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■製品名について

本書に記載されている製品名は、次のように表記しています。

本書での表記 正式名称

Windows XP
Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows XP Home Edition

Windows Vista

Windows Vista Ultimate

Windows Vista Enterprise

Windows Vista Business

Windows Vista Home Premium

Windows Vista Home Basic

Windows 7

Windows 7 Ultimate

Windows 7 Enterprise

Windows 7 Professional

Windows 7 Home Premium

Windows 7 Home Basic

Windows 7 Starter

■画面上の文字とキー表記について

ファイル、メニュー、コマンド、ボタン、フォルダ名、ウィンドウ、キーなどの名称は [　] で囲って表

記しています。

■説明画面について

本書で説明に使用している画面は、一般的な例を使って表示しています。従って、OS やマシン環境によっ

て一部異なる場合があることをご了承ください。

■商標・登録商標について

・ DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。

・TrueTypeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista/ 7、OpenTypeは、米国Microsoft Corporationの米国および

その他の国における商標または登録商標です。

・ その他記載されている社名・製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

・ DynaFontを使用して作成した文字の著作権はDynaComware Corp.にあります。

・ 既存フォントを利用して、本製品で作成した文字は個人の使用を目的としてご使用ください。それ以外



の使用目的の場合は、使用した既存フォントの提供元に使用許諾範囲をお問い合わせください。

■ご注意

・本製品はパッケージ内の使用許諾契約書に従って使用するものとします。

・改良のため、本製品のデザイン及び仕様は予告なく変更することがあります。

・本マニュアルは、製品の改良や、その他の事情により、予告なしに改訂することがあります。
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第１章　はじめに

■ 1-1 DynaFont Gaiji Builder の特長

この度は、「DynaFont Gaiji Builder」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

DynaFont Gaiji Builder は、外字フォントファイルを作成するためのツールです。

ご使用につきましては、同封されています使用許諾契約書、本ユーザーズマニュアル

をよくお読みいただいた上でご使用いただきますようお願いいたします。

ユーザー登録は同封のユーザ登録用紙での FAX 送信及びホームページ（http://www.

dynacw.co.jp）にて登録をお受けしております。

・多元的な作成素材

本製品付属のダイナフォント、文字部品データの他にも、BMP 形式のファイルやシ

ステムにインストールされている MS 書体（注 1）や他の DynaFont TrueType 製品（注 2）

のフォントを素材として使用することができます。

注 1）MS 書体を除く他メーカーのフォントは GaijiBuilder で素材として使用することはで

きません。

注 2）一部使用できないフォントもございます（例：「有澤中太楷書体」、「有澤太楷書体」

など）。

・統合的な作成方法

作成用素材のインポート、矩形・楕円形・多角形などの新規追加、制御点の編集（輪

郭線の変形）といった作成方法を組み合わせて利用すれば、外字作成を簡単、効率

的に行うことができます。

・外字資源の有効利用

Windows 付属の外字エディタで作成した外字をシステムの外字ファイル（EUDC.tte）

からインポートすることができます。

弊社従来の製品「DYNA 外字エディタ」「DynaFont Gaiji Editor Pro」で作成済みの外字

ファイルが読み込み可能です（「DYNA 外字エディタ」の属性情報は不可）。
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第１章　はじめに

・画像ファイルインポート機能

BMP 形式のファイルをインポートし、文字の一種として取り込むことができます。

ドロー系のグラフィックソフトで作成した文字・記号・画像が外字として扱えます。

・ユニコード対応

シフト JIS（約 1880 文字）及びユニコード（約 6400 文字）の外字領域に外字をマッ

ピングできます。

・参照文字機能

参照したい文字を背景化することにより、外字作成をサポートします。

・「検索キー」機能

検索用キーワード、属性、類型など検索キーを追加しておけば、後に目的の文字ファ

イルを楽に検索することができます。

・プロポーショナル機能

プロポーショナルの外字フォントが作成できます。

※ 一部の OS、アプリケーション及び縦書き使用時には、ご使用になれない場合がありま

す。
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第１章　はじめに

■ 1-2 動作環境

DynaFont Gaiji Builder の動作には以下の環境が必要です。インストールの前にご確認く

ださい。

■オペレーティング・システム

Windows XP/Vista/7 日本語版

■コンピュータ本体

上記オペレーティングシステムが動作する PC/AT 互換機

■ハードディスク

コンポーネント：約 7.4MB の空き容量 

フォントデータ（作成用素材）：全書体インストールした場合最大約 150MB の空き

容量 

■ CD-ROM ドライブ

※ ユニコードフォント及びユニコードの外字フォントファイルを使用するには、OS、ア

プリケーション、日本語入力システムがユニコードに対応している必要があります。
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■ 1-3 インストール・アンインストール

1-3-1 インストール

「DynaFont Gaiji Builder」のインストール方法は以下の通りです。

①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。

②「DynaFont Gaiji Builder」のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

※Windows 7 をご使用の場合は、設定により次のようなダイアログが表示される場合が

あります。 [ フォルダーを開いてファイルを表示 ] をクリックします。

③ [マイ コンピュータ] （※Windows Vistaでは [コンピュータ] ）を開き、CD-ROMドライ

ブをクリックしてCD-ROM内容を参照します。

④ [Setup.exe] をダブルクリックします。

システムの設定により、拡張子（.exe）が表示されていない場合がありま

す。その場合、左図のアイコンをクリックしてください。

※Windows Vista/7 をご使用の場合、設定により次のようなダイアログボックスが表示さ
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れる場合があります。

・Windows Vista の場合は、[ 許可 ] をクリックします。

　

・Windows 7 の場合は、[ はい ] をクリックします。

　

セットアッププログラムが起動します。 [ 次へ ] ボタンをクリックします。

⑤ [インストール先の指定] 画面でインストール先のフォルダを選択します。デフォ

ルト設定のインストール先は「C:￥Program Files￥DynaComware￥DFGEditP」です。

他のフォルダへインストールしたい場合は、 [ 参照 ] ボタンをクリックします。イ

ンストール先を選択または作成します。

⑥ [次へ] ボタンをクリックします。 [コンポーネントの選択] ダイアログが表示され

ます。「DynaFont Gaiji Builder」のコンポーネントは次の３つです。

・Gaiji Editor プログラム

・ヘルプファイル

・外字作成用素材

「DynaFont Gaiji Builder」では、「外字作成用素材」としてダイナフォントおよびその

文字部品データが収録されています。これらの素材はシステムにインストールされ
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ていなくても、CD-ROM から素材を読み込んで使用することも可能です。また、「外

字作成用素材」は必要な書体だけを選択して、ハードディスクにコピーして使用で

きます。

必要に応じてコンポーネントを選択してください。

※ 必要な書体だけ選ぶ場合は、 インストールしないフォントのチェックボックスをク

リックしてチェックをとります。

⑦ [次へ] ボタンをクリックします。 [プログラムグループの指定] ダイアログが表示

されます。

⑧プログラムのショートカットを作成します。デフォルト設定のディレクトリは

「DynaComware￥DynaFont Gaiji Builder」です。必要であれば、 [参照] ボタンをク

リックして任意のプログラムフォルダを指定します。 [次へ] ボタンをクリックし

ます。

⑨ [インストール準備完了] 画面が表示されます。 [インストール] ボタンをクリッ

クします。プログラムのインストールが開始されます。インストールが完了し、 

[DynaFont Gaiji Builder セットアップウィザードの完了] 画面が表示されます。

⑩ [完了] ボタンをクリックします。セットアップは終了します。

※ パッケージ付属の作成用素材のダイナフォントは通常のフォントと同様にシステムに

インストールすることができます。このダイナフォントの仕様や動作環境やインストー

ル・アンインストール方法について、CD-ROM に添付したダイナフォントの説明ファ

イル「FontInst.txt」をご参照ください。

チェックをとる
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1-3-2 アンインストール

「DynaFont Gaiji Builder」のプログラムを削除するには、 [コントロールパネル] にある [ア

プリケーションの追加と削除 ] からアンインストールを行います。

■ Windows XP の場合

① [スタート] -  [設定]- [コントロールパネル] - [プログラムの追加と削除] を選択しま

す。

② [プログラムの変更と削除] - [DynaFont Gaiji Builder] を選択し、 [変更と削除]  ボタン

をクリックします。

■ Windows Vista の場合

① [スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムのアンインストール] （ クラシッ

ク表示の場合 [プログラムと機能]  )を選択します。

② [DynaFont Gaiji Builder] を選択し、 [アンインストールと変更] をクリックします。

■ Windows 7 の場合

① [スタート] - [コントロールパネル] - [プログラム]-[プログラムのアンインストール] 

（クラシック表示の場合 [プログラムと機能] )を選択します。

② [DynaFont Gaiji Builder] をダブルクリックし、 次のようなダイアログボックスが表示

され、 [はい]をクリックします。



第２章

概要と作成例

■本製品の概要

■ DynaFont Gaiji Builder の概要図

■外字フォント登録ツールの概要図

■操作の概要 

■作成例 
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第１章　はじめに第２章　概要と作成例

■ 2-1 本製品の概要

本製品は、「DynaFont Gaiji Builder」と「外字フォント登録ツール」というプログラムに

よって構成されています。DynaFont Gaiji Builder には「グリフエディタ」というプログ

ラムが付属しています。

2-1-1 「DynaFont Gaiji Builder」

「DynaFont Gaiji Builder」は、外字フォントファイルを生成する機能を提供します。

外字フォントファイルを生成するには、DynaFont Gaiji Builder で、指定したコードへグ

リフ（外字）を作成（マッピング）していき、フォント属性を指定し、フォントファ

イルとして保存します。

グリフの作成・編集には、DynaFont Gaiji Builder に付属する外字作成プログラム「グリ

フエディタ」を使用します。

・「グリフエディタ」

グリフエディタは、グリフ ( 文字の輪郭 ) を作成・編集するためのプログラムです。

グリフエディタで作成・編集したグリフは一文字ずつファイル化できます。この一

文字単位で保存したファイルを「グリフファイル（.glf）」と呼びます。

グリフエディタでは、素材のインポートおよび各編集機能を利用しグリフの作成・

編集を行います。

作成用素材

以下のものを外字作成素材としてインポートすることができます。

・「ダイナフォント」：パッケージ付属のダイナフォント 32 書体

本製品には、ユニコードフォント2書体を含むダイナフォント32書体が付属

しています。このダイナフォントは、グリフエディタ上で「ストローク（筆

画）」単位に分解して扱うことができ、外字作成に非常に便利です。

※ ユニコードフォントはストロークに分解できません。

※ ハードディスクにコピーせず CD-ROM から読み込んで使用できます。
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第１章　はじめに第２章　概要と作成例

・「文字部品データ」：筆画に分解された文字部品「ストローク」

文字を筆画に分解した外字作成用の文字部品「ストローク」を一画単位で編

集画面に取り込むことができます。

※ 文字部品のインポートは付属のダイナフォント 30 書体の文字部品に限られます。

・「TrueType フォント」：ダイナフォント及び MS 書体

システムにインストールされているTrueTypeフォント（ダイナフォント及び

MS書体）をインポートすることができます。

※ アウトライン形式（筆画に分解されない状態）でインポートされます。

・ビットマップファイル

.bmp形式の画像ファイルをインポートすることができます。

・Windows 標準外字フォントファイル（EUDC.tte）に作成している外字

編集方法

以下のような方法によって編集を行います。

・移動、拡大・縮小、回転等

・「制御点」の編集：輪郭線を自由に変形

・矩形、楕円形、多角形などの追加

2-2-2 外字フォント登録ツール

「外字フォント登録ツール」は、DynaFont Gaiji Builder で作成した外字フォントファイ

ルを、システムにインストールされているどの TrueType フォントの外字として使用す

るかをシステムに登録（関連づけならびに解除）します。
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素材の

インポート

●グリフエディタ　：グリフ編集

●ダイナフォント

●TrueTypeフォント

●ストローク

   (文字部品)

●ビットマップ

　ファイル

●グリフ作成用素材

外字登録

外字登録

外字専用フォントファイル
他のフォントにリンクして使用

単独のフォントとしてシス
テムにインストール

Windows用の外字フォントファイル

シフトJIS (F040〜F9FC)
ユニコード (E000〜F8FF)

システムに未インストール
のダイナフォントファイル

システムにインストール
されているダイナフォン
トおよびMSフォント (*.bmp)

・拡大・縮小、移動、回転

・制御点の編集

・矩形、楕円形、多角形などの追加

・その他

グリフ編集

●DynaFont Gaiji Builder　：外字フォントファイル作成

イ

■ 2-2  DynaFont Gaiji Builder の概要図
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素材の

インポート

●グリフエディタ　：グリフ編集

●ダイナフォント

●TrueTypeフォント

●ストローク

   (文字部品)

●ビットマップ

　ファイル

●グリフ作成用素材

外字登録

外字登録

外字専用フォントファイル
他のフォントにリンクして使用

他のフォントにリンクして使用、
または単独のフォントとしてシス
テムにインストール

Windows用の外字フォントファイル

シフトJIS (F040～F9FC)
ユニコード (E000～F8FF)

システムに未インストール
のダイナフォントファイル

システムにインストール
されているダイナフォン
トおよびMSフォント (*.bmp)

・拡大・縮小、移動、回転

・制御点の編集

・矩形、楕円形、多角形などの追加

・その他

グリフ編集

●DynaFont Gaiji Builder　：外字フォントファイル作成
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■ 2-3 外字フォント登録ツールの概要図
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■ 2-4 操作の概要

DynaFont 

Gaiji Builder

1. 外字フォントファイルを新規作成 / 開く → 3-3 参照

2. グリフを登録するコードの指定 

ユニコードまたはシフト JIS コードを選択し、コー

ドテーブル上のコードを指定します。

→ 3-4 参照

3. コードにグリフを登録

選択したコードへグリフを登録します。

グリフを登録するには以下の方法があります。

●グリフエディタから

：グリフエディタでグリフを作成・編集し

て登録

●ファイルから

：保存済みのグリフを呼び出して登録

●検索結果から

： [グリフ検索...] で保存済みのグリフの検

索を行い、検索結果からグリフを登録

●インポート

：ダイナフォント/文字部品/TrueTypeフォン

ト/ビットマップファイル/Windowsの外

字ファイルからのインポート

→ 3-5 参照
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グ リ フ エ

ディタ

4. グリフの編集

グリフエディタでグリフを作成・編集します。

●素材（ダイナフォント/TrueTypeフォント/文字

部品/ビットマップファイル）をインポート

●編集（拡大・縮小/輪郭の変形/矩形、楕円形な

どの新規作成）

→ 3-6 および

第四章参照

DynaFont 

Gaiji Builder

5. グリフの割り付けの編集

コードテーブル上で、登録したグリフの割り付け

を編集します。

→ 3-7 参照

6. ファイルを保存

拡張子「.TTF」または「.TTE」の外字フォントファ

イルとして保存します。

→ 3-8 参照

外 字 フ ォ

ン ト 登 録

ツール

7. 外字フォントのシステムへの登録

「外字フォントファイル」をどの書体の外字として

使用するかを設定します。

→ 5-2 参照
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■ 2-5 作成例

ここでは、ダイナフォントをインポートし「鴎」と「嘔」を利用して作成した「 」

という文字などを含む外字フォントファイルを作成する例を以下に示します。

1. 外字フォントファイルを新規作成 / 開く　→ 本書 3-3 参照

①DynaFont Gaiji Builderを起動します。

作成済みの外字フォントファイルを再編

集する場合は、 [ ファイル ] - [ 開く ] で外

字フォントファイル（.tte または .ttf）を

開きます。

2. グリフを登録するコードの指定　　　　　→ 本書 3-4 参照

②コードテーブルから外字を登録するコー

ドを選択します。

3. コードにグリフを登録　　　　　　　　　→ 本書 3-5 参照

③この例では、ダイナフォントの文字の一

部を利用して外字を作成するため、グリ

フエディタを起動します。

[編集] - [グリフ登録] - [グリフエディタか

ら] を選択します。グリフエディタが起動

します。
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4. グリフの編集　　　　　　　　　→ 本書 3-6 および第四章参照

④グリフ作成の素材となるダイナフォント

をインポートします。[ファイル] - [イン

ポート] - [ダイナフォント] を選択しま

す。 [DynaFont Importer] が起動します。

⑤[DynaFont Importer] ウィンドウで [ファ

イル] - [開く] を選択します。 [Se l e c t 

DynaFont f i le] 画面が開きます。 [Select 

DynaFont file] でダイナフォントの必要な書

体を選択し、 [開く] をクリックします。

※ ダイナフォントはプログラムがインストー

ルされているディレクトリ（C:¥Program 

Files¥DynaComware¥DFGEditP¥ 素材）の [ 素

材 ] フォルダに収録されています。

⑥この例では、鴎という文字をもとに外字

を作成するので、ジャンプ欄に「鴎」と

入力し [Ente r] キーを押します。コード

テーブルの「鴎」がある部分にジャンプ

します。

⑦「鴎」の文字上でダブルクリックしま

す。
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⑧[インポート先の選択] ダイアログボック

スが表示されますので、[現在アクティブ

なウィンドウ] をクリックします。「鴎」

が編集画面 にインポートされます。

⑨不必要な部分を選択し（マウスでクリッ

クする/マウスでドラッグして矩形で囲

む）、 [Delete] キーを押して、削除しま

す。

※ グリフ編集の詳細については第四章の「4-5

グリフの編集」をご参照ください。

⑩続いて、手順④〜⑦と同じ要領で「嘔」

という文字を呼び出し、 別のウィンドウ

にインポートします（インポートする文

字を選択したらインポート先に [新しい

ウィンドウ] を選択）。

⑪必要な部分（「歐」の「品」の部分）を

選択し（ドラッグして矩形で囲む）、選

択した部分をコピーします。

⑫画面⑨のウィンドウの適当な場所に貼り

付けます。
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⑬貼り付けた部分を縮小し、バランスを見

ながら外字の形を整えます。

⑭形を整えたら [グリフ] - [パスの結合] を選

択し、「パスの結合」を行います。外字

のアウトラインが作成されます。

⑮ [ファイル] - [上書き保存] を選択し、ウィ

ンドウを閉じます。

⑯作成した外字がコードテーブルの選択し

たコードに登録されます。

5. グリフの割り付けの編集　　　　　　　→ 本書 3-7 参照

⑰コードテーブルの他のコードにも外字を

登録していきます。



28

第１章　はじめに第２章　概要と作成例

6. ファイルを保存　　　　　　　　　　→ 本書 3-8 参照

⑱DynaFont Gaij i Bui lderの [ファイル] - [保

存] を選択し、ファイルを「.TTF」または

「.TTE」の外字フォントファイルとして保

存します。

7. 外字フォントのシステムへの登録　　　→ 本書 5-2 参照

⑲「外字フォント登録ツール」を起動

します（ [スタート] - [プログラム] - 

[DynaComware] - [DynaFont Gaiji Builder] - 

[外字登録ツール] ）。外字フォントファ

イルをシステムにインストールされてい

るフォントの外字として登録します。



第３章

DynaFont Gaiji Builder  

DynaFont Gaiji Builder は外字フォントファイルを

作成して保存する機能を提供します。

外字フォントファイルを作成するためには、外

字フォントファイルの空いている各コードに文

字を割り当て、フォント属性を指定して保存し

ます。

■ DynaFont Gaiji Builder の起動と終了

■ [DynaFont Gaiji Builder] ウィンドウにつ

いて

■操作手順

■外字フォントファイルを新規作成 / 開く

■グリフを登録するコードの指定

■コードにグリフを登録

■グリフの編集

■グリフの割り付けの編集

■ファイルの保存
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■ 3-1 DynaFont Gaiji Builder の起動と終了

3-1-1 起動

 [ スタート ] - [ 設定 ]- [ プログラム ] - [DynaComware] - [DynaFont Gaiji Builder] - 

[DynaFont Gaiji Builder] をクリックし ます。

DynaFont Gaiji Builder が起動し、 [DynaFont Gaiji Builder] ウィンドウが表示されます。

3-1-2 終了

DynaFont Gaiji Builder を終了するには、以下の方法があります。

・ [ ファイル ] - [Gaiji Builder の終了 ] をクリックします。

・タイトルバー上にあるアイコン をダブルクリックします。

・終了ボタン をクリックします。
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■ 3-2  [DynaFont Gaiji Builder] ウィンドウ

メニューバー

ツールバー

コードテーブル

コードテーブルでは、作成しようとする外字フォントのコードと「グリフ」の関係を

編集します。

【グリフとは】

グリフとは、文字の形という意味ですが、本製品においては外字コードに割り当てる

一文字単位の文字を「グリフ」と言います。

コードテーブルには、シフト JIS またはユニコードのユーザ定義文字領域（いわゆる

外字エリア）の範囲が表示されます。

外字登録可能なコード領域及び文字数は以下の通りです。

■シフト JIS コード領域（約 1880 文字）

F040 〜 F07E、F080 〜 F0FC、F140 〜 F17E、F180 〜 F1FC、F240 〜 F27E、

F280 〜 F2FC、F340 〜 F37E、F380 〜 F3FC、F440 〜 F47E、F480 〜 F4FC、

F540 〜 F57E、F580 〜 F5FC、F640 〜 F67E、F680 〜 F6FC、F740 〜 F77E、

F780 〜 F7FC、F840 〜 F87E、F880 〜 F8FC、F940 〜 F97E、F980 〜 F9FC

■ユニコード領域（約 6300 文字）

E000 〜 F8FF

（E000 〜 E757 のコード領域はシフト JIS コード領域に相当し、順番も同じとなります。）

シフト JIS コードを表示している場合、濃い灰色で表示され、コード番号が振られて

いない領域があります。これらはシフト JIS コードに含まれない領域で、各操作の対

象外となります。
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また、外字を登録したコードの背景色は白になりますが、外字ファイルが保存された

後は、背景色が黄色に変わります。　
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■ 3-3 外字フォントファイルを新規作成 / 開く

3-3-1 新規作成

 [ ファイル ] - [ 新規作成 ] を選択します。または、 ボタンをクリックします。

3-3-2 保存済みのファイルを開く

外字を既に作成して保存済みの外字フォントファイル（.TTE/.TTF）を開いて再編集す

るには、

① [ファイル] - [開く] を選択します。または、 ボタンをクリックします。 [ファ

イルを開く] ダイアログボックスが表示されます。

②ファイルを選択し、 [開く] ボタンをクリックします。
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■ 3-4 グリフを登録するコードの指定

① [表示] - [ユニコード] または [シフトJIS] を選択します。または / ボタンを

クリックします。

選択された文字セットのコードテーブルが表示されます。

②グリフを登録するコードをクリックします。

指定されたコードが選択状態になります。
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■ 3-5 コードにグリフを登録する

コードを指定した後、そのコードにグリフを登録します。グリフを登録するには以下

の方法があります。

・ [ グリフエディタから ] …グリフエディタでグリフを作成・編集して登録

・ [ ファイルから ] 　　　…保存済みのグリフファイルから呼び出して登録

・ [ 検索結果から ] 　　  …保存済みのグリフファイルの検索を行い、検索結果からグ

リフを登録

・ [インポート] 　　　　…ダイナフォント/文字部品 /TrueTypeフォント/ビットマッ

プファイル /Windows の外字ファイルから直接インポート

して登録

※ コードを指定していないと、上記のメニューは選択可能になりません。

3-5-1 グリフエディタから

グリフエディタでグリフを作成・編集して登録します。

① [編集] - [グリフ登録] - [グリフエディタから...] を選択します。または、 ボタン

をクリックします。グリフエディタが起動します。

②グリフエディタでグリフを作成・編集します。

※ グリフエディタの操作方法については、「第４章 グリフエディタ」をご参照ください。

③作成したグリフを保存して作成ウィンドウを閉じると、 [DynaFont Gaiji Builder] ウィ

ンドウに戻り、指定したコードにグリフが登録されます。
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3-5-2 ファイルから

保存済みのグリフファイルから呼び出して登録します。

【グリフファイルとは】

グリフエディタで作成・保存（別名で保存）したグリフ 1 つ単位のファイル（拡張子 .glf）

① [編集] - [グリフ登録] - [ファイルから...] をクリックします。または ボタンをク

リックします。

 [ 外字グリフファイルを選択します ] ダイアログボックスが表示されます。

②目的のグリフファイルのあるディレクトリを指定し、グリフファイルを選択して 

[開く] ボタンをクリックします。

 [DynaFont Gaiji Builder] ウィンドウに戻り、選択したグリフファイルが指定されたコー

ドに登録されます。

3-5-3 検索結果から

保存済みのグリフファイルの検索を行い、検索結果からグリフを登録することができ

ます。

① [編集] - [グリフ登録] - [検索結果から...] をクリックします。または ボタンをク

リックします。

 [ 検索結果 ] ダイアログボックスが表示されます。

※ あらかじめ [ 編集 ] - [ グリフ検索 ] メニューで検索を行っている場合、その検索結果

が表示されます。その場合、手順⑥以降の手順で必要なグリフを登録できます。
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② [検索] ボタンをクリックします。 [検索] ダイアログボックスが表示されます。

③検索の対象となるディレクトリを指定します。

 [ 探す場所 ] ボックスに検索するディレクトリを直接入力します。または、 [ 参照 ...] 

ボタンをクリックし、 [ フォルダの参照 ] ダイアログボックスでディレクトリを選

択し、 [OK] ボタンを選択します。

④ [検索キー有効] を設定します。

 [ 検索キー有効 ] にチェックを入れると、検索時にグリフファイルに組み込まれて

いる検索キーを照会します。必要ならチェックを入れ、以下 1 〜 7 のように設定を

行います。

※ 検索キーは、グリフエディタでグリフを編集する際、後に検索を行う手がかりとして

任意に設定しておくことが可能です。グリフエディタの検索キー機能については、「4-6 

検索キー機能」の項目をご参照ください。

1. プルダウンメニューから、 [いずれかの条件を満たす] または [すべての条件

を満たす] を選択します。

  

2.  [キー追加] ボタンをクリックします。

 [検索条件の追加] ダイアログが表示されます。ここで検索キー条件を追加

することができます。
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3.  [キー] テキストボックスに検索キー名称を入力します。

検索キー名称が空白の場合には、グリフファイル中のすべての検索条件を対

象として、その値の比較が行われます。

4.  [値] テキストボックスに検索キーの値を入力します。

検索キーの値が空白の場合には、無条件で検索条件を満たしたと判断しま

す。

5. 必要に応じて、  [大文字小文字の区別] のチェックボックスにチェックを入

れます。

検索キー値を比較する場合、半角アルファベットの大文字と小文字を別の文

字とみなします。

6.  [値が完全に一致] または [値が含まれる] をクリックします。

 [値が完全に一致] を選択すると、検索キー値が完全に一致した場合に、検

索条件をみたしたと判断します。

 [値が含まれる] を選択すると、本ダイアログの [値] に指定した文字列が、

グリフファイルの検索キー値に含まれる場合に、検索条件をみたしたと判断

します。

7. 設定が完成したら、 [OK] ボタンをクリックします。

⑤ [検索実行] ボタンをクリックします。検索が実行され、 [検索結果] ダイアログ

ボックスが表示されます。検索結果のリストには検出されたグリフファイルが表示

されます。
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⑥検索結果のリストからグリフファイルをクリックすると、そのファイルのプレ

ビューが右側に表示されます。

⑦検索を再実行するには、 [検索] ボタンをクリックし、上記②〜⑤までの手順を繰

り返します。

⑧検索結果のリストから、必要なグリフファイルを選択し、 [OK] ボタンをクリック

します。 [DynaFont Gaiji Builder] ダイアログボックスに戻り、検索結果から選択した

グリフが指定したコードに登録されます。
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3-5-4 インポート

ダイナフォント / 文字部品 /TrueType フォント / ビットマップファイルを直接インポー

トして登録できます。（→ 3-5-4-1 〜 4 参照）

また、Windows 付属の外字エディタで作成した外字をシステムの外字ファイル（EUDC.

tte）から登録することが可能です。（→ 3-5-4-5 参照）

インポートによる登録方法では、多くの文字を一度にインポートすることができます。

（→ 3-5-4-6 参照）

3-5-4-1 ダイナフォント

① [編集] - [インポート] - [ダイナフォント] をクリックします。または ボタ

ンをクリックします。

 [DynaFont Importer] ウィンドウが表示されます。

② [DynaFont Importer] で必要な文字をDynaFont Gaiji Builderにインポートします。

「DynaFont Importer」の操作は、グリフエディタ上での操作と同様です。

「4-4-1 ダイナフォントのインポート」をご参照ください。

3-5-4-2 文字部品

① [編集] - [インポート] - [文字部品] をクリックします。または ボタンをク

リックします。

 [Stroke Importer] の [開く] ダイアログボックスが表示されます。
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② [Stroke Importer] で必要な文字をDynaFont Gaiji Builderにインポートします。

「Stroke Importer」の操作については、グリフエディタ上での操作と同様で

す。「4-4-2 文字部品のインポート」をご参照ください。

3-5-4-3 TrueType フォント

システムにインストールされている MS 書体およびダイナフォントをインポートで

きます。

① [編集] - [インポート] - [TrueTypeフォント] をクリックします。または ボ

タンをクリックします。 [TrueType Importer] ウィンドウが表示されます。

② [TrueType Importer] で必要な文字をDynaFont Gaiji Builderにインポートします。

「TrueType Importer」の操作については、グリフエディタ上での操作と同様

です。「4-4-3 TrueTypeフォントのインポート」をご参照ください。

3-5-4-4 ビットマップファイル

※ できるだけ単純な画像をご使用になることをお勧めします。複雑な画像の場合、イン

ポートされないことがあります。

※ ビットマップファイルは、アウトライン形式に 変換されてインポートされます。

① [編集] - [インポート] - [ビットマップファイル] をクリックします。または

ボタンをクリックします。 [Select Bitmap file] ダイアログボックスが表示

されます。

② [ファイルの場所] で使用したいビットマップファイルが保存してあるディレ

クトリを選択し、ビットマップファイルを選択し、 [開く] ボタンをクリッ
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クします。DynaFont Gaiji Builderにビットマップファイルがインポートされま

す。

3-5-4-5 Windows 標準外字ファイル（EUDC.tte）

Windows 標準外字ファイルは、DynaFont Importer を利用してインポートすることがで

きます。

① [編集] - [インポート] - [ダイナフォント] をクリックします。または ボタンをク

リックします。

 [DynaFont Importer] ウィンドウが表示されます。

② [ファイル] - [開く] を選択します。または ボタンをクリックします。 [Select 

DynaFont File] ダイアログボックスが表示されます。

③ [Select DynaFont File] ダイアログボックスの [ <Windows>¥Fonts¥EUDC.TTE ] ボタン

をクリックします。Windows標準外字ファイルが選択されますので、[開く]ボタン

をクリックします。

※[Select DynaFont Fi le] ダイアログボックスの表示画面でファイルの場所が、Windows

フォルダ内の Fonts フォルダの場合、 [<Windows>¥Fonts¥EUDC.TTE] ボタンをクリッ

クしても [ 開く ] ボタンは有効になりません。この場合、別フォルダに移動してから 

[<Windows>¥Fonts¥EUDC.TTE] ボタンをクリックし  [ 開く ] ボタンをクリックしてくだ

さい。
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このボタンをクリックしてから 

[ 開く ] ボタンをクリック

④コードテーブルを外字領域（F040〜）までスクロールし、必要な文字をダブルク

リックします。または、 ボタンをクリックします。
DynaFont Gaiji Builder に選択した文字がインポートされます。

3-5-4-6 多数の文字をインポート

DynaFont Importer および TrueType Importer では、多数の文字を一度にインポートする

ことが可能です。

①DynaFont ImporterまたはTrueType Importerのコードテーブル上で次のようにして複数

の文字を選択します。

・あるコードを選択してから、別のコードを [Shift] キーを押しながらクリック

すると、その間にある連続したコードがすべて選択されます。

・あるコードを選択してから、別のコードを [Ctr l] キーを押しながらクリック

すると、不連続の複数のコードが選択されます。

・選択したい範囲をマウスボタンを押しながらドラッグして囲むと囲まれた部

分のコードが全て選択されます。

② ボタンをクリックします。①で選択した複数の文字は、DynaFont Gaiji Guilder上

で選択したコードから順にそれ以降のコードにインポートされます。
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■ 3-6 グリフの編集

登録したグリフをグリフエディタで編集 / 再編集します。

①コードテーブル上のグリフが登録されているコードをクリックして選択しま

す。

② [編集] - [グリフ登録] - [グリフエディタから] を選択（または、 ボタン

をクリック）します。グリフエディタが起動します。

③グリフエディタでグリフを編集します。

※ グリフエディタの操作方法については「第４章 グリフエディタ」をご参照ください。

④変更を保存し、グリフエディタのウィンドウを閉じると編集後のグリフが登

録されます。
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■ 3-7 グリフの割り付けの編集

コードテーブルに登録したグリフの割り付け（どのコードにどのグリフを登録するか）

を編集します。下記 3-7-1 の方法でコードテーブル上のコードを選択し、下記 3-7-2

の方法により必要に応じて編集を行います。

3-7-1 コードの選択

コードテーブル上のコードをクリックして選択します。

複数のコードを選択する場合は、次のようにします。

・あるコードを選択してから、別のコードを [Shift] キーを押しながらクリックする

と、その間にある連続したコードがすべて選択されます。

・あるコードを選択してから、別のコードを [Ctrl] キーを押しながらクリックする

と、不連続の複数のコードが選択されます。

・選択したい範囲をマウスボタンを押しながらドラッグして囲むと囲まれた部分の

コードが全て選択されます。

3-7-2 グリフの割り付けの編集

 [ 編集 ] メニューの [ コピー ] / [ 切り取り ] / [ 貼り付け ] / [ すべて選択 ] を使用し、

コードテーブルを編集します。

※ グリフが既に登録されているコードにペーストする場合、上書きされたグリフデータ

は失われます（グリフファイルとして保存していない場合）。編集中の各コマンドは取

り消すことができませんので十分注意して行ってください。

選択したコード上でマウスの右ボタンをクリックす

ると、編集メニューを表示できます。
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■ 3-8 ファイルの保存

① [ファイル] - [保存] をクリックします。または ボタンをクリックします。

 [ 一般 ] というダイアログボックスが表示されます。

 [ 一般 ] およびそれに続く [ 名前（NAME）] 、 [ 配置 ] 、 [PANOSE] のダイアログボッ

クスは、フォント属性を設定するためのものです。

これらの属性は、保存する TrueType フォントファイルに埋め込まれます。

※ フォント属性は、DynaFont Gaiji Builder の [ 表示 ] - [ フォント属性 ...] メニューで設定し

ておくこともできます。その場合にも、ファイル保存の際に設定を確認・変更を行う

ことができます。

1.  [一般] オプションを設定し、 [次へ] ボタンをクリックします。

[一般] オプションは、作成する外字フォントファイルの種類（ [TTF] または 

[TTE] ）を指定することができます。

TTF：  TrueTypeフォント仕様に従った外字TrueTypeフォントファイルを作成

　　　（この形式の場合、単独でシステムにインストールすることが可能）

TTE： 外字フォントに必要なデータだけで構成される外字TrueTypeフォント

ファイルを作成

（この形式の場合、システムにインストールされているフォントと関

連付けて、その拡張文字として使用）
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2.  [名前（NAME）] オプションを設定し、 [次へ] ボタンをクリックします。

 [０. 著作権] 

適当な文字列を入力します。実際の動作には影響しません。

 [1. フォント名（ユーザ用）] （※1）

アプリケーションのインターフェースで表示されるフォント名です。初期設

定は、「EUDC」です（EUDCとはEnd User Define Characterの略）。外字フォン

トの作成者は自由に名前を付けることができます。

 [2. スタイル] 

Regular、Bold、Ital icなどのスタイル名です。２バイトフォント（全角）では 

Regularに設定します。

 [3. フォント名（アプリケーション用）] （※1）

アプリケーションがフォントの認識に用いるフォント名です。

 [4. フォント名（システム用）] （※1）

システムがフォントの認識に用いるフォント名です。

 [5. バージョン／日付] 

適当な文字列を入力します。実際の動作には影響しません。

 [6. PSフォント名] （※2)

ポストスクリプトインタープリタがフォントの認識に用いるフォント名で

す。１バイト文字で記述します。ポストスクリプト出力のない環境では、実

際の動作には影響しません。

 [7. トレードマーク] 

適当な文字列を入力します。実際の動作には影響しません。
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(※1)フォント名は、ユーザー用、アプリケーション用、システム用の三つ指定します

が、異なるフォント名を指定した場合のシステム内への影響には不明な点がある

ため、三つのフォント名を同じにすることを推奨します。

(※2) PSフォント名の衝突によりアプリケーション上でフォント名が表示されない場合

がありますので、既存フォントや作成済みのフォントと異なる PSフォント名を

設定してください。

3.  [配置] オプションが表示されます。 [次へ] ボタンをクリックします。

ここでは作成する外字フォントの精細度が設定されており、変更することは

できません。

4.  [PANOSE] オプションを設定し、 [次へ] ボタンをクリックします。

PANOSEとは、システムがフォントを探す時に、もっとも適したフォントを

見つけ出すために参照される属性です。主に指定したフォントがシステムに

存在しないときに参照されるため、実際の動作にはあまり影響しません。

 [PANOSE類型] 

フォントのデザインの類型をリストから選択します。

 [太さ] 

グリフの太さの度合を2〜11の範囲でリストから選択します。
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5.  [外字登録] オプションを設定します。

このオプションでは、保存する外字ファイルを、システムにインストールさ

れている書体に関連づけて、選択した書体の外字ファイルとして使用するよ

うに設定できます。

 [保存時に…] のチェックボックスにチェックを入れ、プルダウンメニュー

から関連づける書体を選択します。

※ 関連づけの設定は、「外字フォント登録ツール」で行うことができます。そのため必ず

しもここで設定する必要はありません。

② [完了] ボタンをクリックします。

 [ 作成するフォントファイルを選択します ] ダイアログが表示されます。

作成する外字フォントファイルは手順①の 1. の指定により、拡張子「.TTF」または

「.TTE」のファイルとして保存されます。

③ [保存] ボタンをクリックします。

 [ 外字フォントが作成されました ] というメッセージが表示されます。

④ [OK] ボタンをクリックします。



第４章

グリフエディタ  

グリフエディタでは、DynaFont Gaiji Builder に

登録するグリフ（外字）を編集します。

■グリフエディタの起動と終了

■ [ グリフエディタ ] ウィンドウにつ

いて

■表示画面関連の設定

■作成用素材のインポート

■グリフの編集

■検索キー機能

■グリフファイルの保存
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■ 4-1 グリフエディタの起動と終了

4-1-1 起動

DynaFont Gaiji Builderでコードを選択してから、DynaFont Gaiji Builderの [編集] メニュー

から [ グリフ登録 ] - [ グリフエディタから ] を選択します。または、 ボタンを

クリックします。「グリフエディタ」が起動します。

4-1-2 終了

「グリフエディタ」を終了するには、以下の方法があります。

・ [ ファイル ] - [ グリフエディタの終了 ] をクリックします。

・タイトルバー上のグリフエディタのアイコンをダブルクリックします。

・終了ボタン をクリックします。
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■ 4-2  [ グリフエディタ ] ウィンドウ

下図は [ グリフエディタ ] ウィンドウです。

メニューバー

スケールバー

ツールバー

グリフバー

キャンバス

グリフエディタは MDI（マルチドキュメントインターフェース）のウィンドウアプリ

ケーションですので、同時に複数のウィンドウを開いてグリフの編集を行うことが可

能です（ [ ファイル ] - [ 新規作成 ] で別ウィンドウを開きます）。

■メニューバー

グリフエディタの各機能はメニューバーから選択できます。

■ツールバー

メニューに含まれる機能のうち、使用頻度の高いものがツールバー上のボタンから

使用できます。

■スケールバー

スケールバーにはカーソルの位置と表示倍率が表示されています。表示倍率は 25

〜 800% の間で変更することができます。

■グリフバー

 [ グリフ ] メニューに含まれるグリフ編集機能のうち、使用頻度の高いものがグリ
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フバー上のボタンから使用できます。

■キャンバス

「キャンバス」はグリフを編集するエリアです。グリフエディタは 3072x3072 の大

きさを持つキャンバスを持ちます。キャンバス内であれば、どこにでもグリフを配

置することができます。
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■ 4-3 表示画面関連の設定

 [ 表示 ] メニュー、 [ ファイル ] メニューおよび [ 編集 ] メニューによって変更できる

表示画面関連の設定について以下に、説明します。

4-3-1  [ ズーム ] 

画面の表示倍率を変更します。

■倍率を選択

 [ 表示 ] - [ ズーム ] を選択し、倍率指定 /25%/50%/100%/200%/400%/800% から

表示倍率を選択します。または、スケールバーのプルダウンメニューから表示倍率

を選択します。

■倍率を指定

スケールバーの倍率表示の数字を選択し、任意の数字（25 〜 800）を入力し [Enter] 

キーを押します。

4-3-2  [ カーソル線 ] / [ ルーラー ] / [ 座標軸 ] / [ 仮想ボディ ] / [EM

スクエア ] / [ 補助線 ] 

 [ カーソル線 ] / [ ルーラー ] / [ 座標軸 ] / [ 仮想ボディ ] / [EM スクエア ] / [ 補助線 ] 

の表示および非表示を変更します。

 [ 表示 ] メニューから、 [ カーソル線 ] / [ ルーラー ] / [ 座標軸 ] / [ 仮想ボディ ] / [EM

スクエア ] / [ 補助線 ] を選択しチェックを入れるとそれぞれを表示し、チェックを外

すと非表示にします。
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■ [ カーソル線 ] 

カーソル線は、カーソル位置に表示される水平線および垂直線です。カーソル移動

にしたがって移動します。

■ [ ルーラー ] 

下図参照

■ [ 座標軸 ] 

座標軸はグリフを構成する「制御点」のキャンバス上の位置を表すための基準です。

※「制御点」については「4-5-9 制御点の編集」をご参照ください。

ルーラー

座標軸を表示した図

■ [ 仮想ボディ ] 

仮想ボディはアプリケーションで文字を配置する際の実際の文字の大きさを表しま

す。

仮想ボディを表示した図

初期状態では「EM スクエア（次項参照）」と同サイズ同位置になっています。
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仮想ボディの高さと幅を調整することで、プロポーショナルフォント（文字間隔が

調整されたフォント）を作成することが可能です。プロポーショナルフォントの幅

および高さは、仮想ボディによって決定されます。プロポーショナルフォントを設

計するときには、仮想ボディをキャンバスの範囲内で拡大縮小します。

仮想ボディ線を移動した画面

【参考】

仮想ボディ右辺を左方向に移動してい

る場合

仮想ボディ右辺を右方向に移動してい

る場合

仮想ボディが EM スクエアと同じサイ

ズである場合

グリフエディタでの表示　　アプリケーションでの表示

例１は、固定ピッチフォントの平方根記号です。仮想ボディは EM スクエアと同じ

サイズをもっています。

例２では、グリフの大きさに合わせて仮想ボディ右辺を右に移動しています。

例３では、次にくる文字を平方根の内側に表示させるために、仮想ボディ右辺を左

に移動しています。

仮想ボディを移動するには、ドラッグによる移動または「座標設定」によって変更

することができます。
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※ 仮想ボディはロックが解除されている状態でドラッグできます。ロック解除について

は、「4-3-5 ロック」をご参照ください。

※ 座標設定については、「4-3-8 座標設定」をご参照ください。

※ プロポーショナルフォント作成時の制限事項

本製品を使用して、プロポーショナルフォントを作成する際には、以下の制限事項が

あります。

●作成時の制限事項

1. 仮想ボディ幅が EM スクエア幅（1024）と異なる外字を縦書きで配置した場合、センター

ラインが揃いません。

２. DynaFont Gaiji Builderのコードテーブルに表示されるグリフは、仮想ボディがコードテー

ブルの桝目に納まるように配置しています。よって、仮想ボディの外に配置されてい

るグリフは表示されません。

●外字使用時の制限事項

1. プロポーショナルフォントが実際にどのように出力されるかは、システムおよびアプ

リケーションに依存します。特に仮想ボディが EM スクエアより大きい場合、また仮

想ボディの外にグリフが配置される場合には依存性が高くなります。

2. 作成したプロポーショナルフォントを、システムにインストールしてあるフォントの

外字として関連付け使用すると、少なからず本体となるフォントの影響を受けます。

システムにインストールしてあるフォントの外字として関連付け使用して、思い通り

の結果が得られない場合、作成したプロポーショナルフォントを単独のフォントとし

てシステムにインストールしてみてください。

3. 作成したプロポーショナルフォントは、システムにインストールしてあるプロポーショ

ナルフォントの外字として関連付け使用するか、または独立したフォントとしてシス

テムにインストールします。非プロポーショナルフォントと関連付けると、文字幅は

EM スクエアと同じになります。

4. アプリケーションによっては、文字のコードによってプロポーショナルの可否を決定

しているものがあります。そのようなアプリケーション上では、固定ピッチフォント

として出力されます。
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■ [EM スクエア ] 

EM スクエアはフォントの標準の大きさを示します。キャンバスの中央に

1024x1024 の大きさを持つ EM スクエアが配置されています。アプリケーションで

フォントサイズを 10pt と指定すれば EM スクエアの大きさは 10pt になります。

仮想ボディ線を移動した画面に EM ス

クエアを表示させた場合

 

■ [ 補助線 ] 

グリフ設計・配置の補助として任意に追加できる線です。デフォルトでは図の位置

に表示されます。

補助線の追加については「4-3-9 補助線の追加」をご参照ください。
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4-3-3  [ 表示属性 ] 

グリフおよびグリフの配置を決める各種の補助線に対して、色、線種、ホットスポッ

トサイズの表示属性を設定することができます。

ホットスポットサイズとは点や線をクリックによって選択する場合、マウスカーソ

ルがそれらの点や線にどれだけ近接していれば選択されたとみなすかを判断する値

です。画面のドット数で表します。

表示属性を設定するには、以下の手順で行います。

① [表示] - [表示属性] を選択します。

 [表示属性] ダイアログが表示されます。

② [設定の対象] ボックスでボタンを押して、プルダウンメニューから表示属性

を設定する対象を選択します。

③ [属性] ボックスで設定の対象を表示する色、線種、ホットスポットサイズを

設定します。

設定の対象により、設定できる属性は異なります。

④ [OK] ボタンをクリックします。

 [表示属性] ダイアログが終了します。
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4-3-4 背景グリフ

背景グリフは、キャンバスに表示したグリフを背景にしたものです。手本を下敷き

にする感覚で、背景グリフの形を参考にグリフ編集ができます。

 [ 表示 ] - [ 背景グリフ ] - [ 現在のグリフを背景にする ] を選択します。背景グリフ

が表示されます。

背景グリフを表示した画面（図では黒

い部分がグリフ、グレーの部分が背景

グリフ）

 [ 表示 ] - [ 背景グリフ ] - [ 消去 ] を選択すると、背景グリフを消去します。

4-3-5 ロック

補助線および仮想ボディが移動できないようロックを設定する機能があります。初

期設定では、補助線と仮想ボディは共にロックされており移動することができませ

ん。

①ロックを解除したい場合は、 [表示] - [ロック] メニューから [補助線] または 

[仮想ボディ] をクリックします。

補助線または仮想ボディのロックが解除され、移動できるようになります。

②再ロックしたい場合は、 [表示] - [ロック] メニューから [補助線] または [仮

想ボディ] を再クリックします。

補助線または仮想ボディは再ロックされ、移動できなくなります。
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4-3-6 検索キー

編集中のグリフに対して「検索キー」を付加することができます。検索キーを付加し

ておけば、のちに多くのグリフファイルの中から必要なものを容易に検索することが

できます。付加された検索キーはグリフデータとともにグリフファイルに保存され、

DynaFont Gaiji Builder やグリフエディタからのグリフファイル検索時に参照されます。

 [表示] - [検索キー] を選択します。 [検索キー] ダイアログボックスが表示されます。

検索キー追加の方法については「4-6 検索キー機能」をご参照ください。

4-3-7 制御点リスト

「制御点リスト」は選択されているパス（輪郭線）を構成する「制御点」の座標リス

トです。

制御点リスト

制御点リストは初期状態では非表示です。制御点リストを表示するには、 [ 表示 ] メ

ニューから表示または非表示に切り替えることができます。

制御点および制御点リストについての詳細は、「4-5-9 制御点の編集」をご参照くだ

さい。
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4-3-8  [ 座標設定 ] 

 [ 座標設定 ] で仮想ボディの設定を変更できます。

① [ファイル] - [座標設定] を選択します。

 [座標設定] ダイアログが表示されます。

② [仮想ボディ] を設定します。

仮想ボディは必要に応じて設定することができます。 [仮想ボディ] の設定

ボックスにある [上] 、 [下] 、 [左] 、 [右] テキストボックスに設定する座

標の数値を入力します。

ここではダイナフォントの文字デザインに採用された精細度（1024）およ

び仮想ボディ（上：880、下：-144、左：0、右：1024）がデフォルト設定

として表示されています。作成する外字フォントはダイナフォントの外字と

して使用する場合は、デフォルト設定の使用をお勧めします。

 [デフォルト設定] ボタンをクリックすることによって、仮想ボディはデ

フォルトの設定に戻ります。

③設定が完了したら、 [OK] ボタンをクリックします。

 [座標設定] ダイアログが終了します。

4-3-9 補助線の追加

「補助線」はグリフ編集の補助として任意に追加できる水平 / 垂直線です。補助線

を追加するには、以下の２種類の方法があります。

■ [編集] - [補助線の追加] コマンドによる方法

グリフ設計の補助となる水平線または垂直線を引きます。

① [編集] - [補助線の追加] をクリックし、さらに [水平] または [垂直] をク

リックします。

マウスのカーソルが十字記号になります。

②マウスのカーソルを操作ウィンドウ上でクリックします。
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補助線が追加され、画面に表示されます。

③マウスで補助線をドラッグし移動して、補助線を目的の位置まで移動させま

す。

※ 補助線がロックされている場合は移動することができません。「4-3-5 ロック」を参照

しロックの解除を行ってください。

■ルーラーのクリックによる方法

水平線を引く場合は、キャンバスの左にある垂直のルーラーをクリックします。垂

直線を引くには上にある水平のルーラーをクリックします。クリックされた場所に、

水平または垂直の補助線が表示されます。

■補助線の移動と削除

補助線は必要な場合は、線をドラッグし移動することによって、その位置を調整す

ることができます。

※ 補助線がロックされている場合は移動することができません。「4-3-5 ロック」を参照

しロックの解除を行ってください。

補助線を削除するには、削除する補助線をドラッグしてルーラーまで移動させます。

補助線が削除されます。
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■ 4-4 作成用素材のインポート

「グリフエディタ」では、本製品付属のダイナフォントおよび文字部品、システムに

インストールされている TrueType フォント、ビットマップファイル、Windows 標準外

字ファイルに作成済みの外字をグリフ作成・編集の素材としてインポートできます。

インポート可能な素材は以下の４種類です。

・パッケージ付属のダイナフォント（→4-4-1参照）

※ 付属書体についてはパッケージをご参照ください。

付属のダイナフォントをインポートした場合、ストローク（筆

画）に分解可能な形式でインポートできます。

・パッケージ付属の文字部品データ（→4-4-2参照）

・システムにインストールされているTrueTypeフォント（MS書体およびダイナフォン

ト）（→4-4-3参照）

システムにインストールされているフォントをインポートした

場合、アウトライン（交差するパスがない）形式でインポート

されます。。

・ビットマップファイル（.BMP）（→4-4-4参照）

・Windowsの外字ファイルに作成済みの外字（→4-4-5参照）
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4-4-1 ダイナフォントのインポート

① [ファイル] - [インポート] - [ダイナフォント] をクリックします。または ボタン

をクリックします。

 [DynaFont Importer] ウィンドウが表示されます。

② [ファイル] - [開く] を選択します。または ボタンをクリックします。 [Select 

DynaFont File] ダイアログボックスが表示されます。

③使用したいフォントファイルを選択し、 [開く] ボタンをクリックします。

※ インストールの際に「作成用素材」をハードディスクにコピーしている場合は、コピー

先（デフォルトの場合 C:¥Program Files¥DynaComware¥DFGEditP）の [ 素材 ] フォルダか

ら使用したいフォントファイルを選択します。

作成用素材をハードディスクにコピーしていない場合は、CD-ROM の [ 素材 ] ディレク

トリを参照し、使用したいフォントファイルを選択します。
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④コードテーブルから必要な文字を探します。

 [ジャンプ] 欄にインポートしたい文字を入力し、 [Enter] キーまたは ボ

タンをクリックします。目的の文字がコードテーブルに表示されます。

　※ コード番号を入力することによっても目的の文字にジャンプすることができます。

⑤目的の文字をダブルクリックします。または ボタンをクリックします。 

[インポート先を選択します] というダイアログボックスが表示されます。

⑥ [新しいウィンドウ] または [現在アクティブなウィンドウ] を選択します。

選択した文字がグリフエディタにインポートされます。
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4-4-2 文字部品のインポート

① [ファイル] - [インポート] - [文字部品] をクリックします。または ボタン

をクリックします。

 [開く] ダイアログボックスが表示されます。使用したい書体の部品ファイ

ルを選択し [開く] ボタンをクリックします。

※ インストールの際に「作成用素材」をハードディスクにコピーしている場合は、コピー

先（デフォルトの場合 C:¥Program Files¥DynaComware¥DFGEditP）の [ 素材 ] フォルダか

ら使用したい文字部品ファイル（.rec）を選択します。

作成用素材をハードディスクにコピーしていない場合は、CD-ROM の [ 素材 ] ディレク

トリを参照し、使用したい文字部品ファイル（.rec）を選択します。

② [Stroke Importer] ウィンドウが表示されます。
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文字部品は、形の似通ったいくつかのグループに分類されており、左の欄に

は大分類、右の欄にはグループに含まれているすべての文字部品が表示され

ます。

③左の欄から必要な文字部品に近いものを選択し、さらに右の欄に表示された

文字部品から使用したいものをダブルクリックします。

④[インポート先を選択します] というダイアログボックスが表示されます。 

[新しいウィンドウ] または [現在アクティブなウィンドウ] を選択します。

選択した文字部品がグリフエディタにインポートされます。
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4-4-3 TrueType フォントのインポート

システムにインストールされている MS 書体およびダイナフォントをインポートで

きます。

① [ファイル] - [インポート] - [TrueTypeフォント] をクリックします。または

ボタンをクリックします。 [TrueType Importer] ウィンドウが表示されま

す。

②使用する書体を選択します。書体名のプルダウンメニューから使用したい書

体を選択します。選択した書体の文字がコードテーブルに表示されます。

③コードテーブルから必要な文字を探します。

 [ジャンプ] 欄にインポートしたい文字を入力し、 [Enter] キーまたは ボ

タンをクリックします。目的の文字がコードテーブルに表示されます。

　※ コード番号を入力することによっても目的の文字にジャンプすることができます。

④目的の文字をダブルクリックします。または ボタンをクリックします。 

[インポート先を選択します] というダイアログボックスが表示されます。

⑤ [新しいウィンドウ] または [現在アクティブなウィンドウ] を選択します。

選択した文字のアウトラインデータがグリフエディタにインポートされま

す。
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4-4-4 ビットマップファイルのインポート

※ できるだけ単純な画像をご使用になることをお勧めします。複雑な画像の場合、イン

ポートされないことがあります。

※ ビットマップファイルは、アウトライン形式に 変換されてインポートされます。

① [ファイル] - [インポート] - [ビットマップファイル] をクリックします。ま

たは ボタンをクリックします。 [Select Bitmap file] ダイアログボックスが

表示されます。

② [ファイルの場所] で使用したいビットマップファイルが保存してあるディレ

クトリを選択し、ビットマップファイルを選択し、 [開く] ボタンをクリッ

クします。

③ [インポート先を選択します] というダイアログボックスが表示されます。 

[新しいウィンドウ] または [現在アクティブなウィンドウ] を選択します。

選択したビットマップファイルがグリフエディタにインポートされます。
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4-4-5 Windows 標準外字ファイル（EUDC.tte）

Windows 標準外字ファイルの外字は、DynaFont Importer を利用してインポートする

ことができます。

 [ ファイル ] - [ インポート ] - [ ダイナフォント ] をクリックします。または ボ

タンをクリックします。 [DynaFont Importer] ウィンドウが表示されます。

グリフエディタに Windows 標準外字ファイルの外字をインポートする方法は、

DynaFont Gaiji Builderでの方法と同様です。「3-5-4-5 Windows標準外字ファイル（EUDC.

tte）」の手順②〜④をご参照ください。

選択した文字がグリフエディタにインポートされます。
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■ 4-5 グリフの編集

4-5-1 パスの選択

パスとは、グリフを構成する一つ一つの線（閉じた線）のことです。下図は「Ｄ」の

グリフです。このグリフは、二つのパスによって構成されています。

パスが選択されると選択されたパスに外接する矩形が表示されます。

複数のパスが選択されている場合、各パスは青色の外接矩形で囲まれ、全てのパスの

外接矩形に外接する矩形が表示されます。

外側のパスを選択している状態 内側のパスを選択している状態

二つのパスを両方選択している状態

パスに外接する青色の矩形が表示され、選択

されていることを示す

例えば、外側のパスのみを選択し移動した場合はこの図のようになります。

パスの選択は以下のようにして行います。
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■マウスクリックによる選択

パスの内側をクリックします。パスが選択されます。

パスの内側をクリック

パスが重なり合っている部分では、場合によって選択されないことがあります。後

述の「重なり合うパスの選択」の節をご参照ください。

複数のパスを選択する場合は、 [Ctr l] キーを押しながら目的のパスをクリックしま

す。

■ドラッグによる選択

マウスの左ボタンを押しながら、マウスをドラッグし、ある大きさを持つ矩形を描

きます。

その矩形に、パスを構成する制御点がすべて収まるパスが選択されます。

この図の場合、矩形と楕円形は選択されているが、三角形は選

択されていない

ドラッグ範囲

選択されたことを示す青色の矩形

※ 制御点については「4-5-9 制御点の編集」をご参照ください。

※ パスが曲線を含む場合、制御点がパスよりもかなり離れている場合があります。その

場合、目的のパスを選択するには、全ての制御点を含むような大きな矩形を描く必要

があります。

■重なり合うパスの選択

パスの重なり合う部分において、選択したいパスが選択されないことがあります。

例えば、次の図のような、内側のパスを選択したいが外側のパスのみが選択される

という場合などです。
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重なり合うパスの内側でクリック、外側のパスのみが選択されている

これは、一方のパス（この場合外側のパス）がもう一方のパス（内側のパス）の「前

面にある」と内部的に扱っているためです。

このような場合には、上記の「ドラッグによる選択」を行うか、グリフエディタの [ グ

リフ ] メニューから [ 前面へ移動 ] （  ）または [ 背面へ移動 ] （  ）を実行し、

二つのパスの前後を変更します。前面に移動されたパスが優先的に選択されます。

■すべてのパスを選択

 [ 編集 ] - [ すべて選択 ] を選択します。全てのパスが選択されます。

4-5-2  [ 編集 ] メニューのコマンド

・ [ 切り取り ]  [ コピー ]  [ 貼り付け ]  [ 削除 ] 

 [ 編集 ] メニューから [ 切り取り ] / [ コピー ] / [ 貼り付け ] / [ 削除 ] を選択します。

または、 （切り取り）/ （コピー）/ （貼り付け）ボタンをクリック / [Delete] 

キーを押します。

選択したパスが切り取り / コピー / 貼り付け / 削除されます。

・ [ 全クリア ]  [ すべて選択 ] 

 [ 編集 ] - [ 全クリア ] を選択します。キャンバス上のパスが全クリアされます。

 [ 編集 ] - [ すべて選択 ] を選択します。全てのパスが選択されます。

・ [ 元に戻す ]  [ やり直し ] 

 [ 編集 ] - [ 元に戻す ] を選択します。直前に行った動作を元に戻します。

 [ 編集 ] - [ やり直し ] を選択します。直前に行った動作を繰り返します。
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4-5-3 移動

①移動するパスを選択します。

②トラッカーをドラッグし目的の位置まで移動します。

トラッカー（斜線部分）

リサイズハンドル

トラッカーをドラッグ

 [ ↑ ] 、 [ ↓ ] 、 [ ← ] 、 [ → ] などカーソル移動キーを押すると、選択されたパスが

１単位づつ移動されます。

4-5-4 拡大・縮小

①拡大・縮小したいパスを選択します。

②リサイズハンドル（上図参照）をドラッグします。

選択されたパスが拡大・縮小されます。

 [Shift] キーを押しながらドラッグすると、パスが縦横等比率で拡大・縮小されます。

4-5-5 回転

①回転したいパスを選択します。

② [グリフ] - [回転] または ボタンをクリックします。

マウスポインタが十字に変形します。
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③その状態で回転の中心となる点をクリックし、マウスを移動します。

マウスの移動にあわせて選択されているパスが回転します。

回転の中心

④目的の位置まで回転したら、マウス左ボタンをクリックして、確定します。

⑤確定する前に、回転する途中で取り止める場合は [Esc] キーまたはマウス右ボタン

をクリックします。

4-5-6 前面へ移動 / 背面へ移動

重なり合っている部分のあるパスの場合、内部的に前後関係が設定されて扱われてい

ます。パスの重なり合っている部分をクリックすると、前面と扱われているパスが選

択されます。

選択しているパスの前面、背面を変更するには、 [ グリフ ] - [ 前面へ移動 ] （  ）ま

たは [ 背面へ移動 ] （  ）を選択します。パスの前後が変更されます。

4-5-7 右回り / 左回り

パスは方向を持ちます。左回りのパスと右回りのパスがあります。

※ 右回り / 左回りとはパスを構成する制御点番号の数が大きくなる方向です。

他のパスと重なり合いのないパスの場合、右 / 左回りに関わらず内側が黒く塗りつぶ

されますが、重なり合う部分のあるパスの場合は、両方が同じ方向なら重なり合う部

分は塗りつぶされます。違う方向なら、重なり合う部分は塗りつぶされません。



77

第１章　はじめに第４章　グリフエディタ

「Ｄ」　

A-1 A-2

「十」　

B-1 B-2

・二つのパスの方向が異なる（上の図の A-1、B-2）。

・二つのパスの方向が同じ（上の図の A-2、B-1）。

上図 A-2 および B-2 の場合、フォント生成後にどのように表示されるかは不定ですの

で、B-2 の場合には、 [ パス結合 ] を行い、A-2 の場合には内側のパスを削除するよう

にしてください。

パスの方向は次のようにして変更します。

①方向を変えるパスを選択します。

② [グリフ] - [右回り] （  ）、 [グリフ] - [左回り] （  ）を選択しま

す。選択されたパスの方向が変更されます。

※この機能を生かして白抜き文字を作成することができます。

4-5-8 基本パス追加

基本パス（矩形、楕円形、多角形）を追加します。

① [グリフ] - [基本パス追加] から [矩形] / [楕円] / [多角形] を選択します。または、

グリフバー上の  /  / ボタンをクリックします。

マウスポインタが十字になり、描画できる状態を示します。
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②マウスポインタをドラッグしながら、グリフエディタのキャンバス上で基本パスを

描きます。

4-5-9 制御点の編集

4-5-9-1 制御点とは

制御点とは、パスを構成する点のことです。一つのパスは、3 つ以上の制御点によ

りその形が決定されます。制御点を編集することによって、パスの直線・曲線を変

形することができます。

制御点を表示したパス

制御点には直線制御点と曲線制御点の二種類があります。

■直線制御点

直線制御点はパスを構成する一つの線分の始点または終点となります。隣接する制

御点がどちらも直線制御点のときには、それら二つの制御点の間に直線がひかれま

す。

※「直線制御点」という名称は便宜的なものであり、曲線の作成にも直線制御点が必要

となります。

P1 は直線制御点

P1P0

P2

■曲線制御点

曲線制御点は必ずその両隣に直線制御点を持ち、一方の直線制御点から他の一方の

直線制御点に引かれる曲線の曲がり具合を決定します。
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P1 は曲線制御点

P1P0

P2

曲線は両端の直線制御点と曲線制御点の三点で定義される二次ベジェ曲線です。

「グリフエディタ」では、あるパスの制御点を編集することにより、そのパスを変

形することが可能となります。制御点の編集を行なうには、「グリフエディタ」を

制御点の編集モードへ切り替える必要があります。

4-5-9-2 制御点編集モードへの切り替え

①パスをひとつ選択し、 [グリフ] - [制御点の編集] をクリックします。また

は、グリフバーの ボタンをクリックします。

制御点編集モードに切り替わり、選択しているパスの制御点が表示されま

す。

②制御点編集モードを終了するには、 [グリフ] - [制御点の編集] をクリックし

ます。または、グリフバーの ボタンを再クリックするか、 [Esc] キーを

押します。

制御点編集モードが終了します。

※ 制御点編集モードでは、制御点編集以外の操作はできません。制御点編集モードを終

了してから他の操作を行ってください。

4-5-9-3 制御点の選択

制御点を編集するためには編集しようとする制御点を選択状態にする必要がありま

す。制御点の選択方法は以下の通りです。
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■マウス左ボタンのクリック

①目的の制御点をマウス左ボタンでクリックします。

制御点が選択されます。選択された制御点は、塗りつぶされた状態になりま

す。

 [Ctr l] キーを押しながらクリックすると、複数の制御点を選択状態にするこ

とができます。

②すでに選択状態にある制御点の外側の任意の場所をクリックします。

選択が解除されます。

■ドラッグによる選択

マウスの左ボタンを押しながらある大きさを持つ矩形をドラッグして描きます。

その矩形内にある制御点が選択されます。

選択された制御点は塗りつぶされた状態になります。

下側の二つの制御点が選択されている

4-5-9-4 制御点の移動

制御点を移動するには、以下の手順に従って操作します。

①移動したい制御点を選択します。

②選択状態にある制御点（複数ある場合いずれかのひとつ）をマウスの左ボ

タンを押しながらドラッグします。または [↑] 、 [↓] 、 [←] 、 [→] など

カーソル移動キーを押します。

選択されたパスが１単位づつ移動します。

③目的の位置までドラッグしてから、ボタンを離します。

制御点が移動し、パスが変形します。
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4-5-9-5 制御点の追加

パスに制御点を追加できます。

①追加しようとする制御点の前または後ろにある制御点を選択します。

② [グリフ] - [制御点を追加] メニューから [前に追加] （  ボタン）または 

[後ろに追加] （  ボタン）をクリックします。

選択されている制御点の前または後ろに直線制御点が追加されます。

③曲線制御点を追加する場合には、まず直線制御点を追加後、 [グリフ] - [曲線

制御点] （ ボタン）を実行します。

制御点が曲線制御点になります。

直線制御点を曲線制御点に変更

曲線制御点

4-5-9-6 制御点の削除

不要な制御点を削除する場合は、以下の手順で行います。

①削除したい制御点を選択します。

② [Delete] キーまたは [編集] - [削除] をクリックします。

選択した制御点が削除されます。
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4-5-9-7 直線制御点 / 曲線制御点の切り替え

①切り替えようとする制御点を選択します。 

② [グリフ] メニューから [直線制御点] （  ボタン）または [曲線制御点] （ 

 ボタン）をクリックします。

直線制御点／曲線制御点の切り替えが行われ、パスが変形されます。

※ 本製品は連続する曲線制御点をサポートしていません。曲線制御点の両側には必ず直

線制御点が必要です。

4-5-9-8 制御点の座標を使用したパスの変形

制御点の座標値を表示し、座標値を変更することによってパスを変形することがで

きます。

制御点の座標値を編集するには、制御点リストを表示する必要があります（ [ 表示 ] 

- [ 制御点リスト ] を選択）。

制御点リストからある制御点の座標値をクリックすると、その値を変更することが

できます。

①変形するパスを選択します。

制御点リストにそのパス制御点の「画」、「点」、「x」、「y」の値が表示

されます。それぞれが示すのは以下の通りです。

 画：パス番号

 点：制御点番号

 x、y：制御点の座標値

② [グリフ] - [制御点の編集] （  ボタン）をクリックします。

そのパスの制御点が表示されます。

③ [グリフ] - [番号を表示] （  ボタン）をクリックします。

制御点の番号が表示されます。

※ 番号がはっきりと表示されない場合には [ 表示 ] - [ 表示属性 ] をクリックして、 [ 設定

の対象 ] を「文字塗りつぶし」に設定し、制御点番号がはっきりと表示されるように

色を変更します。
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④変更したい制御点の番号の「x」、「y」の座標値をクリックします。

座標値が変更できるような状態になります。

⑤新しい値を入力します。

制御点の位置が変更され、パスが変形します。

4-5-10 パスの結合

「パスの結合」機能は、重なり合う部分のある複数のパスを結合し、一つの閉じたパ

スを生成する機能です。

重なり合う部分のあるパス パス結合後

①結合したい１つ以上のパスを選択します。

② [グリフ] - [パスの結合] （  ボタン）をクリックします。

選択されたパスが結合されます。

重なり合う部分のあるパスを含むグリフを生成した場合、アプリケーションによっ

てはまれにパスの交差している部分が白く抜けてしまう場合があります。グリフの

編集が完了した際にすべてのパスを選択しパスの結合を行っておけば、アウトライ
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ンが作成され、アプリケーション上で白く抜けることもありません。

また、下のような例では、文字を白抜きにしているため、筆画が交差しているとこ

ろが抜けています。このような場合にも、パスの結合によって解決することができ

ます。

重なり合う部分

パス結合前

パス結合後
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■ 4-6 検索キー機能

編集中のグリフに対して「検索キー」を付加することができます。検索キーとは、任

意に追加できるグリフファイルの情報で、グリフデータとともにグリフファイルに保

存され、グリフファイル検索（DynaFont Gaiji Builder の「グリフ検索」、グリフエディ

タの「検索して開く」）時に参照されます。

適切な情報を付加しておくことによって、のちに多くのグリフファイルの中から必要

なものを容易に検索することが可能になります。

「検索キー」ダイアログを表示するには、 [ 表示 ] - [ 検索キー ] （ ボタン）をクリッ

クします。以下のような [ 検索キー ] ダイアログボックスが表示されます。

4-6-1 検索キーの追加

① [追加] ボタンをクリックします。

 [ 検索キーの追加 ] ダイアログボックスが表示されます。

② [キー] と [値] のテキストボックスに検索キーの名称と値を入力します。

 [ キー ] と [ 値 ] には検索の手がかりとなる言葉や数字などを任意に入力すること
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が可能です。例えば、 [キー] に「作者」、 [値 ] に「山田」と入力したり、または、 [キー] 

に「読み」、 [ 値 ] に作成した文字の読みを入力するなど、自由に設定できます。

③１つの検索キーの追加が完成したら、 [OK] ボタンをクリックします。

 [ 検索キー ] ダイアログボックスに戻り、入力されたキーと値は [ 検索キーリスト ] 

に表示されます。

複数の検索キーを追加する場合は、①〜③の手順を繰り返して追加していきます。

4-6-2 検索キーの削除

①マウスで [検索キー] に表示されているリストから削除する検索キーを選択しま

す。

② [削除] ボタンをクリックします。

選択された検索キーが削除されます。

4-6-3 検索キーの変更

①マウスで [検索キーリスト] から変更する検索キーを選択します。

② [変更] ボタンをクリックします。

 [ 検索キーの変更 ] ダイアログボックスが表示されます。

③変更する [キー] または [値] のテキストボックスで検索キーの名称または検索キー

の値を変更します。
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4-6-4  [ 検索して開く ] 

グリフエディタでは既存のグリフファイルを検索して開くことができます。

① [ファイル] - [検索して開く] （  ボタン）をクリックします。

 [ 検索 ] ダイアログボックスが表示されます。

 [ 検索 ] ダイアログボックスでは検索しようとするグリフファイルの検索条件を入

力し、検索を実行することができます。

②これ以下の手順は、「3-5-3 検索結果から」の手順③〜⑦の操作と同様です。

③必要なグリフファイルを選択し、 [OK] ボタンをクリックして [検索] ダイアログ

ボックスを終了します。

グリフエディタに戻り、検索されたグリフがキャンバスに表示されます。
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■ 4-7 グリフファイルの保存

4-7-1  [ 上書き保存 ] 

DynaFont Gaiji Builder でコードを選択し、グリフエディタが起動した際に開かれている

ウィンドウでグリフを作成・編集した場合、 [ 上書き保存 ] とは、DynaFont Gaiji Builder

への登録を指します。

※ グリフエディタが起動した際に開かれるウィンドウとは別に、新たにウィンドウを新

規作成している場合には、その内容は下記の [ 名前をつけて保存 ] 同様、グリフ単独

のファイルとしての保存になります。

4-7-2  [ 名前をつけて保存 ] 

グリフ１つを１ファイルとして保存します（グリフファイル「.glf」）。

保存した拡張子「.glf」のファイルは、後にグリフエディタから再び開いて再編集する

ことができます。また、DynaFont Gaiji Builder でグリフファイルを直接登録することが

できます（3-5-2 ファイルから」参照）。

① [ファイル] - [名前をつけて保存] を選択します。

② [名前をつけて保存] ダイアログボックスが表示されます※。保存する場所および名

前を指定し、 [保存] ボタンをクリックします。

※ この時表示されている「~」から始まる作業フォルダ（例えば「~3deb1f13」等）は作

業中のみ一時的に使用されるフォルダです。必ず作業フォルダ以外のディレクトリを

選択してください。



第５章

外字フォント登録ツール  

「外字フォント登録ツール」は、「DynaFont Gai j i 

Bui lder」で作成した外字フォントファイルを、す

でにシステムにインストールされている TrueType

フォントの外字として使用できるように、システ

ムに登録するためのプログラムです。

■外字フォント登録ツールの起動と終了

■外字フォントの登録

■外字フォントの解除
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■ 5-1 外字フォント登録ツールの起動と終了

5-1-1 起動

「外字フォント登録ツール」を起動するには、次の方法があります。

・スタートメニューから起動する方法

 [ スタート ] - [ プログラム ] - [DynaComware] - [DynaFont Gaiji Builder] - [ 外字フォン

ト登録ツール ] をクリックします。

・DynaFont Gaiji Builderから起動する方法

 [ ツール ] - [ 外字フォント登録ツール ] をクリックします。または ボタンをク

リックします。

 [ 外字フォント登録ツール ] ウィンドウが表示されます。

・ [フォント名] 

システムにインストールされている TrueType フォントの一覧が表示されています。

・ [外字フォントファイル名] 

インストールされているフォントに関連づけられている外字フォントファイル名が

表示されます。

・ [選択] 

システムにインストールされている TrueType フォントに外字フォントを登録しま

す。
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・ [解除] 

システムにインストールされている TrueType フォントと、外字フォントの関連を解

除します。

・ [更新] 

本ツールで編集した、外字フォントとシステムフォントとの関連をシステムに反映

させます。

5-1-2 終了

「外字フォント登録ツール」操作ウィンドウ上の [ 終了 ] ボタンをクリックすると、

「外字フォント登録ツール」が終了します。
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■ 5-2 外字フォントの登録

ここでは、「DynaFont Gaiji Builder」で作成した外字フォントファイルを、システムにイ

ンストール済の TrueType フォントの外字として使用できるようにシステムに登録する

方法について解説します。

作成した外字フォントが TTE 形式のフォントであれば、システムにインストールされ

ている TrueType フォントと関連付けて、その拡張文字として使用しますが、外字フォ

ントが TTF 形式であれば、単独でシステムにインストールして使用することができま

す。

5-2-1　インストール済みフォントに TTE を関連づける

① [フォント名] でシステムにインストールされているフォントの一覧から、外字を

登録しようとするフォントを選択します。

そのフォントが選択状態になります。

② [選択] ボタンをクリックします。

 [EUDC フォントファイルを選択します ] ダイアログが表示されます。

③関連付ける外字フォントファイル（拡張子「TTE」のファイル）を選択し、 [開く] 

ボタンをクリックします。

選択された外字フォントが手順①で指定したフォントと関連づけられ、 [ 外字フォ

ントファイル名 ] のダイナフォントとの関連状況一覧に表示されます。そのフォン

トに外字が登録されたことを意味しています。
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※ ユニコードの外字フォントファイルを関連付ける場合

ユニコードの外字エリアに外字を登録してある外字フォントファイルも、上記手順①

〜③で TrueType フォントに関連付けることができます。

ユニコードの外字フォントファイルを関連付けたフォントは、ユニコード対応のアプ

リケーションを使用することにより、ユニコードの外字エリアに登録した外字を使用

することができます。ユニコード非対応のアプリケーションを使用する場合には、シ

フト JIS の外字エリアに登録されている外字だけを使用することができます。

④ [更新] ボタンをクリックします。

 [ 更新 ] ボタンは必ずクリックしてください。更新ボタンを押さなければ、設定した

関連付けは有効になりません。

5-2-2　TTF を単独でインストール

①[コントロールパネル] の [フォント]アイコンをダブルクリックします。[フォント] 

ウィンドウが表示されます。

※Windows XP/Vista をご使用の場合で、コントロールパネル画面上に、［フォント］アイ

コンが表示されていない場合は、コントロールパネル画面左方の［クラシック表示に

切り替える］(Vista では［クラシック］) をクリックしてください。［クラシック表示］

に切り替えると、［フォント］アイコンが表示されます。

※Windows 7 の場合は、コントロールパネル画面上方の [ 表示方法 ] プルダウンメニュー

で [ 大きいアイコン ] または [ 小さいアイコン ] を選択してください。表示が切り替わ

ると、［フォント］アイコンが表示されます。

②作成した外字フォントファイルTTFを、[フォント] ウィンドウにコピー&ペーストし

ます。

③TTFがシステムにインストールされます。
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■ 5-3 外字フォントの解除

外字フォントとシステムにインストールされている TrueType フォントとの関連を解除

するには、以下の手順に従って操作します。

① [フォント名] でシステムにインストールされているフォントの一覧から、外字を

解除しようとするフォントを選択します。

そのフォントが選択状態になります。

② [解除] ボタンをクリックします。

選択されたフォントの右にある [ 外字フォントファイル名 ] のダイナフォントとの

関連状況一覧に「なし」と表示されます。

選択されたフォントと外字との関連が解除されたことを意味しています。

③ [更新] ボタンをクリックします。

 [ 更新 ] ボタンをは必ずクリックしてください。更新ボタンを押さなければ、設定　

した関連付けは有効になりません。
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■ 6-1 作成した外字の入力

作成した外字フォントファイルの外字をアプリケーション上で入力するには、日本語

入力システムの提供する「文字パレット※」等を利用します。

Microsoft IME の場合「IME パッド」、ATOK 等では「文字パレット」と呼ばれます。

以下に、Microsoft IME (MS-IME 2002、Microsoft Office IME 2007) と ATOK2005 での例

を示します。

6-1-1 MS-IME 2002 の例

①外字を入力したいアプリケーション（「Microsoft Word」「Adobe Illustrator」など）

を起動し、文字入力できる状態にします。

②MS-IMEのツールバー上の［IMEパッド］ボタンをクリックし、［文字一覧］を選択

します。次のように表示されます。

③シフトJISコードまたはUnicodeを表示し、外字を関連づけた書体または単独でイン

ストールした外字フォント(TTF)にフォントを変更します。

④外字は外字領域に収録されています。外字領域（シフトJISの場合、F040〜）まで

スクロールバーをスクロールするか、またはプルダウンメニューから［外字］を選

択します。外字が表示されます。
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「シフト JIS」を選択 「外字」を選択 外字書体 / 外字を関連づけした書体を選択

※Unicode の場合は、プルダウンメニューで [Unicode] および [ 私用領域 (e000 〜 )] を表

示します。

⑤入力したい外字の上でダブルクリックします。アプリケーションに外字が送られます。

⑥ご使用のアプリケーション(図は「Microsoft Word」の例)上で入力した文字を選択

し、外字を関連づけた書体または単独でインストールした外字フォント(TTF)にフォ

ントを変更します。入力した外字が表示されます。

外字書体 / 外字を関連づけ

した書体に変更

6-1-2 Microsoft Office IME2007 の例

①外字を入力したいアプリケーション（「Microsoft Word」「Adobe Illustrator」など）

を起動し、文字入力できる状態にします。

②Microsoft IMEのツールバー上の［IMEパッド］ボタン  を選択します。IMEパッド

が表示されます。
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③アプレットメニューから［文字一覧］を選択し、［文字カテゴリ］を表示します。

［文字一覧］を選択

［文字カテゴリ］が表示されていな

い場合、ここをクリックする

④[シフトJIS］の［外字］フォルダをクリックします。

※Unicode の場合は [Unicode] の [ 私用領域 ] をクリックします。

⑤外字を関連づけた書体または単独でインストールした外字書体(TTF)にフォントを変

更します。

⑥入力したい外字の上でダブルクリックします。アプリケーションに外字が送られます。
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⑦ご使用のアプリケーション(図は「Microsoft Word」の例)上で入力した文字を選択

し、外字を関連づけた書体または単独でインストールした外字フォント(TTF)にフォ

ントを変更します。入力した外字が表示されます。

外字書体 / 外字を関連づけ

した書体に変更

6-1-3 ATOK2005 の例

①「Microsoft Word」「Adobe Illustrator」など外字を入力したいアプリケーションを起

動し、文字入力できる状態にします。

②ATOKツールバー上で右クリックし、［文字パレット］を選択します。ATOKの文字

パレットが表示されます。
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③[和文コード表］タブを開き、［体系］プルダウンメニューで［シフトJIS］、[見出

し］で［外字］を選択し、［フォント］を外字を関連づけた書体または単独でイン

ストールした外字フォント (TTF) に変更します。外字が表示されます。

※Unicode の場合は、[Unicode 表］タブを開き、[ 見出し］で［私用領域］を選択します。

④入力したい外字の上でダブルクリックします。アプリケーションに外字が送られま

す。

⑤ご使用のアプリケーション上で、外字を関連づけた書体または単独でインストール

した外字フォント(TTF)にフォントを変更します。入力した外字が表示されます。

※ 多くの日本語入力システムは単語登録機能を提供しています。作成した外字を単語とし

て登録すれば、「読み」入力により登録されている外字の文字コードをアプリケーションに送る

ことができます。単語登録機能についての詳細は、ご使用の日本語入力システムのマニュアル及

びヘルプをご参照ください。
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■ 6-2 従来製品との互換性について

6-2-1 「DYNA 外字エディタ」

従来製品の「DYNA 外字エディタ」では、外字エディタがインストールされているディ

レクトリ下のサブディレクトリ「DynaFont」に外字フォントファイル（*.tte）とその

情報ファイル（*.ttg）を作成します。

外字ファイルのファイル名は、関連づけてあるフォント名と同じです。

＜フォント名＞ .tte

＜フォント名＞ .ttg

たとえばＤＦ行書体ならば、「ＤＦ行書体 .tte」、「ＤＦ行書体 .ttg」となっています。

このうち、拡張子 .tte のついた外字フォントファイルは DynaFont Gaiji Builder で再利用

することができます。

※「DYNA 外字エディタ」で作成した外字情報ファイル（*.TTG）の情報は読み込みません。

よって、検索情報（画数、会社、個人等）は失われます。

※DynaFont Gaiji Builder で作成したグリフファイルおよび外字フォントファイルは、「DYNA

外字エディタ」では読み込むことができません。

※ 使用中の .tte ファイルは編集することはできません。「外字フォント登録ツール」でいっ

たんシステムへの登録を解除後、DynaFont Gaiji Builderで編集、保存を行い、再度「外字フォ

ント登録ツール」でシステムへ登録してください。

6-2-2 「DynaFont Gaiji Editor Pro」

従来製品「DynaFont Gaiji Editor Pro」で作成・保存した外字フォントファイル（.tte/.

ttf ファイル）およびグリフファイル（.glf）は、DynaFont Gaiji Builder でそのままご利

用いただけます。
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■ 6-3 トラブルシューティング

6-3-1 Gaiji Builder 使用時の問題

 ビットマップファイルのインポートができないことがあります。

 ビットマップファイルの生成の仕方によってうまくインポートできない場合

があります。色数を落とす/モノクロにする/Windowsに付属の「ペイント」

で保存し直す/等の作業を行ってみてください。

6-3-2 生成した外字フォントの使用に関する問題

 小サイズの文字を表示すると、文字がきれいに表示されないことがあります。

 生成する外字フォントにヒンティング情報が含まれていないため、画面上の

表示品質は劣りますが、印刷の品質には影響はありません。

 生成した TTF が Adobe アプリケーションのフォントメニューに表示されません。

 GaijiBuilderでファイル保存時、設定したポストスクリプト名(PSフォント名※)

が既存もしくは削除したフォントと衝突すると、追加したフォントがAdobe

アプリケーションのフォントメニューに反映されないという現象が起こりま

す。

※ フォント属性の設定画面において「名前 (NAME)」設定画面の「6.PS フォント名」

この現象を回避するために、PSフォント名を設定する際には、既存または作

成済みのフォントと異なる名前を設定してください。

同トラブルに陥った場合は、下記の手順により、PSフォント名が衝突する
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フォントおよび「AdobeFnt**.lst (**は数字)」というファイルをシステムか

ら削除してください。

1. Adobeアプリケーションを終了

2. フォント名が衝突するフォントをシステムから削除

3. システムを再起動

4. AdobeFnt**.lst（複数）システムからすべて削除 (※2)

5. 目的のフォントをシステムに追加

6. Adobeアプリケーションを起動

(※2)AdobeFnt**. lst はシステムの検索機能 ([ スタート ]-[ 検索 ]) を使用し検出します。

Windows Vista では隠しファイルなのでユーザホームディレクトリ下を隠しファイルも

検出するようにして検索すると検出が可能です。

「高度な検索」オプ

ションを開く

Windows Vista での検索の例

検索された「Adobefnt**.lst」

ファイルを削除

隠しファイル検出できるよ

うにチェックを入れる

 Microsoft Office XP で、TTE 形式の外字を使用できません。

 Microsoft Office XPでは、「New Gulim」というフォントがインストールされて

いると、TTE形式の外字が他の文字に置き換えられ使用できないという現象

が起こります。
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New Gulimフォントをシステムから削除するか、または、TTF形式の外字を単

独でシステムにインストールしてご使用ください。

 Microsoft Office 2003/2007 で外字が中国語フォントで表示されてしまう。

 Windows VistaでMicrosoft Office 2003/2007を使用している場合、TTE形式の外

字が正しく表示されずに、中国語フォント(MingLiU_HKSCS)の字形で表示され

てしまう現象が起こります。

Word 2003/2007の場合は、外字を選択し、フォントを再指定することによ

り外字が正しく表示されます。

Excel/PowerPoint 2003/2007の場合は、TTE形式の外字が入力/表示できませ

ん。

この現象は、Windows Vista環境でのMicrosoft Office 2003/2007が、中国語

フォント(MingLiU_HKSCS)の外字エリアにある外字を優先してしまう為に起こ

ります。

TTF形式は正しく入力表示ができますので、TTF形式の外字を単独でシステム

にインストールしてご使用ください。または、Microsoft社サポートオンライ

ンをご覧ください。

 Adobe Illustrator、InDesign、Photoshop で外字が表示されない。

 Adobe Illustrator/InDesign/Photoshopでは、TTE形式の外字を使用できません。こ

れらのアプリケーションで外字を使用する場合は、TTF形式の外字を単独で

システムにインストールしてご使用ください。

 Microsoft Word 2002 で外字部分のフォントを変更できない

 Microsoft Word 2002では、外字入力後、フォントをTTEを関連づけたフォント

に一度変更したら、再度他の外字書体に変更することができないという現象

が起こります。他の書体に変更したい場合、外字部分を一旦削除し、再度入

力しなおしてから使用したいフォントに変更してください。または、TTF形

式の外字を単独でシステムにインストールしてご使用ください。
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 Photoshop 7.0J で縦書き使用時に外字が正しく表示できない。

 Photoshop 7.0Jで縦書き使用時の場合、外字フォントの外字部分は正しく表

示できず、文字が90度回転した状態で表示されてしまいます。Photoshop上

で、横書きで入力した外字を、長方形選択ツールで選択し、コピー&ペース

トする等の方法によってご対処ください。

 Microsoft IME の IME パッドから外字を入力しようとしたが、正しい文字が入力さ

れない。

 Microsoft IMEのIMEパッドからPhotoshop 6.0J/7.0Jに外字を入力しようとす

ると、正しい文字が送られないという現象が起こります。この場合、他の

アプリケーション上で必要な文字を入力しておき、その文字をコピーして

Photoshop上で貼り付けてください。
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■ 6-4 カスタマーサービス

　ダイナコムウェア株式会社では、DynaFont ユーザーの皆様の製品に関するお問い合わせ

に対応させていただくため、テクニカルサポートを開設しております。DynaFont をはじめ

弊社製品をご利用いただくにあたり、ご質問や疑問等がございましたらお気軽にご利用く

ださい。

　　本サービスをお受けになるには、ユーザー登録 (Web 会員登録 ) および Web 会員ペー

ジからの製品番号登録が必要となります。弊社ホームページ (http://www.dynacw.co.jp) に

て Web 会員登録をお受けしております。パッケージに同梱されているユーザー登録用紙

にてユーザー登録もご利用できます。Web 会員登録後に Web 会員ページからマイページ

に入っていただき、当製品の製品番号登録をお願いいたします。製品番号はマニュアル、

ユーザー登録用紙及び障害報告書に記載されている番号をご参照ください。これらを大切

に保管しておくか、製品番号を控えておくようお願い申し上げます。

■ご購入前の製品に関するご質問

E-Mail  info-jp@dynacw.co.jp

■ご購入後の技術的なご質問

E-Mail  tech-support@dynacw.co.jp

        FAX　 03-3556-6619

■ダイナコムウェアホームページ

    http://www.dynacw.co.jp

　弊社製品ご購入後の技術的なご質問は、Web 会員登録および製品番号登録のお手続きが

お済みのお客様を対象に優先して回答しております。上記 E-Mai l、FAX 以外の方法で弊社

にお問い合わせを頂いた場合はご対応できない場合がございますので予めご注意ください。

　また、お電話による回答をご希望の方は、上記 E-Mail もしくは FAX へ、Web 会員登録済

みの製品番号、ご質問内容とご連絡のつくお電話番号を明記の上、「電話対応希望」とお

書き添えください。以下のテクニカルサポート開設時間内での対応となります。

※ テクニカルサポート開設時間 

　平日 9:30 〜 17:30 ( 土曜、日曜、祝日を除く )



《付録》Gaiji Builder 用語集

EM スクエア グリフ設計時に目安となる、文字の標準の大きさ

インポート 異なる形式のデータを読み込むこと。グリフエディタには

いくつかの異なる形式のデータを読み込む機能が提供され

ている。

仮想ボディ 実際の文字の幅と高さ。アプリケーションソフトウェアが

文字を配置するときに参照される。固定ピッチフォントで

は EM スクエアと同じ大きさを持つ。

曲線制御点 制御点の一種。両端には必ず直線制御点があり、それら二

つの点から点に引かれる弧の湾曲する度合いを定義する。

グリフ 一つの文字の輪郭

グリフファイル グリフエディタで設計した外字の輪郭データをファイル化

したもの。1 文字 1 ファイルで拡張子 GLF を持つ。

制御点 パスを構成する直線制御点、曲線制御点。

精密度 制御点を配置することのできる精密さの度合い

直線制御点 制御点の一種。線分の両端または曲線の弧の両端を定義す

る。「直線」は便宜上の呼び方で、曲線上にも存在する。

パス 文字の輪郭 ( グリフ ) を構成するひとつの閉じた曲線または

直線

パス矩形 パスが選択状態にあるときに表示される、パスに外接する

矩形

文字部品 文字の筆画データ。これを組み合わせることにより文字を

作成できる。
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