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第 12 回： Unicode (2) 

 
 
4. Unicode の文字の種類 
 
Unicode では，主要な現代語の文字はもちろん，音声記号などの特殊な記号や文字も収録

されている。その結果，複数の言語や記号体系を自由に混在させて使うことができる。以

下のサンプル Web ページを WWW ブラウザで閲覧し，その有効性を体感してみよう。 
 
Unicode Transcriptions: 

http://www.macchiato.com/unicode/Unicode_transcriptions.html 
UTF-8 Sampler: 

http://www.columbia.edu/kermit/utf8.html 
 
Unicode では，文字は種類別に収録されている。以下の表は 16 ビット (0 か 1 かの 2 進数

16 桁 = 216 = 65,536 個の文字を表現可能，16 進数であらわすと 0000～FFFF) で表現され

る文字の種類を示したものである (清水『図解でわかる文字コードのすべて』p.64)。 
 
 
 
 
 
 
 

[PDF 文書では省略] 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMP “Basic Multilingual Plane” は ISO/IEC 10646 の用語で，16 ビットで表示できるコ

ードの領域 (0000～FFFF) に収録する文字が規定されている。よく使われる文字や記号が

網羅的に収録されており，BMP で規定されているコードと文字の対応が Unicode でもその

まま使われる)。 
 
5. エンコード方式としての Unicode (2) 
 
前回の授業で，Unicode の基本的な特徴と，実際にテキストをエンコードする際に使用す

る 2 種類のコード化方式 (UTF-16 と UTF-8) について説明した。ここでは，Unicode を実

際に利用する場合に注意しなければならないポイントをいくつか紹介する。 
 
5.1. フォント 
 
Unicode テキストを Unicode 対応アプリケーションで開いたとしても，適切なフォントが

指定されていなければ，テキストが正しく表示されない。フォントを正しく選ぶ際のポイ
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ントは以下の 3 つ： 
 

1. Unicode に対応しているか (Windows2000 収録のフォントは安心。同じ名前

のフォントでも，古いバージョンは Unicode に対応していないことがある) 
2. 表示したい文字が含まれているか (Unicode の新しいバージョンで新たに登

録された文字を使う場合には特に注意を要する；第 4 回資料の「フォント」

の項のユーロ記号の例を参照) 
3. 利用したい文字の字体 (グリフ glyph) がその言語・地域に合っているか (特

に漢字を扱う場合に注意が必要；詳細は§2.2.を参照) 
 
Windows2000 には，各言語・地域に対応したフォントのほかに，Unicode の文字を網羅的

に収録した汎用の Unicode フォントが含まれている： 
 

• Arial Unicode MS (セリフ体のフォント。Unicode 2.1 に収録されている全て

の文字が使えるが，文字のデザインが少々粗い。フォントのファイルサイズ

が大変大きいので，読み込みに時間がかかることがある。) 
• Lucida Sans Unicode (セリフ体のフォント。Unicode の文字のうち，欧文で

用いられる文字や記号を中心に収録している) 
 
従って，実際に Unicode テキストを作成する場合には，各言語・地域の標準的なフォント

と Arial Unicode MS などの Unicode フォントを，状況によって使い分けることになる。

以下の点を確認しよう： 
 
• Word などではフォントを細かく切り替えることができるが，エディターでは 1 種類の

フォントしか使えない。 
• たとえ Word でフォントをきれいに設定しても，Unicode のテキストファイルとして保

存した場合には，フォント情報は保存されない。 
 
実習：フォントは収録文字数が多いほど，ファイルサイズも大きい。フォントの情報は[ス
タート]→[設定]→[コントロールパネル]を開き，「フォント」から調べることができる。上述

の Unicode フォント 2 種類と日本語の「MS 明朝」および「MS ゴシック」，さらに自分の

選択する言語・地域で標準的に使われるフォント(最低 2つ)のファイルサイズを調べ，KB (キ
ロバイト) 単位で記入しなさい。 
 

 フォント名 ファイルサイズ (KB) 

Arial Unicode MS 
 

Unicode
汎用 

フォント Lucida Sans Unicode 
 

MS 明朝 
 

日本語用

フォント
MS ゴシック 

 

 
 

外国語用

フォント
(最低 2 つ)  
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5.2. 異なる言語間の漢字の統合 (Unification) 
 
Unicode では，漢字のように，同じ文字群に属し，言語間で字形が重複している漢字は一

つの文字と考える，という原則 (「統合」= ユニフィケーション Unification) がある (前回

資料§2.1.を参照)。確かに，同じ漢字が違うコードで複数個登録されており，言語によっ

て使い分けなければならないのはわずらわしく，また収録すべき文字数が大幅に増大して

しまう。ユニフィケーションの原則により，日本 (J)，中国・台湾 (C)，韓国 (K) それぞ

れのエンコード方式に含まれる約 54,000 の字形を，Unicode では「CJK 統合漢字」20,902
字にコンパクトに統合することに成功している。 
 
しかし，ユニフィケーションの原則により，困った問題もおきる。まず，字体が違うにも

関わらず，同じコードとして登録されている漢字がある。例：「平」(Unicode 5E73)「骨」

(Unicode 9AA8)： 
 

日本語 

フォント 
平 骨 ＭＳ 明朝 

中国語(台湾) 

フォント 
平 骨 MingLiU 

中国語(大陸) 

フォント 
平 骨 SimSun 

韓国語 

フォント 
平 骨 BatangChe 

Unicode 
汎用フォント 平 骨 Arial Unicode MS 

 
Word2000 では，入力ロケールの切り替えと同時にフォントも切り替えられるので，その地

域の漢字の字体がうまく保持され，それほど混乱は生じない。しかし，Unicode をテキス

トファイルのエンコード方式として使う場合，フォントの情報は保持されないので，漢字

が見慣れない形で表示されてしまう可能性がある。 
 
また一方で，字形が似ているにもかかわらず，各言語・地域の標準的なエンコード方式に

ある漢字が別々のコード値で登録されている場合もある： 
 

字体 コード値 言語 

説 8AAC 日本語 

說 8AAA 中国語の繁体字 

说 8BF4 中国語の簡体字 
 
このように，Unicode においてどの漢字が「統合」されているかは直感的に分からない。

また，同じように見える漢字が，実は別のコードであったりする。このことは，Unicode
と他のエンコード方式の間で変換をおこなう場合に重大な問題を引き起こすことがある 
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(来週この問題について再度取り上げるので，中国語を選択している人は，具体的にどうい

う問題が起こるかを考えてみよう)。各言語の漢字がどのように Unicode に収録されている

かは， 終的には Unicode の規格や，Unicode のコード値が記された漢字辞典を調べる必

要がある。 
 

また，ユニフィケーションはあくまで漢字の字形の整理を目的としておこなわ

れるのであって，同じ意味であるかどうかは全く関係ないので注意。例えば「机」

という漢字は，言語・地域によって全く意味が異なるが，同じ字形を持つ「文

字」であり，Unicode では一つのコード値 (Unicode 673A) しかもたない (清
水『図解で分かる文字コードの全て』p.73)： 
 

日本語 「つくえ」 

中国語(大陸) 「機」の簡体字 

中国語(台湾) 「つくえ」 

韓国語  

 
漢字とそのコードの関係は，各国や地域でどのような漢字が使われているかという問題，

それぞれのエンコード方式でどの漢字が登録されているかという問題，さらには Unicode
がその漢字をどう収録しているかという問題とが絡み合っており，大変複雑である。その

ため漢字のコードを細かくチェックする必要がしばしば出てくる。専門的に漢字を扱いた

い人は，文字コードを扱った辞典 (字典) がいくつか出版されているので利用することを強

く勧める。ここでは Unicode と関連して，一冊だけ紹介する (資料末のサンプル参照)。 
 

• ユニコード漢字情報辞典編集委員会 (編) 『ユニコード漢字情報辞典』2000 年. 
三省堂. (5,000 円) 

 
Unicode2.0 に基づき，日本語，中国語 (簡体字，繁体字)，韓国語の漢字情報を

網羅的に収録した初めての辞典 (ただし，繁体字のエンコード方式には Big5 で

はない，政府標準のコードが記載されている)。各漢字について，各エンコード

方式でのコード値や異体字情報が収録されており，大変貴重である。 
 
5.3. UTF-16LE と UTF-16BE 
 
Unicode でエンコードされたテキストは，通常 UTF-16 か UTF-8 というコード化方式で保

存される (前回資料§2.2.参照)。このうち， UTF-16 には，コンピュータの CPU (中央演

算装置) の性質によって 2 つの種類が存在する。 
 
• Windows 系の PC の CPU (Intel など)： 「リトルエンディアン little endian (LE)」 
• Macintosh などの CPU： 「ビッグエンディアン big endian (BE)」 
 
前者のCPUで も早く処理できるようにビットを並べたものを，UTF-16LE (little endian)，
一方，後者の CPU に特化した UTF-16 を，UTF-16BE (big endian) と呼ぶ。 
 
Unicode 対応アプリケーションの多くは，UTF-16LE と UTF-16BE と UTF-8 の全てが利

用できるようになっている。何しろビットの並べ方が異なるので，UTF-16 の２つの形式を

区別することは大変重要である。このため，UTF-16 では通常 Unicode テキストの先頭に

特殊な印をつけ，これでデータのバイトの並びをプログラムに教えることになっている。

これを BOM (Byte Order Mark) といい，アプリケーションは BOM から UTF-16 のテキス

ト内のビットの並びを判断する。 
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BOM はアプリケーションの内部処理に必要なもので，通常私たちが気にする必要はない。

Word2000 や「メモ帳」などでは，自動的に BOM が付けられる 1。なお，エンコード方式

の選択の際，単に「UTF-16」ないし「Unicode」という場合は，それぞれのパソコンの CPU
の種類に合ったエンディアン(LE か BE)で，BOM が付いたものを指す (つまり，Windows
では，UTF-16LE で BOM つき)。 
 
※ テキストエディタ xyzzy は「エンコーディング」の項で非

常に細かく Unicode の保存形式を指定できる。 
 
• Unicode (UTF-16LE-BOM)：リトルエンディアンで BOM

つき (= UTF-16 と同じ)。 
• Unicode (UTF-16LE)：リトルエンディアンで BOM なし。 
• Unicode (UTF-8)： UTF-8 で BOM つき。 
• Unicode (UTF-8n)： UTF-8 で BOM なし。 
 
6. 特殊な文字の入力 
 
6.1. 補助入力ツールの利用 
 
外国語の入力方法として も有効なのは，Windows2000 の入力ロケールを使う方法である

が，通常あまり使わない文字や記号を入力するには効率が悪い。Unicode に収録されてい

る多様な文字を入力するために利用できる補助入力ツールには，以下のようなものがある。 
 
1. Word2000 の [挿入]→[記号と特殊文字] (第 4 回資料で解説) 
2. IME2000 の「IME パッド」を利用  

 「文字一覧」，「手書き」，ないし漢字用の各種索引(総画数，

部首)の各種メニューを使い文字を探して入力する。 
※ 入力したい文字をクリックし，[Enter]キーで確定する。 
※ メニューは「アップレットメニュー」で切り替える。 
※ 漢字の検索メニューでは，日本語にある漢字の検索しかできないので注意。 
※ 文字の上にマウスをのせると，Unicode や ShiftJIS でのコード値が表示される。 

 
 「文字一覧」アップレットでは「Shift JIS 順」と「Unicode 順」の 2 種類の文字コード順

で文字の一覧を表示できる。 

 

                                                  
1 UTF-8 にも BOM をつけることができるが，こちらは必須ではない (Word やメモ帳では，UTF-8 にも

BOM がつく)。 

アップレットメニューの切り替え 
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※ 使用するフォントを指定できる (指定したフォントで表示できない文字は中黒(・)や
四角(□)で表示される)。 

※ 文字種を指定し，入力したい文字の場所を大雑把に指定できる。 

 
 
3. 「文字コード表」 
 

 Windows2000 では，標準で付属する「文字コード表」を使って文字を検索したり，文字

を選択してアプリケーションに貼り付けたりすることができる。 
※ Windows95, 98, ME にも「文字コード表」は付属しているが，Unicode の文字を

扱うことはできない。 
 起動方法：[スタート]→[プログラム]→[アクセサリ]→[システムツール]→[文字コード表] 

※ 使用するフォントを指定できる (指定されたフォントに収録されていない文字は

表示されない) 
※ 文字を選択し，コピーして貼り付けることができる。文字を選んで「選択」ボタ

ンを押す(もしくはダブルクリックする)と，「コピーする文字」欄に文字が入力さ

れる。入力したい文字列ができたら「コピー」を押すと，文字列がクリップボー

ドに記憶され，アプリケーションに貼り付けることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「詳細表示」をチェックするとより詳細に条件を指定して文字を検索できる。 
① 文字セット： Unicode や各地域の Windows コードページ (Microsoft による各

言語・地域ごとのエンコード定義：第 5 回§2.3, 第 6 回§3.2.を参照) を指定す

る。指定した文字コードによる文字の一覧が表示される。各言語の標準的なエン

コード方式で利用できる文字を特定するのに有用だが，Windows が独自に追加

した文字も含まれるので注意。 
② グループ： 以下のようなカテゴリでグループごとのリストを表示させ，文字を

効率よく探すことができる。 
• Unicode カテゴリ (左図) 
• Shift JIS カテゴリ 
• 簡体字中国語ピンイン (声調なし) 
• 繁体字中国語 (台湾の Bopomofo という音声記号による) 
• 韓国 漢字とハングル読み，部首，部首の画数 

① 

② 
③ 

④ 
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③ 検索する文字の名前： Unicode の文字名での検索をおこなう。Unicode では，

全ての文字にアルファベットで名前がつけられている。 
例： a = Latin Small Letter A 
 A = Latin Capital Letter A 

ä = Latin Small Letter A With Diaeresis 
あ = Hiragana Letter A 

※ 検索語はスペースで区切って複数入力することができる。 
※ 「検索」ボタンを押すと，検索語にマッチした文字だけが表示される。(検

索後や検索をやり直す際には必ず結果を「リセット」すること。) 
※ 漢字はすべて「CJK Unified Ideograph」という名前で分類されているだ

けなので，個別に検索することはできない。「グループ」や IME パッド

等を使う。 
④ Unicode で指定： Unicode のコード値を直接指定して検索ができる(「文字セ

ット」に Unicode を指定しておくこと)。コード値は 16 進数で指定する。 
 
6.2. 文字のコード値を直接利用 
 
Windows2000 では，文字の Unicode でのコード値が分かっている場合に，IME2000 の機

能を利用してコード値で文字入力ができる。 
 

1. 日本語 IME を ON にする 
2. 文字の Unicode での値を入力する。Shift JIS であればそのままコード値を，

Unicode であれば初めに u を入力し，その後にコード値を入力する (「う５ｂｆｆ」

のように妙な表示になるが気にしなくてよい)。コード値は 16 進数で入力する。 
3. [F5]キーを押す。 
4. IME パッドが起動し，該当する箇所の文字一覧表が表示される。必要ならばフォ

ントを変更して確認し，マウスで文字をクリックして編集中のアプリケーション

に挿入し，Enter で確定する。(アプリケーション上で再度フォントを変更する必

要がある場合もある。) 
5. 必要ならばフォントの種類を調整する。 

 
なお，Windows2000 の後継 OS である WindowsXP では，さらに以下のようにして，コー

ド値から直接文字を入力することができる。 
 
方法 1： 

1. [NumLock]キーを押す。 
2. [Alt] キーを押しながら，テンキー(数字キー)を使って Unicode でのコード値を半

角で入力する。コード値は 10 進数で入力する。 
3. コード値をすべて入力したら，[Alt]キーを離す。文字がアプリケーション上に挿

入される。 
※ この方法は，Windows2000 や Windows9x, Me でもある程度使えるが，入力できる

コードは Unicode ではなく，西ヨーロッパ言語の半角文字 (Windows の欧文コードペ

ージ 1252 にあるもの) のみである。 
方法 2：  

1. 半角でコード値を入力する。コード値は 16 進数で入力する。 
2. [Alt] + [x] を押すと，コード値が文字に変換される。 
3. 逆に入力済みの文字をコード値に変換する場合も，コードに変換したい文字の後

で [Alt] + [x] を押す。 
※ 3. の機能は，Unicode を調べる Windows2000 にはないツールとして，大変便利に

使える。WindowsXP をもっている人は活用するとよい。 
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課題： 
 

Unicode アプリケーションである Excel2000 を使い，自分の選択した言語の単語集 (100
単語以上) を作りなさい。「中国語の感情と身体動作を表す動詞 100」「ドイツ語でインター

ネット：必須用語 100」など，各自内容を工夫しなさい。 
 
※ データは，各行に，単語 (語形変化のある言語の場合は辞書形)，訳，例文，例文の訳の

順で入力すること。ただし，中国語を選んだ場合には，単語とその訳の間に必ず「ピン

イン」を加え，第 1 声～第 4 声，軽声はそれぞれ 1-5 の数字で表すこと。 
例： 大学 da4xue2 

※ 列ごとに適切なフォントを設定すること (標準ではフォントは「MS P
ゴシック」という日本語フォントが使われている)。変更したい列のラ

ベルをクリックして列全体を選択し (右図)，フォントを変更する。 
※ フォントの指定以外のレイアウトや文字飾りをおこなう必要はない。 
※ 1 行目には，「単語」，「単語訳」，「例文」，「例文訳」と各セルに見出しを入力すること。

※ 最低 100 単語分 (つまり 100 行) のデータを入力すること。単語の順番は気にせず，ど

んどん入力をしていってかまわない。 
※ words.xls というファイル名で「Microsoft Excel ブック」形式で保存しなさい。 
※ この課題を使い，第 13 回の授業で作業をおこない，作業結果を定期試験時に提出して

もらう予定である。 
 

 
 

期末試験について： 
 
期日と場所： 試験期間中におこなう。教務課の掲示を確認のこと。 
資料の参照： 可 
問題： 筆記。以下のテーマから出題を予定。 
• Windows2000 の多言語機能について 
• テキストファイルの扱い方 
• 各外国語テキストの扱い方 
• Unicode について 

 


