム文字     カスタム文字

ユーザー設定書体を作成する  書体を作成する

書体を合成する     書体を合成する

レタリングキオスク レタリングキオスク

管理者用の設定オプション     管理者用設定オプション

ユーザー設定デザインレイアウトを作成す
る

    カスタムデザインレイアウトを作成する

ビットマップをデジタイズする ビットマップをデジタイズする

ビットマップイメージの挿入 / 貼り付け グラフィックをイン
ポート

     グラフィックをインポートする

ビットマップイメージを切り取る ビットマップをトリ
ミング

*    ビットマップイメージを切り取る

第三者アプリケーションで、ビットマップ
イメージを編集する

  ビットマップを編集する

ビットマップイメージを滑らかにする      ビットマップイメージを滑らかにする

イメージを保存する CorelDRAW グラフィッ
クス

  イメージを保存する

オートデジタイズ用にイメージを準備する ビットマップカラー
を準備

*   オートデジタイズ用にイメージを準備する

イメージの色を追加する & 近似色を検索す
る

ビットマップカラー
を追加

    イメージの色を調整する & 近似色を検索す
る

ベクターをデジタイズする ベクターをデジタイズする

ベクターアウトライン &フィルを作成する ドローイングツール *   EmbroideryStudio でベクター形状を作成す
る

ベクターオブジェクトに色をつける   ベクターに色をつける

性能 機能 製品 参照項目

1 2 3 4 5

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング 5 ES オーダー

標準装備  モジュラー「エレメント」 制限付き機能 ^ ESe4 の新機能 * ESe4 で改良
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ベクターグラフィックを挿入 / 貼り付け グラフィックをイン
ポート

     ベクターイメージをインポートする

イメージをベクターグラフィックに変換す
る

ベクターにオートト
レース

  ビットマップイメージをオートトレースす
る

スムースカーブ スムースカーブ  カーブを滑らかにする

ベクターグラフィックを表示 / 非表示にす
る

     ベクターグラフィックをビジュアル化する

オートデジタイズ オートデジタイズ

グラフィックと刺繍オブジェクトの内部変
換

CorelDRAW グラフィッ
クス

  CorelDRAW グラフィックスでオブジェクトを
変換する

刺繍オブジェクト間（ランニング、コラム C
など）を変換する

変換   オブジェクトを変換する

オートデジタイズで形状をデジタイズ オートデジタイズ   イメージの形状をオートデジタイズする

パレットカラーをイメージと合わせる 色の割り当て方法 *   イメージの形状をオートデジタイズする

スマートデザインでビットマップを変換 スマートデザイン *   イメージ全体をオートデジタイズする

写真から刺繍を作成 フォトフラッシュ   フォトフラッシュでオートデジタイズする

カラー写真から刺繍を作成する カラーフォトステッ
チ

^   カラーフォトステッチでオートデジタイズ
する

アップリケをデジタイズする アップリケをデジタイズする

ベクターグラフィックをアップリケに変換
する

グラフィックを刺繍
に変換

  ドローインググラフィックをアップリケに
変換

アップリケデザインを作成する 自動アップリケ *   アップリケ刺繍を作成する

アップリケオブジェクトに生地見本を追加
する

自動アップリケ   生地見本をアップリケに追加する

アップリケの形状に生成エリアを作成 部分的なアップリケ   部分的に上縫いのあるアップリケを作成す
る

効率的な縫製の為に､複数のアップリケの再
合成と順序変更をする

アップリケコンポー
ネントの統合ツール

  アップリケの構成要素を並び替える

アップリケパターンを印刷 / 切り取る   アップリケを出力する

コード刺繍デザインを作成する コード刺繍 ^   

シークイン シークインをデジタイズする

ユーザー設定のシークィンパレットを設定
する

 シークインモードを設定する

性能 機能 製品 参照項目

1 2 3 4 5

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング 5 ES オーダー

標準装備  モジュラー「エレメント」 制限付き機能 ^ ESe4 の新機能 * ESe4 で改良
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シークィンランニングを作成する シークィンランニン
グ

 シークインランニングをデジタイズする

シークィンイメージをシークィンランニン
グに変換する

 シークインイメージを変換する

シークインフィルの作成 シークィンフィル *  シークインフィルを作成する

ツインシークィンデザインのデジタイズ  ツインシークインデザインを作成する

ツインシークインフィルのパターンスタン
プの色替え

^ 

シークインランニングのサイズ変更、変形
する

 シークインランニングを変形 / 編集する

ユーザー設定シークインを作成する ^ 

各シークィンのデジタイズ シークィンマニュア
ル

 個々のシークインをデジタイズする

ブリング ブリングをデジタイズする

ブリングパターンの設定 ブリング   ブリングパレットを設定する

ブリングランニングとフィルの作成 ブリング   ブリングランニング & フィルを作成する

ブリングボーダーの追加 ブリング   ブリングボーダーを追加する

マニュアルでラインストーンを配置 ブリング   ラインストーンを個々に配置する

ブリングオブジェクトを変更する ブリング   ブリングオブジェクトを変更する

ブリングレタリングを作成する ブリング   ブリングレタリングを作成する

ブリングテンプレートを出力する ブリング   ブリングテンプレートを出力する

CAMS マシンにブリングを送信する ブリング   CAMS マシンにブリングを送信する

デザインを印刷する デザインを印刷する

デザインレポートを印刷する *      デザインのレポートを印刷する

PDF でデザインを保存 / 送信する ^      デザインのレポートを印刷する

レポート情報をカスタマイズする *      デザインのレポートをカスタマイズする

複数のカラーウェイを印刷      カラーウェイオプション

カラーブロックの印刷      ストップ順序オプション

CorelDRAW グラフィックスでデザインを印刷
する

  CorelDRAW グラフィックスでデザインを印刷
する

デザインをビットマップイメージとして保
存

    デザインをグラフィックに出力する

性能 機能 製品 参照項目

1 2 3 4 5

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング 5 ES オーダー

標準装備  モジュラー「エレメント」 制限付き機能 ^ ESe4 の新機能 * ESe4 で改良
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デザインを「TrueView プリント」用に保存
する

  TrueView プリント

デザインを出力する 生産用にデザインを出力する

コネクションマネジャーにデザインを送信
する

コネクションマネ
ジャー

    コネクションマネジャーにデザインを送信
する

ステッチマネジャーにデザインを送信する ステッチマネー
ジャー

    ステッチマネジャーにデザインを送信する

マシンにデザインをエクスポートする *     マシンにデザインをエクスポートする

刺繍ディスクの読み取り / 書き込み     刺繍ディスクを使用する

マルチデコレーションファイルエクスポー
ト

CorelDRAW グラフィッ
クス

 複数のデコレーションファイルをエクス
ポートする

マシンマネジャーにデザインを送信する     マシンマネジャー 増補版

デザインを読み込む マシンファイルを扱う

マシンファイルを EMB フォーマットに変換
する

    EmbroideryStudio でマシンファイルを開く

Melco CND フォーマットでデザインを開く /
保存

    MelcoCND アウトラインファイルを読み込む

Melco CND ファイルに近似色を割り当てる     TXT ファイルを作成する

ステッチ /Melco CND ファイルに色を割り当
て直す

    マシンファイルに色を再度割り当てる

デザインに刺繍枠をかける 刺繍枠をセットする

ユーザー設定刺繍枠リストを設定する     刺繍枠リストを設定する

自動スタート / エンドを設定する     自動スタート / エンドを設定する

刺繍枠を自動的に選択する 自動刺繍枠     刺繍枠を自動的に選択する

刺繍枠を選択する 刺繍枠表示 *     手動で刺繍枠を選択する

カスタムフープを作り出す     ユーザー設定刺繍枠を作成する

性能 機能 製品 参照項目

1 2 3 4 5

1 ES デザイニング 2 ES デコレーティング 3 ES エディティング 4 ES レタリング 5 ES オーダー

標準装備  モジュラー「エレメント」 制限付き機能 ^ ESe4 の新機能 * ESe4 で改良
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クイックリファレンス

EmbroideryStudio には、2 つの重要なモードが存在し
ます。

Wilcom デコレーション

このモードでは刺繍デジタイズツールを使用し、刺繍
オブジェクトを作成します。

CorelDRAW グラフィックス

このモードでは CorelDRAW(R)Graphics Suite ツール
セットを使用してベクターオブジェクトを作成 / 編集
することができます。 CorelDRAW グラフィックスイン
ターフェースの詳細は、MS Windows(R) のスタート >
プログラムグループのユーザーマニュアルをご覧くだ
さい。 またオンスクリーンヘルプはヘルプメニューか
らもご覧いただけます。

EmbroideryStudio メニュー

EmbroideryStudio のデザインウィンドウにあるメ
ニューバーには、下記に説明されるプルダウンメ
ニューが含まれています。 ツールバーボタンとして選
択できるコマンドもあります。

メモ　MS Windows(R) の Alt キーを使用したショート
カットを使用することができます。 メニュー項目の
カッコ内の文字を Alt キーと一緒に使用します。 操作
を取り消すには、Esc を 2 回押します。

ファイルメニュー

メニューバー

ステータス /
プロンプトバー

モードツールバー

標準ツールバー

オブジェクト
プロパティドッカー

カラーパレット

ドッカータブ

デザインウィンドウ

表示ツールバー

ツールボックス

フローティングツールバー

ステッチ効果ツールバー

ステッチタイプ
ツールバー

グラフィカルデジタイズ
＆デジタイズツールバー

デザインタブ

新規作成 生地またはテンプレートを基にした、
新しい空白のデザインを作成する

テンプレートか
ら新規作成

テンプレートから新規デザインを作成
する 

開く 既存の刺繍デザインを開く 

近使ったデザ
インを開く

近使用したデザインをリスト表示す
る。選択してファイルを開く

バックアップ
デザインを開く

現在のデザインを刺繍用にマシンファ
イルにエクスポートする

閉じる 現在のデザインウィンドウを閉じる

保存 現在のデザインを保存する

名前を付けて
保存

現在のデザインを別の名前、場所、
ファイルフォーマットで保存する

テンプレートと
して保存

現在のデザインを後で使用できるよう
デザインテンプレートに保存する

モノグラムテン
プレートに保存

現在のデザインを後で使用できるよう
モノグラミングツールと共にモノグラ
ムテンプレートに保存する
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編集メニューチームネーム
テンプレートに
保存

現在のデザインを後で使用できるよう
チームネームツールと共にチームネー
ムテンプレートに保存する

マシンファイル
にエクスポート

現在のデザインを選択したマシン以外
のマシンフォーマットに変換する

印刷 現在のデザインを印刷する

印刷プレビュー デザインワークシート / 承認シートを
表示する。プレビューウィンドウから
印刷可能

刺繍を
インポート

デザインをもう一方のデザインに挿入
し、デザインを合成する。 カラーパ
レットも合成される。 RGB 値が同じ色
は、同じ糸色として自動的に識別され
る

グラフィックを
インポート

マニュアルデジタイズまたはオートデ
ジタイズの下絵用にイメージを現在の
デザインにインポートする

グラフィックを
スキャン

EmbroideryStudio へイメージを直接
スキャンする

デザインを
ベクターに
エクスポート

デザインを EMF または WMF フォーマッ
トのベクターに保存する

マルチデコレー
ションファイル
をエクスポート

マルチデコレーションデザイン項目
を、ソフトウェアまたはマシンで使用
するファイルフォーマットでエクス
ポートする

データベースに
登録

デザインワークフローがインストール
されている場合、開いているデザイン
をデータベースに記録する

ビットマップで
デザインを
キャプチャー

デザインのイメージをスクリーン上で
表示されているのと同じにビットマッ
プで保存する

ビットマップで
TrueView プリ
ントをキャプ
チャー

TrueView プリント用に高解像度の
TrueView デジタルプリントを出力す
る

E メールで送信 デザインをメールに添付して送信する

デザインプロパ
ティをエクス
ポート

現在のデザイン情報とマシン実行時間
設定を CSV ファイルに出力する

コネクションマ
ネジャーに送信

デザインを刺繍機メーカーから供給さ
れいるプログラムに接続する

アップリケカッ
ターに送信

アップリケの形状をカッティングマシ
ンに出力する

ブリングカッ
ターに送信

マルチデコレーションデザインのブリ
ングのベクターを、使用可能なカッ
ティングマシンに送信する。 設定メ
ニューからマシンを設定。

クロスステッチ クロスステッチアプリケーションにア
クセスする

終了 開いているデザインを全て閉じ、プロ
グラムを終了する

元に戻す 一つ前の動作を元に戻す

やり直す 後に行った｢元に戻す｣動作をやり
直す

切り取り 選択したものを切り取りクリップ
ボードに移す

コピー 選択したものをクリップボードにコ
ピーする

貼り付け クリップボードのコンテンツを貼り
付ける。 オプション > 編集タブでオプ
ションを設定する

選択の後に
貼り付け

現在の初期設定に優先し、選択した
オブジェクトのすぐ後のステッチ順
序に貼り付ける

貼り付け方法を
選択 >

貼り付け設定に優先し、オプション >
編集タブで貼り付けオプションを選
択する

複製 デザイン中の選択オブジェクトを複
製する（クリップボードにコピーす
るのではなく）

複製をずらす 複製したオブジェクトを基のオブ
ジェクトから同じオフセット値で複
製する

削除 選択されたオブジェクトを削除する

すべて選択 デザイン内の全オブジェクトを選択
する

すべて選択取消 すべてのオブジェクトの選択を取消
す

色による選択 同じ色のオブジェクトをすべて選択
する

ステッチタイプ
による選択

同じステッチタイプのオブジェクト
をすべて選択する

直線でオブジェ
クトを閉じる

直線で開いたアウトラインを閉じる

曲線でオブジェ
クトを閉じる

曲線で開いたアウトラインを閉じる

スワップ ステッチの方向を逆進することで、
プッシュプル効果をコントロールす
る。ぼかしステッチ、ラインステッ
チ、E ステッチオブジェクトのステッ
チ方向に作用する。 フレックススプ
リットとモチーフランニングの方向
と同様に、タタミオフセットにも作
用する

スムースカーブ 刺繍とベクターイメージ両方で、滑
らかなカーブを適用する

変形 > 選択したオブジェクトを参照ポイン
トと数値を使用して変形する 選択し
たオブジェクトを参照ポイントを使
用して回転する

枠 > レタリングオブジェクトに、ブリッ
ジ、ペナント、遠近法、ダイヤ効果
を適用する
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表示メニュー デザインメニュー

オブジェクトメニュー

TrueView
通常（ステッチ）表示と TrueView を
切り替える

表示 >
表示ツールバーと同じ使用可能なデ
ザイン表示コマンドにアクセスする

刺繍枠
刺しゅう枠の表示をオン / オフにす
る。 右クリックで設定 

刺繍枠テンプ
レート

デザインを正しい位置 & 方向で配置
できるよう、グリッド線の代替の刺
繍枠テンプレートを表示する .

グリッドを表示 グリッド表示オン / オフ

ルーラーとガイ
ドラインを表示

ルーラーとガイドライン表示をオン
/ オフにする。 右クリックで設定

ズーム デザインの選択エリアをズームする

ズーム 1:1 実際の大きさでデザインを表示する

ズーム倍率 正確な表示倍率を設定する

1.25 倍
ズームイン ズームイン & アウトを少しずつ行な

う1.25 倍ズーム
アウト

2 倍ズームイン
デザインを 2 倍 / 半分の大きさで表
示する2 倍

ズームアウト

デザイン全体に
ズーム

デザインウィンドウにデザイン全体、
または選択刺繍オブジェクトのみ表
示する

選択オブジェク
トにズーム

デザインウィンドウに選択オブジェ
クトを表示する

プロダクトに
ズーム

デザインウィンドウにプロダクト全
体を表示する

刺繍枠にズーム
デザインウィンドウに刺繍枠全体を
表示する 

パンニング デザインをパンニングする

前画面 前画面へ戻る

針位置表示
現在の針位置を、画面中心に表示す
る

測定 2 点間の距離を測定する

刺しゅうシュミ
レーション

スクリーン上で刺繍デザインの縫製
をシュミレーションする

色ごとに表示
選択された色のオブジェクトを表示
する

すべての色を
表示

色ごとに表示をオンにした後、すべ
ての色を表示する

マシン機能ごと
に表示 >

マシンのサガラとシフリ機能を表示
する（チェーン / ループ、ステップ
/ ブラットなど）

画面を更新 スクリーン表示を更新する

デザイン
プロパティ

サイズ、ステッチ数などのデザイン情
報を表示し、制作ワークシートに印刷
するコメントを追加する

マシンフォー
マットを選択

使用する刺繍機に対応したマシン
フォーマットを選択する

マシンフォー
マットを設定

特定のマシンフォーマットに出力する
際にコード化する数値を設定する

自動生地 現在の生地を変更する

自動刺繍枠
マイ刺繍枠リストから適当な刺繍枠を
自動的に選択する

背景 & 表示色
背景色、生地見本、プロダクトテンプ
レートを選択する背景 & 表示色ダイア
ログにアクセスする

自動スタート /
エンド

自動スタート / エンド設定にアクセス
する

クリーンナップ 不必要な小さなステッチを自動的に取
り除く

リピート
同じ方向でアウトラインを複製する。
通常、閉じた形状に使用される

デザイン
リピート

リピートコマンドと同じだがシフリマ
シンのみ使用できる

選択を現在のプ
ロパティに適用

選択したオブジェクトのプロパティを
現在のプロパティとする

現在のプロパ
ティを適用

選択オブジェクトに現在の設定を適用
する

ユーザー選択
スタイルを適用

スタイルの管理からユーザー選択スタ
イルを 10 個まで割り当てることがで
きる。 オブジェクトを選択し、ボタン
をクリックして適用する

スタイルを適用
定義したスタイルを選択オブジェクト
に適用する

フローティング
効果に使用

ガイドラインをフローティング効果に
使用する

リキッド効果に
使用

ガイドラインをリキッド効果に使用す
る

モチーフ作成 デザインに個々のモチーフを追加す
る。 今後の使用に向けて、独自のモ
チーフを保存する

プログラム
スプリット作成

刺繍やドローイングオブジェクトを、
プログラムスプリット埋め縫いで使用
する為のパターンにする

文字作成 ユーザー設定書体で使用するコマンド
にアクセスする。詳細はユーザー設定
書体をご覧ください。

カスタム文字の
作成

編集した文字を「カスタム文字」とし
て保存する。 変形モードで選択されて
いる時のみ使用可能

カーニング値の
更新

同じ文字 / 書体の選択した書体の隣接
するペアのカーニング値を更新する。 
自動カーニングが使用されている時の
み使用可能 
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アレンジメニュー

機能メニュー

ステッチメニュー

グラフィックメニュー

シークインの
形状を作成

ユーザー設定のシークイン形状を作成
する

シークインの
固定ステッチを
作成

ユーザー設定のシークインの固定ス
テッチを作成する

色をセット 同じ色の連続したオブジェクトの色を
変更する

グループ 選択オブジェクトのグループ化

グループ解除
選択したオブジェクトのグループ化を
解除する

ロック 選択されたオブジェクトをロックする

すべての
ロック解除

ロックされたオブジェクトを解除する

ブランチング似たような刺繍オブジェクトを自動的
に順序変更し、グループ化する 

近のポイン
トを適用

選択オブジェクトを一番近いポイント
で繋ぐ。 編集後、 近のポイントを適用
を再適用する

分解

ブランチングされたオブジェクト（モ
ノグラム、アップリケ、レタリングな
ど）を構成要素に分解する。 構成要素は
それぞれ編集可能

並び替え > 選択オブジェクトを選択した順番に順
序変更する、または色替えを減少する
為に色ごとにすべてのオブジェクトの
順序を変更する

配置 >

アレンジツールバーと同じ機能
均等間隔 >

同じサイズに
作成 >

形付け > 形付けツールバーと同じ機能

オーバーラッ
プ自動解除

オーバーラップしたオブジェクトの下
層のステッチを取り除く 

針落ち 針落ち機能をオン / オフにする。 オン
で針またはボーラーを使用し、オフで
ジャンプを作成する

ボーラー ボーラー機能をオン / オフにする

ストップを挿入 現在のマーカー位置にストップ機能を
挿入する

ほつれ止め（エ
ンド）を挿入

ほつれ止め（エンド）を挿入する

糸きりを挿入 糸きりを挿入する

ノンデータス
テッチ機能を挿
入 

ノンデータステッチを挿入する

ノンデータジャ
ンプ機能を挿入

ノンデータジャンプを挿入する

機能挿入 現在のマーカー位置にマシン機能を挿
入する

機能消去 現在のマーカー位置からマシン機能を
削除する

機能編集 現在のマーカー位置のマシン機能を編
集する

ステッチ生成 選択オブジェクトのステッチを生成す
る

ステッチ編集
選択

デザインを移動しながら、オブジェク
トを選択する

ステッチの
処理

糸密度の調整全体、または選択部分の
拡大／縮小をする

オブジェクト /
アウトライン
を個別に認識

ステッチ編集後、新規または修正した
オブジェクトのアウトラインを認識す
る。オブジェクト / アウトライン認識
なしで開いているマシンファイルと共
に使用する 

オブジェクト
分割

現在の針位置でオブジェクトを 2 つに
分割する。 「ステッチごとに移動」機
能と共に使用する

グラフィックを
インポート

マニュアルデジタイズまたはオートデ
ジタイズの下絵用にイメージを現在の
デザインにインポートする

インスタントス
マート
デザイン

インポートしたイメージから素早く自
動的に刺繍を作成する

スマート
デザイン

インポートしたイメージから直接刺繍
デザインを作成する

グラフィック
オブジェクトを
保持

形付け作業後に基のオブジェクトを残
す

色の割り当て
方法

挿入したビットマップやベクターグラ
フィックの色を選択したチャートの糸
色に割り当てる

ビットマップを
トリミング

ビットマップイメージをトリミング
し、不必要なエリアを取り除き処理時
間を節約する

トリミング枠
削除

トリミング枠を削除する 

ビットマップカ
ラーを準備

オートデジタイズ用にビットマップイ
メージを準備する

ビットマップ
編集 > 

ペイント、Corel PHOTO-PAINT、また
はペイントショッププロを使用して、
ビットマップを編集する

ターニング埋め
縫い [ サテン ]
オブジェクト

幅の狭いコラム形状をターニングス
テッチで埋める

中抜きのある
タタミ埋め縫い
オブジェクト

大きな形状をタタミステッチで埋め
る。中抜きを保持する

タタミ埋め縫い
オブジェクト

大きな形状をタタミステッチで埋め
る。中抜きを無視する
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設定メニュー

ウィンドウメニュー

ヘルプメニュー

EmbroideryStudio には様々な操作方法がありますの
で、操作に不明な点があればその都度メニューバーの
ヘルプにアクセスしてください。詳細はリソース & サ
ポートをご覧ください。

EmbroideryStudio ツールバー

ES デコレーティングウィンドウには、下記のツール
バーが含まれています。 プルダウンメニューのコマン
ドのショートカットになるツールもあります。 オプ
ションのツールバーの詳細はオンスクリーン資料をご
覧ください。

メモ　よく使用されるツールバーのみ初期設定で表示
されます。

標準ツールバー

標準ツールバーは Wilcom デコレーション特有の一般
的によく使用されるツールやコマンドを装備していま
す。

センターライン
ランニング
オブジェクト

幅の狭い形状にランニングステッチで
センターラインを作成する

アウトライン
ランニング
オブジェクト

形状の周りにランニングステッチでア
ウトラインを作成する

ベクターに
オートトレース

イメージをベクターオブジェクトに変
換する。 これらは刺繍オブジェクトに
変換可能

ビットマップを
調整

イメージの明るさとコントラストを調
整する

フォトフラッ
シュ

写真から直接刺繍デザインを作成する

カラーフォト
ステッチ

写真やその他のビットマップイメージ
を自動的にマルチカラー刺繍に変換す
る

ビットマップ
カラーを追加

選択したチャートから近似色を現在の
カラーウェイに割り当てる

一般オプション
デザインウィンドウオブジェクト表示
の現在の設定にアクセスする

糸チャートの
管理

独自の糸チャートを作成する。 糸
チャートを作成すると、今後デザイン
で使用することができる

自動生地の管理
既存の生地定義を変更し、新しいもの
を作成する 

スタイルの管理初めからまたは既存のスタイルやオブ
ジェクトをベースに、テンプレート用
の新規のスタイルを定義する

My 刺繍枠 マイ刺繍枠リストを設定し、使用でき
る刺繍枠のみリストに入れる

モチーフの管理ユーザー設定モチーフセットを管理す
る

カスタム文字の
管理

ユーザーが調整した文字の高さとその
他設定を調整する

シークイン固定
ステッチの管理

ユーザー設定のシークインの固定ス
テッチを管理する

シークインの
形状を管理

ユーザー設定のシークインの形状を管
理する

書体の管理 名前、文字の初期設定間隔やつなぎ糸
タイプを変更し、ユーザー設定書体を
修正する

True Type フォ
ント変換

TrueType フォントを刺繍フォントに
変換する

モニター画面の
調整

モニターを設定する 

コネクション
マネジャー設定

取り外し可能なメディアとして表示さ
れているマシンに接続したり、第三者
接続ソフトウェアを使用する

タブレット設定デジタイザーの設定する

スキャナー設定スキャナーを設定する

ブリングマシン
設定

CAMS 自動ラインストーンデコレー
ションマシンへの直接接続を設定する

マシン実行時間
設定

ランタイムを分析する為に複数のマシ
ンを設定する

安全保護装置
設定

安全保護装置の表示 / 設定する

新規･･･タブ
グループ

デザインウィンドウを 2 番目のタブに横
方向または縦方向に分割する。 各タブは
複数のデザインを含むことができる

… のタブグ
ループに移動

現在のデザインを他のデザインタブに移
動させる。 他のデザイングループにド
ラッグすることもできる

ウィンドウを
元に戻す

タブグループと分割ウィンドウを削除
し、単一のデザインウィンドウに戻す

ウィンドウを
分割

デザインタブを同じデザインのマルチ
ビューに分割する

ドッカー > ドッカーを表示 / 非表示にし、ワークエ
リアを 適化する

ツールバー > ツールバーを表示 / 非表示にし、ワーク
エリアを 適化する

キオスク キャップ帽やその他の刺繍のデザインの
レイアウトを素早く簡単にパーソナライ
ズ化する小売店で使用するレタリングキ
オスク機能

その他のウィ
ンドウ

更に開いているウィンドウを表示する

新規作成 新規ファイルを作成する

デザインを開
く

既存の刺繍デザインを開く

近使ったデ
ザインを開く

近開いたデザインリストからデ
ザインを開く
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モードツールバー

このツールバーは Wilcom デコレーション と
CorelDRAW グラフィックスで相互作用するツールを装
備しています。

ドッカーツールバー

ドッカーツールでは、モードレスダイアログ ( ドッ
カー）の表示をオン / オフにすることができます。
ドッカーで作業するも併せてご覧ください。

デザインを
保存

現在のデザインファイルを保存す
る

マシンファイ
ルにエクス
ポート

現在のデザインを刺繍用にマシン
ファイルにエクスポートする

印刷
現在のデザインファイルを印刷す
る

印刷プレ
ビュー

デザインワークシート /承認シー
トをプレビューする。 プレビュー
ウィンドウから印刷する

切り取り
選択したものを切り取りクリップ
ボードに移す

コピー
選択したものをクリップボードに
コピーする

貼り付け
クリップボードのコンテンツを貼
り付ける。 オプション >編集タブ
でオプションを設定する

元に戻す 一つ前の動作を元に戻す

やり直す
後に行った｢元に戻す｣動作をや

り直す

刺繍をイン
ポート

現在のデザインに刺繍デザイン
ファイルをインポートする 

グラフィック
をインポート

マニュアルデジタイズまたはオー
トデジタイズの下絵用にイメージ
を現在のデザインにインポートす
る

マルチデコ
レーション
ファイルの
エクスポート

マルチデコレーションデザイン項
目を、ソフトウェアまたはマシン
で使用するファイルフォーマット
でエクスポートする 

コネクション
マネジャーに
送信

現在のデザインをマシンソフト
ウェアを介して、マシンに送信す
る

アップリケ
カッターに
送信

アップリケの形状をカッティング
マシンに出力する 

ブリングカッ
ターに送信

マルチデコレーションデザインの
ブリングのベクターを、使用可能
なカッティングマシンに送信する。 
設定メニューからマシンを設定。 

ズーム倍率 : ドロップリストから
倍率を選択する

オプション
デザイン表示、グリッド &ガイド
などの設定オプションにアクセス
する

CorelDRAW グラ
フィックスに
切り替え

グラフィック作成 /編集ツール
にアクセスする

Wilcom デコレー
ションに
切り替え

刺繍作成 /編集ツールにアクセ
スする

デザインライブ
ラリ

デザインライブラリウィンドウ
を開き、デザイン、見積もり、
注文、承認等を検索し、分類す
る

刺繍をグラ
フィックに変換

選択した刺繍をベクターグラ
フィックに変換し、CorelDRAW
グラフィックスに切り替える

グラフィックを
刺繍に変換

選択したベクターグラフィック
を刺繍に変換し、Wilcom デコ
レーションに切り替える

アップリケの関
連付けタグ

ベクターレタリングをターンス
テッチのアップリケ刺繍レタリ
ングに変換できるようタグ付け
する

ターニング埋め
縫い [ サテン ]
に変換

このタグはレタリングのような
幅の狭いベクターオブジェクト
のみに使用する

フォトフラッ
シュ用に
タグ付け

写真をフォトフラッシュ刺繍に
変換する 

グラフィック
オブジェクトを
残す

変換後、基のオブジェクトを残
す

刺繍パレットの
色に合わせる

変換したベクターオブジェクト
を刺繍パレットの色に合わせる 

刺繍を表示
刺繍オブジェクトの表示をオン
/オフにする

TrueView プリントのコントロー
ル : TrueView プリントの刺繍の
画像化の質をコントロールする

デザイン
プロパティ

注文指示書の詳細を含んだデザ
インプロパティにアクセスする

オーバービュー
ウィンドウ

オーバービューウィンドウの表
示をオン / オフにする。 現在の
デザインのサムネイルを表示、
パンニングするのに使用する 
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カラーパレット

カラーパレットは Wilcom デコレーションのみで使用
できる特有のパレットを装備しています。
?????????? をご覧ください。

プロパティバー

その他のオブジェクトプロパティ ( 幅、高さ、位置 )
をプロパティバーで調整します。 数値の変更は、キー
ボードの Enter を押すことにより適用されます。 Esc
またはフィールド外をクリックすると中止となります。
詳細はオブジェクトプロパティにアクセスするをご覧
ください。

ステータス & プロンプトバー

ステータスとプロンプトバーは、現在のカーソル位置
のステータスと選択ツールの使用方を継続的に表示し
ます。詳細はオペレーティングモードをご覧ください。

ツールボックスツールバー

ツールボックスは、Wilcom デコレーション特有の刺繍
デジタイズ / 編集ツールを装備しています。 初期設定
ではツールボックスは垂直にスクリーン左端に収めら
れていますが、フロートさせたり再構成はもちろん、
他のツールバーのように収納することも可能です。

オブジェクトプ
ロパティ

オブジェクトプロパティの表示
をオン / オフにする。 プロパ
ティのプリセットや選択オブ
ジェクトのプロパティの調整に
使用する

カラーオブジェ
クトリスト

カラーオブジェクトリスト表示
を切り替える。 デザイン内のオ
ブジェクトの表示と並び替えに
使用。

カラーウェイの
編集

カラーウェイの編集の表示をオ
ン / オフにする。 カラーパレッ
トに糸色を割り当てたり、カ
ラーウェイを設定するのに使用
する

My 刺繍糸

My 刺繍糸ドッカーの表示をオン
/ オフにし、チャートから糸を
検索し、デザインの色を変更す
る

ステッチリスト

ステッチリスト表示をオン / オ
フにする。 ステッチを表示、
フィルター、選択するのに使用
する

チームネーム

チームネームリストの表示をオ
ン / オフにする。 またチーム
ネームを表示して個別に編集す
る 

ニードル
スタンプ

ニードルスタンプドッカーの表
示をオン / オフにする。 ニード
ルスタンプをテンプレートとし
て使用し、針落ちを作成するの
に使用する

刺繍クリップ
アート

ドッカー表示をオン / オフにす
る。 刺繍項目の登録、または検
索に使用する

現在のカラーウェイ : 定義されて
いるカラーウェイ間を切り替える。 
カラーウェイの編集で定義する。

カラーウェイ
の編集

カラーウェイの編集の表示をオン
/ オフにする。 カラーパレットに糸
色を割り当てたり、カラーウェイ
を設定するのに使用する

背景 & 表示色
現在のカラーウェイのデザインの
背景と表示色のプリセットを変更
する 

プロダクト
ビジュアライ
ザー

プロダクトビジュアライザードッ
カーの表示をオン / オフにする。 
デザインウィンドウのプロダクト
を編集するのに使用する

現在の色 現在の色を表示する

色を指定
デザインウィンドウから色をピッ
クし、現在の色にする

現在の色を
適用

現在の色を刺繍オブジェクトに適
用する 

色を追加
パレットに色スロットを追加する。 
パレットの編集から編集する

色を削除 
カラーパレットから使用していな
い 後の色を削除する

使用色のみ
表示

カラーパレットから使用していな
い色すべてを表示 / 非表示にする

未使用色を
削除

パレットから未使用の色を削除す
る

パレットを
分割

選択色を 2 つのスロットに分割す
る。 通常複数のカラーウェイで使
用する

使用色で循環
使用色で異なる組み合わせを作り、
循環する。 左 /右クリックを使用。 

カラー
ホイール

カラーホイールにアクセスし、関
連した色の組み合わせをテストす
る 

My 刺繍糸
My 刺繍糸ドッカーの表示をオン /
オフにし、チャートから糸を検索
し、デザインの色を変更する 

選択
詳細は選択ツールをご覧くださ
い。

オブジェクト変
形

詳細はステッチ編集ツールをご
覧ください。

編集
詳細は編集ツールをご覧くださ
い。
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選択ツール

選択ツールを使用して、デザイン内のすべての刺繍オ
ブジェクトの選択や範囲のキャンセル、また選択した
グループからオブジェクトを個々に選択して削除する
ことができます。詳細はオブジェクトを選択するをご
覧ください。

ステッチ編集ツール

ステッチ編集ツールは個々のステッチが編集でき、コ
ントロールポイントを使用してオブジェクトを変形す
ることができます。詳細は刺繍オブジェクトを変形す
るをご覧ください。ステッチとマシン機能も併せてご
覧ください。

編集ツール

編集ツールは、オブジェクト編集に使用するツールを
装備しています。詳細はオブジェクトを変形するをご
覧ください。

オートデジタイズツール

オートデジタイズツールは、ビットマップやベクター
イメージの形状をマニュアルの入力方法を使用せずに、
自動的にデジタイズすることができます。<Default ｶ 

レタリング
刺繍文字または TrueType フォン
トを使用し、刺繍レタリングを
作成する。 右クリックで設定

チームネーム
チームネームリストの表示をオ
ン / オフにする。 またチームネー
ムを表示して個別に編集する 

モノグラミング
定型のモノグラムスタイル、
ボーダー形状、装飾を使用し、
モノグラムを作成する

簡単オフセット

閉じた刺繍オブジェクトまたは
ベクターオブジェクトのまわり
に正確な距離のオフセットを作
成する

アウトライン &
オフセット

埋め縫いオブジェクトまたは閉
じたベクターオブジェクトにア
ウトラインとオフセットを作成
する

オフセットを開
く

開いた刺繍またはベクターオブ
ジェクトに、正確なオフセット
を作成する

ボーダーを追加
デザイン（または選択オブジェ
クト）にボーダーライブラリか
らボーダーを追加する

カラーブレンド
選択オブジェクトでカラーブレ
ンド、遠近効果、陰影効果を生
成する

オート
デジタイズ

詳細はオートデジタイズツール
をご覧ください。

枠 詳細は枠ツールをご覧ください。

アレンジ
詳細はアレンジツールをご覧く
ださい。

ミラーマージ
詳細はミラーマージツールバー
をご覧ください。

形付け
詳細は形付けツールバーをご覧
ください。

オブジェクト
選択

クリックして個々のオブジェクト
を選択する。 Ctrl または Shift
キーと組み合わせて使用し、オブ
ジェクトをグループや一定の範囲
で選択する。 囲い枠をドラッグし
複数のオブジェクトを選択する 

フリーハンド
選択

オブジェクトの周りにフリーハン
ドでラインを描いて選択する

現オブジェク
トを選択

現在のマーカー位置のオブジェク
トを選択する

多角形選択
囲い枠をオブジェクトの周りにデ
ジタイズし、選択する

折れ線選択
線がオブジェクトの通るようにデ
ジタイズし、選択する

オブジェクト
変形

選択オブジェクトの変形、ス
テッチ角度の編集、開始 / 終了
点の調整を行う。 右クリックで
設定

変形ノード
表示

選択オブジェクトの変形ノード
の表示をオン / オフにする

ベジェハンドル
を表示

選択オブジェクトのベジェ曲線
制御ハンドルをオン / オフにす
る。 （オプション > アウトライ
ン編集タブでベジェオプション
が選択されている場合のみ使用
可能）

ステッチ角度を
表示

選択オブジェクトのステッチ角
度の表示をオン / オフにする

開始点 / 終了点
を表示

選択オブジェクトの開始点 ( 緑
のダイアモンド）と終了点 ( 赤
の十字）の表示をオン / オフに
する

ステッチ編集
個々のステッチを選択し編集す
る

後のステッチ
を保持

コラムの 後のステッチを保持
する 

後のステッチ
を省略

コラムの 後のステッチを省略
する 

分解

ブランチングされたオブジェクト
（モノグラム、アップリケ、レタリン
グなど）を構成要素に分解する。 構成
要素はそれぞれ編集可能

ナイフ
デジタイズラインに沿ってステッチ
設定と色を保ちつつ、オブジェクト
をカットする

オート
ナイフ

大きめのオブジェクトを自動オー
バーラップのある小さめのオブジェ
クトにスライスする
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Font>See イメージの形状をオートデジタイズする
<Default ｶ Font> in the User Manual.

枠ツール

枠は一般的にレタリングオブジェクトに適用しますが、
その他のタイプの刺繍オブジェクトにも適用すること
ができます。詳細は枠を適用するをご覧ください。

アレンジツール

アレンジツールバーは、グループやロックツールなど
含めたオブジェクトの移動、配置、分配などのツール
を装備しています。詳細はオブジェクを編集するをご
覧ください。

インスタントス
マートデザイン

インポートしたイメージから
素早く自動的に刺繍を作成す
る

スマートデザイン
インポートしたイメージから
直接刺繍デザインを作成する

グラフィックオブ
ジェクトを残す

変換時に基のイメージを残す

色の割り当て方法
オートデジタイズの色の割り
当て方法を切り替える

ビットマップを
トリミング

オートデジタイズツールで使
用するビットマップイメージ
を切り取る

トリミング枠削除
クリックでトリミング枠を削
除する 

ビットマップ
カラーを準備

オートデジタイズ用にビット
マップイメージを準備する

ターニング埋め縫
い [ サテン ] オブ
ジェクト

幅の狭いコラム形状をターニ
ングステッチで埋める

中抜きのある
タタミ埋め縫いオ
ブジェクト

大きな範囲をタタミステッチ
で埋める。中抜きを保持する

タタミ埋め縫い
オブジェクト

大きな範囲をタタミステッチ
で埋める。中抜きを無視する

センターライン
ランニングオブ
ジェクト

幅の狭い形状にランニングス
テッチでセンターラインを作
成する

アウトライン
ランニング
オブジェクト

形状の周りにランニングス
テッチでアウトラインを作成
する

ベクターに
オートトレース

イメージをベクターオブジェ
クトに変換する。 これらは刺
繍オブジェクトに変換可能

ビットマップを
調整

オートデジタイズ用にイメー
ジの明るさとコントラストを
調整する

フォトフラッシュ
写真から直接刺繍デザインを
作成する

カラーフォト
ステッチ

グレースケールやカラー写真
を自動的に刺繍に変換する 

ブリッジ枠
オブジェクトを膨張 / アーチ状に
する

ペナント枠 オブジェクトを圧縮させる

遠近枠 オブジェクトを膨張 / 伸縮させる

ダイアモンド
枠

オブジェクトを膨張 / 圧縮させる

枠を削除
選択オブジェクトから枠を削除す
る

グループ 選択オブジェクトのグループ化

グループ解除
選択したオブジェクトのグループ
化を解除する

ロック
選択されたオブジェクトをロック
する

すべての
ロック解除

ロックされたオブジェクトを解除
する

ブランチング
似たような刺繍オブジェクトを自
動的に順序変更し、グループ化す
る 

近の
ポイントを
適用

選択オブジェクトを一番近いポイ
ントで繋ぐ。 編集後、 近のポイ
ントを適用を再適用する 

分解

ブランチングされたオブジェクト
（モノグラム、アップリケ、レタリ
ングなど）を構成要素に分解する。 
構成要素はそれぞれ編集可能

左揃え
選択オブジェクトを左揃えで並べ
る

縦中央揃え
選択オブジェクトを縦センターで
揃えて並べる

右揃え
選択オブジェクトを右揃えで並べ
る

上揃え
選択オブジェクトを上に揃えて並
べる

横中央揃え
選択オブジェクトを横センターで
揃えて並べる

中心揃え
選択オブジェクトをセンターで揃
えて並べる 

下揃え
選択オブジェクトを下に揃えて並
べる

水平方向に
均等に配置

選択されたオブジェクトを水平方
向に均等に配置に配置する

垂直方向に
均等に配置

選択されたオブジェクトを垂直方
向に均等に配置する

同じ幅に作成
選択オブジェクトを、 後に選択
した参照オブジェクトと同じ幅に
サイズ変更する
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ミラーマージツールバー

ミラーマージツールを使用すれば、選択した刺繍オブ
ジェクトの複製や変形を自動的に行うことができ、ま
た単一オブジェクトに合成することもできます。詳細
はオブジェクトを反転するをご覧ください。

形付けツールバー

重なったベクターや刺繍オブジェクトを作成した場合、
形付けツールで合成、切り取り、分割を行うことがで

きます。詳細はオブジェクトを形付けるをご覧くださ
い。

グラフィカルデジタイズツール

グラフィカルデジタイズツールバーは
CorelDRAW(R)Graphics Suite やその他のグラフィック
アプリケーションと似たような操作のデジタイズツー
ルを装備しています。 アウトラインステッチタイプや
埋め縫いステッチタイプツールバーからステッチタイ
プを選択して、形状に割り当てます。グラフィカルデ
ジタイズツールでデジタイズするも併せてご覧くださ
い。 アップリケをデジタイズするも併せてご覧くださ
い。

同じ高さに
作成

選択オブジェクトを、 後に選択
した参照オブジェクトと同じ高さ
にサイズ変更する

同じ幅と高さ
に作成

選択オブジェクトを、 後に選択
した参照オブジェクトと同じサイ
ズにサイズ変更する

横方向に反転
コピー

選択オブジェクトを複製し、横方
向に反転する。オプションでオー
バーラップしたオブジェクトを合
成する 

縦方向に反転
コピー

選択オブジェクトを複製し、縦方
向に反転する。オプションでオー
バーラップしたオブジェクトを合
成する 

両方向に反転
コピー

中心点周りに選択オブジェクトを
複製し、反転する

配列
バッジ等のデザインを複製し、効
率的な縫製を行えるよう自動的に
カラーブロックを順序変更する

反転
オブジェクトまたはデザインを複
製し、反転する。 装飾的なボー
ダーを作るのに使用する

リース
中心点周りにオブジェクトを複製
する。 リースデザインを作成する
のに使用する

万華鏡配列
リースの対のオブジェクトを反転
する

ミラーマージ設定

列 : 配列の列の数を設定する

横の間隔 : 配列の横の間隔を設定
する

コラム : 配列のコラムの数を設定
する

縦の間隔 : 配列の縦の間隔を設定
する

リースポイント : 複製する数
（ソースオブジェクト含む）を設定
する。 万華鏡配列は偶数に設定す
るといい結果が得られる

正確な距離と角度を設定 ﾐ 基とな
るオブジェクトの中心点からリー
スまたは万華鏡配列の中心点まで
測定される

結合
選択した重なり合ったオブジェク
トを一つの平らなオブジェクトに
合成する

重なり部
選択した重なり合ったオブジェク
トを切り取り、重なり部分だけを
残す

絞り出し
選択した重なり合ったオブジェク
トを切り取り、個々のプロパティ
を維持する

前 - 後ろ
選択した重なり合ったオブジェク
トを切り取り、一番上のオブジェ
クトの重なりのない部分のみ残す

後ろ - 前
選択した重なり合ったオブジェク
トを切り取り、一番下のオブジェ
クトの重なりのない部分のみ残す

平易化
選択した重なり合ったオブジェク
トのすべての重なり部分を切り取
る

分解
選択したオブジェクトをオブジェ
クト同士が交わる場所でそれぞれ
分解する

属性結合
選択した重なり合ったオブジェク
トのプロパティを合成し、重なり
部分を切り取る

グラフィック
オブジェクト
を残す

形付け作業後に基のオブジェクト
を残す

オーバーラップ : 平易化や分解の
形付け操作によるオーバーラップ
を調整する

開いた形状を
デジタイズ

現在のステッチタイプで開いたオ
ブジェクトをデジタイズする（ア
ウトラインのみ）

閉じた形状を
デジタイズ

現在のステッチタイプで閉じたオ
ブジェクトをデジタイズする（ア
ウトラインまたは埋め縫い）

コラムを
デジタイズ

現在のステッチタイプで幅が可変
のコラムをデジタイズする（アウ
トラインまたは埋め縫い）
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ステッチ角度ツール

ステッチ角度の調整はオブジェクトのタイプにより異
なります。 複合埋め縫いオブジェクトには単一のス
テッチ角度しか設定できませんが、 ステッチ角度ツー
ルで複数のステッチ角度を追加することが可能です。
詳細はステッチ角度を調整するをご覧ください。

抜き穴ツール

EmbroideryStudio にはオブジェクトに中抜きを切り
取ったり、中抜きを埋めるツールがあります。詳細は
中抜きを追加 & 埋めるをご覧ください。

アップリケツール

アップリケツールバーは、アップリケワーク特有の
ツールを装備しています。 これらのツールを使えば
アップリケオブジェクトの作成はもちろん、効率的に
ステッチできるようオブジェクトと並び替えたり、
オーバーラップしたアップリケオブジェクトに部分的

な上縫いを作成することができます。詳細はアップリ
ケをデジタイズするをご覧ください。

デジタイズツール

デジタイズツールは刺繍デジタイザーになじみのある
入力ツールを装備しています。 デジタイズ方法は大き
く分けて 3 つのカテゴリー（自由形状、コラム形状、
アウトライン）に分類されます。刺繍のデジタイズも
併せてご覧ください。

四角形

現在のステッチタイプで四角形ま
たは正方形をデジタイズする（ア
ウトラインまたは埋め縫い）。 
<Ctrl> を押し抑制する

円・楕円形
現在のステッチタイプで楕円形ま
たは円をデジタイズする（アウト
ラインまたは埋め縫い）。

基本形

基本的な形状をデジタイズする。 
<Ctrl> を押し、形状の比率を保つ。 
<Shift> を押し入力した 初のポイ
ントを中心にする

フリーハンド
（開いた形状）

現在のステッチタイプで開いたフ
リーハンドオブジェクトを描く
（アウトラインのみ）

フリーハンド
（閉じた形状）

現在のステッチタイプで閉じたフ
リーハンドオブジェクトを描く
（アウトラインまたは埋め縫い）

ステッチ角度
詳細はステッチ角度ツールをご覧
ください。

中抜きを追加
詳細は抜き穴ツールをご覧くださ
い。

自動
アップリケ

詳細はアップリケツールをご覧く
ださい。

ステッチ角度
選択したオブジェクトにステッチ
角度を追加する 

ステッチ角度
を削除

ターンステッチの閉じたオブジェ
クトからステッチ角度を削除する

中抜きを
追加

選択した埋め縫いオブジェクトに中
抜きを追加する

中抜き部分
を埋める

選択したオブジェクトの中抜きを埋
める。 ぴったりと埋めるか端からオ
フセットさせて埋めるか選択する

中抜きを
削除

選択したオブジェクトから中抜きを
削除する

自動アップリケ

大 4 層のステッチ（ガイドラ
ンニング、切り取りライン、留
めステッチ、上縫いステッチ）
のアップリケをデジタイズする 

アップリケ
構成要素の統合

効率的なステッチを行なえるよ
う、選択したアップリケオブ
ジェクトを構成要素を統合し、
並べ替える

アップリケの
部分指定

オーバーラップしたアップリケ
オブジェクトに、部分的な上縫
いステッチを作成する

オーバーラップ
自動解除

選択したオブジェクトを「カッ
ター」をして使用し、オーバー
ラップしたオブジェクトの下層
のステッチを取り除く。 右クリッ
クで設定

ランニングを
デジタイズ

デジタイズラインに沿ってシン
グルのランニングステッチの列
を作成する

バックトラック
基に対して反対方向にステッチ
を施し、アウトラインを強化す
る

リピート
同じ方向でアウトラインを複製
する。通常、閉じた形状に使用
される

コラム A
ターンするステッチで幅が可変
のコラムをデジタイズする

コラム B
非対称の形状のコラムをターニ
ングステッチでデジタイズする

コラム C
一定幅のコラムまたはボーダー
をデジタイズする

複合埋め縫い

現在のステッチタイプで単一の
ステッチ角度を持つ埋め縫い形
状をデジタイズする（アウトラ
インのみ）

複合ターニング

現在のステッチタイプでターン
するステッチで埋め縫い形状を
デジタイズする（アウトライン
のみ）

スター
ジグザグステッチで埋め縫いさ
れた星型をデジタイズする

リング
サークルや楕円形のリングをデ
ジタイズする

マニュアル
詳細はマニュアルツールをご覧
ください。
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マニュアルツール

マニュアルツールは、マニュアルで個々のステッチを
デジタイズするツールを装備しています。 マニュアル
でステッチを 1 つづつ、または 3 ステッチ（1 層が 3
ステッチ）づつ入力します。詳細はマニュアルステッ
チをデジタイズするをご覧ください。

ステッチタイプツールバー

ステッチタイプツールバーは、シンプルなものから装
飾的なものまで様々な種類のアウトラインと埋め縫い
ステッチタイプを装備しています。 アイコンを左ク
リックしてステッチタイプを選択、 右クリックしてス
テッチ設定にアクセスします。ステッチタイプも併せ
てご覧ください。

モチーフ使用
デザインにモチーフをひとつづ
つ追加する。 追加時に回転、サ
イズ変更、反転できる 

ブランチング
似たような刺繍オブジェクトを
自動的に順序変更し、グループ
化する 

マニュアル

個々のマニュアルステッチをデジタ
イズする。 マニュアルオブジェクトは
アウトラインがなく、ステッチのみ。 
ステッチ密度は変化しない 

トリプル
マニュアル

トリプルマニュアルステッチをデジ
タイズする。 マニュアルオブジェクト
はアウトラインがなく、ステッチの
み。 ステッチ密度は変化しない 

アウトライン

ランニング
シングルステッチのアウトライ
ンや細部に使用する。 開いた /
閉じた形状に適用する

スカルプチャー
ラン

ひと目おきにトリプルステッチ
が配置されるシングルステッチ
で、手縫いのような効果を作成
する。 開いた / 閉じた形状に適
用する

トリプル
ランニング

太めのトリプルステッチのアウ
トラインや細部に使用する。 開
いた / 閉じた形状に適用する

バック
ステッチ

伝統的なバックステッチで繊細
なボーダーを作成するのに使用
する。 開いた / 閉じた形状に適
用する

ステム
ステッチ

茎 ( ステム）やつるのような装
飾的な模様のステッチでアウト
ラインを作成するのに使用する。 
開いた / 閉じた形状に適用する

モチーフ
ランニング

装飾的なアウトラインを作成す
る。 モチーフライブラリから選
択。 開いた / 閉じた形状に適用
する

サテン

艶のあるサテンステッチで幅が
均一のボーダーやコラムを作成
するのに使用する。 開いた / 閉
じた形状に適用する

3D サテン

一定幅のボーダーやコラムにサ
テンの層を作り、盛り上がった
ステッチを作成するのに使用す
る。 開いた / 閉じた形状に適用
する

ジグザグ
のこぎり歯状のステッチで一定
幅のボーダーやコラムを作成す
るのに使用する

E ステッチ
くし状のステッチで一定幅の
ボーダーやコラムを作成するの
に使用する

タタミ
様々な針落ちパターンで一定幅
のボーダーやコラムを作成する
のに使用する

プログラムスプ
リット

装飾的な針落ちパターンで一定
幅のボーダーやコラムを作成す
るのに使用する

平行
歯状のステッチで一定幅のボー
ダーやコラムを作成するのに使
用する

ラインステッチ
一定幅のボーダーやコラムに
沿ってステッチを形成する 

コイル
コイル状のステッチで一定幅の
ボーダーやコラムを作成するの
に使用する 

ベクターアウト
ライン

ベクターアウトラインを作成す
るのに使用する。 開いた / 閉じ
た形状に適用する

埋め縫い

サテン
幅の狭い形状に艶のあるサテン
埋め縫いを作成するのに使用す
る。 閉じた形状に適用する

3D サテン

サテン埋め縫いの層を作り、盛
り上がったステッチを作成する
のに使用する。 閉じた形状に適
用する

ジグザグ

のこぎり歯状のステッチでジグ
ザグの埋め縫いを作成するのに
使用する。 閉じた形状に適用す
る

E ステッチ
くし状のステッチで E ステッチ
を作成するのに使用する。 閉じ
た形状に適用する

タタミ

大きめの形状に様々な針落ちパ
ターンで密なステッチを作成す
るのに使用する。 閉じた形状に
適用する

コイル
コイル状の埋め縫いを作成する
のに使用する。 閉じた形状に適
用する
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ステッチ効果ツールバー

ステッチ効果ツールバーは、選択オブジェクトの自動
下縫いの適用をなどステッチの質の変更や向上を行う
ツールを装備しています。 右クリックで設定します。

表示ツールバー

表示ツールバーは、刺繍デザインを表示するコマンド
を装備しています。例として、デザインアウトライン
はステッチごと、マシン機能ごと（生地にステッチが
施される為）に表示します。個別でも組み合わせても

平行
ストレートの平行埋め縫いを作
成するのに使用する。 閉じた形
状に適用する 

格子
格子状の埋め縫いを作成するの
に使用する。 閉じた形状に適用
する 

中抜き
コイル

コイル状の埋め縫いの列を同心
円状に作成するのに使用する。 
閉じた形状に適用する 

プログラムスプ
リット

針落ちでタイル状のパターンを
形成し、目の詰まった装飾的な
埋め縫いを作成するのに使用す
る。 閉じた形状に適用する

モチーフフィル

連続したモチーフパターンで装
飾的な埋め縫いを作成するのに
使用する。 モチーフライブラリ
から選択。 閉じた形状に適用す
る

クロス
ステッチ

大きな領域をステッチ数が少な
いクロスステッチで埋めるのに
使用する。 閉じた形状に適用す
る

ライン
ステッチ

オブジェクトの輪郭に沿ってス
テッチを作成する。 閉じた形状
に適用する

渦巻きフィル

オブジェクトの中心から放射状
に広がる渦巻き状のステッチを
作成するのに使用する。 閉じた
形状に適用する

スティプル
フィル

形状内で不規則にうねるスティ
プルフィルの埋め縫いを作成す
るのに使用する。 閉じた形状に
適用する

スティプルバッ
クステッチ

ボーダー内で不規則にうねる
バックステッチの埋め縫いを作
成する。 閉じた形状に適用する

スティプル
ステムステッチ

形状内で不規則にうねるステム
ステッチの埋め縫いを作成する
のに使用する。 閉じた形状に適
用する

ベクターフィル
ベクターフィルを作成するのに
使用する。 閉じた形状に適用す
る

自動下縫い
選択オブジェクトに自動下縫い
を生成する 右クリックで設定

縮み補正
選択オブジェクトに適用し、生
地の伸縮に合わせて補正する。 
右クリックで設定

オート
ジャンプ

新規または選択オブジェクト中
の長いステッチを維持する。 右
クリックで設定

間引き
ステッチ

カーブがきつい場所で内側の端
にあるステッチを短くし、ス
テッチの集中を減らす。 右ク
リックで設定

フラクションス
ペース 

内側 / 外側の縁に沿いステッチ
密度を均一にする。 右クリック
で設定

マイター
コーナー

交差地点で鋭いマイターコー
ナーを作成する。 右クリックで
設定

キャップ
コーナー

ステッチが少なめのキャップ
コーナーを作成する。 右クリッ
クで設定

ラップ
コーナー

チドリスタイルのコーナース
テッチを作成する。 右クリック
で設定

ぼかし
ステッチ

選択オブジェクトに不揃いな縁、
陰影効果、また毛皮のような風
合いやふわふわした質感を作成
する。 右クリックで設定

トラプント

下層にあるトラベルランニング
を選択オブジェクトの縁に移動
させる。 開いたステッチと共に
使用する 

ユーザー
スプリット

ユーザー設定のスプリットライ
ン効果を作成する。 右クリック
で設定

アコーディオン
スペース

埋め込みのステッチ間隔を変化
させ、遠近感と陰影効果を作成
する 右クリックで設定

フレックス
スプリット

装飾的なスプリットパターンを
ステッチ角度に沿って作成し、
オブジェクトの幅によりサイズ
変更する。 右クリックで設定

放射状埋め縫い

新規または選択オブジェクトに
放射状の埋め縫い効果を適用

（または削除）する。 右クリック
で設定

フローティング
効果

1 つのガイドラインでユーザー設
定のカーブラインステッチを作
成する。 右クリックで設定

リキッド効果
2 つのガイドラインでユーザー設
定のカーブラインステッチを作
成する。 右クリックで設定

3D ワープ 
選択したモチーフフィルに 3D 効
果を作成する。 右クリックで設
定
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使用できます。 右クリックで設定にアクセスします。
デザインを表示するも併せてご覧ください。

ズームツールバー

ズームツールは、デザインにズームインして一つ一つ
のステッチや詳細を確認したり、デザイン全体が見え
るようズームアウトすることができるツールを装備し

ています。詳細はデザインのズーム＆パンニングをご
覧ください。

並び替えツールバー

並び替えツールバーは、オブジェクトの並び替えに便
利なツールを装備しています。 カラーオブジェクトリ
ストと合わせて使用します。詳細は刺繍オブジェクト
を並び替えるをご覧ください。

変形ツールバー

変形ツールバーはオブジェクトを反転、回転、傾斜す
るツールを装備しています。詳細はオブジェクを編集
するをご覧ください。

TrueView
ステッチ表示と TrueView を切り
替える

ステッチ表示
刺繍ステッチ表示をオン / オフ
にする

アウトライン
表示

オブジェクトのアウトライン表
示をオン / オフにする

針落ちポイント
表示

針落ちポイント表示をオン / オ
フにする

つなぎ糸表示
つなぎ糸表示をオン / オフにす
る

機能表示
マシン機能シンボル表示をオン /
オフにする

リピート表示
デザインリピート表示をオン /
オフにする

ビットマップ
表示

ビットマップイメージ表示をオ
ン / オフにする

ベクター表示
ベクターグラフィックの表示を
オン / オフにする

グラフィックを
霞めて表示

デジタイズ時にステッチがよく
見えるよう、下絵のイメージを
霞ませる

アップリケ生地
表示

アップリケ生地表示をオン / オ
フにする

プロダクト
表示

現在のプロダクト表示をオン /
オフにする。 右クリックで プロ
ダクトビジュアライザー設定に
アクセス

刺繍枠表示 刺繍枠表示をオン / オフにする

ブリング表示
ラインストーン（ブリング）の
表示をオン / オフにする

グリッドを表示
グリッド表示をオン / オフにす
る

ルーラーとガイ
ドラインを表示

ルーラーとガイドライン表示を
オン / オフにする

デザイン測定システム : ソフト
ウェア内で使用する測定単位を
システム設定を変えずに変更す
る 

自動刺繍枠
マイ刺繍枠リストから刺繍枠を
自動的に選択する。 刺繍枠を表示
を右クリックし設定する

自動スタート /
エンド

デザイン全体の自動スタートと
エンド点を設定する

刺繍シュミレー
ション

スクリーン上で刺繍デザインの
縫製をシュミレーションする

ズーム

マウスの左 / 右クリックでズーム
イン / アウト。または囲み枠をド
ラッグしデザインの詳細を表示す
る

ズーム 1:1
実際の大きさでデザインを表示す
る

ズーム倍率 : ドロップリスかから
ズーム倍率を選択するか、ズーム
倍率を入力し Enter を押す

デザイン全体
にズーム 

デザインウィンドウにデザイン全
体を表示する

選択オブジェ
クトにズーム

選択オブジェクトのみ拡大する

プロダクトに
ズーム

デザインウィンドウにプロダクト
全体を表示する

刺繍枠に
ズーム

デザインウィンドウに刺繍枠全体
を表示する 

オブジェクト
ひとつ前進

ステッチ順序内の選択をオブジェ
クト一つ分前進させる 

オブジェクト
ひとつ後進

ステッチ順序内の選択をオブジェ
クト一つ分前進させる 

色ひとつ前進
ステッチ順序内の選択を色ブロッ
ク一つ分前進させる 

色ひとつ後進
ステッチ順序内の選択を色ブロッ
ク一つ分後進させる 

初に移動
ステッチ順序内の選択を順序の一
番前に移動させる 

後に移動
ステッチ順序内の選択を順序の一
番前に移動させる 

選択順に
並び替え

選択した順序でオブジェクトの順
序を変更する

色ごとに
並び替え

同じ色ごとにすべてのブロックを
並び替える （カラーブロックを
別々に維持したい場合は、カラー
オブジェクトリストを使用する）

横反転
選択オブジェクトを横方向に反転
する

縦反転
選択オブジェクトを縦方向に反転
する
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スタイルツールバー

スタイルツールバーを使用し、あらかじめ設定されて
いるスタイルをデザインに適用します。 このツールで
は、下記の事が行えます。

 選択オブジェクトに現在の設定を適用

 現在の設定を変更

 選択オブジェクトにスタイルを適用

ユーザー選択として選択したスタイルは、ツールバー
のツールアイコンとしてそれぞれ割り当てられます。
詳細はスタイルを使用して作業するをご覧ください。

ステッチツールバー

ステッチツールバーは、ステッチレベルでの編集や処
理を行なうツールを装備しています。ステッチとマシ
ン機能も併せてご覧ください。

機能ツールバー

機能ツールを使用して、マシン機能をマニュアルで挿
入することができます。詳細はステッチとマシン機能
をご覧ください。

注意　手動で挿入したステッチやマシン機能は、手動
で維持しなければなりません。 オブジェクトのステッ
チが何かの作業に伴い再生成される場合は、全てのス
テッチとマシン機能の編集が失われます。

旧機能ツールバー

近のマシンでは USB や無線ネットワークを使用でき
ます。 これらはディスクドライブとして表示されるか、
PC のフォルダからデザインを読み込めるよう設定され
ます。 旧式のマシンはシリアルポートや独自の刺繍
ディスクを使用しています。 旧機能ツールバーは旧式

基準線を軸
に反転

オブジェクトを基準線で定義した
軸を中心に反転する

左に 45 度
回転

選択したオブジェクトを左に 45 度
回転する

右に 45 度
回転

選択したオブジェクトを右に 45 度
回転する

回転 : 選択オブジェクトを特定の
度数（プラスまたはマイナス）で
回転する

傾ける : 選択オブジェクトを特定
の度数（プラスまたはマイナス）
で傾ける

基準線を軸
に数値で
セット

基準点と数値で選択オブジェクト
を変換する

基準線を軸
にポイント
でセット

選択したオブジェクトを基準点を
使用して変形する

選択を現在の
プロパティに
適用

選択したオブジェクトのプロパ
ティを現在のプロパティとする

現在のプロパ
ティを適用

選択オブジェクトに現在の設定を
適用する

ユーザー選択
スタイル

スタイルの管理からユーザー選択
スタイルを 10 個まで割り当てるこ
とができる。 オブジェクトを選択
し、ボタンをクリックして適用す
る

スタイルを
適用

定義したスタイルを選択オブジェ
クトに適用する

ステッチ
生成

選択オブジェクトのステッチを生成す
る

ステッチ
編集

個々のステッチを選択し編集する

選択オン /
オフ

デザインを移動しながら、オブジェク
トを選択する

ステッチ
の処理

糸密度の調整全体、または選択部分の
拡大／縮小をする

オブジェ
クト分割

現在の針位置でオブジェクトを 2 つに
分割する。 「ステッチごとに移動」機
能と共に使用する

針落ち
針落ち機能をオン / オフにする。 
オンで針またはボーラーを使用
し、オフでジャンプを作成する 

ボーラー
ボーラー機能をオン / オフにす
る。 生地に穴を切り取るのに使用
する

ストップを
挿入

現在のマーカー位置にストップ機
能を挿入する 

ほつれ止め
（エンド）を
挿入

現在のマーカー位置にほつれ止め
（エンド）機能を挿入する 

糸きりを挿入
現在のマーカー位置に糸きり機能
を挿入する

ノンデータス
テッチ機能を
挿入 

現在のマーカー位置にノンデータ
ステッチ機能を挿入する

ノンデータ
ジャンプ機能
を挿入

現在のマーカー位置にノンデータ
ジャンプ機能を挿入する

機能挿入
現在のマーカー位置にマシン機能
を挿入する

機能消去
現在のマーカー位置からマシン機
能を削除する 

機能編集
現在のマーカー位置のマシン機能
を編集する

低速
マシンスピードを減速するよう低
速機能を挿入する

高速
マシンスピードを加速するよう高
速機能を挿入する
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のマシンに接続する機能を装備しています。詳細は生
産用にデザインを出力するをご覧ください。

移動ツールバー

移動ツールバーは、デザインのステッチ順序を色ご
と、オブジェクトごと、ステッチごとに表示するツー
ルを装備しています。 移動はデザインのどこからでも
開始できます。詳細はステッチ順序を表示するをご覧
ください。

シークィンツールバー

シークインツールバーは、コンパーチブルマシンで
シークインのあるデザインをデジタイズすることので
きるシークインツール一式と、 ボーリングの中抜き穴

を作成するツールを装備しています。詳細はシークイ
ンをデジタイズするをご覧ください。 

ブリングツールバー

ブリングツールバーは、ブリングランやフィルを作成
できるツールを装備しています。 ブリングランニング
にはシンプルランニング（同じサイズのストーン）
と、パターンランニング（様々なサイズで一定のパ
ターンに沿う）の２種類があります。

マシンマネ
ジャーに送信

EmbroideryStudio またはデザイン
ワークフローからデザインをマシ
ンに送信し、ジョブ待ち列を表示
し、管理する 

ステッチマネ
ジャーに送信

生産用に現在のデザインを刺繍マ
シンに直接送信する

刺繍ディスク
専用の刺繍ディスクフォーマット
のデザインを開いたり、保存する

ハードウェア
設定

名前、ポート、プロトコルでマシ
ン接続を設定する

デザインの
スタート /
エンド点

左 / 右クリックで マーカー位置を
デザインのスタート点 / エンド点
に移動させる

オブジェクト
ごとに移動

左 / 右クリックで マーカー位置を
デザインのスタート点 / エンド点
に移動させる

セグメント
ごとに移動

左 / 右クリックで マーカー位置を
次の / 前のセグメントに移動させ
る

色ごとに移動
左 / 右クリックで マーカー位置を
次の / 前のセグメントに移動させ
る

機能ごとに
移動

左 / 右クリックで マーカー位置を
次の / 前のセグメントに移動させ
る

糸きりごとに
移動

左 / 右クリックで マーカー位置を
次の / 前のセグメントに移動させ
る

1000 ステッ
チごとに移動

左 / 右クリックで マーカー位置を
次の / 前のセグメントに移動させ
る

100 ステッチ
ごとに移動

左 / 右クリックで マーカー位置を
次の / 前のセグメントに移動させ
る

10 ステッチ
ごとに移動

左 / 右クリックで マーカー位置を
次の / 前のセグメントに移動させ
る

1 ステッチご
とに移動

左 / 右クリックで マーカー位置を
次の / 前のセグメントに移動させ
る

シークイン
パレット
エディタ

シークインライブラリから、デザイ
ンに使用するシークインを選択する

シークインパレット : 現在のデザイ
ンのシークインの形状を選択する

マニュアル
シークイン

シークインを個々にデジタイズする。 
右クリックで設定

左の
シークイン

ツインシークインデザインをデジタ
イズ中に左のシークインに切り替え
る

右の
シークイン

ツインシークインデザインをデジタ
イズ中に右のシークインに切り替え
る

シークイン
ランニング

（自動）

デジタイズラインに沿って、シーク
インの列を作成する。 右クリックで
設定

シークイン
ランニング

（手動）

デジタイズラインに沿って、シーク
インドロップをデジタイズする。 右
クリックで設定

シークイン
フィル

デジタイズし、大きめの形状をシー
クインで埋める。 右クリックで設定

シークイン
編集

選択したシークインオブジェクト内
のシークインの配置を個々に調整す
る 

ベクター
からシーク
イン

シークインイメージからシークイン
ランニングを作成する。 シークイン
をつなぐガイドラインをデジタイズ
する

ドロップ
シークイン

現在の針位置にシークインを落とす。 
ツインシークインマシンでは左ク
リックで左のシークインを、右ク
リックで右のシークインを落とす

機能消去
現在の針位置のシークイン機能を消
去する

ブリングパ
レットエ
ディタ

ブリングライブラリからデザインに
使用するラインストーンを選択する

ブリング
マニュアル

ブリングを個々にデジタイズする

ブリング
ランニング

（自動）

デジタイズラインに沿って、ライン
ストーンの列を作成する。 右クリッ
クで設定

ブリング
フィル

大きめの形状をデジタイズし、ライ
ンストーンで埋める。 右クリックで
設定 
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サガラツールバー

お使いの EmbroideryStudio システムでサガラオプ
ションがインストールされている場合には、デザイン
ウィンドウには特定のサガラステッチタイプとマシン
機能が付いた、サガラツールバーが含まれます。 詳細
はサガラユーザーマニュアルをご覧下さい。

シフリツールバー

お使いの EmbroideryStudio システムでシフリオプ
ションがインストールされている場合、デザインウィ
ンドウにはシフリ機能がついたシフリツールバーが含

まれます。 詳細はシフリユーザーマニュアルをご覧下
さい。

デザイン管理ツールバー

デザイン管理ツールを使用して、共用ネットワークド
ライブ上にあるデザインを素早く検索することができ
ます。 これは複数のユーザーが複数のコンピューター
で EMB やマシンフォーマットのデザインを作成し、ア

ブリング
レタリング

Wilcom 由来の刺繍書体または
TrueType フォントを使用し、ブリン
グレタリングを作成する。 右クリッ
クで設定

オーバー
ラップ自動
削除オン

オーバーラップしたブリングオブ
ジェクトのラインストーンを取り除
く

オーバー
ラップ自動
削除オフ

オーバーラップしたブリングオブ
ジェクトのラインストーンを保持す
る

ブリング
オーバー
ラップを
ハイライト

オーバーラップしたラインストーン
のハイライト表示をオン / オフにす
る。 マニュアル編集と共に使用する

ブリング
編集

選択したブリングオブジェクト内の
ラインストーンの配置を個々に調整
する

ブリング
ワークエリ
アを表示

選択したマシンモデルのデザイン中
のワークエリアをビジュアル化する。 
右クリックで設定

チェーン

チェーンの繋ぎに似た、装飾的なス
テッチを作成する。アウトラインと
ボーダー、モノグラムにも使用され
る 

ループ

隆起したサガラステッチ特有のルー
プステッチで密度の高い上縫いを作
成する。シンプルな形状に適してい
る

針高さ
チェーンステッチの幅同様、スープ
ステッチが縫製される際に形成され
るループの高さをコントロールする

サガラコン
ビネーショ
ン

複合埋め縫いと使用し、複合ドロー
イングのループやチェーンステッチ
を自動的に生成する。 右クリックで
オフセットを調整する

チェーンと
ループ表示

サガラオブジェクトを表示する。
チェーンとループ項目を簡単に特定
できる。（ロックステッチは緑、
チェーンは青、ループは赤）

ブラット 糸の張りを減少する

ステップ 糸の張りを増加する

ジャンプ終了
ジャンプ終了機能を挿入し、針ま
たはボーラーをアクティブにする

ジャンプ開始
ジャンプ終了機能を挿入し、針ま
たはボーラーを非アクティブにす
る

低速
マシンスピードを減速するよう低
速機能を挿入する

高速
マシンスピードを加速するよう高
速機能を挿入する

ボーラーイン
ボーラーイン機能を挿入し、ボー
ラーをアクティブにする

ボーラー
アウト

ボーラーアウト機能を挿入し、
ボーラーをオフにする

ボーラー深度 : ボーラー穴のサイ
ズを定義する切り取り深度を設定
する。有効なボーラー深度は
Plauen では 1-13、Saurer では
1-13 となる

RPM －
RPM －機能を挿入して、マシンの
ターンスピードを減少させる

RPM+
RPM+ 機能を挿入して、マシンの
ターンスピードを増加させる

Fadenleiter
－

Fadenleiter －機能を挿入して、
Fadenleiter ストロークを 1 減少
させる

Fadenleiter+
Fadenleiter+ 機能を挿入して、
Fadenleiter ストロークを 1 増加
させる

糸ブレーキ－
糸ブレーキ－機能を挿入し、糸ブ
レーキ圧力を減少させる

糸ブレーキ＋
糸ブレーキ＋機能を挿入し、糸ブ
レーキ圧力を増加させる

ドロップ
シークイン

ドロップシークイン機能を挿入し、
シークインを落とす

シフリの
パート構成

デザインをカラーブロックに分割
する
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クセスするようなビジネスに必要な機能です。詳細は
デザインを管理するをご覧ください。

表示（デザインライブラリ）ツールバー

デザインライブラリでは、共有のローカルネットワー
クドライブにあるデザインを素早く検索することがで
きます。 これは複数のユーザーが複数のコンピュー
ターで EMB やマシンフォーマットのデザインを作成し、
アクセスするようなビジネスに必要な機能です。 表示

（デザインライブラリ）ツールバーはクイック検索、分
類、コンピューターネットワーク上のデザインの場所
を検索できる機能を装備しています。詳細はデザイン
を管理するをご覧ください。

選択から
新規作成

My デザインウィンドウで選択し
たデザインを基に新しいデザイ
ンを作成する 

選択を開く
My デザインウィンドウで選択し
たデザインを開く 

近使ったデザ
インを開く

近開いたデザインリストから
デザインを開く

切り取り
選択を切り取りクリップボード
に置く 

コピー
選択をコピーし、クリップボー
ドに置く 

貼り付け
クリップボードのコンテンツを
貼り付ける

選択デザインを
変換

My デザインウィンドウで選択し
たデザインを、別のファイルタ
イプに変換する 

コネクションマ
ネジャーに送信

刺繍ライブラリで選択したデザ
インをステッチする 

選択を印刷
My デザインウィンドウで選択し
たデザインを印刷する 

選択をカタログ
に印刷

選択デザインのセットをカタロ
グに印刷する 

デザインリスト
をエクスポート

デザインファイルのリストとプ
ロパティを含んだテキストファ
イルまたは CSV ファイルをエク
スポートする 

刺繍ライブラリ
を管理

素早い検索とフィルターを行な
えるよう、刺繍ライブラリに
フォルダを追加したり、既存の
フォルダを削除する

レイアウト
ナビゲーション枠、詳細枠、プレ
ビュー枠表示をオン / オフにする

デザインプ
ロパティ

デザイン情報ドッカー表示をオン /
オフにする 

表示を変更 デザインリストの表示を変更する

詳細コラム
をリセット

詳細ビューで表示されているコラム
をリセットし、初期設定レイアウト
に戻す 

デザインを分類 : デザインのリスト
を選択したプロパティで分類する 

昇順 デザインを昇順で分類する 

降順 デザインを降順で分類する 

デザインを並び替え : デザインのリ
ストを選択したプロパティで並び替
える

表示 
表示 : ファイルの種類で現在のデザ
インのリストを絞り込む 

デザインを検索 : 検索基準を基にデ
ザインをフィルターにかける 
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キーボードショートカット

一般的な機能

動作 ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ

新規デザインのスタート C+N

デザインを開く C+Oまたは
A+F+O

デザインを閉じる A+F+C

デザインの保存 C+S

保存 A+f+A

デザインを印刷 C+Pまたは
A+f+p

グリッドの表示 / 非表示 V+G

オーバービューウィンドウの表示 /
非表示

V+v

カラーオブジェクトリストの表示 /
非表示

V+l

ステッチリストの表示 V+J

レタリングダイアログを開く A

オンスクリーン測定距離 M

測定ツールチップを表示 C+i

コマンドを元に戻す C+Z

コマンドをやり直す C+Y

コマンドをキャンセル E 

オンラインヘルプを開く 1

アプリケーションの終了 A+4 

デジタイズ機能

動作
ｼｮｰﾄｶｯﾄ
ｷｰ

または

複合ターニングを作動 2

複合埋め縫い　オン 3

コラム A を作動 4 V+A

コラム B を作動 5

コラム C を作動 6

バックトラックを作動 V+X

アップリケ　オン 7

シングルランニング　オン 8 V+N

トリプルランニング　オン 9

モチーフランニング　オン 0

返し針　オン !

ステムステッチを作動 @

サテンステッチを適用 V+I

タタミステッチを適用 V+M

オブジェクトのデジタイズ終了
（ 終ステッチを保存）

R

オブジェクトのデジタイズ終了
（ 終ステッチを省略）

s

デジタイズ自由形状境界線を終了 R

終入力ポイントを削除 B

ステッチ生成 G

埋め縫いとランニングステッチ間の
切り替え

s

埋め縫いとマニュアルステッチ間の
切り替え

R

自動下縫いのオン /オフ切り替え u

選択したイメージにベクターにオー
トトレースを作動

C+M

ブランチングを作動 i

統合したベクターオブジェクトを作
成

V+H

選択オブジェクト

動作 ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ

すべてのオブジェクトを選択 C+A

すべてのオブジェクトの選択取消 EまたはX

色による選択 C+A+a

オブジェクト選択ツールを作動 o

オブジェクト選択ツールの解除 E

現行針位置のオブジェクト選択 V+O

多数オブジェクトの選択 C+[

オブジェクトの範囲を選択 V+[

次のオブジェクトを選択 T 

1 つ前のオブジェクトを選択 V+T

1 つ下のオブジェクトを選択 2+[

次のオブジェクトを選択に加える C+T

前のオブジェクトを選択に加える C+V+
T

多角形選択ツールを作動 C+L

ステッチ編集モードのステッチ範囲の
オン /オフ切り替え

Q

選択オブジェクトのグループ化 C+G

選択オブジェクトのグループ解除 C+U

選択オブジェクトのロック K

全てのオブジェクトのロックを解除 V+K

ステッチの選択 /解除 *T 

* ステッチ編集ツール選択状態

デザインの表示

動作 ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ

TrueView のオン / オフ切り替え t

ステッチ数の表示 /非表示 s

アウトラインの表示 /非表示 L

針落ちポイントの表示 /非表示 .( ﾋﾟﾘｵﾄﾞ )

つなぎ糸の表示 /非表示 V+C

機能シンボルの表示 /非表示 V+F

色ごとに表示 A+c

選択以外を非表示 V+s

ビットマップ表示 D

ベクトル表示 V+D

ズーム (選択枠） b

1:1 スケール (100%) にズーム 1

デジタイズ機能 ( 続き )

動作
ｼｮｰﾄｶｯﾄ
ｷｰ

または
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ズーム倍率の指定 F

2 倍ズームイン Z

2 倍ズームアウト V+Z

デザイン全体にズーム 0( ｾﾞﾛ )

選択オブジェクトにズーム V+0(ｾﾞﾛ)

プロダクトにズーム C+0(ｾﾞﾛ)

刺繍枠にズーム A+0(ｾﾞﾛ)

オーバービューウィンドウでのズーム
ボックス

V+B

パンニングを作動 P

オートスクロールを一時停止 V( 押し下
げる )

オートスクロールのオン / オフ切り替
え

C+V+A

デザインウィンドウで針位置表示 C

前画面へ戻る V

スクリーンの再表示（更新） r

刺繍シュミレーションを作動 V+R

ステッチ順序の表示

移動ツール ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ

デザインのスタート点 h

デザインのエンド点 e

次の色 x

前の色 z

次のオブジェクト C+T

前のオブジェクト V+T

次のセグメント ^C+r

前のセグメント ^C+l

次の機能 ^C+x

前の機能 ^C+z

次の糸切り ^C+r

前の糸切り ^C+l

1 ステッチ前進 ^r

1 ステッチ後進 ^l

10 ステッチ前進 ^b

10 ステッチ後進 ^t

100 ステッチ前進 †+

100 ステッチ後進 †-

1000 ステッチ前進 †V++

1000 ステッチ後進 †V+-

^ オブジェクトが選択されていない状態 † 数字キー
パッドのみ、オブジェクトが選択されていない状態

オブジェクトの切り取りと貼りつけ

動作
ｼｮｰﾄｶｯﾄｷ
ｰ

または

オブジェクトの切り取り C+X V+D

オブジェクトのコピー C+C C+Z

オブジェクトの貼り付け C+V V+Z

 ( 続き ) デザインの表示

動作 ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ

オブジェクトの複製 C+D

貼り付け方法を選択 >オブジェク
トプロパティの位置

V+Z

貼り付け方法を選択 >貼り付ける
オブジェクトをずらす

C+V+V

貼り付け方法を選択 >針位置でセ
ンタリング

C+A+V

貼り付け方法を選択 >針位置にス
タート点

V+A+V

選択オブジェクトまたは 終オブ
ジェクトの削除

D

オブジェクトとステッチの修正

動作
ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰま
たはｸﾘｯｸ

選択オブジェクトを水平又は縦に移動 *C+:

横反転 C+1

垂直反転 A+1

選択されたオブジェクトを動かす [+tblr

サイズ変更時、縦横の比率を保持 †V+:

オブジェクト変形ツールを作動 h

ステッチ角度表示ツールを作動 A+a

変形ノードツール表示を作動 A+N

変形ノードタイプの変更 ^ [+M

ステッチ角度ツールを作動 C+H

ステッチ編集ツールを作動 e

ステッチ角度を追加
(複合ターニング )

C+H

サガラデザイン整合性のチェック !

* オブジェクトをドラッグ　+ ハンドルをドラッグ
　 ^ コントロールポイントを選択

シフリ機能

動作 ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ

ステップ /ブラット機能の挿入 []

Fadenleiter プラス / マイナスの挿入 <>

ボーリングテンションスタート /エン
ドの挿入

/\

RPM プラス / マイナスの挿入 :"

シフリボーラー深度の変更 ;

シフリリピートの表示 W

オブジェクトの切り取りと貼りつけ ( 続き )

動作
ｼｮｰﾄｶｯﾄｷ
ｰ

または
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パート 13

付録
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付録 A

利用可能なファイルとディスクフォーマット

この章では EmbroideryStudio で使用可能なファイルとディスクのタイプを詳しく説明し
ています。 メルコ CND ファイル、WilcomINP、EMB との Gunnold PCH デザインフォーマッ
トの変換に関する詳細と、 ベクターとビットマップ（ラスター）フォーマットの詳細が記
載されています。

メモ　いろいろなシフリマシンでも使用できるようシフリファイルフォーマットは多数
存在しますが、 EmbroideryStudio ではこれらのうちで も重要なものを使用することが
できます。 詳細は ES シフリユーザーマニュアル増補版をご覧下さい。

サポートされている刺繍機

下記の表は EmbroideryStudio で使用できるマシンの一覧です。 お使いのマシンの推奨接
続をご確認ください。 お使いのマシンモデルがない場合は、Wilcom サポートセンターま
でお問合わせください。 下記の表で対応マシンの接続情報をご確認ください。ハードウェ
ア設定も併せてご覧ください。

マシンフォーマット 詳細

バルダン 様々なバルダン機で使用できるフォーマット。 針棒 9 本を使用で
きます。 バルダンフォーマットは、ペーパーテープ、ＦＭＣ
ディスクや ＤＳＢ ファイルフォーマットに適しています。

バルダン サガラ バルダンの旧式サガラ刺繍機 BELM A3C シリーズより古い刺繍機
のみで使用できるフォーマット。 新しいモデルはバルダン
FDR-II サガラコンビネーションを使用しています。

バルダン FDR-II サガ
ラコンビネーション

バルダンのコンビネーションモデル ( 平刺繍とサガラ刺繍が可能
) で使用できるフォーマット。 このフォーマットを使用するには
サガラ単体または組み合わされたサガラをデジタイズし、デザイ
ン上にロックステッチを施します。

バルダン FDR-II ロッ
クステッチ

バルダン BED* シリーズ以降のモデル ( 針棒 15 本とシークインが
装備可能なモデル ) で使用できるフォーマット。 大 15 本まで
の針とオプションのシークインアタッチメントをサポートしてい
ます。

バルダン FDR-II ツイ
ンシークイン

バルダンのツインシークインマシン。 デザインはツインシークイ
ンデバイスを装備したバルダンマシンで動作するよう、このマシ
ンフォーマットでデジタイズする必要があります。

バルダン FDR-II ツイ
ンシークイン サガラ
コンビネーション

バルダンツインシークインとサガラコンビネーションマシン。 デ
ザインはツインシークインとサガラデバイスをを装備したバルダ
ンマシンで動作するよう、このマシンフォーマットでデジタイズ
する必要があります。

バルダン FDR-II ロッ
クステッチと SWF ツ
インシークイン

バルダン Z シリーズ バルダンの平刺繍機 ( 針棒 15 本対応 ) で使用できるフォーマッ
ト。
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メモ　Wilcom サポートセンターの会員でない方は、Wilcom ソフトウェア製品の正規のラ
イセンス使用許諾者の登録を行ってください。 詳細は www.wilcom.com/support をご覧く
ださい。

利用可能なファイルフォーマット

CorelDRAW(R)Graphics Suite と併用して、EmbroideryStudio は幅広い種類の装飾処理や
技術の読み込み / 書き込みができます。複数のデコレーションファイルをエクスポート
するも併せてご覧ください。

利用可能な刺繍ファイルフォーマット

刺繍のファイルフォーマットには下記の 2 種類があります。

Brother / Babylock

Happy

Inbro Inbro 刺繍機で使用できるフォーマット。

メルコ メルコ刺繍機で使用できるフォーマット。

メルコ サガラ メルコ サガラ刺繍対応で使用できるフォーマット。

Pfaff Pfaff 刺繍機で使用できるフォーマット。

シフリ シフリ機で使用できるフォーマット。

SWF SWF 刺繍機で使用できるフォーマット。

タジマ 標準タジマ機で使用できるフォーマット。

タジマ TBF タジマの針棒番号対応マシンで使用できるフォーマット。 
TBF(Tajima Binary Format) ファイルフォーマットは針棒番号情
報を保持することができる、より知的なマシンフォーマットで
す。 デザインはツインシークイン装置を装備したタジママシンで
動作するよう、このマシンフォーマットでデジタイズする必要が
あります。

タジマ TMCE-100 サガラ対応の刺繍機で使用できるフォーマット。

タジマ TMCE-600 サガラ対応の刺繍機で使用できるフォーマット。

トヨタ トヨタ刺繍機で使用できるフォーマット。

Zangs Zangs と Marco ブランドの刺繍機及び
1988 年初期の ZSK 刺繍機 ( 糸切りなし ) で使用できるフォー
マット。

ZSK1 ZSK 刺繍機 7 本針 (1991 年より前のモデル ) で使用できるフォー
マット。

ZSK2 ZSK 刺繍機 7 本針以上を装備したモデルで使用できるフォーマッ
ト。

ZSK TC ZSK マシン用のフォーマットで、トランスポートコードディスク
（DOS フォーマットディスク）に対応します。

マシンフォーマット 詳細

ファイル
フォーマット

詳細

アウトライン コンデンス ( 圧縮 ) ファイルには、デジタイズされた形状やライン、選
択されたステッチタイプとステッチの数値や効果が含まれます。

http://www.wilcom.com/support
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WILCOM ファイルフォーマット

EmbroideryStudio ではアウトラインファイルとマシンファイルの利点を組み合わせた
Wilcom 由来の EMB 刺繍ファイルフォーマットを使用します。 アウトラインやステッチで
使用された糸情報などが保存されており、 デザインのサイズ変更を行ってもオリジナルの
パラメータが維持できます。 これらの機能は他の WILCOM 製品のファイルフォーマットで
も使用できます。 下記の表には EMB ファイルフォーマットの旧 / 変化バージョンも記載さ
れています。

メモ　

 ^ ES クロスステッチアプリケーションのみで書き込み可能。

 † ESD は DOS ES 由来のファイルフォーマットで、現在の EmbroideryStudio の前駆ファ

イルです。 これはステッチのブロック、ステッチタイプ、パラメーター、アイコンな
どを含んだマシンファイルフォーマットで 現在の EMB ファイルフォーマットの利点は
ほとんどありません。

 ‡ WilcomINPはWilcomコンピュータ刺繍デザインソフトウェア由来のフォーマットで、 

アウトラインデータのみで刺繍情報を含んでいません。 WilcomINP デザインは直接
EMBEmbroideryStudio ファイルに変換することができますが、ステッチタイプの中に
は別のステッチタイプに変換されるものがあります。詳細は WilcomINP フォーマット
を WilcomEMB に変換するをご覧ください。

 * T0? フォーマットはペーパーテープで使用できるステッチデータを含んでいます。

ステッチ ステッチファイルには、ステッチとマシン機能のみが含まれ、特定の刺
繍機に適しています。

拡張子 フォーマット 読み込み 書き込み

EMB EmbroideryStudio デザインファイル（ ESe4 以
下）

 

EMB DecoStudio デザインファイル（e1 以下）  

EMC クリップアートファイル  

EMX ^ Wilcom クロスステッチ 

ESD † Wilcom DOS フォーマット 

ESL Wilcom ESL  

ESS Wilcom ESS  

INP ‡ Wilcom コンデンスフォーマット 

旧フォーマット *

T01 タジマ Wilcom DST フォーマット  

T03 バルダン　Wilcom DSB フォーマット  

T04 Zangs  

T05 ZSK  Wilcom DSZ format  

T09 Pfaff  Wilcom KSM format  

T10 Wilcom Plauen  

T15 Wilcom Saurer  

ファイル
フォーマット

詳細
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利用可能なアウトラインファイルフォーマット

EmbroideryStudio では下記のアウトラインファイル ( 圧縮 ) フォーマットが使用できま
す。

メモ　下記の表は EMB ファイルを CND ファイルに出力した際の制限情報です。 詳細はメル
コ CND フォーマットと Gunold PCH フォーマットから Wilcom EMB への変換をご覧くださ
い。

使用可能なマシンファイルフォーマット

EmbroideryStudio では下記のマシンファイル（エクスパンド）フォーマットが使用でき
ます。

拡張子 フォーマット 読み込み 書き込み

ART artista V4.0 デザインファイル 

ART42 Explorations プロジェクトファイル 

ART?0 ベルニナ刺繍ソフトウェアファイル 

CND メルココンデンスファイル  

GNC Great Notions 

JAN ジャノメ刺繍ソフトウェアファイル 

PCH Gunold APS アウトラインフォーマッ
ト



拡張子 フォーマット 読み込み 書き込み

10O トヨタ  

ARX artista cross stitch files 

BRO Bits&Volts 

CSD POEM/Singer/Huskygram  

DAT Hiraoka DAT  

DSB † バルダン  

DSN Nova 

DST タジマ  

DSZ ｴ ZSK  タジママシンフォーマット  

EMD Elna  

EXP メルコ  

HUS Husqvarna / Viking / Pfaff  

INB Inbro Files  

JEF ジャノメ /Elna/Kenmore フォーマット
(V1.0)

 

KSM Pfaff  

MJD Time&Space MJD  

PCD Pfaff  

† 針番号認識データ含む。 ｴ ZSK1 と ZSK2 の 2 つのオプション含む ( メモを参
照 ) Åò TAP と MON ファイルは一緒に書き込まれる。TAP はマシンファイル、
MON はへダーファイル。｣ トランスポートコードディスクと併用する (メモを
参照 )
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メモ　ZSK1 フォーマットは、古い ZSK マシン ( 針が 8 つ以上無かった 1991 年以前のマシ
ン ) で使用されています。 ZSK2 は、それよりも新しいシングルトップの糸切りが特徴の
ZSK マシンで使用されます。 これら 2種類における も顕著な違いは糸切りです。 ZSK マ
シンがトランスポートコードディスクに対応するようであれば、ZSKTC マシンフォーマッ
トを使用するようにしてください。

使用可能なデザインテンプレートのフォーマット

EmbroideryStudio では以下のデザインテンプレートのフォーマットを使用することがで
きます。

PCM Pfaff  

PCQ Pfaff  

PCS Pfaff  

PEC Deco,Brother,Babylock  

PES Deco,Brother,Babylock  

PMU Proel Win 

PUM Proel DOS 

SAS Saurer SLC  

SEW ジャノメ / Elna / Kenmore  

SHV Husqvarna / Viking / Pfaff  

STC Gunold APS ステッチフォーマット 

STX Datastitch 

TAP/MON § Happy  

TBF タジマ  

U?? † バルダン (TBD)  

VEP Hiraoka VEP 

VIP Husqvarna / Viking / Pfaff  

VP3 Husqvarna / Viking / Pfaff  

XXX † Singer  

Z?? ｣ ZSK TC machine format  

拡張子 フォーマット 読み込み 書き込み

EMT Wilcom ES テンプレート  

AMT artista V4.0 テンプレート 

AMT42 Explorations テンプレート 

JMT ジャノメ刺繍ソフトウェアテンプレート 

拡張子 フォーマット 読み込み 書き込み

† 針番号認識データ含む。 ｴ ZSK1 と ZSK2 の 2 つのオプション含む ( メモを参
照 ) Åò TAP と MON ファイルは一緒に書き込まれる。TAP はマシンファイル、
MON はへダーファイル。｣ トランスポートコードディスクと併用する (メモを
参照 )
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使用可能なグラフィック＆マルチデコレーションのファイルフォーマット

イメージは、ベクターやビットマップ（ラスター）フォーマットで EmbroideryStudio に
インポートすることができます。詳細はビットマップをデジタイズするをご覧ください。

使用可能なベクターファイルフォーマット

EmbroideryStudio では、下記のベクターグラフィックフォーマットが使用できます。

使用可能なビットマップファイルフォーマット

EmbroideryStudio では、下記のビットマップイメージフォーマットが使用できます。

拡張子 フォーマット 読み込み 書き込み

AI Adobe Illustrator  

CDR CorelDRAW  

CDT CorelDRAW Template  

CGM Computer Graphics Metafile  

CLK Corel R.A.V.E.  

CMX Corel Presentation Exchange 5.0  

CSL Corel Symbol Library  

DES Corel Designer  

DWG AutoCAD  

DXF AutoCAD  

EMF Enhanced Metafile  

EPS Encapsulated Postscript  

FMV Frame Vector Metafile  

PLT HPGL Plotter File  

PS Postscript 

SVG Scalable Vector Graphics  

WMF Windows Metafile  

拡張子 フォーマット 読み込み 書き込み

BMP Windows Bitmap  

EPS Encapsulated Postscript  

GEM GEM file  

JPEG JPEG Group  

JPG JPEG File Interchange  

PAT Pattern File  

PCT Macintosh PICT  

PCX PC Paintbrush  

PNG Portable Network Graphics  

PNG Portable Network Graphics  

SVGZ Compressed SVG  

TIFF Tagged Image Format  

WMF Windows Metafile  

WPG Corel WordPerfect Graphic  
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メモ　CorelDRAW(R)Graphics Suite で使用できるイメージファイルのフォーマットの詳
細は、 MS Windows(R) のスタート > プログラムグループから
CorelDRAW(R)Graphics Suite の電子ユーザーガイドをご覧ください。 またはオンスク
リーンのヘルプを参照してください。詳細はビットマップをデジタイズするをご覧くだ
さい。

使用可能なラインストーンのファイルフォーマット

EmbroideryStudio では、下記のラインストーンのファイルフォーマットが使用できます。

メモ　YNG ファイルフォーマットは EmbroideryStudio で読み取りが可能で、CAMS マシン
に直接送信することができます。詳細は CAMS マシンにブリングを送信するをご覧くださ
い。

メルコ CND フォーマット

メルココンデンス (CND) は、メルコ刺繍デジタイズソフトウェア由来のフォーマットで
す。 CND ファイルはデジタイズされたアウトラインとステッチの数値のみを保存します。
MelcoCND アウトラインファイルを読み込むも併せてご覧ください。

メルコ CND フォーマットを WilcomEMB に変換する

EmbroideryStudio で CND ファイルを開くと、アウトラインのサイズが変更され、密度を
維持するようステッチが再計算されます。 EmbroideryStudio はすべてのメルコマシン機
能と分割ラインや複合埋め縫いを含むステッチタイプを認識し、それらを自動的に EMB
フォーマットに変換します。 下記の表はメルコの機能がどのように変換されるかを示した
ものです。

拡張子 フォーマット 読み込み 書き込み

YNG Yongnam GemMaster v2.9  

メルコ CND EMB メモ

ステッチタイプ

コラムステッチ コラム A、サテン
ステッチ

シンプルフィル 複合埋め縫い、タ
タミ

ステッチの角度は も長いステッチ
ラインで決定される。

複合埋め縫い 複合埋め縫い メルコ EDS の複合埋め込み形状は、
EmbroideryStudio の複合埋め縫い
に変換される。

コラムフィル コラム A、タタミ
埋め縫い

ウォーク ランニング

ビーンステッチ トリプルランニン
グ

シングルラインコラム入力、
センターライン

コラム C

シングルラインコラム、
左ライン / 右ライン

コラム C サイド 1 
/ サイド 2
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WilcomEMB フォーマットをメルコ CND フォーマットに変換する

ファイルは EmbroideryStudio からメルコ CND フォーマットに保存できます。 通常
EmbroideryStudio で初めから作成されたデザインは、非常によい出来上がりとなります。 
その他のファイルタイプでは、変換に必要なデータが不足する可能性があります。 下記の
表は、EmbroideryStudio のステッチタイプと効果がどのように CND フォーマットに変換
されるかを示したものです。 

参考　CND に変換すると、EmbroideryStudio の多くの効果が失われます。 効果を維持した
い場合は、代わりにメルコ EXP ステッチフォーマットに保存するか、 CND フォーマットに
保存する前にすべての効果をオフにしてください。 適な EmbroideryStudio 入力方法で
メルコ CND に出力するも併せてご覧ください。

分割ライン タタミ分割ライン

下縫い

複合下縫い 複合埋め縫いオブ
ジェクトでのタタ
ミの下縫い

エッジウォーク ふちランニング

コラムステッチのみ
センターウォーク 中心ラインランニ

ング

狭いコラム ジグザグ

マシン機能

針アップ ジャンプ、ジャン
プ開始

リセットステッチ ジャンプ終了

マニュアルロックステッチ ほつれ止め ( エンド ) に追加され
る。

オートロックステッチ ほつれ止め ( ス
タート / エンド )

オートロックステッチが、色替えご
とやデザインの開始 / 終了点に設定
されている場合、EMB デザインでは
ほつれ止め ( スタート / エンド )が
ステッチに挿入される。 

チェーン チェーン

ループ ループ

針高さ 針高さ

低速 低速

高速 高速

ボーラーイン / アウト ボーラーイン / ア
ウト

シークインモード オン / オフ シークインモード 
オン / オフ

メルコ CND EMB メモ

EMB メルコ CND メモ

ステッチタイプ

マニュアル ウォーク
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ランニング ウォーク

トリプルランニング ビーンステッチ デザインが WilcomEMB デザインの場
合のみ。

トリプルランニング
( ランニング数 =3)

ビーンステッチ トリプルランニングに復帰 (ランニ
ング数 =3)

サテンステッチ コラムフィル

タタミ - 標準 埋め込みステッチ ステッチラインを平行にするために
複合埋め縫いを使用。

タタミ - 針落ち乱発生値を
適用

ウォーク

タタミ - 鋭角のターンス
テッチ 

ウォーク、または
複合埋め込み

スーパースター互換の場合ウォーク
に変換。そうでない場合は、固定角
度の複合埋め縫い。

タタミ - 滑らかなターンス
テッチ

埋め込みステッチ、
複数セクション

形状はいくつかの部分に分けられ、
平行な埋め込みステッチで埋め込ま
れる。 セクション間に割れ目ができる
可能性有り。 

ジグザグ ウォーク デザインのサイズが変更されると、
糸間隔は維持されません。

E ステッチ ( 入力方法
A,B,C)

コラムステッチ

E ステッチ ( 複合埋め縫い ) ウォーク

ステッチの設定

ランニング長 長さの設定 CND のウォークステッチの長さは、
EMB でのランニングステッチの長さと
同じ。

タタミのステッチ長と糸間
隔

埋め込み、または
複合埋め込みの設
定

埋め込みステッチの長さと間隔は、
EMB のタタミのステッチ長・糸間隔と
同じ。

下縫い

中心ラインランニング

ウォーク CND の自動下縫いを使用。
ふちランニング

ジグザグ

ダブルジグザグ

ジグザグ ( 上縫いがサテン
のオブジェクトに適用 )

狭いコラム

効果

アコーディオン 維持されない 効果は失われる

モチーフフィル 維持されない 効果は失われる

ラインステッチ 維持されない 効果は失われる

フレックススプリット 維持されない 効果は失われる

自動スプリット 維持されない 効果は失われる

ぼかしステッチ 維持されない 効果は失われる

トラプントスタイル 維持されない 効果は失われる

プログラムスプリット 維持されない 効果は失われる

EMB メルコ CND メモ
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ユーザースプリット 維持されない 効果は失われる

フォトフラッシュ ウォーク デザインのサイズが変更されると、
糸間隔は維持されません。

質に関する機能

縮み補正 維持されない オリジナルの形状は維持されますが、 
効果は失われる

フラクションスペース 維持されない EmbroideryStudio でフラクションス
ペースをオンにして、0.5mm に設定。 
CND に直接相当するものはないが、フ
ラクションスペースは数値 0.5 固定
で使用されます。

間引きステッチ 維持されない 間引きステッチをオフにした方が、
アウトラインがより正確に認識され
る。

自動間隔 維持されない 標準の間隔値を基準に、固定の糸間
隔に変換される。 CND のデザインをデ
ジタイズする時には、自動間隔の選
択を解除する方が良い。 

スマートコーナー 維持されない 先の尖った角のデジタイズを防ぐ。

マシン機能

色替え / ストップ 色替え / ストップ オブジェクト内のステッチ上に挿入
された機能は変換されません。

ノンデータ ウォーク MK1 ポイントが現在の位置で 2 回繰り
返される。

ジャンプ 針アップ

針アップ 針アップ

ほつれ止め ( スタート )
( レタリング )

ウォーク

ほつれ止め ( エンド ) ウォーク

ジャンプ終了 リセットステッチ

ジャンプ開始 針アップ

針高さ 針高さ

ループ ループ

チェーン チェーン

糸切り 糸切り 糸切りなしで出力する機能は、この
バージョンには適用されない。

EMB メルコ CND メモ
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適な EmbroideryStudio 入力方法でメルコ CND に出力する

下記の表はメルコ EDS-III CND に出力する際の 適なデジタイズの入力方法をを示したも
のです。

Gunold PCH フォーマットから Wilcom EMB への変換

PCH( パンチとステッチ）は、Gunold 刺繍デザインソフトウェア特有のファイルフォー
マットです。 Gunold PCH デザインは直接 EMB ファイルに変換することができますが、ス
テッチタイプの中には EmbroideryStudio で異なって変換されるもあります。 下記の表は、
Gunold PCH の機能がどのように EMB フォーマットに変換されるかを示したものです。

入力方法 互換性 メモ

コラム A、B、C OK サテンとのみ使用

複合埋め縫い OK タタミの埋め込みでのみ使用。 尖った端は、変換
中に四角くなってしまうため、デジタイズしない
ようにする。 尖った端はステッチの角度と平行に
直線で切り取り、変換時の問題に対処する。

複合ターニング 推奨しない 複合ターニングのオブジェクトは、セグメント毎
に 1 つのオブジェクトとして分けられる。 変換に
より希望に沿わない結果になる可能性がある。

サークル OK

リング 推奨しない 終了点が形状の正しくないサイドにくる。

スター 推奨しない ステッチはウォークとして出力。

終了 - 後のス
テッチを保持

OK 終了点は常に開始点の反対側になければならな
い。

終了 - 後のス
テッチを省略

使用しない 代わりに次の形状を反対側からデジタイズする。

Gunold PCH EMB

アウトラインタイプ

パラレル コラム A

シリアル コラム C

ブロックアウトライン 複合埋め縫い

ランニング ランニング

インクライン ランニング

マニュアル マニュアル

ステッチタイプ

サテン サテン

Ceding タタミ

Random Ceding 針落ち乱発生値を適用したタタミ

ステップ タタミ

パイピング ラインステッチ

OBI タタミ

ジグザグ ジグザグ

クロス サポートされていない

フォト サポートされていない
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WilcomINP フォーマットを WilcomEMB に変換する

WilcomINP は、Wilcom コンピュータ刺繍デザインソフトウェア特有のフォーマットです。 
ステッチタイプの中には EmbroideryStudio によって異なって変換されるものがあります

サテンの下縫い

なし なし

シングル 中心ラインランニング

ふち ふちランニング

ジグザグ ジグザグ

クロス ジグザグ

ふちジグザグ ふちランニング + ジグザグ

ふちクロス ふちランニング + ジグザグ

ネッティング ダブルジグザグ

ダブルジグザグ ダブルジグザグ

トリプルジグザグ ダブルジグザグ

ステップ / ブロックフィルレベル

複合埋め縫い 複合埋め縫い内の中抜き

フォームフィル 複合埋め縫い内のユーザースプリッ
ト

ベクターフィル 複合埋め縫い内のユーザースプリッ
ト

ブロックフィル 複合埋め縫い内のプログラムスプ
リット

その他

ブランチ グループ化されたオブジェクト ( レ
タリングのステッチ順序の演算法を
使用 )

ランダム - サイド 1/ サ
イド 2

ぼかしステッチ効果

ピッチ ステッチ間隔

長さ ステッチ長

ステッチ角度 複合埋め縫いのステッチ角度

U ターン バックトラック

縮み補正 縮み補正

コーナーモード スマートコーナー

ショート / ロング 間引きステッチ

スクウェアバックス
テッチ

サテン

ステップ

ストレートステッチ 

トラプント

スタイル モチーフ

パターン なし

Gunold PCH EMB
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が、WilcomINP デザインは直接 EMB ファイルに変換することができます。 下記の表は、
WilcomINP の機能がどのように EMB フォーマットに変換されるかを示したものです。

WilcomINP EMB メモ

自動間隔 自動間隔 数値は異なる。 ステッチの前に変更可。

バックトラック / リピー
ト、セクション / マーク

別々のオブジェクト
が追加される。

機能は正しくサポートされる。

バックアップロック サテンほつれ止め (
エンド )

ふちラインタタミ ふちラインタタミ

ボーラーイン / アウト ボーラーイン / アウ
ト

CED Block レタリング Block2 書体 変換後フォントが変わる可能性がある。

CED Block、ジャンプア
ウト

Block2 書体 マニュアル編集と糸切り。

サークル サークル

ES クロスステッチ ランニングオブジェ
クトとしてインポー
トされたパスのみ

ステッチタイプをモチーフランニング
に変更してクロスステッチを生成。

ステッチ削除 マニュアルのみ。そ
の他のステッチは無
視される。

編集可能

カーブスプリットのファ
ミリー

サテン、分割ライン
として単一のカーブ 

サテンとは極めて異なる。 インポート
したカーブをコピーして、複数のカー
ブを作成可。

交互になる数は無視。

Geflecht 標準のタタミ 編集可能

マッチングタタミ ノンマッチングタタ
ミ 

複合埋め縫いはマッチングタタミとな
る。

モチーフ パッチ ノーマルオブジェクト

針イン / アウト ジャンプ開始 / 終了

その他の多頭マシン機能 ストップ ( 情報ラベ
ル付き )

例 ) アップリケ挿入はストップに変換
される。

プログラムステッチ マニュアルステッチ

リング リング

スキャタードタタミ 針落ち乱発生値を適
用したタタミ

見た目が多少異なる。

シフリ機能 ステップ / ブラット
のみ。その他は無視
される。

低速 / 高速 低速 / 高速

1 つおきにステッチライ
ンを分割

タタミ

スプリットステッチ 標準のタタミ 見た目は異なるが編集可能。

タジマスタイルロック タジマほつれ止め (
エンド )

ほとんどの場合 OK

Tourenblat E ステッチ 見た目が違うので見つけ出して編集が
容易。
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使用可能な刺繍ディスクフォーマット

デザインは特定の刺繍マシン用にフォーマット化されたディスクに書き込むことができ
ます。このディスクはマシンのフロッピーディスクリーダーで読み込むことができます。
以下のフォーマットを使用することができます。

糸切り / ほつれ止め
( スタート )/ ほつれ止
め ( エンド )

つなぎ糸のプロパ
ティ

ターンフィル ( 形状の輪
郭に沿って間隔を測定 )

ターンするステッチ
の埋め縫い（通常ス
テッチが減少）

見ためは異なるが、小さなセクション
で再度デジタイズ可能。

下縫い - 斜め ジグザグ下縫い マニュアルで追加可能

下縫い -3 または 4 層 2 層の下縫いのみ 編集可能

WilcomINP EMB メモ

フォーマット 密度 読み込み 書き込み

バルダン 2HD DS/HD  

バルダン S-FMC DS/HD  

DOS DS/HD  

Happy DS/HD  

タジマ DS/HD  

トヨタ DS/HD  

ZSK TC DS/HD  
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付録 B

刺繍書体

以下のテーブルは、お持ちの EmbroideryStudio で標準装備の書体をまとめたものです。
含まれるカテゴリー：

 3D 書体

 アップリケ書体

 ブリング書体

 ブロック体書体

 サガラ書体

 ファンシー書体

 モノグラム書体

 アウトライン書体

 筆記体書体

 セリフ体書体

 極小書体

 極小ランニング書体

 特殊書体

 2 色書体

含まれるローマ字以外の書体：

 キリル文字書体

 ヘブライ文字書体

 日本語書体

小 / 大値

刺繍で良い結果を得るためには、推奨される 大 / 小値を超えないようにします。 推奨
する 小 / 大の高さは大文字を参照にしています。ほとんどの刺繍書体はオリジナル
の TrueType フォント（TTF）よりデジタイズされており、小文字の中には（例： 「a」や
「c」）大文字の高さのおよそ 70％ほどのものもあります。 これらの文字はきれいに刺繍す
るには小さすぎる場合があり、 小文字のサイズを拡大する必要がある場合があります。

特殊文字

キーボードの Alt キーを押しながら 0（ゼロ）＋キーパッドの番号を使用してのコードを
押すことで、特殊文字を作成できます。 例えば、コード 234 の ê をタイプするには
Alt+0234 とタイプします。 Alt キーを離すと、アクセント付きの文字が表示されます。特
殊文字を追加するも併せてご覧ください。

TrueType Font

Embroidery Letters
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メモ　特殊文字の全ての文字が利用できる訳ではありません。

接合タイプ

レタリングのつなぎ糸は各書体ごとに もよい結果がでるよう予め設定されています。 オ
プションには以下のものがあります。

ローマ字書体

接合 目的

文字底部 底部 文字はベースラインにそって接合されます。 タオル生地などの
ステッチに使用します。つなぎ糸はパイルの中に隠れます。

近のポイント 近 文字は も近い距離で接合されます。 糸切りを 小限にする為
に使用します。

デジタイズされ
たように

デジ 文字はデジタイズされたのと同じように接合されます。 異なる
埋め縫いステッチや特殊な効果を組み合わせ書体に使用しま
す。

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

3D 書体

3D Block2 ^ 0.6 15 1.2 30 デジ

3D Brush Script ^ 0.8 20 1.6 40 デジ

3D Emphatic ^ 0.8 20 2.4 60 デジ

3D Futuro ^ 0.8 20 1.0 25 デジ

3D London ^ 0.8 20 1.2 30 デジ

^ ESe4 の新書体



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 957

3D Monoglyceride ^ 0.8 20 1.2 30 デジ

3D Sofachrome ^ 0.55 15 0.8 20 デジ

アップリケ書体

College Appliqu ? 1.0 25 3.2 80 デジ

Crest Appliqu ? - - - - デジ

Glory Appliqu ? 1.2 30 4.0 100 デジ

ブリング書体

Bling Block - - - - デジ

Bling Hollow - - - - デジ

Bling Script - - - - デジ

ブロック体書体

Advent ^ 0.4 10 2.0 50 近

Angle Block 0.4 10 4.0 100 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Architect 0.4 10 2.0 50 近

Arial Rounded 0.3 7 1.8 45 近

Art Block 0.4 10 3.0 75 近

Avant Garde 0.2 5 2.4 60 近

Bauhaus 0.4 10 2.0 50 近

Block1 0.25 6 2.4 60 近

Block2 0.25 6 2.4 60 近

Block2-Auto 0.2 4 2.2 55 近

Block Caps 0.2 5 2.0 50 近

Bravo ^ 0.32 8 3.0 75 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Castle 0.25 6 2.0 50 近

Folio Condensed 0.3 7 2.0 50 近

Futura 0.25 6 2.4 60 近

Goudy Sans 0.25 6 1.6 40 近

Handel Gothic 0.3 8 2.0 50 近

Helvetica 0.25 6 2.4 60 近

Hobo 0.25 6 1.6 40 近

Impress 0.3 7 1.6 40 近

Informal 0.25 6 1.2 30 近

Kabel 0.25 6 2.4 60 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Lazer 0.24 6 2.0 50 近

Legal Block 0.24 6 2.0 50 近

Lydian 0.3 7 2.0 50 近

Meister Block 0.4 10 2.2 55 近

Microgramma 0.25 6 2.4 60 近

Microscan 0.3 7 1.6 40 近

Monoglyceride ^ 0.4 10 2.4 60 近

Monoglyceride Bold ^ 0.4 10 2.4 60 近

Narrow Block 0.6 15 4.0 100 近

Round Block 0.8 20 1.4 35 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Slim Block 0.8 20 8.0 200 近

Sofachrome
^

0.4 10 2.0 50 近

Square Block ^ 0.4 10 2.7 70 近

Stencil Block 0.4 10 3.0 75 近

Super Block 0.4 10 2.0 50 近

Swiss 0.4 10 2.0 50 近

Tahoma 0.25 6 1.6 40 近

Text Block 0.3 7 1.8 45 近

Urbane 0.25 6 1.6 40 近

Utility Block 0.3 7 4.0 100 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Veranda 0.25 6 2.4 60 近

サガラ書体

CH 2Color Numbers 2.0 50 5 125 デジ

CH 2inch Pennant 
Script

2.0 50 2 50
デジ

CH 3inch Pennant 
Script

3 75 3 75 デジ

CH 3.5inch Shadow 
Nos

3.5 87 3.5 87 デジ

CH 6inch 3D-Block 6 150 6 150 デジ

CH Chenille Block 2 50 6 150 デジ

CH Playbill 4 100 6 150 デジ

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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CH Prince Athletic 2 50 6 150 デジ

CH Square Block 2 50 6 150 デジ

CH Tall Pennant 
Script

3 75 4 100 デジ

ファンシー書体

Agatha 0.3 8 2.0 50 近

Anaconda 0.3 8 2.0 50 近

Arnold 0.4 10 2.0 50 近

Blacklight 0.25 6 2.4 60 近

Carla 0.4 10 2.0 50 近

Charcuterie ^ 0.8 20 2.5 60 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Cheshire 0.4 10 2.0 50 近

Columbo 0.3 8 1.2 30 近

Comics 0.4 10 2.0 50 近

Crayfish ^ 0.4 10 2.0 50 近

Crevasse ^ 0.4 10 2.0 50 近

Croissant 0.25 6 2.0 50 近

Curly 0.4 10 2.0 50 近

Dotti ^ 0.4 10 2.0 50 近

Dr Zeus ^ 0.4 10 2.0 50 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Enchantment 0.4 10 1.6 40 近

Energy 0.3 8 2.4 60 近

Enviro 0.5 13 3.0 75 近

Felt Tip 0.4 10 2.0 50 近

Flash 0.25 6 2.4 60 近

Flourish Light ^ 0.6 15 2.0 50 デジ

Free Style 0.4 10 1.6 40 近

Gaelic 0.44 11 2.0 50 近

Hana 0.5 13 2.0 50 近

Handicraft 0.3 8 2.5 65 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Kids 0.5 12 1.2 30 近

Kindergarten Block 0.4 10 3.6 90 近

Lariat 0.48 12 1.2 30 近

Locker ^ 0.6 15 2.7 70 近

Lublik 0.4 10 3.0 75 近

Mandarin 0.3 8 2.0 50 近

Market 0.4 10 1.2 30 近

Matisse 0.4 10 1.6 40 近

Old English 0.4 10 2.0 50 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Olivia 0.3 7 1.6 40 近

Orient Express 0.4 10 3.0 75 近

Pacific North West ^ 0.32 8 2.4 60 近

Pixie 0.5 13 1.2 30 近

Racer 0.3 8 1.4 35 近

Speedy 0.3 8 1.2 30 近

Sports ^ 0.4 10 2.7 70 近

Thriller 0.4 10 2.0 50 近

Toon 0.4 10 2.0 50 近

Victorian 0.3 7 1.0 25 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Viking 0.35 9 2.0 50 近

Western 0.4 10 1.4 35 近

Western Serif 0.3 7 2.0 50 近

Westminster 0.25 6 2.4 60 近

Woodstock 0.3 8 2.0 50 近

モノグラム書体

Fancy Monogram 1.0 25 5.0 125 近

Octagon Monogram 0.7 18 6.0 150 近

Point Monogram 0.7 18 6.0 150 近

Seal Monogram 0.7 18 6.0 150 近

アウトライン書体

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Detex Normal 0.4 9 2.0 50 近

Discoteque 0.4 10 2.0 50 近

Futura Outline 0.6 16 2.0 50 近

News Outline 1.2 30 3.0 75 近

 Outline Block 0.75 18 4.0 100 近

Swiss Run Hollow 0.6 15 4.0 100 デジ

Swiss Run Satin 1.0 25 3.0 75 デジ

Turncoat ^ 0.8 20 3.1 80 底部

筆記体書体

Ballantines Script 0.5 12 2.0 50 近

Book Script 1.0 25 2.2 55 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Cayman 0.4 10 2.0 50 近

Chancery 0.3 8 2.4 60 近

City Script 0.3 8 2.4 60 近

Easy Script 0.3 7 2.4 60 近

Edwardian Script 0.6 15 3.0 75 近

Flair Script 0.75 10 3.2 80 近

Formal Script 0.3 7 1.4 35 近

Handy Script 0.5 13 3.0 75 近

Italian Script 0.4 10 4.0 100 近

Karin Script 0.5 12 2.0 50 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 971

Memo Script 0.24 6 1.0 25 近

Moly ^ 0.4 10 2.0 50 近

Poetic Script 0.6 15 3.1 80 近

Pomander ^ 0.35 8 2.4 60 近

Royale 0.5 13 2.4 60 近

Script1 0.5 12 3.0 75 近

Script2 0.3 8 2.0 50 近

Script3 0.5 12 4.0 100 近

Script4

[

0.8 20 3.2 80 近

Script5 ^ 0.4 10 2.0 50 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Script6 ^ 0.4 10 2.0 50 近

Script7 ^ 0.6 15 2.7 70 近

Script8 ^ 0.6 15 2.7 70 近

Staccato 0.4 10 0.6 15 近

Upright Script 0.5 13 2.0 50 近

セリフ体書体

Adelle 0.4 10 2.0 50 近

Algerian 0.3 8 1.2 30 近

Athletica 0.4 10 3.0 75 近

Bodoni 0.3 7 2.0 50 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Casual Serif 0.5 13 2.2 55 近

Centurion 0.5 13 2.4 60 近

Cheltenham Tall 0.3 7 2.0 50 近

City Medium 0.25 6 3.0 75 近

Civic 0.3 8 2.0 50 近

College 0.25 6 1.4 35 近

Copperplate 0.25 6 1.6 40 近

Dauphin 0.3 8 2.4 60 近

Flares 0.3 7 1.6 40 近

Garamond 0.3 7 2.0 50 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Krone 0.3 8 1.6 40 近

Matrix 0.4 10 1.6 40 近

Museo 0.4 10 1.2 30 近

Schoolbook 0.3 8 2.0 50 近

Seagull 0.3 7 1.8 45 近

Serif1 0.25 6 1.2 30 近

Serif2 0.3 8 1.2 30 近

Serif3 0.25 6 2.4 60 近

Souvenir 0.25 6 1.6 40 近

Times Roman 0.25 6 1.6 40 近

Typewriter 0.5 13 2.0 50 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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極小書体

Helvetica Small 0.2 4 0.3 7 近

Micro Block 0.2 4 0.3 8 近

Minature Block 0.2 4 0.25 6 近

Sm Cooper 2.4 6 2.0 50 近

Sm HighTower 0.2 4 0.25 6 近

Sm Script 0.2 4 0.25 6 近

Small Block1 0.2 4 0.25 6 近

Small Block2 0.2 4 0.25 6 近

Small Serif 1 0.2 4 0.25 6 近

Times Small 0.2 4 0.25 6 近

極小ランニング書体

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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Run Block 0.2 4 0.25 6 デジ

Run Cardigan 0.2 5 0.5 12 デジ

Run Freehand 0.2 5 0.5 12 デジ

Run Liberty 0.2 5 0.5 12 デジ

Run Murray Hill 0.2 5 0.5 12 デジ

Run Script 0.2 4 0.25 6 デジ

特殊書体

Antique Rose ^ 1.2 30 4.0 100 デジ

Crests - - - - デジ

Tusj 0.8 20 4.0 100 デジ

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体
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その他の書体

2 色書体

2 Col Arial Shadow 0.6 15 2.0 50 デジ

2 Col Plain Script 0.5 13 2.0 50 デジ

Border Block 2 0.5 13 1.6 40 デジ

Dextor 0.5 13 2.0 50 デジ

English Village ^ 0.6 15 4.0 100 デジ

Futura Border 2 C 0.65 16 2.0 50 デジ

Shadow Street ^ 0.6 15 4.0 100 デジ

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

^ ESe4 の新書体

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

キリル文字書体
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Greek 0.3 8 2.0 50 近

Greek Script 0.48 12 4.0 100 近

Greek Spionic 0.4 10 2.4 60 近

Jikharev 0.4 10 1.8 45 近

Russian Textbook 0.3 8 1.8 45 近

ヘブライ文字書体

Hebrew Chaya 0.3 8 1.6 40 近

日本語書体

Japanese Kaisho 0.32 8 2.7 70 近

Heisei Gosic 0.4 10 2.7 70 近

Heisei Gyosho 0.32 8 2.7 70 近

Heisei Kaisho 0.32 8 2.7 70 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm
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メモ　日本語書体（各 3000 文字）は www.wilcom.com でダウンロードすることができま
す。

Heisei Kantei 0.4 10 2.7 70 近

Heisei Maru Gosic 0.4 10 2.7 70 近

Heisei Mincho 0.4 10 2.7 70 近

書体 サンプル
推奨サイズ

接合
方法小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm

http://www.wilcom.com
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付録 C

モチーフ

EmbroideryStudio で利用可能なモチーフはシングル、あるいは 2 パートモチーフのどち
らかとなります。シングルモチーフは単独でモチーフランニングまたはモチーフフィル
に使用できます。2 つの別々のモチーフが組み合わされて一つのシングルモチーフを形成
し、モチーフフィルに使用されるのが、2 パートモチーフです。

ここでは EmbroideryStudio で利用可能なモチーフのサンプルをご紹介しています。下記
の表で特定のモチーフをご確認下さい。この表にはモチーフのオリジナルサイズとレイ
アウトの詳細も含まれます。何らかの理由でオリジナルの値が変更された場合、この表
の値を使用して元の設定に戻します。詳細についてはモチーフランニングの作成とモ
チーフフィルを作成するを参照下さい。

シングルモチーフ

下記の表には EmbroideryStudio で利用可能なシングルモチーフが、それぞれのサイズと
共に示されています。また、モチーフランニングの間隔値とモチーフフィルの縦横コラ
ムとオフセットの初期設定値も含まれます。

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット

Arrow01 3.9 3.1 3.9 3.9 3.1 0.0

Arrow02 4.4 3.3 4.4 4.4 3.3 0.0

Arrow03 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 0.0

Arrow04 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 0.0

Arrow05 4.0 2.5 4.0 4.0 3.5 0.0

Arrow06 10.1 10.0 10.6 10.1 10.0 0.0

Arrow07 5.0 4.0 5.2 5.0 4.0 0.0
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Arrow08 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 0.0

Block01 3.0 5.0 2.0 2.0 5.0 1.0

Block02 3.2 5.0 2.3 2.3 6.0 0.0

Blockk03 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 0.0

Block04 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 0.0

Block05 4.0 5.5 3.0 3.0 6.0 0.0

Block06 2.6 2.4 2.4 2.4 1.8 1.2

Block07 6.0 4.0 6.0 6.0 4.0 0.0

Block08 6.0 4.0 6.0 6.0 4.0 0.0

Block09 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0

Block10 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0

Block11 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

Block12 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Block13 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

Block14 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

Block15 3.8 5.0 3.8 3.8 5.0 0.0

Block16 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 0.0

Block17 10.1 10.0 10.2 10.1 10.0 0.0

Block18 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

Block19 12.0 3.0 12.1 12.0 3.0 0.0

Block20 3.0 6.0 3.0 3.0 6.0 0.0

Block21 8.9 3.6 9.0 8.9 3.6 0.0

Block22 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 0.0

Block23 4.0 6.5 4.0 4.0 6.5 0.0

Block24 6.0 6.0 6.1 6.0 6.0 0.0

Block25 6.8 8.9 6.8 6.8 8.9 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Block26 7.5 8.5 7.5 7.5 8.5 0.0

Block27 4.0 8.0 4.0 4.0 8.0 0.0

Block28 6.0 8.0 6.0 6.0 8.0 0.0

Block29 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

Block30 8.0 10.0 8.0 8.0 10.0 0.0

Block31 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 0.0

Block32 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

Bow01 10.0 3.1 10.0 10.0 3.1 0.0

Bow02 8.0 4.0 8.0 8.0 4.0 0.0

Circle01 4.2 4.0 5.0 5.0 4.0 2.5

Circle02 9.6 13.1 9.1 9.6 13.1 0.0

Circle03 10.7 9.1 10.7 10.7 9.1 0.0

Cloud01 7.2 6.1 7.2 7.2 6.1 0.0

Cloud02 8.3 5.7 8.2 8.3 5.7 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Cross01 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Cross02 5.7 5.7 5.8 5.7 5.7 0.0

Cross03 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 0.0

Cross04 8.0 8.0 8.0 10.0 8.0.0 5.0

Cross05 6.0 8.0 6.0 6.0 8.0 0.0

Cross06 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

Cross07 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0

Cross08 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 0.0

Cross09 6.0 6.0 6.1 6.0 6.0 0.0

Cross10 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 0.0

Cross11 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

Cross12 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

Cross13 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Cross14 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

Cross15 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 0.0

Curve01 8.0 4.0 8.0 8.0 5.0 4.0

Curve02 15.0 6.9 15.0 15.0 6.8 0.0

Curve03 7.5 5.0 3.9 3.9 5.0 0.0

Curve04 7.5 3.8 7.5 7.5 4.1 2.5

Curve05 14.0 10.0 14.7 14.0 10.0 0.0

Curve06 19.1 20.5 19.4 19.1 20.5 0.0

Curve07 10.0 5.0 10mm 10.0 5.0 0.0

Curve08 9.1 5.1 9.1 9.1 5.1 0.0

Curve09 3.4 6.6 2.9 3.4 6.6 0.0

Curve10 10.3 10.0 10.2 10.3 10.0 0.0

Curve11 10.0 5.6 9.9 10.0 5.6 0.0

Curve12 5.3 4.0 5.3 5.3 4.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Curve13 8.2 5.9 7.8 8.2 5.9 0.0

Curve14 9.0 7.0 9.0 9.0 7.0 0.0

Curve15 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 0.0

Curve16 8.0 28.0 8.0 8.0 28.0 0.0

Curve17 8.0 6.0 8.0 8.0 6.0 0.0

Curve18 9.0 10.0 9.0 9.0 10.0 0.0

Curve19 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

Heart01 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0

Kite01 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Kite02 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Kite03 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Kite04 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Kite05 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Kite06 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Kite07 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Kite08 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Kite09 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Kite10 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0

Kite11 8.0 10.0 8.0 8.0 8.0 4.0

Kite12 10.0 10.0 10.1 10.0 10.0 0.0

Kite13 4.7 5.0 4.8 4.7 5.0 0.0

Kite14 9.0 10.0 9.0 9.0 10.0 0.0

Kite15 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

Kite16 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0

Leaf01 8.6 6.8 6.0 6.0 6.7 1.8

Leaf02 8.7 7.2 6.2 6.2 7.3 0.0

Leaf03 6.5 3.0 6.6 6.5 3.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Lines01 3.8 5.6 2.8 2.8 6.5 0.0

Lines02 2.2 3.6 1.3 1.2 3.6 0.0

Lines03 6.8 2.0 6.8 6.8 2.0 3.4

Lines04 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 0.0

Lines05 19.9 20.3 20.0 19.9 20.3 0.0

Lines06 20.3 20.5 21.0 20.3 20.5 0.0

Lines07 5.0 4.0 5.1 5.0 4.0 0.0

Lines08 10.0 8.0 9.9 10.0 8.0 0.0

Lines09 6.0 1.4 6.0 6.0 1.4 0.0

Lines10 8.6 7.7 8.6 8.6 7.7 0.0

Lines11 10.0 12.0 10.0 10.0 12.0 0.0

Lines12 9.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0

Lines13 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 0.0

Lines14 10.0 12.5 10.0 12.5 12.5 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Lines15 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 0.0

Lines16 4.0 10.0 4.0 10.0 10.0 0.0

Music01 6.1 9.8 3.9 6.1 9.8 0.0

Scroll01 6.0 4.8 6.0 6.0 6.0 0.0

Scroll02 6.5 5.6 6.5 6.5 4.3 2.8

Scroll03 10.0 5.0 10.0 10.0 6.3 0.0

Scroll04 10.0 5.0 10.0 10.0 6.3 0.0

Scroll05 9.5 9.0 9.5 9.5 9.0 0.0

Scroll06 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0

Shapes01 9.5 9.0 9.5 9.5 9.0 0.0

Shapes02 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 0.0

Shapes03 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

Shapes04 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0

Shapes05 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Shapes06 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 0.0

Shapes07 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 0.0

Shapes08 9.0 8.5 9.0 9.0 8.5 0.0

Shapes09 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 0.0

Shapes10 7.0 9.0 7.0 7.0 9.0 0.0

Shapes11 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

Shapes12 10.0 8.5 10.0 10.0 8.5 0.0

Shapes13 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0

Shapes14 9.0 10.0 9.0 9.0 10.0 0.0

Shapes15 7.5 9.0 7.5 7.5 9.0 0.0

Shapes16 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

Shapes17 10.4 9.5 10.4 10.4 9.5 0.0

Shapes18 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Shapes19 10.0 12.0 10.0 10.0 12.0 0.0

Shapes20 9.0 9.5 9.0 9.0 9.5 0.0

Shapes21 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

Shapes22 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0

Shapes23

  

9.5 9.0 9.5 9.5 9.0 0.0

Shapes24 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0

Shapes25 12.0 10.0 12.0 12.0 10.0 0.0

Shapes26 8.0 9.0 8.0 9.0 9.0 0.0

Shapes27 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 0.0

Shapes28 10.0 12.0 10.0 10.0 12.0 0.0

Shapes29 8.5 9.0 8.5 8.5 9.0 0.0

Shapes30 10.0 12.0 10.0 10.0 12.0 0.0

Shapes31 12.0 10.0 12.0 12.0 10.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Shapes32 8.5 9.0 8.5 8.5 9.0 0.0

Shapes33 8.0 9.0 8.0 9.0 9.0 0.0

Shapes34 9.0 10.5 9.0 9.0 10.5 0.0

Shapes35 4.0 7.5 4.0 4.0 7.5 0.0

Shapes36 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 0.0

Shapes37 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0

Shapes38 7.0 4.0 7.0 7.0 4.0 0.0

Shapes39 8.0 9.5 8.0 8.0 9.5 0.0

Shapes40 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 0.0

Shapes41 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0

Shapes42 7.5 7.0 7.5 7.5 7.0 0.0

Shapes43 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 0.0

Shapes44 9.0 10.0 9.0 9.0 10.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Square01 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Square02 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Square03 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Square04 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Square05 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 0.0

Square06 4.0 4.0 8.0 8.0 4.0 4.0

Star01 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Star02 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

Star03 6.0 4.0 7.0 7.0 4.0 3.5

Star04 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0

Star05 6mm 8.0 6.0 6.0 8.0 3.0

Star06 6.0 8.0 6.0 6.0 6.0 0.0

Star07 5.0 4.4 5.3 5.0 4.4 0.0

Star08 10.0 10.0 10.1 10.0 10.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Star09 20.1 20.6 20.6 20.1 20.6 0.0

Star10 8.7 10.0 8.7 8.7 10.0 0.0

Star11 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0

Star12 8.0 7.8 8.0 8.0 7.8 0.0

Star13 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 0.0

Star14 9.6 9.0 9.6 9.6 9.0 0.0

Star15 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

Star16 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 0.0

Star17 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 0.0

Star18 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 0.0

Star19 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0

Star20 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 0.0

Star21 9.5 9.0 9.5 9.5 9.0 0.0

Star22 8.0 9.5 8.0 8.0 9.5 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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Star23 8.0 11.0 8.0 8.0 11.0 0.0

Star24 9.0 10.0 9.0 9.0 10.0 0.0

Wave01 10.0 7.0 8.0 8.7 7.0 0.0

Wave02 15.0 10.0 15.8 15.0 10.0 0.0

Wave03 10.9 7.8 10.9 10.9 7.8 0.0

Wave04 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

Xmas01 7.3 8.8 7.4 7.3 8.8 0.0

ZigZag01 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0

ZigZag02 8.0 4.0 8.0 8.0 5.0 0.0

ZigZag03 4.6 4 4.6 4.6 5.0 0.0

ZigZag04 7.0 4.0 7.0 7.6 3.0 0.0

ZigZag05 4.0 4.0 4.0 2.0 5.0 1.0

ZigZag06 4.0 4.1 4.2 4.0 4.1 0.0

ZigZag07 10.0 10.0 10.2 10.0 10.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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ZigZag08 10.0 10.0 10.7 10.0 10.0 0.0

ZigZag09 12.0 12.0 12.3 12.0 12.0 0.0

ZigZag10 9.9 10.0 10.3 9.9 10.0 0.0

ZigZag11 18.5 19.1 19.2 18.5 19.1 0.0

ZigZag12 20.2 20.1 20.4 20.2 20.1 0.0

ZigZag13 19.5 8.1 19.8 19.5 8.1 0.0

ZigZag14 18.0 9.1 18.4 18.0 9.1 0.0

ZigZag15 12.1 11.1 12.4 12.1 11.1 0.0

ZigZag17 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

ZigZag18 14.0 7.0 14.0 14.0 7.0 0.0

ZigZag19 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0

ZigZag20 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

ZigZag21 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

ZigZag22 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット
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2 パートモチーフ

下記の表には EmbroideryStudio で利用可能な 2 パートモチーフと組み合わされたパター
ンの様子を示してあります。また、パターンのサイズとモチーフフィルでの縦横コラム
とオフセットの値も含まれます。

ZigZag23 9.0 10.0 9.0 9.0 10.0 0.0

ZigZag24 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 0.0

ZigZag25 10.0 7.5 10.0 10.0 7.5 0.0

ZigZag26 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0

ZigZag27 12.0 8.0 12.0 12.0 8.0 0.0

ZigZag28 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 0.0

ZigZag29 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0

モチーフ名 モチーフ サンプル

サイズ (mm） モチーフ
ランニング
間隔（mm）

モチーフフィル

X Y 横方向 縦方向
オフ
セット

ﾓﾁｰﾌ A ﾓﾁｰﾌ B 埋め込みﾊﾟﾀｰﾝ
ｻｲｽﾞ (mm） ﾓﾁｰﾌﾌｨﾙ

X Y 横方向 縦方向 ｵﾌｾｯﾄ

Duet01a Duet01b a=7.0
b=7.0

a=5.0
b=3.0

7.0 3.5 0.0

Duet02a Duet02b a=12.0
b=12.0

a=6.0
b=9.0

12.0 6.0 0.0

Duet03a Duet03b a=12.0
b=12.0

a=6.0
b=9.0

12.0 6.0 0.0
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Duet04a Duet04b a=9.0
b=9.0

a=8.0
b=3.0

9.0 4.5 0.0

Duet05a Duet05b a=6.4
b=6.4

a=4.8
b=3.2

6.4 3.2 0.0

Duet06a Duet06b a=4.4
b=4.4

a=2.2
b=2.4

4.4 1.9 1.1

Duet07a Duet07b a=4.8
b=4.8

a=4.4
b=4.2

4.8 2.2 1.3

Duet08a Duet08b a=11.6
b=11.6

a=4.4
b=4.4

11.2 2.9 0.0

Duet09a Duet09b a=6.5
b=6.5

a=5.0
b=5.0

6.5 3.4 3.3

Duet10a Duet10b a=8.0
b=8.0

a=4.0
b=4.0

8.0 4.0 0.0

Duet11a Duet11b a=5.2
b=12.0

a=3.8
b=9.0

5.2 3.8 0.0

Duet12a Duet12b a=15.0
b=13.5

a=8.4
b=7.8

13.5 3.9 0.0

ﾓﾁｰﾌ A ﾓﾁｰﾌ B 埋め込みﾊﾟﾀｰﾝ
ｻｲｽﾞ (mm） ﾓﾁｰﾌﾌｨﾙ

X Y 横方向 縦方向 ｵﾌｾｯﾄ
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付録 D

プログラムスプリット

ここでは EmbroideryStudio で利用可能なプログラムスプリットのサンプルをご紹介しま
す。下記の表で特定のプログラムスプリットをご確認下さい。表にはオリジナルサイズ、
縦横のコラムとオフセットの設定も含まれます。何らかの理由でオリジナルの値が変更
された場合、この表の値を使使用して元の設定に戻します。詳細はプログラムスプリッ
トステッチの設定を調整するをご覧ください。

パターン名 パターン サンプル
サイズ (mm) 横方向 縦方向

X Y 間隔 オフセット 間隔 オフセット

Arrowhd 6.0 6.0 4.5 0.0 6.0 0.0

Bars 8.0 8.0 8.0 0.0 8.0 0.0

Basket

[

9.0 7.5 9.0 0.0 4.5 4.5

Basket2 9.0 9.0 6.0 0.0 6.0 0.0

Bird 6.0 4.9 6.0 0.0 4.9 0.0

Blocks1 12.0 12.0 12.0 0.0 8.0 8.0

Blocks2 12.0 12.0 8.0 0.0 8.0 8.0

Breaker 10.0 6.0 10.0 0.0 6.0 0.0

Brick 6.0 3.0 6.0 0.0 3.0 3.0

Brick2 6.0 6.0 4.0 0.0 4.0 4.0

Chain 10.0 6.0 6.7 0.0 7.0 3.3
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Chevron 6.0 3.0 6.0 0.0 6.0 3.0

Chevron2 2.5 6.0 2.5 0.0 6.0 0.0

Chevron3 7.0 3.0 7.0 0.0 3.0 0.0

Crosstile 7.0 7.0 5.5 -5.5 5.5 5.5

Cube 6.0 6.0 6.0 1.5 6.0 1.4

Diadem 10.0 6.7 10.0 0.0 6.7 5.0

Diamond2 4.0 8.0 4.0 4.0 8.0 0.0

Diamond 6.0 6.0 6.0 0.0 6.0 0.0

Driver 8.0 4.0 8.0 0.0 4.0 1.5

Ellipse 4.0 6.0 4.6 0.0 5.0 2.3

Flame 6.0 3.7 6.0 0.0 3.6 3.0

Greekey 6.0 4.0 6.0 0.0 6.0 2.0

Heart 6.0 6.5 6.0 0.0 6.4 3.0

Herring-
bone

8.0 4.0 8.0 0.0 4.0 0.0

Hexagon 6.0 7.0 6.0 0.0 5.2 3.0

パターン名 パターン サンプル
サイズ (mm) 横方向 縦方向

X Y 間隔 オフセット 間隔 オフセット
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Hexagon2 7.0 6.0 7.0 0.0 6.0 0.0

Jem 10.0 10.0 10.0 0.0 9.5 5.0

Keyhole 4.0 2.7 5.3 0.0 2.7 2.7

Leaf 10.0fr 5.0 10.0 0.0 5.0 5.0

Melody 10.0 6.0 10.0 0.0 5.0 5.0

Metal 5.0 9.4 5.0 0.0 8.5 2.5

Passage 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0

Piccolo 8.0 8.0 8.0 0.0 8.0 0.0

Roma 10.0 5.5 10.0 0.0 6.0 5.0

Rope 7.5 5.0 3.8 0.0 5.5 1.9

Scale 6.4 3.5 6.4 0.0 3.5 3.2

Scale2 3.5 6.4 3.5 3.2 6.4 0.0

Seville 6.7 5.6 6.7 0.0 4.5 4.5

Star5 6.0 5.7 6.0 0.0 5.7 3.0

Steps 8.0 8.0 6.0 -6.0 6.0 6.0

パターン名 パターン サンプル
サイズ (mm) 横方向 縦方向

X Y 間隔 オフセット 間隔 オフセット
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Suncross 10.0 10.0 4.0 -6.0 4.0 6.0

Suncross2 11.0 11.0 6.8 -1.3 6.8 1.3

Swing 6.0 8.2 4.5 0.0 8.2 0.0

Tick 6.8 7.9 6.8 0.1 6.0 6.0

Tile1 8.0 8.0 8.0 0.0 8.0 0.0

Tile2 12.0 12.0 12.0 0.0 12.0 0.0

Tile3 10.1 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0

Tile4 6.0 6.0 6.0 0.0 6.0 0.0

Triangle 6.0 5.2 6.0 0.0 5.2 3.0

Triangle3 7.5 6.5 7.5 0.0 6.5 0.0

Vine 8.5 2.8 8.5 0.0 3.5 2.0

Wave

[

6.0 1.3 6.0 0.0 4.0 3.0

Wave2 9.9 3.2 9.9 2.9 3.2 0.0

Wave3 10.0 4.5 10.0 0.0 4.5 0.0

Whirl 7.5 7.5 7.5 0.0 7.5 0.0

パターン名 パターン サンプル
サイズ (mm) 横方向 縦方向

X Y 間隔 オフセット 間隔 オフセット
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Wild 8.5 8.0 8.5 0.0 7.5 4.5

Xmastree 16.0 16.0 13.3 8.0 16.0 0.0

Ziggy 5.0 8.0 4.0 0.0 8.0 0.0

パターン名 パターン サンプル
サイズ (mm) 横方向 縦方向

X Y 間隔 オフセット 間隔 オフセット
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用語集

10O:  トヨタマシン由来のマシンファ
イルフォーマット。

1 つおきにステッチラインを分割 :  
タタミの分割のバリエーション。 ユー
ザースプリットも参照ください。

3D ワープ :  3D ワープはモチーフフィ
ルと一緒に使用して、3D 効果を作成す
る。 球体（内）、または球体（外）を使
用して、形状を立体的に表現でき、 遠
近法を使用して、距離感を出す効果も
作成できる。

ABC パターンの配置 :  パターンの配
置 (ABC) をご覧ください。

ARQ:  ベルニナキルターフォーマット。

ART:  ベルニナフォーマット。

ARX:  ES クロスステッチフォーマッ
ト。

BMP:  MS Windows(R) ビットマップイ
メージフォーマット。 ビットマップも
参照下さい。

BRO:  Bits & Volts ファイルフォー
マット。

CED:  データコンデンスファイル
フォーマット

CND:  Melco コンデンス (CND) はメル
コ刺繍デジタイズソフトウェアのネイ
ティブフォーマット。 CND ファイルはデ
ジタイズされたアウトラインとステッ
チの数値のみを格納する。

COM ポート :  周辺機器の接続ポイント
として使用される標準のシリアルポー
ト。 適切な内部カードが取り付けられ
ている場合、その他のポートが存在す
る。 周辺機器によりどのポートが使用
されているかをコンピューターに通知
する。（例： COM1、COM2 など）

CorelDRAW グラフィック :  
CorelDRAW(R)Graphics Suite アプリ
ケーションがアクティブになるモード。

CPU:  Central Processing Unit（中央
処理装置）の略。

CSD:  POEM/Singer/Huskygram ファイ
ルフォーマット。

DAT:  Hiraoka、Laesser、Wilcom SPES
フォーマットのマシンファイルの拡張
子。

DPI:  スクリーンまたはプリンターの
解像度の測定法で、1インチあたりの
ドットの数。

DSB:  バルダンファイルフォーマット。 
基本的に T03 テープファイルと同じだ
が、フロッピーディスクに書き込める。 
T03 ファイルのフロッピーバージョン。

DST:  タジママシン由来のマシンファ
イルフォーマット。

DSZ:  ZSK ステッチまたはエクスパン
ド (拡張 )ファイルフォーマット

DTG プリント :  DTG は PC からのその
他の印刷と似ている。 プリントするイ
メージは MS Windows(R) プリントマネ
ジャーからプリントドライバを使用し
て DTG プリンタに送信される。 DTG プリ
ント用のイメージの背景は、透明でな
くてはならない。 DTG プリントはイメー
ジの熱定着を行い、洗えるようにする。

DW Administrator:  DW Administrator
は、デザインワークフローデータベー
スの上級設定の責任者。 DW 
Administrator は、誰がデータベースに
アクセスでき、何を見ることができ、
何をすることができるかを決定し、情
報が格納される分類項目を定義する。 
DW Administrator は通常会社のデザイ
ン課のマネージャーを指す。その人物
には予備知識が不可欠です。加えて何
をデータベースに入れるのか、どの様
にその情報を利用するのかをコント
ロールする必要がある。

DXF:  オート CAD ベクターグラフィッ
クフォーマット。

EMB:  Wilcom ES 原産のアウトライン
ファイルフォーマット。EMB デザインに
は単一の「オールインワン」ファイル
に、デザインに関する全ての情報が含
まれる。情報にはオブジェクトのアウ
トラインとプロパティ、ステッチ数、
マシン機能、糸色、ピクチャーアイコ
ン、概要情報などが含まれる。 オリジ
ナルデザインのビットマップイメージ
も、EMB フォーマットに含むことができ
る。 ネイティブ EMB ファイルだけが、
100% 完璧にサイズの変更と変形を行え
る。

EMX:  Wilcom クロスステッチファイル
フォーマット。

EPS:  様々な環境下のアプリケーショ
ン間で、PostScript ランゲージファイ
ルをインポートまたはエクスポートす
る為の標準ファイルフォーマット。 ESP
ファイルは PostScript ファイルで、通
常イラストレーションをシングルペー
ジで表す。 一般的に、EPS ファイルはそ
の他の PostScript ファイルに含まれる
( カプセル化）のを目的とし、テキスト
やグラフィック、イメージどの組み合
わせでも入れることができる。 EPS ファ
イルは通常小さく、低解像度の TIFF や
ベクターベースの MS Windows(R) メタ
ファイルイメージプレビューを含む。

ESD:  Wilcom DOS ES 由来のフォーマッ
トでステッチタイプや密度などのス
テッチデータを含む。 後のバージョン
の ESD にはアウトラインのあるレタリ
ングオブジェクトが含まれる。

EXP:  メルコマシン由来のステッチま
たは「エクスパンド（拡張）」ファイル
フォーマット。

E ステッチ :  装飾的な縁のアップリケ
の留めステッチとして幅広く使用され
る。 このステッチは櫛形を形成する。

Fadenleiter:  Fadenleiter は糸の
フィードと張りをコントロールするシ
フリマシンのメカニズム。

Fadenleiter 機能 :  Fadenleiter +/- 
機能はマシンに Fadenleiter ストロー
クを１増加 / 減少するよう指示する。 
部分が広く / 狭くなったところで糸
フィードを増加 / 減少させる。

FDR:  バルダンマシン由来の刺繍ディ
スクフォーマット。

FMC:  バルダンマシン由来の刺繍ディ
スクフォーマット。

Fox テスト :  糸のテンションと正常な
タイミングをテストする方法。 文字 FOX
をサテンステッチを使い 1 インチのブ
ロック文字で各ニードルバーで縫い、
後進サイドでスキップしたステッチと、 
上糸とボビン糸の割合が正しくつり
あっているかを確認する。 通常正しい
バランスは 3 分の 1がボビン糸で、3 分
の 2が上糸の場合である。 これらの文
字が使用されるのは、すべての方向へ
の動きが含まれており、開始のタイミ
ングの不規則性が発見される可能性を
あげられる為である。

Hiraoka DAT:  Hiraoka DAT は Hiraoka
マシンの Plauen カードフォーマットの
シフリディスクバージョンである。

I( アイ）ビーム :  PC ポインタの形状
の中の 1 つで、選択したポイントにテ
キストを入力できる。 このポインタの
形状は大文字の「I」のような形をして
いる。

INC:  INC（Individual Needle 
Control）は元々は Saurer Pentamat マ
シン用に開発されたメカニズムで、プ
ログラムの元でもマニュアル制御でも
マシン全体の各針 / ボーラー位置をそ
れぞれアクティブまたは非アクティブ
にすることができる。 

INP:  Wilcom コンデンスフォーマット

JPG:  JPEG ファイルは、ビットマップ
イメージフォーマットを置き換える。

MST:  Laesser ファイルフォーマット
で Laesser DAT と同じステッチデータ
を含む （シフリ ESe4 ではサポートさ
れていない）。

NORMAL テンプレート :  NORMAL テンプ
レートは、ソフトウェアで用意されて
いる初期値を備えたテンプレートで、 
予め設定されたスタイルと共に、現在
のプロパティ設定も含まれる。 スタイ
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ルには現在のプロパティ設定の様々な
設定の組み合わせが含まれる。 例えば
<PRESET_SATIN_1> と <PRESET_SATIN_2>
にはサテンステッチ用の異なるステッ
チ間隔の値が含まれており、 これらの
設定はいつでも表示や変更が行える。 
テンプレートも参照ください。

PAT:  PAT は Saurer SHC ファイルタイ
プである。

PCH:  Gunold アウトラインデザイン、
コンデンスファイルフォーマット。

PCX:  ＰＣ ペイントブラシ・ビット
マップイメージフォーマット（PC 
Paintbrush bitmap image format）。

PDF:  Portable Document Formatの略。 
Acrobat Reader でオンラインマニュア
ルを表示する際に使用。

PLS:  Saurer SLC ファイルタイプ。

PMU:  Proel ステッチ、「拡張」ファイ
ルフォーマット。

PNG:  ポータブルネットワークグラ
フィック・ベクターグラフィック
フォーマット（Portable Network 
Graphics vector graphic format）。

PNN:  SPES で使用される Plot ファイ
ル ( シフリ e3.0 ではサポートされない
)

PS:  Postscript ベクターフォーマッ
ト。

RAM:  ランダムアクセスメモリー、コ
ンピュータチップメンテニングメモ
リー。

RGB:  RGB は、赤、緑、青を表す。 色を
作成する為にコンピュータのモニター
で使用されるシステム。

RPM 機能 :  RPM +/- 機能はマシンに現
在または通常のスピードから徐々に増
加 / 減少することを指示する。

SAS:  SAS は、Saurer SLC、Saurer SLC 
RCC、Saurer SLC Standard または
Saurer Pentamat ファイルフォーマット
である。

SPI:  インチ内のステッチ数。刺繍１
インチ中の密度やサテンステッチの数
を測るシステム。

SPM:  Stitches per minute の略。刺繍
マシンの起動スピードを測定するシス
テム。

SR/SD:  メルコスターフォーマット。 
「スター」と「スーパースター」は旧メ
ルコマシンタイプ。

STC:  Gunold ステッチまたはエクスパ
ンド ( 拡張 ) ファイルフォーマット

STX:  Datastitch ステッチまたはエク
スパンド ( 拡張 ) ファイルフォーマッ
ト

T03:  バルダンファイルの旧ペーパー
テープバージョン。

T10:  カードにパンチしたり、
Electrocard のインプットとして使用し
たり、フロッピーディスクフォーマッ
トに変換するのに使用する Wilcom の
Plauen シフリフォーマット。 

T11:  Wilcom Plauen RCC Zangs シフリ
フォーマット。

T12:  Wilcom Plauen - RCC Hiraoka シ
フリフォーマット。

T13:  Wilcom Plauen - RCC Comerio シ
フリフォーマット。

T15:  カードにパンチしたり、
Electrocard のインプットとして使用し
たり、フロッピーディスクフォーマッ
トに変換するのに使用する Wilcom 
Saurer シフリフォーマット。 

T16:  Saurer B シフリフォーマット。

T18:  Wilcom Saurer RCC シフリフォー
マット。

T19:  Wilcom Saurer B - RCC シフリ
フォーマット。

T20:  Wilcom Saurer Pentamat シフリ
フォーマット。

T21:  Wilcom Saurer B Pentamat シフ
リフォーマット。

T22:  Wilcom Plauen Pentamat シフリ
フォーマット。

TrueType フォント :  アップルコン
ピュータによってデザインされたデジ
タルフォント技術で、現在はアップル
とマイクロソフト両方のオペレーショ
ンシステムで使用されている。

TrueView:  TrueView は、ステッチが
施された際に刺繍がどのように見える
かどうかプレビューを行うことができ
る。 3D でスクリーンイメージを見るこ
とができる。

TWAIN:  業界標準で、スキャナーなど
のデバイスをデザインやレイアウトプ
ログラムに直接交信させることができ
る。 装置とプログラムは両方とも TWAIN
互換でなければならない。 使用してい
るソフトウェアで、TWAIN 対応スキャ
ナーの使用を可能にする。

U??  バルダンマシン由来のマシンファ
イルフォーマット。

USB ポート :  Universal Serial Bus 
Connector。コンピューターにあるドン
グルを挿し込むコネクション。 

VDT:  Hiraoka シフリフォーマット。

VEP:  Hiraoka VEP ファイルフォーマッ
トは既存のマシンのパターンアレンジ
（ABC) に使用される。 VEP は異なるデザ
イン部分（A が 1番目のファイル、B が
2 番目、Cが 3 番目）を分割する小さな
アレンジメントファイルを使用する。

WMF:  MS Windows(R) メタファイルベ
クターフォーマット。

X/Y 座標 :  グラフまたはコンピュータ
スクリーンにおける横方向 (X) と縦方
向 (Y) の距離。 X の値を幅の測定に、Y
の値を高さの測定に使用する。

XXX:  プロ向け市場の Compucon ステッ
チ、「拡張」ファイルフォーマット。

ZSK:  1991 年より前の ZSK 旧マシン
用。 ZSK2 は、それよりも新しいシング
ルトップの糸切りが特徴の ZSK マシン
で使用される。 これら 2種類における
も顕著な違いは糸切り。

アイコン :  画面の表示で、テキスト
の代わりにまたはテキストと共に使わ
れる小さなイメージ。 ファイルリスト
は下にファイル名を伴ってアイコンと
して表示できる。画面の左に表示され
るツールボックスはアイコンで構成さ
れている。

アウトラインをはっきりさせる :  
オートデジタイズ用にアウトラインの
あるイメージを準備する為のツール。 
自動的にアウトラインをはっきりさせ、
ノイズを取り除く。 黒のアウトライン
で縁取られている部分の色は単色に減
少する。 アウトラインをはっきりさせ
ると、ソフトウェアがイメージの個別
の領域を認識しやすくなる。 これらの
領域はデザインの刺繍オブジェクトと
なる。 これは特に輪郭が不明瞭な場合
に使用する。

アウトラインステッチ :  ランニング
やサテンのようなステッチは刺繍オブ
ジェクトのアウトラインを作成するの
に使用される。

アウトラインファイル :  アウトライ
ンまたは「コンデンス」ファイルはオ
ブジェクトのアウトライン、オブジェ
クトプロパティ、ステッチデータを含
むハイレベルのフォーマット。
EmbroideryStudio でアウトラインファ
イルを開く時には、それに相当するス
テッチタイプと入力方法、効果が適用
される。 アウトラインファイルは、ス
テッチ密度や質を変えることなく、サ
イズ変更、変換や変形が可能。 マシン
ファイルも参照下さい。

アウトライン認識 :  マシンファイル
をアウトラインフォーマットに変換す
る時、EmbroideryStudio は針落ちポイ
ントによってステッチごとのデータを
読み取る。 ソフトウェアはステッチタ
イプ、間隔、ステッチ長、ステッチ効
果を認識し、オブジェクトのアウトラ
インを決定する。

アクティブウィンドウ :  アクティブ
ウィンドウは、次のコマンドまたは動
作が適応されるウィンドウの状態。 ア
クティブなウィンドウは開いている他
のウィンドウと区別がつくよう、タイ
トルバーの色が異なる。

アコーディオンスペース :  ステッチ
の間隔を開いたり密にしたりと序々に
変化させ、マニュアル操作では困難な
陰影効果と色効果を生み、芸術的なス
テッチ効果を作る。アコーディオンス
ペース

アップリケ :  生地の断片を別の生地
に縫いつけ、装飾効果またはボリュー
ムを与える。 アップリケがデザインの
大半を占めているとステッチ数が少な
くてすむ為、刺繍のみを含むデザイン
よりも経済的。 シフリ刺繍ではアップ
リケはベースの生地から切り取られた
刺繍したモチーフをさす。

アップリケカッター :  旧ペンプロッ
ターに似た、ラインに沿って生地を切
り取るデバイス。 入力データとしてベ
クターファイルが必要。 MS Windows(R)
ではプリンターデバイスとして設定可
能。
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当て布 :  バッキングとしても知られ
る刺繍されたアイテムや生地の下に置
いて使用される織または非織布で、サ
ポートと安定性を与える。 バッキング
は、アイテムと共に枠にはめられるか、
またはマシンのスロートプレートと刺
繍枠にはめられた生地の間に置かれる。 
デザイン内のステッチ数が多いほど、
よりしっかりとしたバッキングが必要
になる。 切り取るタイプ、ちぎるタイ
プ、洗い流すタイプ（溶性）など様々
な重さとタイプがある。 刺繍の専門家
は織布にはちぎるタイプのものを、
ニット素材には切り取るタイプのもの
を使用する。トッピングも参照下さい。

アンカーポイント :  デザインを回転、
拡大 / 縮小、傾斜、反転させる時に使
用される軸となる固定ポイント。

安全保護装置 :  ドングルを参照下さ
い。

アンチエイリアス :  ディザリングに
似た処理で、色のブロックが交差する
場所にある輪郭線を滑らかにする。 こ
れは異なる色が接する輪郭部分の配色
をぼかすことにより、スムーズなアウ
トラインを作成するというものです。

位置 :  デザインウィンドウでデザイ
ンの位置（X、Y）を示す。

位置合わせ :  すべてのステッチとデ
ザイン項目が正しく配置すること。

一時停止機能 :  一時停止機能は条件
付きの停止で、常にノンデータステッ
チ上にあり、 マシンで読み取られる。

糸 :  刺繍糸を参照下さい。

糸切り :  マシンや手によって余分な
糸を削除する。

糸切り / トリマー :  デザインが他の
エリアにジャンプする所または色替え
場所で、自動的に糸切りまたは残りの
糸を切る刺繍機に組み込まれているデ
バイス。

糸切り機能 :  自動糸切りがあるマシ
ンを使用している場合、糸切りコード
はほつれ止め（エンド）の後に糸が切
られるようにする。 ソフトウェアでは、
ステッチが再度スタートする地点に、
糸切りは小さな円を伴う三角形で表わ
される。 糸切りの必要なつなぎ糸は点
線で表示される。 つなぎ糸の設定を調
整して、糸切りを自動的に追加できる。
あるいは、それらをマニュアルで追加
できる。

糸コード  コードはブランドでの糸色
の識別番号。

糸タイプ :  刺繍糸には様々な太さが
あり、 種類には A、 B、 C と D がある。 ス
テッチ密度は糸タイプに沿って設定さ
れるものである。 糸の太さも参照下さ
い。

糸チャート :  刺繍糸の色を予め定義
したリスト。 チャートは商業用の利用
可能な糸チャートを基にしても、独自
に定義することもできる。 異なる糸
チャート間で糸色をコピーし、既存の
色から独自のチャートを作成できる。 
カラーパレットも参照下さい。

糸の太さ :  糸密度を参照下さい。

糸ブレーキ機能 :  糸ブレーキ ( ＋ )/
（－）機能は糸ブレーキ圧力を増加 /減
少させる。

糸巻き機能 :  糸巻きプラス /マイナ
ス機能は糸巻きフィード (2S-55 RCC)
圧力を増加 /減少させる。

糸密度 :  一定領域（または埋め縫い
の距離毎のステッチライン）毎のス
テッチの数。

糸密度 :  製造者により糸の密度も異
なる。 密度 Aは普通刺繍糸 ( 番手　
120/2 または 40)。 密度 B はより太く、
密度 Cは細め、また密度 Dは極細と
なっている。

移動 :  一般的にデザインのステッチ
順序の確認は、ステッチ、セグメント、
機能またはオブジェクト毎に移動しな
がら行う。

イメージ :  デジタイズのテンプレー
トとして使用されるビットマップイ
メージ /ベクターグラフィック。 ビッ
トマップイメージとベクターイメージ
も参照ください。

イメージ :  デジタイズの下絵用に
EmbroideryStudio にインポートできる
イメージは、ベクターとビットマップ
の 2種類に分かれる。質の良い刺繍を
作成するには、どのフォーマットにし
ても刺繍に適したイメージを選択、も
しくは作成する必要がある。

イメージの準備 :  スキャンしたイ
メージを刺繍デジタイズのインプット
として処理する。 スキャンをしたイ
メージの処理は、以下の技術のいずれ
かを必要とする：色数の減少、アウト
ラインの追加または強調、ノイズの除
去、ディザリング、アンチエイリアス、
必要のない詳細の除去、範囲の切り取
り、背景の除去。

イメージ編集プログラム :  グラ
フィックアプリケーションを参照下さ
い。

色替え機能 :  色替え機能はシフリマ
シンに糸色の変更を指示する。 RCC/INC
マシンでは、このコマンドはフレーム
を次に選択した針の下にも移動させる。 
カラーパレットから新規の色を選択す
る場合は、自動的に機能が挿入されま
す。

色数を減少 :  イメージの準備を参照
下さい。

色数を減らす :  イメージの準備を参
照下さい。

色の深み :  色の深みまたはピクセル
濃度と呼ばれ、イメージ内のそれぞれ
のピクセルで有効な色情報の量を参照
する。 1-bit の色の深みのイメージは、
2 つの色でのみ表示される。 色の深みが
増加すると、より多くの色が有効とな
る。16 色 (4 bit), 256 色 (8 bit), ハ
イカラー(16 bit), トゥルーカラー(24 
bit)。

印刷プレビュー :  デザインやデザイ
ン情報を製作ワークシートにプリント
する前にプレビューするのに使用する。 
デザインはプリントされるのと同じよ
うに表示される。

ウェーブ効果 :  ウェーブ効果はデジ
タイズラインに沿って閉じた埋め縫い
ステッチをカーブさせ、
流れるようなステッチ効果を作成する。 
ステッチはデジタイズラインに従って
カーブしますが、一貫した糸間隔と針
落ちパターンが保たれる。

ウェイト :  T シャツに関しての場合、
ウェイトにはミッドウェイト / バ
リュー、ヘビーウェイト / プレミアム、
スーパーヘビーウェイトの 3 つの標準
がある。

渦巻きラインステッチ :  渦巻きライ
ンステッチは渦巻き状に形状を埋め込
む、単一の連続したステッチのライン
を作成する。 これは通常リングやボー
ダーに使用されるが、その他の閉じた
形状にも使用できる。 ラインステッチ
も参照ください。

埋め縫いステッチ :  一連のランニン
グステッチで、主に大きなエリアを覆
うのに使用される。 異なる埋め縫いパ
ターンは、ステッチの角度や長さの変
更、ステッチ順序の繰り返しを行うこ
とで作成することができる。 ゲフレク
トステッチとしても知られている。

上縫いステッチ :  上縫いステッチは
アップリケの形状の輪郭になる。 ス
テッチタイプ（サテンまたは）、ステッ
チ間隔、オフセット等、様々な上縫い
ステッチ設定を変更することができる。

エクスパンド ( 拡張 ) テープ :  パン
チングされたデザインの各ステッチが
あるエクスパンド ( 拡張 )テープ。

エクスパンド（拡張）ファイルフォー
マット :  マシンファイルを参照下さ
い。

エンブレム :  仕上げ縁のある刺繍デ
ザインでステッチの後に生地に適用さ
れ、通常身分確認の記章である。 「ク
レスト」または「パッチ」としても知
られている。

エンブレムワーク :  シフリ機はエン
ブレムやロゴを作成するのに多く使用
される。 この作業はシフリ機のほんの
一部の機能を使用する。 例えば、通常
エンブレムワークはレースデザインに
発生するようなボアー中抜きや長いサ
テンステッチは含まれない。 エンブレ
ムワークはマルチヘッド機でステッチ
される。

オートスクロール :  オートスクロー
ル機能は、デジタイズ中に自動的にス
クリーンをスクロールすることができ
る。

オートデジタイズ :  イメージを自動
的にデジタイズし、刺繍デザインを作
成したり、ベクターのアウトラインを
直接刺繍オブジェクトに変換するツー
ル。 スマートデザインも参照ください。

オートトレース :  ビットマップイ
メージをベクタードローイングに変換
するのに使用する。

オーバーオール刺繍 :  オーバーオー
ル刺繍は生地全体を覆う刺繍をいい、 
これには製造した後刺繍用芯地を取っ
てしまうレースワークも含まれている。 
オーバーオール刺繍はシフリ製作の典
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型だが、マルチヘッドではあまり見か
けられない。

オーバーシュート :  オーバーシュー
トはシフリのパンチャーで使用される
テクニックで、コーンから糸を更に引
き。糸の引く力を減少させ生地のゆが
みを減少させる。

オーバービューウィンドウ :  オー
バービューウィンドウを使って、デザ
インのサムネイルを表示する。 デザイ
ンに変更を加えると、オーバービュー
ウィンドウでその変更が即座に更新さ
れる。またこのウィンドウでズームイ
ンやパンニングをしてデザインを表示
できる。 

オールオーバー :  すべての製品の縁
から縁にわたる連続した刺繍。

送り先フォルダ :  ファイルをコピー
または移動する先のフォルダー（ディ
レクトリ）。

オフセットオブジェクト :  選択した
オブジェクトのアウトラインから新し
いアウトラインを作成するのに使用す
るソフトウェアの機能。

オフセットフラクションタタミ :  タ
タミの埋め込みでは、各列がどのよう
にオフセットされるかを指定して針落
ちで形成されるパターンをコントロー
ルすることができる。 これは「オフ
セットフラクション」、または「分割ラ
イン」を調整して行う。 オフセットフ
ラクションを調整し、針落ちを利用し
た装飾効果を作成できる。 

オブジェクト :  コンピューターー科
学では「オブジェクト」は選択 / 操作
が可能な個別のアイテムを意味し、 オ
ブジェクト重視のプログラムでは、オ
ブジェクトはデータ上で操作する為に
必要なデータと手順を含む。 刺繍オブ
ジェクトも参照下さい。

オブジェクトの認識 :  アウトライン
の認識を参照下さい。

オブジェクトアウトライン :  アウト
ラインファイルを参照下さい。

オブジェクトタイプ :  オブジェクト
には種類、形状、糸の種類、色、ス
テッチ設定と位ステッチ順序位置があ
る。 オブジェクトタイプは、意図され
たステッチの 終的な見かけを決定す
る場合もあれば、しないこともある。

オブジェクトプロパティ :  
EmbroideryStudio 内の全刺繍オブジェ
クトには、「数値」という設定が含まれ
る。 オブジェクトと共に保存された数
値は「プロパティ」になる。 オブジェ
クトは全て共通してサイズや位置と
いった特定のプロパティを持つ。 その
他にオブジェクトのタイプにより、更
に特定のプロパティが含まれる。 全て
の刺繍オブジェクトに共通する、 も
重要なプロパティはステッチタイプ。

オブジェクト分割 :  サテン、タタミ、
プログラムスプリットがステッチタイ
プのコラム A、コラム B、コラム Cツー
ルで作成された刺繍オブジェクトを分
割することができる。

オプション :  オプションは製品の登
録オーナーが購入できるソフトウェア
の更なる機能。

開始点 :  刺繍オブジェクトの針の挿
入ポイント。 スタート点は、前のオブ
ジェクトのエンド点と一致する。

解像度 :  解像度により、イメージを
作成するのに使用される dpi 数が決定
する。 数字が大きいほどイメージも鮮
明になりますが、保存するのにより多
くのスペースが必要となる。 75 dpi の
解像度が一般的に良い結果を得られる
数値。

回転ハンドル :  オブジェクトを選択
すると、オブジェクトの周りにサイズ
変更ハンドルが表示される。 再度オブ
ジェクトをクリックすると、オブジェ
クトの周りに回転と傾斜ハンドルが現
れる。 オブジェクトの四隅に回転ハン
ドルが、オブジェクトの中心にアン
カーポイントが表示される。 傾斜ハン
ドルはオブジェクトの上下の真ん中に
表示されるダイヤ型のハンドル。 選択
ハンドルも参照下さい。

書き込み :  刺繍ディスク、デザイン
カードまたは刺繍機へ、刺繍または保
管の為にデザイン情報を送信すること。

拡大 / 縮小 :  デザインのサイズを拡
大または縮小する。 ステッチまたはエ
クスパンド（拡張）フォーマットでは、
ステッチ数は 終のデザインサイズに
関わらず一定である為、サイズ変更の
ほどんどは ±5 から％に制限されてい
る。 アウトラインまたは「コンデンス」
フォーマットでは、ステッチ数と密度
は再計算される為、倍率は飛躍的に上
がる。

拡大図 :  製図は通常オリジナルのデ
ザインよりも 6倍大きく、デジタイズ
するステッチを示す。 デジタイザーで
デジタイズする時には拡大図を使って、
PC の画面上で下絵を使うのと同じ要領
で、デザインの形状やアウトラインを
写し取っていく。 作業を開始する前に、
拡大図を準備する必要がある。 デジタ
イズタブレットも参照下さい。

拡張子 :  ファイルの拡張子を参照下
さい。

拡張性 :  デザインを拡大 /縮小する
性能。 エクスパンド（拡張）フォー
マットでは、ステッチ数は 終のデザ
インサイズに関わらず一定である為、
サイズ変更のほどんどは 10 から 20％に
制限されている。 一方、コンデンス
フォーマットではステッチ数と密度は
変化する為、サイズ変更はより変化さ
せることができる。

確認メッセージ :  ソフトウェアによ
り表示されるメッセージで、処理を実
行すかどうかを尋ねる。（例：デザイン
を削除する際など）

囲み枠 :  範囲で選択する時に表示さ
れる、点線の四角形。

囲み選択 :  範囲で選択する時に表示
される、点線の四角形。 囲み枠も参照
ください。

重ねて表示 :  デスクトップで開いて
いるウィンドウをアレンジする方法。

お互いが重なりあっているが、それぞ
れのタイトルバーは表示されている状
態。

カッター :  アップリケカッターを参
照ください。

可変サイズ :  デザインを異なるサイ
ズに拡大 / 縮小する機能。

カラーウェイ :  カラーウェイは同じ
デザイン中の複数の色スキームで、 こ
れらは Wilcom EmbroideryStudio や同
様のデザインプログラムで作成された
カラーブロックで定義された色か、
Chromatone や Pantone などの専売特許
のカラーシステムから選択された「カ
ラーブロック」で定義された色で構成
されている。

カラーパレット :  カラーパレットに
は各デザインに必要な刺繍糸の色が含
まれる。 「カラーウェイ」と呼ばれる
色のセットはデザインが縫われる時の
実際の刺繍糸の色を表示する。 糸
チャートも参照下さい。

カラーブレンド  2 色のステッチを重
ねて、遠近効果や陰影効果などの様々
な色使いを作成する。 目の詰まった埋
め込みと目の粗い埋め込みを組み合わ
せることで、2つの色を滑らかに混ぜ合
わせる。

カラーブロック :  カラーブロック
（または「項目」）は、デザインの色替
えと対応している。 一つまたはそれ以
上の同じ色のオブジェクトから成る。 
これらは単一のグループ（例： 「ロー
プ」または「ロープと鳥」など） グ
ループから成ります。 容易に識別でき
るよう、各々のカラーブロックまたは
エレメントに説明的な名前を付けるこ
ともできる。 これらは製作ワークシー
トに表示される。 オペレーターは通常
これらをもとに、製作に使用している
配色が正しいかどうか確認する。 カ
ラーオブジェクトリストはデジタイズ
した順番で、カラーブロックによりグ
ループ化されたオブジェクトのリスト
が表示される。このリストはデザイン
中に使用されたすべてのカラーブロッ
クとオブジェクトを別々のアイコンで
表示する。 パレットの編集も、カラー
ブロックリストを表示する。 

環境設定 :  コンピューターハード
ウェアのサイズと種類。 コンピュータ
を使うのに都合の良い状態にするため
のソフト的設定。

ガイドランニング :  刺繍をマルチ刺
繍枠場所に配置、またはアップリケで
生地を配置するアシストをする一連の
ステッチ。 一番初めにステッチされる
アップリケの層で切り抜き済みのアッ
プリケパッチを背景の生地に配置する
のに使用する。 アップリケも参照くだ
さい。

画面の解像度 :  ピクセルを参照下さ
い。

生地 :  生地には多くのプロパティが
あり、主要なものは弾性または「生地
の伸び」。 表面の質感は、異なる下縫い
タイプが必要なその他のプロパティと
なる。 特定のデザインに使用する生地
を選択する際、システムはその生地に
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適な設定を予めロードする。 これら
はオブジェクトごとを原則に優先され
る。 生地設定も参照下さい。

生地の設定 :  プリセットされている
生地設定は、すべてのステッチタイプ
をカバーしている。 それぞれのステッ
チタイプで、間隔はプリセットされて
いる。 縮み補正と下縫いの質の効果は、
各ステッチタイプでプリセットされて
いる。 伸び、整経やせん断加工はス
テッチタイプと生地に適切な下縫いを
施すことで減少させる。 モチーフフィ
ルのような装飾的な効果で生地設定が
変更された場合は作用しない。

生地の伸び :  刺繍のステッチは針が
落ちる所で、生地を内側に引っ張り込
む作用を起こる。 これによって布が縮
み、刺繍に割れ目ができてしまうこと
がある。 自動縮み補正を使用して、埋
め縫いされた形状のアウトラインをは
み出しがちに縫い、これに対抗する。

基準点 :  グリッドと共に配置される
ポイント。 例えば、デザインの中心に
グリッドの基準点を設定する。 この方
が、デザイン全体を移動するよりも速
くて簡単。 

機能 :  マシン機能を参照下さい。

キャップコーナー :  スマートコー
ナーの 1 種で、キャップコーナーは生
成されるステッチ数が少ないので鋭く
尖ったコーナーに使用される。

キャンドルウィック :  白地に白で刺
繍する伝統的なテクニックで、通常白
のリネンまたは綿に太い綿糸で刺繍さ
れる。

切り取り :  編集機能。 デザインから選
択範囲を取り除く。 切り取り範囲はメ
モリー（クリップボード上）に保存さ
れ、同じまたは別のデザインに貼り付
けすることができる。

切り取りライン :  ランニングステッ
チの 2 番目のラインで、アップリケ
パッチの生地のトリミングを行う際に
ガイドを生成する。

切り抜きアップリケ :  バックアップ
リケを参照ください。

キルト :  一般的にキルトを作成する
工程は、強度と装飾効果をキルトに与
える為にキルトのレイヤーにパターン
をステッチするもので、キルトの表面
に装飾的なパターンを形成し、レイ
ヤーを固定する 

クリーンナップ :  クリーンナップ
フィルターを使用して、デザインから
不必要な小さなステッチを自動的に取
り除く。

クリスタル :  ブリングを参照くださ
い。

クリック :  マウスの左ボタンを押し、
離す動作。 右クリックも参照下さい。

クリック＆ドラッグ :  マウスの左ボ
タンでクリックし選択、ボタンを押し
続けカーソルを移動し、離す動作。

クリップボード  PC メモリ内の一時的
な保存エリアで、 後に行った切り取
りやコピーを記憶している。 クリップ

ボードのイメージは、何度でもデザイ
ンに貼り付けできる。

クレスト :  エンブレム、バッジ、紋
章のような刺繍モチーフ。

グラデーション効果 :  芸術的なス
テッチ効果で、刺繍オブジェクトに
従って密な場所と開いた埋め縫いの間
のステッチ間隔を序々に変化させ、マ
ニュアル操作では困難な陰影効果と色
効果を生み出す。

グラフィックアプリケーション :  
ビットマップイメージやベクターグラ
フィックを作成、または変更できるソ
フトウェアアプリケーション。 ペイン
トパッケージとドローイングパッケー
ジも参照下さい。

グリッド  グリッドラインは視覚的な
指示で、デザインを正確に配置する手
助けをする。 ソフトウェアを初めてス
タートさせた時は、初期設定によりグ
リッドラインは表示される。

グレイスケール :  グレイスケールイ
メージは 254 のグレイの色彩、それに
純色の黒と白という、合計 256 の異な
る色調で構成される。 白黒写真はグ
レースケール。

傾斜ハンドル :  回転ハンドルを参照
下さい。

現在の設定 :  現在のプロパティ設定
はテンプレートの初期設定に優先する。 
故意に変更しない限り、現在のプロパ
ティ設定は初期設定の値を適用する。 
通常、デジタイズ時の時間短縮のため
にプロパティを変更する。 例えば、新
規に作成するすべてのタタミオブジェ
クトに特定の糸間隔を使用したい場合、
タタミステッチの間隔を予め設定して
おくと良いでしょう。 オブジェクトプ
ロパティも参照下さい。

現在の針位置でセンタリング :  オブ
ジェクトは針位置マーカーの中心に配
置される。

原点 X/Y:  刺繍原点

コード機能 :  コードイン /アウト機
能はコードデバイスをはめ込む /はず
すようマシンに指示する。

更新 :  再表示を参照下さい。

項目 :  ソフトウェア用語で項目とは、
連続する同色のオブジェクトから構成
されるカラーブロックのことを言う。 
項目に名前を割り当てると、製作ワー
クシート上に表示される。 オペレー
ターは通常これらをもとに、製作に使
用している配色が正しいかどうか確認
る。 製作ワークシートも参照下さい。

コネクタ :  ケーブルをポートに繋ぐ
ためのハードウェア装置。 コネクタに
突起がある場合は、ポートに穴がある。
これが逆の場合もある。 各装置の配線
はその機能により決定される。

コピー :  クリップボードに選択部分
のコピーを置く。 複製も参照下さい。

コマンド  動作を実行する為にソフト
ウェアに発する命令。 「オブジェクト
を貼り付け」のようにシンプルなもの
もあれば、「ステッチを生成」のように

複雑なものもある。 通常メニューアイ
テムやツールバーアイコン、ダイアロ
グのコマンドボタンからアクティブに
することができる。

コマンドボタン :  ダイアログのコマ
ンドボタンで、選択された操作を実行
またはキャンセルする。 キャンセルと
OK ボタンが一般的。

コラム :  狭く長いカーブのある形状。

コラム A:  ステッチ幅と角度が可変の
コラムをデジタイズするのに使用する
入力方法。 対となる基準点を結ぶライ
ンがステッチ角度を定義するのに対し、
デジタイズされた対の基準点はアウト
ラインを定義する。

コラム B:  一方が他のサイドと異なる
（特に一方が他のサイドよりも多くのポ
イントが必要な）形状をデジタイズす
るのに使用される入力方法。 ステッチ
は形状全体で均一にカーブして生成さ
れる。 モチーフフィル以外の埋め縫い
ステッチに使用できる。

コラム C:  一定幅のコラムをデジタイ
ズするのに使用する入力方法。 これは
通常大きな形状の縁やアウトラインを
デジタイズするのに使用する。 コラム
をデジタイズし、太いラインやボー
ダーを作成する。 コラム Cは一般的に
サテンステッチと共に使用する。

コンデンスファイル :  アウトライン
ファイルを参照下さい。

コントロールポイント :  コントロー
ルポイントは、オブジェクトの形状や
ステッチ角度、開始 / 終了点の変更に
使用される。 オブジェクトの形状は、
アウトラインのコントロールポイント
の移動、追加、削除を行い変更できる。 
ほとんどのオブジェクトでは、コント
ロールポイントをコーナーポイントか
らカーブに変更できる。

コンビスプリット :  プログラムスプ
リットで様々なサテンとタタミステッ
チの組み合わせを使用して、同じパ
ターンでも異なった効果を作る。 サテ
ンの中にサテン、サテンの中にタタミ、
タタミの中にタタミの 3 種類がある。

小化ボタン :  Windows ではタイトル
バーの右上にある、3つの中の左端のボ
タン。 「 小化」ボタンをクリックし
て、 小のサイズにウィンドウを縮小
する。

小ステッチ長 :  刺繍枠の 小の動
きのこと。 針落ち間の距離のこと。 
大 / 小ステッチ長も参照下さい。

サイズハンドル :  選択ハンドルを参
照下さい。

サイズ変更 :  拡大縮小を参照下さい。

大 / 小ステッチ長 :  デザイン内
で許容される 小 / 大ステッチ長は、
針落ちポイント間によって外側の制限
を決定する。 これらはマシンが行える
小と 大フレームの動作によって決

定される。

大化ボタン :  Windows では、タイト
ルバーの右上にある、3つの中の中央の
ボタン。 「 大化」ボタンをクリック



EmbroideryStudio e4 ユーザーマニュアル 1009

して、 大のサイズにウィンドウを拡
大する。

再表示 :  画面の表示を更新すること。 
これは、編集をした時に表示の一部が
見えなくなった場合に便利。 刺繍シュ
ミレーションも参照下さい。

サガラ :  生地の上側にループステッ
チを形成する刺繍のタイプ。 ウール、
綿、アクリルなどの太い糸が使用され
る。 このステッチタイプ
を形成できるよう調整されたチェーン
ステッ
チマシンで作成する。 「ループパイル」
としても知られる。

サッシング :  細長い生地でセッティ
ングや枠付け時にブロックを分割した
り、キルトを長くしたりします。

サテンステッチ :  埋め縫いステッチ
の一種。 密に配置されたジグザグス
テッチからなり、様々な長さでどの角
度にでもステッチできる。 糸は、2つの
ステッチがコラムを作成するところに
ジグザグ縫い動作で形状を渡るように
置かれる。 その為、サテンステッチは
小さいまたは狭い形状にのみ適してい
る。 ステッチはほとんど平行でエリア
を覆うのに優れている為、 レタリング、
アウトラインや細部によく使用される。 
一般的に針落ちで埋め縫いが分断され
ないので、サテンステッチは滑らかな
効果を生む。

シークイン :  シークインはスパン
コールとしても知られ、小さな円形の
プラスチックで真ん中に穴が開いてい
る。 スパンコールはロールに保管され
ており、それぞれ細いリンクで繋がれ
ている。 スパンコールは針が生地を離
れた時に針の前に置かれ、生地に縫い
付けられる。

シークインアタッチメント :  ステッ
チ、接着剤、熱によりシークインを適
用するデバイス。

シークインモード  シークインモード
はドロップシークイン機能の素早いデ
ジタイズを可能にする。 ドロップシー
クイン機能も参照ください。

仕上げ :  刺繍が終了した後で行われ
る処理。 この処理には、糸の緩い部分
の切り取り、下地のはみ出した部分の
切り取り、当て布の除去、しみ取り、
皺や刺繍枠の跡を取り除くためのアイ
ロンなどの処理が含まれる。

刺繍 :  生地に装飾的なステッチを施
す。 通常ノンレタリングデザインを対
象とするが、レタリングまたはモノグ
ラムを含むこともある。 ホーマーの文
書の記述と 12 世紀の十字軍によると、
刺繍はエジプトのファラオの時代にす
でに存在していたという。 刺繍は手縫
いから手動縫いマシンへ、手動織機か
ら何百もの針を擁するハイスピードの
コンピュータ化された多角的シフリマ
シンへと発展している。

刺繍糸 :  2 つ以上の繊維がよられてで
きた細いコードまたは天然、合成繊維
でできた素材で、ステッチに使用され
る。 マシンで使用する刺繍糸には、
レーヨン（光沢が良い）、綿（つやがな
い）、ポリエステル（強くてい色が褪せ

ない）、メタリクス（芯を金属製の薄
片、あるいは銀の薄片で巻いた合成素
材）、アクリル（レーヨンに似た光沢）
がある。

刺繍オブジェクト :  刺繍デザインで
は、「刺繍オブジェクト」と呼ばれる基
礎となる形状からデザインを作成する。 
これらはそれぞれ個別に扱うことので
きる単体構造である為、「オブジェク
ト」と呼ばれる。 これらは一般的なア
ウトラインオブジェクトと同様、色、
大きさ、位置などそれぞれを個別に形
成する要素のプロパティを持っており、
刺繍オブジェクト独特のステッチタイ
プや糸間隔といったプロパティも含ま
れる。 ベクターオブジェクトも参照下
さい。

刺繍シュミレーション :  低速でデザ
インを引きなおす。 刺繍シュミレー
ションは、スローモーションでデザイ
ンのステッチや色順序を表示する。

刺繍ディスク :  刺繍ディスクはデザ
インをコンピュータからマシンに転送
するために、特別にフォーマットされ
たフロッピーディスク。 
EmbroideryStudio で刺繍ディスクを
フォーマットし、デザインをディスク
に保存できる。 使用するフォーマット
は選択した刺繍機による。 デザインを
刺繍ディスクから直接
EmbroideryStudioに開くこともできる。 

刺繍枠 :  木、プラスチックまたは鉄
で作られた道具で、内側と外側の輪の
間に生地と当て布をしっかりとはさむ。 
枠はマシンのフレームに取り付けられ
ており、刺繍のマシンベッドに対して
生地をピンと張った状態で押さえる。

刺繍枠かけ :  刺繍枠に生地または当
て布を配置する作業。 乏しいステッチ
のデザインが作成されてしまう も一
般的な理由の一つに、不適切な刺繍枠
かけが挙げられる。 

システムの必要条件 :  お使いのコン
ピューターのハードウェアとソフト
ウェアがサポートしているもの。 シス
テムの必要条件は、ソフトウェアの
パッケージ、デザインディスクカード、
パック、CD や他のコンピューターアク
セサリに印刷されている。 使用するシ
ステムがサポートできるのかどうかを
知る必要があり、メモリーやディスク
スペースの追加なしには、新しいソフ
トウェアに対処できないことがある。 

システム管理者 :  システム管理者は、
企業のネットワークと安全保護システ
ム全体を管理する。 小企業ではシステ
ム管理者はデータベースの管理も行っ
ている。

下絵 :  画面上でデザインをデジタイ
ズするのに使用できる画像。 ベクター
とビットマップの 2種類が使用可能。 
様々なソースからファイルを挿入する
ことができ、MS Windows(R) クリップ
ボードを介してコピー＆貼り付けがで
きる。

下縫い :  他のデザイン項目の前に縫
われるステッチで、生地を安定するの
に役立つ。 刺繍されるよう生地にバッ
キングを取り付けるステッチ動作。 ま
た、刺繍に高さを持たせるのにも役立

つ。 下縫いは連続する単一のランニン
グステッチで構成され、通常は非常に
短いステッチ長が使用される。刺繍デ
ザインのコラム（サテン）、または埋め
込み部分の下に、マニュアルでデジタ
イズされるか、自動で設定する。

下縫いマージン :  オブジェクトアウ
トラインと下縫いの端の間の距離。 上
縫いから下縫いがはみ出ないように、
この余白を増やす。

シフリマシン :  工業用刺繍機で針と
枠の組み合わせで動作でステッチを生
成する。 非常に大きなマシンで、 ほとん
どのシフリマシンには、自動の糸切り
や自動色替えがない。 シフリマシンは、
エンブレム製品、レース作成、特大サ
イズのアイテムや大量生産に向いてい
る。

周辺機器 :  ある程度コンピュータに
よってコントロールされる、コン
ピュータに接続されている装置（例：
刺繍機やプリンタ）。

終了 :  現在使用しているウィンドウ、
またはアプリケーションを終了する。

終了点 :  糸が刺繍オブジェクトを離
れるポイントを指す。 この終了点は次
のオブジェクトの開始点と一致する。

ショートカットキー :  マウスを使う
代わりにタスクを実行するのに使用す
るキー、またはキーの組合わせ。 例：
Ctrl+C はコピーをするコマンド。

昇華型 :  昇華は、固形から気体に変
化し、液体にはならずにまた固形にな
ることを意味する。 染料粒子がガスと
して紙から移動し、生地や他の素材に
ポリマーで接着しされ、再度固形とな
ります。 転写は高熱（205°C）と圧力
を使用し、イメージは浸透し基質の一
部となります。

昇華型印刷 :  昇華型印刷は DTG プリ
ントに似ていますが、 使用される固形
インクは DTG プリントで使用される液
状インクに比べ、より均等なグラデー
ションを作成することができる。 昇華
型印刷ではインクは剥離紙に印刷され、
生地などに転写される。

詳細 :  スマートデザインを使用して、
後に刺繍したいエリア（アウトライ

ン、ボーダー、ピックアウトランニン
グ、小さなエリアなど）。

初期設定 :  インストール時の初めの
システム設定。 これらは標準設定で、
この設定に戻る事ができる。 頻繁に使
用される特定の生地に合わせてユー
ザー設定を作成したい場合には、 これ
ら「My Fabric」設定はデザイン内で保
持され、テンプレートファイルに保存
することができる。

初期設定オブジェクトプロパティ :  
初期値を参照下さい。

初期値 :  特定のシステム設定やス
テッチ間隔などオブジェクトプロパテ
を決定する、予め設定されている値。 
これらの値は、デザインテンプレート
に保存されている。 これらは、新しく
作成されたオブジェクトに適用される。 
新しい設定によって書き換えられない
限りは、これらの値は現在のものとし
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て残る。 現在のプロパティ設定も参照
下さい。

書体 :  文字、番号、その他の印刷上
の記号を含む、文字のセット。 アル
ファベットとも呼ばれる。 レタリング
を参照下さい。

処理 :  処理機能はデザイン全体また
は選択部分のステッチの密度を調整す
ることができる。 使用する生地や刺繍
糸によって、ステッチの糸間隔を変え
る。 また全体のステッチ数を減らして
制作コストを下げることもできる。 マ
シンファイルのプロセス（処理）は、
ステッチファイルを開く時にアウトラ
インファイルに変換するのと似ている
が、プロセス（処理）できるのは選択
したオブジェクトまたはステッチのみ
となる。 

使用可能なマシン / マシンの種類 :  
ソフトウェアを介して直接使用できる
マシン、または MS Windows(R) オペ
レーティングシステム（例：
MS Windows(R)MS Windows(R)）でサ
ポートされているプリンタやカッター
を介して使用できるマシン。

シリアルポート :  コンピュータの接
続ポイントで、モデムのようなシリア
ル通信デバイスを差し込む場所。 PC の
シリアル COM ポートのコネクタは 9ピ
ンまたは 25 ピンのどちらか。 それらは
COM1、COM2、COM3 などと呼ばれる。利
用可能なポートの数は接続できるデバ
イスの数となる。 ポートが更に必要な
場合は、それらを付け足すことができ
る。 あるいは、マルチポートシリアル
カードも使用できる。

シリアルポート設定 :  ここでボー、
データビット、ストップビット、パリ
ティの値を調整できる。 これらの設定
は、刺繍機のものと同じでなくてはな
らない。 フロー制御のタイプは、使用
するケーブルに適合していなければな
らない。

ジグザグステッチ :  ジグザグステッ
チはサテンと似ていますが、通常より
少ないステッチが必要な時に使用され
る。 針はコラムの各サイドに交互に落
とされ、糸を間隔の開いたジグザグパ
ターンで渡していく。 糸密度はステッ
チ間隔の設定によって決定される。 埋
め込みステッチのジグザグに関する設
定は、下縫いのジグザグやダブルジグ
ザグとは個別に保存される。

ジグザグ下縫い :  ジグザグとダブル
ジグザグ下縫いは幅の広いコラムに使
用される。

自動アップリケ :  自動アップリケは
アップリケを配置、留め、ふちの上縫
いするステッチを自動的に作成する。

自動色替え :  複数針刺繍機の、異な
る糸色で特定の針に変更するコマンド
に従う機能。

自動カーニング :  レタリングオブ
ジェクトの自動カーニングは「カーニ
ングテーブル」を確認し、 文字の各ペ
アの組み合わせの間隔の調整を特定し、
自動的に設定を適用する。

自動間隔 :  自動間隔は、サテンス
テッチのみ作用する。 コラム幅により、
ステッチ間隔を調整する。

自動スタート / エンド  マシンの中に
は、ステッチの前に、針の開始位置を
初の針落ちポイントの真上に置く必

要のあるものがある。 デザインの 初
と 後のステッチを繋ぐには、「自動ス
タート /エンド使用」を使用する。 こ
の機能を使用すると、ステッチの前に
針を位置付けるのが簡単になり、針が
フレームに当たってしまう危険性も少
なくなる。

自動ステッチ順序 :  自動ステッチ順
序機能は、手の指のようなオブジェク
トをデジタイズする際、 適なステッ
チ順序や接合を自動で行う。 

自動スプリット :  自動スプリットは、
サテンステッチのみ作用する。 適用さ
れると長いサテンステッチは短いもの
に分割される。 また形状の真中にライ
ンができてしまわないように、針落ち
を不規則なパターンに振り分ける。 
元々幅の広いコラムにできる長いス
テッチを避けるための手段だが、これ
をタタミの埋め込みに使用することも
できる。 自動スプリットは、サテンの
ような見栄えでターンステッチに適し
ており、滑らかなラインと深みを作成
する。

自動センタリング :  自動センタリン
グはデザインの開始点 /終了点を自動
的に中央に維持する。

自動縮み補正 :  刺繍ステッチは針落
ちする場所で生地を内側に入れ込んで
しまい、 これによって布が縮み、刺繍
に割れ目ができてしまうことがある。 
「自動縮み補正」は埋め込み形状のアウ
トラインをオーバーステッチすること
で、この縮み効果を補正する。 デザイ
ンは生地によって 適化される。 縮み
補正を参照ください。

自動間引きステッチ :  鋭いコーナー
でステッチの集中を減らす。 ステッチ
ファイルも参照ください。

自由ラインベースライン :  自由ライ
ンは固定の /予め定義された長さのな
い唯一のベースラインタイプ。 自由ラ
インを選択すると、文字を追加する度
にベースラインが拡張する。 開始点の
みマークする。 ベースラインも参照下
さい。

ジャンプ :  針落ちを伴わないフレー
ムまたは枠の動きで、通常デザインの
ある場所から別のポイントに移動する
のに使用される。

ジャンプ :  針落ちを伴わないフレー
ムまたは枠の動きで、通常デザインの
ある場所から別のポイントに移動する
のに使用される。 シフリではジャンプ
ステッチは針オンモードでフレーム移
動を意味します。

ジャンプ開始機能 :  ジャンプ開始機
能は針落ちをしないようようマシンに
指示する。 出力ファイルでコード化さ
れた場合、通常針イン機能に変換され
る。 ジャンプ終了機能も参照ください。

ジャンプ機能 :  ジャンプ機能は、針
落ちを伴わないフレーム移動が生じま

す。これはデザインのある部分から別
の部分へ滑らかに移動するために使用
される。

ジャンプ終了機能 :  ジャンプ終了機
能は針落ちを使用するようマシンに指
示する。 出力ファイルでコード化され
た場合、通常針イン機能に変換される。 
ジャンプ開始機能も参照ください。

順序繰り返し :  デザインに必要な色
数よりも少ない色数を選択した場合、
選択した色が繰り返される。 例えば 4
色必要なデザインの場合、ストップ順
序作成リストで 2 色しか選択しなかっ
たとすると、色 3 と 4は色 1とと同じ
ものになる。

順序変更 :  選択オブジェクトの位置
は、切り取った後にそれをステッチ順
序のどこかに貼り付けるか、刺繍順序
変更コマンドを使用して変更できる。 
その他にオブジェクトを色ごとに、あ
るいはカラーオブジェクトリストを
使って順序変更することもできる。 

スイス刺繍 :  サテンステッチ刺繍。 
1800 年代に Isaak Groebli によりシフ
リ刺繍機が開発されたスイスの自動化
された刺繍の原点も意味する。 スイス
では現在でも刺繍産業を政府がサポー
トしている。

数値 :  ダイアログに入力した実際の
設定（文字と数）。 オブジェクトプロパ
ティも参照下さい。

スキャナー :  物理的なイメージをデ
ジタル式のフォームに変換する装置。
そうすることで、コンピュータでイ
メージを保存したり、操作できる。 ス
キャンナーは刺繍デザインの土台とし
て、イメージをスキャンすることがで
きる。

スキャン解像度 :  スキャナーには通
常、スキャン解像度を入力する必要が
ある。 解像度はイメージの 1インチ内
に含まれるドットの数 (dpi) で表わさ
れる。 数字が大きいほどイメージも鮮
明になるが、ファイルのサイズが大き
くなる。 デジタイズを利用する目的で
は、 大 300 dpi (dots per inch) の解
像度を使用する。 72 dpi ( スクリーン
の解像度 ) で通常は十分な結果が得ら
れる。 一般的には、イメージが小さく、
しかもより多くの詳細を含んでいるほ
ど、高い解像度が必要となる。

スクリーンプリント :  スクリーンプ
リントは直接印刷（DTG) よりも複雑な
処理で、デザインを形成する各スポッ
トカラー（Pantone）のスクリーンを作
成する必要がある。 各デザインがどの
ように重なっているかにより、スポッ
トカラーで複数のスクリーンが必要に
なる場合もある。 直接印刷（DTG）も参
照ください。

スクロールバー :  内容が全て表示さ
れない場合に、ウィンドウの下と右端
に現れるバー。 各スクロールバーには
スクロールボックスと呼ばれる、小さ
な箱状のものが含まれ、それによって
画面を上下左右にスクロールできる。

スタイル :  スタイルはオブジェクト
プロパティのセットで、固有の名前で
保存される。 どんな組み合わせの設定
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値もスタイルとして保存可能。 これら
は簡単に別のデザインやレタリングオ
ブジェクトに適用できる。 オブジェク
トにスタイルを適用する時、現在のプ
ロパティがスタイルの設定に置き換え
られり・ スタイルで指定されていない
プロパティは、現在の設定が適用され
る。

ステータスバー :  デザイン全体の情
報を提供する：ステッチ数、デザイン
の位置 (X、Y)、色数 (C)、ストップの
数 (S) など。

スティプリング :  ボーダー内でうね
るランニングステッチで埋め縫いを作
成する方法。 キルトによく使用されま
す。

ステッチ :  1 ステッチは 1つの針落ち
を言う。また、ある針落ちから次の針
落ちに渡された糸のことも言う。

ステッチの縮み :  プッシュプル効果
を参照下さい。

ステッチの不具合 :  ステッチの不具
合は埋め縫いエリア間のギャップ、生
地の透き通しや糸の切れ場所に現れる。 
これらは通常不適当なステッチ設定に
よって引き起こされる。（例：ステッチ
の縮み補正が生地の伸縮性に比べて小
さすぎた場合など）

ステッチの方向 :  プッシュプル効果
により、ステッチ方向は刺繍の質に影
響を及ぼす。 閉じた刺繍オブジェクト
のみ方向を逆転できる。

ステッチタイプ :  ロックステッチマ
シンでは、ランニング、サテン、タタ
ミ（タタミ模様）の 3 種類の基本的な
ステッチタイプが利用可能。 
EmbroideryStudio では、それらのス
テッチの様々な種類がある。

ステッチバンチング :  標準のステッ
チ間隔が形状の輪郭から計算される。 
きついカーブでは、外側の縁ではス
テッチが不足し、内側ではステッチが
固まってしまう。 これは刺繍が縫われ
る時に、糸が切れてしまう原因となる。

ステッチプロセッサ :  Wilcom イン
ターナショナルで開発された特許ソフ
トウェアの機能。 ステッチプロセッサ
は未加工のステッチデータを解釈し、
ソフトウェアが認識できるオブジェク
トに変換するソフトウェア機能。

ステッチリスト :  ステッチリストに
はステッチ数、ステッチの座標、ス
テッチ長、ステッチ機能とステッチの
色が表示される。 リストでステッチを
選択すると、同時にデザインでもその
ステッチが選択される。 

ステッチ角度 :  形状内を進む全体の
ステッチの角度。 形状には固定ステッ
チ角度がある場合もある。（例： 水平に
対し 45）または複数のステッチ角度が
ある場合もある。

ステッチ間隔 :  コラムで同じ側にあ
る 2 つの連続した針落ち間の間隔のこ
と。 値が小さいほどステッチの密度は
高くなる。 開いたステッチには、大き
めの値を使用する。

ステッチ順序 :  デザイン内の刺繍オ
ブジェクトごとにステッチ順序が決

まっており、 オブジェクトは、作成さ
れたまたはデザインを集めた順番でス
テッチされる。 オブジェクトを切り
取って、別の位置にそれを貼り付けす
ることで、選択オブジェクトの位置を
別のステッチ順序に変更できる。また｢
順序変更｣コマンドを用いても順序を変
更できる。 ステッチ順序は色ごとまた
はカラーオブジェクトリストを使用し
ても変更できる。

ステッチ処理 :  専門のソフトウェア
で密度補正のある拡張フォーマットの
デザインのサイズ変更ができるようス
テッチの情報を計算する。

ステッチ数 :  ステッチ数はデザイン
内のステッチの数を指す。 
EmbroideryStudio では、1ステッチは 1
マシン回転とされる。 デザインプロパ
ティも参照下さい。

ステッチ長 :  2 つの針落ちポイント間
の距離。 大ステッチ長は、X と Y座標
により、長い方が測定される。 ランニ
ングステッチ長は、きついカーブにな
らい自動的に変化する。 大 / 小ス
テッチ長も参照下さい。

ステッチ編集 :  パターン内の 1 つま
たはそれ以上のステッチの、削除また
は変更を行うデジタイズ機能。

ステムステッチ :  範囲のアウトライ
ンや埋め縫いに使用できるステッチ。 
サテンやモチーフフィルなどのアウト
ラインとして、また他の装飾ステッチ
と組み合わせて茎や葉脈などを表現す
るのにも使用できる。

ストックデザイン :  刺繍デザインは、
ディスクまたは 独自の刺繍カードで使
用できる。 刺繍を行う方が一般的に使
用するために、市場に出ているデジタ
ル化された刺繍デザイン。

ストップコード  色替え、ストップ
コードは、色替えコマンドとして処理
されます。 これにより刺繍機が停止す
る。

ストップ機能 :  ステッチ中に特別な
理由でマシンを停止させたい場合は、
刺繍順序にマニュアルで「ストップ」
機能を挿入する必要がある。 デザイン
内にストップ機能がある場合、
EmbroideryStudio はこれらを色替えま
たはストップとして認識する。

スパンコール :  シークインを参照下
さい。

スマートコーナー :  形状の先の鋭い
ポイントはステッチと針落ちの集積を
引き起こし、刺繍に固い部分を作り生
地や針を痛める原因になる。 スマート
コーナーはコラム Aとコラム Cオブ
ジェクトの鋭いコーナーをコントロー
ルすることができる。 マイターコー
ナーとキャップコーナーも参照くださ
い。

スマートデザイン :  イメージを自動
的にデジタイズすることにより刺繍デ
ザインを作成するツールセット。 ス
マートデザインは自動的にビットマッ
プイメージを刺繍に変換する。 オート
デジタイズも参照ください。

ズーム倍率 :  現在表示されているデ
ザインの倍率。

製作ワークシート :  製作ワークシー
トはデザイナーと刺繍機オペレーター
の橋渡しとなるもの。 これにはデザイ
ンプレビューと、デザインサイズや色
順序、また特別な指示など製作に欠か
せない情報が含まれる。

セキュリティコード  
EmbroideryStudio 中のオプションは、
コンピュータにインストールされた安
全保護装置によりコントロールされて
いる。 ソフトウェアに入力された安全
保護アクセスコードは、この安全保護
装置に送信される。 それぞれの安全保
護装置には独自のシリアル番号と ID
コードが割り当てられている。

セグメント :  埋め縫いの刺繍オブ
ジェクトは通常いくつかの個別の「セ
グメント」から成っており、 トラベル
ランニングは通常それらを繋ぐために
使用される。 しかしながらすべてのセ
グメントは、同じオブジェクトの一部
を形成する。 それらが合わさると、ス
テッチの 中に生地上のプッシュプル
効果はギャップを起こし、現れる。

セリフ :  セリフは文字やシンボルを
形成するストロークの 後にある構造
項目。 セリフのある書体はセリフ体と
呼ばれ、 セリフのない書体はサンセリ
フ体と呼ばれる。

選択 :  編集を行う為に、オブジェク
トまたはオブジェクトグループを指定
すること。 選択したアイテムのみ編集
可能。

選択ハンドル :  8 つの小さな四角形
で、選択オブジェクトのコーナーと端
に対称的に現れる。 オブジェクトの配
置とサイズ変更に使用する。 回転ハン
ドルも参照下さい。

装飾  どのタイプまたは色（複数可）
の 1つまたは複数のオブジェクトから
成るグループ化された刺繍デザイン。 
装飾は文字周りの 高 8 ポジションに
置くことができ、文字後ろの中心にも
置ける。

相対座標 :  以前にマークされたポイ
ントから、または以前のステッチポイ
ントからのポインタの距離。

相対座標ポインタ設定 :  デザインの
初の針落ちポイントからのポインタ

の位置を絶対数で表示します。 これは、
刺繍の領域を確認するのに便利です。

ソフトウェア :  MS Windows(R) と
EmbroideryStudio などのコンピュー
ターで起動するプログラム。

ターンステッチ :  刺繍オブジェクト
は、平行なステッチあるいはターンス
テッチで埋め込まれる。 ターンステッ
チは、オブジェクトのアウトラインに
よって決められたパスに従いターンす
るステッチの列である。 反対に平行の
ステッチは 1 方向のみで形状を横切り
ます（例：水平に 90 度、45 度など）。 
オブジェクトはすでに適用されている
ターンステッチで作成することができ、
また複数のステッチ角度を後ほど追加
することもできる。 ターンステッチは
樹木や動物や、埋め縫い部分が広いも
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のなど、複雑でターンするコラムを含
むデザインに、滑らかに複数の角度を
持たせるのに 適。 ターンは一般的に、
形状の幅や方向が大きく変わるポイン
トで発生する。

タタミステッチ :  一連のランニング
ステッチで、通常大きく不規則な形状
を覆うのに使用される。 ステッチは形
状を前後に横断する列状に置かれる。 
このステッチラインは平行にも、わず
かにターンさせても縫える。 ステッチ
の長さ、角度や順番を変化させること
により、異なる埋め縫いパターンを作
成する事ができる。 タタミ模様ステッ
チとしても知られている。

タタミ下縫い :  タタミ下縫いは大き
な埋め込み形状を安定させるのに使用
される。 オブジェクトにステッチを横
切らせて、下縫いを作成するところは
間隔の開いたタタミの埋め込みステッ
チに似ている。

タタミ分割ライン :  タタミの埋め込
みでは、各列がどのようにオフセット
されるかを指定して針落ちで形成され
るパターンをコントロールすることが
できる。 分割ラインは 8 つまでオフ
セットを使用できるので、より多くの
パターンを作成できる。 

タブレット :  デジタイズタブレット
を参照ください。

ダイアログ :  画面上のボックス状の
もので、リクエストまたは情報を提供
する。 多くのダイアログは、コマンド
が実行される前に、オプションの選択
が行われる。 中には、警告や、コマン
ドが完了されない理由を説明するダイ
アログもある。

タイトルバー :  ウィンドウの上部に
ある水平なバーでそのウィンドウのタ
イトルを表示。 Windows の多くのタイト
ルバーには、「コントロール」メニュー
ボックスと「 大化」、「 小化」ボタ
ンが含まれる。

ダウンロード  リモートコンピュータ
またはインターネットから、コン
ピュータまたは刺繍機など他のデバイ
スへファイルのコピーを転送する処理。

ダブルクリック :  マウス自体を動か
さずに、マウスの左ボタンを 2 回ク
リックすること。 ダブルクリックは、
アイコンからプログラムを開く時など
アクションを実行する。

チームネーム :  チームネーム機能は
複数の名前でデザインを作成できる。 
例えばスポーツチームや会社のユニ
フォームなど、同じデザインを何枚も
作成することなく、同じロゴで様々な
名前を使用することができる。 

チェーンステッチ :  チェーンのつな
ぎ目に似たステッチで、生地の下側か
ら出る糸一本で形成される。 手作業ま
たはコンピュータ化されたマシンで作
成する。

チェックボックス :  ダイアログに表
示される小さな四角形で、選択したり
解除したりできる。 選択されている場
合には、チェックまたは× マークが表
示される。 チェックボックスで設定す
るオプションを選択する。

縮み補正 :  デザインの歪みを配慮し
たデジタイズ技術で、生地と糸が交わ
るところで発生する。 「プッシュ－プ
ル」は例えば完璧な丸にデジタイズさ
れたサークルの横が押し出されて縫わ
れ、結果として卵型になってしまう。 
一般的に横方向の項目を広げ、縦方向
の項目を減少する必要がある。 自動縮
み補正も参照下さい。

中心ラインランニング下縫い :  中心
ラインランニング下縫いは、コラムの
中心に沿ってステッチの列を配置する。 
狭いコラムで刺繍を安定させるのに使
用される（例： 2-3mm の幅）。

直接接続 :  お使いの PC がマシンに接
続されている場合、デザインをマシン
に直接送信することができる。

直線ステッチマシン :  針が一箇所で
上下に動くマシン。 The pantograph 
pushes the design along. 工業用刺繍
マシンの多くはこのタイプの針動作を
する。

著作権 :  政府または国際協定により
認可された権利で、所有者に芸術的作
品の製作者の没後 50 年後まで発行や販
売に関する独占権を与えるもの。

ツールバー :  ツールバーによって、
EmbroideryStudio のコマンドに素早く、
簡単にアクセスできる。 ツールバーボ
タンをクリックしコマンドをアクティ
ブにするか、利用できる場合には右ク
リックで設定を表示し調整する。

つなぎ糸ステッチ :  つなぎ糸ステッ
チはデザイン中のオブジェクトを繋ぐ。 
これはランニングステッチ、あるいは
ジャンプとなる。 つなぎ糸、糸切り、
ほつれ止めを生成するのに自動設定を
使用できる。あるいはこれらをマニュ
アルで追加することもできる。 しかし
マシン機能はつなぎ糸ステッチ（針ア
ウト位置のステッチ）に配置されない
為、シフリデザインでの自動つなぎ糸
はお勧めしません。

テープ :  ペーパーテープを参照くだ
さい。

テンプレート :  テンプレートはスタ
イルと初期設定値を格納している特別
なファイル。 NORMAL テンプレートはソ
フトウェアに組み込まれており、様々
なスタイルがあらかじめ設定されてい
る。 必要に応じてこれらのスタイルを
変更でき、そのまま NORMAL テンプレー
トとして保存することも、ユーザー設
定のテンプレートとして保存すること
もできる。 頻繁に同じようなデザイン
タイプをデジタイズする場合、テンプ
レートを使用すればプロパティ設定を
再調整する時間を節約することができ
る （例：テンプレートには標準的なオ
ブジェクトやレタリングが含まれてい
るもの）。 ここには、好みのステッチ
値、レタリングの書体やサイズ、色の
設定を現在の設定として保存しておく
と良いでしょう。 あるいは特別な糸密
度、縮み補正や下縫いの設定等を、異
なる生地に適する値で保存しておくこ
とも可能。

ディスク :  フロッピーディスクを参
照下さい。

ディスクドライブ :  通常コンピュー
ターには、情報とアプリケーションの
保存をサポートするハードディスク
（または固定ディスク）、フロッピー
ディスクドライブと CD ROM ドライブの
3つのディスクドライブタイプがある。

ディスプレイ :  コンピュータの出力
を表示するスクリーン。 モニターとし
て知られている。

ディダーリング :  ピクセルの格子模
様の配列で、既存の色を結合するソフ
トウェアの技術。 これはイメージパ
レットにない色を模倣するもの。 異な
る色の隣り合う 2 つのピクセルを配置
することによって作成される一種の視
覚効果。 人間の目は自動的に 2つの色
を 3番目の色に分解する。

デザイン :  刺繍デジタイズソフト
ウェアのネイティブの刺繍フォーマッ
トのファイル（例： EMB、JAN、ART）を
指す。デザインソースは、ステッチ
フォーマットデザインの場合もある。 
デザインにはステッチされた形状に加
え、生地タイプ等の情報が含まれてい
る。

デザインウィンドウ :  表示または変
更の為にデザインが表示される場所。

デザインオブジェクト :  オブジェク
トを参照下さい。

デザインカード  刺繍マシンのコン
ピュータで読まれる、コンピュータ化
された刺繍デザインを含んだディスク

デザインソース :  刺繍ファイルが
「アウトライン ( 圧縮 )」か「ステッチ
(拡張 )」に分類されるのに対し、
EmbroideryStudio の内部ではファイル
はネイティブデザイン、EMB 以外のアウ
トラインファイル、プロセス ( 処理 )
されたステッチファイル、EMB 以外のス
テッチファイルの 4 種類の中のどれか
に分類される。 デザインプロパティも
参照下さい。

デザインテンプレート :  テンプレー
トを参照下さい。

デザインファイル :  ファイルを参照
下さい。

デザインプロパティ :  デザインには
プロパティがあり、変更できるものと
できないものがある。 一番重要なデザ
インプロパティはソース（ネイティブ
デザイン、ネイティブ以外のアウトラ
イン、処理されたステッチ、ネイティ
ブ以外のステッチ）である。 その他の
プロパティはソフトウェエアのバー
ジョン番号、ステッチ数などを含む。 
カラーウェイもデザイン全体のプロパ
ティである。

デザインリピート :  シフリデザイン
は横方向にフレームにフィットする数
だけリピートできる。 リピートの値は 4
の倍数で 大 96。 例えばデザインは各
針 (リピート =4/4)、一つ置きの針 (リ
ピート =8/4)、二つ置きの針 ( リピート
=12/4) などのようにステッチすること
ができる。

デザイン項目 :  モノグラム（装飾と
ボーダー含む）を作成する装飾的なデ
ザインコンポーネント
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デジタイザー :  通常、デザインをパ
ンチングまたはデジタイズする人のこ
とを指す。 またデジタイザーは、デジ
タイザーによって使用されるデジタイ
ズタブレットも指す。 デジタイズタブ
レットも参照下さい。

デジタイザー（デジタイズタブレッ
ト）  刺繍デザインの針落ちを描くデジ
タイザーが使うデザインデバイス。 通
常オンスクリーンのデジタイズの代用
に使用される。 通常、鉛筆で描いたデ
ザインを拡大し、タブレットに貼り付
ける。 その後パックと呼ばれるデバイ
スを使い、ステッチタイプ、形状、下
縫い、実際の針落ちを示す。

デジタイズ :  デザインを記号化する
処理。イメージを一連の「刺繍オブ
ジェクト」に変換し、CAD/CAM アプリ
ケーションの専門家により読み出しや
操作ができるようにする。 刺繍機に出
力する前に、「ステッチデータ」に変換
する。 パンチングも参照下さい。

デジタイズツール :  デジタイズツー
ルは「入力方法」と呼ばれることもあ
る。ドローイングツールに似ているが、
結果がベクターオブジェクトではなく、
刺繍オブジェクトとなる。 デジタイズ
ツールは、いろいろな形状やデザイン
項目に対応している。

デジタイズパック :  通常はデジタイ
ザーと共に、マウスの代わりにデジタ
イザーカーソルを使用して基準点を
マークし、メニューシートからコマン
ドを選択します。

デスクトップ :  プログラムアイコン
が表示される、スクリーンの背景部分
を指す MS Windows(R)MS Windows の専
門用語。

伝家刺繍 :  何世代にも渡り、受け継
がれていく刺繍製品。

特殊糸 :  光沢、輝き、玉虫色や太さ
などの効果の為にデザインされた糸。 
大抵糸は、レーヨン、シルケット加工
された綿、メタリックやテクスチャー
ド加工されたナイロンなどを含んだ合
成繊維物質から作られる。

特殊な埋め縫い :  埋め縫いエリア内
にレリーフまたはモチーフデザインの
ある埋め縫い ( 例： パターンフィル）。

「閉じる」ボタン :  ウィンドウまたは
アプリケーションを閉じるのに使用す
る。 MS Windows(R) では、タイトルバー
右上に「X」マークのある小さな四角で
表示されている。

途中に挿入する :  ステッチの特定の
順序にオブジェクトを作成、または挿
入できる。 別の単一オブジェクトのス
テッチ順序の途中にオブジェクトを挿
入して、つなぎ糸が長くなるのを防ぐ。

トッピング :  コーデュロイやテリー
織など、けばのある生地やざらつきの
ある生地の上に置かれた、あるいは刺
繍枠で留められた素材。 トッピングは
生地の織やけばを埋め、その上にス
テッチを維持する。 プラスティック製
のラップや、水溶性のプラスティック
ホイル、熱を加えることによって消滅
する化学作用を起こす、織の粗い生地

など様々な素材を含む。 Also known as 
‘facing’. 当て布も参照下さい。

留め縫い :  配置とラインカット後に
置かれるジグザグステッチで、上縫い
が適用される前にアップリケパッチを
背景生地に取り付ける。

トラプント :  トラプントは一般的に
開いた埋め縫いステッチを指し、また
背景や大きな形状を埋めることとして
も用いられる。 EmbroideryStudio では、
効果は、トラベルランニングをオブ
ジェクトの端に作成することで、開い
たステッチやゆるいステッチでも見え
ないようにする。

トラベルランニング :  トラベルラン
ニングは一般的に複合ドローイングの
セグメントを繋ぐのに使用される。 ま
た、隣接したオブジェクトを繋ぐこと
にも利用できる。 ランニングは糸切り
をされないため、仕上がりの刺繍で表
に見えてしまうこともあり得る。 です
から、ランニングは一般的にオブジェ
クト間のつなぎ糸としては使用されま
せん。 しかし、オブジェクト同士が接
近している場合や、つなぎ糸が上縫い
で覆われる場合は、ランニングもつな
ぎ糸として有効。

トリプルサテン :  トリプルサテンは
太目の糸を使用した手作りの刺繍の風
合いを出すため、エスニックなデザイ
ンによく使われます。 太目のステッチ
が必要な場合は、サテンのステッチが
複数回繰り返されるように設定する。 

トリプルランニングステッチ :  トリ
プルランニングは、3 回（または、それ
以上）各ステッチを繰り返し、太目の
ラインを作成する。 これはデザインに
輪郭を追加したり、ランニングを引き
立たせる場合に使用される。

ドッカー :  開いていても、オブジェ
クトを自由に選択することのできるダ
イアログ。 ダイアログ内のコントロー
ルは、選択オブジェクトの数値に合わ
せてするよう変化する。またオブジェ
クトが選択されていない時には関連の
あるシステム情報を表示する。 ダイア
ログ内で行われた設定の変更は、ダイ
アログが開いていても適応される。 他
のダイアログとコマンドは、モードレ
スダイアログが開いている間でも、開
き、使用することができる。

ドラッグ :  マウスの動作。 マウスのボ
タンを押さえたままマウスを移動する。 
一般的に、画面上で何かを移動させる
時に行う。

ドローイングオブジェクト :  ベク
ターオブジェクトを参照下さい。

ドローイングパッケージ :  個々のベ
クターオブジェクトからなるベクター
グラフィックを編集できるソフトウェ
アアプリケーション。 シャープさを失
わずにベクターグラフィックのサイズ
変更することができる。 ベクターを編
集できるプログラム例 - Adobe 
Illustrator、MacroMedia Freehand や
Corel Draw など。 グラフィックアプリ
ケーションも参照下さい。

ドロップシークイン機能 :  ドロップ
シークイン機能はシークインディスペ

ンサーがある刺繍マシンで使用可能。 
マシンにシークインを生地に落とすよ
うに指示する。

ドロップリスト :  シングルラインの
ダイアログボックスで、選択リストを
表示する。

ドングル :  安全保護ハードウェアデ
バイスで、保護されたソフトウェアを
作動させる。 パラレルポートとＵＳＢ
ポートに取り付けられるものがある。

斜めバックステッチ :  このバックス
テッチでは、後戻りする列は斜めに縫
われ、前進する列に直接繋がる。 斜め
バックステッチはターンする形状に適
していて、ぼかしステッチ効果をうま
く活かせる。 バックステッチも参照下
さい。

入力方法 :  デジタイズツールご参照
下さい。

ネイティブデザイン :  
EmbroideryStudio ソフトウェア（また
は同等）で作成されたデザイン。

ネイティブファイルフォーマット :  
使用しているアプリケーションの基の
フォーマットに保存されたデザインの
ことを「ネイティブファイルフォー
マット」という。 特定の刺繍マシンの
マシンファイルフォーマットのことも
指す。 他のフォーマットに保存すると、
ノンネイティブフォーマットとなる。

ネイティブ以外のアウトラインファイ
ル :  オリジナルのアウトラインとス
テッチに関するデータから
EmbroideryStudio ( または、それに相
当するもの ) でステッチが生成された
EMB 以外のアウトラインから読み取られ
たデザイン（CND、または PCH ）

ネイティブ以外のステッチファイ
ル :  ステッチ処理中にはステッチが
生成されなかった、ステッチまたは
「エクスパンド（拡張）」ファイルから
アウトライン認識と共に（またはなし
に）読み出したデザイン。 レタリング
オブジェクトを追加するなどステッチ
ファイルに変更を加えた場合、その
ファイルは取り込まれたステッチが再
生成されなくとも、プロセス（処理）
されたステッチにステータスが変更さ
れるので注意してください。

ネットワーク :  刺繍マシンを、通常
モデムやネットワークカードを介して
中央コンピューターとディスクドライ
ブシステムに繋ぐこと。 コンピュー
ターのグループは、中央コンピュー
ターを介して繋がれる。

熱転写プリント :  熱写紙を使った処
理で、商用のプリントデザイン生産に
使用される。 アイロンや熱圧力で製品
に熱で固定する。 この処理は印刷と同
じカテゴリーに分類される。 熱転写を
サポートするプリンタには、製品に熱
転写する為にイメージは逆にプリント
されなくてはならない為、プリンタド
ライバには大抵自動反転機能が装備さ
れている。 直接印刷（DTG）も参照くだ
さい。

ノイズを取り除く :  スキャンされた
イメージで基のイメージの純色ブロッ
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クを復元する作業を、「ノイズを取り除
く」という。 これは 1 つの純色の中に
異なる陰影を合わせて行われる。 ノイ
ズを取り除くことはオートデジタイズ
にとって重要となり、これによりソフ
トウェアが刺繍オブジェクトとなる純
色のブロックを認識しやすくする。 ま
た、色のぼやけた部分やまだらな部分
も補正される。

ノンデータジャンプ :  ノンデータ
ジャンプ (0,0) は EmbroideryStudio で
マニュアルで針落ちオフでデジタイズ
し作成する。 これにより針が生地を貫
通することを防ぎ、マシンがジャンプ
でデザインを移動するよう指示する。 
お使いのマシンフォーマットで必要な
際はノンデータステッチまたはノン
データジャンプを使用する。 ノンデー
タステッチも参照ください。

ノンデータステッチ :  ノンデータス
テッチはきつい（長さゼロ）ロックス
テッチで、ほつれ止め ( スタート ) と
ほつれ止め ( エンド ) と共に /または
代わりとして、特に標準のほつれ止め (
スタート ) とほつれ止め ( エンド )で
は見えてしまう密度の低いステッチで
埋め込まれたオブジェクトに使用され
る。 お使いのマシンフォーマットで必
要な際はノンデータステッチまたはノ
ンデータジャンプを使用する。 ノン
データジャンプとノンデータ機能も参
照ください。

ノンデータ機能 :  「ノンデータステッ
チ」は業界用語で動きがゼロ (0, 0) の
ステッチを指すが、 EmbroideryStudio
はマシン機能に関連した意図的なノン
データステッチと、形状の先の尖った
部分などで発生する意図的でないノン
データステッチを区別できる。 ノン
データ機能はシステムによりマシン機
能として処理されるノンデータステッ
チ。 クリーンナップ機能では取り除か
れず、ステッチが生成された際やデザ
インのサイズが変更した際に残る。 ノ
ンデータステッチも参照ください。

ハードウェア :  コンピュータの構成
部品で、モニター、キーボード、デジ
タイザー、プリンタ、スキャナー、刺
繍機等を含む。

ハードディスク :  大量の情報を格納
できる装置。 通常ディスクはコン
ピュータの中に固定され、第 2 のハー
ドディスクを追加できる。 ハードディ
スクに情報を格納すると、削除される
までそこに残される。 要領には限界が
あるので、ファイルの管理が必要。

背景 :  EmbroideryStudio では使用す
る生地に合わせて、デザインウィンド
ウの背景の色を変更できる。より実際
の状態に近づけるために、背景に生地
を選択することもできる。 背景はカ
ラーウェイで保存される。

配置 :  刺繍の文字下端上でのレタリ
ングの配置。

配置ライン :  ガイドランニングを参
照下さい。

針 :  先端に糸を通す穴のある細く小
さな鉄で、先端で生地を突き刺す。 マ
シンの針は手縫いの針とは異なり、針
の穴は尖った先にある。 厚手の生地や

目の詰まった生地用に先の尖った針、
ニット繊維の間を滑り込む先の丸い針、
また、皮に使用されるくさび形の針な
ど、刺繍機には先端が様々な形の針が
備えられている。

張り :  ステッチを形成する際の糸の
張り。 上糸の張りとボビン糸の張りは、
共に正確に設定される必要がある。 適
切な張りは、ボビン糸がコラムステッ
チ上で生地の下面に糸の約 3分の 1が
でている状態が目安。

針イン / 針アウト機能 :  針インと針
アウト機能は針落ちを行うかどうかを
刺繍機に指示します。 針落ちツールを
使用すればこれらの機能を自動的に挿
入することができます。

針落ち :  針インと針アウト機能は針
落ちを行うかどうかを刺繍機に指示し
ます。 針落ちツールを使用すればこれ
らの機能を自動的に挿入することがで
きます。

針落ちポイント :  デザイン内の針落
ちポイントを表示して、例えば編集の
為にステッチを選択したり、密度の
チェックを行うことができる。

針落ち乱発生値 :  「針落ち乱発生値」
を使用すると、針落ちが規則的なパ
ターンを作ってしまうのを防ぎ、ス
テッチを形状内に無作為に配分する。 
針落ち乱発生値をタタミ分割ラインま
たはプログラムスプリットに適用する。 
この効果を使用し、毛、草、葉っぱな
どのテクスチャを作成するのに使用で
きる。

針間隔 :  針間隔はシフリ刺繍機の隣
接した針の間隔を指す。 通常の値は
27.07mm と 27.04mm である。 このソフト
ウェアを使用し、デザインをステッチ
するマシンのタイプに適切な値を設定
または調整することができる。

貼り付け :  選択オブジェクトを切り
取り、またはコピーしてクリップボー
ドに置かれたオブジェクトを挿入する
こと。 クリップボードから何回でも貼
り付けができる。

針番号認識 :  マシンの中には針番号
を認識できるものもあり、針番号はカ
ラーパレットのスロットと対応し、 デ
ザインの各色は針番号と対応している。 
旧マルチニードルマシンは色替え機能
に差し掛かると次の針に移動する。 ど
ちらにしても刺繍機は正しくステッチ
できるよう各針に正しい糸色が取り付
けられていなければならない。

反転 :  Y 軸と X 軸（またはどちらか）
でのオブジェクトの複製。 反転された
ステッチの位置や方向は、元のステッ
チの位置への対称軸の場所と方向に
よって決定される。

倍率 :  このオプションは、ロードす
る際に CND デザインを自動的にサイズ
変更することができる。 例えば、イン
ポートされたデザインを基のデザイン
の 120％にするには、倍率に 1.2 を入力
する。

バッキング :  当て布を参照ください。

バックアップ :  データの安全性の為、
フロッピーディスクやその他の保存メ

ディアにファイルをコピーすること。 
通常はコピーを 2 つ作成し、別の場所
に保存する。

バックアップリケ :  表の生地が切り
取られ現れるその下の生地で、デザイ
ン裏に使用される生地。

バックステッチ :  繊細なアウトライ
ンを作成する入力方法。 複雑なカーブ
ラインにも綺麗に沿って生成できる。 
またタタミの埋め縫いで 2 列ごとに後
戻りするステッチのことも指す。 標準
バックステッチ、縁取りバックステッ
チ、斜めバックステッチも参照くださ
い。

バックトラック :  ステッチの方向を
特定し、バックトラックとリピートを
使用してアウトラインを強調すること
ができます。 バックトラックは元のス
テッチと逆方向にステッチを施します。 
これは通常、ランニングステッチのア
ウトラインを太くするために使用し、
しかも不必要なつなぎ糸が作成されま
せん。 リピートはステッチの基準とな
る方向に 2 重にステッチを生成し、通
常は閉じられた形状に使用されます。

バッティング :  厚みと質感を持たせ
るように布の前と後ろパッドの入った
生地の層。

パターン :  デザイン、カード、パン
チ、テープ、ディスク等。

パターンアウトライン :  モチーフラ
ンニングを参照下さい。

パッカリング :  ステッチによって生
地にしわがよること。 不適当な密度、
ゆるい刺繍枠、バッキングの欠如、不
適当な張りや先の鈍い針などに多くの
原因がある。

パック :  デジタイズパックを参照く
ださい。

パッチ :  アップリケで使用される生
地。

パッチワーク :  キルトなどピースを
縫い合わせ大きなピースを形成するも
の。

パッチワークブロック :  縫い合わさ
れたピースの集合で、通常四角形など
規則的な形を形成する。 その後縫い合
わされキルトを作成する。

パラレルポート :  通常は LPT1 と呼ば
れるコンピュータの接続部で、パラレ
ルポート使用のプリンタケーブルやド
ングルを差し込む。 刺繍機の中には接
続にパラレルポートを使用できるもの
もある。 それらは LPT1、LPT2 と呼ば
れ、パラレルマシンコネクションを設
定する際、パラレルポートと必要なプ
ロトコルを選択しマシンの設定を完了
させる。

パンニング :  デザインウィンドウで
現在見ることのできないデザイン部分
を表示する際に使用される。 

標準ラインステッチ :  標準ラインス
テッチでは、デジタイズしたステッチ
角度に対して垂直なステッチの列が形
状内に渡される。 ステッチライン数は
一定で、細い部分はラインの間隔が狭
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く、大きい部分は広くなる。 ラインス
テッチも参照ください。

標準バックステッチ :  このバックス
テッチの列はほぼ平行に縫われ、前進
する列よりも返し縫い（バックステッ
チ）の列がやや短くなっている。 列の
長さが異なるため、形状の端に多くの
細かいステッチを作らず、生地を傷め
てしまうのを防ぐことができる。 標準
バックステッチは密度の高い埋め込み
に適している。 バックステッチも参照
下さい。

ビットマップ :  ラスターイメージと
しても知られる。ビットマップベク
ターの「アウトライン」をは対照的に、
ドットまたは「ピクセル」からなる電
子イメージ。 それぞれのピクセルはイ
メージ中にマップされ、数値の色彩値
を持つ。 通常ペイントプログラムで作
成され、ビットマップは、BMP、JPG、
GIF、TIF、PCX などの拡張子を持つ。 拡
大や縮小を行った場合、ベクタード
ローイングはイメージの質を保持する
のに対し、ビットマップイメージは通
常ピクセレーションやイメージの劣化
といった問題を起こす。 ピクセルを参
照下さい。

ピーシング :  パッチを縫い合わせ、
パッチワークのブロックにする作業。

ピクセル :  ドット。 一定の範囲にピク
セルが多いほど、つまりピクセルがよ
り小さく互いに接近しているほど、解
像度が高くなる。 一定の範囲にピクセ
ルが多いほど（ピクセルがより小さく
互いに接近しているほど）解像度が高
くなる。

ピクセレーション（ピクセル化）  
ビットマップイメージを拡大した時に
起こる効果で、個々のピクセルが見て
とれる。

ファイル :  ディスクに保存された特
定の関連情報の集まり。ファイルには
名前が付けられる。 デザインはファイ
ルとして保存される。

ファイルの拡張子 :  「.BMP」のよう
に、ファイル名の後にドットと 3 文字
がつくもの。 拡張子はファイルを特定
のタイプとして識別し、特定のアプリ
ケーションで読み込まれる。

ファイル名 :  拡張子を含んだファイ
ルの名前。（例： Cat.BMP）

フェイシング :  トッピングを参照下
さい。

フォルダ :  ディスクに一緒に保存さ
れる、ファイルとサブフォルダの集合。 
ディスクにファイルを整理するための
構成の一部。

フォローイング :  パンチャーの向上
とパンチングの順序の為のガイドとし
て、デザイナーにより引き伸ばしに引
かれた方向。

複合埋め縫い :  大きな形状や複合ド
ローイング形状に使用される入力方法。 
オブジェクトのアウトラインをデジタ
イズするのと同時に中抜きをデザイン
できる。 オブジェクトは複数の範囲に
分割されるのではなく、一つの埋め縫
いエリアとしてデジタイズされる。 そ

のように作成されたオブジェクトは複
合埋め縫いオブジェクトと呼ばれる。

複合ターニング :  ターニングステッ
チで複雑な形状をデジタイズする際に
使用する入力方法。 このツールを使っ
て、ほとんどの形状をデジタイズする
ことができる。 マウスの左 /右クリッ
クを利用して、アウトラインの輪郭を
形成する基準点をマークし、オブジェ
クトを作成する。 形状内の輪郭をデジ
タイズして、中抜きのある埋め込みオ
ブジェクトを作成できる。

複合ターニングトラプント :  ユー
ザー設定のステッチ角度に従いターン
する開いた埋め縫いステッチ。 複合埋
め縫いに使用するトラプント効果はト
ラベルランニングをオブジェクトの端
に移動させ、開いたステッチでも見え
ないようにする。

複製 :  複製の場合は、オブジェクト
はクリップボードにコピーされない。 
クリップボードは別のオブジェクトの
「切り取り」、あるいは「コピー」に使
用できる。

不具合 :  ステッチの不具合を参照下
さい。

縁沿いバックステッチ :  このバック
ステッチの列はほぼ平行に縫われます。 
縁沿いバックステッチでは、滑らかで
輪郭のくっきりとしたステッチ密度の
低い埋め込みを作成できます。 縁取り
バックステッチは、トラプントスタイ
ルとも呼ばれます。 バックステッチも
参照下さい。

フラギング :  針動作においての生地
の上下運動。旗を振る動作に似ている
ことからこの名がつけられた。 しばし
ば製品の不適切な構成により発生する。 
フラギングは乏しい内容や不出来なス
テッチ構成、絡み合いを生じる事があ
る。

フラクションスペース :  フラクショ
ンスペースはカーブのある形状にス
テッチを均等に置き、少ないステッチ
でより質の高い刺繍を生産するのに使
用する。 フラクションスペースは、き
ついターン部分のあるサテンステッチ
を使用しているコラムに特に適してい
る。

フリンジ :  デザインの縁から垂れ下
がったカットされている糸。

フレーム :  刺繍マシンのヘッドの下
に生地をしっかりと固定するデバイス。 
クランプ、バキュームデバイス、マグ
ネット、スプリングなど刺繍を行なっ
ている間に安定性を固定維持する。 刺
繍枠も参照下さい。

フレームアウトの位置 :  アップリケ
オブジェクトを刺繍する時は、フレー
ムアウトの位置を設定できる。 これに
より刺繍枠が針下から移動し、アップ
リケの配置や切り取り作業がしやすく
なります。 フレームアウトの設定によ
り、刺繍枠が移動する距離と方向が決
定される。

フローティング効果 :  複合埋め縫い
をデジタイズラインに沿ってカーブさ
せ、流れるようなステッチ効果を作成
する。 ステッチはデジタイズラインに

従ってカーブしますが、一貫した糸間
隔と針落ちパターンが保たれる。

フロッピーディスク :  適応性のある
ディスクで、四角いプラスティックの
ケースに収まっている。（例： HD/DD 
3.5 インチフロッピーディスク） 安全の
為または使用頻度の少ないデータ用に、
情報をオフラインで保存しておける。 
またパンチングされた刺繍デザイン
（マシンファイル）データを、コン
ピュータから刺繍機へ転送するのにも
使用される。

部分的なアップリケ :  ボーダーが重
複しないようアップリケに部分的な上
縫いステッチを作成する技術。

ブラックワーク :  ブラックワークは
その刺繍フォームに伝統的に使用され
る黒の絹糸にその名が由来。 ハンカ
チーフ、テーブルナプキン、テーブル
クロスなど装飾的な製品に使用できる。

ブラットステッチ :  シフリ用語で
「糸を入れる」。隣接した長いジグザグ
ステッチを作成する。 多頭機に適して
いる。 サテンステッチも参照くださ
い。

ブランチング :  ブランチング機能は
類似したオブジェクトをデジタイズす
る際に 適なステッチ順序や接合を自
動で行う。

ブリング :  製品またはテンプレート
に配置する装飾オブジェクト。 様々な
サイズ、形状、色や材質がある。 ライ
ンストーンとも呼ばれる。

ブレンド  カラーブレンドを参照下さ
い。

ブロック :  キルトトップの基本単位。

分割ライン :  タタミの埋め込みで針
落ちをオフセットするための方法。刺
繍に針落ちのパターンやテクスチャ効
果を作成する「タタミオフセットフラ
クション」のような機能。

プッシュ - プル :  生地にステッチが
施される時、針落ち間の糸のテンショ
ンは増進し、結果としてプッシュプル
効果を発生する。 これは縫製されたデ
ザイン中に歪みや乏しいステッチレジ
ストレーション、生地のバンチングの
原因となる。 歪みの度合いは、ステッ
チの密度、生地タイプ、下縫い、バッ
キングタイプ、生地の方向によって影
響される。 ステッチの縮みも参照下さ
い。

プログラム :  コンピュータプログラ
ムまたはアプリケーションで、ワード
プロセッサーやデータベースの管理な
ど特定の仕事に使用される。

プログラムスプリット :  様々なオブ
ジェクトタイプに適用でき、針落ちで
タイル状のパターンを形成する装飾的
な埋め縫いステッチ。 様々なプリセッ
トパターンが使用できる。

プロセス（処理）されたステッチ :  
プロセス ( 処理 )によってステッチが
生成されたステッチファイルから読み
込まれたデザイン。

プロトコル :  通信プロトコルは、コ
ンピュータと刺繍マシン間のコネク
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ションタイプ次第である。 これは以下
のいずれかになる : 標準のシリアル、
パラレル、serial to parallel 
converted (DCi)、またはインター
フェースカード。

プロパティ :  オブジェクトプロパ
ティを参照下さい。

変換ソフトウェア :  カードから以外
で情報を読み込むプログラムで、刺繍
機フォーマットを別のものに変換する。 

編集 :  コンピュータ化された編集プ
ログラムを通して、デザインの状況を
変更すること。 ほとんどのプログラム
では、デザインの拡大 / 縮小、ステッ
チごとまたはブロックごとの編集、デ
ザインとレタリングの合成、デザイン
の方向移動、デザインの合成、マシン
コマンドの挿入や編集を行うことがで
きる。

ベクターオブジェクト :  ベクターオ
ブジェクトはベクターグラフィックか
ら生成され、EmbroideryStudio で作成
されるか、インポートされる。 
EmbroideryStudio では、これらは刺繍
オブジェクトへ、または刺繍オブジェ
クトに変換可能。 他のオブジェクトと
同様に、サイズ、位置、変形などの一
般的なプロパティを設定できる。 ベク
ターグラフィックも参照下さい。

ベクターグラフィック :  ラスターイ
メージとは異なり、ベクターグラ
フィックはベクターデータを含んでい
る。 これは幾何学の形状またはライン
の一群で、組み合わせてイメージを作
成する。 ピクセルというよりはむしろ、
このデータは数式として記録され、四
角形、円、カーブ、多角形などの形状
を定義する。これらは 
CorelDRAW(R)Graphics Suite などのベ
クターグラフィックプログラムで作成
される。 ベクターグラフィックは、歪
みなく拡大縮小が可能で、通常ビット
マップイメージよりも小さい。 ビット
マップイメージも参照下さい。

ベクターテキスト :  
CorelDRAW(R)Graphics Suite のテキス
トツールを使用して作成されたテキス
トオブジェクト。

ベジェカーブ :  ベクター形状は、フ
ランスのエンジニア Pierre B 斯 ier に
より分析された原理により作成される。 
ベジェ曲線は、一連の 3 次曲線により
生成された形状とセグメントで構成さ
れている。 それぞれのセグメントは
ノードで囲まれており、その湾曲はそ
れぞれのノードに関連したコントロー
ルポイントの影響を受ける。 ノードか
らコントロールポイントへの移動と方
向は、カーブの形状が生成された場所
からのパラメーターとなる。

ペーパーテープ :  ペーパーテープは
刺繍産業で従来使用されてきた記録メ
ディアで、 テープのコード処理は、
終的なデザインをステッチフォーマッ
ト（デザインをステッチごとに判断）
で刺繍機が読み取るのとまったく同じ
ように生成する。現在フロッピーー
ディスクが主流だが、テープは今でも
旧型のマシンで使用されている。 

ペイントパッケージ :  イメージファ
イルを作成または編集できるソフト
ウェアアプリケーション。 ラインや埋
め縫いエリアを作成でき、また同様に
ペイントブラシ、消しゴム、スプレー
ペイントツールを使用してイメージを
ピクセル毎に編集することができる。 
イメージ編集プログラムの例として、
Adobe Photoshop、 Jasc PaintShop Pro、
Corel PHOTO-PAINT(R) が挙げられる。 
グラフィックアプリケーションも参照
下さい。

ペンシルラブ :  低予算で刺繍デザイ
ンサンプルを製作する方法。 トレーシ
ングペーパーをステッチが施される場
所に置き、鉛筆で軽くこすり刺繍の跡
を作成する。

保存 :  ファイルに（デザイン）情報
を格納すること。 デザインを保存する
度に、そのファイル名の前バージョン
を置き換える。 デザインは頻繁に保存
しておく。

ほつれ止め（エンド）  ほつれ止め（エ
ンド）は通常、糸切りの前に作られ、
ステッチが解けるのを防ぐ。 つなぎ糸
の設定を調整して、一定の条件下で自
動的にほつれ止め（エンド）を作成す
るようにも、あるいはマニュアルで作
成するようにもできる。 また、糸切り
機能を備えているマシンが自動的に糸
を切り取るよう、糸切り機能を挿入す
ることもできる。

ほつれ止め（スタート）  ほつれ止め
（スタート）はオブジェクトの 初に挿
入され、ステッチのほつれを防ぐ。 ほ
つれ止めは形状内の第 2ステッチに挿
入される。 これは通常、1 つ前のつなぎ
糸が糸切りされた場合に使用される。

ボーダー :  シングルの閉じたカーブ
のオブジェクトで、オプションとして
モノグラムに追加することができる。 
また、キルトの内側に接合して強化す
る細長い生地も指す。

ボーラー :  ボーラーは刺繍機に装着
する先の尖った器具で、生地に穴をあ
ける。 シフリマシンには生地に異なっ
たサイズの穴をあけるボーラーナイフ
が針ラインの下に組み込まれている。

ボーラー機能 :  「ボーラー　イン / ア
ウト」機能はボーラーが設置されてい
るマシンで利用できる。 この機能はマ
シンに針の代わりにボーリングナイフ
やツールを使用するように指示する。

ボーラー深度 :  ボーラー深度を特定
する番号を選択できる。Plauen は 1 が
ベースで 7が中央位置、Saurer は 0 が
ベースで中央位置は 6。

ボーラー深度機能 :  ボーラー深度機
能はボーリング穴のサイズをコント
ロールする。 ボーラー穴が深いと穴が
大きくなる。 シフリマシンのボーラー
深度は一度に一つの値を変更する。 3 単
位の深度を変更すると 3ステッチが自
動的に分配される。

ボーリング :  刺繍デザインに組み込
まれた透かし。先の尖った器具で生地
に穴を開け、始末されていない穴の端
をステッチでかがる。

ボーリングテンション開始 / 終了機
能 :  ボーリングテンション機能を参
照ください。

ボーリングテンション機能 :  ボーリ
ングテンション開始 / 終了機能は刺繍
機にボーリング穴をステッチする糸を
減らすよう指示する。 Hiraoka TNS Ein
はステップ / ブラットテンションを無
効 /回復する。

ぼかし効果 :  オブジェクトの縁をぼ
やかしたり、陰影効果やデザインに毛
皮や毛並みの風合いを作成できる。

ぼかしステッチ :  この技術は荒い縁
を作成し、陰影効果や毛のようなふわ
ふわとした風合いをデザインに与える。

ボビン :  糸巻きまたはリールで、生
地の下側からのステッチを行うボビン
糸を保持する。

ボビン糸の長さ :  正確なボビン糸の
長さを算出できる。 初期値（100%）は
ステッチタイプが入り混じっているデ
ザインに適している。 デザインがすべ
てランニングまたはすべてタタミの場
合、更にボビン糸が使用され、この数
値は 125% まで増加する可能性がある。 
デザインがすべてサテンステッチの場
合、この数値は 65% まで減少する場合
がある。

ボンディング :  ボンド作用で 2 つの
生地を永久的に接合する。 熱接着。

ポート :  データを他の周辺装置に送
るためのケーブルを繋ぐ、コンピュー
タの接続部。 周辺機器を繋ぐのに使用
されるポートは COM1、または LPT1 など
と呼ばれ、周辺機器がどこに繋がれて
いるかをこの名前で指定できる。

ポインタ :  画面の表示の一要素で、
様々な形のポインタがある。 ポインタ
はマウスを移動させることによって動
き、画面上のものを選択したり、入力
ポイントを示したりするのに使用され
る。 また、コンピュータが作業中の時
は、入力が不可能なこともポインタで
示される。

ポイント :  10 ポイントが 1 mm である
測定の値。

マイターコーナー :  スマートコー
ナーの 1 種で、 2 つのコラムが合わさる
部分にはっきりとした分け目を作成す
る。 主に 75 度から 90 度までのコー
ナーに使用する。 スマートコーナーも
参照ください。

マウス :  コントロールボタンが備え
られている装置。キーボードの横で操
作するようにデザインされている。 マ
ウスを移動すると、画面上のポインタ
も移動される。

マシンファイル :  マシンまたは「ス
テッチ」デザインは低レベルフォー
マットでマシンで直接使用できる
フォーマットです。 ステッチファイル
はステッチ位置とマシン機能のみを含
んでいる。 ステッチデザインは、ス
テッチはサイズ変更をされる際に再生
成されない為、通常拡大 / 縮小には向
いていない。 アウトラインファイルも
参照下さい。
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マシンフォーマット :  それぞれの刺
繍機は異なる言語を使用する。 刺繍機
は様々なマシン機能に対し、独自のコ
ントロールコマンドを持つ。 デザイン
を刺繍する前に、これらの機能をマシ
ンが読み取れるフォーマットにしなけ
ればならない。 一般的なフォーマット
には、Barudan、Brother、Fortran、
Happy、Marco、Meistergram、Melco、
Pfaff、Stellar、Tajima、Toyota、
Ultramatic と ZSK が含まれる。

マシンユニット :  「マシンユニット」
は刺繍機が実行できる 小のフレーム
動作。シフリ機には、Plauen (1/6 mm 
または 0.1667mm)、Saurer (0.1mm) と
hi-resolution WESS の 3 種類がある。

マシン機能 :  マシン機能は特定の刺
繍マシンのコマンドで、 色替え、糸切
り、ジャンプ、マシンストップ、針イ
ン / アウト、ボーリング開始 / 終了を
含む。 

マシン設定 :  デザインを刺繍機に送
る前に、EmbroideryStudio で刺繍機を
設定する必要がある。 刺繍機を追加し
たり、既に設定されている刺繍機の設
定を変更、または今後必要でなくなっ
た刺繍機を削除できる。

マニュアルオブジェクト :  アウトラ
イン認識なしにステッチフォーマット
ファイルを開くと、一つの「マニュア
ル」オブジェクトになる。 このオブ
ジェクトは、一連の個々の針落ちポイ
ントから成り、その他とつなぎ糸のプ
ロパティのみ持ち合わせる。 マニュア
ルオブジェクトを変形（サイズ変更、
回転、反転）しても、基のステッチ密
度は変化しない。

間引きステッチ :  形状が鋭いターン
を使用すると、形状の内側のステッチ
間隔は急速に減少する。 これは内側に
集積、外側にギャップを生じさせる。
ステッチが長いほど、問題は悪化する。 
自動間引きステッチは、糸の集積を排
除しこの問題を解決する。 刺繍はス
ムーズで、全体に渡り一定のステッチ
間隔を持つようになる。 また生産過程
で、糸の破損も減少させる。

マルチアップリケ :  アップリケオブ
ジェクトの一種で 2 つ以上のピースか
らなり、様々な刺繍タイプで縁取りさ
れているもの。

マルチカラーデザイン :  2 色以上の色
を含んだデザイン。 シフリマシンのほ
どんどは自動色替えをサポートしてい
ないので 各針や針のグループをアク
ティブにできない。 糸切りは糸かけは
オペレーターにより手作業で行なうの
で、マルチカラーデザインは生産する
のに費用がかかる。

マルチヘッドロックステッチマシ
ン :  マルチヘッドロックステッチマ
シンは、水平のフレームを持っており、 
針は垂直でヘッドにまとめられている。 
これらは主に個別のアイテムをステッ
チするのに使用される。（例：バッジ
や、各ヘッドの下のフレームに取り付
けられている個々の刺繍枠に伸ばされ
た生地） マルチヘッドマシンは 高 24
のヘッドを持つことができ、それぞれ
のヘッドには 20 以上の針をつけること

ができる。 糸替と糸きりは自動的に行
われる。 ロックステッチマシンも参照
ください。

右クリック :  マウスの右ボタンを押
して離す動作。 クリックも参照下さい。

密度 :  ステッチの密度または糸密度
を参照下さい。

ミラーマージ :  ミラーマージ / 配列
ツールを使用してワッペン等のデザイ
ンを縦横の列に指定した数だけ複数作
成し、より効率的にステッチを行う。 
ミラーマージ・反転はデザインの複製
と反転を同時に行なう。 素早くボー
ダーを作成したり、複製をハート型な
どの左右対称のオブジェクトに合成す
るのに使用する。 ミラーマージ・リー
スは中心点周りにオブジェクトを複製
する。 万華鏡配列ツールはリースと同
様にオブジェクトを複製し、更に反転
も行う。

メニューシート :  メニューシートは
ソフトウェアで提供されており、カー
ソル（またはパック）を使用してデジ
タイザーから直接コマンドを選択でき
る。 使用前に登録する必要がある。

メニューバー :  メニューバーには、
コマンドのドロップダウンメニューが
含まれる。 同じコマンドのものの中は、
ツールバーで利用できるものもある。

メモリ :  コンピューターのシステム
内の場所で、作業中の情報を保存する。 
メモリに情報を保存せずに終了すると、
情報は失われる。

モーダルダイアログ :  開いていると、
他のコントロールやオブジェクトの選
択ができないダイアログ。 ダイアログ
内で行われた設定の変更は、ダイアロ
グを閉じないと効果がでない。

文字 :  モノグラムを作成するイニ
シャルまたは名前。 書体の文字。

文字間隔 :  隣接した文字間の間隔。

モチーフ :  ハート型や葉っぱ、ボー
ダーパターンなどの予め設定されたデ
ザイン項目で、デザインにすぐに挿入
することができる。 モチーフは 1つま
たは複数のシンプルなオブジェクトか
ら成り、特殊なモチーフのセットに保
管される。

モチーフセット :  モチーフは「モ
チーフセット」に保管されており、 2 種
類ある。 一方のモチーフセットには、
前進列 /後進列の両方に同じパターン
を適用する埋め縫い用のシングルモ
チーフが含まれており、 もう一方は前
進列 /後進列の補足的なパターンを使
用する 2パートモチーフを用いて使用
するように設定されている。 自分でモ
チーフセットを定義し、作品を整頓し
たり分類できる。

モチーフフィル :  装飾的な埋め縫い
ステッチで大きな形状を埋めることが
できます。 お使いのソフトウェアの機
能にもよるが、特殊な 3D 効果を作成す
ることもできる。

モチーフランニング :  デジタイズラ
インに沿って、連結したモチーフ。 リ
スト内のモチーフを使用して、装飾的

なアウトラインを作成することができ
る。 

モデム :  電信で情報をコンピュータ
からコンピュータに送信する装置。

モニター :  コンピューターから情報
を受け取り、表示するデバイスを意味
する。 モニターとディスプレイは同じ
意味で使用される。 

モニター画面の調整 :  デザインを実
寸表示にした時に、実際のサイズで表
示されるように、ディスプレイモニ
ターの目盛りを設定する必要がある。 
EmbroideryStudio をインストールした
際、またモニターを変更した時やモニ
ターの縦 / 横のコントロールを調整し
た際に行う必要がある。

モノグラム :  1 つまたは複数の文字を
組合わせた刺繍デザイン。名前のイニ
シャルが一般的。 ボーダーやデザイン
からも構成可能で、服やキャップ、ハ
ンカチなどのアイテムに持ち主の印を
つけることもできる。

模様ステッチ :  タタミステッチを参
照下さい。

ユーザースプリット :  ユーザースプ
リットを使用して、「スプリットライ
ン」と呼ばれる針落ちのラインをデジ
タイズすることにより、埋め込みオブ
ジェクトに任意の針落ちラインを追加
できる。 スプリットラインはオブジェ
クトプロパティとして保存される。 異
なるステッチタイプを適用するなどし
て、ステッチが再生成されても、スプ
リットラインは維持される。

ユーザー設定 :  糸色をファイルのス
トップコードごとに割り当てることが
できる。 ですからファイルを開く前に、
針番号に関する情報を含んでいないデ
ザインに、カラーコードを割り当てる
ことができる。

ユーザー設定デザイン :  イメージを
デジタイズ、または既存のパターンを
操作することによって作成されるデザ
イン。

ユーザー設定書体 :  ユーザー設定書
体はデジタイズした文字、数字、シン
ボルで構成される。

読み込み :  デザインカード、または
マシンに書き込まれたデザインを開く
こと。

ラインアート :  2 色単のドローイン
グ。通常白黒。

ラインステッチ :  ラインステッチは
曲線のステッチで埋め込むステッチタ
イプで、ステッチは形状の輪郭に沿い、
曲線で目の粗い陰影効果を作成する。
これはコラム状の形状でのみ機能する。 
標準と渦巻きの 2 種類があり、共にコ
ラム A、コラム B、コラム C、リングオ
ブジェクトに適用できる。標準ライン
ステッチはサークルオブジェクトにも
適用可能。

ラインストーン :  ブリングを参照く
ださい。

ラインストーンの転送 :  T シャツなど
の 終的な製品に熱転写するラインス
トーンデザイン。
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ラインストーンテンプレート :  ライ
ンストーンの転送の作成の為ラインス
トーンを配置するデザインレイアウト。 
This is what is created from the 
cutters or engravers.

ラスターイメージ :  ビットマップイ
メージを参照ください。

ランニングステッチ :  ランニングス
テッチ（ウォーキングステッチとして
も知られる）は、デジタイズされたラ
インに沿った 1 層のステッチの列を配
置する。 針落ちは連続した順番で配置
される。 一般的にランニングは、アウ
トラインのステッチとつなぎ糸のス
テッチに使用される。 ランニングス
テッチ長は、きついカーブにならい自
動的に変化する。

ランニング長の調整効果 :  ソフト
ウェアは、ランニング長の調整効果オ
プションの設定により、各ステッチに
対し も適した長さを自動的に計算で
きる。 コードギャップ値は、ステッチ
がどれだけ綿密にデジタイズラインに
従うかを制御する。

リーダー / ライター :  デザインカー
ドからの読み込み / 書き込みを行うた
めの装置。 カードは代理店から、また
はネット上のデザイナーから購入可。 
カードはデザインを保持できる他、読
み取り / 書き込みをするために空にす
ることができる。 刺繍マシンに取り付
けられた刺繍モジュールに挿入する。 
リーダー / ライターを使用すると、PC
とマシンを別々の場所へ置いておける。

リストボックス :  選択の項目を表示
するのに開く、単一行のダイアログ。

リピート :  レイアウトは規則的な間
隔でリピートされるエンブレムや生地
デザインに使用される。 デザインのリ
ピートはデザインがリピートするポイ
ントで針の間隔によって定義される。

ループ :  刺繍の表面にあるループは、
一般的に上部のテンションが弱いかテ
ンション調整に問題がある。 通常プリ
エステルの上糸のテンション調整が適
切でない場合に発生する。

ループステッチ :  サガラタイプのス
テッチ。 サガラを参照ください。

レースワーク :  レースワークは生地
の全体に刺繍を施す糸の使用を伴う。 
主に婦人服や家着の装飾に使用される。 
一般的にボーリングが使用される。 シ
フリマシンのアプリケーションが も
広く使用されている。

レタリング :  文字または単語を使用
した刺繍。 レタリングは付属の書体や
スタイルから作成され、サイズ、高さ、
間隔などを変更することができる。

レタリング枠 :  レタリングオブジェ
クトに扇型、アーチ状、引き伸ばしと
いった特殊効果を施す。 

ロゴ :  名前、シンボルまたは会社や
団体のトレードマーク。 ロゴタイプの
省略形。

ロックステッチ :  通常ロックダウン
ステッチまたは留めステッチとも呼ば

れ、ロックステッチは少なくとも 10 ポ
イント動作の 3つまたは４つの連続し
たステッチから形成される。 デザイン
中のすべてのコラムや埋め縫いの後、
また項目の後の色替えやデザインの後
のジャンプステッチが続く場所に使用
される。 三角形、スター、真っ直ぐな
ラインでステッチされる場合がある。 
コンピュータ化された刺繍マシン同様、
家庭用ミシンのフックと針によって形
成されるステッチタイプの名前でもあ
る。

ロックステッチマシン :  シフトと多
頭式マシンは共にロックステッチマシ
ンで、家庭用ミシンと同じ方法でス
テッチを形成する。 ロックステッチは
上糸と下糸を使用し、 上糸は針で、下
糸はボビンで稼動する。 下糸が上糸を

「ロック」することから、名前がつけら
れた。多頭式ロックステッチマシンも
参照ください。

枠 :  オブジェクトに隆起、アーチ、
伸びや縮みを与える特別な効果。 枠は
一般的にレタリングオブジェクトに適
用するが、その他のタイプの刺繍オブ
ジェクトにも適用できる。
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