
カナモジ書体とは 

ノハラ ススム 

わたしたちは カタカナで 文章を かく とき、 カナモジ文用に デザイン  

された 書体 「カナモジ書体」を つかって います。 それは、  カタカナの   

「語形を つくる チカラ」を 最大限に 発揮させる ためです。 

アルファベットは 語形を つくる チカラの つよい モジ です。 たとえば、 

英語の 「dog」と いう 単語は、 「d」・「o」・「g」と １字ずつ ひろいよみ    

しなくても 「dog」 全体を ヒトメで とらえる ことが できます。 カタカナにも 

語形を つくる  十分な  チカラが  あります。  カタカナは  その  大部分は   

もともと 漢字の 一部だから です。 （「イ」は 「伊」の ヒダリ、 「ヒ」は    

「比」の ミギの 部分です。） 「イ」と 「ヒ」で 漢字の 「化」を、 「タ」と 

「ト」で 「外」を かたちづくって いる ように、 カタカナを くみあわせて   

「イヌ」「アサヒ」の ように 語形を つくる ことが できます。 この ことに  

よって、 単語は 語形として ヒトメで つかむ ことが できるの です。 

ところが、 ふだん ワタシタチが メに する 明朝体や ゴシック体 などの 

カタカナは、 漢字かなまじり文で つかわれる ことを 前提と して 設計された 

もの なので、 語形を つくると いう ことには まったく ココロクバリが  

なされて いません。  したがって、  カタカナの 語形を つくる チカラを   

だしきる ことが できません。 

そこで、 この 語形を つくる チカラを  最大限に 発揮させる ように   

クフウして つくられたのが 「カナモジ書体」 です。 この 文章の カタカナは 

その ひとつで ある 「アラタ」書体で かかれて います。 その もっとも   

おおきな 特徴は、 「アサヒ」の ように ウエの 水平線が おなじ タカサに   

なって おり 文字と 文字とを むすびつけて いる こと、そして、「サ」「ヒ」の 

ように その 水平線の ウエに つきぬける タテの 線が 文字の ツラナリに 

個性を あたえる ことに よって 語が かたちづくられて いる ことです。 

 

 



これは、 英語の 「foot」を 例に とると、 「f」と 「t」の ヨコ線が      

「o」の ウエと おなじ タカサに あって、 語全体を むすびつけ、 タテ線が  

ウエへ つきぬける ことで 語形を つくって いる のと おなじ ことです。 

この 原理を つかった カナモジ書体の フォントで 現在 テに はいる  

ものは、 「アラタ」の ほかに 「ツルコズ」が あります。 これらを 明朝体と 

くらべて みて いただきましょう。 ウエから 「明朝体」 （20ポ、 ヨコハバ：100％）、 

「アラタ」（20ポ、 80％）、 「ツルコズ」（24ポ、 100％） です。 

アキ ノ ユウヒ ニ テル ヤマモミジ 

アキ ノ ユウヒ ニ テル ヤマモミジ 

芸術性から みても 「アラタ」「ツルコズ」の すぐれて いる ことが おわかりの 

ことと おもいます。 「アラタ」「ツルコズ」 には それぞれ ツギの ような   

トクチョウが あります ので、 リカイ して おつかい ください。 

１ デザインは 「ツルコズ」の ほうが 「デコボコ」が めだつ。 そのため   

おなじ ポイントの ホカの フォントと くらべると ちいさく みえる。 

２ 「アラタ」は 全角なので、 カナモジ文では タテナガに 設定する 必要が 

ある。 （その ほうが 語形が みじかく なり よみやすい。） 「ツルコズ」は   

ハジメから タテナガに つくられて いる。  

３ 「ツルコズ」は 記号が たくさん おさめられて いる。  「アラタ」は   

記号が すくないので ホカの フォントも あわせて つかう 必要が ある。 

４ 「アラタ」は ウィンドウズ～ヨウのみ。 「ツルコズ」には マッキントッシュ～

ヨウも ヨウイ されて いる。 

５ 「アラタ」には フトサと 等ハバ／プロポーショナルの チガイに より   

６シュルイの タイプが ある。 「ツルコズ」は １シュルイのみ。 

 



最後に それぞれの 書体を ごらん いただきます。 

<アラタ２>（等ハバ） 

アイウエオ カキクケコ サシスセソ 
<アラタ４>（等ハバ） 

タチツテト ナニヌネノ ハヒフヘホ 
<アラタ５>（等ハバ） 

マミムメモ ヤ ユ ヨ ラリルレロ 
<アラタ２ＫＰ>（プロポーショナル） 

アイウエオ カキクケコ サシスセソ 
<アラタ４ＫＰ>（プロポーショナル） 

タチツテト ナニヌネノ ハヒフヘホ 
<アラタ５ＫＰ>（プロポーショナル） 

ワヰ ヱヲ ン ガ ザ ダ バ パ 

<ツルコズ> 

 ☆「アラタ」を おもとめに なる 方法は、 カナモジカイに おといあわせ  

ください。 

 ☆「ツルコズ」は  販売サイトから  テに  いれる  ことが  できます。      

「ツルコズ」で 検索して ください。
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