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第 1 章

サガラ入門編

EmbroideryStudio には様々なモデルがあり、
より多くの機能を含むものがあります。これ
らは「エレメント」と呼ばれる追加機能とし
て購入することができます。追加エレメント
のサガラには、サガラ刺繍や通常の刺繍と組
み合わせて使用する特別なサガラ刺繍機能が
含まれています。これらはサガラ刺繍マシン
フォーマット、サガラステッチタイプと効果、
サガラオブジェクトのプロパティを含んでい
ます。サガラ刺繍に使用されるデジタイズ方
法は、通常の刺繍で使用する方法と同じです。

追加エレメントのサガラ機能は、以下の場合
に使用することができます。

 チェーンとループステッチとサガラのス

テッチパターン（平行、格子、コイルと中
抜きコイル）を生成できる専用のサガラマ
シンで使用する場合。

 シンプルなサガラ装置が付いた、サガラ刺

繍を真似る通常の刺繍マシンで使用する場
合。これらのデバイスは通常ループステッ
チのみ可能です。

 サガラと通常の刺繍両方が可能なコンビ

ネーションマシンで使用する場合。この場
合、ループとチェーンはサガラモードのみ
で使用できますが、サガラステッチパター
ン（平行、格子、コイルと中抜きコイル）は両方で使用することができます。

複数の釜（ルーパー）と自動の色替え機能が付いた 近のサガラマシンは、旧マシンよ
りも効率的にサガラ刺繍を生成することができます。EmbroideryStudio などのサガラ対
応のデザインソフトウェアでは、これらのマシンを利用してビジネスの可能性を 大限
に引き出し、人気のカスタムアパレルやファッションマーケット両方にアピールするこ
とができます。

基本の操作に関する詳細は、EmbroideryStudio ユーザーマニュアルをご覧ください。
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背景

サガラ生地の歴史は 18 世紀のフランスに遡り、特徴的な「サガラルック」のビロードの
ような生地を指します。生地はカーペット製造で使用される特別な織機で作成されます。

一般的に糸は綿から作られますが、合成繊維のものもあります。ライトの下にかざすと、
生地は光沢のあるつやを帯びます。今日では、一般的に柔らかく毛羽のあるセーターや
ベッドカバー、バスローブなどに使用されています。これらはサガラ刺繍と同じ原理で
作成されています。

サガラ刺繍

サガラ生地と同様にサガラ刺繍は糸の輪で作られており、柔らかく綿毛状の外観を作成
します。サガラ刺繍は一般的に も認識されている刺繍タイプの一つで、トレーナーの
エンブレムに使用されます。通常の刺繍と組み合わせ、スポーツジャケットやウールの
ジャケットなどの衣料の装飾に使用されることもしばしばです。また頻繁に子供服に使
用されており、枕カバーやソファーブランケットなどのホームデコレーションにも活用
されています。サガラ刺繍は太めの糸を使用するので、通常小さく複雑なデザインには
使用しません。しかしチェーンステッチはより繊細な作品に使用することができます。
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サガラマシン

サガラマシンにはテーピング、コーディング、シークイン用や、2 本針 4 本糸のマシンな
ど様々なタイプがあります。

マシンの中にはサガラ刺繍と通常の刺繍を同じデザイン中に組み合わせることができる
ものもあります。このようなマシンは通常自動で色替えと糸切りを行なう事ができます。
またパイルの高さが異なる場所で、自動でサガラの針高さをコントロールすることもで
きます。その他のサガラは特殊なアタッチメントでループ状の糸やコードを縫い付ける
多頭機マシンで生成されます。

サガラステッチ

刺繍用語では、「サガラ」は糸の代わりに毛糸を使った刺繍を意味します。サガラ刺繍は
太めの糸を使用するので、通常小さく複雑なデザインには使用しませんが、サガラマシ
ンは様々な種類の糸やサイズの針を使用することができます。

すべてのサガラマシンは 2 種類の基本のステッチタイプ（ループとチェーン）を生成す
ることができます。サガラの特徴的な外観を作るループステッチは埋め縫いに使用され、
奥行き感を作り出します。ステッチは低くコンパクトなものから、高く豪華な効果のも
のまで幅広く生成することができます。チェーンは従来よりアウトラインやより繊細な

ループステッチの
埋め縫い

チェーンステッチの
ボーダー

チェーンステッチの
埋め縫い
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ステッチに使用されています。またシフリのようなレースワークを作成するのにも使用
されます。

コンビネーションマシンでは、ループとチェーンステッチと通常の刺繍を頻繁に組み合
わせてパッチやエンブレムを作成します。自動化の導入により、このタイプの作業がよ
り簡単に低価格で行なえるようになりました。

サガラ刺繍は一連の連続した糸を生地に縫いこみ、盛り上がったループまたはパイルで
作成されます。反対に通常の刺繍ミシンは上糸とボビン糸を組み合わせ使用します。サ
ガラのバッキングは、一般的な刺繍よりも柔らかいもの（通常フェルト）を使用します。

通常の刺繍の針とは異なり、サガラ刺繍の針は糸を通す穴の代わりにフックが付いてい
ます。糸は針板の下に格納されているルーパーにより一度に 1 ループ引き上げられます。

サガラデザインにおける注意点

サガラデザインは糸の太さとループやチェーンステッチの相対的サイズにより、大きな
サイズだと一番よい見栄えになります。詳細は標準の刺繍を上から施すことにより、追

針
刺繍糸

ルーパー
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加することができます。サガラ刺繍は糸に複数の撚りをかけ、独特の見かけとテクス
チャを作成することもあります。

つい 近まで、サガラデザインは専門的な技術が必要でしたが、サガラのデジタイズは
一般的な刺繍よりも簡単で、一般的にデザインの範囲はよりシンプルに埋められ、レジ
ストレーション（位置あわせ）の許容範囲はより広くなっています。追加エレメントの
サガラ機能は、サガラ刺繍を幅広くサポートしています。

 一定の滑らかな外観になるよう、すべてのオブジェクトにおいてステッチ長は一定

 ショートカット角度をコントロールする能力

 様々な幅のコイルステッチ

 後のコラムのすき間は自動的にコイルステッチで埋められる

 様々な埋め縫いを使用でき、チェーンとループステッチを組み合わせた 高 6 つのオフ

セットボーターを含めることができる特殊な「サガラコンビネーション」オブジェク
ト

サガラデザインの組み立てとデジタイズは通常の刺繍と似ていますが、いくつか異なる
点があります。

 サガラは複雑な詳細を作成する能力に制限はありますが、糸、テクスチャ、大きさを

駆使し複雑なデザインを作成することも可能です。

 通常の刺繍と同様にデザインは注意深く計画し、ジャンプを 小限に抑えることが重

要です。

 サガラの形状は一般的にオフセットしたチェーンやループステッチのある埋め縫いで

構成されています。ボーダーは埋め縫いを形状の内側に固定しておくのに必要です。
可能な限り、オフセットアウトラインが含まれている「サガラコンビネーション」オ
ブジェクトを使用します。

 それ以外は、チェーンステッチはループステッチがほつれるのを防ぐ「ほつれ止め

（スタート）」や「ほつれ止め（エンド）」として使用しましょう。

 サガラステッチはデジタイズしたラインよりも太いので、これを識別し、補う必要が

あります。例えば、チェーンステッチはシングルのランニングステッチでデジタイズ
されます。画面上では通常のランニングステッチのようにみえます。

 サガラの糸は通常の糸よりも太めなので、ステッチがオーバーラップすることにより、

糸が集積するのを防ぐことが重要です（特にチェーンステッチ）。

 同様にその糸の太さから、小さなステッチはサガラデザインには適していません。糸

切れや生地に穴があいてしまう原因になります。先の尖った形状は避けましょう。

 サガラ刺繍は「穴あき」や「糸引き」といった問題が生じてしまうことがあります。

この問題を回避できるよう、大きなデザインには切り取り式のバッキングが必要にな
ります。

 オーバーロックはチェーンステッチがほつれてしまうのを防ぐのに使用されます。バ

ルダンとメルコのサガラマシンでは、チェーンをマニュアルで挿入する必要がありま
す。タジママシンはマシンにこのオブションがオンの場合、自動的にループから
チェーンに変更することができます。

メモ　サガラ特定のテクニックを用いる前に、まず一般的な EmbroideryStudio の使用方
法に慣れておきましょう。EmbroideryStudio には特定のデザインの作成方法があります
が、一旦理解すれば各機能の類似性に気づくでしょう。詳細は EmbroideryStudio ユー
ザーマニュアルをご覧ください。
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第 2 章

サガラ刺繍の基本

サガラ刺繍を始める前に、デザインの開き方と作成方法、サガラマシンフォーマットの
選択方法、デザインやマシンファイルの保存 & エクスポート方法など、基本的な操作方
法について学びましょう。

この章では、追加エレメントのサガラ機能に関連するサガラ刺繍用語やコンセプトの概
要を説明しています。EmbroideryStudio ソフトウェアに関する説明は、
EmbroideryStudio ユーザーマニュアルを参照ください。

EmbroideryStudio で作るサガラ刺繍

EmbroideryStudio では、一つのデザインウィンドウをサガラ刺繍と通常の刺繍の両方に
使用します。追加エレメントのサガラ機能がアクティブになると、サガラ専用のテンプ
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レートやサガラ特定のステッチタイプとマシン機能を含んだサガラツールバーが使用で
き、またオブジェクトプロパティドッカーにサガラ専用のタブが表示されます。

サガラステッチタイプ

サガラの基本のステッチは「ループ」と「チェーン」の 2 種類で、すべてのサガラ刺繍
マシンで作成できます。EmbroideryStudio では、ループとチェーンはサガラ専用または
コンビネーションマシンでのみ、マシン機能として読み取られます。

ループステッチ

サガラループはループ状のステッチで目の詰まった上縫いを作成します。埋め縫いエリ
アに使用し、立体感を与えます。このステッチはサガラ刺繍で一般的な盛り上がったス

サガラオブジェクトの
サガラコンビネーション設定

チェーン

ループ

針高さ

チェーンと
ループ表示

サガラコンビネーション

サガラ > ループを使用し、ループ状のパイルのようなステッチを作成します。右
クリックで設定を調整します。

ループステッチの
埋め縫い

チェーンステッチの
ボーダー

チェーンステッチ
の埋め縫い
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テッチを作成します。ループは様々な高さでステッチできます（アウトラインには低、
埋め縫いには高）。シンプルな形状に 適です。

チェーンステッチ

サガラチェーンは連続した鎖に似た装飾的なスタイルのステッチで、デザインのアウト
ラインやボーダー、モノグラムに使用されます。またより繊細な見かけのステッチを作
成するのにも使用されます。

参考　チェーンステッチと併用する場合、デザインは通常端から中心に向かい高さが増
していきます。

サガラの埋め縫い

EmbroideryStudio では、一般的にサガラ刺繍で使用されるステッチタイプ（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。ステッチ角度はこれらの埋め縫い
タイプでは効果をなしません。その他のステッチタイプは、サガラ刺繍と通常のステッ
チ両方を生成できるコンビネーションマシンをお持ちの場合に使用することもできます。

コイル方向

マシンの中にはコイルは反時計回り方向にステッチすることにより、 高の結果を得る
ことができるものがあります。時計回りの方向にステッチすると、糸に更に撚りを加え
ることになり、ループがきつく湾曲してしまう原因になります。詳細は刺繍機のマニュ
アルをご覧ください。

サガラ > チェーンを使用し、従来のループステッチのボーダーやアウトラインに
使用されていた、平らなステッチを作成します。右クリックで設定を調整しま
す。

ループステッチ

チェーンステッチ

コイル

格子

中抜きコイル

平行

コイル

理想のループ 更に撚りが加わった糸のループ
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サガラコンビネーション

EmbroideryStudio でサガラ刺繍を作成する場合、主に複合埋め縫いはサガラコンビネー
ションと組み合わせて、オフセットチェーンやループボーダーのあるオブジェクトをデ
ジタイズします（幅が狭いものでも）。サガラコンビネーションのオブジェクトは一般的
に形状の周りにチェーンのランニング（1-3 本）、高さが低めのループのランニング（1-3
本）、中抜きコイル埋め縫い、格子または平行ステッチで構成されています。コンビネー
ションオブジェクトは単一のオブジェクトとして、サイズ変更や変形を行なうことがで
きます。

オフセットはサガラ刺繍で頻繁に使用されます。作成する際には特別な配慮とテクニッ
クが必要になります。サガラデザインはできるだけ複合埋め縫いとサガラコンビネー
ションを一緒に使用するようにしましょう。サガラコンビネーションの利点は、ほつれ
止め（スタート）/ ほつれ止め（エンド）にあります。しかしサガラオブジェクトの 後
に通常の刺繍でほつれ止め（エンド）ステッチを作成することができます（お使いのマ
シンがサポートしている場合）。

その他のサガラ刺繍に関する考慮すべき点

サガラ機能ではベーシック & 装飾的なサガラステッチタイプと効果の他に、以下の設定
をコントロールすることができます。

針高さ

サガラマシンの中には、マシンがループステッチを縫う際に形成されるループの大きさ
をコントロールする「針高さ」を設定することができるものもあります。

色の異なる部分ごとに、別の針高さを使用することができます。また埋め縫いとボー
ダー間でも設定を変えることができます（ボーダーは低く、埋め縫いは高く）。サガラコ

サガラ > サガラコンビネーションを使用し、オフセットしたボーダーでサガラ形
状を自動的にデジタイズします。右クリックで自動オフセットボーダーを調整し
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。

サガラ > 針高さを使用し、ループステッチのループの高さとチェーンステッチの
幅をコントロールします。
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ンビネーションを使用している場合、各オフセットの針の高さを変更することができま
す。針高さ設定はチェーンステッチではあまり効果がありませんが、幅に影響します。

異なる高さのループを使用したい場合、ステッチ長ではなく常に針高さを調整します。
ステッチ長はループの高さに影響を与えますが、針高さを調整する方がより簡単で正確
です。通常は初期設定を使用するのが 善です。実際にマシンで結果をテストしてみま
しょう。必要に応じて針高さを調整します。

参考　マシンの中には、針高さはマシン上で調整できるものもあります。実際、デザイ
ン中で調整するよりもマシン上で調整する方が一般的です。

拡大 / 縮小

通常の刺繍デザインと同様に、EmbroideryStudio で作成されたサガラデザインは拡大 /
縮小することができます。ステッチはオブジェクトのアウトラインから自動的に再計算
されます。密度は維持され、隙間や太いオーバーステッチはありません。サガラコンビ
ネーションオブジェクトはオフセットアウトラインと共に再計算されます。

旧サガラデザインはステッチデータ（例：MelcoEXP、タジマ、バルダンディスク）から
読み取られますが、EmbroideryStudio のステッチプロセッサーはそれらをオブジェクト
に変換します。しかしコイルと平行ステッチを完全に認識するわけではありません。こ
れらのステッチは一連のランニングステッチオブジェクトに変換されます。この為、こ
れら旧デザインの拡大 / 縮小率は ±5-10% に制限されています。しかし旧デザインは、
必要に応じて簡単にステッチ編集や範囲を再デジタイズすることができます。詳細は
EmbroideryStudio ユーザーマニュアルをご覧ください。

糸切り

つなぎ糸は生地の下にあり見えない為、自動の糸切り装置のあるサガラマシンはあまり
ありません。この場合、手作業での糸切りを 小限にするよう、連続した同じ色の形状
とラインをすべてデジタイズします。これにより縫製時間が短縮できます。次のポイン
トまでのつなぎ方法に注意してください。前のステッチを引っ張り、糸切りが必要とな
る長いつなぎ糸は避けましょう。一般的にほとんどのオブジェクトには、埋め縫いの前
にほつれ止め（エンド）をするチェーンのランニングが含まれ、埋め縫いの後にはほつ
れ止め（スタート）をするチェーンステッチが含まれます。

ジャンプ

ジャンプ (M) 機能は針を落とさずにフレーム移動を行ないます。ジャンプは生地を引っ
張る作用があるので、特に薄い生地の場合はデザインを歪ませてしまう場合があります。
その為、ジャンプの使用はお薦めしていません。長いつなぎ糸を避けるには、形状とラ
インをデジタイズする順番をよく計画しましょう。ループステッチで埋められた形状を
横切る際は、ジャンプではなくチェーンステッチを使用します。チェーンステッチは
ループステッチの下に隠れます。ジャンプは大幅な色のコントラストがある場合（特に
糸が透けて見えてしまう可能性のある場所の現在のステッチが薄い色の場合）のみ使用
します。

コーナー

60 度以下の角度のコーナーの使用は避けましょう。マシンの故障やループステッチが
チェーンステッチに変わってしまう現象を引き起こすことがあります。
EmbroideryStudio ではオブジェクト内（マニュアルステッチのオブジェクト含む）に
尖ったコーナーができるのを避けるよう、自動的に余分なステッチが追加されます。ラ
ンニングと複合埋め縫いオブジェクトの尖ったコーナーに丸みを付けると、鋭い角度と
小さ過ぎるステッチの生成を避けることができます。しかし余分なステッチはチェーン
ステッチを膨張させ、仕上がりが悪くなる原因になることがあります。
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参考　スマートコーナーを使用し、滑らかで均等に配置されるステッチを生成してデザ
イン間の隙間を取り除きます。スマートコーナーはコラム C オブジェクトで平行ステッ
チとコイルと共に使用することができます。詳細は EmbroideryStudio ユーザーマニュア
ルのスマートコーナーをご覧ください。

ステッチ長

デザインを通して、同じ糸タイプのステッチの長さは一定にする必要があります。ス
テッチの長さが異なると、ループステッチのループの高さとチェーンステッチのループ
の幅も異なることになり、むらのある刺繍になってしまいます。サガラマシンは現在の
針高さの設定に基づき、各ループの糸を同じ長さ引き上げます。ステッチ長はループの
高さに影響を与えますが、針高さを調整する方がより簡単で正確です。高さの異なる
ループを使用したい場合は、ステッチ長ではなく、針高さを調整します。詳細は針高さ
を調整するをご覧ください。

糸の太さ、生地の厚さに従ったステッチ長と密度を選択します。不適切なステッチ長を
使用すると糸切れや針折れ、また生地を痛める原因になります。

メモ　使用している糸が同じ種類の場合、チェーンとループステッチの長さは異なりま
す。以下のテーブルでは適切な値を表示しています。

参考　これらの値は使用している生地により変化します。糸と生地を新しい組み合わせ
で使用する場合、まずデザインを上記の値でテストステッチしてみましょう。

サガラマシン用のデザインを作成する

平行、格子、コイル、中抜きコイルはサガラデザインで使用され、装飾的な平縫いパ
ターンとしても使用されます。しかし通常の刺繍機はサガラチェーンやループステッチ
を生成することができません。これらのパターンを使用してサガラデザインを作成する
には、サガラ専用テンプレートを使用する必要があります。

マシンファイル & フォーマット

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。ソフトウェアを開く際にサガラテンプ
レートを選択すると、マシンフォーマットは初期設定のサガラマシンに切り替えられま
す。サガラステッチタイプ（ループとチェーン）はサガラマシンフォーマットでのみ使
用することができます。

糸タイプ
レーヨン
300d/2P

Miki ウール ウール糸 綿糸 #12 Softaine G

チェーン
ステッチ長

2.0-3.0mm 2.5-3.5mm 1.8-2.2mm 2.3mm 2.0mm

ループ
ステッチ長

1.5-1.7mm 2.0-2.2mm 1.6mm 2.1mm 1.7mm

ループステッチ
間隔

1.5mm 1.8mm 1.7mm 1.5mm 1.8mm
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マシンファイル

マシンファイルにはサガラ固有のフォーマットはなく、出力時に EmbroideryStudio がサ
ガラステッチタイプ（ループとチェーン）を、選択したマシンで認識できるマシン機能
に変換します。各マシンは独自のマシンファイルフォーマットが必要です。一般的に :

TBF と U?? はコンビネーションサガラマシン用の 近のフォーマットです。エクスポート
時にマシンヘッドの割り当て情報は自動的にマシンファイルにコード化されます。

標準マシンフォーマット

EmbroideryStudio ではタジマ（旧 TMCE-100 と新 TMCE-600 モデル両方）、バルダン、メル
コサガラマシンをサポートしています。これらのマシンタイプでは明確なサポートが提
供されています。

 タジマ TBF

 タジマ TMCE-100

 タジマ TMCE-600

 バルダン FDR-II サガラコンビネーション

 バルダンサガラ

 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 FDR-3

 バルダン FDR-3 サガラコンビネーション

 メルコサガラ

メモ　サガラデザインとして作成されたデザインの場合、ファイルを開く際にサガラ機
能を正確に表示できるよう、関連するマシンフォーマットを選択する必要があります。

サガラデザインを新規作成する

EmbroideryStudio を起動すると、「デザイン 1」という新しいデザインファイルが自動的
に作成されます。初期設定ではデザイン 1 は NORMAL テンプレートが基にされています。
新しいサガラデザインを作成するには、サガラテンプレートを使用します。

マシンタイプ
ファイル
の種類

目的

タジマ DST 純正サガラマシン用

TBF サガラと通常刺繍（シークイン含む）のコンビネーション用

バルダン DSB 純正サガラマシン用

U?? サガラと通常刺繍（シークイン含む）のコンビネーション用

メルコ EXP 純正サガラマシン用

ファイル > 新規作成を使用し、サガラ用テンプレートで新しいデザインを作成し
ます。
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サガラデザインを新規作成するには

 EmbroideryStudio を起動し、使用するテンプレートに CHENILLE を選択します。

 あるいはデザインウィンドウが既に開いている状態で、ファイル > テンプレートから新

規作成を選択し、ダイアログにアクセスします。

サガラテンプレートはサガラ用の設定が初期設定になっています。別のマシンを使用
している場合、このダイアログを介してサガラテンプレートを選択し、保存すること
ができます。マシンフォーマットはデザインメニューからデザインごとにいつでも変
更することができます。

 ドロップリストから使用するマシンフォーマットを選択します。

完成したデザインはほとんどのサガラマシンに直接送信することができ、使用したい
サガラマシンファイルフォーマットに保存されます。詳細はマシンフォーマットを変
更するをご覧ください。詳細は EmbroideryStudio ユーザーマニュアルのテンプレー
トを変更するをご覧ください。

ユーザー設定のマシンフォーマット

別のマシンを使用する場合、マシンフォーマット設定をカスタマイズすることができま
す。例えば同じ刺繍機でもモデルが異なる場合、同じ機能でも異なる数値が必要になる
場合があります。これには 3 つのオプションがあります。

 特定のデザインのフォーマットを変更し、そのデザインでのみ使用するユーザー設定

フォーマットを作成します。詳細は特定のデザイン用にフォーマットをカスタマイズ
するをご覧ください。

 提供されている標準のフォーマットを変更します。オリジナルの値がこれ以上必要な

い場合にのみ行います。詳細は標準フォーマットを変更するをご覧ください。

 オリジナルを基に新規のフォーマットを作成し、それをすべてのデザインで利用でき

るようにします。詳細はユーザー設定フォーマットを作成するをご覧ください。

サガラデザインを開く / 読み込む

サガラテンプレート
を選択

マシンフォーマット
を選択

サガラテンプレート
に保存

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。

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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サガラデザインは Wilcom 由来の EMB やマシンファイルフォーマットに保存することがで
きます。サガラファイルは EmbroideryStudio で EMB デザインのように開きます。サガラ
マシンファイルを読み込むと、EMB フォーマットに変換されます。サガラ機能はマシン
ファイルやペーパーテープに保存されているのと同じように、変換したデザインに表示
されます。ステッチデータ（例 :MelcoEXP、タジマ、バルダンディスク）からサガラデザ
インを読み込むと、ステッチプロセッサによりステッチがオブジェクトに変換されます。
しかしコイルと平行ステッチを完全に認識するわけではありません。これらのステッチ
は一連のランニングステッチオブジェクトに変換されます。この為、これらのデザイン
の拡大 / 縮小率は ±5-10% に制限されています。しかし旧デザインは、必要に応じて簡
単にステッチ編集や範囲を再デジタイズすることができます。

参考　マシンファイルにはサガラ固有のフォーマットはありません。しかしサガラデザ
インとして作成されたデザインの場合、サガラ機能を正確に表示できるよう、ファイル
を開く際に関連するマシンフォーマットを選択する必要があります。

デザインを開く / 読み込むには

 以下の方法で DOS や刺繍ディスクからサガラデザインを開きます。

 開くアイコンをクリックするか、ファイル > 開くを選択します。その他のデザイン

ファイルと同じように、EMB サガラデザインファイルを開きます。
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 サガラマシンファイルを開くには、ドロップリストから特定のマシンファイル

フォーマットを選択するか、「すべてのマシンファイル」を選択します。

 サガラデザインが専用のディスクに保存されている場合、旧機能ツールバーの刺繍

ディスクを選択し、ダイアログから使用するフォーマットを選択します。

マシンファイルフォーマット
のオプション

刺繍ディスクを開き、
専用のフォーマットを

選択

マシンファイルフォーマット
のオプション
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 マシンファイルを開く場合は、オプションボタンがアクティブになります。サガラデ

ザインは通常の刺繍デザインと自動的に区別されない為、使用しているマシンフォー
マットを自分で特定する必要があります。

参考　タジマ TMCE-600 では、サガラのストップは色替えとして認識されます。

 マシンタイプリストからサガラマシンを選択し、OK をクリックします。詳細は

EmbroideryStudio ユーザーマニュアルをご覧ください。

サガラ刺繍用にデザインを出力する

サガラデザインは Wilcom 由来の EMB フォーマットに保存したり、マシンファイルにエク
スポートすることができます。またサガラデザインは刺繍フロッピーディスクに出力し
たり、ペーパーテープにパンチしたり、コンピューターに接続された刺繍機に直接送信
することもできます。デザインを出力する前に、正しいマシンフォーマットを選択しま
す。出力時に EmbroideryStudio はサガラステッチタイプ（ループとチェーン）をマシン
で認識できるマシン機能に変換します。ほとんどのサガラデザインファイルは、DOS
フォーマットにコード化されます。旧スタイルのファイルは、専用の刺繍ディスク
フォーマットにコード化されます。

デザインを送信する前に、以下の値をチェックしましょう。

ディスクの
種類

メルコ
フォーマット

バルダン
フォーマット

タジマ
フォーマット

DOS Melco EXP Barudan 2HD

Barudan S-FMC

Tajima T01

Tajima DST

刺繍 Melco Barudan Tajima

マシンタイプ フォーマット メモ

Melco Melco EXP

バルダン Barudan ジャンプステッチ長は 4mm 以内

タジマ TMCE-100 Tajima DST ショートカット角度は 60 度に設定

タジマ TMCE-600 Tajima DST ショートカット角度は 60 度に設定



Wilcom EmbroideryStudio e4 サガラ増補版 17

サガラデザインを保存する

EmbroideryStudio ではタジマ（旧 TMCE-100 と新 TMCE-600 モデル両方）、バルダン、メル
コサガラマシンをサポートしています。通常の刺繍デザインと同様に、マシンフォー
マットに関わらずサガラデザインのすべての情報は Wilcom 由来の EMB ファイルフォー
マットに保存されます。これにより、デザインを他のフォーマットに簡単に書き込むこ
とができます。

サガラデザインを保存するには

 デザインを保存アイコンをクリックします。デザインを初めて保存する場合、名前を

付けて保存ダイアログが表示されます。あるいはファイル > 名前を付けて保存を選択
します。ファイルの種類は 新の EMB が初期設定になっていますが、ファイルの種類
ドロップリストから前のバージョンに保存することができます。

サガラデザインをエクスポートする

サガラデザインファイルは Wilcom 由来の EMB フォーマットに保存できますが、マシンで
読み込むことができません。デザインはローカルディスクにエクスポートしたり、ペー
パーテープにパンチすることができます。

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。右クリックで
「名前を付けて保存」ダイアログを開きます。

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。
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サガラデザインをエクスポートするには

 サガラデザインをマシンファイルとしてエクスポートするには、ファイル > マシンファ

イルにエクスポートを選択します。

 サガラデザインを専用の刺繍ディスクに保存するには、旧機能 > 刺繍ディスク > 名前を

付けて保存を選択します。

参考　デザインが完成したら、元のマシンフォーマットを変更することなく、サポー
トされているどの刺繍機にも出力することができます。選択したマシンフォーマット
がデザイン中にある特定の機能をサポートしていない場合は、それが自動またはマ
ニュアルで挿入されたものでも、その機能は無視されます。元のフォーマットを変更
するには、マシンフォーマットを変更するをご覧ください。

サガラデザインをマシンに送信する

専用のディスク
フォーマットを選択

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。

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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刺繍機がコンピューターに接続されている場合、サガラデザインは直接送信することが
できます。 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。詳細は
EmbroideryStudio ユーザーマニュアルをご覧ください。

デザインを送信する前に、正しいマシンフォーマットを選択します。詳細はサガラマシ
ン用のデザインを作成するをご覧ください。デザインを送信する前に、以下の値を
チェックしましょう。

メモ　マシンマネージャーとその操作に関する情報は、マシンマネージャー増補版に記
載されています。

マシンフォーマット
を選択
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第 3 章

サガラ刺繍をデジタイズする

サガラオブジェクトは標準の入力方法（従来型 & グラフィカル）を使用してデジタイズ
することができます。小さなオブジェクトのほとんどは複合埋め縫いを平行またはコイ
ルと組み合わせデジタイズし、大きなオブジェクトには格子または中抜きコイルと組み
合わせます。これらのステッチパターンはサガラループやチェーンと組み合わせて、ア
ウトラインまたは埋め縫いに使用します。一般的にランニングステッチはチェーンで
ボーダーを作成するのに使用します。

可能な限りサガラコンビネーションは複合埋め縫いと使用します。 高 6 つのオフセッ
トしたランニングのボーダーが自動的に追加されます。ボーダーは埋め縫いの前 / 後ど
ちらかに追加され、生地を所定の位置に留め、形状の端をはっきりとさせます。埋め縫
い用に 1 つ、ボーダー用に 1 つまたは 2 つのオブジェクトを作成し、マニュアルでデジ
タイズすることもできますが、サガラコンビネーションを使用すればより簡単にデジタ
イズを行なうことができます。

サガラオブジェクトをデジタイズする

入門編で述べたように、サガラ刺繍のデジタイズは通常の刺繍よりも簡単です。一般的
に刺繍部分はよりシンプルに埋められ、レジストレーション（位置あわせ）の許容範囲
はより広くなっています。追加エレメントのサガラ機能は、サガラ刺繍を幅広くサポー
トしています。覚えておくべきサガラ刺繍の特徴：

 サガラ刺繍は 2 つのステッチタイプ（チェーンとループ）のみ使用します。

 サガラ刺繍は通常 2 種類の基本の埋め縫いステッチ（平行とコイル、シングルまたはダ

ブル）の組み合わせを使用します。

 サガラ刺繍を作成する場合、主に複合埋め縫いはサガラコンビネーションと組み合わ

せて内蔵のオフセットチェーンやループボーダーでオブジェクトをデジタイズします。
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サガラのステッチタイプ & パターン

「サガラオブジェクト」とするには、デジタイズした形状にチェーンまたはループが適用
されている必要があります。これらはオブジェクトにマシン機能として追加されます。
これらのステッチタイプは TrueView では表示されません。またサガラコンビネーション
は複合埋め縫いと使用して、サガラコンビネーションオブジェクトを作成することがで
きます。チェーンやループの埋め縫いステッチタイプがあるだけでなく、これらのオブ
ジェクトには独自のチェーンまたはループのオフセットしたアウトラインが組み込まれ
ます。

サガラの埋め縫いパターン

サガラ刺繍は通常 2 種類の基本の埋め縫いステッチ（平行とコイル）の組み合わせを使
用します。大きめの領域には、格子と中抜きコイルを使用して密度を増加することがで
きます。使用するパターンはオブジェクトの形状、サイズ、達成したい効果によります。
開いたまたは閉じたオブジェクトのボーダーは、コイルアウトラインや平行アウトライ
ンステッチで作成することができます。

サガラの入力方法

サガラ > チェーンを使用し、チェーンの繋ぎに似た装飾的なステッチを作成しま
す。アウトライン、ボーダー、モノグラムに使用します。

サガラ > ループを使用し、サガラ刺繍の特徴的な盛り上がったループ状のステッ
チでぎっしりと目の詰まった埋め縫いを作成します。

アウトラインステッチタイプ > 平行を使用し、開いた歯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 > 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
た形状に適用する右クリックで設定します。

アウトラインステッチタイプ > コイルを使用し、開いた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します。右クリックし設定を調整します。

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。右クリックし設定を調整します。

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。右クリックし設定を調整します。

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。

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。

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。

デジタイズ > ランニングをデジタイズを使用し、デジタイズラインに沿ってシン
グルステッチを作成します。
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サガラオブジェクトは、フリーハンドを含んだほぼすべての入力方法を使用してデジタ
イズすることができます。サガラ刺繍を作成する場合、主に複合埋め縫いはサガラコン
ビネーションと組み合わせて、オフセットチェーンやループボーダーのあるオブジェク
トをデジタイズします。閉じた形状、四角形、円・楕円形、基本形などのグラフィック
ツールは、サガラコンビネーションと組み合わせて使用できるものもあります。

その他の入力方法はチェーンまたはループステッチのサガラオブジェクトをデジタイズ
するのに使用されます。例えば、コラム A/B オブジェクトは幅が可変のコイルステッチ
と共に使用できますが、複合埋め縫いオブジェクトは中抜きコイルが初期設定になって
います。

同様にコラム C オブジェクトは、幅が可変のステッチと使用します。

コラム A、コラム B、コラム C はサガラコンビネーションで自動的にボーダーを生成しな
いので、マニュアルで追加する必要があります。この場合、ボーダーと埋め縫いの間の
すき間が変化する為、拡大 / 縮小はより問題が起こります。また幅が可変のコイルは画
面上ではアーティスティックに見えますが、通常の刺繍に使用したほうがいいでしょう。
ループステッチは密で生地を完全に覆いますが、一般的に中抜きコイルの埋め縫いの方
が好まれます。

メモ　複合ターニングとサガラコンビネーションは併用できますが、ステッチ角度は作
用しません。同様にコラム A/B のステッチ角度もサガラステッチでは効果はありません。
サガラと通常の刺繍を組み合わせる際に使用される場合があります。

サガラランニング & ボーダー

単一ラインのボーダーをマニュアルでステッチするには、通常ランニングをデジタイズ
とチェーンステッチを使用します。ループも使用することができます。サガラランニン
グステッチは、ステッチの長さが一定なことを除いては通常の刺繍のランニングに似て
います。1 つまたは 2 つのオフセットのランニングは、埋め縫いの領域の縁をはっきりと
させ、サガラの埋め縫いステッチを固定する手助けになります。他のグラフィックスタ
イルの入力方法も使用できます。サガラボーダーはコラム C とコイルやループステッチ
を組み合わせてデジタイズし、追加することができます。お使いのマシンで可能な場合、
サガラと通常の刺繍を組み合わせることができます（例：サガラオブジェクトにほつれ
止め（エンド）を施す）。

サガラ > サガラコンビネーションを使用し、オフセットしたボーダーでサガラ形
状を自動的にデジタイズします。右クリックで自動オフセットボーダーを調整し
ます。

コラム A/B とコイル

複合埋め縫いと中抜きコイル

コラム C とコイル
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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 EmbroideryStudio ユーザーマニュアルをご覧くださ
い。

サガラ刺繍をデジタイズする

サガラオブジェクトのデジタイズは、通常の刺繍と同じテクニックを使用し、サガラス
テッチタイプ（ループとチェーン）、サガラの埋め縫いタイプ（コイルと平行）と通常サ
ガラコンビネーションでデジタイズします。

サガラ刺繍をデジタイズするには

1 新しいファイルを開くか、サガラテンプレートを使用したデザインを開き、マシン

フォーマットを選択します。詳細はサガラマシン用のデザインを作成するをご覧くだ
さい。

2 入力方法（グラフィカルまたは従来型）を選択します。

 埋め縫いにはサガラコンビネーションと複合埋め縫いにグラフィカルツール（閉じ

た形状、四角形、円・楕円形、基本形）を使用します。サガラコンビネーションは
初期設定によりオンになっています。これはオフセットしたアウトラインのあるサ
ガラオブジェクトを自動的に生成します。

 アウトラインにはランニングをデジタイズ方法でループとチェーンを使用します。

ランニング長の調整効果をオフにし、適切なステッチ長を設定します。この値は使
用するサガラステッチタイプにより、チェーンまたはループのサイズを定義しま
す。

3 サガラステッチタイプを選択します。

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。

デジタイズ > ランニングをデジタイズを使用し、デジタイズラインに沿ってシン
グルステッチを作成します。

サガラ > サガラコンビネーションを使用し、オフセットしたボーダーでサガラ形
状を自動的にデジタイズします。右クリックで自動オフセットボーダーを調整し
ます。

サガラステッチ 使用部分

ループ ループ状のステッチ

チェーン 平らなステッチとボーダー

ステッチ長を調整

ランニング長の
調整効果をオフに

する
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4 埋め縫い形状には、サガラ埋め縫いパターンを選択します。

5 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

6 Enter を押して終了します。

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 を押します。デジタイズモードを
終了するには、再び Esc を押します。

サガラステッチをビジュアル化 & チェックする

サガラの基本のステッチは「ループ」と「チェーン」の 2 種類で、すべてのサガラ刺繍
マシンで作成されます。EmbroideryStudio では、ループとチェーンはサガラ専用または
コンビネーションマシンでのみ、マシン機能として解釈されます。サガラオブジェクト
は TrueView で表示されませんが、チェーンとループ項目を簡単に判別できる特別な表示
モードで表示することができます。デザインはカラーパレットの初めの 3 色で表示され
ます。カラー 1= 通常の刺繍項目、カラー 2= チェーン項目、カラー 3= ループ項目となっ
ています。

埋め縫いパターン 埋め込む形状

コイル カーブしたコラムまたは幅の狭い形状を埋める

平行 対角線上に、または垂直に形状を埋める（タタミに似ている）

格子 2 層のストレートラインで大きな形状を埋める

中抜きコイル 渦巻きステッチで大きな形状を埋める

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

1

2

3

4
5

6
7

8 9

10

11
12

1

2

3

4
5

6
7

8 9

10

11
12

13

コイルのアウトライン

平行のアウトライン 格子

中抜きコイル

コイル

平行埋め縫い

サガラ > チェーン / ループで表示を使用し、チェーンとループ項目を簡単に区別
できる特別なモードでオブジェクトを表示します。ロックステッチは緑、チェー
ンは青、ループは赤で表示されます。
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チェーン / ループのデジタイズのエラーをチェックするには

 アイコンをクリックしてチェーン / ループ表示をアクティブにするか、表示 > マシン機

能ごとに表示 > チェーン / ループを選択します。

 ステッチリストを使用して、デザイン中のマシン機能をチェックします。

 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。

メモ　TrueView ではチェーンとループステッチは表示されませんが、低めのズーム倍
率（1:1 以下）で表示して、デザイン全体の印象を見るのに役立ちます。

チェーン / ループ表示

サガラ機能を
チェック

チェーンとループ表示

チェーンステッチ

ループステッチ
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サガラの埋め縫いを作成する

サガラ刺繍は通常 4 種類のステッチタイプ（コイル、平行、格子と中抜きコイル）を組
み合わせます。使用するステッチタイプは入力方法、オブジェクトの形状、サイズ、出
したい効果によります。

コイルと中抜きコイルはサガラの埋め縫いのステッチ形式で、共に渦巻きでステッチさ
れます。コラムや幅の狭い領域を埋めるには、一般的にコイルはループステッチと一緒
に使用されます。他には同じ目的で平行を使用することもできます。大きな領域は中抜
きコイルとループステッチで埋められます。この埋め縫いタイプは手縫いのサガラ刺繍
を模しています。また大きな領域はループステッチと格子と呼ばれる 2 層の平行のス
テッチで埋めることができます。コイルとは異なり、ステッチは真っ直ぐなラインに
沿って生成されます。ステッチ角度はこれらの埋め縫いタイプでは効果をなしません。

コイルでデジタイズする

コイルは通常の刺繍のサテンに相当します。ステッチは渦巻きで生成されます。ステッ
チ長は幅が異なる場所でも一定です。コイル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。ステッチはカーブしたラインに沿って生成され、コイル

幅が可変の幅の狭
い形状にはコイル

大きな形状には
格子

幅の狭い形状には
平行

テクスチャには
中抜きコイル

アウトラインには
チェーンステッチ

アウトラインステッチタイプ > コイルを使用し、開いた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します。右クリックし設定を調整します。

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。右クリックし設定を調整します。
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は幅が異なる場所でも一定の長さのステッチを生成します。簡単に糸がほどけない滑ら
かな仕上がりになります。

コイルステッチをデジタイズするには

 サガラステッチタイプ（チェーンまたはループ）を選択し、コイルを選択します。

 入力方法を選択し、デジタイズを開始します。デジタイズした境界線は、をコイルの

埋め縫いやアウトラインどちらを生成するのにも使用できます。

 形状をデジタイズし終えたら、Spacebar または Enter を押します。コイルステッチは端

を閉じた / 開いた状態で生成することができます。

 Spacebar を押し、端の開いたコイルステッチを生成します。これはオブジェクトを

繋げる際に便利です。

 Enter を押し、端の閉じたコイルステッチを生成します。

コラム C+ コイル

コラム B+ コイル

コラム A+ コイル

開いたコイルには Spacebar を押す 閉じたコイルには Enter を押す
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 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。

 通常サガラ刺繍は、ステッチ長を変更する必要はありません。標準は 2mm です。ループ

ステッチは糸の太さにより調整する場合があります。

参考　高さの異なるループを使用したい場合は、ステッチ長ではなく、針高さを調整
します。この方法の方がより簡単で正確です。詳細は針高さを調整するをご覧くださ
い。

 目の詰まった / 開いたスタイルのサガラ刺繍を作成するには、コイルの間隔を調整しま

す。通常、幅と組み合わせて希望のスタイルになるようにします。

メモ　スマートコーナーはコイルと併用でき、コラム C オブジェクトに使用すること
ができます。詳細は EmbroideryStudio ユーザーマニュアルのスマートコーナーをご
覧ください。

中抜きコイルでデジタイズする

コイルの間隔

ステッチ長

コイル幅

コイルステッチ
設定を調整

ステッチ長 :2mm ステッチ長 :5mm

コイル間隔 :5mm コイル間隔 :10mm

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閉じたオブジェクトを埋めま
す。右クリックし設定を調整します。
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大きな領域は、ループステッチと中抜きコイル埋め縫いを使用して埋めることができま
す。中抜きコイルは手縫いのサガラ刺繍の円を描くようなステッチを真似た、 も人気
のあるサガラの埋め縫いタイプといってもよいでしょう。ステッチ角度は効果を成しま
せん。

参考　サガラコンビネーションを使用し、オフセットボーダーを自動的に生成します。
詳細はサガラコンビネーションをご覧ください。

中抜きコイルステッチでデジタイズするには

 ループを選択し、中抜きコイル埋め縫いを選択します。

 入力方法を選択し（例：複合埋め縫い）デジタイズを開始します。

 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にアクセスします。中抜

きコイルのステッチ長やコイルの幅、間隔、高さ、オーバーラップは設定することが
できます。きついカーブがある場所には、小さめのステッチを使用します。

 コイルに関しては、中抜きコイルのステッチ長は変更する必要はありません。標準は

2mm です。ループステッチは糸の太さにより調整する場合があります。

 同様に、密な / 開いたサガラ刺繍に見えるよう間隔と幅の値を調整し、希望のスタイル

にします。幅はコイルの間隔の値に対するパーセンテージで設定します。値が小さい
ほど、コイルの巻きがきつくなります。

コイルの高さ

ステッチ長 コイルの間隔

コイルの
オーバーラップ

コイル幅

コイル幅 50% コイル幅 100%
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 必要に応じてコイルの高さを調整します。高さの値は各ループのサイズに対応します。

 必要に応じて、コイルのオーバーラップを調整します。これはループ間の間隔とそれ

に伴う埋め縫いの密度をコントロールします。

平行ステッチでデジタイズする

平行はタタミに似ており、一般的に複合埋め縫いでデジタイズした幅の狭いオブジェク
トに適しています。コラムや幅の狭い領域を埋めるには、平行埋め縫いとループステッ
チを使用します。領域は対角線上か、または横方向 / 縦方向に埋めることができます。
ステッチはストレートラインに沿って生成されます。ステッチ長は幅が異なる場所でも
一定です。

平行ステッチでデジタイズするには

 サガラステッチタイプ（ループまたはチェーン）を選択し、平行を選択します。

コイルの高さ :9mm コイルの高さ :5mm

コイルのオーバーラップ :2mm コイルのオーバーラップ :1mm

アウトラインステッチタイプ > 平行を使用し、開いた歯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 > 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。

コラム C+ 平行

コラム B+ 平行

コラム A+ 平行
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 入力方法を選択し、デジタイズを開始します。デジタイズした境界線は、平行の埋め

縫いまたは平行のアウトラインどちらを生成するのにも使用できます。

 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にアクセスします。ス

テッチ長と間隔、ステッチ角度の数値は設定することができます。

 ステッチ長と間隔を調整し、希望の効果を作成します。間隔値はステッチのライン間

の間隔を指します。ステッチ長は針落ちポイント間のすき間を指します。

 ステッチ角度は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で調整します。

ステッチ間隔

ステッチ長
ステッチ角度

ステッチ間隔 2.5mm ステッチ間隔 5.0mm
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メモ　スマートコーナーは平行ステッチと併用でき、コラム C に使用することができ
ます。詳細は EmbroideryStudio ユーザーマニュアルのスマートコーナーをご覧くだ
さい。

格子でデジタイズする

格子はサガラ刺繍で使用される も一般的な埋め縫いステッチで、大きな閉じた領域を
ループで埋めるのに適しています。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。格子は 2 層の平行ステッチで構成されています。1 番目の層の角度はオブジェク
トプロパティにより定義されます。通常、埋め縫いの 2 番目の層は 45 度と 135 度の 初
の埋め縫いに垂直に交わります。

参考　サガラコンビネーションを使用し、オフセットボーダーを自動的に生成します。
詳細はサガラコンビネーションをご覧ください。

格子でデジタイズするには

 ループステッチタイプを選択し、格子埋め縫いを選択します。

 複合埋め縫いなどの入力方法を選択し、デジタイズを開始します。サガラオブジェク

トをデジタイズするも併せてご覧ください。

 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 層目

の格子のステッチ長、間隔、角度は調整することができます。

 ステッチ長と間隔を調整し、希望の効果を作成します。間隔値はステッチのライン間

の間隔を指します。ステッチ長は針落ちポイント間のすき間を指します。

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
た形状に適用する右クリックで設定します。

ステッチ長 ステッチ
間隔
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 オブジェクトプロパティからステッチ角度を調整します。1 番目の層の角度は複合埋め

縫いのオブジェクトプロパティにより定義されます。

 格子プロパティにアクセスし、2 番目の層の角度を調整します。初期設定では、2 番目

の層の角度は 1 番目の層に対し 90 度になります。

針高さを調整する

針高さはループステッチをステッチする際に、サガラマシンで形成されるループの高さ
と、チェーンステッチの幅をコントロールします。マシンの中にはマシンでのみ針高さ
をコントロールできるものもあります。メルコサガラマシンは「A」から「Z」に指定さ
れた 26 種類の異なる針高さ位置を使用します。高さ「A」が一番低く 0.0100、「Z」が一
番高く 0.3225 です。連続する各文字は前述の文字より 0.0125 高くなっています。実際
の針高さの長さは針板の上面からニードルフックまでの距離をになります。

針高さ機能を挿入し、デジタイズ時に位置を選択することができます。Melco テープファ
イルフォーマットには、各針高さの位置に割り当てられてられた特定のコードがありま
す。

針高さを調整するには

 針高さアイコンをクリックします。針高さダイアログが開きます。

 リストから針高さの値を選択し、OK をクリックします。

1 番目の層の
角度を調整

1 番目の層の角度
:0 度

1 番目の層の角度
:45 度

2 番目の層の
角度を調整

2 番目の層の角度 :45 度

サガラ > 針高さをクリックし、針高さの値を設定します。
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メモ　デザインをステッチする際、メルコサガラマシンは選択に基づき、自動的に針
高さを変更します。デザイン内で選択した針高さを使用するには、マシンフォーマッ
トを設定ダイアログの設定数値使用チェックボックスを選択します。詳細は針高さを
調整するをご覧ください。

複合埋め縫いをサガラに変換する

サガラコンビネーションを使用し、複合埋め縫いオブジェクトをサガラに変換すること
ができます。オフセットボーダーとサガラ埋め縫いが追加されます。オフセットランニ
ングは、埋め縫いと同じ境界線で自動的に複数生成されます。

複合埋め縫いをサガラに変換するには

1 複合埋め縫いオブジェクトを選択します。

2 チェーンまたはループアイコンをクリックします。

3 サガラのステッチタイプ（平行、格子または中抜きコイル）を選択します。

4 サガラコンビネーションアイコンをクリックします。オフセットボーダーとサガラ埋

め縫いがオブジェクトに追加されます。サガラコンビネーションの設定も併せてご覧
ください。

サガラ & 通常の刺繍デザインを組み合わせる

サガラデザインは、どのマシンフォーマットにも変換することができます（通常の刺繍
マシンを含む）。これは通常の刺繍とサガラ刺繍を一つのデザインに組み合わせたい場合

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。

サガラ > サガラコンビネーションを使用し、オフセットしたボーダーでサガラ形
状を自動的にデジタイズします。右クリックで自動オフセットボーダーを調整し
ます。

サガラコンビネーションを
使用形状の周りに自動的に

ボーダーが生成

複合埋め縫い
オブジェクト
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に便利です。サガラと通常の刺繍デザインは単一のファイルからマシンに出力すること
ができます。

サガラとロックステッチデザインを組み合わせるには

 サガラとロックステッチデザインを計画します。

 デザインメニューからコンビネーションマシンフォーマットを選択します。

 サガラと通常の刺繍ステッチタイプを組み合わせてデザインを計画します。

 通常の刺繍とサガラ両方をサポートしているマシンを使用している場合、サガラス

テッチタイプ（チェーンまたはループ）を選択 / 非選択することにより、通常の刺繍
とサガラオブジェクト間を簡単に入れ替えることができます。

コンビネーションマシン
フォーマットを選択
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第 4 章

サガラコンビネーション

サガラオブジェクトは形状内にステッチを含み、縁を明確にするボーダーを含む必要が
あります。サガラコンビネーションツールは埋め縫いエリアをステッチする前 / 後に、
複数のオフセットボーダーを自動的に生成することができます。オフセットのランニン
グはループまたはチェーンで、特定のオフセット値と針高さでステッチするよう設定す
ることができます。コンビネーションオブジェクトを拡大 / 縮小しても、オフセットの
すべての値は維持されます。複合埋め縫いでデジタイズしたオブジェクトのみ、サガラ
コンビネーションを使用することができます。

サガラコンビネーションツールは形状の内側 / 外側に、自動的に 高 3 つのオフセット
したボーダーを生成することができます。形状内に生成したオフセットしたループや
チェーンステッチは形状をはっきりさせるのに使用し、外側にオフセットしたループや
チェーンステッチはハイライトに使用することができます。

この章では、サガラコンビネーション機能を使用して自動的にサガラ刺繍を作成する方
法と、 高の仕上がりになるようステッチ設定を変更する方法について説明しています。

サガラコンビネーションを作成する

サガラコンビネーションと複合埋め縫いで、 大 3 つのオフセットしたボーダーをデジ
タイズします。オフセットは埋め縫い部分の縁をはっきりとさせます。サガラコンビ
ネーションは、埋め縫いの境界線を基にした複数のオフセットを自動的に生成します。
埋め縫いの前 / 後に、 大 3 つのオフセットしたボーダーを設定することができ、各
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ボーダーはオフセットの距離、チェーンとループの針高さを含んだ独自の設定を持って
います。

サガラコンビネーションのボーダーをデジタイズする

サガラコンビネーションは：

 高 3 つのオフセットを埋め縫いの前に生成できる

 埋め縫いを含める / 省くことができる

 高 3 つのオフセットを埋め縫いの後に生成できる

参考　その他の入力方法で作成したオブジェクトの周りにサガラコンビネーションボー
ダーを作成するには、埋め縫いステッチ部分を削除します。

サガラボーダーをデジタイズするには

1 新しいファイル、またはサガラテンプレートを使用したデザインを開きます。詳細は

サガラマシン用のデザインを作成するをご覧ください。

オブジェクトの境界線外側
にオフセットしたチェーン

（負の値）

オブジェクトの境界線内側
にオフセットしたループ

（正の値）

オブジェクトの境界線

平行埋め縫いステッチ

サガラ > チェーンを使用し、従来ループステッチのボーダーやアウトラインに使
用されていた、平らなステッチを作成します。

サガラ > ループを使用し、ループ状のパイルのようなステッチを作成します。

サガラ > サガラコンビネーションを使用し、オフセットしたボーダーのあるサガ
ラ形状を自動的にデジタイズします。

埋め縫いとオフセットした
ボーダー

埋め縫いのみ、
ボーダーなし

ボーダーのみ、
埋め縫いなし
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2 チェーンまたはループステッチを選択し、サガラコンビネーションアイコンをクリッ

クします。

3 サガラ埋め縫いタイプ（平行、格子または中抜きコイル）を選択します。

4 複合埋め縫いなどの閉じた形状ツールで境界線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　プロンプトラインのメッセージは、デジタイズの指示を表示しています。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。すべ
ての基準点の入力を取り消すには、Esc を押します。デジタイズモードを終了するに
は、再び Esc を押します。

5 Enter を押して形状を閉じます。

6 境界線に開始 / 終了点をマークします。

7 ポイントを 2 つデジタイズし、ステッチ角度を定義します。

参考　刺繍のセグメント間の隙間を 小限にしたい場合は、開始 / 終了点を境界線外
側の反対側に配置します。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。

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オブジェクトの一部となりま
す。

ボーダープロパティを設定する

サガラコンビネーションを使用すれば、 高 6 つのオフセット（埋め縫いの前に 3 つ、
後に 3 つ）を設定することができます。一般的にサガラオブジェクトにはチェーンの
ボーダーのあるループの埋め縫いが含まれています。サガラ刺繍には、ほつれ止め（ス
タート）やほつれ止め（エンド）はありません。通常初めにほつれ止め（スタート）の
役目をするチェーンのボーダーを施します。ループステッチは糸がほつれてしまうので、
あまり効果がありません。埋め縫いの後にほつれ止め（エンド）の役割をするチェーン
のボーダーを適用します。ボーダーはサガラオブジェクトを所定の位置に固定する以外
にも、縁をはっきりさせたり、装飾として使用されます。ボーダーの数はオブジェクト
のサイズによります。オブジェクトが大きいほど、より多くのボーダーを追加すること
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ができます。オフセットの距離、ステッチタイプ（チェーンまたはループ）、針高さはそ
れぞれ独立して制御することができます。

ボーダープロパティを設定するには

 サガラコンビネーションオブジェクトを選択し、アイコンをクリックします。オブ

ジェクトプロパティ > サガラコンビネーションドッカーが開きます。

 必要に応じて「埋め縫いの前」オフセットを設定します。

 それぞれにステッチタイプを設定します :「チェーン」、「ループ」、または「なし」

（オフセットなし）。通常一番目のオフセットはチェーンでステッチし、その他は
ループを使用します。

 オフセットの距離を設定します : 正の値でオブジェクト内側のオフセットを、負の

値でオブジェクトの周りのオフセットを生成します。

埋め縫いの前または後を選択

オフセット 1 を特定

オフセット 2 を特定

オフセット 3 を特定
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 ドロップリストから各オフセットの針高さを設定します。これはループステッチを

ステッチする際に形成されるループの高さを定義します。

 必要に応じて「埋め縫いの後」用に操作を繰り返します。　

 それぞれにステッチタイプを設定します：通常一番目のオフセットはチェーンでス

テッチします。サガラオブジェクトにほつれ止め（エンド）を施す助けになりま
す。

 それぞれにオフセットの距離を設定します。

 それぞれに針高さを設定します。

 任意で埋め縫いオフセット値を入力します。

埋め縫いオフセットは、デジタイズした境界線と埋め縫い部分の間の距離を設定しま
す。距離は 後のオフセットからではなく、オブジェクトの境界線から測ります。正
の値で埋め縫いを境界線の内側に、負の値でオフセットを境界線の外側に移動させま
す。

参考　色替えはマニュアルで埋め縫いとオフセットの間に挿入することができます。

アウトライン外側
オフセット 1.5mm

アウトライン内側
オフセット 1.5mm

オブジェクトの
アウトライン

埋め縫いのオフセット
を調整

埋め縫いオフセットの
距離 :0.0mm

埋め縫いオフセットの
距離 :2.5mm



Wilcom EmbroideryStudio e4 サガラ増補版 41

サガラコンビネーションの設定

サガラコンビネーションドッカーでは：

 オフセットランニング間のオーバーラップの数を設定します。

 ランニングステッチの方向を時計回りまたは反時計回りに変更します。

 オフセットのステッチ長（チェーンとループ両方）を設定します。

 マシンがサポートしているオフセットの針高さを設定します。

 埋め縫いを一緒に取り除きます。

オーバーラップするステッチ

オーバーラップステッチ数設定では、オフセットランニング間のオーバーラップするス
テッチの数を設定します。オフセットランニング間のつなぎ糸を数ステッチ移動させ、
つなぎ目でステッチが重なってしまうのを防ぎます。またつなぎ糸は一列にしない方が
目立ちません。

ランニングステッチの方向

オフセットボーダーのランニングステッチの方向を設定することができます。

ループボーダーは、ステッチの方向を正しく設定することが重要です。ステッチを行な
う際、糸そのものは反対にねじれる効果で緩みませんが、よりきつくねじられます。刺
繍家の中には糸を購入する際に糸の撚りの方向をチェックし、使用する刺繍機に合うか
確認する方もいます。

オフセットのステッチ長

チェーンとループオフセット両方のステッチ長を調整することができます。

デザインを通して、同じ糸タイプのステッチの長さは一定にする必要があります。ス
テッチの長さが異なると、ループステッチのループの高さとチェーンステッチのループ
の幅も異なることになり、むらのある刺繍になってしまいます。サガラマシンは現在の
針高さの設定に基づき、各ループの糸を同じ長さ引き上げます。

メモ　異なる高さのループを使用したい場合、ステッチ長ではなく常に針高さを調整し
ます。ステッチ長はループの高さに影響を与えますが、針高さを調整する方が簡単でよ
り正確です。詳細は針高さを調整するをご覧ください。

オーバーラップする
ステッチの数を入力

オーバーラップした 2 ステッチ

ランニングの方向を選択

チェーンとループ両方の
ステッチ長を調整
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オフセットの針高さ

針高さ設定は各オフセットで有効です。様々な高さのループを使用する場合は、ステッ
チ長ではなく、常に針高さを調整しましょう。ステッチ長はループの高さに影響を与え
ますが、針高さを調整する方が簡単でより正確です。針高さ設定はチェーンステッチで
はあまり効果がありませんが、幅に影響します。その他のサガラ刺繍に関する考慮すべ
き点も併せてご覧ください。

埋め縫いのないボーダー

埋め縫いはサガラコンビネーションオブジェクトに初期設定で含まれていますが、組み
込むか削除するか選択でき、オフセットボーダーのみ使用することができます。複数の
サガラオブジェクトの周りに共通のサガラボーダーを作成する際に埋め縫いを削除しま
す。

必要に応じて各オフセットの
針高さを設定

チェックを外し、
埋め縫いを削除する
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第 5 章

サガラ刺繍のレタリング

追加エレメントのサガラ機能を使用すれば、特殊なサガラレタリングを作成することが
できます。ソフトウェアに組み込まれているサガラ刺繍書体は、他の書体同様にサイズ
や色を変更することができます。また自分だけのレタリングを作成することもできます。

サガラデザインのレタリングを追加する

ツールボックス > レタリングをクリックし、画面上にテキストを入力します。右
クリックで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。

サガラ > ループを使用し、ループ状のパイルのようなステッチを作成します。右
クリックし設定を調整します。
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追加機能のサガラエレメントは専用のサガラ書体を含んでいます。これらの書体は通常
の書体のように拡大 / 縮小や色を変えることができます。生来サガラ書体は 2 インチ
(50mm）から 6 インチ (150mm) の間の比較的大きなサイズでデジタイズされます。

サガラレタリングは通常の刺繍レタリングと同じ要領で追加します。サガラ書体はレタ
リングドッカーから選択します。サガラ書体は名前の頭に「CH」がついています。

サガラ書体は「デジタイズされたように」接合方法を使用しなければならない事以外は、
通常の刺繍書体と同じように使用します。コイル埋め縫いでデジタイズされたものもあ
れば、格子のものもあります。サガラレタリングを構成要素の文字に分解した場合、各

サガラ書体を
選択
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構成要素はループの埋め縫いの前に、一つのチェーンと 2 つのループのオフセットがあ
るサガラコンビネーションオブジェクトであることが分かります。

ステッチリストをチェックすると、各文字は独自のチェーンとループステッチでステッ
チされているのが分かるでしょう。

サガラレタリングを拡大 / 縮小する

サガラ書体の中には、特定のサイズの文字と 1 種類の太さの糸のみ適するものがありま
す。これらの書体は、推奨サイズの 5-10% 以上の大きさにはうまく変更できません。こ
れらの書体のステッチの値（ステッチ長や間隔など）の変更はお薦めしません。その他
のサガラ書体は特定の範囲のサイズで使用するようデザインされており、格子書体の中

ループ埋め縫い



第 5 章   サガラ刺繍のレタリング 46

には、ステッチ長、間隔、オフセットなどのオブジェクトプロパティを変更できるもの
もあります。各サガラ書体の推奨サイズはサガラ書体のサンプルをご覧ください。

その他の書体をサガラに使用する

標準の刺繍書体や TrueType フォントは、少し手を加えることでサガラレタリングに使用
することができます。書体文字は通常コラム A でデジタイズされますが、自動的にサガ
ラコンビネーションでボーターを追加することはできません。マニュアルまたはオフ
セットを生成することでボーダーを追加する必要があります。例えば、サガラレタリン
グを一般的なブロック書体とコイルの埋め縫いで作りたい場合、各文字はサガラチェー
ンとループのアウトラインなしではすぐにほつれてしまいます。

簡単オフセットでアウトラインを生成し、それをチェーンのランニングに変換すること
もできますが、ここで示してあるように、単一のアウトラインがレタリングオブジェク
ト全体の周りに作成される結果になるでしょう。
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これは簡単オフセットを生成する前に文字間隔を増加すると解決するでしょう。しかし、
オフセットがレタリングに沿った別のオブジェクトとして生成されるという問題があり
ます。

レタリングオブジェクトは分解し、すべて並び替えしなくてはいけません。

アウトラインが続く
レタリングオブジェクト

レタリングを分解し、
並び替え
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更に装飾的にするには、オブジェクト全体の周りにその他のオフセットを生成します
（例：コラム C とコイルまたはループ）。

サガラ書体のサンプル

サガラ書体はコイルと格子で埋められた標準書体が含まれています。サガラ書体は「デ
ジタイズされたように」接合方法を使用しなければならない事以外は、通常の刺繍書体
と同じように使用します。生来サガラ書体は 2 インチ (50mm）から 6 インチ (150mm) の間
の比較的大きなサイズでデジタイズされます。これらは胸ポケットには適していません。
以下のテーブルにはサガラ書体が推奨サイズ範囲と共にリストされています。

書体 サンプル
推奨サイズ

小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm
CH 2Color 
Numbers

2 50 5 125

CH 2inch 
Pennant 
Script

2 50 2 50

CH 3inch 
Pennant 
Script

3 75 3 75

CH 3.5inch 
Shadow Nos

3.5 87 3.5 87

CH 6inch 
3D-Block

6 150 6 150
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CH 
Chenille 
Block

2 50 6 150

CH 
Playbill

4 100 6 150

CH Prince 
Athletic

2 50 6 150

CH Square 
Block

2 50 6 150

CH Tall 
Pennant 
Script

3 75 4 100

書体 サンプル
推奨サイズ

小値 大値

ｲﾝﾁ mm ｲﾝﾁ mm
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第 6 章

マシンフォーマットを変更する

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と、サガ
ラはデジタイズ中に適用されるコマンドを、マシンで読み取れるマシン機能に変換しま
す。

デザインを開く際にサガラテンプレートを選択した場合、マシンフォーマットはサガラ
マシンが初期値になります。マシンフォーマットはいつでも変更することができます。
完成したデザインは、メルコのサガラマシンに直接送信したり、タジマやバルダンのサ
ガラマシンでステッチすることができます。 

この章では、マシンフォーマットの変更の仕方やお使いのマシンの要件にあうようマシ
ンフォーマットをカスタマイズする方法について説明しています。

マシンフォーマットを変更する

デザインが完成したら、元のマシンフォーマットを変更することなく、サポートされて
いるどの刺繍機にも出力することができます。 これらのマシンタイプがサポートされてい
ます。

 タジマ TBF

 タジマ TMCE-100

 タジマ TMCE-600

 バルダン FDR-II サガラコンビネーション

 バルダン サガラ

 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 FDR-3

 バルダン FDR-3 サガラコンビネーション

 メルコ サガラ

選択したマシンフォーマットがデザインの特定の機能をサポートしていない場合は、そ
れが自動またはマニュアルで挿入されたものでも、その機能は無視されます。 
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マシンフォーマットの変更をするには

 デザイン > マシンフォーマットを選択を選択します。

 リストからサガラマシンフォーマットを選択します。

 選択したフォーマットの設定をチェックするには、設定をクリックします。 詳細は次

項を参照ください。

 OK をクリックします。

マシンフォーマットを変更する

お使いのマシンが異なる場合、マシンフォーマット設定を変更する必要があります。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。 これには 3 つのオプションがあります。

 特定のデザインのフォーマットを変更し、そのデザインでのみ使用するユーザー設定

フォーマットを作成します。

 提供されている標準のフォーマットを変更します。 オリジナルの値がこれ以上必要な

い場合にのみ行います。

 オリジナルを基に新規のフォーマットを作成し、それをすべてのデザインで利用でき

るようにします。

特定のデザイン用にフォーマットをカスタマイズする

この機能は、オリジナルのフォーマットを変更せずに、特定のデザインのマシンフォー
マット設定を変更したい場合に使用します。 マシン > マシンフォーマット設定を選択し
ます。

マシンフォーマット
を選択

現在のマシン
フォーマット

値を変更

標準と上級設定を
調整

フォーマット名は
変更できない
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必要に応じてフォーマットを調整します。 新規のマシンフォーマットが特定のデザイン用
に作成され、オリジナルのマシンフォーマットとデザイン名から自動的に名前が付けら
れます（例 :「Melco-Design1」）。 このフォーマットはマシンフォーマットを選択ダイア
ログに表示され、デザインと共に保存されます。

標準フォーマットを変更する

標準マシン値がお使いのマシンに合わない場合は、値を変更することができます。マシ
ンフォーマットを選択ダイアログで、変更するマシンフォーマットを選択します。

設定をクリックし、フォーマット設定にアクセスします。必要に応じてフォーマットを
調整します。新しい設定は選択したフォーマットで保存され、すべての新しいデザイン
で使用することができます。

変更するマシン
フォーマットを

選択

フォーマット
設定にアクセス

フォーマット名は
変更できない

設定を変更
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ユーザー設定フォーマットを作成する

標準フォーマットを上書きしたくない場合は、オリジナルを基に新しいフォーマット作
成し、すべてのデザインで使用できるようにします。デザイン > マシンフォーマットを
選択を選択し、新しいフォーマットの基にするマシンフォーマットを選択します。

作成をクリックします。 マシンフォーマットを設定 > 標準タブを開きます。

新しいフォーマットの名前を入力します。初期設定を上書きします（例：サガラコンビ
ネーション -1）。コメントフィールドに、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、マシンフォーマットの設定を調整します。 利
用できるマシンフォーマットリストに、新規のフォーマットが表示されます。

メモ　標準フォーマットは削除できませんが、ユーザー設定マシンフォーマットは必要
なくなった場合に、お使いのシステムから削除することができます。

マシン
フォーマットを

選択

選択を基に新しい
フォーマットを作成

フォーマットの
名前を入力

設定を変更

ユーザー設定
マシンフォーマット

クリックし、
フォーマットを
削除
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マシンフォーマット設定

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際、選択したマシン
フォーマットに関連したフィールドのみ表示されます。これには 3 つのオプションがあ
ります。

 特定のデザインのフォーマットを変更し、そのデザインでのみ使用するユーザー設定

フォーマットを作成します。

 提供されている標準のフォーマットを変更します。 オリジナルの値がこれ以上必要な

い場合にのみ行います。

 オリジナルを基に新規のフォーマットを作成し、それをすべてのデザインで利用でき

るようにします。

設定を変更するには、マシンフォーマット設定ダイアログにアクセスします。一般的な
変更可能な値は、 大 & 小ステッチとショートカット角度の値です。 サガラショート
カットフィルターは、サガラステッチの生成時に小さなステッチの生成とステッチ方向
の急激な変化を防ぎます。これらのフィルターはサガラステッチタイプのみで作用する
ので、通常の刺繍のステッチタイプには影響しません。

サガラマシンは標準の刺繍と同じマシンフォーマット値を持ちますが、以下が異なりま
す。

上級タブでマシンフォーマットオプションを設定できます。 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
点に特別なコードを入力することができます。 

注意　設定はお使いの刺繍機で使用されるコードの詳しい知識がある場合のみ変更して
ください。

小 & 大ステッチ値

サガラのステッチ長の設定は、サガラステッチが生成される際に小さなステッチを回避
します。これらのフィルターはサガラステッチタイプのみで作用するので、通常の刺繍
のステッチタイプには影響しません。しかしフォーマットがコンビネーションマシンに
適切である場合を除きます。その場合、通常の刺繍とサガラ刺繍の値を単独で設定しま
す。

マシン 追加の値

メルコ サガラ 小ステッチ長、ショートカット角度、針高さの設定数値

タジマ TMCE-600 小ステッチ長、ショートカット角度

タジマ TMCE-100 小ステッチ長、ショートカット角度、ボーリングなし

大フレーム移動は 4.0mm

小 & 大
ステッチ長の設定
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小ステッチ長フィールドに、選択したマシンに出力する際に許容する 小のステッチ
の値を入力します。 大ステッチ値は、お使いのマシンで使用されているテープコードに
より異なります。

ショートカット角度の値

サガラマシンの中には、ステッチ間の角度がきつ過ぎてはいけないものもあります。例
えばタジマサガラマシンでは、角度が 低 60 度あることが必要です。 サガラのショート
カット角度設定は、サガラステッチの生成時にステッチ方向の急激な変化を防ぎます。 

これらのフィルターはサガラステッチタイプのみで作用するので、通常の刺繍のステッ
チタイプには影響しません。 サガラはオブジェクトの内側のすべての上縫いステッチに、
自動的にショートカット角度を適用します。 しかし移動ステッチとオフセットと埋め縫い
間のつなぎ糸は、常にチェックされるわけではありません。 またショートカットはオブ
ジェクト間のつなぎ糸とジャンプには適用されません。

参考　デザインチェッカーはサガラのショートカット角度を識別することができます。
デザインチェッカーはショートカットキーの Ctrl+K でアクティブになります。 ステッチ
カーソルがのショートカット角度を無視している初めのステッチにジャンプします。 この
問題はステッチを編集して訂正しなくてはなりません。 再度ショートカットキーを押し、
残りのデザイン部分に問題点があるか確認します。 

メモ　EMB 刺繍フォーマット以外のサガラデザインは、EmbroideryStudio で開く際、オ
ブジェクト / アウトラインチェックボックスのチェックを外すことにより、ショート
カットをチェックした状態にすることができます。

色替えの値

サガラマシンは、デザインの「色替え」機能を針番号またはストップ機能としてマシン
で読み取ります。

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。

システム 値

2 進法 12.7mm

3 進法 12.1mm

ショートカット
角度を調整

コンビネーション
マシンの色替え設定
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 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。

針番号を割当てられるマシンでは、針またはルーパーの数を指定する必要があります。 コ
ンビネーションマシンの場合は両方指定します。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。

含まれる可能性のあるその他の設定：

糸切り機能

サガラの糸切り機能は基本的に通常の刺繍と同じですが、サガラヘッドの機械的な制限
により、ほつれ止め（スタート）とほつれ止め（エンド）がないという違いがあります。
マシンフォーマットの中には、糸切りコマンドのフォーマット方法や認識方法を指定で
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。 その他の刺繍機は、複数のジャンプを糸切りコマンドとして認識します。 

自動の糸切り機能を搭載していない刺繍機は糸切りコマンドを認識できず、糸切りコー
ドのある場所でデザインが動いてしまう場合もあります。 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。

メモ　糸切りを出力の選択を解除した場合、糸切り機能がデザインから削除されるので
はなく、選択したマシンフォーマットでの機能が無視されるだけです。 

機能 目的

ストップ 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 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。

針棒番号 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。

設定 目的

グループアドレス
使用

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。 

初の色替が必要 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。

スタート点へ戻る 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。

選択して糸切り
機能を出力

糸切りをする
ジャンプの数を特定
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針高さ

サガラマシンの中には、マシンがループステッチを縫う際に形成されるループの大きさ
をコントロールする針高さを設定することができるものもあります。

マシンの中には、針高さはマシン上で調整できるものもあり、デザイン中で特定した高
さを使用するかどうか選択することができます。マシン上でマニュアルで針高さを選択
したい場合は、チェックボックスのチェックを外します。

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、針の一本と置き換
えられることがよくあります。 

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。 

 マシンがボーラーイン機能を装備している場合は、オフセット値は 0mm にします。

 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。

色替え順序

刺繍機の中には、色替えコマンドの前後にノンデータジャンプ / ノンデータステッチで
構成される色替え順序がないと、 色替えコマンドを認識できないものがあります。 お使い
の刺繍機に色替え順序の数値が必要かどうかは、刺繍機の仕様書でご確認下さい。

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、色替えコマンドの前に挿入されるノンデータステッチとノン

チェックを入れ、
デザイン中で特定した

針高さを使用する

コンビネーションマシン
の色替え設定

ボーラーオフセット値を
入力

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で定義した
順序に対応する
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データジャンプの数が表示されます。 その他のフィールドには、コマンドの後に挿入され
るノンデータジャンプとノンデータステッチが表示されます。

デザインのスタート / エンド点

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スタート / エンド点をス
テッチできるように、更にノンデータステッチとノンデータジャンプが必要なものもあ
ります。 ストップ機能を必要とするマシンや、 マシンのタイプにより、マシンを初期化し
たり、ステッチ後にフレームアウトを始動させるコマンドが必要な場合もあります。 これ
らのフィールドには初期値に加え、挿入したい追加コードが表示されます。

チェーンステッチで始める場合、ノンデータステッチコードが自動的にデザインのス
タート点に挿入されます。 ループテッチで始める場合、ノンデータステッチとストップ
コードが自動的にデザインのスタート点に挿入されます。

注意　デザインの始まりにノンデータステッチを 2 つデジタイズしないでください。位
置合わせに影響してしまいます。 デザインの他の場所にノンデータステッチを使用するの
は避けましょう。 その他のタジマサガラの値は標準のロックステッチタジママシン値と同
じです。

制御コマンドをチェックする

マニュアルのマシン機能を含むデザインのマシンフォーマットを変更する場合、それら
の機能が新しいフォーマットと互換性があるかどうかチェックする必要があります。 一般
的に、マシンで施行できない機能は無視されます。無視された機能がノンデータステッ
チまたはノンデータジャンプに挿入されていた場合、ステッチまたはジャンプは自動的
に削除されます。 しかし時には機能が正しく変換されない場合もあります。 例えばマシン
の中には、糸切りコード以外に、連続したジャンプを糸切りコマンドと解釈するものも
あります。

メモ　機能が新しいマシンフォーマットで有効でない場合、機能名の後に括弧で無視と
表示されます。

制御コマンドをチェックするには

 マシン機能の位置まで移動します。 

 あるいはステッチリストでマシン機能を特定し、選択します。 

プロンプトラインにマシン機能名が表示されます。 その他の情報は機能名の後の括弧
内に表示されます（例：針高さ）。

タジマサガラマシンにデザインを出力する

タジマサガラマシンには、チェーン、ループ、色替えの 3 つの機能があります。タジマ
のコードシステムは、これらのマシン機能に割り当てられる特定のコードはありません。
各タジママシンは、これらのマシン機能を意味する異なるノンデータステッチとストッ
プコードの組み合わせを使用します。 サガラは、新旧両方のタジマサガラマシンのマシン
フォーマットを装備しています。

初期値に加え、挿入する
追加コードを特定
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タジマサガラマシンには、TMCE-100 と TMCE-600 の 2 種類があります。 近のタジマ
TMCE-600 マシンは、チェーンとループステッチ間を切り替える単一のストップコードの
み使用します。旧マルチストップ TMCE-100 マシンは、チェーン、ループ、針高さ機能に
は複数のストップコードとノンデータコードの異なる組み合わせを使用します。このマ
シンタイプを使用してデザインをステッチする場合は、必ず「タジマサガラマルチス
トップ」マシンフォーマットを選択してください。 チェーン、ループ、針高さ機能は自動
的にノンデータステッチとストップコードに自動的に変換されます。

タジマ TMCE-S サガラマシンは、チェーンとループ間を切り替える単一のストップコード
のみ使用します。 これらのマシンは機能を区別できないので、色替えに針番号を選択する
のと同じように、マシンで各ストップの機能を選択する必要があります。 このマシンタイ
プを使用している場合、タジマサガラ TMCE-600 マシンフォーマットを選択します。 
チェーン、ループ、針高さ機能はそれぞれ単一のストップコードで出力されます。

コンディションファイル

TMCE-600 フォーマットをを使用し、デザインを DST ファイルに保存すると、コンディ
ションファイル (*.cc0) がデザインと一緒に保存されます。 このファイルにはマシンが読
み取れる情報を含んでいる為、設定は部分的に自動で行なわれます。

変換前 色替え
針の高さ
を変更

変換後 機能コード
マシン設定（針高
さ）

チェーン 3 7 チェーン ストップ -

チェーン 7 3 チェーン ストップ 新しい高さを設定

チェーン 3 3 チェーン ストップ - ノンデータ
-ストップ

新しい高さ 2 を設定

チェーン 7 7 ループ ストップ - ストップ -

チェーン 3 7 ループ ストップ -ストップ -
ストップ -ストップ

-

チェーン 7 3 ループ ストップ - ストップ 新しい高さを設定

チェーン 3 3 ループ ストップ -ストップ -
ストップ -ストップ

新しい高さ 2 を設定

ループ 3 7 ループ ストップ - ストップ -

ループ 7 3 ループ ストップ - ストップ 新しい高さを設定

ループ 3 3 ループ ストップ -ストップ -
ストップ -ストップ

新しい高さ 2 を設定

ループ 7 7 チェーン ストップ - ストップ -

ループ 3 7 チェーン ストップ - ノンデータ
-ストップ

-

ループ 7 3 チェーン ストップ 新しい高さを設定

ループ 3 3 チェーン ストップ - ノンデータ
-ストップ

新しい高さ 2 を設定
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