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はじめに

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

CTグラフィティM Ver.4はデザイン、カット、プリントを行うための、専門的な機能

をご提供いたします。

システムとソフトウェアの必要条件

CTグラフィティ Ver.4 をインストールして使用するには、次の条件が必要です。

ＯＳ WindowsXP(32bit)／Vista(32bit)／7(32bit)／8(32bit)

/10(32bit)のいずれかが動作する PC／AT互換機

※7/8/10は 64bit版でも動作可能

パソコン Pentium4 2GHz以上（XP/Vista）

Core2 Duo 1.6GHz以上（7/8）

Core i3 2GHz以上（10以降）

メモリ 512MB以上（7以降の場合は 2GB以上必須）

※64bit版 OSの場合は 4GB以上推奨

ＨＤＤ 2GB以上の空き容量

解像度 XGA規格(1024×768ピクセル)以上

表示色 16bit High Color(65536色)以上

その他 CD-ROM、USBポート

ご注意

 本書の一部、または全部を無断で転載、複写することは固くお断りいたしま

す。

 本ソフトウェアの他ディスクへのコピーや（バックアップを目的とする場合を除

く）、実行する以外の目的でメモリにロードすることを固く禁じます。

 丸和書店の保証規定に定めるものを除き、本製品の使用または使用不能か

ら生ずるいかなる損害（逸失利益、間接損害、特別損害またはその他の金銭

的損害を含み、これらに限定しない）に関して一切の責任を負わないものとし

ます。

また、丸和書店及び株式会社システムグラフィに損害の可能性について知ら

されていた場合も同様とします。一例として、本製品を使用してメディア（ワー

ク）等の損失やメディアを使用して作成されたものによって生じた間接的な損

失等の責任負担もしないものとします。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及び各国での登録商標であり、

その他、記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
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この取り扱い説明書について

本書は CTグラフィティ Ver.4の使い方とその機能について説明しています。

本文中の表記について

 メニューに表示する項目は［ファイル］メニューのように［ ］で表記。

 ダイアログに表示するボタンは【ＯＫ】のように【 】で表記。

 ダイアログボックスの名称は『用紙設定』ダイアログボックスのように『』で表記。

 キーボードの表記は Shift キーというように で表記。

 ソフトウェアの名称は CTグラフィティM というように斜体で表記。

特記事項について

CT グラフィティM を使用する際に便利な使い方、ヒント

について説明しています。

CTグラフィティMを使用する際に注意する点を説明して

います。

ヒントの内容は直感的に分かりやすく枠の中に記載しています。

Shift キーを押しながら選択操作を行うと、追加選択や部分的な選択

解除が行えます。
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各カッティングマシンの設定について

A-1■GRAPHTEC社製 シルエットカメオ初代／2／3及びク同社製プロ用中型機CEシリーズの

場合（旧機種のクラフトロボシリーズを含む）

（シルエットカメオ 4、4PLUS、4Pro については設定が異なりますので A-2をご参照下さい。）

【重要】 クラフトロボシリーズについては、下記設定を行う前にあらかじめドライバソフトウェアをインストールの上、セ

ットアップを完了しておいて下さい。また、本ソフトウェアの仕様上、クラフトロボについては一部制限が御座います。

詳しくは本項最後の「クラフトロボシリーズにおける注意事項」を御覧ください。

クラフトロボシリーズはWindows10以降でご使用の場合、最終版の各種ソフトウェアが必要です。

（クラフトロボ関連ソフトウェアダウンロードURL：https://www.graphtec.co.jp/site_download/craftrobo.html）

【重要】 シルエットカメオ初代/シルエットカメオ2/シルエットカメオ3をご使用の場合は、下記設定を行う前に、シルエ

ットカメオ公式Webサイトよりドライバソフトウェアをダウンロードの上、インストール及びセットアップを完了しておいて

下さい。 （シルエットカメオ公式WebサイトURL：https://silhouettejapan.jp/）

1.カットモードで「カットボタン」をクリックします。

2.下記ダイアログボックスが表示されます。出力機器を「グラフテック GP-GL」に設定し、右横の「設定」ボタンをクリッ

クして下さい。
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3.下記ダイアログボックスが表示されます。クラフトロボ及びシルエットカメオの場合は、ステップ数を「20」に設定して

下さい。ステップ数の設定後、画面右横の「ポート設定」をクリックして下さい。尚、CE シリーズ中型機の場合は、

「40」、曲線を「はやい」に設定し、プロッタ本体のステップサイズを「0.025mm/step」に設定し直して下さい。

他の設定値は、通常は初期値のままで構いません。

4.下記ダイアログボックスが表示されます。クラフトロボ及びシルエットカメオの場合は、「仮想デバイスを使用する」に

チェックを入れ、右下の「設定」をクリックして下さい。（CEシリーズ中型機も同様）

5.下記ダイアログボックスが表示されます。デバイスリストからご使用のカッティングマシンを選択した上で、「OK」をク

リックし、一つ前の画面に戻りますので、それぞれ「OK」をクリックして設定を完了して下さい。
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【シルエットカメオ初代／2／3における注意事項】

■本ソフトウェアでシルエットカメオ初代／2／3 を使用する場合は、予めドライバソフトウェアをインストールの上、

Windows上でプリンタとして認識させて下さい。プリンタとして認識していない場合は本ソフトウェアでのカットが実行

出来ません。

下記 URLのシルエットカメオ公式Webサイトの「サポート」より該当するドライバソフトウェアを入手して下さい。

シルエットカメオ公式Webサイト https://silhouettejapan.jp/

■カット速度・カット圧等の各種カット設定についてはシルエットカメオ本体の操作パネルで行って下さい。

操作パネルで設定する場合は下記の通りとなります。

・シルエットカメオ初代

本体横の SDカードスロットに SDカード（16GBまでの SDHC規格対応 SDカード）を挿入する事でカット設定が

本体ボタン（本体液晶画面）で行えるようになります。

詳しくは、http://stika.jp/pdf/ctg_sil_manual.pdf の「カット条件設定方法」を御覧ください。

・シルエットカメオ 2

本体横のUSBメモリ用USBポートにUSBメモリ（16GBまで）を挿入する事でカット設定が本体液晶タッチパネル

で行えるようになります。

詳しくは、http://stika.jp/pdf/ctg_sil2_manual.pdf の「カット条件設定方法」を御覧ください。

・シルエットカメオ 3

本体横のUSBメモリ用USBポートにUSBメモリ（64GBまで）を挿入する事でカット設定が本体液晶タッチパネル

で行えるようになります。詳しくは下記手順にて設定して下さい。

1.カットしたい素材をシルエットカメオ 3にセット後、本体タッチパネルの画面右下「USB」をタップします。

2.データ選択画面が表示されますので、「設定変更 1」をタップします。

3. 各種設定内容が表示されますので、下記の設定を行います。

メディア：メディアの種類を選択します。

メディアの種類に合わせた設定に変更されます。

任意の設定を選択する場合は、「カスタム設定」を選択します。

標準カッター／自動カッター／スケッチペンを選択します。（通常は自動カッター）

厚み／速度／刃出し量は、＜ ＞ ボタンで変更できます。

4.戻るボタン「←」2回タップして最初の画面まで戻ってからデータを送信して下さい。

【クラフトロボシリーズにおける注意事項】 ※クラフトロボ Proは CEシリーズと同じ扱いの為、非該当です。

本ソフトウェア（CTグラフィティVer.4）では、クラフトロボコントローラーの呼び出し起動に非対応の為、カット動作に制

限があります。従ってカットできる素材の種類が限定されます。制限は次の通りです。

■制限される動作：カット圧の変更 （但し、カット速度・品質については「プロッタ設定」で変更可能）

■制限される素材：厚さ 0.1mm以下の極薄用紙、厚さ 0.2mm以上のカッティングシート、厚紙など
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A-2■GRAPHTEC社製 シルエットカメオ 4（カメオ 4、カメオ 4PLUS、カメオ 4Pro）及びシルエッ

トポートレートシリーズの場合

（シルエットカメオ 4及びシルエットポートレートシリーズの場合、CTグラフィティM Ver.4でカッ

ター刃（ブレード）に使用できないものが一部御座います。）

【重要】シルエットカメオ 4シリーズ（4，4PLUS、4Pro）及びシルエットポートレートシリーズで本ソフトウェアを使用す

る場合、カット制御の都合上、下記のカッター刃（ブレード）が使用出来ません。また、それに伴いカットできる素材も

制限されますのでご注意下さい。（ツールホルダー 2にセットするものは全て使用不可です。ご注意下さい。）

【使用できないブレード】 ・クラフトブレード ・パンチングツール ・ロータリーブレード

【カット出来ない素材】 ・厚さ 0.5mmを超える厚紙 ・厚さ 0.5mmを超えるシート類 ・プラスチック板 ・皮革など

※標準刃のオートブレードやマニュアルブレード（1mm/2mm）での使用を推奨します。

1.予め、シルエットカメオ 4又はシルエットポートレートを USBで接続した上で、電源を ONにしておき、カットモード

で「カットボタン」をクリックします。

2.下記ダイアログボックスが表示されます。出力機器を「Silhouette CAMEOシリーズ」に設定し、右横の「設定」ボタ

ンをクリックして下さい。（シルエットポートレートシリーズも共通）
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3.下記ダイアログボックスが表示されます。シルエットカメオ 4シリーズ及びシルエットポートレートの場合は、ステップ

数を「20」に設定して下さい。ステップ数の設定後、画面右横の「ポート設定」をクリックして下さい。

他の設定値は、通常は初期値のままで構いません。

4.下記ダイアログボックスが表示されます。シルエットカメオ 4及びシルエットポートレートの場合は、「USB（双方向通

信）を使用する」にチェックを入れ、右下の「設定」をクリックして下さい。

5.下記ダイアログボックスが表示されます。シルエット 4又はシルエットポートレートが USBで接続されている場合、

ポートに表示されている文字列（環境によって異なります）を選択した上で「OK」をクリックし、一つ前の画面に戻りま

すので、それぞれ「OK」をクリックして設定を完了して下さい。

【注意事項】ポートのリストに表示される文字列は、お使いの環境毎に異なります。また、シルエットカメオ 4又はシル

エットポートレート以外のプリンタが USBで接続されている場合、プリンタの USB識別文字列がこのリストに表示さ

れる場合がございます。設定の際は他のプリンタの電源を OFFにした上で設定を行って下さい。



第１部 はじめに

1-8

A-2補足■シルエットカメオ 4及びシルエットポートレートシリーズでのカット条件設定について

シルエットカメオ 4及びシルエットポートレートシリーズでのカット条件設定は、本ソフトウェアの設定画面にて行いま

す。下記手順を参照の上、カット条件を設定して下さい。

【注意事項】シルエットカメオ 4及びシルエットポートレート本体付属ソフトウェア「Silhouette Studio」 と比較して、

設定値が同じでも切り込み量が Silhouette Studio よりやや深くなる場合がありますので、カット圧について少し低め

の設定値を推奨します。（例：一般的な塩ビ製のカッティングシートの場合は、刃出し量 1、カット圧 5～6程度）

1.予め、シルエットカメオ 4又はシルエットポートレートを USBで接続した上で、電源を ONにしておき、カットモード

で「カットボタン」をクリックします。

2.下記ダイアログボックスが表示されます。出力機器を「Silhouette CAMEOシリーズ」に設定し、右横の「設定」ボタ

ンをクリックして下さい。（シルエットポートレートシリーズも共通）

【重要】

カット時にカッティング台紙（カッティングマット）を使用しない場合（例：カッテイングシートをそのままセットする）は、

「カッティングマットを使用する」のチェックを必ず外して下さい。チェックが入っていると、カッティングマット使用時の

カット圧補正が入り、切りすぎてしまいますので特にご注意下さい。（逆の場合も注意して下さい。）
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3.下記ダイアログボックスが表示されます。カット条件を変更したい場合は「パネル設定」をクリックして下さい。

他の設定値は、通常は初期値のままで構いません。

4.下記ダイアログボックスが表示されます。シルエットカメオ 4シリーズの場合は「CAMEO4」、ポートレートシリーズの

場合は「portlait」にチェックを入れ、各スライダーを操作してカット条件を設定して下さい。

・カット圧：カッター刃を押さえつける圧力を設定します。

・カット速度：カット時の速度（品質）を設定します。（遅くするとカット品質が上がります。）

・刃出し量：オートブレードの刃出し量を設定します。

【重要】マニュアルブレードを使用する場合は「刃出し量」を必ず「0」に設定して下さい。

刃出し量 0にすると、オートブレードの刃出し量制御が OFFになり、マニュアルブレードが

使用可能になります。（マニュアルブレード使用時は刃出し量を 0以外の設定にしないで

下さい。）

設定が完了したら「OK」をクリックして一つ前の画面に戻り、戻った画面も「OK」をクリックして「カット

（連続カット）」ダイアログまで戻って下さい。

シート（用紙）のセットが正しく出来ている事を確認し、「カット（連続カット）」ダイアログ画面の「OK」を

クリックしてカットを実行して下さい。
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A-3■ローランド DG社製 ステカシリーズ及び CAMM-1シリーズの場合

【重要】 ステカシリーズをご使用の場合は、下記設定を行う前にあらかじめドライバソフトウェアをインストールの上、

セットアップを完了しておいて下さい。

ステカシリーズは出荷時期によって付属 CD-ROM収録の各種ソフトウェアの対応 OSが異なる為、付属 CDでのセ

ットアップが完了出来ない場合が御座います。（特に SV-8/12/15を 2017年以前にご購入の場合）

本ソフトウェアで使用する場合は、必ず、公式Webサイトより最新版のソフトウェアを入手の上、セットアップを行って

下さい。

（ローランド DG社公式Webサイト URL：https://www.rolanddg.co.jp/）

【重要】 古いステカシリーズ（STX-7/8、SX-8/12/15）及び、古いCAMM-1シリーズ（CX以前、PNC含む）はパラレ

ルポート＞USB変換接続の為、お使いの PCによっては本ソフトウェアで動作させる事が出来ません。

※対応 OSがWindowsXPまたはWindowsVista までとなる為、Windows7以降は完全非対応となります。

1.カットモードで「カットボタン」をクリックします。

2.下記ダイアログボックスが表示されます。出力機器を「ローランドRD-GL（mode2）」に設定し、右横の「設定」ボタン

をクリックして下さい。
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3.下記ダイアログボックスが表示されます。ステカシリーズ及びCAMM-1シリーズの場合はステップ数が「40」に固定

されています。画面右横の「ポート設定」をクリックして下さい。

他の設定値は、通常は初期値のままで構いません。

4.下記ダイアログボックスが表示されます。ステカ及び CAMM-1の場合は、「仮想デバイスを使用する」にチェックを

入れ、右下の「設定」をクリックして下さい。

5.下記ダイアログボックスが表示されます。デバイスリストからご使用のカッティングマシンを選択した上で、「OK」をク

リックし、一つ前の画面に戻りますので、それぞれ「OK」をクリックして設定を完了して下さい。

※上記の画面はシルエットカメオを設定する場合のものですが、リスト内の表示が異なるだけでほぼ同じです。
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A-4■ミマキエンジニアリング社製プロッタの場合

（CGシリーズのうち、CG-FXシリーズ初代及びそれ以前の CGシリーズが対応）

【重要】

制御方法の都合上、2022 年 3 月現在、現行モデル及び一部旧モデルの CG シリーズ（CG-FXⅡ、CG-FXⅡ

PLUS、CG-SR、CG-AR）では動作しませんのでご注意下さい。

1.予め、CGシリーズのプロッタをUSBで接続した上で、電源をONにしておき、カットモードで「カットボタン」をクリッ

クします。

2.下記ダイアログボックスが表示されます。

CGシリーズ（FX以前）の場合は、「Mimaki CGシリーズ（MGL-Ⅱc）」に、CG-FXの場合は「Mimaki CG-FXシリ

ーズ（MGL-Ⅱc）」に設定して右横の「設定」をクリックします。

※上記出力機器プルダウンメニューは正しく設定して下さい。

CGシリーズと CG-FXシリーズで制御方法が異なる為、間違って設定しているとエラーとなり、カットがスタート出来

ませんのでご注意下さい。
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3.下記ダイアログボックスが表示されます。ステップ数の設定は、プロッタ本体に設定されているステップサイズに応じ

て変更する必要があります。「本体ステップサイズ×CTグラフィティのステップ数＝１」 となる様に設定して下さい。

※例：本体ステップサイズ 0.5mm/stepの場合は CTグラフィティ側 20に設定 （0.5×20＝1）

ステップ数の設定の後、「ポート設定」をクリックして下さい。

4.下記ダイアログボックスが表示されます。「Mimaki USB（双方向通信）を使用する」にチェックを入れ、右下の「設

定」をクリックして下さい。

5.下記ダイアログボックスが表示されます。CGシリーズのプロッタが USBで接続されている場合、ポートに表示され

ている文字列（環境によって異なります）を選択した上で「OK」をクリックし、一つ前の画面に戻りますので、それぞれ

「OK」をクリックして設定を完了して下さい。



第 2部 CTグラフィティ Ver.4の使い方
 第 1章 ウィンドウやツールの操作

 第 2章 ファイルメニュー

 第 3章 編集メニュー

 第 4章 オブジェクトメニュー

 第 5章 文字メニュー

 第 6章 レイアウトメニュー

 第 7章 表示メニュー

 第 8章 ツールメニュー

 第 9章 ウィンドウメニュー

 第 10章 ヘルプメニュー

 第 11章 画像編集モード



第 2-1章 ウィンドウやツールの操作

 画面の説明

 アプリケーションバー

 取り込みモード

 サイドバーのパネルの操作

 編集モードについて

 選択モード

 文字入力モード

 作図モード

 図形修正モード

 ズームモード

 ハンドスクロールモード

 切り出しモード

 用紙の範囲設定モード

 寸法線の作成



第 2-1章 ウィンドウやツールの操作

2-1-1

画面の説明

CTグラフィティM Ver.4の標準編集モードの画面です。

アプリケーションバー

情報バー

レイヤータブバー コマンドツールバー

メニュー 図形修正 ウィンドウモードボタンステータスバー

作図

サイドバー

ドキュメントビュー

編集モードバー
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CTグラフィティM Ver.4の画像編集モードの画面です。【新機能】

画像オブジェクトを選択した状態で、標準編集モードのメニューから［ツール］－［画像編集］を選択するか、アプリケ

ーションバーの「画像編集」アイコンをクリックすると画像編集モードに切り替わります。画像編集モードには、画像デ

ータに対して様々な編集を行う機能が用意されています。

詳しい説明については、「第 11章 - 画像編集モード」を参照してください。

編集モードバー ステータスバーコマンドツールバー
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CTグラフィティM Ver.4の取り込みモードの画面です。【新機能】

標準編集モードから、アプリケーションバーの取り込みモードアイコンをクリックすることで取り込みモードに切り替わり

ます。このモードでは、Word/Excelのデータを取り込むことができます。

取り込み方法については、本章「取り込みモード」を参照してください。

コマンドツールバー
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[ウィンドウ]－[パネル]－

[レイヤー]から、さらに多くの

レイヤーを扱うことができま

す。

CTグラフィティMのウィンド

ウ枠、サイドバーの幅、ヘル

プビューの高さは自由に変

えることができます。それぞ

れの枠の縁にマウスカーソ

ルを合わせ、カーソルが矢

印に変わったところでドラッ

グします。

 アプリケーションバー

編集モードを切り替えるアイコンと、Webや他ソフトを起動するアイコンが配置され

ています。詳しくは次項「アプリケーションバー」を参照してください。

 情報バー

Webへのリンク、検索バー、ニュースが表示されます。

 コマンドツールバー（標準編集モード・画像編集モード・取り込みモード）

頻繁に使われる機能のアイコンが配置されています。

 レイヤータブバー（標準編集モード）

作業ウィンドウに表示するレイヤーを切り替えます。

※CTグラフィティMの旧バージョンと表示順が逆になっています。

カットモード利用時はご注意下さい。

 プリント ：プリントレイヤーだけを表示します。

 カット ：カットレイヤーだけを表示します。

 混合表示 ：プリントレイヤーとカットレイヤーを表示します。

 ウィンドウモードボタン（標準編集モード）

ウィンドウの表示状態を切り替えられます。

 イージーカット：カッティングに最低限必要なウィンドウだけを表示し

ます。まだ CT グラフィティ Mの操作に慣れていない方や、簡単な操

作で使用したいという方に向いています。

 アドバンス：全てのウィンドウを表示します。CT グラフィティ Mの操作

に慣れた方に向いています。

 編集モードバー（標準編集モード・画像編集モード）

編集モードを切り替えるアイコンが配置されています。

 ステータスバー（標準編集モード・画像編集モード）

選択中のオブジェクトの情報や、マウスカーソル位置の情報などが表示されます。

 サイドバー（標準編集モード）

様々なパネルが配置されます。

（各パネルについては「第 9章 ウィンドウメニュー」参照）

 ドキュメントビュー（標準編集モード）

作成中の図面が並んで表示されます。各図面を選択すると、編集する図面を切り

替えられます。

 ヘルプビュー（標準編集モード）

現在選択中の機能のヘルプを表示します。
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 作図（標準編集モード）

編集モードの作図のアイコンが配置されています。

 図形修正（標準編集モード）

編集モード「図形修正モード」のアイコンが配置されています。

 寸法線（標準編集モード）

寸法表示や計測に使用する機能のアイコンが配置されています。
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アプリケーションバー

標準編集モードアイコン

CT グラフィティM Ver.4のメインとなる標準編集モードに切り替えま

す。本ソフトを起動するとまずこのモードから始まります。

画像編集モードアイコン【新機能】

画像データの編集を行う画像編集モードに切り替えます。詳しい機能

については「第 11章 – 画像編集モード」を参照してください。

取り込みモードアイコン【新機能】

Microsoft Word/Excel のデータを取り込むモードに切り替えます。

取り込む方法は、次項「取り込みモード」を参照してください。
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取り込みモード【新機能】

標準編集モードから、アプリケーションバーの取り込みモードアイコンをクリックする

ことで取り込みモードに切り替わります。このモードでは、Word/Excelのデータをメ

タファイル形式で取り込むことができます。

データを取り込まずに標準編集モードに戻るには、[ファイル]－[キャンセル]もしく

は アイコンをクリックします。

Word/Excel ファイルからデータを取り込む

【1】 [ファイル]－[開く]もしくは、コマンドツールバーの アイコンから取り込

みたいファイルを開きます。

【2】 取り込む範囲をドラッグして選択します。 アイコンをクリックすると全て

を選択することができます。

【3】 [編集]－[コピー]もしくは、 アイコンをクリックして取り込みます。

【4】 [ファイル]－[編集モードへ戻る]もしくは、 アイコンをクリックすると取り

込んだデータを編集モードに貼り付けて、取り込みモードを終了します。

※ 取り込みモードを使用する場合は、別ウィンドウでWord/Excel を開かないで

ください。誤って開いてしまうと、取り込みモードで選択が出来なくなりますが、

再度ファイルを読み込むと選択できるようになります。
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サイドバーのパネルの操作

パネルの表示状態を切り替える

パネルが開いている状態で、パネル名の左にある「△」をクリックするか、タイトルバ

ーをダブルクリックするとパネルが折り畳まれます。

パネルが閉じた状態で、パネル名の左にある「▽」をクリックするか、タイトルバーを

ダブルクリックするとパネルが開かれます。

パネルの右上の「×」（閉じる）ボタンをクリックするとパネルが非表示になります。

再びパネルを表示するには、メニューの[ウィンドウ]－[パネル]メニューから開きた

いパネルを選択します。チェックが入っているとパネルが開いています。

パネルの右上の （表示アンロック状態）ボタンをクリックすると (表示ロック状態)

と交互に切り替えることができます。表示ロック状態のパネルは別のパネルを開い

た時に閉じません、表示アンロック状態になっていると別のパネルを開いた時に自

動的に閉じる動作をします。
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編集モードについて

編集モードバーには、標準編集モード・画像編集モードそれぞれにおいて、頻繁

に使われる編集モードを切り替えるためのアイコンが配置されています。

編集モードを切り替えるには？

編集モードを切り替えるには、任意のアイコンをクリックして、アイコンが四角で囲

まれた状態にします。本マニュアルではこの状態を「編集モードが選択された」と

表記します。

マウスポインタを目的のモー

ドに合わせてクリックすると

目的のモードが選択され、マウス

ポインタの形が変わります。
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選択モード

オブジェクトを選択するためのモードです。オブジェクトをクリックまたは、オブジェ

クトの一部をドラッグすることで選択できます。また、選択されたオブジェクトの移

動、コピー、変形を行うことができます。

アンカーポイントを使って、回転・拡大・縮小する

オブジェクトを選択し、中心にあるアンカーポイントの上にマウスをのせるとアイコン

が回転カーソルに変わります。このカーソルが出ている時に回転方向にドラッグす

ると回転します。

また、外側にある８つのポイントの上にマウスをのせると拡大・縮小カーソルが表示

されますので、任意の大きさにドラッグします。この時 Shift キーを押しながら角

のアンカーポイントをドラッグすると等倍比率にて拡大・縮小することができます。

図形を回転させます。拡大・縮小をします。

アンカーポイント
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下に隠れているオブジェクトを選択する

複数のオブジェクトが重なり合っている場合、オブジェクトをクリックする毎に、順番

に下のオブジェクトを選択することができます。

この例で下にある四角を選択する場合、重なり合ったオブジェクトの上で数回クリ

ックすると選択されます。

複数のオブジェクトを選択する

《方法 1》

Shift キーを押しながら、任意のオブジェクトをクリックし選択します。

《方法 2》

選択する複数のオブジェクト全体を囲うようにしてドラッグします。

範囲にかかったオブジェクト全てが選択されます

［ファイル］－［環境設定］で範囲選択を「一部かかり」にチェックを入れると、

オブジェクトの一部がかかるように範囲選択することができます。
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コピーする

Ctrl キーを押しながらドラッグするとオブジェクトがコピーされます。

平行・垂直に移動・コピーする

Shift キーを押しながらドラッグすると水平・垂直移動になります。 Ctrl キーを

同時に押すとコピーされます。

等倍比に拡大・縮小する

Shift キーを押しながら角のアンカーポイントをドラッグして拡大・縮小すると

等倍比率にて変倍されます。
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文字入力モード

文字入力モードでは、「レイアウト枠」「文字サイズ」「フィット枠」の 3種類の方法で

文字入力できます。また、CTグラフィティM Ver.4では、Windowsに登録されて

いる TrueType と CTグラフィティM Ver.4 に組み込まれている専用フォントの両

方が使用できますので、文字の表現がより豊かになります。

※新しい文字の追加

TrueType インストール時は、TrueTypeに添付されている使用方法に従ってイ

ンストールしてください。

文字を入力する

【1】 操作メニューから［文字］をクリックします。

【2】 メニューが表示されますので入力方法を選択してください。

【3】 マウスのポイントが に変わります。

【4】 文字枠の範囲を指定して文字入力を行ってください。

 入力方法

 レイアウト枠（直接） ：文字列のレイアウト枠を指定することで、画面上

に直接文字を入力することができます。

 文字サイズ （直接） ：個々の文字が指定枠にフィットするサイズになり

ます。

 フィット枠（直接） ：文字列が指定枠にフィットするよう拡大縮小され

ます。

 レイアウト枠（ダイアログ） ：文字列のレイアウト枠を指定した後に、

文字作成画面が開き、各項目を入力して作成します。

 文字サイズ（ダイアログ） ：個々の文字サイズを枠指定した後に、

文字作成画面が開き、各項目を入力して作成します。

 フィット枠（ダイアログ） ：文字列がフィットする枠を指定した後に、

文字作成画面が開き、各項目を入力して作成します。
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作図モード

様々な図形作成ツールがあります。各作成ツールの使用方法は下記の通りです。

直線

【1】 線分を作成します。

【2】 始点から終点をドラッグして線分を作成します。

四角

【1】 四角を作成します。

【2】 始点から終点をドラッグして四角を作成します。

角丸四角

【1】 をクリックし、カド丸の割合を 0～100％の範囲で入力します。

【2】 始点から対角点までドラッグし、大きさ・形を調整します。正方形を

作成する場合は Shift キーを押しながらドラッグします。

楕円

【1】 始点から対角点までドラッグし、大きさ・形を調整します。

中心円

【1】 中心点から外枠までドラッグします。

多角形

【1】 をクリックし、多角形角数を設定します。

【2】 中心点から外枠までドラッグし、大きさ・形を調整します。

バクダン

【1】 をクリックし、バクダンの角の数を設定します。

【2】 中心点から、バクダンの角の内枠までドラッグします。

【3】 再度クリックし、外枠までの大きさ・形を調整します。

角の内枠を指定します。 外枠を指定し、バクダンの角を整え

ます。
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角棒

【1】 をクリックし、角棒幅を設定します。

【2】 始点から終点までドラッグし、大きさ・形を調整します。

丸棒

【1】 をクリックし、丸棒幅を設定します。

【2】 始点から終点までドラッグし、大きさ・形を調整します。

自由曲線

【1】 フリーハンドで、マウスでドラッグした通り自由にラインを描きます。

【2】 ボタンを離した時点で終了します。

ライン

連続直線を作成します。

【1】 点を連続してクリックし、作図します。

【2】 終点を指定後、ダブルクリックで終了します。

【3】 図形を閉じて終了させたい場合は、Alt キーを押しながらダブルク

リックします。

ベジェ

ベジェ曲線は、曲線の始点となる点と次の点の 2点間で形成されます。

【1】 終点を指定後、ダブルクリックで終了します。

【2】 図形を閉じて終了させたい場合は、Alt キーを押しながらダブルク

リックします。

1点目から 2点目へドラッグする

と方向線が表示されます。 方向

線を調整しながら 3点目を設定

します。

連続した曲線を作成する場合も

同様に、方向線と次の点の 2点

間で形成されます。
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円弧

【1】 1 点目から 2点目へとドラッグして方向線を決定します。

【2】 2．3 点目で円弧の形状を調節します。

1点目 2点目で書き出しの方向

が決まり 3点目で円弧が自動作

成されます。任意の円弧が出来

たらクリックして決定します。

それ以降も同様の操作で連続し

た円弧が作成できます。

移動して閉じる

前項のライン・ベジェ・円弧において、終点を始点まで移動して終了さ

せたい場合に使用します。図形を書いた後、ダブルクリックで終了せず

に、このアイコンをクリックしてください。

結んで閉じる

前項のライン・ベジェ・円弧において、終点と始点を結んで終了させた

い場合に使用します。図形を書いた後、ダブルクリックで終了せずに、

このアイコンをクリックしてください。

空けたまま終了

前項のライン・ベジェ・円弧において、終点と始点を結ばずに終了させ

たい場合に使用します。図形を書いた後、ダブルクリックで終了せず

に、このアイコンをクリックしてください。
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設定

作図ツールのパラメーターを設定します。

角棒 幅 角棒の幅を設定します。

丸棒 幅 丸棒の幅を設定します。

多角形 角数 多角形の角数を設定します。

バクダン 角数 バクダンの角数を設定します。

カド丸四角 割合 カド丸四角の角の曲線割合を設定します。
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ベクトル修正モード

ベクトルデータを修正します。

作成した図形、アウトライン化した文字についても同様に修正を加えることができま

す。

図形修正の開始と確定

【1】 図形修正を行うオブジェクトを選択します。

【2】 ［図形修正］をクリックし、図形修正バーを開きます。

【3】 図形修正バーから任意の修正アイコンを選択し、修正します。

【4】 終了する場合は、選択モードアイコンをクリックします。

点選択

点単位での選択を行います。点上をクリックすると点が選択され

ます。

図形選択

図形単位での選択を行います。点上をクリックするとその点を含

む図形が選択されます。

ハンドル選択

ハンドル単位での選択を行います。点上をクリックするとその点

とベジェ曲線ハンドル（ベジェ方向線）でつながる全ての点が選

択されます。

直角移動

指定した点に接している 2辺が直角になるように点移動します。

範囲をドラッグで囲むと、その範囲内の点（コマンドにより図形、ハンドル）が

全て選択されます。

Shift キーを押しながら選択操作を行うと、追加選択や部分的な選択解除が

行えます。
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水平移動

指定した点に接している辺が水平になるように点移動します。 この時、

点を結ぶ 2辺のうち、より水平に近い辺が水平になるように移動されま

す。

垂直移動

指定した点に接している辺が垂直になるように点移動します。 この時、

点を結ぶ 2辺のうち、より垂直に近い辺が垂直になるように移動されま

す。

点追加

点を追加します。追加したい場所の線上をクリックします。

選択点削除

選択されている点を削除します。

折れ線化

2点間を折れ線化します。折れ線化する範囲の始点と終点を順に指定

します。閉図形の場合、2点間にある点の数が少ない方向が折れ線化

されます。

直線化

2点間を直線化します。直線化する範囲の始点と終点を順に指定する

と間にある点が削除されます。閉図形の場合、2点間にある点の数が少

ない方向が直線化されます。

ベジェ化（円弧）

2点間をベジェ曲線化します。ベジェ化する範囲の始点と終点を順に

指定し、最後に中間点を指定すると、3点を通る円弧の形でベジェ化さ

れます。

ベジェ化（区間）

2点間をベジェ曲線化します。2点間を 1区間のベジェ曲線に変形しま

す。ベジェ化する範囲の始点と終点を順に指定し、最後に中間点を指

定すると、3点を通る円弧の形に近い形でベジェ化されます。

円弧化

2点間を円弧曲線化します。円弧化する範囲の始点と終点を順に指定

し、最後に中間点を指定すると、3点を通る円弧に変形されます。

折れ線化（方向指定）

2点間を折れ線化します。このコマンドは閉図形の場合で 2点間にある

点の数が多い方向を折れ線化したい場合に使用します。操作方法は

ベジェ化や円弧化と同様、3点を指定します。

直線化（方向指定）

2点間を直線化します。このコマンドは閉図形の場合で 2点間にある点

の数が多い方向を直線化したい場合に使用します。操作方法はベジェ

化や円弧化と同様、3点を指定します。
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3次ベジェ化

円弧曲線や 2次ベジェ曲線の中間点を指定し、3次ベジェに変更しま

す。2次ベジェ曲線は TrueType フォントで作成した文字をアウトライン

化した場合などに現れます。

始点移動

始点（青い点）を同一図形内の別の点に移動します。始点の移動先を

クリックします。

図形の分割・連結

図形を連結または分割します。線上の 2点（曲線の中間点や方向点は

エラーとなります）を順に指定します。同一閉図形内の 2点を指定した

場合は図形が分割され、異なる図形の 2点を指定した場合は図形同士

が連結されます。開図形同士を連結する場合は連結したい端の点を指

定します。

図形の直線分割

ドラッグすることで描かれる線分によって閉図形が分割されます。

角丸め

角点を丸めます。あらかじめ［設定］にて、角丸めの半径を設定しておき

ます。

角落とし

角点を角落としします。あらかじめ［設定］にて、角落としの長さを設定し

ておきます。

スムージング

曲線の接続点が滑らかな線でつながるように点を移動します。ベジェ曲

線ハンドル（ベジェ方向線）でつながる点の中の 1点を指定するとその

点が移動されます。

選択反転

選択されている点を選択されていない状態にし、逆に選択されていな

い点を選択された状態にします。

複数の図形があり、ある図形を残して後は削除したいという場合、残す

図形を選択した後[選択反転]コマンドを実行し[選択点削除]を行いま

す。

回転方向

図形の回転方向（点順列）を変更します。このコマンドの実行中は回転

方向を示す矢印が表示されます。矢印をクリックするとその点を含む図

形の回転方向が変更されます。回転方向を変更することにより、塗り込

みで「ワインディング」を指定している場合、塗り込み結果に変化が生じ

ます。

選択点回転

選択されている点を回転します。ドラッグした方向が水平になるように選

択点が回転します。

全ての点が選択された状態で左から右へドラッグすると、僅かに傾いた

図形の傾きを微調整することができます。
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閉図形化（移動）

開図形（ストローク）を閉図形にします。開図形の端の点を指定すると、

その点がもう一方の端に移動して図形が閉じます。

閉図形化（連結）

開図形（ストローク）を閉図形にします。開図形の端の点を指定すると、

その点ともう一方の端が線で結ばれて図形が閉じます。

クロスカーソル設定

点の移動中に表示されるクロスカーソルの角度を設定します。

《設定開始》

マウスでの設定状態になります。クロスカーソルの原点と方向を順にクリ

ックし、クロスカーソルの角度を設定します。

《直角》

チェックを外すと、クロスカーソルの角度を別々に設定することが可能で

す。

元に戻す

誤った操作を実行した直後に使用します。また、[元に戻す]コマンドを

実行後、それを取り消す場合には[やり直す]を実行します。

やり直す

[元に戻す]で取り消した作業を元に戻し、[元に戻す]コマンドを実行す

る前の作業状態にします。

選択移動

1点が選択された状態でこのコマンドを実行すると点の選択が隣の点

へ移動します。
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設定

各ベクトル修正に必要な設定を行います。
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ズームモード

画面の表示倍率を変更するモードです。

このモードを選択した状態で作業ウィンドウ上をクリックすると、そのクリックした場所

を中心点として拡大し、ドラッグして範囲指定するとその範囲を拡大して表示しま

す。また、Alt キーを押しながらクリックすると、そのクリックした場所を中心点として

縮小されます。

拡大して表示する（ズームイン）

【1】 操作メニューから［ズーム］を選択するとマウスポインタが になります。

【2】 拡大したい位置にマウスポインタを合わせてクリックします。

【3】 画面が拡大表示されます。

ドラッグした範囲を拡大する

ズームツールで図面上をドラッグすると、選択された範囲がウィンドウいっぱいに拡

大表示されます。

【1】 操作メニューから［ズーム］を選択します。

【2】 拡大したい部分を囲むようにドラッグします。

【3】 囲まれた部分がウィンドウいっぱいに拡大表示されます。

３回クリックすると

表示が 3段階拡大されます。



第 2-1章 ウィンドウやツールの操作

2-1-24

ハンドスクロールモード

画面の表示倍率を変更した場合などに、目的のオブジェクトがウィンドウからはず

れてしまうことがあります。そのような時は、移動モードを利用して、任意の位置ま

で図面の表示範囲を移動することができます。

機能的には、スクロールバーと同じですが、スクロールバーに比べて自由な方向

にスクロールできるのが特徴です。

画面からはずれた場所まで移動する

【1】 ハンドスクロールモードを選択すると、マウスポインタが になります。

【2】 図面上を移動したい方向までドラッグしてください。

移動したい方向にドラッ

グします
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切り出しモード

複数のオブジェクトをひとつのオブジェクトとして切り出します。また、ひとつのオブ

ジェクト内の閉図形を切り出すと、その図形だけ独立したオブジェクトになります。

複数のオブジェクトを切り出す

【1】 切り出しモードを選択するとマウスポインタが に変わります。

【2】 切り出すオブジェクトを全て囲むようにドラッグします。

【3】 切り取りが完了し、複数のオブジェクトがひとつのオブジェクトになります。
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用紙の範囲設定モード

用紙範囲を設定するモードです。

用紙範囲内にあるオブジェクトが印刷などの出力対象になります。

用紙の範囲を設定する

【1】 用紙の範囲設定モードを選択するとマウスポインタが に変わります。

【2】 用紙の範囲をドラッグします。

【3】 ドラッグ範囲が、用紙の範囲として設定されます。

用紙の範囲を

ドラッグします
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寸法線の作成

寸法線を作成する

【1】 作成したい寸法線のタイプのアイコンを選択します。

水平

水平に寸法線を描きます。

垂直

垂直に寸法線を描きます。

斜め

任意の角度で寸法線を描きます。

フリー

任意の位置に寸法線を描きます。

ラベル付き

寸法を指し示す矢印を描きます。

定規

距離を計測します。

【2】 マウスをドラッグして、寸法の始点と終点を指定します。

【3】 寸法線が作成される位置がプレビュー表示されますので、任意の位置まで

マウスを移動した後、クリックしてください。

【4】 『寸法線の設定』ダイアログボックスが表示されますので、項目を入力し、

【OK】を押してください。

寸法を計測する

計測アイコンを選択し、寸法を計測したい箇所の始点から終点をドラッグします。

計測結果が表示されます。
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新規作成

新規図面を作成します。新規図面には「新規図面 2」「新規図面 3」というように末尾に

連続した番号が振られた名前が付きます。

起動時に開かれる新しい図面を利用する

CTグラフィティM Ver.4 を起動すると、「新規図面 1」という名前の新規図面が表示さ

れます。用紙のサイズ変更が必要な場合は［ファイル］－［用紙］から変更を行ってくだ

さい。

※お使いのカッティングプロッタによって使用可能な用紙幅が異なります。

本ソフトウェアで指定するサイズは、カット可能範囲を設定します。

・ステカ：SV-8（幅 160mm まで） SV-12（幅 250mm まで）

・シルエットカメオ：初代～4（幅 295mm まで） 4PLUS（幅 371mm まで）

・クラフトロボ：幅 200mm まで

詳しくは、お使いのカッティングプロッタの取り扱い説明書を御覧ください。

新規図面には、一時的に「新規図面

＋連番」という名前が付きます。
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開く

CTグラフィティ形式のデータを開きます。

CTグラフィティのファイル形式は「DGX」という拡張子で保存されています。

【注意】

本ソフトウェア（CTグラフィティ Ver.4）で保存したデータは、旧バージョンの CTグラ

フィティ（Ver.1／Ver.2／M3.0）では正しくデータを読み込めませんのでご注意下さ

い。 尚、旧バージョン（Ver.1／Ver.2／M3.0）で保存したデータは CT グラフィティ

Ver.4で開くことができます。

フォルダを

選択します。

選択可能なファイルが

一覧表示されます。

プレビュー機能が付加されているフ

ァイルを選択した場合、ここにファイ

ルのプレビューが表示されます。

選択されたファイルの詳細を表示し

ます。ただし、詳細データが登録さ

れているファイルに限ります。

クリックすると選択され

たファイルが開きます。
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閉じる

現在開いている図面を閉じます。

開いている図面の保存がされていない場合は、保存確認のウィンドウが表示されま

す。

【はい】

ファイルを保存してから閉じます。この場合、上書き保存されますのでご注意ください。

【いいえ】

ファイルを保存せずに閉じます。

【キャンセル】

閉じるコマンドを中止します。
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上書き保存

※CT グラフィティ形式で

保存したファイルは、CT

グラフィティでしか開くこ

とができません。

現在開いている図面を保存します。

新規図面の場合には『名前を付けて保存』ダイアログボックスが表示されます。

既存の図面を開いている場合には上書き保存されます。

ファイルを保存する

場所を選択します。

クリックするとファイ

ルが保存されます。

ファイルの名前

を入力します。

ファイルの詳細を入力します。入力さ

れた詳細は、『ファイルを開く』ダイア

ログボックスで表示されます。

この保存コマンドでは、上書き確認の警告が出ません。上書き保存を実行す

ると、保存する前のデータはなくなり、新たなファイルとして保存されます。
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名前を付けて保存

現在開いている図面に新しい名前を付けて保存します。

新規図面を保存する場合や、既存のファイルを編集した際、編集前のファイルを残し

ておきたい場合に使用します。

ファイルを保存する

場所を選択します。

クリックするとファイ

ルが保存されます。

ファイルの名前

を入力します。

ファイルの詳細を入力します。入力さ

れた詳細は、『ファイルを開く』ダイア

ログボックスで表示されます。
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インポート

CTグラフィティM形式以外のファイルを読み込みます。

CTグラフィティM では、CTグラフィティM形式をはじめ、EPSファイル、画像ファイル、

他社製品ファイルなど、さまざまな形式のファイルを読み込むことができます。

TWAINでのスキャンも可能です。

また、インポートを実行すると、現在の図面に追加されて読み込まれます。

ファイルをインポートする

【1】 ［ファイル］－［インポート］から、インポートするファイルの種類を選択すると『ファイル

を開く』ダイアログボックスが表示されます。

【2】 目的のファイルが保存されているフォルダを選択します。

【3】 目的のファイルを選択し、【開く】ボタンをクリックします。

【4】 図面中央に配置されます。

フォルダを

選択します。
選択可能なファイルが

一覧表示されます。

プレビュー機能が付加されているフ

ァイルを選択した場合、ここにファイ

ルのプレビューが表示されます。

選択されたファイルの詳細を表示し

ます。ただし、詳細データが登録さ

れているファイルに限ります。

クリックすると選択され

たファイルが開きます。

インポート

するファイル

形式を選択

します。
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インポート可能なファイル形式

 CTグラフィティ、pop形式の図面

 DGX （CTグラフィティ ファイル）

 PDX (pop Ver3.xファイル)

 PD2 (pop Ver2.xファイル)

 PD (pop Ver1.xファイル)

 部品ファイル

 EDX （部品ファイル）

 SDX （スキャナファイル）

 ED （旧部品ファイル）

 SD （旧スキャナファイル）

 DG ・ DDＧ（DG ・ DDＧデータ）

 画像ファイル

 BMP （ビットマップファイル）

 TIF （ＴＩＦＦファイル）

 JPG ・ JPEG （JPEGファイル）

 GIF （GIF ファイル）

 PNG （PNG ファイル）

 他社製品のソフトで制作した外部ファイル

 AI ・ EPS （Adobe イラストレータ形式）

 DXF （CAD図面）

 WMF （Windows メタファイル）

 EMF （拡張メタファイル）

 LD （LDデータ）

 DG ・ DDG（DGデータ）

 PLT(プロッタファイル)

 SDY ・ SDX ・ POP（DonDon部品ファイル）

 FOT（G_ロボ部品ファイル）

 DT（MultiPoｐ部品ファイル）

 KB(3M部品ファイル)

 HEN（MUTOH部品ファイル）

 ZKF（MUTOH部品ファイル 2）

 LG（写研MASALA部品ファイル）

 ＊ （SEKISUI部品ファイル）

 VCT ・ LOG（ハリマ部品ファイル）

 ＊ （桜井 POP部品ファイル）

 ＊ （三菱 ZMN部品ファイル）

 ＊ （日エファイル）
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 ＊ （Photoshop PSDファイル）

イラストレータのデータをインポートする際の注意点

サポートしているイラストレータのバージョン

・Adobe社製 Illustrator Ver 5.0以降から保存されるAI形式に対応しています。

・Ver7.0より新しいバージョンのイラストレータで「グラデーションメッシュ」を使用

した場合に、読み込みが出来ないことを確認しております。(下記に対応方法を記

載)

・イラストレータのデータインポートにつきましては、順次互換性を高めてまい

ります。（2022年3月現在、CS6まで一部対応。※開けない場合があります。）

グラデーションメッシュを使用して保存した場合の注意点

・イラストレータver7形式で保存してください。

・Illustrator CSでは、イラストレータver7形式が保存出来ない仕様ですので、

イラストレータのverをCSより前のもので1度保存をして、CSより前のイラストレ

ータからver7形式で保存してください。

例) Illustrator CSとIllustrator ver10を持っている場合

1．Illustrator CSで図面を作成し、[ファイル]-[データ書き出し]をクリック。

2．互換モードに「イラストレータver10」を選択して保存。

3．保存したファイルをIllustrator ver10から[ファイル]－[開く]でそのデータを

開く。

4．[ファイル]-[別名で保存]で互換モードに「イラストレータver7」を選択して保存。

その他の注意点

 文字はアウトライン化して保存してください。

 リンクの画像がある場合、保存する際に「配置した画像を含む」を選び、

保存するファイルに埋め込んでください。

 Photoshop で作成したデータをイラストレータに配置する場合、EPS 形式

ではなく JPEG形式等で保存して配置してください。

TWAINで画像を読み込む

スキャナ等 TWAIN対応機器の画像取り込みが開始されます。

取り込み終了後、画像データが図面に貼り付きます。

TWAIN機器の設定に関しては（TWAIN設定）を参照してください。
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エクスポート

CTグラフィティM形式以外のファイル形式で保存します。

エクスポートする方法には「選択データ」「全データ」「範囲指定」の 3種類があります。

データを特殊なファイル形式で保存する

 選択データ

選択されているオブジェクトのみ、エクスポートします。エクスポートには、下記のファイ

ル形式にて保存することができます。

 EDX （部品ファイル）

 BMP（ビットマップファイル）

 JPG、JPEG (JPG ファイル)

 EPS（EPSファイル）

 DXF （CAD図面）

 EMF （拡張メタファイル）

 PNG (PNG ファイル)

ファイルを保存する

場所を選択します。

クリックするとファイ

ルが保存されます。

ファイルの名前

を入力します。

保存するファイル形式を

選択します。

ファイルの種類によっては色情報がそのファイル形式に合わせて変換される

場合があります。

※BMP、JPG、PNGのファイル形

式は、画像オブジェクトを選択した

場合のみ、ファイルの種類の選択

肢に表示されます。



第 2-2章 ファイルメニュー

2-2-10

 全データ

図面上にある全てのオブジェクトをエクスポートします。エクスポートには、下記のファ

イル形式にて保存することができます。

 EDX （部品ファイル）

 EPS （EPS ファイル）

 DXF （CAD図面）

 EMF （拡張メタファイル）

 範囲指定

指定された範囲がビットマップ形式でエクスポートされます。

 BMP （ビットマップファイル）

選択データでエクスポートされたデータ

全データでエクスポートされたデータ
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 画像

選択されている画像オブジェクトをエクスポートします。エクスポートには、下記のファ

イル形式にて保存することができます。

 BMP（ビットマップファイル）

 JPG、JPEG (JPG ファイル)

 PNG (PNG ファイル)

 TIF、TIFF (TIFF ファイル)

 EPS、PS (PostScript ファイル)

指定範囲された部分が切り取られてエク

スポートされます。
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カッティング

カッティングを行います。[カッティング]－[全データ]もしくは、オブジェクトを選択した

状態で[カッティング]－[選択データ]を選択すると、『Cutting』ウィンドウが表示され

ます。

各プロッタへの設定方法の詳細については、本マニュアルの第 1部の「各カッティン

グマシンの設定について」を参照の上、設定して下さい。

お使いのプロッタに応

じて選択してください。

プロッタについての設

定を行います。
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プリント

印刷を行います。『プリント設定』ダイアログボックスが表示されますので、設定を行っ

てください。【OK】を押すと印刷が始まります。

【出力機器】

機器タイプ ： 「プリント」が選択されていることを確認してください。

出力機器 ： 印刷を行う機器を設定します。

出力タイプ ： 選択したタイプにより【基本】【分割】【面付け】タブが切り替わります。

・基本 ・・・ 印刷データを一枚出力します。

・分割 ・・・ 一つの印刷データを複数の用紙に分割して出力します。

・面付け ・・・ 印刷データを複数出力します。

タイトル ： 印刷ジョブのタイトルを入力します。

90 度回転 ： チェックを入れると、用紙が 90 度回転されます。

（「チュートリアル」－「第 1章 出力機器の設定」 参照）

【プリント】

ジョブ数 ： 印刷する枚数を設定します。

トンボ ： チェックを入れると、印刷する際にトンボを付けて印刷します。

お使いのプリンタ

に応じて選択し

てください。

プリンタについての

設定を行います。
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プリンタドライバ

標準プリンタドライバによる出力を行います。『プリント設定』ダイアログボックスで設定を

行い、【OK】を押すと印刷が開始されます。

※各設定項目については、本章「プリント」を参照してください。

「設定」ボタンをクリックすると、下図の『印刷』ダイアログボックスが表示されます。

ここでは、印刷に使用するプリンタ・印刷範囲・印刷部数を設定します。

「詳細設定」ボタンをクリックすると、下図の『プリンタ詳細設定』ダイアログボックスが表示

されます。
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出力形式

・ ビットマップ ・・・ 図面に透過情報を持つデータが存在する場合、ビットマップ

形式を選んでください。印刷にかかる時間はメタファイルより多くなります。

・ メタファイル ・・・ ビットマップ形式より印刷にかかる時間は短縮されますが、図

面に透過情報を持つデータが存在する場合、正確な印刷結果にならない可能

性があります。また、カッティングプロッタのプリンタドライバを選択したときなど、

アウトラインデータをプリンタに送る必要がある場合はメタファイル形式を選ぶ必

要があります。
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用紙設定

用紙の大きさを設定します。

オブジェクトは図面の範囲外にも自由に配置できますが、実際に出力されるのは用紙

の範囲内だけです。そのため、作成するデータに合わせて用紙の大きさを設定する必

要があります。

用紙サイズの設定方法には、「設定」と「範囲設定」の 2通りの方法があります。

数値を入力して用紙設定を行う

設定ダイアログから数値を入力して用紙を設定します。

ユーザー定義の用紙を登録する場合は、次ページを参照してください。

OKをクリックすると

用紙が設定されます。

をクリックして用紙を

選択します。
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ユーザー定義の用紙設定を行う

 ユーザー定義の用紙を登録する

あらかじめ登録されている用紙以外に、ユーザー定義の用紙サイズを登録することが

できます。また、用紙の削除、変更は、このユーザー定義の用紙のみ有効になりま

す。

【1】 「用紙」の右にある をクリックし、「ユーザー定義サイズ」を選択します。

【2】 「タイトル」に分かりやすい用紙のタイトルを入力します。

【3】 「用紙長」「用紙幅」に用紙のサイズをmm単位で入力します。

【4】 【登録】ボタンをクリックします。

 ユーザー定義の用紙を変更・削除する

【1】 「用紙」の右にある をクリックし、変更する用紙を選択します。ここで変更が可

能な用紙は、ユーザー定義で作成した用紙のみです。

【2】 「タイトル」「用紙長」「用紙幅」を変更します。

【3】 用紙設定変更後、【登録】ボタンをクリックします。用紙を削除する場合は、【削

除】ボタンをクリックします。

をクリックして「ユーザー

定義サイズ」を選択します。

ユーザー定義用紙のタイト

ルを入力します。

用紙のサイズを mm

単位で入力します。
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範囲設定をして用紙設定を行う

図面上で用紙サイズの範囲をドラッグして用紙サイズを設定します。
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各種設定

CTグラフィティM の基本的な設定と、TWAIN機器の選択をすることができます。

基本的な設定を行う

[各種設定]－[環境設定]を選択すると、『環境設定』ダイアログボックスが表示されま

す。設定を変更したら【OK】ボタンをクリックして終了してください。

【編集・表示】

元に戻す ： 「元に戻す」を使用するかどうかとその回数を設定します。1～30回の間

で設定できます。

範囲選択： ドラッグして範囲選択した際の、データの選択方法を設定します。「完

全」を選択すると、完全に囲った図形だけが選択されます。

イラストデータの読み込み方 ：

イラストデータを読み込む際に、表示倍率を変更しないか、用紙サイズに

合わせて拡大縮小するか選択します。

拡大縮小時に線幅も連動する ：

チェックを入れると、オブジェクトを拡大縮小した際に線幅も同時に拡大

縮小します。

配色 ：

編集画面の背景色を設定します。
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インターネット機能を使用する ：

チェックをはずすと、ニュースなどのデータをインターネットから自動的に

取得しなくなります。

ファイル履歴の削除 ：

過去に利用したファイル履歴を削除します。

【出力】

出力機器の設定します。プリントやカッティングに使用する機器を設定してください。
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【ファイルフォルダ】

ここでは、読み込みや保存を行うフォルダを設定します。

ファイルを開く ： [ファイルを開く][配置]のそれぞれの実行時に最初に開くフォルダを設

定します。

インポート ： [インポート]の実行時に最初に開くフォルダを設定します。

エクスポート ： [エクスポート]の実行時に最初に開くフォルダを設定します。

【システムフォルダ】

フォント ： フォントが格納されているフォルダを選択します。

プリンタステーション ： プリンタステーションの実行ファイルが置かれているフォルダを

選択します。
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【カラー】

CTグラフィティMで RGB - CMYKの色変換を行う際のカラープロファイルの設定を行い

ます。

 インテントの種類

 視覚的 ： 人の目に色が自然に映るように、色間の視覚的な関係を保護します。

 相対的色彩 ： 変換元のカラースペースの最大ハイライトと、変換先のカラースペースの

最大ハイライトを比較し、その差だけシフトして全ての色を変換します。

色域外の色は、変換先カラースペース内で再現可能な近似色に変換され

ます。

 彩度 ： 画像の鮮明な色を再現することを重視します

 絶対的色彩 ： 変換先の色域に収まるカラーには変化が生じません。 色域から外れるカ

ラーはクリップされます。このマッチング方法は、用紙の色が印刷される色

にどのような影響を及ぼすかをプレビューする場合に特に効果的です。

TWAIN機器の設定を行う

[各種設定]－[TWAIN]を選択すると、『ソースの選択』ダイアログボックスが表示され、選

択可能な TWAIN機器の一覧が表示されます。お使いの TWAIN機器を選択後、【選択】

ボタンをクリックします。
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終了

CTグラフィティM を終了します。

編集中の図面がある場合には、保存確認のウィンドウが開きます。保存して終了する

場合は【はい】、保存しない場合は【いいえ】、終了を取り止める場合は【キャンセル】

をクリックします。
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 元に戻す

 やり直す

 切り取り・コピー・貼り付け

 削除

 すべてを削除

 すべて選択

 選択を解除

 選択

 ペイント情報
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元に戻す

行った操作をする前の状態に戻します。

一度[元に戻す]を選択すると、直前の操作が取り消されます。

続けて[元に戻す]を選択すると、さらに前の操作が取り消されます。

やり直す

［編集］－［元に戻す］で取り消した操作を復帰させます。

元に戻すコマンドでさかのぼれる回数は、［ファイル］－［環境設

定］にて設定することができます。
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切り取り・コピー・貼り付け

・切り取り ： 図面からのオブジェクトの切り取ります。

・コピー ： 図面上からクリップボードへコピーします。

・貼り付け ： クリップボードから図面上へ貼り付けます。

オブジェクトをコピーする

【1】 コピーするオブジェクトを選択ツールで選択します。

【2】 ［編集］－［コピー］を選択し、クリップボードにコピーします。

【3】 ［編集］－［貼り付け］を選択するとコピーしたオブジェクトが配置されます。

オブジェクトを移動する

【1】 移動するオブジェクトを選択ツールで選択します。

【2】 ［編集］－［切り取り］を選択します。

【3】 ［編集］－［貼り付け］を選択するとオブジェクトが配置されます。

オブジェクトを貼り付ける

【1】 あらかじめ CTグラフィティMや他のアプリケーションで、クリップボードにデ

ータをコピーしておきます。

【2】 ［編集］－［貼り付け］を選択するとオブジェクトが配置されます。

※クリップボードにデータがない場合や互換性のないデータの場合には選択でき

ません。

貼り付けを実行すると、同じ図面上のデータの場合は、コピーしたデータの

前面に、外部のデータの場合は、左下の原点の位置に貼り付きます。
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削除

選択したオブジェクトの削除を実行します。また、キーボードの Delキーで削除して

も同じ結果となります。

すべてを削除

図面上のオブジェクトをすべて削除します。
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すべて選択

図面上にある全てのオブジェクトが選択されます。

選択を解除

選択されているオブジェクトを全て解除します。
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選択

ステータスバーに、データ

の種類が表示されていま

す。

塗りこみ色や輪郭色、データ形式が同じオブジェクトを全て選択します。

同じ設定のオブジェクトを全て選択する

【1】 基準となるオブジェクトを選択します。

【2】 [編集]－[選択]から、任意のメニューを選択します。

【3】 選択したメニューに応じて、選択したオブジェクトと以下の設定が同じオブジ

ェクトが全て選択されます。

 同一のペイント設定 ：塗りこみ色および輪郭色

 同一のフィルカラー ：塗りこみ色

 同一のラインカラー ：輪郭色

 同一のデータ種類 ：データ種類
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ペイント情報

オブジェクトのペイント情報（塗りこみ色や輪郭色）の設定をコピーし、別のオブジェ

クトに対して、コピー元と同じ設定を適用します。

オブジェクトのペイント情報をコピーする

【1】 ペイント情報を持つオブジェクトを選択ツールで選択します。

【2】 [編集]－[ペイント情報]から、[コピー]を選択すると、オブジェクトのペイント

情報がコピーされます。

オブジェクトのペイント情報を貼り付ける

【1】 ペイント情報を持つオブジェクトを選択ツールで選択します。

【2】 [編集]－[ペイント情報]から、[貼り付け]を選択すると、あらかじめコピーして

おいたペイント情報がオブジェクトに適用されます。
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変形

選択したオブジェクトを移動・変倍・回転することができます。

オブジェクトを移動する

［変形］－［移動］を選択すると、『移動・コピー』ダイアログボックスが開きます。移動

量を入力してオブジェクトを移動します。

【位置】タブを開いた時には、現在の座標が表示されています。

水平・垂直方向の移動距

離を入力します。

直線移動距離と角度を入

力します。

オブジェクトのコピーを作

成して移動します。

移動先のX.Y座標を入力

します。

Y = 0

X = 0

選択した

オブジェクトの

Y座標

原点

選択したオブジェクトの X座標
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オブジェクトを拡大・縮小する

［変形］－［変倍］を選択すると、『拡大・縮小』ダイアログボックスが開きます。変倍

数値を入力してオブジェクトを拡大または縮小します。

チェックを入れると、線幅

も同時に変倍します。

縦横比を固定して拡大・縮

小の倍率を入力します。

オブジェクトのコピーを作

成して変倍します。

縦横それぞれに拡大・縮小の倍

率を入力します。

幅・高さを mm 単位で指

定します。

縦横比を固定して拡大・縮小します。幅か高さのどちらかを入

力すると等倍比の変倍サイズが自動で計算され、結果数値が

表示されます。
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オブジェクトを回転する

［変形］－［回転］を選択すると、『回転』ダイアログボックスが開きます。

角度 ： オブジェクトを回転する角度を設定します。

方法 ： 選択したオブジェクトが複数ある場合に、それぞれのオブジェクトを回

転するか、オブジェクト全体を回転するか選択します。

原点 ： 回転中心を、選択したオブジェクトの左下にするか、中心にするか選

択します。

コピー ： オブジェクトを複製してから回転します。



第 2-4章 オブジェクトメニュー

2-4-4

アレンジ

オブジェクトが重なった場合に、どれを上に表示するかは、重ね順によって決まりま

す。ここでは、この重ね順を変更することができます。

オブジェクトを一番前に出す

オブジェクトを選択し、［アレンジ］－［最前面へ］を選択すると、選択したオブジェク

トを全てのオブジェクトの前面に配置します。

オブジェクトを 1つ前に出す

オブジェクトを選択し、［アレンジ］－［前面へ］を選択すると、選択したオブジェクト

を 1つ前に配置します。
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オブジェクトを一番後ろに送る

オブジェクトを選択し、［アレンジ］－［最背面へ］を選択すると、選択したオブジェ

クトを全てのオブジェクトの背面に配置します。

オブジェクトを 1つ後ろに送る

オブジェクトを選択し、［アレンジ］－［背面へ］を選択すると、選択したオブジェクト

を 1つ後ろに配置します。
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グループ・グループ解除

複数のオブジェクトを選択した状態で[グループ]を選択すると、複数のオブジェク

トをまとめて 1つのオブジェクトとして扱うことができます。この操作をグループ化と

呼びます。

グループを解除する場合は、グループ化したオブジェクトを選択し、［オブジェク

ト］－［グループ解除］を選択します。
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ロック・ロック解除

オブジェクトを選択した状態で[ロック]を選択すると、選択したオブジェクトにロック

がかかり、選択や編集が出来ない状態になります。

オブジェクトを配置する目印のガイドラインを描いた後に、ロックを設定して、移動で

きないようにするなどの使い方もできます。

[ロック解除]を選択すると、ロックが設定されている全てのオブジェクトのロックが解

除されます。
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隠す・全てを表示

[隠す]を実行すると、選択したオブジェクトが一時的に非表示になり、選択・編集が

出来なくなります。複雑な図面を作成する場合に便利です。

[全てを表示]を実行すると、[隠す]状態になっていた全てのオブジェクトが表示され

ます。
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オブジェクト編集

選択したオブジェクトの編集を行います。『オブジェクト編集』ダイアログボックスが表示

されますので、変更が終了したら【OK】ボタンをクリックしてくたさい。

【原点・サイズ】

原点 ：オブジェクトの左下の座標を設定します。

サイズ ：オブジェクトの大きさ（W:幅、H:高さ）を設定します。

縦横比を固定 ：チェックを入れると、「サイズ」を変更した際に、縦横比が変わらないよう

になります。

【線種】

ペンの種類を設定します。

画像を選択している場合は、「線種」「塗り込み・グラデーション」のタブは

表示されません。
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1 線種

なし・実線・破線・一点鎖線・二点鎖線の５種類から選択します。

なし 実 線 破 線 一点鎖線 二点鎖線

「スタイル」から、破線・一点鎖線・二点鎖線の線部と空白部の長さを設定できます。

2 線幅

線の幅を設定します。mm単位で数値を入力します。

線幅を 0mmに設定すると、画面、プリンタ等で最も細い線で表示されます。

3 ジョイント

ジョイントのスタイルを設定します。マイター、ラウンド、ベベルの中から選択してくたさ

い。

マイター ラウンド ベベル

《マイターリミット》

線分が鋭角に接続した場合、マイタージョイントによって接続点をはるかに超えて伸長

してしまう場合があります。このように伸長しすぎた際、ある一定限度で切り落とすため

の制限値を設定します。

4 キャップ

キャップ(線端)のスタイルを設定します。 スクエア、ラウンド、フラットの 3種類の中から

選択してくたさい。

スクエア ラウンド フラット

色のエリアにある長方形をクリックすると、

カラーパレットが開きます。希望の色を選

択し、【OK】をクリックします。

パレットにない色を作成する時は、「色の

作成」をクリックしてくたさい。
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【グラデーション】

ベタ塗りやグラデーションの設定をします。

1 スタイル

塗り込み・グラデーションのスタイルを選択します。

塗り込みなし ベタ塗り 線状

円（放射状） 四角形（放射状） 円すい

ベタ塗りを選択した場合には、④の透過率を設定できます。0％で完全不透明、100％で

完全透明になります。
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2 グラデーション

グラデーションの設定には、スタイルの他、色・角度・分解数など、いくつかの設定

項目があります。

《角度》

線状グラデーションと円すいグラデーションの角度を設定します。

《リバース》

開始点と終了点および中間点の色を入れ替えます。

《削除》

選択したグラデーション指示色を削除します。

《分解数》

グラデーションの分解数を設定します。グラデーション分解数の数値が高い場合、

なめらかな色変化が実現されますが、画面表示・印刷の処理速度が低下します。

分解数を 10にした場合 分解数を 300にした場合

《グラデーションバー》

グラデーションの色・切り替え位置を指定します。

色を変更する場合、カラーパレットから任意の色を選択し、グラデーション指示色の

■の部分をクリックします。グラデーション位置を変更する場合は、任意のグラデー

ション指示色の▼の部分をクリックし、移動したい位置でクリックします。バーの部分

をクリックすると、グラデーション色を追加することができます。

3 ラスター方式

塗り込み方式を選択します。

オルタネイト ワインディング

カラーモード
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オブジェクトを選択して[カラーモード]から、[RGBに変換]・[CMYKに変換]を選択

すると、選択したオブジェクトのカラーモードを RGB ・ CMYKに変換します。

カラーモードを CMYKから RGBに変換

カラーモードをCMYKからRGBに変換する場合、元の色から別の色に

変わります。



第 2-4章 オブジェクトメニュー

2-4-14

レイヤー移動

選択したオブジェクトが属しているレイヤーを移動します。

レイヤーを移動する

レイヤー１にあるオブジェクトのうち、選択したオブジェクトのみレイヤー 2に移動す

る例について説明します。

【1】 レイヤーウィンドウからレイヤー 2を選択し、編集対象レイヤーに設定します。

【2】 レイヤー移動するオブジェクトを選択します。

【3】 ［オブジェクト］－［レイヤー移動］を選択します。

【4】 選択したオブジェクトがレイヤー１からレイヤー 2に移動しました。
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3D化

選択したオブジェクトに厚みをもたせ、立体化させることができます。

『3D作成』ダイアログボックスが表示されますので、オブジェクトにもたせる厚みを

入力して、【OK】ボタンをクリックしてくたさい。

3D化後、[ウィンドウ]－[パネル]－[３D]の項目で 3D操作

をすることが可能です。
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マスク

文字や図形などの塗り込みの形に合わせて画像データを貼り付けることができま

す。

文字と画像でマスク処理をする

【1】 文字や図形の塗り込みに使用する画像データとマスクをかけるオブジェクトを

重ねて配置し共に選択してくたさい。この時、マスクをかけるオブジェクトを一

番上に配置してくたさい。

【2】 ［オブジェクト］－［マスク］－［作成］を選択します。

マスクコマンド実行前の画像と文

字列

マスクコマンド実行後の画像

マスクを解除する

［オブジェクト］－［マスク］－［解除］を選択すると、マスク処理のかかっていたオブ

ジェクトが解除され、マスクをかける前の状態に戻ります。
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透過

選択したオブジェクトを透過することができます。

オブジェクトを重ねて表現したり、奥行きを表現したりする時に便利です。

『透過設定』ダイアログボックスで、 [透過値]に任意の数字を入力して、【OK】をクリ

ックしてくたさい。0％で完全不透明、100％で完全透明になります。

［オブジェクト］－［透過］－［解除］を選択すると、透過処理のかかっていたオブジェ

クトが解除され、透過をかける前の状態に戻ります

白色透過

画像オブジェクトを選択し、[白色透過]－[設定]を選択すると、画像データの白色

の部分を透過します。

[白色透過]－[解除]を選択すると、白色透過が解除されます。

白色透過実行前の画像 白色透過実行後の画像

グループ化されたオブジェクトは、白色透過することができません。

いったんグループを解除してから透過を実行してくたさい。



第 2-4章 オブジェクトメニュー

2-4-18

カラーブレンド

３つ以上のオブジェクトに対して、両端の色を徐々に混ぜたものを、中間に位置す

るオブジェクトの色に採用します。

カラーブレンドをかける

【1】 カラーブレンドするオブジェクトを選択します。

【2】 [オブジェクト]－[カラーブレンド]を選択します。

【3】 両端のオブジェクトを選ぶ基準を選択します。

左右：左右の端にあるオブジェクトの色を混ぜます。

上下：上下の端にあるオブジェクトの色を混ぜます。

前後：重ね順が最前面と後ろにあるオブジェクトの色を混ぜます。

カラーブレンド実行前のオブジェクト カラーブレンド実行後のオブジェクト
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線種

『オブジェクト編集』ダイアログボックスが開き、線種の変更をすることができます。

（本章 「オブジェクト編集」 参照）
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グラデーション

『オブジェクト編集』ダイアログボックスが開き、グラデーションの設定ができます。

（本章 「オブジェクト編集」 参照）
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新規

文字を作成します。文字の作成方法には、これまでの方法と同じ「レイアウト枠 直

接」と、高度メニュー内に「文字サイズ」「フィット枠」の３通りの方法があります。

（第１章 ［編集モード］－［文字入力］ 参照）
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変更

すでに作成されている文字列の設定を変更します。［文字］－［変更］を選択すると

『文字設定』ダイアログボックスが開きます。

文字の書式を変更する

【レイアウト枠】

原点：レイアウト枠の左下の座標を設定します。

サイズ：レイアウト枠のW（幅）と H（高さ）を設定します。

【文字】

「サイズ」 ： 一つの文字のW（幅）と H（高さ）を設定します。

縦書き ： 文字列を縦書きにします。

逆順 ： 文字列を逆の順番で配置します。

斜体角度 ： -85°～85°の範囲で文字の斜体角度を設定します。

【字詰め】

字詰め ： 字詰め指定が有効になります。

mm単位 ： 文字間率・節間率・行間率を、mm単位指定にします。

文字間率 ： 文字間隔を設定します。

節間率 ： 全角スペースの幅を設定します。

行間率 ： 行間の高さを設定します。

表示する文字列

を入力します

文字のフォントを

選択します

テキストファイルを

読み込み、文字列

に表示します
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【レイアウト】

枠フィット ： レイアウト枠に文字をフィットさせます。

文字方向 ： 文字を横方向にどう配置するか選択します。

・枠づめ ： レイアウト枠に合わせて文字の大きさが変動します。

・前づめ ： 文字の大きさはそのままでレイアウト枠の前方に詰めます。

・中づめ ： 文字の大きさはそのままでレイアウト枠の中央に揃えます。

・後づめ ： 文字の大きさはそのままでレイアウト枠の後方に詰めます。

・均等 ： 文字の大きさは変えず、レイアウト枠に合わせ均等配置します。

枠内縮小 ： 文字列がレイアウト枠からはみ出る場合に、レイアウト枠に収まるよう

に文字列を縮小します。

行方向 ： 文字を縦方向にどう配置するか選択します。

自動改行 ： 文字列がレイアウト枠からはみ出る場合、自動的に改行をします。



第 2-5章 文字メニュー

2-5-4

編集

変更する文字列を選択した状態で[編集]を選択すると、テキストを直接入力により

編集することができます。

[編集]－[旧タイプ]から作成した文字列は直接入力による編集はできません。

円弧配列

文字を円弧状に配列することができます。

文字を円弧配列する

【1】 円弧配列を実行したい文字枠を選択します。

【2】 ［文字］－［円弧配列］を選択すると『円弧配列』のダイアログボックスが

開きます。

【3】 [角度]に任意の数字を入力して、【ＯＫ】をクリックします。
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パスフィット

指定された文字列を図形の形にフィットします。

文字列をパスフィットする

【1】 パスフィットさせたい文字列とフィットしたい図形を選択します。

【2】 [文字]－[ﾊﾟｽﾌｨｯﾄ]を実行します。

図形データの形に合わせるように文字列がレイアウトされます。
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文字列の分解

選択した文字列を分解してアウトライン化します。文字列の分解を行うと、文字の

輪郭をパスに変換して図形として扱うことができます。

ベクトル修正で文字列を変形させる時や設定したフォントが入っていない他のパソ

コンで開く時には、文字をアウトライン化してください。

※アウトライン化は TrueType文字を含む全ての文字について可能です。

オブジェクトの種類が

「文字列」から「文字」に

変換されます。

1文字ずつに分解され、

パス変換されます。
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文字列のアウトライン化

選択した文字列を図形データに変換します。

文字列から図形に変換することで、ベクトル図形修正などが行えるようになります。

（左図画面では「文字列の部品化」となっておりますが、実際の画面では「ア

ウトライン化」の表示になっております。）
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旧タイプ

CT グラフィティの旧バージョンで採用していた方法で、文字の入力・変更ができま

す。

[旧タイプ]で作成した文字は[文字]－[変更]から変更できますが、編集モードバーの

文字入力モード、もしくは[文字]－[新規]から作成した文字を[旧タイプ]で変更する

ことはできません。

文字の新規入力

 文字枠を指定して入力

文字列枠の大きさを指定し、文字を入力します。指定した枠内に収まるように作成す

るため、入力した文字数によって、自動的に長平体に変形されます。

[旧タイプ]－［新規］－［文字枠］をクリックすると、マウスのポイントが に変わり

ます。図面上で文字列枠の大きさをドラッグして指定すると、ダイアログボックスが表

示されますので、文字列を入力してください。

 文字サイズを指定して新規に文字入力

[旧タイプ] －［新規］－［文字サイズ］をクリックするとマウスのポイントが に変

わります。１文字の大きさをドラッグして指定すると、ダイアログボックスが表示されま

すので、文字列を入力してください。
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文字を変更する

［旧タイプ］－［変更］から種別を選択すると、『文字入力』ダイアログボックスが表示さ

れ、変更を行えます。この場合は、作成時と同じ種別でしか変更はできませんので

ご注意ください。

 文字枠の場合

指定した枠サイズは、文字列の枠の縦横サイズを指します。

 文字サイズ枠の場合

指定した文字サイズは、１文字の縦横サイズを指します。

【原点・サイズ】

原点：レイアウト枠の左下の座標を設定します。

サイズ：レイアウト枠のW（幅）と H（高さ）を設定します。

【字詰め】

字詰め ： 字詰め指定が有効になります。

mm単位 ： 文字間率・節間率・行間率を、mm単位指定にします。

文字間率 ： 文字間隔を設定します。

節間率 ： 全角スペースの幅を設定します。

表示する文字列

を入力します

文字のフォントを

選択します

テキストファイルを

読み込み、文字列

に表示します
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行間率 ： 行間の高さを設定します。

【その他】

縦書き ： 文字列を縦書きにします。

逆順 ： 文字列を逆の順番で配置します。

斜体角度 ： -85°～85°の範囲で文字の斜体角度を設定します。

【色】

輪郭 ： 文字に輪郭をつけます。色のついた長方形部分をクリックすると、色の

指定ができます。

塗り込み色： 文字の中をベタ塗りします。色のついた長方形部分をクリックすると、

ベタ塗りする色の指定ができます。

（文字列レイアウトの説明）

[文字]－[旧タイプ]－[新規]などで作成された複数行の文字データを対象に

レイアウトを設定することができます。

【頭に揃える】

【中央に揃える】

【後に詰める】

【均等に割り付ける】
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連番・連文字

連番オブジェクトや連文字オブジェクトを作成・編集します。

これらのオブジェクトは、短冊プリントなどの面付けプリントを行った際に自動的に文

字が差し替わって印刷されるオブジェクトです。

⇒「第１３章 短冊プリント」参照

■ 連番作成

連番オブジェクトの作成を行います。

①開始値・増加量

連番の開始値と面付け枚数ごとの増加量を入力します。

例えば、開始値が 10で増加量が 2の場合、面付け枚数ごとに「10」

→「12」→「14」と変化します。

②書式

数字の書式を指定します。

例えば、「0詰め」「4桁」の場合「12」という数字は「0012」という文字になります。

③前文字・後文字

連番部分の前や後に固定の文字を加える場合、入力します。

＜作成イメージ＞

■ 連番編集

連番オブジェクトの編集を行います。

■ 連文字作成（新規）

連文字オブジェクトの作成を行います。

1

2

3
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①文字リスト

文字の一覧が表示されます。

②編集

文字リストで文字を選択し、このボタンをクリックすると文字が編集可能な状態になり

ます。

③追加

文字を追加します。

文字を選択した状態でこのボタンをクリックすると選択した文字の前に文字が挿入さ

れます。

文字を選択していない状態でこのボタンをクリックすると一番最後に文字が追加され

ます。

④削除

文字を選択した状態でこのボタンをクリックすると選択した文字が削除されます。

＜作成イメージ＞

■ 連文字作成（CSVより）

CSVファイルから連文字オブジェクトを作成します。

1. 『ファイルを開く』ダイアログボックスが開きます。

CSVファイルを選択し、【開く】をクリックします

1

32 4

操作手順
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2. 『CSV読み込み』ダイアログボックスが開きます。

「読み込み列」に読み込む列を選択し、【開く】をクリックします

3. 連文字オブジェクトが作成されます。

■ 連文字編集

連文字オブジェクトの編集を行います。

■ 連番文字枠の編集

連番・連文字オブジェクトを配置するための枠の編集をします。
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 整列

 並び

 鏡像

 全体回転

 連続コピー

 データ枠に登録
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整列

複数のオブジェクトを横軸または縦軸に沿うように揃えて配置します。整列させる

複数のオブジェクトを選択し、コマンドを実行します。

複数のオブジェクトを整列させる

【1】 整列を実行する複数のオブジェクトを選択します。

【2】 ［レイアウト］－［整列］の中から整列の種類を選択します。

左に整列 中央に整列 右に整列

上に整列 中央に整列 下に整列
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並び

複数のオブジェクトを水平等間隔、垂直等間隔に揃えて配置します。

複数のオブジェクトを並べる

【1】 並びを実行する複数のオブジェクトを選択します。

【2】 ［レイアウト］－［並び］の中から並びの種類を選択します。

並びコマンド実行前

水平等間隔 垂直等間隔
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鏡像

図形を水平方向や垂直方向に反転させます。

オブジェクトを反転させる

【1】 反転させたいオブジェクトを、選択します。

【2】 水平方向に反転させたい場合には、［レイアウト］－［鏡像］－[水平方向] を

選択します。

【3】 垂直方向に反転させたい場合には、［レイアウト］－［鏡像］－[垂直方向]を

選択します。
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全体回転

回転角度を指定して図面全体を回転します。

オブジェクト全てだけでなく、用紙全体もオブジェクトと同様に回転させることがで

きます。ただし、メタファイルが配置されている場合、メタファイルオブジェクトのみ

回転されません。

回転する角度を選択します。

用紙全体も回転する場合は、チェックを

入れます。
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連続コピー

選択したオブジェクトのコピーを複数作成します。

コピーしたオブジェクトの配置方法は、タイル状・直線状・円状の 3種類がありま

す。

［連続コピー］－［連続コピー］から「水平・垂直」を選択すると、タイル状に配置しま

す。「角度」を選択すると、任意の角度の直線状に配置します。

［連続コピー］－[円状コピー]を選択すると、円状に配置します。

水平、垂直それぞれにコピーする個数、コ

ピーするオブジェクトの間隔を設定します。

任意の角度の方向に連続コピー

を実行します。
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データ枠に登録

選択したオブジェクトをデータ枠に登録します。データ枠に登録することによって、

レイアウト BOXでのデータ枠の範囲が設定されます。

レイアウト BOXでデータ枠を利用する

【1】 レイアウト配置を行うオブジェクトを選択します。

【2】 『レイアウト BOX』ダイアログボックスの基準を「データ枠」にして配置方法を

選択します。
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 実寸表示
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全体表示

ズームインまたはズームアウトしている図面をオブジェクト全体表示するように変

更します。
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用紙表示

ズームインまたはズームアウトしている図面を、用紙サイズに合わせて表示しま

す。
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実寸表示

ズームインまたはズームアウトしている図面を、実寸サイズに合わせて表示します。
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ズームイン

選択するたびに、表示サイズが段階的に拡大されます。

ズームアウト

選択するたびに、表示サイズが段階的に縮小されます。

全体的な仕上がりを確認しながら編集・作成をする時には、こちらのズームアウト

機能で縮小表示すると効率よく作業をすることができます。



第 2-7章 表示メニュー

2-7-5

オブジェクトビュー

選択したオブジェクト全体を表示します。

選択したオブジェクトの編集を中心に行う場合には、このオブジェクトビューで表

示すると目的のオブジェクトを中心に拡大・縮小表示され、効率よく編集すること

ができます。
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グリッド表示

「グリッド」と呼ばれる、一定間隔の格子状ガイドが表示されます。グリッド表示の

チェックを外すとグリッドが非表示になります。

グリッドには格子と点の 2種類があり、初期設定では格子で表示されます。［表

示］－［グリッド設定］でグリッドのスタイル、色、間隔などを変更することができま

す。
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グリッドへスナップ

[グリッドへスナップ]にチェックが付いている状態で、オブジェクトをグリッドの近く

に移動させると、自動的にオブジェクトがグリッドに吸着します。
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グリッド設定

『グリッド設定』ダイアログボックスが表示され、グリッドのスタイル・サイズ・色等を

変更することができます。

グリッドのスタイル

点状 格子状

［表示］－［グリッド表示］

と同機能です。
［表示］－［グリッドへスナップ］

と同機能です。

グリッドのスタイル・サイズ・色を

設定します。
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ガイド表示

任意の場所にガイドを引くことができます。

［ガイド表示］を選択した後、左か下のメジャー部分の任意の場所をクリックするとガ

イドが表示されます。

ガイド表示のチェックを外すとガイドは非表示になります。

ガイドの色は［表示］－［ガイド設定］で変更できます。
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［ガイド］の移動・削除

ガイドを作成した後にメジャー上に表示されている をメジャー上の別の位置へ

ドラッグすることで任意の点へ移動させることができます。

また、ガイドを作成した後、メジャー上に表示されている をメジャー上ではない

位置へドラッグするとガイドを削除することができます。
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ガイドへスナップ

[ガイドへスナップ]にチェックが付いている状態で、オブジェクトをガイドの近くに

移動させると、自動的にオブジェクトがガイドに吸着します。

ガイド設定

『ガイド設定』ダイアログボックスが表示され、ガイドの色を変更することができま

す。

［表示］－［ガイド表示］と同機能です。

［表示］－［ガイドへスナップ］と同機能です。

ガイドの色を設定します。
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アウトライン表示

アウトライン表示を有効にすると、文字や図形のベクターデータ（アウトライン）の

みの表示に切り替わります。 ※黒の実線で表示されます。

配置画像（JPEGやBMP）は非表示となり、カットラインのみの表示になりますの

で、トレース機能（2-8）でトレースしたデータの確認が容易になります。
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 トレース

 ラスタライズ

 画像編集

 オフセット

 陰線処理

 影付け

 ストライプ

 シェイプ

 矩形変形

 透過影付け

 グロー

 ベベル

 ペンのアウトライン化

 グラデーションコントロール

 イメージカッター

 カス取り線作成

 表組・罫線の作成

 パレットデータ作成

 近似色チャート

 トンボ作成

 Font Editor起動

 出力デバイス管理
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トレース

選択した画像オブジェクトをベクトルデータ（アウトライン）に変換します。トレース実

行後は、ベクトル修正を行うことができます。

『トレース』ダイアログボックスで設定を行い、 ボタンをクリックするとトレースの

プレビューが画面左に表示されます。設定が終了したら【OK】ボタンをクリックしてト

レースを実行してくたさい。

原稿種類を選択します。これを元に、より原

稿に忠実なベクトルデータを作成します。

原稿の粗さを選択します。ベクタライ

ズを実行する原稿の品質に応じて

原稿粗さを選択します。

２値化するための抽出

色を指定します。

色を抽出する際の許

容幅を設定します。

チェック ON の場合、水平（垂

直）に極めて近いデータを自動

的に水平（垂直）になるように調

整します。

トレース実行後の輪郭

色を指定します。
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ラスタライズ

選択したアウトラインデータをビットマップ画像データに変換します。 ラスタライズ

することで、画像編集をはじめ、ビットマップ画像でしか使用できないメニューで編

集することが可能となります。

画像データの解像度を指定します。数字が

大きくなるほど細かいデータになり、変換後き

れいな画像データが作成されます。

指定した図形に余白をつけま

す。

アンチエイリアスを有効にすると、

オブジェクトの縁がなめらかになり

ます。
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画像編集

画像オブジェクトを選択した状態で、メニューから［ツール］－［画像編集］を選択す

るか、アプリケーションバーの「画像編集」アイコンをクリックすると画像編集モード

に切り替わります。画像編集モードには、画像データに対して様々な編集を行う機

能が用意されています。

詳しい説明については、「第 11章 - 画像編集モード」を参照してくたさい。

このコマンドは、画像データにのみ有効となります。

CTグラフィティM 上で作成した図形をはじめ、画像データ以外のデー

タを編集する場合は、［ツール］－［ラスタライズ］で画像データに変換す

る必要があります。
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オフセット

選択したアウトラインデータ・文字データに対して外側あるいは内側にオフセット処

理をします。 『オフセット処理』ダイアログボックスが表示されますので、設定を入力

して【OK】ボタンをクリックしてくたさい。

縁取りの線の幅をmm

単位で指定します。

縁取りする際、原図に対して

外側か内側どちらに向かっ

て実行するかを指定します。

細かい直線で構成さ

れている図形をなめら

かな曲線になるよう

に、自動的にベジェ曲

線に変換させます。

オフセットをかける

方向にチェックを

入れて指定しま

す。

図形の角の形状を指定

します。処理にはマイタ

ー処理、ラウンド処理、

ベベル処理の３つの方

法があります。
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陰線処理

選択した複数のオブジェクトの合体などを行い、余分な線を削除します。

[ツール]－[陰線処理]から処理の種類を選択すると『陰線処理』ダイアログボックス

が表示されます。「原画を残す」にチェックが入っていると、元の図形をコピーして残

しておきます。

元画像

合体 交差 中マド

前面オブジェクトで型抜き 背面オブジェクトで型抜き

陰線処理を行って作成される図形は、選択したオブジェクトのうち最前面

にあるオブジェクトの塗りこみ色が適用されます。
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影付け

選択したオブジェクトに影付け処理を実行します。

『影付け』ダイアログボックスが表示されますので、画面の左に表示されるサンプル

を確認しながら編集を行い、【OK】ボタンをクリックしてくたさい。

プレビューで設定をした

影付けを確認できます。

影付けの処理には、４種類が用意されていま

す。 をクリックして種類を選択してください。

Ｘ・Ｙ方向それぞれの処置

をmm単位で設定します。

「パース」影付けのみ指定します。奥行きの縮

小率を原図に対してどれだけ小さくするかを

指定します。

縁取りの線幅を mm 単位で設定しま

す。下のスタイルで指定する、オフセット

指示のある影付けのみ影響します。

各影付けタイプに６パターンの

スタイルが用意されています。
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影付けのスタイル

 ブロック

ブロック（積み木）のような立体的な影です。処理方向で原図に対してどれだけ影を

伸ばすかを設定します。

標準 標準（原図抜き） 標準（オフセット抜き）

オフセット影 オフセット影（原図抜き） オフセット影

（オフセット抜き）

 ドロップ

影が下に投影されて、原図が宙に浮いているような影です。処理方向で原図に対し

てどの位置に影を落とすかを設定します。

標準 標準（原図抜き） 標準（オフセット抜き）

オフセット影 オフセット影（原図抜き） オフセット影

（オフセット抜き）
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 キャスト

原図が垂直に立ち、影が一定方向に投影される立体的な影です。ちょうど太陽の

光を受けたときに生じる影の形です。処理方向で原図に対してどれだけ影を伸ば

すのか設定します。

標準 標準（原図抜き） 標準（オフセット抜き）

オフセット影 オフセット影（原図抜き） オフセット影

（オフセット抜き）

 パース

ブロック影処理に遠近を持たせた影です。飛び出したような形になります。

処理方向で原図に対してどれだけ影を伸ばすのか設定します。又、一番奥に位置

する影の図形のサイズを原図に対してどれだけ縮小させるかを％（0～200％）で設

定します。

標準 標準（原図抜き） 標準（オフセット抜き）

オフセット影 オフセット影（原図抜き） オフセット影

（オフセット抜き）
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ストライプ

選択した文字列や図形に対してストライプ模様のデータを作成します。ストライプ模

様には、縦・横 2種類の縞が用意してあります。

ストライプ前のオブジェクト ストライプ後のオブジェクト

ストライプの幅を mm単

位で設定します。

ストライプの間隔を mm

単位で設定します。

ストライプの方向を選択します。種類は、

縦・横・任意があります。

細かい直線で構成されている図形をソフト

側で自動的にベジェ曲線に変換させます。
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シェイプ

選択したオブジェクトに対して、パターン変形を行います。パターンは、32種類の

中から選択できます。

一度変形させた図形を別のパターンで再度変形させる場合は、元に戻

すで元に戻してから行ってくたさい。

32種類の変形パターンがあります。

選択したパターンで変形します。

変形率を指定します。

長方形がどのように変形するか

プレビューが表示されます。
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矩形変形

選択した文字列や図形に対して変形処理を行います。枠の外側の 8 カ所

にアンカーポイントが表示されますので、自在に移動して変形します。

矩形変形を行う

【1】 選択ツールで矩形変形を行うオブジェクトを選択します。

【2】 ［ツール］－［矩形変形］を選択し、アンカーポイントをつかんで自由に変形

を行います。

【3】 作業ウィンドウ内にてダブルクリックをすると変形が確定します。
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透過影付け

選択したオブジェクトにぼかしの影を付けます。

『透過影付け』ダイアログボックスが表示されますので、設定を入力して【OK】ボタン

をクリックしてくたさいい。

プレビューで設定をした透過影付

けを確認できます。

影の色を設定します。

影付けの位置を XY座標

値にて指定します。

影の周りのぼかし量を設

定します。

ぼかしの透過度を0～100%

の範囲で指定します。

影画像の解像度を

設定します。
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グロー

選択した図形の内側又は外側に「グロー」と呼ばれている、ぼかしのかかった輪郭

を作成します。

『グロー』ダイアログボックスが表示されますので、設定を入力して【OK】ボタンをクリ

ックしてくたさい。

プレビューで設定をしたグロ

ーを確認できます。

グローの周りのぼかし

量を設定します。

グローの色を設定します。

グロー位置を外側か内側

のどちらか選択します。

ぼかしの透過度を0～100%

の範囲で指定します。

グローの解像度を

設定します。
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べベル

選択した図形の外側に「ベベル」と呼ばれている、立体的な輪郭を作成します。

『ベベル』ダイアログボックスが表示されますので、設定を入力して【OK】ボタンをク

リックしてくたさい。

プレビューで設定をした

ベベルを確認できます。

ベベルの周りの輪郭

幅を設定します。

ベベルの解像度を

設定します。

ベベルの角度を

設定します。

コントラストの設定

をします。

ベベルの幅を

設定します。

ベベルの色を

設定します。
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ペンのアウトライン化

選択したペンデータをアウトライン化します。ペンデータとは、『ペン』ダイアログボッ

クスで設定した線データのことです。ペンデータをベクトル修正する場合は、あらか

じめペンのアウトライン化を行ってくたさい。

ペンのアウトライン化を実行した場合としていない場合とでは、ベクトル修正を使用

した際、以下のように異なります。

ペンのアウトライン化をしたデータ ペンのアウトライン化をしていない

文字のカッティングを行う場合は上の図のようにカットしますので、見た目の輪郭で

カットしたい場合はペンのアウトライン化を行う必要があります。

ペンダイアログボックスでペン幅

を設定した図形
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グラデーションコントロール

に設定されているグラデーションに対して、グラデーションの角度、長さ等を詳細に

コントロールすることができます。

グラデーションコントロールを実行する

【1】 グラデーション設定のされたオブジェクトを選択し、［ツール］－［グラデーショ

ンコントロール］を選択します。

【2】 グラデーションをコントロールするラインが表示されますので各アンカーポイン

トを任意の角度、長さになるようにドラッグします。

【3】 設定を完了するときは、選択ツールから［選択］をクリックします。

グラデーションの種類によってコントロールのラインが異なります。
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イメージカッター

指定範囲を画像として切り出します。

[イメージカッター]を選択し、切り取る範囲をドラッグして指定すると『画像データ範

囲保存』ダイアログボックスが表示されます。解像度を指定し、【OK】をクリックしてく

たさい。

イメージカッターで切り取った画像は、他のソフトにペーストすることができま

すので、編集の幅が広がります。

チェックを入れると、アンチエイ

リアスをかけて書き出します。

切り出す際の解像

度を設定します。
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カス取り線作成

カッティングする際に付けるカス取り線を格子状に作成します。

 フレームオフセット

オブジェクトの外側に付ける余白の大きさを設定します。

 間隔

カス取り線同士の間隔を設定します。設定方法には、以下の 3種類があります。

 フリー

カス取り線の位置を自由に設定できます。

任意の位置でマウスをクリックすると、「追加方向」で設定した方向にカス取り線

が引かれます。

ドラッグすると、カス取り線を移動できます。枠外までドラッグすると、消去できま

す。

 分割数

カス取り線によって分割される数を指定し、等間隔に作成します。

 距離

カス取り線同士の間隔を指定し、等間隔に作成します。

 クリア

カス取り線を全て消します。
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表組、罫線の作成

軸線幅・マス目数等を設定して自動的に表組・罫線を作成します。

『テーブル作成』ダイアログボックスに数値を入力し、【OK】ボタンをクリックしてくた

さい。

全体のサイズを設定してください。 マス目数を設定して

ください。
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パレットデータ作成

現在、「パレット」パネルで表示されているパレット情報を元にして、矩形や文字など

でパレットデータを一覧形式で用紙上に作成・レイアウトします。

作成例

パレットデータのサイズ・形状を

設定してくたさい。
表示する情報の

設定をしてください。

データのレイアウト

設定をしてくたさい

作成するパレットの

範囲を設定します。
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近似色チャート

このコマンドは、目的の出力カラーを探すためのツールです。

カラーチャートを作成する基準の色を選択し、コマンドを実行すると『カラーチャー

ト』出力ダイアログボックスが表示されます。色相、明度、彩度を設定し【ＯＫ】をクリ

ックします。

中央の四角がもとになる基準色です。近似色から目的の色を見つけ出し、RGB を

変更してください。
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 ウィンドウメニュー

 パレット・カラー

 位置、サイズ

 レイアウト

 ペン設定

 レイアウトボックス

 文字

 データファインダ

 データブラウザ

 データセレクタ

 レイヤー

 3D



第 2-9章 ウィンドウメニュー

2-9-1

ウィンドウメニュー

このメニューでは、各ウィンドウの表示状態の切り替えができます。

ウィンドウの表示／非表示を切り替える

各ウィンドウ名を選択すると、表示／非表示が切り替わります。

以下のウィンドウについては、第 1章「ウィンドウやツールの操作」を参照してくださ

い。

 アプリケーションバー

 情報バー

 コマンドツールバー

 レイヤータブバー

 編集モードバー

 ステータスバー

 サイドバー

 ドキュメントビュー

 ヘルプビュー

 作図

 図形修正

 寸法線

本章では、サイドバー内にある以下のパネルの操作について説明します。

 パレット

 カラー

 位置・サイズ

 レイアウト

 ペン設定

 レイアウトボックス

 文字

 データファインダ

 データブラウザ

 データセレクタ

 レイヤー

 3D
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コマンドツールバーにテキストを表示する

[コマンドツールバー設定]－[テキストを表示する]を選択すると、コマンドツールバ

ーアイコンのテキストの表示／非表示が切り替わります。

ウィンドウの表示状態を保存・削除する

[ウィンドウ状態の保存]を選択すると、現在のウィンドウの表示状態を保存すること

ができます。保存には、新しい状態名で保存するか、既にある状態名に上書き保

存するかを選択できます。保存後は、保存したモードボタンを選択することで保存

時のウィンドウ表示状態になります。

[ウィンドウ状態の設定]を選択すると、状態名を選択して削除することができます。

※ 「イージーカット」「アドバンス」は削除することができません。



第 2-9章 ウィンドウメニュー

2-9-3

パレット・カラー

「パレット」パネル内の任意の色をクリックすると、選択した色が「カラー」パネルに

反映されます。

塗り込み色・線色変更

塗り込み色変更時はＡを、線色変更時はＢをクリックします。

パレットから任意の色をクリックするか、スライダを動かすか直接数値を入力するこ

とで RGB 値を指定すると、色が決定されます。

①パレット

塗り込み色、線色を設定します。

任意の色をクリックすると選択さ

れている図形の塗り込み色また

は線色が設定されます。

②RGB／CMYK切り替え

RGBとCMYKの切り替えをしま

す。

③数値設定

数値によるカラー設定をします。

④カレントカラー

塗り込みまたは線の切り替えを行います。

また、パレットや RGB設定などで指定した色が反映されます。

各アイコンの説明

パレットを指定したパターンで初期化します。

選択中のパレット位置に「カラー」パネルの色を登録します。

編集画面上のカラー情報を取り出し、カレントカラーに登録します。

色を消去する場合は、 をクリックします。

塗り込み色と線色を入れ替える場合は、 をクリックします。

A

B
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位置・サイズ

オブジェクトのサイズや位置を変更できます。

 水平位置・垂直位置

選択したオブジェクトの位置を設定します。

 水平サイズ・垂直サイズ

選択したオブジェクトのサイズを設定します。

 縦横比を固定

チェックを入れると、水平サイズ・垂直サイズを変更した際に、縦横比を固定し

たままサイズ変更ができます。
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レイアウト

整列、並び替えなどオブジェクトのレイアウトを行うことができます。

 アレンジ

選択したオブジェクトの重ね順を変更します。オブジェクトを選択し、下記のいず

れかのアレンジ方法をクリックします。

（第 4章 「オブジェクトメニュー － アレンジ」 参照）

 整列

複数のオブジェクトを横軸または縦軸に沿うように揃えて配置します。整列させる

複数のオブジェクトを選択し、コマンドを実行します。

（第６章 「レイアウトメニュー － レイアウト」 参照）

 並び

複数のオブジェクトの間隔を縦横、等間隔に揃えて配置します。

（第６章 「レイアウトメニュー － レイアウト」 参照」

 反転

オブジェクトを左右または上下方向に反転させます。反転させるオブジェクトを選

択し、コマンドを実行します。

（第６章 「レイアウトメニュー － レイアウト」参照）

アレンジ 整列

反転並び
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ペン設定

ペンの種類、ペンの線幅など、線種の設定を行います。

1 ペン種

なし・実線・破線・一点鎖線・二点鎖線の５種類から選択します。

なし 実 線 破 線 一点鎖線 二点鎖線

⑤から、破線・一点鎖線・二点鎖線の線部と空白部の長さを設定できます。

2 ペン幅

線の幅を設定します。mm単位で数値を入力します。

線幅を 0mmに設定すると、画面、プリンタ等で最も細い線で表示されます。

3 ジョイント

ジョイントのスタイルを設定します。マイター、ラウンド、ベベルの中から選択してく

ださい。

マイター ラウンド ベベル

《マイターリミット》

線分が鋭角に接続した場合、マイタージョイントによって接続点をはるかに超えて

伸長してしまう場合があります。このように伸長しすぎた際、ある一定限度で切り落

とすための制限値を設定します。

1

2

3

4

5
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4 キャップ

キャップ(線端)のスタイルを設定します。 スクエア、ラウンド、フラットの 3種類の中

から選択してください。

スクエア ラウンド フラット
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レイアウトボックス

選択したオブジェクトを基準枠に沿ってレイアウトします。

 
1 基準

・作業枠：

作業枠を基準としてレイアウトします。

・用紙枠：

用紙設定で設定した用紙サイズを基

準枠としてレイアウトします。

・データ枠：

メインメニューの[レイアウト]－[データ

枠に登録]で設定された枠を基準枠と

してレイアウトします。

2 編集リスト

左右方向

基準枠の左外に移動します。

基準枠の左揃えに移動します。

基準枠の左右中央に移動します。

基準枠の右揃えに移動します。

基準枠の右外に移動します。

上下方向

基準枠の下外に移動します。

基準枠の下揃えに移動します。

基準枠の上下中央に移動します。

基準枠の上揃えに移動します。

基準枠の上外に移動します。

フィット

図面の横にフィットするよう拡大します。

図面の縦にフィットするよう拡大します。

図面の縦横等比にフィットするよう拡大します。
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文字

書体、文字サイズ、レイアウト等、文字に関する書式の編集を行います。

【書体】

【文字】

【字間】

文字間率 1文字ごとの間隔を設定します。

節間率 全角スペースの間隔を設定します。

行間率 1行ごとの間隔を設定します。

書庫

書体の大分類を選択します。

書体

書体の種類を選択します。

字詰め

チェックを入れると字詰め(プロポーショナ

ル)を有効にします。

mm単位

「文字間」「節間」「行間」の設定をmm単

位か％単位かに切り替えます。

「文字間」「節間」「行間」の設定

それぞれの間隔を設定します。

サイズ

１文字単位の大きさを設定します。

Ｗ：1文字の横幅 ／ Ｈ：1文字の高さ

縦書き

チェックを入れると文字を縦書きにします。

逆順

チェックを入れると文字の並びを逆にします。

斜体角度

斜体角度を設定します。
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【レイアウト】

枠フィット

文字列が指定枠にフィットするよう拡大縮小

されます。

文字・行方向

「枠づめ」「前づめ」「中づめ」「後づめ」「均

等」から文字のレイアウトを選択します。

枠内縮小

枠内に収まるように文字が自動的に縮小さ

れます。

自動改行

チェックを入れると文字のレイアウト枠に従っ

て自動的に文章が折り返されます。
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データファインダ

データファイルが保存されているフォルダを選択すると、データブラウザに読み込

み可能なファイルの一覧が表示されます。操作方法は、エクスプローラーとほぼ同

じ操作でフォルダの指定やファイルを選択することができます。

データブラウザ

データファインダやデータセレクタで選択したフォルダ内のファイルを一覧表示し

ます。個々で表示されるファイル形式は JPG ・ JPEG ・ BMP ・ TIF ・ DGX ・ EDX ・

AI ・ EPS です。

ここに表示されるファイルをドラッグして、作業ウィンドウ上にドロップすることでファ

イルを開くことができます。
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データセレクタ

選択したフォルダにあるファイルがデータブラウザに表示されます。普段よく開くフ

ォルダをデータセレクタに設定しておくと、素早くフォルダ内のデータを読み込む

ことができ、作業効率が高まります。（前頁 「データブラウザ」 参照）

また、「デタキャビ」をクリックすると、データブラウザにはデタキャビのルートフォル

ダにあるファイルが表示されます。

データセレクタから開くフォルダは、 から変更することができます。
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レイヤー

レイヤーの選択や設定を行います。レイヤータブバーでは、プリントレイヤーとカ

ットレイヤーの 2つのレイヤーのみを切り替えますが、このパネルからさらに多くの

レイヤーを切り替えて扱うことができます。それぞれ、アイコンをクリックすると状態

が切り替わります。

 アイコン

レイヤーの可視／不可視を切り替えます。

 アイコン

レイヤー編集の可能・不可能を切り替えます。

 アイコン

印刷する際に、可視状態のレイヤーのうち印刷アイコンがついている

レイヤーだけが出力されます。
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3D

3D 化したオブジェクトに対して操作を行います。

（第 4 章 「オブジェクトメニュー － 3D化」 参照）

 操作

オブジェクトの回転・移動を行います。

茶色の矢印をクリックするとオブジェクトが回転し、青色の矢印をクリックするとオブ

ジェクトの位置が移動します。

3D操作前のオブジェクト 3D操作後のオブジェクト

 表示

オブジェクトの表示状態を設定します。

 ビュー ： 投影方法を変更します。

 透視 ： 遠近法を使います。遠いものほど小さく表示されます。

 平行 ： 平行に投影します。奥行きが表示に影響しません。

 モデル ： 3Dモデルを選択します。

 ソリッド ： オブジェクトの面を全て表示します。

 ワイヤーフレーム ： オブジェクトの骨組みだけを表示します。

 カラー・サイドカラー ： 面の色を変更します。
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 ヘルプ

 アップデートのチェック

 オンライン登録

 バージョン情報
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ヘルプ

CTグラフィティMのヘルプを開くことができます

Adobe Readerなど PDFが閲覧可能なソフトでマニュアルを開きます。

もし PDFが閲覧可能なソフトがない場合は、Adobeのホームページからダウンロ

ードする等して入手してください。

オンライン登録

オンラインユーザー登録をすることができます。オンライン登録することで

各種サービスやサポートを受けることが出来るようになります。

バージョン情報

お使いのCTグラフィティMのバージョン情報が表示されます。電話サポートをご

利用の際には、このバージョン情報をあらかじめ調べてからお電話をお願いしま

す。
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 ツールメニュー

 フィルタメニュー
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画面の説明

CTグラフィティM Ver.4.0の画像編集モードの画面です。

画像オブジェクトを選択した状態で、メニューから［ツール］－［画像編集］を選択するか、アプリケーションバーの「画

像編集」アイコンをクリックすると画像編集モードに切り替わります。画像編集モードには、画像データに対して様々

な編集を行う機能が用意されています。

編集モードバー ステータスバーコマンドツールバー
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 編集モードバー

標準編集モードの編集モードバーとは機能が変わっています。

上から順に、以下の機能が配置されています。詳しい説明は、次項「編集モード

バー」を参照してください。

1 ハンドスクロール

2 ズーム（縮小）

3 ズーム（拡大）

4 ブラシ

5 消しゴム

6 バケツ

7 スタンプ

8 トリミング

9 透過バケツ

 コマンドツールバー

頻繁に使う機能のアイコンが配置されています。

1 OK

2 キャンセル

3 最初へ戻る

4 元に戻す

5 ズームイン

6 ズームアウト

7 全体表示

8 幅フィット
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9 高さフィット

10 左 90度

11 180度

12 右 90度

 ステータスバー

以下の 5つの情報が表示されます。

1 画像のサイズ

2 現在の表示倍率

3 カーソル位置の色の RGB値

4 カーソル位置の透過度

5 カーソル位置の画像の座標
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編集モードバー

 ハンドスクロール

マウスカーソルが に変わります。この状態で作業ウィンドウ上をドラッグす

ると、画像の表示位置を移動できます。

 ズーム（縮小）

マウスカーソルが に変わります。左クリックで縮小し、右クリックもしくは

Alt +左クリックで拡大します。ドラッグすると、ドラッグ範囲にある画像を拡大

表示します。

 ズーム（拡大）

マウスカーソルが に変わります。左クリックで拡大し、右クリックもしくは

Alt +左クリックで縮小します。ドラッグすると、ドラッグ範囲にある画像を拡大

表示します。

 ブラシ

画像に色を描き加えるツールです。

設定ウィンドウでパラメータを設定できます。

 ブラシ色 ： ブラシの色です。

 半径 ： ブラシの半径です。

 色有効度 ： 画像に塗るブラシ色の度合いです。255で完全に

ブラシ色となり、0で全く塗らないことになります。

 エッジ ： 値が大きいほど、ブラシ中心から離れるにつれて

色有効度が下がります。

 消しゴム

画像を消していくツールです。

設定ウィンドウでパラメータを設定できます。

 半径 ： 消しゴムの半径です。

 消去率 ： どれだけ消すかを表す数です。

 エッジ ： 値が大きいほど、消しゴム中心から離れると消去率が下

がります。
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 バケツ

クリックした点から色が近い範囲を塗りつぶすツールです。

設定ウィンドウでパラメータを設定できます。

 塗り色 ： 塗りつぶす色です。

 色有効度 ： 画像に塗る塗り色の度合いです。255で完全に塗り色と

なり、0で全く塗らないことになります。

 選択色の幅： クリックした点の色からどれだけの色幅を許容するかを表

す数値です。

 スタンプ

画像の一部をコピーするツールです。

[スタンプ]を選択後、作業ウィンドウ上をドラッグしてコピー元とコピー先の距離を

決定します。その後ドラッグすると画像がコピーされます。

 トリミング

画像を切り出すツールです。[トリミング]を選択後、ドラッグして切り出す範囲を指

定します。

 透過バケツ

クリックした点から色が近い箇所を透過するツールです。

 透過度 ： 画像を透明化する度合いです。

 選択色の幅 ： クリックした点の色からどれだけの色幅を許容するかを

表す数です。
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ファイルメニュー

 編集モードへ戻る

画像編集モードで行った変更を反映させて標準編集モードに戻ります。

 キャンセル

画像編集モードで行った変更を破棄して標準編集モードに戻ります。

編集メニュー

 元に戻す

直前に行った操作を取り消します。「元に戻す」をした後に「元に戻す」を実行す

ると、取り消した操作をやり直します。

 最初に戻る

画像編集モードに切り替わった時の画像に戻します。
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表示メニュー

表示メニューでは、画像の表

示倍率や位置を変更しま

す。画像自体の大きさは変

更されません。

 縮小

画面中央を基準にして縮小表示します。

 拡大

画面中央を基準にして拡大表示します。

 等倍表示

画像を 100%の大きさで表示します。

 数値指定で拡大

設定ウィンドウに数値入力ボックスが表示されます。数値を入力すると、表示が

拡大縮小されます。

 ウィンドウに合わせる

作業ウィンドウのサイズに合うように拡大縮小して表示します。

 幅に合わせる ： 画像をウィンドウ幅にフィットさせます。

 高さに合わせる ： 画像をウィンドウ高さにフィットさせます。

 全体表示 ： 画像全体を表示させます。
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ツールメニュー

画像の中心を基準にして、

画像データを回転します。

 回転

 左 90度回転

画像を左回り（半時計回り）に 90度回転します。

 右 90度回転

画像を右回り（時計回り）に 90度回転します。

 180度回転

画像を 180度回転します。

 背景色変更

作業ウィンドウのうち、画像の背景色だけを変更するツールです。
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 画像サイズ変更

画像サイズを変更するツールです。

表示倍率が変わるのではなく、画像自体の大きさを変更します。

 白紙にする

画像を全て白色にします。
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フィルタメニュー

フィルタの実行中にはプログ

レスバーが表示され、いつ

でもキャンセルすることがで

きます。

 ぼかし

画像をぼかすフィルタが 2種類あります。ぼかす広さを指定して実行します。

 ぼかし ： 標準のぼかしです。ぼかし（ガウス）より高速に実行できます。

 ぼかし（ガウス） ： 標準のぼかしよりも自然な仕上がりになります。

 シャープ

画像をはっきりさせるフィルタが 2種類あります。

 シャープ ： 標準のシャープフィルタです。アンシャープマスクよりも高

速に実行できます。

 アンシャープマスク ： 効果の強さを指定して実行します。標準のシャ

ープよりも自然な仕上がりになります。

 ノイズ除去

画像のノイズを除去するフィルタです。

 減色

画像に使われる色数を、指定した数に減らすフィルタです。画像データ量を小さく

したい場合などに使用します。

 色調整

カラーバランスを調整するフィルタです。

 RGB調整

赤・緑・青の度合いを調整できます。

 色相調整

色相・彩度・明度の度合いを調整できます。

「色を付ける」にチェックを入れると、モノトーンになります。

 明るさ・コントラスト

明るさとコントラストを調整できます。

 レベル補正

 ガンマ補正 ： 数値を指定してガンマ補正を行います。

 レベル補正 ： 下限と上限を設定してレベル補正を行います。

 自動レベル補正 ： 下限と上限を自動的に決定してレベル補正を

行います。
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 効果

 反転 ： 色を反転します。

 モノクロ ： モノクロ画像にします。

 エンボス ： 凹凸のあるような画像にします。

 二値化 ： 閾値を指定して、白黒の 2色にします。

 モザイク ： マスの大きさを指定してモザイクをかけます。

 フェードアウト ： 画像の縁が徐々に消えるような効果をかけます。効果の

かかる幅と、効果のかかる方向を指定します。
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