
◆◆◆　ゴート数字　Gothic　◆◆◆

ゴート数字は、数値の表現に、古いゴート語の表記に使われた

ゴート文字（Gothic alphabet）を使う方法です。現在は使われません。

ゴート語は、ゲルマン語派（現在のドイツ語、オランダ語、英語などが含まれる大きなグループ）のうち

現在はすべて廃れてしまった、東ゲルマン語群に属する言語だということです。

ゴート文字は、聖書をゴート語で表記するために、４世紀頃にキリスト教の司教によって考案された

文字だということですが、ゴート語自体は、６世紀から９世紀にかけて、衰退してしまったようです。

このため話す人はいませんが、残された史料により、現在では理論的な復元がおこなわれています。

表現可能な[999]までの数値すべてを変換します。

ゼロの表現はありません。ここでは小数部は無視されます。

負の数ではここでは単純にマイナス符号を付けます。（符号は「追加」ページで選択可）

ゴート数字は「記数法１」ページで設定します。

次の例は、電卓で [198]の値を入力して表示したものです。
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http://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_alphabet#The_letters
http://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_alphabet
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%88%E6%96%87%E5%AD%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%88%E8%AA%9E


ゴート文字には、多くのギリシア文字と、いくつかのラテン文字からの影響があります。

これを使って数値を表現するゴート数字では、ゴート文字アルファベットの、すべての文字を使います。

このため数字としても、イオニア式ギリシア数字の影響を受けています。

ゴート文字アルファベットの、個々の文字が持つ値は、次のようになっています。

ゴート文字 ギリシア文字（参考）

（例示フォントは Code2001） 　 (大文字)(小文字)

ゴート文字は 映画「ルパン三世 カリオストロの城」（宮崎駿監督作品）で指輪の文字として登場します。（酒場のシーン）

RosettaCalc　ゴート数字　Gothic   2/8

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%B3%E4%B8%89%E4%B8%96_%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%81%AE%E5%9F%8E


ゴート文字は、Unicodeの U+10330  ～  U+1034F（追加多言語面）に登録されています。

ゴート文字の対応フォントには

Symbola , Code2001 , FreeSerif (freefont-ttf-20yymmdd.zip に同梱) , Junicode , MPH 2B   ダマセ ,

Noto Sans Gothic , Quivira , 花園明朝      A 等があります。

Symbola

Code2001 

FreeSerif

Junicode

MPH 2B   ダ  マセ

Noto Sans Gothic

Quivir  a

Unifont Upper

花園明朝      A

（以上フリーフォント。なお Unifont Upper については追加多言語面への確認用途のため 字形が荒く、お薦めできません。）

（ちなみに、有料ですが ゴート文字にも対応する シェアウェアや商用のフォントには

　Sadagolthina や Everson Mono 、 ALPHABETUM Unicode 等があるようです。）

現在は使われない表現であるため、対応フォントは限られます。

このうち、Unicodeの結合文字（ダイアクリティカルマーク）による

上線や上点にも対応できるものには Quivira があります。

（ちなみに、ゴート文字は、書体(フォント)でいう「ゴシック体」などの[Gothic]とは無関係です。

　なお英語で"Gothic Script"と言うと、装飾文字の"Blackletter"(“R”=[ ℜ ]など)を指します。）

ゴート文字に小文字は見つかっていません。

また、数値の表現範囲を広げるために記号を併用するなどの、拡張的な書き方も不明です。

このため表現可能な上限は、ここでは[999]の３桁までとしています。

なお、ゴート数字では、文字ではなく数値であることを示すために

上に線を引くか、上に点を打つか、あるいは

数値の前後を [  ]• (U+2022:bullet)のような記号で挟んであらわすなどで表現したようです。

　　例　（表示フォントは FreeSerif, Code2001, Quivira）

当アプリでの「ゴート数字」の初期設定フォントは Quivir  a にしています。
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http://www.quivira-font.com/
http://www.quivira-font.com/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%BC
http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/alphaeng.html
http://www.evertype.com/emono/
http://www.evertype.com/fonts/gothic/
http://unifoundry.com/unifont.html
http://fonts.jp/hanazono/
http://unifoundry.com/unifont.html
http://www.quivira-font.com/
http://www.quivira-font.com/
https://noto-website-2.storage.googleapis.com/pkgs/NotoSansGothic-hinted.zip
http://www.alanwood.net/downloads/index.html
http://www.alanwood.net/downloads/index.html
http://www.alanwood.net/downloads/index.html
http://junicode.sourceforge.net/
http://savannah.gnu.org/projects/freefont/
http://www.alanwood.net/downloads/index.html
https://dn-works.com/ufas/
http://fonts.jp/hanazono/
http://www.quivira-font.com/
https://noto-website-2.storage.googleapis.com/pkgs/NotoSansGothic-hinted.zip
http://www.alanwood.net/downloads/index.html
http://junicode.sourceforge.net/
http://ftp.gnu.org/gnu/freefont/
http://savannah.gnu.org/projects/freefont/
http://www.alanwood.net/downloads/index.html
https://dn-works.com/ufas/
http://www.unicode.org/charts/PDF/U10330.pdf


◆◆　文字の上線（[描画]と[記号1][記号2]）の違いと注意点　◆◆

ゴート数字では、文字ではなく数値であることを示すために、上線を引いてあらわす場合があります。

ゴート数字での上線は、多くて１本までです。

Unicode文字には、上線を結合文字であらわす方法があります。これが[記号1][記号2]ですが

結合文字への対応フォントは数がやや少なく、きちんと表示されない場合が多くなります。

電卓画面では、上線には見やすさを考慮し、グラフィクス的な描画でも書けるようにして

結合文字に対応していないフォントでも、上線を表示できるようにしています。こちらが[描画]です。

[描画]を選んでいる場合の「コピー」では、上線についてはコピーされませんが

[記号1]または[記号2]を選んでいる場合には、上線も含めてコピーされます。

（コピーした際、貼り付け先のフォントを電卓画面と同じフォントに揃えた場合でも

　貼り付け先の環境によっては、電卓画面と同じようには表示されない場合があります。）

●[描画]

上線はグラフィクスとして描画し、文字に重ねて表示します。

Unicodeの結合文字にはしないため、使えるフォントが増えます。

対象の文字の上に、左端から右端まで線が引かれますので、わかりやすくなっています。

文字列の長さが表示域全体の横幅を超える場合、通常は自動改行されますが

グラフィクスの上線が描画されると、横１行のみで、自動改行されなくなります。

（長すぎて全体が見えない場合は、文字を小さくするか、表示域の幅を拡げるか、あるいは

　[記号1]または[記号2]を選ぶように、設定を変更してください。）

　◆【ご注意…[描画]の場合】◆

[描画]を選んでいる場合の「コピー」では、上線についてはコピーされません。

（クリップボードコピーはテキストベースで処理していますので、文字だけとなります。

　画像としてコピーする場合は、画像キャプチャソフト等を別途ご利用ください。）

（なお、ワープロソフトや HTMLや画像ソフト等では、上線を組み合わせることができます。

　上線が引かれた部分の桁位置を電卓画面で把握しておき、(文字だけで)コピーして

　ご利用のソフト等に貼り付け、該当する部分の上に線を引いて、ご利用ください。）

また、特定のフォントにおいて、文字の大きさを特定の範囲にしたときに

上線の一部または全部が表示されなくなったり

上線の始点や終点の位置がズレて長さが変わるなどする場合があります。

他のフォントに変えたり、文字の大きさや数字の組み合わせ等を変更すると、正しく表示されますので

お手数ですが、フォントや文字の大きさ、あるいは数値等を変えてご利用ください。
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●[記号1]

Unicodeの結合文字の記号による上線を表示します。「コピー」すると上線も含めてコピーされます。

上線は対象の個々の文字に対して付けられ、各文字のほぼ真上に、１本の線が重なります。

結合対象の文字やフォントによっては、上線の高さに違いが生じ、段差となる場合があります。

　利用する記号　…　U+0305 : COMBINING OVERLINE

●[記号2]

Unicodeの結合文字の記号による上線を表示します。「コピー」すると上線も含めてコピーされます。

対象の文字と文字とのあいだを繋ぐように、上線が引かれます。

また複数の文字に上線を引いた際に生じる、段差が少なくなるようにも配慮したものです。

対象が２文字以上の場合

　利用する記号　…　U+035E : COMBINING DOUBLE MACRON

　対象の文字の上の中央付近から、次の文字の上の中央付近まで、１本の線が重なります。

　線が引かれる部分の全体では、左右に文字の半分ずつの幅が足りないことになりますが

　全体的なバランスとしては、[記号1]のときよりも判別しやすい場合があります。

対象が１文字だけの場合

　利用する記号　…　U+0305 : COMBINING OVERLINE

　対象の文字のほぼ真上に、１本の線が重なります。（[記号1]のときと同様です。）

　◆【ご注意…[記号1][記号2]の場合】◆

表示に利用しているフォントと対象の文字にもよりますが、一般論として、文字には[Ｗ]と[Ｉ]など

幅が広いものと狭いものがあるのに対して、上線の長さはすべて一定となっている場合が多くあります。

文字幅の狭い[Ｉ]などでは、隣り合った部分は上線が重なり合うようになるので問題ないことが多いですが

文字幅の広い[Ｗ]などでは、個々の上線の長さが足りず、全体として上線が破線状になることがあります。

個々の文字幅はフォントによって異なりますので

表示フォントを変更すれば、状況が改善する可能性があります。

なお、ゴート文字は、Unicode 上では「追加多言語面」に属する「サロゲートペア」の文字です。

このため「結合用ダイアクリティカルマーク」との併用時は、特に注意しておくべき事柄があります。

後述していますので、よく読んでからご利用ください。
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◆◆　文字に付く点（[上点]と[前後点]）の違いと注意点　◆◆

ゴート数字では、文字ではなく数値であることを示すために

上線ではなく、文字に点を付けてあらわす場合があります。

多くは左右を[  ]• で挟む形式（[   ]• • ）のようですが、上に点を書く場合もあったようです。

ここではその両方に対応しています。

●[上点]

Unicodeの結合用ダイアクリティカルマークによる上点を、個々の文字に付けます。

結合文字への対応フォントは数がやや少なく、きちんと表示されない場合が多くなります。

なお、ゴート文字は、Unicode 上では「追加多言語面」に属する「サロゲートペア」の文字です。

このため「結合用ダイアクリティカルマーク」との併用時は、特に注意しておくべき事柄があります。

後述していますので、よく読んでからご利用ください。

●[前後点]

数値をあらわす文字列を、ビュレット[  ](U+2022:Bullet)• で左右から挟みます。

ここでのゴート数字の５種類ある表示形式のうち、表示の際の問題がもっとも少ない形式です。

（この場合には、注意すべき点は特にありません。

　問題があるとすれば「ゴート文字が表示できるかどうか」という基礎的なレベルになります。）
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%88%E6%96%87%E5%AD%97#.E6.96.87.E5.AD.97


◆◆【ご注意…[記号1][記号2][上点]の場合】◆◆【重要】

ゴート文字（Unicode:U+10330  ～  U+1034F）は

Unicode 上では「追加多言語面」に属する「サロゲートペア」の文字です。

２文字分のデータで１文字を構成しているサロゲート文字では、表示環境とフォントによっては

上線や上点を表現するための「結合用ダイアクリティカルマーク」との併用がうまくいかないことがあり

この問題に対策のない環境で、そのまま表示した場合には、深刻なエラーになることがあります。

当アプリケーション[RosettaCalc]では、これら特殊文字の組み合わせ時の対策をおこなっています。

電卓の表示域や、設定画面「基本」ページの例示では、開発時のテストで、問題なく表示できています。

設定画面での拡大表示においては、この場合には直接的な表示が回避されるよう、対策を施しています。

さらにこの場合の「コピー」では、注意喚起のためのメッセージが表示されるようにしています。

これはコピーした文字列を他のアプリケーション等に「貼り付け」する際に

貼り付け先でエラーになる可能性を少なくするための措置です。

通常の設定では、「基本」ページにある、コピー機能の安全性を高めるための

チェックボックス「安全なコピー」にチェックが入っていますので

コピーしようとした際に、特殊文字の組み合わせを検出した場合には

確認のメッセージが表示され、コピーが必ずキャンセルされるようになっています。

このチェックを外しておいた場合は、同じくコピーする際の検出でメッセージが表示されますが

メッセージの中で、ご自身の選択により、コピーするかどうかを決められるようになります。

それでも「OK」を選択すればコピーはできますが、コピーして張り付ける際には

貼り付け先でエラーになる可能性がありますので、特にご注意ください。

画像：Quiviraフォントを用いて各種記号を使った[987]の表示例
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http://www.unicode.org/charts/PDF/U10330.pdf
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