
◆◆◆　フォント ＆ 外字　◆◆◆　(Fonts and EUDC)

本稿では、当アプリ [RosettaCalc] の初期設定にて指定している フォントの種類や 入手先などの情報

および、Unicode の「私用領域」に自由に登録できる「外字」を当アプリ専用に定義した「特定外字」の

コードポイントなどの定義情報を、資料としてまとめています。

各種フォントの設定/変更の方法や、フォントを経由することではじめて表示可能となる「外字」の

リンクを含めた設定方法、もしくは Windows付属の「外字エディタ」を使っての 個人による外字の字形登録、および

外字ファイルの作成方法などにつきましては、当アプリの設定画面や電卓画面の説明書などにも記載しております。

本稿ではそれらに加え、ややわかりにくい面もある「外字」についての基礎的な理解や応用のために

例示字形や画像も多用して、多少なりともわかりやすく、自由に作れる外字の利用者が増えるような工夫をしています。

なお 当アプリには、当方で作成して無料で公開もしている「外字ファイル」は付属しておりますが

「フォント」につきましては、フォント製作者/配布者側の著作権を考慮して、一切添付しておりません。

（当アプリに付属するPDF書類(本稿など)に埋め込まれたフォントを除く）

当アプリでは、必要なフォントは「推奨フォント」としてまとめており

基本的にすべて無料の「フリーフォント」だけで済むよう構成しております。

これらは、本稿に記載したリンク先などから（この場合は手作業となりますが）自由にダウンロードできます。

また、当アプリの「推奨フォント」を、半自動的にダウンロード・解凍・インストールできるよう、当方にてまとめた

フリーウェア「推奨フォントのダウンローダ」[RcmFntDLDer] も別途ご用意してあります。必要に応じてご活用ください。

※ 外字にまつわる用語について

一般に「外字」といえば、個人などで自由に字形登録して使うものを呼ぶことが多いですが

本稿では、フォント製作者（フォントベンダー）により すでにフォントとして提供される外字を 

「ベンダー外字」、個人などで字形登録する外字を「ユーザー外字」と呼んで区別しています。

一般に「外字フォント」という語もありますが、この語だけでは上記のどちらにも通じるため

必要な場合には、ベンダー外字については「ベンダー外字フォント」と呼ぶことにしています。

ユーザー外字については、個人などで自由に登録する字形情報をまとめたものを

(Windows付属の外字エディタなどでは)「外字フォント」と呼んでいる場合がありますが

本稿では「外字ファイル」と呼ぶことにしています。何度も出てくる表現ですのでご留意ください。

ユーザー外字については、上記「外字ファイル」という意味のほかにも

「外字を表示できるように設定した一般のフォント」という意味でも

「(ユーザー)外字フォント」の語が使われる場合があるものと思われますが

ユーザー外字は、一般のフォントを介して表示される仕組みとなっていることから

「単独のフォントとしては使えない」ため「一般のフォントとは別のものである」と捉えるべきです。

これらの重層的なまぎらわしさを避けるため、ユーザー外字についての「外字フォント」の語は

特に明記しない限り、本稿では使わないようにしています。ご了承ください。

※ その他の用語

「コードポイント」とは、文字コードであらわされる「文字の場所」「文字位置」のことです。
（たとえば、外字として利用できる範囲の先頭の文字の位置は、Unicodeでは [U+E000] とあらわされ　　

ShiftJISでは [0xF040] とあらわされます。）

「文字セット」は、Unicodeや ShiftJISなどの「文字コードの種類」「文字集合」のことです。
（「文字コード」と言った場合は [U+E000] などの具体的なコードを指す場合があるので　　

そうではないことを明確にする場合に使います。）
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https://occhann.jp/Overview/RcmFntDLDer.html


● 推奨フォント（当アプリ数値表現用の初期設定フォント）

　フォント名にリンク先があるものは、ご利用の WEBブラウザで、ダウンロード用ページを開けます。

　フォント名にリンク先がないものは、Windows付属の「標準フォント」などのため

　無料ではダウンロードできないようになっているもの、などです。

　お使いのシステムに無い場合には、実際にある適当なフォント名で代替される場合がありますが

　「標準フォント」なら、特殊な文字は使っていないので、多くの場合、それでも構いません。

　表示上の印象などから、変えたほうがいいと判断される場合は、自由に変更してください。

数値表現の名称 英語名 フォント名

「数字」ページ

数字・１ Digits-1 HGS創英角ｺﾞｼｯｸ UB

数字・２ Digits-2 HGS創英角ｺﾞｼｯｸ UB

数字・３ Digits-3 HGS創英角ｺﾞｼｯｸ UB

数字・４ Digits-4 HGS創英角ｺﾞｼｯｸ UB

数字・５ Digits-5 HGS創英角ｺﾞｼｯｸ UB

「漢字文化圏」ページ

漢字文化圏・１ Sinosphere-1 Microsoft Sans Serif

漢字文化圏・２ Sinosphere-2 Microsoft Sans Serif

漢字文化圏・３ Sinosphere-3 Microsoft Sans Serif

漢字文化圏・４ Sinosphere-4 SimHei

漢字文化圏・５ Sinosphere-5 Microsoft Sans Serif

「記数法１」ページ

ローマ数字 Roman numerals Doulos SIL

エーゲ数字 Aegean numerals Aegean

ギリシア数字・アッティカ式 Attic numerals (ancient Greeks) Aegean

ギリシア数字・イオニア式 Greek numerals (Ionian) DejaVu Sans Condensed

コプト数字 Coptic numerals FreeSerif

ゴート数字 Gothic numerals Quivira

グルジア数字（現ジョージア） Georgian numerals DejaVu Serif Condensed

アルメニア数字 Armenian numerals DejaVu Sans Condensed

キリル数字 Cyrillic numerals Code2000

グラゴル数字 Glagolitic numerals Quivira

ゲエズ数字（エチオピア） Ge'ez (Amharic, Ethiopic) numerals Arial

ヘブライ数字 Hebrew numerals Arial

アブジャド数字 Abjad numerals Arial
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http://www.quivira-font.com/
https://web.archive.org/web/20101122142710/http://code2000.net/code2000_page.htm
https://dejavu-fonts.github.io/Download.html
https://dejavu-fonts.github.io/Download.html
http://www.quivira-font.com/
http://ftp.gnu.org/gnu/freefont/
https://dejavu-fonts.github.io/Download.html
https://dn-works.com/ufas/
https://dn-works.com/ufas/
http://software.sil.org/doulos/download/


　これらは、設定画面の「数字」「漢字文化圏」「記数法１」「記数法２」「進法」の

　各ページでも、右クリックから変更できるようにしている箇所がありますし

　「基本」ページでは、各行の「フォント」ボタンから、自由に変更できるようになっています。
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「記数法２」ページ

点字数字 Braille numerals Quivira

エジプト・ヒエログリフ数字 Egyptian Hieroglyphs numerals Aegyptus

エジプト系数字 Egyptians : numerals of Egyptian styles HGP ｺﾞｼｯｸ E

コプト・エパクト数字 Coptic Epact numerals (Epakt) Aegyptus ※

ルーミー数字記号 Rumi Numeral Symbols (Fasi, Fez) 花園明朝      A

楔形数字 Cuneiform numerals Akkadian

古代ペルシア数字 Old Percian numerals Aegean

古代アラビア系数字 Old Arabians : numerals of Old Arabian styles Quivira

レバント系数字 Levantines : numerals of Levantine styles Quivira

ブラーフミー系数字 Brahmis : numerals of Brahmi styles Noto Sans Brahmi

アリヤバータ数字 Āryabhaṭa numeration Mangal

カタパヤーディ数字 Katapayadi numeration Mangal

ドラヴィダ系数字 Dravidians : numerals of Dravidian styles of south India Code2000

ワラング・クシティ数字 Warang Citi numerals HGP ｺﾞｼｯｸ E

パハウ・フモン数字 Pahawh Hmong numerals HGP ｺﾞｼｯｸ E

メンデ数字 Mende Kikakui numerals HGP ｺﾞｼｯｸ E

算木数字 Counting Rods numerals Symbola

マヤ数字 Maya numerals Nishiki-teki

エトルリア系数字 Etruscans : numerals of Italic Etruscan styles HGP ｺﾞｼｯｸ E

英語・１ English-1 Arial

英語・２ English-2 Arial

マッピング　（１桁入力） one-digit mapping Quivira

マッピング　（２桁入力） two-digits mapping Quivira

マッピング　（３桁入力）・１ three-digits mapping (pt.1) Quivira

マッピング　（３桁入力）・２ three-digits mapping (pt.2) Quivira

「進法」ページ

基数法・１ Radix-1 (Positional systems by base) HGP ｺﾞｼｯｸ E

基数法・２ Radix-2 (Positional systems by base) HGP ｺﾞｼｯｸ E

基数法・３ Radix-3 (Positional systems by base) HGP ｺﾞｼｯｸ E

基数法・４ Radix-4 (Positional systems by base) HGP ｺﾞｼｯｸ E

基数法・５ Radix-5 (Positional systems by base) HGP ｺﾞｼｯｸ E

２進数 Binary number HGP ｺﾞｼｯｸ E

８進数 Octal number HGP ｺﾞｼｯｸ E

１０進数 Decimal number HGP ｺﾞｼｯｸ E

１６進数 Hexadecimal number HGP ｺﾞｼｯｸ E
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http://www.quivira-font.com/
http://www.quivira-font.com/
http://www.quivira-font.com/
http://www.quivira-font.com/
http://hwm3.gyao.ne.jp/shiroi-niwatori/nishiki-teki.htm
https://dn-works.com/ufas/
https://web.archive.org/web/20101122142710/http://code2000.net/code2000_page.htm
https://www.google.com/get/noto/#sans-brah
http://www.quivira-font.com/
http://www.quivira-font.com/
https://dn-works.com/ufas/
https://dn-works.com/ufas/
http://fonts.jp/hanazono/
https://dn-works.com/ufas/
https://dn-works.com/ufas/
http://www.quivira-font.com/


（※「コプト・エパクト数字」用として設定していた[Niles]は 提供終了により[Aegyptus]へと変更しました。）
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● その他のフォント（推奨フォントを含む）

当アプリの設定画面の例示、もしくは「数字」ページや「キートップの変更」に例示される

各地域ごとの数字の文字などが正しく表示されない場合に、それらも完璧に表示したい場合には

以下のフォントをすべて揃えてインストールすれば、可能になるはずです。

Abydos Meiryo UI Noto Sans Myanmar

Aegean Microsoft Sans Serif Noto Sans New Tai Lue

Aegyptus Microsoft YaHei Noto Sans Ol Chiki

AegyptusSubset MingLiU Noto Sans Osmanya

Akkadian MPH 2B   ダマセ Noto Sans Phoenician

Albanian MS UI Gothic Noto Sans Saurashtra

Arial NewGardiner Noto Sans Sundanese

Assurbanipal Nilus Noto Sans Tai Tham

Assyrian Nishiki-teki Noto Sans Thai

Code2000 Noto Sans Balinese Noto Sans Tibetan

Code2001 Noto Sans Bamum Quivira

Courier New Noto Sans Brahmi Rumi

CuneiformComposite Noto Sans Chakma ▽ Santakku

CuneiformNAOutline Noto Sans Cham SimHei

CuneiformOB Noto Sans Cuneiform SimSun

DejaVu Sans Noto Sans Egyptian Hieroglyphs Symbola

DejaVu Sans Condensed Noto Sans Gothic

DejaVu Serif Noto Sans Inscriptional Pahlavi

DejaVu Serif Condensed Noto Sans Inscriptional Parthia

Doulos SIL Noto Sans Javanese

FreeSerif Noto Sans Kayah Li

HGP ｺﾞｼｯｸ E Noto Sans Kharoshthi

HGS創英角ｺﾞｼｯｸ UB Noto Sans Khmer

HG丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO Noto Sans Lao Abydos ▼

JSesh font Noto Sans Lepcha Analecta ▼

ＭＳ ゴシック Noto Sans Limbu Gardiner ▼

Mangal Noto Sans Meetei Mayek Nilus ▼

Maya Noto Sans Mongolian RibengUni ▽

（▼印は公式サイトでの提供が終了していますが、一般のフォント配布サイトなどでは入手できる可能性があります。　

当アプリでも「推奨フォント」からは外しており「必ずしも揃える必要はない」ようにしています。）

（※「エジプト系数字(5.メロエ数字)」および「コプト・エパクト数字」の表示用として設定していた[Nilus]は　　

オリジナルサイトでの提供終了により[Aegyptus]へと変更しました。）

（▽印は「チャクマ数字」用で、現地風の[RibengUni]から より一般的な[Noto Sans Chakma]へと変更したものです。）

（名称変更「ソラング・ソンペング数字」←「ソラ・ソンペン数字」）

（名称変更「ティルフター数字」←「ティルフータ数字」）
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http://uni.hilledu.com/download-ribenguni
https://www.google.com/get/noto/#sans-mong
http://users.teilar.gr/~g1951d/
http://users.teilar.gr/~g1951d/
https://www.google.com/get/noto/#sans-mtei
http://users.teilar.gr/~g1951d/
https://www.google.com/get/noto/#sans-limb
http://users.teilar.gr/~g1951d/
https://www.google.com/get/noto/#sans-lepc
http://jsesh.qenherkhopeshef.org/fr/node/1416
http://users.teilar.gr/~g1951d/
https://www.google.com/get/noto/#sans-laoo
https://www.google.com/get/noto/#sans-khmr
https://www.google.com/get/noto/#sans-khar
https://www.google.com/get/noto/#sans-kali
http://ftp.gnu.org/gnu/freefont/
https://www.google.com/get/noto/#sans-java
http://software.sil.org/doulos/download/
https://www.google.com/get/noto/#sans-prti
https://dejavu-fonts.github.io/Download.html
https://www.google.com/get/noto/#sans-phli
https://dejavu-fonts.github.io/Download.html
https://www.google.com/get/noto/#sans-goth
https://dejavu-fonts.github.io/Download.html
https://dn-works.com/ufas/
https://www.google.com/get/noto/#sans-egyp
https://dejavu-fonts.github.io/Download.html
https://www.google.com/get/noto/#sans-xsux
http://oracc.museum.upenn.edu/doc/help/visitingoracc/fonts/
https://www.google.com/get/noto/#sans-cham
http://oracc.museum.upenn.edu/doc/help/visitingoracc/fonts/
https://www.hethport.uni-wuerzburg.de/cuneifont/
https://www.google.com/get/noto/#sans-cakm
http://oracc.museum.upenn.edu/doc/help/visitingoracc/fonts/
http://www.ucam.ac.ma/fssm/rydarab/unicode.htm
https://www.google.com/get/noto/#sans-brah
http://www.quivira-font.com/
https://www.google.com/get/noto/#sans-bamu
https://web.archive.org/web/20101122142330/http://code2000.net/code2001.htm
https://www.google.com/get/noto/#sans-tibt
https://www.google.com/get/noto/#sans-bali
https://web.archive.org/web/20101122142710/http://code2000.net/code2000_page.htm
https://www.google.com/get/noto/#sans-thai
http://hwm3.gyao.ne.jp/shiroi-niwatori/nishiki-teki.htm
http://users.teilar.gr/~g1951d/
https://www.google.com/get/noto/#sans-lana
http://users.teilar.gr/~g1951d/
https://www.hethport.uni-wuerzburg.de/cuneifont/
https://www.google.com/get/noto/#sans-sund
https://mjn.host.cs.st-andrews.ac.uk/egyptian/fonts/newgardiner.html
https://www.google.com/get/noto/#sans-saur
http://www.fontspace.com/power8/albanian
https://www.google.com/get/noto/#sans-phnx
http://www.wazu.jp/gallery/views/View_MPH2BDamase.html
http://users.teilar.gr/~g1951d/
https://www.google.com/get/noto/#sans-osma
https://mjn.host.cs.st-andrews.ac.uk/egyptian/fonts/newgardiner.html
https://www.google.com/get/noto/#sans-olck
http://users.teilar.gr/~g1951d/
https://www.google.com/get/noto/#sans-talu
http://users.teilar.gr/~g1951d/
https://www.google.com/get/noto/#sans-mymr
http://users.teilar.gr/~g1951d/


「数字」ページ 「キートップの変更」（「基本｣ページ｛基本設定」内）
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● フリーウェア「推奨フォントのダウンローダ」（ [ RcmFntDLDer ] ）

この当方作成のフリーウェアを使うと、推奨フォントを含む数多くのフォントの [ダウンロード] が一度に済み

ダウンロードしたフォントの [インストール作業] も、新規インストール分については「自動処理」が可能です。

また、フォントを更新する場合にも手作業への支援機能が使えます。　※詳しくは当該ソフトの説明をご参照ください。

この当方作成のフリーウェアは、事前にインストールされていれば、当アプリの設定画面「基本」ページにある

「推奨ＤＬ」ボタン、もしくは、説明表示画面の「付録」にある「推奨フォント」ボタンから起動することもできます。
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https://occhann.jp/Overview/RcmFntDLDer.html


● フリーウェア「ディーネットフォントビューワ」（ [ dNetFontViewer ] ）

Windowsにも「フォントビューワ」はありますが、この当方作成のフリーウェアでは、各種のフォントを切り替えて

フォントごとに異なる各種文字種の字形を確認・比較したり、Unicodeの文字を 未定義領域も含めてすべて網羅して

各種フォントが古代文字などの特徴ある区画の文字にも対応しているかなどを確認したりするのに使えます。

（[dNetFontViewer]は、Microsoftの開発環境 [.Net Framework] で表示可能なフォントのみを対象にします。）
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https://occhann.jp/Overview/dNetFontViewer.html


（利用例）

（Unicode追加多言語面「エジプト・ヒエログリフ」区画(U+13000～)の状況。）

（[Aegyptus][JSesh font][Noto Sans Egyptian Hieroglyphs]などが対応しています。）（[Abydos][Gardiner][Nilus]は提供終了）

（[AegyptusSubset]や[NewGardiner]では Unicode「私用領域」(U+E000～)に定義された「ベンダー外字」となっています。）

（これらのフォントでは「ユーザー外字」は利用できないということになります。）
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（Unicode追加多言語面「楔形文字」区画(U+12000～)の状況。確認した中では [Akkadian] のみが完全対応しています。）

（[CuneiformComposite][Noto Sans Cuneiform]などは大部分対応、[Assurbanipal][Assyrian][UllikummiA]などは部分対応。）

（[Assyrian]には Unicode「補助私用領域Ａ」(U+F0000～)に定義された「ベンダー外字」(U+F5200以降)もあります。）

（このフォントでは(Unicode基本多言語面の)「私用領域」は使っていないので「ユーザー外字」も利用可能です。）

RosettaCalc　フォント & 外字　Fonts and EUDC   11/60



● 専用（特定）外字

　Unicode に定義されても、対応フォントが無いなどのために表示できない、などの文字は

　パソコン内に「外字」としてコード位置を決めてから字形定義すれば、利用できるようになります。

　当アプリには外字ファイルが付属していますので個別に登録する必要はありませんが、自作も自由です。

　当アプリ専用の「特定外字」には、次のコードポイントに定義された外字を用います。
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　なお、特定外字の表示用フォントには [HGP ｺﾞｼｯｸ E] を当アプリの初期値として設定しています。

（後述のリンクの設定や当該フォントが無い場合などもあるため、この設定は簡単に変更できるようにしています。）
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（追加説明）

「ブラーフミー数字」には、時期もしくは使い方により [numerals] と [digits] の２種類があります。

　シンハラ語で使われた「シンハラ旧数字」と「シンハラ・リト数字」も同様に種類分けされるものです。

　そのほか、時期や使い方などの種類があるものに「ヒエラティック数字」「マヤ数字」があります。

「メロエ数字」にある 斜線の箇所は 未発見の文字であるため字形が不明なものです。

「エトルリア数字」の表現には、Unicode では「古イタリア文字」が使われます。

「ロヴァーシュ（マジャル）数字」の表現には、Unicode では「古代ハンガリー文字」が使われます。

「ヒエラティック数字」「デモティック数字」「チュヴァシ数字」は Unicode未登録です。

「そろばん玉」は 古代などの文字ではなく 当アプリ「マッピング」用に作ったオリジナルです。

「楔形数字」と「メンデ・キカクィ数字」は 作成時期の都合により 定義位置が ２箇所に分かれています。

「メンデ・キカクィ数字」の [11] 以上の数値は、Unicode の定義では２文字を結合させて表現しますが

ユーザー外字には合字結合の仕組みがないため、結合字形を模した「合成済み文字」を作って利用します。
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● 付属の「特定外字ファイル」と「外字リンク」アプリ

　当アプリ [RosettaCalc] には、特定外字をまとめた外字ファイル [RosettaCalcTokuteiGaiji] が

　付属しており、当アプリのインストール時には 選択により同時にインストールできるようにしています。

　また、当アプリには「外字リンク」アプリも付属しており、特定外字の表示用に選んだフォントと

　特定外字の外字ファイルとを「リンク」(関連付け)させて、外字が正しく表示されるようにできます。

（付属の「外字リンク」アプリで付属の特定外字ファイルとフォントを「リンク」させたところ。使い方は後述しています。）

（「リンクの設定」については、付属アプリを使わずに「外字エディタ」を使っておこなうこともできます。後述）

　なお、付属の特定外字ファイル [RosettaCalcTokuteiGaiji] は

　当アプリのインストール時にインストールしなかったという場合でも

　付属の「外字リンク」アプリを起動して、あとからインストールし直すこともできるようにしています。

　特定外字の表示用フォントについては、当アプリでは１つだけを選ぶようになっています。

（設定画面「基本」ページの、特定外字の「フォント」ボタン(前頁画像)を押して表示されるフォント選択画面で選びます。　

初期値では [HGP ｺﾞｼｯｸ E] に設定しています。もし無い場合には別のインストール済みフォントをお選びください。）

　特定外字の表示用フォントには「私用領域」に「ベンダー外字」が極力少ないフォントを選ぶことが

　基本になります。逆に「私用領域」にベンダー外字が数多く登録されているフォントを指定すると

　ベンダー外字が優先されて、ユーザー外字は表示できない場合がありますのでご注意ください。

（初期値の[HGP ｺﾞｼｯｸ E]には「私用領域」にベンダー外字の無いことを確認済みです。このようなフォントは多数あります。　

ベンダー外字が優先されるかユーザー外字が優先されるかは、フォント側での設定により異なるようです。）

　ベンダー外字の有無はフォントごとに異なるため、各フォントの「私用領域」の状況を事前に確認して

　特定外字用のフォントを１つに決めておけば、リンクの指定も、よりスムーズに進めることができます。

（具体的には、Windows付属の[IMEパッド]や、当方作成のフリーウェア[dNetFontViewer]などを使って　　

Unicode「私用領域」[U+E000]～[U+F8FF] の先頭側の範囲を表示し、フォントを切り替えて　　

前ページに掲載している特定外字の範囲にベンダー外字との重複がないことを確認します。）

※ 当アプリ付属の特定外字の外字ファイル [RosettaCalcTokuteiGaiji] は、通常の設定では

　「指定したフォントにリンクする」としてご利用ください。

　「すべてのフォントにリンクする」として使うのは、規定の外字ファイル名の設定を変更するなどで可能にはなりますが

　一般的な設定からは外れてしまうことになるため、お勧めしておりません。（この付属アプリでは この処理はできません。）
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● 付属「外字リンク」アプリを使って「リンク」する　－　はじめてのユーザー外字・はじめてのリンク

　この付属アプリは、当アプリの設定画面「基本」ページにある、特定外字の「リンク」ボタン

　もしくは、説明表示画面の「付録」にある「外字リンク」ボタンから起動することができます。
　　　 

 

（両ボタンにある盾のマークは、起動時に「管理者権限の承認」が求められるようになっていることをあらわしています。）

　当アプリ付属の「外字リンク」アプリの起動時には、画面が暗転して

　「ユーザーアカウント制御」による「管理者権限の承認」画面が表示されます。

※［外字リンク］アプリは 当アプリ専用に付属しており、「外字」をフォント経由で表示できるように設定するためのものです。

　 外字ファイルとフォントとのリンク(関連付け)の設定は、システムのレジストリに登録されるようになっていますので

　 これを扱うため、起動時には「管理者権限の承認」が求められるようになっています。

（「リンクの設定」については、付属アプリを使わずに、Windows付属の「外字エディタ」を使っておこなうこともできます。

ただしどちらも「管理者権限」は必要です。後述）
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　当アプリ付属の「外字リンク」アプリが「管理者権限の承認」を受けて起動できると

　当アプリのインストール時に付属の外字ファイルもインストールしたかどうかに関係なく

　これまで一度もユーザー外字を使ったことが無いという場合には、次のように表示されます。

（並んでいるフォント名は、インストール済みフォントの一覧です。ご利用中のシステムの状況により異なります。　

当アプリのインストール時に外字ファイルも同時にインストールしなかったという場合には　　

右上の「付属外字ファイルのインストール」ボタンを押せば、所定の[EUDC]フォルダにインストールされます。）

（「一覧」タブに切り替えたところ。まだユーザー外字が設定されていないので、何の表示もありません。　

[メイリオ]の表示は、稼働中のシステムでの既定フォント名です。システムの状況により異なります。）

（各文字位置の[  ]• は その位置に字形が無いことを示しており、[ ]▯ などの形でも示されて[tofu](豆腐)とも呼ばれます。）
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（なお、当アプリのインストール時に付属の外字ファイルをインストールしたかどうか わからない、という場合にも　　

右上の「付属外字ファイルの再インストール」ボタンを押して、外字ファイルをインストールしておいてください。　

既にインストール済みだったとしても[上書きインストール]となるだけですので安心です。）

（リンクを設定するには、「フォントとのリンク」タブで、画面中央の フォント名のリストをスクロールし　　

特定外字の表示用に設定してあるフォント [HGP ｺﾞｼｯｸ E]を選んで「リンクを登録」ボタンを押します。）

（特定外字の表示用フォントは別のフォントでも構いません。その場合は指定したフォントで揃えるようにしてください。）

（「リンクの登録」画面が開いて、既定の[EUDC]フォルダ内に、インストールされた外字ファイルが表示されます。　

フォントとリンクさせる付属の外字ファイル[RosettaCalcTokuteiGaiji]を選んで「開く」ボタンを押します。）

（ここで見えている他の外字ファイルはテスト用のものです。無視してください。）
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（特定外字の表示用フォント[HGP ｺﾞｼｯｸ E]と外字ファイル[RosettaCalcTokuteiGaiji]とのリンクが設定されました。　

青色の選択行では、文字色が白に反転しているのでわかりにくいですが、[印]欄は[●](有効)になっています。）

（「一覧」に切り替えると、当アプリの特定外字が、[HGP ｺﾞｼｯｸ E]フォントに表示されているのが確認できます。　

リンクを設定済みの 当アプリの特定外字については、個々の外字の説明（Description）も確認できます。）

　設定が済んだら、付属の「外字リンク」アプリは、右上の赤い [ × ] 印で終了させてください。
　　当アプリに戻って、特定外字が実際に表示できるか確認しましょう。

（「外字リンク」アプリが終了するまで、当アプリ(電卓本体)は利用できないようになっています。）
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●「外字エディタ」を使って「リンク」する

前項と同様のことを「外字エディタ」を使っておこなうには、次のようにします。

（当アプリのインストール時に外字ファイルも同時にインストールしなかったという場合には、　

この方法は使えません。また、以下の説明ではリンクを一旦削除した上でやり直しています。）

まず次の手順で「外字エディタ」を起動します。

「スタート」ボタンを押して、スタートボタンの近くに表示される検索欄に [eudcedit] まで入力します。

すると上段に検索結果として [eudcedit.exe] が表示されます。（アイコンはウインドウにペンと描画）

これが「外字エディタ」のことですので、そこでリターンキーを押します。
　 

画面が暗転して「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されますので「続行（Ｃ）」をクリックします。

「外字エディタ」が起動すると、次のように、起動した時点では「コードの選択」画面が表示されます。
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「コードの選択」画面は、まだ使わないので「キャンセル」を押して表示を消します。

続いて、これから使う付属の外字ファイルは [Unicode] 向けに作成してありますので

文字セットの違いにより利用できない箇所が出て表示位置がズレるのを防ぐため、あらかじめ

画面左上にある「文字セット」を [ShiftJIS] から [Unicode] に切り替えておきます。

次に、付属の外字ファイルと表示用フォントとの「リンク」を設定するため

プルダウンメニューの「ファイル(F)」から「フォントのリンク(F)...」を選びます。

（すこし面倒ですが、ここまでの一連の操作は「毎回やるものだ」と考えておいてもいいでしょう。）
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「フォントのリンク」画面が表示されたら、はじめは「すべてのフォントにリンクする」が選ばれていますので

「指定したフォントにリンクする」に切り替えてください。

切り替えると、下段部分の「フォントの選択」欄が使えるようになります。

使えるようになった「フォントの選択」欄で、当アプリの特定外字の表示用フォントに指定している [HGP ｺﾞｼｯｸ E] を選び

「名前を付けて保存(A)...」ボタンを押します。　(このボタンの表現には疑問が残ります。)

（特定外字の表示用フォントは別のフォントでも構いません。その場合は指定したフォントで揃えるようにしてください。）
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「外字ファイル名の変更」画面が開いて、「指定したフォントにリンクする」の対象となる外字ファイルが格納されている

[EUDC]フォルダの内容が確認できます。ここでは、当アプリのインストール時に同時インストール済みの

当アプリ付属の特定外字ファイル[RosettaCalcTokuteiGaiji] を選んで「保存(S)」ボタンを押します、

（ここで見えている他の外字ファイルはテスト用のものです。無視してください。）

当初は「未選択」となっていた箇所に、リンクした外字ファイル名が表示されています。これで「リンクの設定」ができました。

（このフォントに対するリンクを解除したい場合には「削除(R)」ボタンを押せば「未選択」の状態に戻ります。）
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このまま［ＯＫ］を押すと 下図のように、画面上部の表示欄に 選択した[フォント名]と[外字ファイル名]とが表示され　

現在の処理の対象になっていることが明示されます。これで個々の外字を編集できる準備が整ったことになります。

　この状態になったら、当アプリを再起動すれば、特定外字が確認できます。（次項）

なお、当アプリ付属の外字ファイルの場合は特に必要ありませんが、「外字エディタ」の中で　

個々の外字の確認・編集へとさらに進みたい場合には　

下図の手順で「コードの選択」画面を開き、編集したい外字のコードポイントを選択します（次頁）。

（「コードの選択」画面を開いたところ。編集するには対象の文字の位置を選んで［ＯＫ］を押せば「編集」画面が開きます。　

上図では「特定外字」が前出の表のように並んでいます。並び方がおかしい場合は[ShiftJIS]になっていないか確認します。）
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【ご注意ください】
当アプリ付属の特定外字ファイル[RosettaCalcTokuteiGaiji]では、前半部分を高精細な 256×256 の最高精度にしています。

標準的な 64×64 の精度で開くと、正しく表示できず無地になるため、不用意に編集してしまわないよう、ご注意ください。

（「コードの選択」画面は、「編集」画面で開いている文字の位置を示す目的で、追加表示しています（以下同様）。）

（標準的な 64×64 の精度での「編集」画面の状況。当アプリ付属の特定外字ファイル[RosettaCalcTokuteiGaiji]で　　

標準の精度にしているのは、上図 [U+E220]（楔形数字の 1）以降で、特に拡大しなければ十分な精度です。）

RosettaCalc　フォント & 外字　Fonts and EUDC   25/60



ちなみに、特定外字の高精細な前半部分を編集するには、外字エディタを一旦終了し

外字の精度を 256×256 に切り替えてから、再び起動する必要があります。

（外字エディタを一旦終了し、外字の精度を高精細な 256×256 に変更したあとに、先頭の[U+E000]を再び開き直した状況。　

前出の画像よりもマス目が詰まっており、なめらかな曲線や 微妙な角度の直線も、美しく表現できる可能性が増えます。）

（このように精度を変更するには、レジストリの設定を直接変更するか、当方作成のフリーウェア　　

「外字サポーター」[GaijiSupporter](後述)などを利用します。）
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● 特定外字の表示確認

当アプリ付属の外字ファイルと特定外字の表示用フォントとの「リンク」が設定できたら

実際に表示できているか、当アプリ本体で確認しましょう。

外字の表示を有効にするには、フォントの状態を反映させるため、当アプリを再起動する必要があります。

（当アプリを再起動するには、電卓画面を右上の［×］で一旦終了させてから もう一度起動してもいいですし　　

　すでに設定画面が表示されている場合は「基本」ページにある「再起動」ボタンを使えば簡単です。）

当アプリの再起動後に、外字が反映されているかを確認するには

設定が初期値の状態であれば、電卓画面で [123] などの数値を入力した上で

電卓画面の「切替」ボタン（またはキーボードの [Page DOWN]もしくは[Page UP]キー）を、何度か押して

次のような数値表現が表示できるか確認します。

　 　

（数値表現に特定外字が初期値として設定されているものは、上図の５種類です。）

または（すでに電卓用の設定を変更している場合でも）「設定画面」でなら、簡単・確実に確認できます。

特に設定画面の「記数法２」ページには珍しい文字が多いため、まだ対応フォントが見当たらないなどで

外字にしている文字が多くなっており、次の項目ではマウスオーバーするだけで特定外字が確認できます。

　　「エジプト系数字」の [Ａ]～[Ｄ]、「ルーミー数字記号」の [Ｃ]、

　　「楔形数字」で表示用フォントを特定外字に切り替えた場合、「古代アラビア系数字」の [北]、

　　「レバント系数字」および「ブラーフミー系数字」で特定外字を利用するための右上のチェックを入れた場合、

　　「ワラング・クシティ数字」「パハウ・フモン数字」「メンデ数字」（この３種は特定外字のチェックはＯＮが初期値）、

　　「マヤ数字」の [Ｅ]や[Ｆ]、「エトルリア系数字」の [ａ][ｂ][ｃ]などです。（抜粋）

（上の画像は「記数法２」ページでマウスのポインタ矢印を各項目の上にマウスオーバーさせて撮影したものです。）
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● 外字とフォント （以下は特に読まなくても当アプリの利用には差し支えありません。）

　本稿もそうですが、パソコンやスマートフォンなどをはじめとするデジタル機器で文字を扱う場合

　文字の形状をあらわす「字形」は、個々の文字の「文字コード」に対応して字形がデザインされた

　書体などの字形情報を持つ「フォント」という仕組みを使って、表示されるようになっています。

　このとき、一定の方法で区切って得られた個々の文字コードの並び順が意味を持つものであれば

　個々の字形の並びによって、人間が読める「文章」や「数値」などに再構成されることになります。

（裏を返せば、この文章の向こう側には文字コードだけ(突き詰めれば 0か 1かの羅列)が存在していることになります。）

　文字コードは、国や地域によって異なる方式（ ASCII, BIG5, ShiftJIS など）が乱立していましたが

　インターネットなどで国際的に共通して同じ文字を使えるようにする必要性などが生じたため

　現在では Unicode という世界的な方式が主流になりつつあります。

　Unicode には、世界中で同じ文字を共用できるよう文字種で区画分けされたコードポイントのほかに

　個人などでも自由に文字を作って利用できる「外字」用として、３つの区画が用意されています。

　　「基本多言語面」の「私用領域」　 U+E000  ～ U+F8FF    6400文字

　　「私用面Ａ」の「補助私用領域Ａ」 U+F0000 ～ U+FFF7F  65408文字 (1面 65536文字-128文字)

　　「私用面Ｂ」の「補助私用領域Ｂ」 U+100000～ U+10FF7F 65408文字 (1面 65536文字-128文字)

　Windows では、これら３区画のうち「私用領域」の 6400文字分に対応した

　「外字エディタ」(eudcedit.exe) が付属しており、個人などで自由に登録した字形を

　フォントを介して表示させることで、自由に利用できるようになっています。

（外字エディタの起動時の状況。起動時には必ず「コードの選択」画面が表示されてはじまるようになっています。　

さらに「すべてのフォント」が対象として選択されており、日本語環境では[ShiftJIS]用として起動します。）

　（プログラム名の前半 [eudc] は［End User Defined Characters：エンドユーザー定義文字］のことで

　　日本では一般に「外字」と呼ばれます。「外字エディタ」は、スタートボタンを押すと開く検索窓に

　　プログラム名 [eudcedit] を直接入力すれば、表示される検索結果から起動することができます。

　　なお起動時には「ユーザーアカウント制御」の暗転画面で「続行」の選択が必須となっています。）
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　残りの 広大な「補助私用領域Ａ」「補助私用領域Ｂ」については、サロゲートペアであることもあり

　Windowsの「外字エディタ」は対応していないため、個人などの「エンドユーザー」は利用できず

　個人などは実質的に「フォント製作者」(フォントベンダー) が自由に字形を定義した文字を

　「フォントとして」使わせてもらう、という形をとります。

　この「フォント製作者による外字」は「ベンダー外字」と呼ぶことがあり、これに対して

　個人などの「エンドユーザーによる外字」は「ユーザー外字」と呼ぶことがあります。

● ベンダー外字

　ベンダー外字は、すでに「フォント」の形で提供されますので、普通にフォントとして扱うことができ

　Unicodeで定義された文字と同様に、フォント製作者の方針によって定義された 個々の文字の 字形と

　コードポイントさえ把握できていれば、その定義に沿って、そのまま文字として使うことができます。

（ベンダー外字を使った文書のやり取りが必要な場合は、PDFなどフォント埋め込み型の書類にしたり画像にしたりせずとも　

公開されているフォントであれば、相手側にも同じフォントを用意してもらうだけで、簡単に対応することができます。）

（ベンダー外字フォントの例：[花園明朝 Plus] での「私用面Ａ」。表示には当方作成アプリ［dNetFontViewer］を使用。　

「補助私用領域Ａ」U+F47A3 平仮名[あ]の変体仮名 → 現在は Unicode「仮名文字補助」区画(U+1B002)に登録済。）

　また一部のベンダー外字フォントには、PDFドキュメントなどの関連資料が付属することがあり

　フォント製作者が決めた 字形やコードポイントなどの定義情報は、それで把握できる場合もあります。

　ベンダー外字の注意点としては、Unicodeの正式な定義ではないため、同じコードポイントでも

　フォントが違えば異なる文字が定義されている場合があるので、フォントを間違えずに適用することと

　フォント製作者がおこなうフォントのバージョンアップなどによっては、字形やコードポイントが

　従来のものとは違ったものになってしまう可能性があること、などが挙げられます。

　なお、フォント製作者の方針によっては、ベンダー外字であるにも関わらず、ユーザー外字で利用する

　基本多言語面の「私用領域」に定義される場合もあるため、注意が必要になることがあります。(後述)

RosettaCalc　フォント & 外字　Fonts and EUDC   29/60

http://occhann.jp/Overview/dNetFontViewer.html


● ユーザー外字

　一方、我々個人などが自由に登録できる「ユーザー外字」は、一般に前述の「外字エディタ」を使って

　個々の外字がまとめられる「外字ファイル」に字形を登録しておき、外字を実際に利用する場面では

　外字ファイルに登録された字形情報が「フォントを介して」文字として表示されるようになっています。

（ユーザー外字の例。「私用領域」U+E234 楔形数字[50] → Unicode「楔形文字の数字及び句読点」区画(U+1246A)に登録済。　

当アプリ付属の特定外字ファイル [RosettaCalcTokuteiGaiji] を [HGP ｺﾞｼｯｸ E] フォントに「リンク」させています。　

上図は「外字エディタ」を使って編集中の状況。下図は当方作成のフリーウェア［dNetFontViewer］を使って表示。）
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　「私用領域」を扱う外字ファイルに登録した字形情報を「フォントを介して」表示させる、というのは

　言い換えれば、「フォント経由で」「フォントを通して」「フォントに反映させて」「間接的に」

　表示させる、ということだともいえます。

　それには、少なくとも「私用領域」が「ベンダー外字」で埋まっていないフォントを使うほうが

　「都合がいい」ということは言えるでしょう。

　また ユーザー外字は、標準的な設定では 64×64 ドットの「マス目」を埋めることにより作成されます。

　これで荒いと思う場合には、精度の設定を変更することもできますが、それでも 256×256 が上限です。

（64×64でも、フォントを通した字形は文字の輪郭線が平滑化されるため、ギザギザに見えることは少なくなっています。　

なお、外字の精度を変更するには、レジストリの変更か、それに相当する処理が必要です。）

　さらに(いずれにせよ) ユーザー外字の各文字は「正方形」にならざるを得ない、という特徴もあります。

　（これは[縦型の字形]で細く登録しても「正方形の幅がとられる」ということです。）

　このことは、外字を表示するフォントに「プロポーショナルフォント」を選んでも変わりありません。

（結局は「等幅フォント」のような文字間隔で表示される、ということです。）

　このようなことの他にも、ユーザー外字では「事前に把握しておくべきこと」が いくつかあります。
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● ユーザー外字　－　[すべてのフォント] か [指定したフォント] か

　ユーザー外字では「外字ファイル」に登録した字形情報を「フォントを介して」表示しますが

　外字を表示するフォントは「すべてのフォント」を対象にするのか

　「指定したフォント」を対象にするのかで、選べるようになっています。補足しますと

「すべてのフォント」を対象にする

　→ ひとつの外字ファイルだけで「すべてのフォント」を対象に ユーザー外字を反映させる
（ただし「ベンダー外字」や「指定したフォント」は除く。規定の外字ファイル名は[EUDC]のみ。）

「指定したフォント」を対象にする

　→ ひとつの外字ファイルにつき「指定したフォント」のみを対象に ユーザー外字を反映させる
（外字ファイルは複数を作成可能でファイル名も自由。「ベンダー外字」よりは優先度が低い場合が多い。）

　この選択は、外字エディタでは「フォントのリンク」画面にある「外字フォントの種類」欄で

　選べるようになっています。

（「フォントのリンク」画面を開いたところ。はじめは毎回「すべてのフォントにリンクする」が選択された状態で開きます。　

画面下段の「フォントの選択」欄は「指定したフォント…」を選択しない限り、扱うことができないようになっています。）

（「すべてのフォント…」のほうが簡単そうにも思えますが、文字数は最大 6400文字に限られ、また自由度も低くなります。　

「指定したフォント…」では、ひとつの外字ファイルでも 複数のフォントにリンクでき、複数の外字ファイルが作れます。　

フォントと外字ファイルが対応するので、利用時には使うフォントを切り替えて外字の種類を切り替えることができます。）

（「すべてのフォント…」を選択する場合は、このまま［ＯＫ］を押すと、既定の外字ファイル[EUDC]を対象に編集できます。　

個々の外字の編集をはじめるには「コードの選択」画面を開き、編集対象の外字のコードポイントを選択します（後述）。）

（「指定したフォント…」にする場合は、「外字フォントの種類」のラジオボタンを「指定したフォント…」に切り替えます。　

画面下段の「フォントの選択」欄が使えるようになります。なお ここで選べるフォントは抜粋されたものになっています。）

　そして この選択は、外字ファイルの格納場所（フォルダ）の違い

　（および、外字ファイル名の既定の有無）とも直結しています。

　当アプリ付属の特定外字の外字ファイルは「指定したフォントにリンクする」としてご利用ください。
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（「すべてのフォントにリンクする」の有効／無効は、当方作成アプリでは、黄色の帯(無効)の表示の有無で確認できます。　

上：無効、下：有効。左側：付属「外字リンク」アプリ、右側：別アプリ「外字サポーター」(後述)。）

技術情報　__________________________________________________________________________________________________________

※「すべてのフォントにリンクする」での既定の外字ファイル[EUDC]は [C:\Windows\Fonts] （一般のフォントと同じ場所）

　 に格納されますが、この[Fonts]フォルダは、通常の開き方で開いても（あるいはコントロールパネルから開いても）

　 フォルダ内に見えるのは一般のフォントだけで、外字ファイルは見えないようになっています。

　 このため初心者の方にはお勧めできませんが、確認する場合は、スタートボタンを押して開く検索窓に

　 [\\(コンピュータ名)\c$\Windows\Fonts] と入力する特別な方法により [Fonts]フォルダを開く必要があります。

（[コンピュータ名]は、コントロールパネルの「システム」を開けば確認できます。）

※「指定したフォントにリンクする」での外字ファイルは [C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Local\Microsoft\Windows\EUDC]

　 に格納されますが、[AppData]以下のフォルダは、通常「隠しフォルダ」になっています。

　 このため初心者の方にはお勧めできませんが、確認する場合は、コントロールパネルの「フォルダ オプション」を開いて

　「表示」タブにある「詳細設定」内の「ファイルとフォルダの表示」で「すべてのフォルダを表示する」を選んで

　「適用」を押してから、Windowsエクスプローラで上記フォルダを開くようにします。

（[Windowsエクスプローラ]はフォルダを開いたりファイルを探したりするのによく使われているソフトの正式名称です。）

（[ユーザー名]は、コントロールパネルの「ユーザー アカウント」を開けば確認できます。）

（ご利用のWindowsの種類によっては、上記項目の一部の表現等が異なる場合があります。）

____________________________________________________________________________________________________________________

※「すべてのフォントにリンクする」での既定の外字ファイル名[EUDC]は、レジストリにファイル名(パス)が設定されているので

　 この既定ファイル名(パス)を変更してやれば、[EUDC]以外の外字ファイルも「すべてのフォントにリンクする」にて使えます。

　 この場合、基本的には「指定したフォントにリンクする」で作った外字ファイルを

　 [C:\Windows\Fonts]（一般のフォントと同じ場所）などに置いて、ひとつだけを選んで再利用することになります。

（対象のレジストリは、日本語環境の場合[\HKEY_CURRENT_USER\EUDC\932]内の[SystemDefaultEUDCFont]に書かれた　　

規定値では[C:\Windows\FONTS\EUDC.TTE]となっているパスです。）

※ ちなみに、64×64 などの「ユーザー外字の精度」を変更する場合は

　 レジストリ[\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\eudcedit\Bitmap]内の[BitmapSize]にある、唯一の値を変更します。

（規定値は[0x00000040 (64)]で、縦横の区別はありません。変更の際には「10進数」を選ぶとわかりやすくなります。）

※ なお、レジストリの変更には、詳しい人なら Windows付属の「レジストリ エディタ」[regedit.exe]を用いてもよいのですが

　 レジストリはシステムの設定項目を管理しているため、手作業によるレジストリの変更は、重大なリスクを伴います。

　 当然ながら、初心者の方が安易に扱っていいというものではありません。

　 ここでは実際のレジストリへの直接的な変更は避けるようにし、「仕組みの理解」にとどめるようにしてください。
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● ユーザー外字　－　[Unicode] か [ShiftJIS] か

　外字エディタは、前出の起動直後の画像にもあるように、日本語環境の場合には

　[Unicode] ではなく 従来型の [ShiftJIS] 用として起動されます。

　Unicode 自体は、従来型の文字コードをすべてカバーできるように作られていますので

　もし ShiftJIS の外字を使っていても、移行作業さえきちんと行えば、すべての外字は再利用可能です。

[Unicode] 私用領域 U+E000 ～ U+F8FF 6400文字

[ShiftJIS] 利用者定義領域 0xF040 ～ 0xF9FC 1880文字

（外字についての [ShiftJIS] の表現は Microsoft      コードページ      932 をあらわすものと考えられます。）

　以上により、外字エディタは特段の理由がなければ [Unicode] 用として使ったほうが良いと思われます。

付属の「外字リンク」アプリでは、[Unicode]と[ShiftJIS]の違いは「一覧」下段部分のラジオボタンで切り替えて確認できます

（左:[Unicode]、右:[ShiftJIS]。右側は特徴的な「シフト」により「利用できない箇所」が規則的に出現しており　　

当方作成の外字ファイルは[Unicode]に合わせて並べているため、文字の位置が次第にズレてきています。　

この状況は「外字エディタ」でも確認できます。）

（一覧表示の右隣にある「スクロールバー」の長さの違いにも注目してください。スクロール可能な範囲全体のうち　　

現在表示できている部分の割合が長さで示されており、登録可能な文字数が数倍違うことが反映されています。）

備考

（Windows付属の外字エディタは、東アジアの漢字文化圏[日本語][簡体中文][韓国語][繁体中文]の環境で動作する場合のみ　　

「それぞれ規定の文字コード」用として起動し、それ以外の言語環境では[Unicode]用として起動するようです。）

"932" (Japanese : 日本語) 932 = F040-F9FC

"936" (Simplified Chinese : 簡体字中国語) 936 = A140-A7A0,AAA1-AFFE,F8A1-FEFE

"949" (Korean : 韓国語(朝鮮語)) 949 = C9A1-C9FE,FEA1-FEFE

"950" (Traditional Chinese : 繁体字中国語) 950 = 8140-8DFE,8E40-A0FE,C6A1-C8FE,FA40-FEFE

"Unicode" (Unicode : ユニコード) Unicode = E000-F8FF

No other values are supported. （参考：EUDCCodeRange）
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● ユーザー外字　－　外字ファイルについて

　外字ファイルでは 同じ名前で拡張子が異なる２種類のファイルを ペアとして扱うことになっています。

拡張子[.EUF]　　個々の外字の精度などの管理情報

拡張子[.TTE]　　個々の外字の字形情報　（外字エディタでは[外字フォント]とも）

（たとえば「すべてのフォントにリンクする」での既定の外字ファイル[EUDC]というのは　　

実際には[EUDC.EUF]と[EUDC.TTE]の２つのファイルで構成されている、ということです。　

当アプリ付属の特定外字ファイル[RosettaCalcTokuteiGaiji]も 同様に２つのファイル　　

[RosettaCalcTokuteiGaiji.EUF]および[RosettaCalcTokuteiGaiji.TTE]からなります。）

　どちらも、片方だけでは情報が足りず、完全な外字ファイルとして扱うことができませんので

　外字ファイルの取り扱いは、慎重におこなう必要があります。

　　ちなみに、当方作成の別アプリ「外字サポーター」には、常に２種類のペアで扱う必要のある 外字ファイル に特化した

　　「ファイル管理」の機能も備えています。

（当方作成の別アプリ「外字サポーター」[GaijiSupporter](後述)を使い、システムの[Fonts]フォルダ内にある　　

通常は見えない 既定の外字ファイル[EUDC]を 「ドキュメント」フォルダへ「移動」させることにより　　

「すべてのフォントにリンクする」となっている状況を「無効化」しようとしているところ。　

フォルダ内の表示は選択しやすくするため画面右下部分で選んだ１種類にしていますが　　

選んだ「対象の外字ファイル」は同名のペアを明示して２種類とも処理します。）
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●「すべてのフォントにリンクする」の反映状況

　「すべてのフォントにリンクする」というのは、実際には、どのように反映されるのでしょうか。
　

　既定の外字ファイル [EUDC] を使い、確認しやすくするため「私用領域」の先頭など

　６箇所（U+E000,E00A,E00B,E00C,E00F,E01B）に、画像のような外字を用意してみました。

（左上の「鉛筆」ツールを使ってマウスボタンを押しながらフリーハンドで既定の[EUDC]に描画。判子と同じで 1文字分です。）

（当アプリ付属の「外字リンク」アプリで表示したところ。「すべてのフォント」なら表示フォントは切り替えできます。）
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　これら６個の外字が、各フォントでどのように表示されるのか、実際のフォントを使って確認します。

（確認には、当アプリ付属の「外字リンク」アプリと、範囲を拡げるため［dNetFontViewer］も使用しています。）

（[メイリオ]での状況。６個とも表示できており、何の問題もありません。）
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（[花園明朝A]での状況。見える範囲では、６個とも表示できており、何の問題もないようです。　

ただし実際には、この先にベンダー外字があるので、そこまでの範囲となります。）

（ちなみに [花園明朝A] の場合、私用領域のベンダー外字は U+F137 以降なので　　

私用領域の先頭から 65％以上(全 6400字のうち最大4408字まで)は利用可能です。）
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（[和田研細丸ゴシック 2004絵文字]での状況。広い範囲で見ると[U+E080]以降にベンダー外字があることがわかります。　

ユーザー外字の６個とは 文字の位置が重なっていないため、当面は問題ありませんが、自作の外字が増えることを考えると　　

ユーザー外字の利用に際しては、このフォントは使わない、と決めておくのが賢明かも知れません。）

　では、他の外字と重なった場合はどうなるのか、別のフォントで見てみることにします。
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（[Quivira]での状況。ベンダー外字が優先され、重なるユーザー外字は６個とも表示できていません。　

ユーザー外字の利用には向いていないと考えるべきでしょう。）

　このフォントでは「ベンダー外字」のほうが「ユーザー外字」よりも優先されるようです。

　では「指定したフォントにリンクする」を設定したフォントで重なった場合はどうでしょうか。
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（[HGP ｺﾞｼｯｸ E]での状況。先頭の重なる箇所では「指定したフォントにリンクする」に設定した特定外字が優先されており　　

「すべてのフォントにリンクする」の外字は 重ならない５箇所のみ表示されています。）

これで「すべてのフォント…」よりも「指定したフォント…」のほうが優先されることがわかります。
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　さらに フォントによっては、外字の優先度が異なる場合もあるようです。

（[MingLiU_HKSCS]での状況。ベンダー外字が優先され、重なるユーザー外字は６個とも表示できていません。　

前ページの[Quivira]と同様ですが、上と同系統のフォントでも、次に示すフォントでは異なります。）
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（[MingLiU_HKSCS-ExtB]での状況。ベンダー外字よりも 重なるユーザー外字のほうが優先され、６個とも表示できています。）

　このことから「フォント側では、ユーザー外字の優先度を設定できる」ということがわかります。
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●「指定したフォントにリンクする」の反映状況

　ここでは、前項までの「すべてのフォントにリンクする」の既定の外字ファイル[EUDC]は解除して、当アプリ付属の

　「指定したフォントにリンクする」の特定外字ファイルだけで リンク対象のフォントを増やし 各フォントの状況を確認します。

　ついでに、念のため「ベンダー外字」のあるフォントにも「ユーザー外字」、すなわち

　「指定したフォントにリンクする」の特定外字ファイルを反映させて、どうなるのかについても確認しておきましょう。

（当アプリ付属の「外字リンク」アプリの「リンクを登録」機能で、外字ファイルを表示できるフォントを増やしたところ。　

「すべてのフォントに…」の[EUDC]の解除は、コマンドプロンプトより[EUDC]ファイルを削除する方法などがありますが　　

ここでは当方作成の別アプリ[GaijiSupporter]の外字ファイル管理機能(後述)を使って無効化しました。）
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（[HGP ｺﾞｼｯｸ E]での標準的な状況。私用領域にベンダー外字が無いので問題ありません。意図したとおりの理想的な状態です。）
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（[メイリオ]での状況。こちらもベンダー外字が無いので問題ありません。縦幅はフォントにより異なるようです。）
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（[花園明朝A]での状況。見える範囲では、こちらもベンダー外字が無いので、何の問題もないようです。　

ただし実際には、この先にベンダー外字があるので、そこまでの範囲となります。）

（ちなみに [花園明朝A] の場合、私用領域のベンダー外字は U+F137 以降なので　　

私用領域の先頭から 65％以上(全 6400字のうち最大4408字まで)は利用可能です。）

RosettaCalc　フォント & 外字　Fonts and EUDC   47/60



（[和田研細丸ゴシック 2004絵文字]での状況。広い範囲で見ると[U+E080]以降にベンダー外字があることがわかります。　

重なる部分ではベンダー外字が優先されますので、混乱しそうです。無理せず他のフォントを選びましょう。）
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（[Quivira]での状況。ベンダー外字があるため、重なる部分ではベンダー外字が優先されています。　

ユーザー外字の利用には、あまり向いていないようです。無理せず他のフォントを選びましょう。）
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（[MingLiU_HKSCS]での状況。リンクさせていますが、ユーザー外字の定義域はベンダー外字で埋め尽くされています。　

特定外字としてのユーザー外字は、まったく利用できません。他のフォントを選びましょう。）
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（[MingLiU_HKSCS-ExtB]での状況。重なる箇所では、ベンダー外字よりも、ユーザー外字のほうが優先されています。　

ユーザー外字の利用には、使えなくもありませんが、混乱しそうです。無理せず他のフォントを選びましょう。）
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● 外字エディタ・編集画面の使い方

鉛筆 フリーハンドで自由に描いたり、位置決め用の点を打つなど、多用途に使えます。太さは１マス分。

ブラシ 前項「鉛筆」の倍の太さでの自由な描画。黒の太線で大まかに描きたい時むけ。

直線 まず始点と終点を決めておき、始点からマウスをドラッグして、終点でマウスボタンを離します。

四角形 水平線と垂直線とで構成される、太さ１の中抜き四角形。縦横が等しければ正方形。

塗りつぶし四角形 前項「四角形」の中を、黒で塗りつぶし。

楕円 始点から終点までの四角形の中いっぱいに描かれる、太さ１の中抜き楕円形。正方形なら円になる。

塗りつぶし楕円 前項「楕円」の中を、黒で塗りつぶし。

四角形選択 四角形の範囲を指定。囲んだ部分の[移動][コピー][貼り付け][消去]に使います。

自由選択 自由な形の範囲を指定。囲んだ部分の[移動][コピー][貼り付け][消去]に使います。

消しゴム フリーハンドで、黒の部分を白に戻します。「ブラシ」と同じ太さで色は逆。

（上の画像にある「反転と回転」画面は、外字エディタの「ツール(T)」プルダウンメニューから開くことができます。）

（編集のコツ）　…　何度かやり直してみるとコツは自然に掴めますが、お急ぎの方のためにアドバイス。

　単独の文字だけでなく、一緒に使う可能性が強い文字とも 大きさや雰囲気を揃えるように作っておくと

　実際に使ったときに 安定感や統一感が出てきます。（一般のフォントはそのように作られています。）

　文字の中心を取りたい場合は、先に中心のわかる「目盛り」を作っておき、あとで消すようにします。

　ただし縦横のマス目は必ず偶数なので、中心は点では表現できず、４マス分の正方形の中央となります。

　あらかじめ、編集画面の４辺に一定間隔で目盛りを刻んでおくと、わかりやすくできます。

　（まず短い目盛りを作ってから範囲を選択してコピー＆ペーストを多用すれば手早くできます。）

　字形の輪郭線は、フォントを経由することで平滑化されるので、ギザギザは目立たなくなりますが

　なめらかな曲線や、微妙な角度の直線などは、標準の 64×64 の精度では表現しづらい場合があります。

　拡大の要否にもよりますが、字形表現を改善したい場合には 精度の変更も視野に入れてご検討ください。
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● フリーウェア「外字サポーター」（ [ GaijiSupporter ] ）

当方作成のフリーウェア「外字サポーター」は、当アプリ付属の「外字リンク」アプリの上位版です。

「外字リンク」アプリには装備されていない各種の機能も駆使して、外字にまつわる様々な課題をサポートします。

（付属の「外字リンク」アプリと同様に、起動時には「管理者権限の承認」が求められるようになっています。）

「外字エディタ 精度切替」

外字エディタの編集画面の精度（標準値 64×64）を 16 ～ 256 の範囲(偶数のみ)で切り替えて

いくつかの起動オプションとともに、外字エディタを起動できます。
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「フォントとのリンク」

外字エディタで作った外字ファイルとフォントとのあいだに「リンク」(関連付け)を設定します。

（「指定したフォントにリンクする」の部分は当アプリ付属の「外字リンク」アプリにある機能と同じです。）

「外字ファイル 保存／設置」

常に２種類をペアで扱う必要のある「外字ファイル」専用の「ファイル管理」機能を提供します。

（フォルダ内の表示では右下で選択した１種類にしていますが、実際の処理では２種類を同時に扱います。）

（「すべてのフォントにリンクする」の[EUDC]を解除する場合は、Ａ.システム側で「Fontsフォルダ」を選択して　　

フォルダ内にある[EUDC]ファイルを選び、「削除」もしくは「移動(Ａ⇒Ｂ)」させるだけで済みます。）
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「一覧」　ユーザー外字をフォント経由で反映させたUnicode「私用領域」の文字の一覧です。

（当アプリ付属の「外字リンク」アプリの機能と同じです。ここでは別の外字ファイルで表示しています。）

（一覧の左側は当アプリの特定外字と同じ字形ですが、この外字ファイルでは 64×64 で登録しています。　

右側は個々の外字を異なる精度で登録したり、256×256の精度で歴史的な名画を登録したりしています。）

「説明 記入･検索」

自分で作った個々の外字に対する説明用ファイルを作り、自由に名前を付けたり説明を記入したりできます。

記入後は、その名前や説明の一部をキーに入力して、探している文字のコード位置を検索することもできます。

（付属のサンプル外字ファイルについては、個々の外字の説明用ファイルも付属しています。）
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● 外字に写真やイラスト等を利用する

　ご注意ください：画像は著作権で保護されている場合があります。

多くの場合、外字にすると画像は荒くなるため、それに対して著作権を主張されるかどうかはわかりませんが

インターネットで取得した画像などを使う場合は、すでに著作権者に無断で掲載されているものを

知らずに転用してしまう可能性もあるため、なるだけパブリックドメインなどの画像を用いるようにし

外字を作るにあたっては、個人だけで使うのか、公開するか否かなど、使用範囲も事前に考慮しておきましょう。

　外字では「白」か「黒」かしかないため、それ以外の色は使えません。

　その世界に最も近いのは「マンガ」「イラスト」などですが、安易に使うと著作権に抵触します。

　また「白」か「黒」か、の表現は

　コントラストの強い、たとえば「家紋」などの「クッキリした表現」には向いていますが

　灰色などの「中間色」や、「ぼかし」「グラデーションの表現」には、やや不向きと言えます。

　この表現に近づけるには、昔の「白黒写真」「白黒テレビ」等の表現を採り入れるようにします。

　それには 64×64 ドット(dot:点)などの「ドット数の少ない・マス目の荒い画像」では無理があるため

　画像の精度（テレビでいう「解像度」）を上げてやる必要が出てきます。

　ユーザー外字の作成精度は、最大でも 256×256 ドットまでです。

　ちなみに昔の「白黒テレビ」は、走査線で 525本、水平解像度で約 300本だったとされます。

　少し足りませんが、そもそも外字は「画像」ではなく「文字」として扱われるものですので

　あまりこだわっても仕方のない部分だと、割り切って捉えたほうが良さそうです。

　「白」か「黒」か、というのは、デジタルの世界では「０」か「１」か、に置き換えられます。

　これはそのまま「二進法」の表現ともいえますが

　１桁の数値であらわされる、「０」か「１」か、というのは「ビット」(bit) といい

　外字でいえば 64×64 ～ 256×256 などの「マス目の平面」を

　「０」か「１」かの「ビット」の並びで表現したものを、「ビットマップ」(bitmap) といいます。

　なお、現在のパソコンなどで扱われる、実際の「ビットマップ画像」では

　画素（ピクセル）ごとに色の情報も持っているのでカラーになりますが

　黎明期のコンピュータでは、上記のように色の情報が無く、「白」か「黒」か、だけの表現でした。

　このため現在では 色の情報を持たない白黒画像を「モノクロ ビットマップ」と呼んで区別しています。

　この「モノクロ ビットマップ」形式の画像は、Windows付属の「ペイント」などで対応しています。

　外字に使うつもりなら 取り込みやすいよう あらかじめ「正方形」に整えておきます。

　 　

　　左：Wikipedia「坂本龍馬」の写真をクリックしてからダウンロードした画像。（パブリックドメイン。表示は縮小。）(Ａ)

　　中：「ペイント」で開いた(Ａ)の画像を「名前を付けて保存」で「モノクロ ビットマップ」を選んで保存したところ。(Ｂ)

　　右：(Ｂ)の長辺をもとに「ペイント」で黒地の正方形を作り,(Ｂ)の画像を貼り付けて,手作業でほぼ中央付近に配置。 (Ｃ)

画像自体に手は加えていませんが、両サイドの黒で引き締まったようで、思いのほかカッコよく仕上がりました。
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（外字エディタを 256×256の精度で起動し、[EUDC]を作り直して[U+E000]の編集画面に前頁の(Ｃ)をコピーして貼り付け。　

元の画像が正方形になっていれば、画素数などサイズが違っていても、貼り付け時に自動調整されます。）

（当アプリ付属「外字リンク」アプリの「一覧」で確認しているところ。「外字サポーター」でも同様に表示できます。　

右下の拡大表示域ではすこし拡大していますが、特に人物の肖像画などの場合、通常の反転表示のままでは　　

ネガ画像となって薄気味悪いので、表示域でクリックして白黒を再反転させて、正常な表示にしています。）

　以上、この外字を利用する場面があるかどうかは別にして

　画像から外字を作成するには、上記のような手順を踏めば、とりあえずは「作れる」ということです。
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では、ちなみにカラー画像からはどうでしょうか。同じようにやってみます。今度は「モナリザ」です。

　

もうこの段階でわかりますね。残念ながら うまくいきそうにありません。世界一の名画が台無しです。

白黒写真の場合は、元々「白と黒だけ」なので、すでにコントラストが調整されているため上手くいきましたが

カラー画像の場合は色調で表現されているため、白と黒のコントラストだけで表現するには

まず「白黒写真として見れる」よう、あらかじめ調整しておく必要があります。元が重厚な油絵なら なおさらです。

それには Windpws付属の「ペイント」だけでは 力不足のようです。ここでは無料ペイントソフトの [ GIMP ] を使ってみました。

  

プルダウンメニューの「色(C)」（「レイヤー(L)」の右隣。ちょうど隠れてしまっています）にある「脱色」をやって（中）、

さらに「明るさ-コントラスト」の調整もやってみたところ（右）です。

すこし薄すぎるようにも思えますが、何度かやり直してみて、モナリザ「らしさ」を保つには、このくらいかなと思いました。

「ペイント」に戻って「モノクロ ビットマップ」で用意した「黒地の正方形」に貼り付けてみると、黒味が増す感じです。
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外字エディタを 同じように 256×256 で起動し、先ほどの坂本龍馬の隣に貼り付けてみました。

今度は「外字サポーター」を使って表示していますが

これでなんとか「あ、モナリザだな」と思えるユーザー外字ができたようです。

ちなみに「外字サポーター」に付属するサンプル外字ファイルには

葛飾北斎「富嶽三十六景」をはじめ、東洲斎写楽、喜多川歌麿、俵屋宗達などの、日本が世界に誇る

「浮世絵」や「屏風絵」の作品を収録した箇所があり、自由に利用できますので。もしよろしければ参考にしてみてください。
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