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本書での表記について

■製品名について
本書に記載されている製品名は、以下のように表記しています。

本書での表記 正式名称

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

Windows 8
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Pro
Windows 8

Windows 8.1
Windows 8.1 Enterprise
Windows 8.1 Pro
Windows 8.1

Windows 10

Windows 10 Enterprise
Windows 10 Education
Windows 10 Pro
Windows 10 Home

■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、キー等
の名称は[ ]で囲って表記しています。



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 Vista/ 7/ 8~8.1/ 10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。
・Adobe、Illustrator、InDesign、Photoshopは、Adobe Systems Incorporated

（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録
商標です。

・平成書体は（財）日本規格協会文字フォント開発普及センターの知的財
産で各DynaFontはダイナコムウェア株式会社が使用許諾を受け開発、販
売しています。

・Biblos Fontは株式会社いなもと印刷/DTPセンタービブロスの登録商標で
す。

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

ご注意

・本製品はCDケースの紙ジャケットに記載されている使用許諾契約書に
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。

・本インストール・ガイドは、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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■ 1-1 ごあいさつ

  この度は、『DynaFont 人名記号外字2 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。

  本製品は、大好評の「DynaFont 人名記号外字」に収録の人名外字3,296
文字、Biblos記号外字1,395文字、貨幣外字27文字を全18書体収録した
「人名記号外字」の決定版的な製品です。基本書体、楷書はもちろん人気
の隷書体・新篆体・教科書体なども追加され、さらに既存の「拡張人名外
字18書体」も収録されています。

  ご使用につきましては、使用許諾契約書(CDケースの紙ジャケットに記載
されています)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7-2カスタマーサービスを
ご参照ください。

特長
●各自治体などで採用されている使用頻度の高い人名等の漢字と弊社での

これまでの外字作成実績を元に3,296文字を厳選
   法務省指定の人名用漢字をすべて網羅しているほか、はがきソフト等で    
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 の宛名書きを始め、名簿作成等様々な場面でご利用いただけます。

●従来の文字セットをさらに拡張 
「人名記号外字(ＤＦ***NJ3) 」は、弊社製品「拡張人名外字(ＤＦ***ＮＪ2) 」

と共通の2,878文字の外字のほか、日本人名外字418文字、枠付数字、
単位記号、省略記号、などが豊富に含まれたBiblos記号外字1,395文字
及び貨幣外字27文字を新たに追加、合計4,718文字の外字を搭載しまし
た。

●中国人の姓名を日本語環境で手軽に使用
　中国人名外字として中国人の姓名の表記に用いる簡体字中国語でよく使

用される漢字を搭載しました。これにより、従来入力が困難だった中国
人の姓名を日本語環境で手軽に使用することが可能です。

●外字検索・入力ツールを搭載しているので、従来入力することが困難
だった中国姓等や、また名前でよく使われる中国人名（簡体字）が、中
国語が分からなくても日本語の読み方を入力する感覚で簡単にご利用い
ただけます。

●ＭＳ明朝、ＭＳゴシックと組み合わせてお使いいただくと最適になるよ
うにデザインされているTTEファイルの外字2書体（明朝体、ゴシック
体）を付属しています。

●ユニコード私用領域U+E000〜を採用
「人名記号外字(ＤＦ***NJ3)」では、シフトJISよりも多くの文字を格納す

ることができるユニコードの私用領域を採用しています。
　シフトJISの外字領域は、最大1880文字しか格納できませんが、ユニ

コードの私用領域は、最大6400文字まで格納可能です。
「人名記号外字(ＤＦ***NJ3)」では、ユニコードの私用領域のうち、シフト

JIS外字領域に対応するコード(注1)には、「人名外字」シリーズと共通の
1880文字を搭載し、新たに追加した文字をユニコードに割り当ててい
ます。

注 1) シフト JIS 外字領域 ： F040 ～ F9FC はユニコード私用領域の U+E000 
        ～ U+E757 に対応。
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※ユニコードに割り当てられている外字を使用するには、Unicode 対応の
アプリケーションが必要となります。

　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ので、対応及
び使用の可否は、各アプリケーションメーカーにお問い合わせください。

●１ファイル方式を採用
   標準文字セットと外字文字セットを一つのフォントファイルに収録して   
   いるため、面倒な外字の設定等の必要がありません。
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■ 1-2 「JIS2004 字形日本語フォント」
について

  本製品には、Windows Vista/ 7/ 8〜8.1/ 10に対応したJIS規格「JIS2004 
(JIS X 0213-2004)」の文字の字形を採用したフォントを収録しています。
  JIS規格「JIS X 0213-2004」では、168字(注1)(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 Vista/ 7/ 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。

注 1) 修正前と修正後の字形は本書末の付録の一覧をご参照ください。

※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。

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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■ 1-3 製品仕様

1-3-1 フォーマット
Windows Vista(Service Pack 2以上)/ 7(Service Pack 1以上)/ 8〜8.1に対応する
TrueTypeフォント

1-3-2 文字セット

■JIS2004字形 人名記号外字18書体(「ＤＦ***NJ3」)
■JIS2004字形 拡張人名外字18書体(「ＤＦ***ＮＪ2」)

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 0208-1990)
・JIS第一水準漢字(JIS X 0208-1990)(注1)

・JIS第二水準漢字(JIS X 0208-1990)(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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※改定常用漢字に対応するため 2 文字（塡頰）や著作権表示記号、さらに登録
   商標記号（©、®、™）を追加します。

■外字キャラクタセット
・U+E000〜U+F26D

- U+E000〜U+E757：特選人名外字(1,880文字)
- U+E758〜U+E8E2：日本人名外字(395文字)
- U+E8E3〜U+EB3D：中国人名外字(603文字)
- U+EB3E〜U+ECDF：追加日本人名外字(418文字)
- U+ECE0〜U+F252：Biblos記号外字(1,395文字)
- U+F253〜U+F26D：貨幣外字 (27文字)

ご注意     

拡張人名外字(ＤＦ＊＊＊ＮＪ2)には、U+EB3E以降に追加され
た外字が搭載されていません。U+EB3E以降の外字をご使用にな
るには、人名記号外字(ＤＦ＊＊＊NJ3)を選択してください。

1-3-3 Windows 版 TrueType フォントについて
　本製品に収録されているのは、.ttcの拡張子の付いたフォントファイル
です。このTTC形式のファイルは、TTC (TrueType Collection)という機能に
より、一つのフォントファイルに等幅フォントと２種類のプロポーショナ
ルフォントが含まれています。

１つのフォントファイル
には、３種類のフォント
が含まれる
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■書体表示名
・ＤＦｘｘｘｘ体　 等幅フォント
・ＤＦＰｘｘｘｘ体 プロポーショナルフォント(半角英数）
・ＤＦＧｘｘｘｘ体 プロポーショナルフォント(半角英数および非漢字）

■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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■ 1-4 動作環境

■オペレーティング・システム
Windows Vista(Service Pack 2以上) / 7(Service Pack 1以上) / 8〜8.1/ 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
   【フォント】

１書体につき約4MB〜10MBの空き容量を持つハードディスクドライブ
（全36書体の場合、約232MBの空き容量を持つハードディスクドライブ）

　【外字検索ツール】
約4.5MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ

■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 

■インターネット接続環境
WEBブラウザおよび電子メールの利用できる環境
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■ 1-5 注意事項

●Adobe Illustrator 10以前およびAdobe Photoshop 6以前では、JIS2004
字形日本語フォントをご利用いただけません。

●「人名記号外字(ＤＦ***NJ3)」フォントで拡張された外字(U+E758〜
U+F26D)をご使用になるには、アプリケーションがユニコードの私用領
域に対応している必要があります。アプリケーションによってはご使用
になれない場合があります。

※アプリケーションの対応状況は各ソフトウェアメーカーにご確認くださ
い。

●日本語入力システムの文字パレットを使用して、「Wordpad」にU+F020
〜U+F0FFの外字を入力する際、正しい文字が送られないという現象が起
こる場合があることをあらかじめご了承ください。この場合、他のアプ
リケーションをご利用ください。

●他社製フォントとの互換性はありません。本製品をインストールしてい
ない環境では外字は表示されません。

  従って、フォントの表示が相手の環境に依存するインターネットや電子
メール、作成した文書の交換等、相手の環境に本製品収録のフォントが
インストールされていない可能性がある場合はフォントの外字部分をご
使用にならないでください。

●本製品は、弊社および他社製の外字作成・登録ツールには対応しており
ません。

●本製品収録の「人名記号外字(ＤＦ***NJ3)」フォントと「拡張人名外字
(ＤＦ***ＮＪ2)」フォントについて、書体名が異なりますので、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。



　第二章　
インストール・削除

■2-1 インストール

■2-2 削除
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■ 2-1 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 7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システムを起動し、本製品のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

※ Windows Vista/ 7/ 10 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れる場合があります。［autorun.exe の実行］をクリッ
クします。

 

※ Windows  8 ～ 8.1 の場合も、［install.exe の実行］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(［DynaFont Menu JP］ウィンドウ)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  [ 外字検索ツール］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  [ ユーザーズ・マニュアル］HTML を表示します
     E  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。

③［ダイナフォントのインストールと削除］ボタンをクリックします。
※ Windows Vista/ 7/ 8 ～ 8.1/ 10 をご使用の場合、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。

　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。

A
B

E

C
D
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④［DynaFont Installer JP］ウィンドウが表示されます。

⑤［実行］をクリックします。［認証］ダイアログボックスが表示されま
す。CDケースの内側に貼ってあるシールに記載されているシリアル番号
を入力し、［OK］ボタンをクリックします。

ご注意     

本製品のフォントを初めてインストールする際、シリアル番
号を入力することが必要です。同一PCへの二回目以降のイン
ストールには、認証の必要はありません。

 ご注意

CDケース内に添付されている製品番号並びにシリアル番号を
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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　認証を実行すると、［インストール］メニューが表示されます。

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、［インストール先］ボタンをクリックして、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のチェックボックス（ ）をクリックし
て選択します。

      ・ 「人名記号外字」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。

      ・分類名の左にあるボタン ( ) 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フォントの選択後に、［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、［DynaFont Installer JP］ウィ
ンドウに戻ります。［終了］をクリックします。

⑩インストールメニュー画面(［DynaFont Menu JP］ウィンドウ)に戻りま
す。［終了］をクリックします。
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■ 2-2 削除

①「2-1 インストール」の手順①〜③を行い、［DynaFont Installer］ウィ
ンドウを表示させます。

②［動作］プルダウンメニューから［削除］を選択します。

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チェックボックスのみが

黒く表示されます。
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④［実行］をクリックします。選択したフォントの削除が実行され、以下
のようなダイアログボックスが表示されます。

⑤［OK］をクリックします。［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(［DynaFont Menu JP］ウィンドウ)に戻りま
す。［終了］をクリックします。



第三章　
フォントの使い方

■3-1 フォントの使い方
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■ 3-1 フォントの使い方

インストールしたフォントをアプリケーション上で使用するには、以下のよう
にします。

①ドキュメントを作成するアプリケーション（例えば「メモ帳」や
「Microsoft Word」「Adobe InDesign」など）を起動します。

②ドキュメントを新規作成するか、または既存のドキュメントを開きます。

③ドキュメント上で入力した文字を選択します。
※外字の入力方法については、第五章をご参照ください。

④アプリケーションのフォントメニューで、 使用したいフォントを選択
します。

※フォントを選択する方法はアプリケーションによって異なりますが、一
般的にはメニューバーから［文字］-［フォント］や、［書式］-［フォン
ト］を選択したり、メニューバーの［フォント］をクリックすることによっ
て表示できます。

文字を選択してから
フォントメニューで
フォントを選択

Adobe Illustrator CS3 のフォントメニューの例
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⑤選択した文字が、選択したフォントに変更されます。

図は、「Microsoft Word 2010」でドキュメント
を作成する例



第四章
 外字検索ツールについて

■4-1 インストール

■4-2 削除

■4-3 外字検索ツールの使い方

本製品には、外字検索ツールが付
属しています。外字検索ツールを
お使いになれば、簡単に目的の外
字が検索・入力でき、コード入力
の必要がありません。

本章では外字検索ツールについて
解説します。
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■ 4-1 インストール

①「2-1 インストール」の手順①〜②を行い、インストールメニュー画面
(［DynaFont Menu JP］ウィンドウ)を表示させます。

②［外字検索ツールインストール］ボタンをクリックします。
※ Windows Vista / 7/ 8 ～ 8.1 / 10 をご使用の場合、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。

③［DynaFont 人名記号外字検索 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。

④［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¥GaijiViewer2］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

第四章 外字検索ツールについて
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ンストールするフォルダを変更します。

⑤［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
トの設定のプログラムフォルダは［DynaComware¥DynaFont人名記号外
字検索］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。

第四章 外字検索ツールについて
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⑥［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。

⑦［DynaFont 人名記号外字検索」プログラムのインストールが始まりま
す。
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⑧インストール完了すると「DynaFont 人名記号外字検索」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。

⑨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。

第四章 外字検索ツールについて
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■ 4-2 削除

■ 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［プログラムと機能］ダイアログが表示されます。[DynaFont 人名外字
検索］を選択し、［アンインストールと変更］ をクリックします。

③以下のようなダイアログボックスが表示されます。［続行］をクリックします。

 

④確認ダイアログが表示され、［はい］ボタンをクリックすると、
［DynaFont 人名記号外字検索］が削除されます。

 

⑤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

第四章 外字検索ツールについて



33

■ Windows 7 〜 8.1/ 10 の場合
①［スタート］-［コントロール パネル］-［プログラムと機能］を選択します。

※ Windows 8 の場合、マウスカーソルをデスクトップの右下隅に移動させ、
チャームが表示されます。歯車アイコン［設定 ] から［コントロール パ
ネル］-［プログラムと機能］を選択します。

※ Windows 8.1/ 10 の場合、［スタート］ボタンを右クリックし、［プログ
ラムと機能］を選択します。

②［プログラムと機能］ダイアログが表示されます。［DynaFont 人名記号
外字検索］を右クリックし、［アンインストール］をクリックします。

③確認ダイアログが表示され、［はい］ボタンをクリックすると、
［DynaFont 人名記号外字検索］が削除されます。

第四章 外字検索ツールについて
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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。

第四章 外字検索ツールについて
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■ 4-3 外字検索ツールの使い方

「人名記号外字検索ツール」は、先にシステムに本製品収録の外字フォン
トをインストールしてからご使用ください。

①［スタート］-［すべてのプログラム］-［DynaComware］-［DynaFont 人名
記号外字検索］フォルダ-［DynaFont 人名記号外字検索］を選択します。

※ Windows 8 の場合、スタート画面の下で右クリックし、アプリバーか
ら「すべてのアプリ」をクリックすると、「すべてのアプリ」一覧が表示
されます。［DynaComware］-［DynaFont 人名記号外字検索］を選択します。

※ Windows 8.1 の場合、スタート画面左下に表示されている 「 」をクリッ
クすると、「すべてのアプリ」一覧が表示されます。[ DynaComware］-

［DynaFont 人名記号外字検索］を選択します。

※ Windows 10 の場合、［スタート］-[ すべてのアプリ ] から［DynaComware］
-［DynaFont 人名記号外字検索］を選択します。

②［DynaFont 人名記号外字検索ツール］を起動すると、「結果表示エリ
ア」、「情報パネル」、「検索パネル」が画面に表示されます。

     ･ 検索パネル：検索条件を指定します。
     ･ 情報パネル：文字の情報を表示します。

結果表示エリア 情報パネル 検索パネル

第四章 外字検索ツールについて
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     ･ 結果表示エリア：検索結果が表示されます。

※二回目以降、検索ツールを起動する場合、「結果表示エリア」に「手順③」
で選択した外字フォントにある全ての外字が自動的に表示されます。

③［検索］パネル上で、［書体］を選択します。ここで選択した書体は、
「結果表示エリア」で検索結果の表示に使用されます。

    ［書体］プルダウンメニューから、適当な書体を選択します。

※本製品収録の外字フォントがインストールされていない場合、プルダウン
メニューには、何も表示されません。

④表示コード（UnicodeもしくはSJIS）を選択します。

ご注意

SJISコードを選択する場合は、1880文字の外字しか表示さ
れません。SJIS外字領域のF040~F9FCは、Unicode私用領域の
U+E000~U+E757に対応していますが、U+E758以降に追加され
た外字は搭載されていません。U+E758以降の外字を使用する
には、Unicodeコードを選択してください。

リンクされている TTE 形式の外
字フォントは表示されません。
インストールされた本製品収録
の外字フォントのみが表示され
ます。
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⑤検索条件を指定します。

■人名外字の場合
　必要に応じて、部首、読みのいずれか(または複数条件)を指定します。
　部首を指定する場合は、「検索条件」で［選択］ボタンをクリックしま

す。表示された［部首］ウィンドウ上で部首の画数をクリックし、表示
された部首から必要な部首を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
検索パネルに選択した部首が表示されます。

 

※［クリア］ボタンをクリックすると、指定した部首がクリアされます。

※［条件をクリア］ボタンをクリックすると、指定した条件すべてがクリアされます。

※別の外字を検索する時は、必ずクリアしてから行ってください。

　［検索］ボタンをクリックします。「結果表示エリア」に、検索結果が
表示されます。

選択した部首が表示される

第四章 外字検索ツールについて
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■記号外字の場合
［大分類］プルダウンメニューから、適当な分類を選択します。表示された

分類から、さらに［小分類］プルダウンメニューからな分類を選択しま
す。

  

　［検索］ボタンをクリックします。「結果表示エリア」に、検索結果が表
示されます。

ご注意     

「検索条件」で部首（または読み）と記号の複数条件に
よって外字を検索すると、「条件に符合する文字がありま
せん」というメッセージが表示されるので、人名外字また
は記号外字を各々に検索してください。
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⑥外字情報を確認する：「結果表示エリア」に表示された文字一覧から必
要な文字を選択し、［情報］パネルをクリックします。この文字の情報
を確認することができます。

⑦外字のコピー：「結果表示エリア」に表示された文字一覧から必要な文
字を選択し、ダブルクリックするか、［コピー］ボタンをクリックしま
す。(または、右クリックメニューから［コピー］を選択します）。

　　　　  

※選択した文字がクリップボードにコピーされた場合、以下のダイアログ

または

コピーされた文字がここに表示される

第四章 外字検索ツールについて
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ボックスが表示されることがあります。［OK］をクリックします。

⑧外字を入力するアプリケーションを起動し、入力位置にカーソルを合わ
せ、［ぺースト(貼り付け)］を選択します。ペーストした文字のフォン
トを、本製品収録の外字フォントに変更します。

図は Microsoft Word 2010 の例

人名記号外字フォント
「ＤＦ ***NJ3」に変更

第四章 外字検索ツールについて



第五章
外字の入力方法

本章で紹介する方法によって外字を
入力することが可能です。

■5-1 入力システムの文字パレット
　     を使用した入力

■5-2 テキストファイルからのコ
　　　ピー＆ペースト  
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■ 5-1 文字パレットを使用した入力

  多くの日本語入力システムには「文字パレット※」機能が提供されています。
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。

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

②日本語入力システムの文字パレットを表示します。
    MS-IMEの場合、ツールバー上で［IMEパッド］ボタンをクリックします。   
    ATOKの場合、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。

③ユニコードのコード表を選択し、「人名記号外字（ＤＦ***NJ3）」また
は「拡張人名外字フォント（ＤＦ***ＮＪ2）」を選択します。

④ユニコードの私用領域（U+ E000〜）を表示します。
※ユニコードの私用領域を選択しなければ、「人名記号外字フォント ( Ｄ

Ｆ ***NJ3）」に搭載されている全ての外字が表示されません。

■ Microsoft IME 2010 の IME パッドの例
拡張人名外字フォント
( ＤＦ *** ＮＪ 2) を選択[ 私用領域 ] を選択

[ 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

第五章 外字の入力方法
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■ Microsoft IME 2012 の IME パッドの例

               

■ ATOK 2012 の IME パッドの例

[ 文字一覧 ]
を選択

[ 私用領域 ] フォルダ
をクリック

人名記号外字フォント
( ＤＦ ***NJ3) 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

[ 私用領域 ] を選択 [Unicode 表 ] タブを開く

第五章 外字の入力方法

人名記号外字フォント
( ＤＦ ***NJ3) を選択
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⑤入力したい文字をクリックします。アプリケーションに外字が送られま
す。

⑥アプリケーション上で文字を、本製品収録の外字フォントに変更しま
す。

人名記号外字フォント
「ＤＦ ***NJ3」に変更

図は Microsoft Word 2010 の例

第五章 外字の入力方法
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■ 5-2 テキストファイルからのコピー&ペー
スト

  本製品には、テキスト版の外字一覧を収録しています。このテキスト
ファイルから必要な外字をコピーし、アプリケーション上に貼り付けるこ
とができます。

①「2-1 インストール」の手順①〜②を行い、インストールメニュー画面
(［DynaFont Menu JP］ウィンドウ)を表示させます。

②［ユーザーズ・マニュアル］ボタンをクリックします。

③表示中のページ左端のカテゴリから［コードブック&外字一覧］を選
び、［外字一覧］内の青字表記［テキスト版 外字一覧（TXT）］をク
リックします。

④Windowsの「メモ帳」で「外字一覧テキスト」が開きます。

⑤［書式］-［フォント］を選択し、［フォント］ダイアログボックスで
表示フォントを「人名記号外字（ＤＦ***NJ3）」または「拡張人名外字
フォント（ＤＦ***ＮＪ2）」に変更します。外字が表示されます。

⑥必要な文字を選択してコピーし、他のアプリケーションにペーストしま
す。

第五章 外字の入力方法
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⑦ご使用のアプリーション( 図は、「Microsoft Word」の例) 上でペース
トした文字を選択し、フォントを本製品収録の外字フォントに変更しま
す。入力した外字が表示されます。

図は Microsoft Word 2010 の例

人名記号外字フォント
「ＤＦ ***NJ3」に変更

第五章 外字の入力方法



第六章
「ＭＳ明朝、ＭＳゴシック」

に適用した外字フォント

■6-1 「ＭＳ明朝、ＭＳゴシック」に  
適用した外字フォントをリ
ンクする 手順

■6-2 外字フォントのリンク解除
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■ 6-1「ＭＳ明朝、ＭＳゴシック」に適用             
　 した外字フォントをリンクする手順

  「MS-IME」の「IMEパット」の「文字一覧」から、外字を入力する際
「ＭＳ明朝」、「ＭＳゴシック」等のシステムフォント（Windowsのシス
テムで使用されるフォント）に外字が含まれていないため、外字を表示す
ることができません。この場合、「ＭＳ明朝、ＭＳゴシック」に適用した
外字フォントを、システムフォントにリンクすることによって表示が可能
になります。

 「ＭＳ明朝、ＭＳゴシック」に適用した外字フォントを、システムフォント
にリンクする手順は、以下の通りです。

①「2-1 インストール」の手順①〜②を行い、インストールメニュー画面
(［DynaFont Menu JP］ウィンドウ)を表示させます。

②［ ユーザーズ・マニュアル］ボタンをクリックします。

③表示中のページ左端のカテゴリから「ＭＳ明朝、ＭＳゴシックに適用し
た外字フォント」を選び、右端の青字表記［フォルダを開く］をクリッ
クします。

④以下のようなウィンドウが表示されます。

第六章 「ＭＳ明朝、ＭＳゴシック」 に適用した外字フォント
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⑤［DF-GothicN-J3.tte］または［DF-MinChoN-J3.tte］をハードディスク
の任意の場所にコピーします。外字登録ツールのアイコン［EudcAso.
exe］もコピーします。ここでは例として、ローカルの［マイドキュメ
ント］フォルダにコピーします。

   コピーしたらCD-ROMは取り出します。

⑥手順⑤でハードディスクにコピーした外字登録ツールのアイコン
[EudcAso.exe]をダブルクリックします。

　外字フォント登録ツールが起動します。

TTE ファイルと
［EudcAso.exe］を
「マイ ドキュメン
ト」等、任意の場
所にコピー

第六章 「ＭＳ明朝、ＭＳゴシック」 に適用した外字フォント
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■ DF-GothicN-J3.tte にリンクする場合
❶［フォント名］の一覧から以下のフォントを選択します。

・Yu Gothic UI※1

・Meiryo UI※2

・Microsoft Sans Serif
・ＭＳ Ｐゴシック
・MS UI Gothic
・ＭＳ ゴシック

※ 1 Windows 10 以降 OS に標準で搭載されています。
※ 2 Windows 7 以降 OS に標準で搭載されています。

※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
をクリックします。

❷［選択］ボタンをクリックします。［EUDCファイルを選択します］とい
うダイアログボックスが表示されます。

❸［EUDCフォントファイルを選択します］ダイアログボックスで［ファイ
ルの場所]に手順⑤でコピーした外字フォントファイル［DF-GothicN-J3.
tte］を指定し、［開く］ボタンをクリックします。

第六章 「ＭＳ明朝、ＭＳゴシック」 に適用した外字フォント
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❹外字フォント登録ツールの［外字フォントファイル名］には設定した
［DF-GothicN-J3.tte］ファイルの場所が表示されます。

❺［更新］ボタンをクリックします。
※必ず［更新］ボタンをクリックしてください。［更新］ボタンをクリック

しなければリンクが有効になりません。

❻［終了］ボタンをクリックします。これでシステムフォントに適用した
外字フォントがリンクされました。

■ DF-MinChoN-J3.tte にリンクする場合
❶［フォント名］の一覧から以下のフォントを選択します。

・ＭＳ Ｐ明朝
・ＭＳ 明朝

❷［選択］ボタンをクリックします。［EUDCファイルを選択します］とい
うダイアログボックスが表示されます。

第六章 「ＭＳ明朝、ＭＳゴシック」 に適用した外字フォント
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❸［EUDCフォントファイルを選択します］ダイアログボックスで［ファ
イルの場所］に手順⑤でコピーした外字フォントファイル［D F-
MinChoN-J3.tte］を指定し、［開く］ボタンをクリックします。

❹外字フォント登録ツールの［外字フォントファイル名］には設定した
［DF-MinChoN-J3.tte］ファイルの場所が表示されます。

❺［更新］ボタンをクリックします。
※必ず［更新］ボタンをクリックしてください［更新］ボタンをクリック

しなければリンクが有効になりません。

❻［終了］ボタンをクリックします。これでシステムフォントに適用した
外字フォントがリンクされました。

第六章「ＭＳ明朝、ＭＳゴシック」 に適用した外字フォント
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■ 6-2 外字フォントのリンク解除

  Windows 外字エディタで作成された外字をご利用になる場合は、本製品の
適用した外字フォントのリンクを解除する必要があります。

「ＭＳ明朝」等のシステムフォントにリンクされている外字フォントを解除
する手順は、以下の通りです。

①リンク手順にてハードディスクにコピーした外字登録ツールのアイコン
［EudcAso.exe］をダブルクリックします。

   外字フォント登録ツールが起動します。

②［フォント名］の一覧から以下のフォントを全て選択します。
・Yu Gothic UI
・Meiryo UI
・Microsoft Sans Serif
・MS Pゴシック
・MS P明朝
・MS UI Gothic
・MS ゴシック
・MS 明朝

 ※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
リックします。

③［解除］ボタンをクリックします。

第六章「ＭＳ明朝、ＭＳゴシック」 に適用した外字フォント
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④［更新］ボタンをクリックします。

⑤［終了］ボタンをクリックします。これでシステムフォントと適用した
外字フォントのリンクが解除されました。



第七章　
 テクニカルサポート

■7-1 トラブルシューティング

■7-2 カスタマーサービス
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■ 7-1 トラブルシューティング

 入力した外字が正しく表示されない。

入力した外字が正しく表示されない場合、以下のことをご確認く
ださい。

・本製品収録の外字フォント以外のフォントで表示されている可
能性があります。本製品収録の外字フォントを使用しているか
ご確認ください。

・アプリケーションによっては、シフトJISの外字領域（1880
文字)のみサポートし、ユニコード私用領域を完全にはサポー
トしていない場合があります。そのため、「人名記号外字(Ｄ
Ｆ***NJ3)」以外のフォントを使用した際、外字が正しく表示さ
れない場合があります。

　このようなアプリケーションの場合、JISの外字領域の1880文
字の外字を全て使用できますが、それ以外の拡張されている外
字(U+E758〜)は表示できません。

  以下のアプリケーションではU+E758〜の外字は表示できませ
ん。

（弊社調べ）
・Microsoft Excel 2003 SP1以前
・Adobe PageMaker 7.0 以前
・QuarkXPress 6.5 以前
・Adobe Illustrator 10 以前
・Adobe PhotoShop 7.0 以前
・Adobe InDesign 2.0 以前
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 Photoshop7.0Jで外字を入力しようとしたが、正しい文字が入力されない。

 　日本語入力システムの文字パレットを使用してPhotoshop 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。

第七章 テクニカルサポート



58第七章 テクニカルサポート

■ 7-2 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CD-ROM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E-Mail、
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 )
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《付録》字形を変更した文字一覧

《付録》 字形を変更した文字一覧
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92bb

92c6

92c8

92d2

92f0

9341

9346

934d

9365

9367

936a

9371

93d2

93d9

93e4

93e5

93e8

9448

9476

9487

9489

949d

94a2

94be

94d2

94ee

94f3

9542

954e

9554

955e

955f

956d

9580

95c1

95cb

95cc

95d1

95d8

95da

95f7

9648

9690

9698

96d7

96dd

96e0

96ea

96f8

96fa

9751

97f8

97f9

97fa

9850

996c

99d5

99f9

9a7d

9a93

9c70

9d47

9e99

9ef2

e0c2

e150

e153

e175

e24d

e27d

e2a5

e2be

e446

e47a

e48a

e569

e587

e5a2

e662

e8c9

e8d5

e978

e9eb

※ 7 字については字形差が小さいため字形を変更していません。

《付録》 字形を変更した文字一覧
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  DynaFont JIS2004字形では、第一水準、第二水準における上記の字形の
変更をしていますが、文字セットについては、Microsoft文字セットに準
拠しており第三水準および第四水準の文字は搭載していません。但し、 
JIS90字形(Microsoft文字セット)には搭載されていない次の文字を含んでい
ます。

JIS X 0213-2004で例示字形の変更のあった168文字のうち、第三水準の文
字1文字。

JIS X 0213-2004でJISに追加された10文字(表外漢字UCS互換の文字)。

《付録》 字形を変更した文字一覧
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