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1-1 ごあいさつ

  この度は、「DynaFont Gaiji Builder2 TrueType for Windows」をお買い
求めいただき、誠にありがとうございます。DynaFont Gaiji Builder2は、
外字フォントファイルを作成するためのツールです。人名・地名におい
て、表示できない特殊な文字を使用したい場合、最新型外字作成ツール
「DynaFont Gaiji Builder2」ならば簡単な操作で綺麗な外字が作成できま
す。

特長

●一筆(ストローク)単位でパーツが取り出せる
既存の漢字から一筆（ストローク）の単位でパーツを取り出すことがで
きます。また、取り出したパーツを他の漢字の一部分と組み合わせるこ
とにより、迅速かつ簡単に外字が作成できます。

※ 製品付属の DynaFont50 書体に限られます。

●約300種のストロークを搭載
約300種のストロークを選択可能で、ストローク同士の組み合わせや他
の漢字の一部と組み合わせにより多種多様な外字を作成できます。

●DynaFontを字源とする高品質な外字
ハイクオリティなフォントとして多くのハードウェア製品に採用されて
いる大人気のDynaFont50書体が付属しており、DynaFontの書体デザイン
が維持されたままの美しい外字の作成が可能です。

●使いやすさの工夫
参照する文字を表示する「入力画面」が3つあり、既存の文字を同時に3
つ参照しながら外字を編集できます。また、パーツの取り出しや拡大縮
小をマウスのドラッグで簡単に行うことができます。



 製品の使用につきましては、使用許諾契約書および本インストール・
ガイド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(Web会員登録)および製品番号登録をお願い致します

弊社ホームページ（http://www.dynacw.co.jp）にてユー
ザー登録(Web会員登録)をお受けしております。ご登録が
ない場合は弊社からのカスタマーサービスが受けられませ
ん。本製品のインストールメニュー画面の[ユーザー登録]
ボタンからWeb会員登録ページへ移りますのでご登録をお
願い致します。

詳細は、本インストール・ガイドの8-2カスタマーサービ
スをご参照ください。
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1-2 動作環境

DynaFont Gaiji Builder2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 8.1/10 日本語版

※ 最新 OS の対応状況は弊社ウェブサイト (http://www.dynacw.co.jp) を
参照。

■ハードウェア
上記日本語OSが稼動するPC/AT互換機

■ハードディスク
コンポーネント：約160MBの空き容量
フォントデータ：全書体インストールした場合最大約210MBの空き容量

■プリンタ
上記パソコンに対応するプリンタ

■CD-ROMドライブ
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1-3 本製品の概要

　本製品は、「DynaFont Gaiji Builder2」というプログラムと作成素材の
DynaFont50書体によって構成されています。「DynaFont Gaiji Builder2」
には [外字編集] というプログラムが付属しています。

・ 「DynaFont Gaiji Builder2」
「DynaFont Gaiji Builder2」は、外字フォントファイルを生成することが
できます。
外字フォントファイルを生成するには、「DynaFont Gaiji Builder2」で、
指定したコードへ外字を作成していき、フォントファイルとして保存し
ます。
外字の作成・編集には、「DynaFont Gaiji Builder2」に付属する外字作成
プログラム [外字編集] を使用します。

・「外字編集」
[外字編集] は、外字を作成・編集するためのプログラムです。
[外字編集] では、素材の読み込みおよび各編集機能を利用し、外字の作
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使用することができます。
・「DynaFont」：パッケージ付属のDynaFont50書体

本製品には、Dyn a F o n t50書体が付属しています。この
DynaFont50は、外字編集上で「ストローク（筆画）」単位に
分解して扱うことができ、外字を作成するのに非常に便利です。

・「ストロークデータ」：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、一画単位で編集エリアに取り込むことができます。

・「TrueTypeフォント」：本製品以外の弊社既存製品のダイナフォント
システムにインストールされているTrueTypeフォント
（DynaFontに限る）を読み込むことができます。

※ アウトライン形式（筆画に分解されない状態）で読み込ま
れます。
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・「外字ファイル関連づけユーティリティ」
「外字ファイル関連づけユーティリティ」は、「DynaFont Gaiji Builder2」
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
る任意のTrueTypeフォントの外字として関連づけることができます。



1-4 注意事項

●日本語環境で日本語以外のフォント、SJIS以外の文字セット（Unicode
等）を使用するにはOS、日本語入力システム、およびアプリケーション
がUnicodeをサポートしている必要があります。

●Adobe Illustrator 10以前及びAdobe Photoshop 6以前では、本製品付属の
Windows JIS2004字形日本語書体を使用できません。

●本製品付属書体の書体名が同じ場合でも、Windows版Macintosh版の間
のフォント及び、OpenType版フォントとの互換性はありません。

●PDFへの埋め込みはサポート対象外(保証外)です。
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  第二章　

付属する DynaFont に
ついて

■2-1 DynaFontの仕様

■2-2 インストール

■2-3 削除



2-1 DynaFont の仕様

本製品には、Windows 8〜8.1/10に対応したJIS規格「JIS2004(JISX
02132004)」の文字の字形を採用したフォントを50書体収録していま
す。

2-1-1 フォーマット

Windows  8〜8.1/10に対応するTrueType フォント

2-1-2 文字セット

１. Microsoft標準キャラクタセット
・シングルバイトキャラクタセット
・ダブルバイトキャラクタセット

・JIS非漢字(JIS X 02081990)
・JIS第一水準漢字(JIS X 02081990)(注1)

・JIS第二水準漢字(JIS X 02081990)(注2)

・NEC特殊文字
・NEC選定IBM拡張文字
・IBM拡張文字

２. 表外漢字UCS互換10文字(注3)

３. 第三水準漢字1文字(注4)

４. JIS90字形160文字(注5)

注 1) 注 2) JIS2004 字形版では、JIS X 0213-2004 で例示字形が変更された
168 文字については JIS X 0213-2004 の例示字形に準拠。

注 3) JIS X 0213-2004 で第 3 水準に追加された 10 文字 ( 俱剝𠮟吞噓姸屛幷
瘦繫 )。

注 4) JIS X 0213-2004 で例示字形が変更された漢字 168 文字のうちの第 3
水準の漢字 (Microsoft 標準キャラクタセットに含まれていない )1 文字
( 屢 )

注 5) JIS90 字形 160 文字は字形セットとして搭載 (OpenType Feature Tag を
サポートするアプリケーションでのみアクセス可能 )。
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2-1-3 JIS2004 字形 日本語フォント

　JIS規格「JIS X 02132004」では、168字※(第一水準第二水準では167
字)の例示字形の改定が行われており、DynaFont日本語フォントの新しい
バージョンでは、これに伴い漢字の字形の修正を行いました。
　この新しいバージョンのDynaFont(以下「JIS2004字形日本語フォン
ト」と呼びます)を利用することにより、新規格JIS2004対応のフォント
(Windows 8〜8.1/10のシステムフォントなど)と字形の互換性が保てます。

※ 本製品に収録している DynaFont JIS2004 字形日本語フォントでは、字形
は JIS X 0213-2004 に対応しておりますが、文字数については従来と同
様「マイクロソフト標準文字セット」に準拠したキャラクタセッ
トを採用しており、JIS X 0213 によって JIS X 0208 から拡張された非漢
字および第三・第四水準の漢字は実装しておりません。

※ 改定された字形のうち、字形差の小さい 7 文字は修正しておりません。

  また、JIS2004字形日本語フォントでは、従来の規格JIS90(JIS X 0208
1990)に対応した字形も搭載しており、OpenTypeの字形切り替え機能を
サポートするアプリケーション※で利用可能です。

※ 弊社調べでは、Adobe InDesign 2.0 以降、Adobe Illustratror CS 以降で
利用可能。

2-1-4 Windows 版 TrueType フォントについて

  TrueTypeフォントとはWindowsが標準でサポートするフォント形式
で、どのサイズでも滑らかな画面表示と印刷結果が得られるアウトライ
ンフォントです。

図は Adobe InDesign での「字形」パレットを
使用した字形切り替えの例
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 本製品に収録されている拡張子.ttcの付くWindows用のフォントファ
イルは、一つのフォントファイルから等幅フォントと二種類のプロポー
ショナルフォントを生成します。これはTTC(TrueTypeCollection)という
機能によるものです。

１つのフォントファイルには、三種類のフォントが含まれる

■書体表示とプロポーショナル対応

　文字の幅が全て同じ等幅フォント(ＤＦxxxx)は、表計算ソフトなどの
事務処理に適しているのに対し、文字の幅が文字ごとに最適な幅を持つ
プロポーショナルフォント(ＤＦＰxxxx、ＤＦＧxxxx)は、文字組みの美
しさが追求されるグラフィックデザインやDTPなどに適しています。

※ 書体名の最後についている「-Wx」はウェイト ( 太さ ) を示します。数
字が大きいほど太くなります。

Ｆ：固定ピッチ
Ｐ：プロポーショナルピッチ
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2-2 インストール

ご注意

以下の説明で使用されている参考画像は、Windows 10の操
作画面になります。お客様の環境によって多少表示が異な
る場合があることをあらかじめご了承ください。

①本製品のCDROMをCDROMドライブにセットします。
※設定により、次のようなダイアログボックスが表示される場合があり

ます。［Installer.exe の実行］をクリッします。

※OS の設定により「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが
表示される場合があります。［許可］または［はい］をクリックし
ます。
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②インストールメニュー画面が表示されます。

A フォントインストーラを起動します

B  [Gaiji Builder2］のインストーラを起動します

C  ユーザー登録の Web サイトを表示します

D インストールメニュー画面を終了します

※上図のインストールメニュー画面が表示されない場合は、 [コンピュー
タ］もしくは [PC] を開き、CD ドライブのアイコンをダブルクリック
してください。

A
B
C
D

③[付属フォントインストール]ボタンをクリックします。
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④次のような画面が表示されます。シリアル番号を入力し、[次へ]ボタン
をクリックします。

ご注意     

シリアル番号は、必ず半角大文字で入力してください。な
お、すでにDynaFont Gaiji Builder2をインストール済み、ま
たは同一PCへの二回目以降のインストールの際、シリアル
番号の入力は必要ありません。

ご注意

CDケース内に添付されている製品番号及びシリアル番号を
紛失された場合、再発行はされません。CDケースを大切に
保管いただくか、番号の控えをご用意下さいますようお願い
いたします。
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⑤［DynaFont Installer JP］ウィンドウが表示されます。

⑥フォントのインストール先を確認します。デフォルトのフォントのイ
ンストール先は、[WINDOWS]フォルダの中にある［Fonts］フォルダで
す。必要であれば、右下[インストール先]をクリックし、フォントをイ
ンストールするフォルダを変更します。

⑦インストールしたいフォント（または分類）のチェックボックス（
をクリックして選択します。

・ 「基本書体」等、分類名の左にあるチェックボックスにチェックを入れ
ると、その分類に含まれている書体すべてを選択できます。

・ [ 基本書体 ] の左にあるボタン ( ) をクリックすると、各書体が表示
され、1 書体ずつ選択できます。

・選択した書体（または分類）のチェックボックスをもう一度クリックす
ると選択を取り消すことができます 。

）
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⑧［実行］ボタンをクリックします。選択したフォントのインストールが
開始されます。

⑨完了するとインストール中の画面が消え、完了メッセージが表示され
ます。［OK］ボタンをクリックします。

⑩［DynaFont Installer JP］ウィンドウに戻ります。［終了］をクリックし
ます。

⑪インストールメニュー画面に戻ります。［終了］をクリックします。

ご注意

本製品付属の作成用素材のDynaFontは、通常のフォントと
同様に、システムにインストールして使用することができ
ます。
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③削除したいフォント（または分類）のチェックボックスをクリックしま
す。

・システムにインストールされているフォントの左にあるチェックボック
ス ( ) のみが黒く表示されます 。

2-3 削除

①「インストール」の手順①〜③を行い、［DynaFont Installer JP］ウィ
ンドウを表示させます。

②［削除］を選択します。
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④［実行］をクリックします。選択したフォントが削除されると、完了
　メッセージが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。

⑤［DynaFont Installer JP］ウィンドウに戻ります。［終了］をクリックし
ます。

⑥インストールメニュー画面に戻ります。［終了］をクリックします。
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3-1 インストール

ご注意

以下の説明で使用されている参考画像は、Windows 10の操
作画面になります。お客様の環境によって多少表示が異な
る場合があることをあらかじめご了承ください。

※OS の設定により「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが
表示される場合があります。［許可］または［はい］をクリックし
ます。

①本製品のCDROMをCDROMドライブにセットします。
※設定により、次のようなダイアログボックスが表示される場合があり

ます。［Installer.exe の実行］をクリッします。
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②インストールメニュー画面が表示されます。

A フォントインストーラを起動します

B  [Gaiji Builder2］のインストーラを起動します

C  ユーザー登録の Web サイトを表示します

D インストールメニュー画面を終了します

※上図のインストールメニュー画面が表示されない場合は、 [コンピュー
タ］もしくは [PC] を開き、CD ドライブのアイコンをダブルクリック
してください。

A
B
C
D

③［Gaiji Builder2インストール］ボタンをクリックします。
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④以下のようなダイアログボックスが表示されます。シリアル番号を入力
し、［OK］をクリックします。

ご注意     

シリアル番号は、必ず半角大文字で入力してください。な
お、すでにDynaFont Gaiji Builder2をインストール済み、ま
たは同一PCへの二回目以降のインストールの際、シリアル
番号の入力は必要ありません。

⑤［DynaFont Gaiji Builder2 セットアップ］ダイアログが表示されます。
［次へ］ボタンをクリックします。
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⑥［インストール先の指定］ダイアログが表示されます。デフォルトのイン
ストール先は、［C:¥Program Files¥DynaComware¥DynaFont Gaiji Builder2］
です。［次へ］ボタンをクリックします。必要であれば、［参照］ボタン
をクリックし、インストールするフォルダを変更します。

⑦［プログラムグループの指定］ダイアログが表示されます。デフォルトの
設定は、［DynaComware¥DynaFont Gaiji Builder2］です。［次へ］ボタン
をクリックします。必要であれば、［参照］ボタンをクリックし、任意の
プログラムフォルダを指定します。
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⑧プログラムのショートカットをデスクトップ上に作成します。［デス
クトップ上にアイコンを作成する］のチェックボックスにチェックを入
れます。［次へ］ボタンをクリックします。

⑨［インストール準備完了］ダイアログが表示されます。［インストー
ル］ボタンをクリックします。
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⑩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する
と「DynaFont Gaiji Builder2」のセットアップが終わります。［完了］ボ
タンをクリックします。

　同時に「Gaiji Builder2」が起動します。
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3-2 削除

「DynaFont Gaiji Builder2」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 [プログラムと機能] からアンインストールを行います。

■ Windows 8.1 の場合
① [スタート] ボタンを右クリックし、［ショートカットメニュー］から

[プログラムと機能] を選択します。

② [DynaFont Gaiji Builder2] をダブルクリック、または右クリックして
[アンインストール] を選択します。次のようなダイアログボックスが表
示されます。

③［はい］ボタンをクリックすると、［DynaFont Gaiji Builder2］が削除さ
れます。

④ 削除が完了すると、以下のようなダイアログボックスが表示されます。
［OK］ボタンをクリックします。
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■ Windows 10 の場合
① [スタート] ボタンを右クリックし、[アプリと機能]を選択します。

② [アプリと機能]ダイアログボックスが表示されます。 [DynaFont Gaiji
Builder2] をクリック、 [アンインストール] を選択します。次のよう
なダイアログボックスが表示されます。[アンインストール] をクリッ
クします。

④削除が完了すると、以下のようなダイアログが表示されます。［OK］ボ
タンをクリックします。

③次のようなダイアログボックスが表示されます。［はい］ボタンをク
リックすると、［DynaFont Gaiji Builder2］が削除されます。
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3-3 アップデート

「Gaiji Builder2」をお使いのお客様に、利用可能な更新プログラムを提
供いたします。更新プログラムは、ご使用の「Gaiji Builder2」を最新版
にするためのプログラムです。新しいOSの対応や不具合の問題を解決し
ます。手動または自動で実行することができます。

ご注意     

アップデートを行うには、インターネットに接続する必要
があります。

3-3-1 Gaiji Builder2 のバージョン確認方法

①メニューバーから[ヘルプ]  [バージョン情報] を選択します。

②表示されたダイアログボックスを確認し、 [OK] ボタンをクリックしま
す。

3-3-2 Gaiji Builder2 のアップデートする方法

◆ 自動の場合
オンラインアップデートに対応した「Gaiji Builder2」では、「プログラ
ムの起動時、更新プログラムが利用可能の場合は、自動的にメッセージ
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が表示されます。

 [はい] ボタンをクリックすると、最新版へのアップデートが開始されま
す。

※OS の設定により、「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが
表示される場合があります。［許可］または［はい］をクリックします。

インストールが完了すると、最新版の「Gaiji Builder2」が起動します。

ご注意

自動更新を止めた場合、『「ヘルプ」→ 「更新」で新し
いバージョンのプログラムに更新できます。』というメッ
セージが表示されます。この際に、ご自分で更新プログラ
ムを手動でアップデートいただくことになりますが、なる
べく早い段階で指示通りに更新を行ってください。
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◆ 手動の場合
手動で更新プログラムの確認やインストールを行う方法を説明します。

①メニューバーから[ヘルプ]  [更新確認] を選択します。確認には時間が
かかる場合がありますが、しばらくお待ちください。

②更新プログラムがある場合、次のようなダイアログボックスが表示され
ます。 [はい] ボタンをクリックし、インストールを行います。

　更新プログラムがない場合、次のようなダイアログボックスが表示され
ます。 [OK] ボタンをクリックします。

参考

自動更新を止め、手動で更新する場合は、直接メニューバーから[ヘル
プ]  [更新] を選択します。最新版へのアップデートが開始されます。

※OS の設定により「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表
示される場合があります。［許可］または［はい］をクリックします。

インストールが完了すると、最新版の「Gaiji Builder2」が起動します。
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4-1 「Gaiji Builder2」について

　「Gaiji Builder2」は外字フォントファイルを作成して保存することが
できます。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、外字の割り付けを編
集して保存します。

コードテーブルでは、作成する外字フォントのコードを決定します。

コードテーブル

メニューバー

ツールバー

フォントリスト

プレビュー

4-1-1 起動

[スタート]  [すべてのアプリ]    [DynaComware]  [Gaiji Builder2]をクリッ
クします。またはデスクトップの[Gaiji Builder2] ショートカットをダブル
クリックします。 Gaiji Builder2が起動し、 [Gaiji Builder2] ウィンドウが表
示されます。

4-1-2 [Gaiji Builder2] ウィンドウ
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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 1,880 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 6,300 文字）
E000 〜 F8FF
E000 〜 E757 のコード領域は F040 〜 F9FC のシフト 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、下図のように濃い灰色で表示さ
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。

ご注意

SJ I Sコードを選択する場合、外字を割り当てることが
できる文字数は1,880文字となります。SJ I S外字領域の
F040~F9FCは、Unicode私用領域のU+E000~U+E757に相当し
ますが、U+E758以降にはSJISコードに対応していません。
U+E758以降のコードに文字を割り当てるには、Unicodeコー
ドを選択してください。
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4-2 操作手順

1. 外字フォントファイルを開く

◆ 新規作成
①Gaiji Builder2を起動すると、[ファイルを開く] ダイアログボックスが自

動的に開きます。

②外字を追加したい書体を選択し、 [OK] ボタンをクリックします。

※ フォントリストから外字を追加したい書体をダブルクリックし、開く
こともできます。

◆ 保存済みのファイルを開く
既に作成してある外字フォントファイルを開いて再編集するには、

①外字を追加した書体を選択し、コードテーブル上の外字が登録されてい

ダブルクリックします

システムにインス
トールされている本
製品付属のフォント
リスト
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るコードをダブルクリックして選択します。[外字編集] ウィンドウが表
示されます。

② [外字編集] で外字を編集します。

※ [ 外字編集 ] の操作方法については「第五章 外字編集」をご参照くだ
さい。

③変更を保存し、 [外字編集] ウィンドウを閉じると、編集後の外字が登
録されます。

2. 外字を登録するコードの指定

① メニュー[表示]  [文字セット] から [Unicode] または [SJIS] を選択しま
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。

※ コードテーブルの上の [ 文字セット ] 欄からも選択できます。

②外字を登録するコードをクリックします。
指定されたコードの背景色は青になります。

※ [ 文字コード ] 入力枠でコード番号を入力することで、目的のコード
にジャンプすることができます。

③そのコードをダブルクリックし、 [外字編集] を起動します。

④ [外字編集] で外字を作成・編集します。
※ [ 外字編集 ] の操作方法については、「第五章 外字編集」をご参照くだ

さい。

⑤ [外字編集] で作成した外字を保存して作成ウィンドウを閉じると、
[Gaiji Builder2] ウィンドウに戻り、指定したコードに外字が登録されま
す。
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3. 外字の割り付けの編集

コードテーブルに登録した外字の割り付け（どのコードにどの外字を登
録するか）を編集します。

◆ 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 [Ctr l] キーを押しながらク
リックすると、連続していない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。

◆ 外字の割り付けの編集
・[編集] メニューの [コピー] / [切り取り] / [貼り付け] / [削除]、または

ツールバーの ボタン / ボタン / ボタン / ボタンを使

用し、コードテーブルを編集します。

ご注意

外字が既に登録されているコードにペーストする場合、上
書きされる前の外字データは失われます（外字ファイルとし
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。

・ [クリップボードにコピー] ：クリップボードに一時的にデータを

保存しておき、入力の手間を省いてアプリケーション上で外字を貼付け
ます。

※ 詳細は「7-1 クリップボードにコピー」をご参照ください。
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4. ファイルの保存

外字フォントファイルを作成して保存するには、 [ファイル]メニューか
ら [保存] をクリックします。または ツールバーから[保存]ボタン を
クリックします。
保存する外字フォントファイルが、指定した書体に関連づけされ、その
書体の外字ファイルとして使用できるように設定されます。

5. 終了

Gaiji Builder2を終了するには、以下の方法があります。

をクリックします。

※ 外字フォントファイルを保存せずに終了すると、以下のようなダ
イアログボックスが表示されます。必要に応じてボタンをクリッ

・ [ファイル]  [終了] をクリックします。
・ タイトルバー上にある終了ボタンX

クしてください。
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4-3 外字のインポート・エクスポート
　従来製品の「DynaFont Gaiji Builder」では作成した拡張子 .tte 及び拡張
子.ttfのついた外字フォントファイルは、「DynaFont Gaiji Builder2」（以下「本
ツール」と言います）で再利用することができます。この時、本ツールの
外字インポート機能のご利用をお勧めします。

　同様に本ツールで作成・保存した外字フォントファイルは、別のパソコ
ンへ移行し、再編集することも可能です。外字フォントファイルを他のパ
ソコンに移すには、エクスポート機能をご利用ください。

　ただし、事前に、その外字フォントファイルの関連づけを一旦解除して
から、外字のインポート機能やエクスポート機能を行ってください。以下
に外字フォントファイル（.tte/.ttf）をインポートやエクスポートする手
順を説明します。

■インポート

①メニュー [ ファイル ] - [ インポート ] を選択します。以下のようなダイア
ログボックスが表示されます。

ご注意

「同一コード上で重複する場合は上書きする」のチェックボッ
クスにチェックを入れると、外字が既に登録されているコード
を上書きし、上書きされる前の外字データは失われます。イン
ポート中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。

第四章 「Gaiji Builder2」
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② [ 参照 ] ボタンをクリックし、[ 開く ] ダイアログボックスが表示されます。
インポートしたい外字フォントファイル (.tte/.ttf) を選択し、[ 開く ] ボタ
ンをクリックします。以下のようなダイアログボックスが表示されます。

③[インポート]ボタンをクリックします。外字フォントファイルのインポー
トが開始されます。

④終了すると、以下のような完了メッセージが表示されます。[OK] ボタン
をクリックします。

⑤インポートされた外字フォントファイルの外字が Gaiji Builder2 に登録さ
れます。その外字をダブルクリックし、 [ 外字編集 ] を起動し、そこで再
編集します。

※ [ 外字編集 ] の操作方法については「第五章 外字編集」をご参照くださ
い。

第四章 「Gaiji Builder2」
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■エクスポート

①メニュー [ ファイル ] - [ エクスポート ] を選択します。以下のようなダイ
アログボックスが表示されます。

②エクスポート先のフォルダを指定して、[OK] ボタンをクリックします。
必要であれば、[ 新しいフォルダーの作成 ] ボタンをクリックし、エクス
ポート先のフォルダを作成します。

③外字フォントファイルがエクスポートされ、以下のような完了メッセージ
が表示されます。[OK] ボタンをクリックします。

第四章 「Gaiji Builder2」
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④エクスポートされた外字フォントファイルが指定したフォルダーに保存
されます。

※エクスポートされたのは、上図のように、SDF 形式ファイル（外字以
外の常用文字・内字）及び拡張子 .tte のついた外字フォントファイ
ルとなります。

こちらでエクスポートは完了です。続いて、インポートの手順に沿って
エクスポートした外字フォントファイルを別のパソコンに取り込みます。

第四章 「Gaiji Builder2」
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5-1 「外字編集」について

 　[外字編集] で外字を作成するには、その部品となるDynaFontが必要で
す。 付属のDynaFontをインストールしてください。

5-1-1 起動

Gaiji Builder2を起動してから、作成したい外字の書体を選択します。次
にGaiji Builder2のコードテーブル上の登録するコードをダブルクリック
して、 [外字編集] を起動します。

5-1-2 [ 外字編集 ] ウィンドウ

 [外字編集] のメインウィンドウは下図のようになっています。 [外字編
集] の各機能を使うには、メニューまたはツールバーから必要な機能を
選択します。
下図は [外字編集] ウィンドウです。

メニューバー

ツールバー 入力画面

編集エリア
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編集エリア：
外字を編集するエリアです。編集エリア内であれば、どの場所でも外字
を配置することができます。

入力画面：
画面の右側に、縦に三つ並んでいる枠が入力画面です。上から順番に、
「入力画面1」、「入力画面2」、「入力画面3」となります。システム
にインストールされているDynaFontから文字を取り出し、その文字を外
字編集するためのパーツとして一時的に置いておく場所です。

メニューバー：
 [外字編集] 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。

・ [元に戻す] 直前に行った動作を元に戻します。

・ [やり直し]  [元に戻す] の動作を取り消します。

・ [複製] 選択された文字のパーツをコピーします。

・ [削除] 選択された文字のパーツを削除します。

・ [拡大・縮小] 選択された文字のパーツを拡大・縮小したり、

ドラッグして目的位置まで移動します。

・ [回転]  選択された文字のパーツをドラックし回転させます。

・ [ロック] 選択された文字のパーツが移動できないようにロック

します。

・ [ロック解除]  ロックされている文字のパーツを移動できるよ

うにします。

・ [保存して終了］編集した外字をGaiji Builder2へ登録します。
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・ [印刷］編集した外字を印刷します。

・ [終了］外字編集を終了します。

拡大・縮小：
ダイアログボックスで、比率を設定して縦横比を固定したまま拡大・縮
小できます。

回転：
ダイアログボックスで、角度を指定して回転させることができます。0
度以上度数を増えると時計回りに回転させます。負の数値を設定する場
合、反時計回りとなります。

表示倍率：
倍率指定「小・中・大・特大」から編集エリアの表示倍率を変更するこ
とができます。

グリッド：
 グリッド線の数を最大16まで設定できます。

枠線：
編集エリアに枠線をつけることができます。
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5-2 作成用素材について

　「外字編集」では、本製品付属のDynaFontおよびその文字部品(スト
ローク)、システムにインストールされているTrueTypeフォント(DynaFont
に限る)を外字作成・編集の素材として使用できます。

使用可能な素材は以下の3種類です。

・パッケージ付属のDynaFont 50書体
[外字編集] 上でDynaFontからストローク（筆画）単位に分解して扱うこ
とができ、外字を作成する際に非常に便利です。

・「ストロークデータ」：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
で編集エリアに取り込むことができます。

・「TrueTypeフォント」：システムにインストール済みの弊社既存製品
システムにインストールされている弊社既存製品のDynaFontをアウトラ
イン形式で読み込むことができます。

※ アウトライン形式は筆画に分解されない状態となります。

付属の DynaFont から、ストローク ( 筆画）
を取り出すことができます。

ストローク ( 筆画）そのもの

システムにインストール済みの弊社既存製品
の DynaFont を読み込んだ場合、アウトライン
形式で読み込みます。
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5-3 操作方法

 　[外字編集] では、外字を作成する方法が２つあります。一つは既存の
文字のストローク(パーツ)を取り出し、既存の文字とストロークを組み
合わせ作成する方法です。もうひとつはストロークデータから、一筆一
筆のストロークを組み合わせることにより作成する方法です。両者を組
み合わせて使用すると、より効率的に作成することができます。

5-3-1 既存の文字からストロークを取り出して作成する方法

ここで説明するのは、入力画面に読み込んだ文字をパーツとして外字を
作成してゆく方法です。

①三つある入力画面のうちから入力画面1を選択します。

②書体名のプルダウンメニューに表示されている書体※に、収められた文
字がコードテーブルに表示されます。

※ この書体は Gaiji Builder2 で外字を追加 / 編集する書体となります。

③コードテーブルから入力したい文字をダブルクリックします。選択した
入力文字が入力画面1にコピーされます。検索の入力枠に文字を入力す
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。

※ 別の書体の文字が必要な場合は、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。
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④入力画面1に表示されている文字の隙間の空白部分をダブルクリックす
ると、文字がそのまま編集エリアにコピーされます。任意のパーツまた
はストロークを選択すると、その部分が赤線の枠で囲まれます。それを
ダブルクリックしたり、直接編集エリアにドラッグすると、選択された
部分のみがコピーされます。

⑤他に入力したい文字があれば、入力画面2※と入力画面3を利用します。
これまでの手順を繰り返し、外字を作成していきます。

※ デフォルトでは、入力画面 2 のコードテーブルに、その書体に収めら
れたストロークデータが表示されます。[ ストローク ] プルダウンメ
ニューから [ 文字 ] に切り替えてください。
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5-3-2 ストロークより作成する方法

①三つある入力画面のうちから入力画面2を選択します。

②書体名のプルダウンメニューに表示されている書体※に、収められたス
トロークデーダが表示されます。

※ この書体は Gaiji Builder2 で外字を追加 / 編集する書体となります。

③必要に応じて部首分類のプルダウンメニューから必要な部首を選択しま
す。ストローク群から使用したいストロークをダブルクリックします。
選択されたストロークが入力画面2にコピーされます。

④入力画面2のストロークをダブルクリックすると、編集エリアにコピー
されます。
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⑤別の書体のストロークが必要な場合は、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。

⑥以上の操作を繰り返して外字を作成していきます。

5-3-3 編集

531、532 で入力した文字・ストロークを以下の機能を使って編集し
ます。

 [拡大・縮小]
編集エリアに表示されている文字のパーツは、マウスで点線上を押しな
がらドラッグすることで、拡大・縮小できます。また、マウスで点線内
へ移すとマウスポインターが に変形します。その状態でドラッグする
ことで、パーツを移動できます。

押しながらドラッグす
ると、拡大できます
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 [削除] 

編集エリア上の不要なパーツを削除したい場合は、そのパーツをマウ
スで選択してから、ツールバーの [削除]ボタンをクリックします。その
パーツは削除されます。

 [元に戻す]

編集エリアの状態を１つ前に戻したい場合は、[元に戻す]ボタンをク
リックします。

 [やり直し] 

[元に戻す]の動作を取り消したい場合は、[やり直し]ボタンをクリックし
ます。

 [回転]

編集エリア上の選択されたパーツを回転したい場合は、ツールバーの 
[回転]ボタンをクリックしてから、マウスをドラッグすることで、回転
させることができます。

 [複製] 

編集エリア上の選択されたパーツをコピーしたい時は、[複製]ボタンを
クリックします。

[ロック]

編集エリア上の選択されたパーツが移動できないようにロックを設定す
る機能があります。[ロック]ボタンをクリックします。

マウスポインターが
に変形すると、回転で
きます
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[ロック解除]

ロックを解除したい場合は、[ロック解除]ボタンをクリックします。

[拡大・縮小]％
縦横比を固定したまま拡大・縮小したい場合、[拡大・縮小]の入力枠で
任意の倍率を設定できます。ただし、編集エリアの境界までしか拡大で
きません。通常100％の数値を入れると、標準のサイズとなり、150％
の場合、1.5倍に拡大します。逆に100％以下の数値を入れると縮小しま
す。例えば、50％なら0.5倍に縮小します。

[回転]０

[回転]の入力枠で、0度以上度数を増えると時計回りに回転させます。負
の数値を設定する場合、反時計回りとなります。

[グリッド]
編集エリアのバックグランドにグリッドがあります。下にある[グリッ
ド]プルダウンメニューをクリックし、グリッドの数を最大16まで設定で
きます。これを利用して文字のスタイルをバランスよく仕上げることが
できます。
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5-4 Gaiji Builder2 への登録

 　[Gaiji Builder2]でコードを選択し、 [外字編集]が起動した際に開か
れているウィンドウで外字を作成・編集し、 [保存] することで、[Gaiji 
Builder2]への登録が完了します。

◆ 新規登録
メニュバーから[ファイル]  [保存] を選択します。 またはツールバーの
[保存] ボタンをクリックします。

◆ 登録済みのファイルを開く
登録済みの外字フォントファイルを開いて再編集するには、

①外字を追加した書体を選択し、コードテーブル上の外字が登録されてい
るコードをクリックして選択します。[外字編集] ウィンドウが表示され
ます。

② [外字編集] で外字を編集します。
※ [ 外字編集 ] の操作方法については「5-3-1、5-3-2」をご参照ください。

③変更を保存し、[外字編集] ウィンドウを閉じると、編集後の外字が登録
されます。
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5-5 作成例

ここでは、作成例として付属のDynaFontで、「鴎」と「謳」を利用した
「鷗」という外字フォントファイルを作成する方法を説明します。

①Gaiji Builder2を起動して、作成したい外字の書体を選択します。

②コードテーブルから外字を登録するコードをダブルクリックして[外字
編集] を起動します。

③検索の入力枠に「鴎」と入力し、[検索]ボタンを押します。コードテーブ
ルの「鴎」がある部分にジャンプし、入力画面1に「鴎」がコピーされま
す。

ダブルクリックします
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④「鴎」の文字の隙間の空白部分をダブルクリックします。編集エリアに
「鴎」がコピーされます。

⑤編集エリアで不要な部分を選択し（マウスでクリックする/マウスでド

ラッグし炬形で囲む）、  [削除] ボタンをクリックして削除しま

す。

⑥入力画面2で[ストローク]プルダウンメニューから[文字]に切り替えま
す。続いて手順④と同じ要領で「謳」という文字を入力画面2にコピー
します。
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⑦「謳」の中で作成に必要な「品」の部分を選択し（マウスでドラッグし
て炬形で囲む）ます。それをダブルクリックし、編集エリアにコピーし
ます。

⑧下図のように適当な場所に貼り付けます。

⑨このままでは少し大きいので、「鴎」の文字とのバランスを考え、貼り
付けた部分を縮小させます。バランスを見ながら外字の形を整えます。
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⑩ツールバーの  ボタンをクリックし保存して [外字編集]ウィンドウを

閉じます。作成した外字がGaiji Builder2のコードテーブル上の選択した
コードに登録されます。

⑪Gaiji Builder2で [ファイル]メニューから [保存] をクリックします。また
はツールバーから[保存]ボタン をクリックします。以下のようなダ
イアログボックスが表示されます。

 [OK] ボタンをクリックします。保存した外字フォントファイルが、指定
した書体に関連づけされて、その書体の外字ファイルとして使用できる
ように設定されます。

外字が登録されます
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第六章
外字ファイル関連づけ

■61   外字ファイル関連づけの設定

■62　外字ファイルの関連づけ解除



6-1 外字ファイル関連づけの設定

　Gaiji Builder2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TrueTypeフォントと関連づけ、そのフォントの外字と
して使用するように設定することができます。

※ 外字フォントファイルは拡張子 TTE の形式として保存されています。
（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
づけて、その拡張文字として使用します）

外字ファイルの関連づけを設定する手順は以下の通りです。

①Gaiji Builder2を起動してから、メニュバーから[ツール]  [外字ファイル
関連づけ設定] を選択します。以下のようなダイアログボックスが表示
されます。
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② [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。

※ 複数のフォントを選択するには、［Ctrl］キーを押しながら、フォント
名をクリックしていきます。

③ [外字選択] ボタンをクリックします。
以下のようなダイアログが表示されます。
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④関連づけしたい外字ファイル（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。

選択された外字ファイルが手順②で指定したフォントと関連づけされ、
そのフォントの右にある [外字ファイル名]には選択された外字ファイル
の場所が表示されます。

⑤[閉じる]ボタンをクリックします。これで選択された外字フォントが手
順②で指定したフォントと関連づけされました。
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6-2 外字ファイルの関連づけ解除

外字ファイル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。

①Gaiji Builder2を起動してから、メニュバーから[ツール]  [外字ファイル
関連づけ設定] を選択します。以下のようなダイアログボックスが表示
されます。

②外字を解除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。

※ すべてのフォントの関連づけを解除するには、［すべて解除］ボタンを
クリックします。
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③ [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 [外字ファイル名] がクリアされ、選択
されたフォントと外字の関連づけが解除されます。
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第七章
作成した外字の入力

■71 クリップボードにコピー

■72 文字パレットの利用



7-1 クリップボードにコピー

　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、Gaiji Builder2の [クリップボードにコピー] 機能を利用します。

　Gaiji Builder2では、クリップボードを利用して、別のアプリケーショ
ンにデータを移すことができます。Gaiji Builder2の[クリップボードにコ
ピー] は、入力の手間を省き、入力ミスを少なくする非常に便利な機能
です。手順としては次のように行います。

①外字を入力したいアプリケーション(「メモ帳」や「Microsoft Word」
等)を起動し、文字入力ができる状態にします。

②Gaiji Builder2を起動し、コードテーブル上で入力したい外字を選択し、
ツールバーの ボタンをクリックします。

③ご使用のアプリケーション※上で[貼り付け]を選択すると、外字を貼り付
けることができます。

※ アプリケーションにより、ご利用になれない場合があります。詳細に
つきましては弊社ウェブサイトをご参照ください。

選択します

クリックします
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Microsoft Word 2010 の例

④貼り付けた外字を選択してから、フォント選択欄を関連づけした書体に
変更すると、外字が表示されます。

外字を関連づけ
した書体に変更
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7-2 文字パレットの利用

　多くの日本語入力システムには「文字パレット※」機能が付属しています。
文字パレット上で文字をダブルクリックすることによって外字を入力す
ることができます。

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

以下、Microsoft IMEとATOK2012での例を示します。

■ Microsoft IME 2010 の IME パッドの例

①外字を入力したいアプリケーション(「メモ帳」や「Microsoft Word」
等)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  をクリックし

ます。IMEパッドが表示されます。

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。

［文字カテゴリ］が表示されてい
ない場合、ここをクリックします［文字一覧］を選択
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④［文字カテゴリ］からシフトJISコードまたはUnicodeを選択し、シフト
JISの場合は［外字］フォルダを、Unicodeの場合は［私用領域］を選択
します。

⑤外字を関連づけした書体にフォントを変更すると、外字が表示されます。

⑥入力したい外字の上でダブルクリックすると、アプリケーションに外字
が送られます。

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
文字を選択してから、フォント選択欄を関連づけした書体に変更する
と、外字が表示されます。

外字を関連づけ
した書体を選択
します

外字を関連づけ
した書体に変更

Microsoft Word 2010 の例
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■ ATOK 2012 の文字パレットの例

①外字を入力したいアプリケーション(「メモ帳」や「Microsoft Word」や
等)を起動し、文字入力できる状態にします。

②ATOKツールバー上の［メニュー］ボタンをクリックし、［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。

③シフトJISの場合は[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外字を関連づけした書体にフォントを変更すると、外字が表示されます。

⑤入力したい外字の上でダブルクリックすると、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
文字を選択してから、フォント選択欄を関連づけした書体に変更する
と、外字が表示されます。

外字を関連づけ
した書体に変更

Microsoft Word 2010 の例

外字を関連づけ
した書体を選択
します
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第八章　

テクニカルサポート

■81 トラブルシューティング

■82 カスタマーサービス
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8-1 トラブルシューティング

［外字編集］で検索文字の入力枠に入力した文字が切れてしまう。

以下のフォントでは設定されている文字の行の高さが異なるた
め、文字の上下の位置が若干のズレがあり、検索の入力枠の高さ
が不十分なため、文字の下半部が切れてしまいます。あらかじめ
ご了承ください。

・ＤＦＵＤゴシック体W2
・ＤＦＵＤゴシック体W4
・ＤＦＵＤゴシック体W6
・ＤＦ娥眉明朝体W5
・ＤＦハンノテートW5
・ＤＦハンノテートW7
・ＤＦハンジペンW3
・ＤＦハンジペンW5

 Adobe Illustrator、InDesign、PhotoshopでTTE形式の外字が表示されない。

Adobeソフトウェアの仕様のため、TTE形式の外字を使用できま
せん。他のアプリケーションをご利用ください。
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8-2 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。製品CDROMのインストールメニュー画面のボタンから
Web会員登録ページへのリンクがございますのでご利用ください。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。製品番号は同梱のCDケースの内側
に貼ってあるシールに記載されています。

■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

■ホームページ専用お問い合わせフォーム
https://www.dynacw.co.jp/tabid/251/Default.aspx

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EMail、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EMail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 )
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DynaFont Gaiji Builder2
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