
Attributed Strings Programming Guide

イントロダクション
このドキュメントは，フォントやカーニングなどの属性付きの文字列（以下，Attributed Stringと呼びま
す）に関連するNSAttributedString クラスおよび，Core Foundation の CFAttributedString クラスとそ
のインスタンスについて説明しています。
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Attributed Stringの概要
Attributed String オブジェクトは文字列と，それを構成する文字の一部あるいは全体にたいする属性
（例：フォント，カーニングなど）を管理します。読み込み専用のクラスとしてNSAttributedStringが，書
き換え可能なクラスとしてNSMutableAttributedStringが用意されています。なお，Application Kit に
は，より高度なテキスト処理のために NSTextStorage と呼ばれるNSMutableAttributedString のサブク
ラスが用意されています（詳しくはText System Storage Layer Overviewを参照のこと）。

NSAttributedString と NSMutableAttributedString は，それぞれ Core Foundation の 
CFAttributedStringと CFMutableAttributeString に対応しています。つまり， CFAttributedString を
パラメータとして要求する関数に対して，

NSAttributedString *aAttributedString;

というオブジェクトを，

(CFAttributedStringRef) aAttributedString

という形で渡すことができます。 NSMutableAttributedString についても同様です。

NSAttributedString が NSString のサブクラスでないことに注意してください。 NSAttributedString は
NSStringをインスタンス変数のひとつとして保持します。NSAttributedString とNSStringのインスタン
スの間で単純な比較は行えません。

また，NSAttributedString， NSMutableAttributedString はどちらもNSCopying，
NSMutableCopyingプロトコルに対応しているので，一方からもう片方への変換が容易です。

NSAttributedStringとNSMutableAttributedStringは内包しているNSStringに対して以下の特質を追加し
ます。

■ 任意の範囲の文字に対してのプログラマによる属性の適用。

■ 内容の変更に対する整合性の保持。

■ ファイルアタッチメントおよびグラフィックスの貼付けを含むRTFのサポート。

■ NSViewへの描画。

■ 言語単位（wordなど）と行に関わる計算。

Atributed Stringに関わる各種の属性は任意の文字列をキー（ID）としてNSDictionaryに格納されます。

例えば，フォントは「NSFontAttributeName」という文字列をキーとして格納された，NSFontオブジェ
クトによって指定されます。どの範囲の文字に対して，どんな文字列をキーにどんなオブジェクトを「属
性」として保持するかは自由です。
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変更可能なAtributed Stringは，文字列や属性のの変更，削除を追跡し，その整合性を保ちます。プログラ
マは beginEditingとendEditing メソッドで編集に関わるバッチをグルーピングし，属性の文字に対す
るマッピングを整理することができます。

3/17



CocoaでAttributed Stringsを生成する

NSAttributedString オブジェクトは，initWithString:,　initWithString:attributes:, および
initWithAttributedString: で生成します。これらは引数として渡された文字列，文字列と属性を格納した
NSDictionary，および他のNSAttributedStringでオブジェクトを初期化します。

あらかじめ定義されている属性に関するキーについては，「NSAttributedString Additions」の定数のセ
クションに記載があります。

Application Kitには，リッチテキスト（RTF）またはリッチテキスト・アタッチメント（RTFD）から
Attributed Stringを生成する次のようなメソッド（initWithRTF:documentAttributes:, 

initWithRTFD:documentAttributes:, initWithRTFDFileWrapper:documentAttributes:）,それか
ら，HTMLデータからAttributed Stringを生成するメソッド（initWithHTML:documentAttributes:，
initWithHTML:baseURL:documentAttributes:）が定義されています。これらが生成する属性については
後述する「RTF Files and Attributed Strings」で詳しく述べます。

Attributed Stringはその内容への基本的なアクセス方法として，string（Javaでは stringReference）お
よび，attributesAtIndex:effectiveRange（同じくattributesAtIndex）というメソッドを用意してい
ます。これらによって，文字列（あるいはその構成要素である個々の文字）とそれらに対する適用された属
性にアクセスすることが可能です。

ただし，Attributed Stringが保持する属性は，そのレンダリング処理と複雑に絡み合っています。内部デー
タの整合性を保つため， Attributed Stringの属性値の変更は NSMutableStringの
setAttributesInRange:range:を使って行ってください。詳しくは後述の「Changing an Attributed 
String」に記載があります。

string（Javaでは stringReference）メソッドは属性を適用される対象の NSStringオブジェクトを， 
attributesAtIndex:effectiveRange（同じくattributesAtIndex）は指定された位置の文字，あるいは
文字列に適用されている属性を保持しているNSDictionaryオブジェクトを返します。
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Attributed Stringsの属性にアクセスする

Atributed Stringに関わる各種の属性は任意の文字列をキー（ID）としてNSDictionaryに格納され，文字
列の先頭から順番に，その適用範囲（NSRangeで保持されます）と関連づけられて行きます。

基本属性

プログラマがどの範囲の文字に対して，どんな文字列をキーにどんなオブジェクトを「属性」として保持す
るかは自由ですが，基本的な属性は以下のようにあらかじめグローバルなNSStringの定数として用意され
ています。

属性キー 属性のクラス 初期値
NSAttachmentAttributeName NSTextAttachment なし

NSBackgroundColorAttributeName NSColor なし

NSBaselineOffsetAttributeName NSNumber (float) 0.0

NSCursorAttributeName NSCursor IBeamCursor

NSExpansopnAttributesName NSNumber (float) 0.0

NSFontAttributeName NSFont Helvetica 12ポイント

NSForegroundColorAttributeName NSColor black

NSKernAttributeName NSNumber (float) 0.0

NSLigatureAttributeName NSNumber (int) 1 (standard ligatures)

NSLinkAttributeName id (NSObject) なし

NSObliquenessAttributeName NSNumber (float) 0.0

NSParagraphStyleAttributeName NSParagraphStyle NSParagraphStyleのメソッド，
defaultParagraphStyleが返す値。

NSShadowAttributeName NSShadow nil（影なし）

NSStrikethroughColorAttributeName NSColor nil（foregroundと同じ）

NSStrikethroughStyleAttributeName NSNumber (int) 0

NSStrokeColorAttribute NSColor nil（foregroundと同じ）

NSStrokeWidthAttribute NSNumber (float) 0

NSSuperscriptAttributeName NSNumber (int) 0

NSToolTipAttributeName NSString nil（ツールチップなし）

NSUnderlineColorAttributeName NSColor nil（foregroundと同じ）

NSUnderlineStyleAttributeName NSNumber (int) なし
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■ ベースライン・オフセットは描画される文字の基線からの距離，単位はピクセルです。正なら基線から
上，逆なら基線の下から描かれます。

■ カーニング属性は次の文字との間の距離，フォントに定義されている基準距離から，正ならより離れ，
負なら近くなります。

■ リガチャ属性は文字列の描画に適用されるリガチャ規則を指定します。0なら最低限必要なもの，1は標
準タイプ，2は適用可能なリガチャはすべて使用します。どのリガチャが「標準」にあたるかは，スクリプ
ト・システムとフォントに依存します（日本語の横書きには基本的に適用されるリガチャはありません）。

■ リンク属性にはユーザーがその範囲でマウスをクリックした場合にNSTextViewの
clickedOnLink:atIndex:に渡されるオブジェクトを指定します。このメッセージをNSTextViewの
delegateで処理したい場合には，delegateにtextView:clickedOnLink:atIndex: または 
textView:clickedOnLink:をインプリメントします。デフォルトでは，オブジェクトがNSURLかどうかを
調べ，そうであればデフォルトアプリケーション（通常これはSafariですね）でそれを開きます。

■ スーパースクリプト属性は，各種属性に抽象的なレベルを設定します。その各レベルに，望むままにフォ
ントやサイズなどの属性を設定することが可能です。

訳注）オリジナルドキュメントに掲載されているこの表が古かったため，Xcode付属のドキュメントを参照
して更新しています。ご了解ください。

属性へのアクセス

変更不能のAttributed Stringの場合，オブジェクトを生成する際に必要な全ての属性が指定されます。こ
れらの属性にアクセスするためには，以下のメソッドを使用します。

attributesAtIndex:effectiveRange:
attributesAtIndex:longestEffectiveRange:inRange:
attribute:atIndex:effectiveRange:
attribute:atIndex:longestEffectiveRange:inRange:
fontAttributesInRange:
rulerAttributesInRange:

最初の2つは与えられた位置の全ての属性を返します。続く2つは，与えられた位置における特定の属性の値
を返すものです。最後の2つはApplication Kitによる拡張で，それぞれ文字に関わる属性だけ，パラグラフ
全体に関わる属性だけを選択的に返します。

また，最初の4つのメソッドでは，属性の有効範囲，および指定した範囲内で最も長い有効範囲を返しま
す。これらを使って属性の範囲を知ることができます。もちろん概念上は文字列を構成するひとつひとつの
文字にそれぞれの属性が適用されていると考えられます。が，実際に一文字単位で属性が変更されることは
少なく，有効範囲を知ることは効率的な処理を記述するのに役立ちます。
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有効範囲と最大有効範囲

単に有効範囲を返すメソッド（前ページのリストの1つ目と3つ目）は，その結果が最大の有効範囲である
ことを保証しません。単に，返された範囲に同じ属性が適用されていることのみを保証しています。

もし同じ属性が適用される最大有効範囲が必要な場合は，最大有効範囲を返すメソッド（前ページのリスト
の2つ目と4つ目）を使用します。これらは与えられた位置の前後を同じ属性を持つ限り探索し，指定され
たリミット（withinRange: で指定します）でクリップした範囲を返します。なおこのメソッドを使う場
合，効率を考えてリミット範囲は出来うる限り狭く設定するべきです。

Attributed Stringの範囲に対してくりかえし属性を指定する場合には，状況に応じてこれらのメソッドを
使い分けることになります。もし行いたい処理が，その最大範囲を扱わなければならないことがあらかじめ
わかっているのであれば， 最大有効範囲を返すメソッドを使った方がより効率的でしょう。が，
withinRange: で適切なリミットを指定していないと，その最大範囲は対象全体におよぶ可能性があるの
で，これらのメソッドの使用には慎重を期するべきです。

以下のObjective-CのコードはAttributed Stringに指定された属性の有効範囲を調べるものです。架空のオ
ブジェクト「analyzer」がフォント属性ごとの文字数をカウントしていますループは文字列の最後まで続
き，analyzerはこのAttributed Stringに含まれる全てのフォント属性についてその文字数を数え上げま
す。この例では，連続する attribute:atIndex:effectiveRange:の呼び出しが，戻り値として同じフォン
ト属性を返すこともあり得ます。

NSAttributedString *attrStr;
unsigned int length;
NSRange effectiveRange;
id attributeValue;

length = [attrStr length];
effectiveRange = NSMakeRange(0, 0);

while (NSMaxRange(effectiveRange) < length) {
 attributeValue = [attrStr attribute:NSFontAttributeName
  atIndex:NSMaxRange(effectiveRange) effectiveRange:&effectiveRange];
 [analyzer tallyCharacterRange:effectiveRange font:attributeValue];
}

対して以下のコードはAttributed Stringに含まれるフォント属性ごとに最大有効範囲を調べます。こちらの
ケースでは，架空のオブジェクト「analyzer」は，単に有効範囲を追跡したのではわからないフォント属性
の変更回数を数え上げます。ループはリミットを対象の文字列全体から狭めてゆき，リミット範囲が空にな
るまで続きます。

NSAttributedString *attrStr;
NSRange limitRange;
NSRange effectiveRange;
id attributeValue;

limitRange = NSMakeRange(0, [attrStr length]);

while (limitRange.length > 0) {
 attributeValue = [attrStr attribute:NSFontAttributeName
  atIndex:limitRange.location longestEffectiveRange:&effectiveRange
  inRange:limitRange];
 [analyzer recordFontChange:attributeValue];
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 limitRange = NSMakeRange(NSMaxRange(effectiveRange),
  NSMaxRange(limitRange) - NSMaxRange(effectiveRange));
}

前者に比べて後者のコードがはるかに複雑であることに注意してください。実際この複雑さこそが，
attribute:atIndex:longestEffectiveRange:inRange:が，attribute:atIndex:effectiveRange:に比
べて処理時間が長くなる理由なのです。最大有効範囲を返すメソッドを使うのは，どうしても必要な場合に
してください。多くの場合，単なる有効範囲を調べるだけで十分なはずです。
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Attributed Stringを変更する

属性を変更する 

NSMutableAttributedStringには，文字および属性を変更するためのメソッドが数多く用意されていま
す。例えば，基本的なメソッドとして文字を変更する replaceCharactersInRange:withString:，属性を
変更する setAttributes:range:，さらにより便利な addAttribute:value:range:, 
applyFontTraits:range: などなど。

以下の例では，Attributed Stringのある範囲に，リンク属性を指定し，アンダーラインを施し，文字の表
示色をブルーにしています。リンク属性では何でも任意のオブジェクトを指定できますが（前章「 
Attributed Stringsの属性にアクセスする」を参照してください），普通はNSStringかNSURLを用いま
す。 beginEditing と endEditingについては次の「矛盾を解消する」で詳しく説明します。

NSMutableAttributedString *string; // assume string exists
NSRange selectedRange; // assume this is set

NSURL *linkURL = [NSURL URLWithString:@"http://www.apple.com/"];

[string beginEditing];
[string addAttribute:NSLinkAttributeName
  value:linkURL
  range:selectedRange];
[string addAttribute:NSForegroundColorAttributeName
  value:[NSColor blueColor]
  range:selectedRange];
[string addAttribute:NSUnderlineStyleAttributeName
  value:[NSNumber numberWithInt:NSSingleUnderlineStyle]
  range:selectedRange];
[string endEditing];

指定された属性値はその文字列のプロパティとなり，他のオブジェクトによって変更されるべきではありま
せん。そのような変更はAttributed Stringの内部データに矛盾を引き起こします。どうしてかというと：

■ 指定した属性が文字列のどこまで波及するかは予想できません。属性値を変更すると，その影響が思っ
てもいない範囲に及ぶ可能性があります。実際，属性値はアンドゥスタックや違うドキュメントにコピーさ
れているかもしれないのです。

■ 属性値はユニークなものとしてキャッシュされていますが，これはその属性が変更されないということを
前提にしています。つまり属性が変更されてもハッシュは変化しないので，齟齬を生じてしまうわけです。

それでも属性値を変更する必要があり，その変更が目的の範囲にしか影響を及ぼさない，と確信できるのな
ら，以下の2つの方法が考えられます。

■ メソッド isEqual: と hash が，変更した値に依存しない属性を使う。

■ インダイレクション（間接参照）を使う。……属性値を変更可能な値を参照するためのキーとして使う
方法です。例えば「スタイルシート」のような属性を名前などで保持し，その内容を変更するわけです。

矛盾を解消する
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属性を変更する機能を持つ全てのメソッドは全て，文字と属性の間のマッピングを適切に更新します。が，
変更のあと，解消しなければならない矛盾が生じるケースもあります。例えば：

■ パラグラフ・スタイルはそのパラグラフ全体に適用されなければなりません。

■ フォント属性とスクリプト・システムの不整合。例えば漢字やアラビア文字に対して Time-Roman フォ
ントはアサインできません。そのような場合はアサインできるフォントに変更する必要があります。

■ アタッチメント属性を持つ文字，または文字列を削除した場合は，対応するオブジェクトの解放が必要
です。逆にアタッチメント属性に指定されているオブジェクトが解放された場合，それを適用されている文
字，または文字列を削除しなければなりません。

■ 例えばプログラミング言語のキーワードを全てボールド表示するエディタ・プログラムなどは，ユーザー
がフォントを変更したりテキストを変更したとき，自動的にこの属性を適用する必要があります。

Application Kit では NSMutableAttributedString に，変更に際してこれらの矛盾を解消するために以下
のようなメソッドを追加しています。これらはAttributed String が持つ潜在的な問題を，高レベルのプロ
グラミングから隠蔽し属性のスムーズな変更を可能にするものです。

fixAttributesInRange:
fixAttachmentAttributeInRange:
fixFontAttributeInRange:
fixParagraphStyleAttributeInRange:
beginEditing
endEditing

最初のメソッド，fixAttributesInRange: が，それぞれ削除されたアタッチメント参照，フォント属性，
パラグラフ属性に関わる矛盾を解消する（これを「フィックスする」と表現しています）ために続く３つの
メソッドを呼び出します。
beginEditing と endEditing メソッドは，NSMutaleAttributedString のサブクラスによってオーバーラ
イドされるために定義されています。これらのメソッドは， beginEditing 以降そのサブクラスのインス
タンスに加えられた一連の変更を記録したりバッファしたりし， endEditing のタイミングで全ての整合
性を回復するタイミングを提供します。また，同じタイミングで加えられた変更をオブザーバー・オブジェ
クトに通知することもできます。
例えば NSMutaleAttributedStringのサブクラスであるNSTextStorage における endEditing の実装
は，属性の変更をフィックスし，自身のNSLayoutManager（複数） にレイアウトを更新し，テキストの
再描画を行う必要があることを通知します。 NSMutaleAttributedString のデフォルトの実装は何もしま
せん。
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Attributed Stringの描画
Application Kit によって拡張された文字列描画メソッド，drawAtPoint:，drawInRect:，そして
drawWithRect:options:（このメソッドは Mac OS X v10.4以降に実装）を使って，フォーカスされたグ
ラフィック・コンテキスト（通常は NSView です）に対し，Attributed String の描画を行うことが可能で
す。が，これらのメソッドは少量のテキストか，あるいはめったに再描画が発生しないようなテキストに対
して使われるよう設計されているので，繰り返し文字列の描画を行う必要がある場合には 
NSLayoutManager を使う方が効率的です。
また，同じAPplication Kitによって，単なる NSString にもそれ自身を描画するためのメソッドが拡張され
ていることに注意してください。これらのメソッドに関する説明は，Xcodeに付属のドキュメントの 
NSString Additions にあります。
Mac OS X v10.4以降のシステムでは，boundingRectWithSize:options:を使用してAttributed String 
をレイアウトする際に長方形が要求されます。かたや属性を指定して NSString をレンダリングするメソッ
ド， boundingRectWithSize:options:attributes: でも同じように長方形が要求されます。
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RTFファイルとAttributed String
リッチテキストフォーマット（RTF）は，マイクロソフト社によって開発されたテキストフォーマット言語
です。これを使えば，プレーンテキストとRTFコマンド，エスケープ・シーケンスなどを組み合わせて，文
字やパラグラフ，ドキュメント形式などの属性を指定することが可能です。
Application Kit には，このリッチテキストフォーマットのリード／ライトをサポートします。スタンダード
RTFはテキスト属性の指定をカバーしていないので，Apple が実装しているのは，カスタムコマンドが追加
された拡張版RTFです。

RTFデータのリード／ライト
NSAttributedString の拡張メソッドは，RTFファイルおよびRTFD（付加情報付きのリッチテキスト）の
リード／ライトを可能にします。
リッチテキストを書き出すためのメソッド RTFFromRange:documentAttributes: と
RTFDFromRange:documentAttributes: は，戻り値としてAttributed String の指定された範囲をRTFデー
タにして返します。また，RTFDFileWrapperFromRange:documentAttributes:は，同じくAttributed 
String の指定された範囲を NDFileWrapper のオブジェクトとして返します。
リッチテキストを読み込むためのメソッドは以下の3つ，それぞれRTF，RTFD，そして NSFileWrapperを
読み込んで Attributed String を初期化します。
これら，名前からもそれとわかるRTFデータ用の読み書きメソッドに加えて，以下の4つのメソッドが，
ファイルやURLによって指定されるリソースからのRTFデータのローディングをサポートしています。
NSAttributedStringのメソッド，initWithPath:documentAttributes: と 
initWithURL:documentAttributes:。NSMutableAttributedString のメソッド，
readFromURL:options:documentAttributes: と readFromData:options:documentAttributes:です。

ドキュメント属性のハンドリング
Attributed String が保持している属性は文字に対するもの，そしてパラグラフに対するものだけですが，
RTFはそれに加え，ドキュメント全体に関わる属性，例えば（印刷する際の）用紙サイズとかページ・レイ
アウトの情報などを保持しています。RTFを読み書きするApplicaiton Kit のメソッドは，それらのドキュ
メント属性を NSDictionary の形式でアクセス可能にします。
アプリケーションは，RTFデータを読み込むJavaのコンストラクタやObjective-Cのイニットメソッドが返
す NSDictionary のデータを使うことで，ページレイアウトをセットアップすることができます。また同様
に，RTFFromRange: documentAttributes: のようなRTFデータを書き出すメソッドは，ページレイアウ
トなどのドキュメント属性を保持した NSDictionary オブジェクトを受け取って，それをRTFデータ内に格
納します。

以下の表はApplication KitがサポートしているRTFドキュメント属性の一覧です。

属性キー タイプ

PaperSize NSValue（中身はNSSize）

LeftMargin NSNumber（Float，ポイントで指定）

RightMargin NSNumber（Float，ポイントで指定）

TopMargin NSNumber（Float，ポイントで指定）

BottomMargin NSNumber（Float，ポイントで指定）
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属性キー タイプ

HyphenationFactot NSNumber（float）

DocumentType NSString（通常以下のいずれか）

NSPlainTextDocumentType,NSRTFTextDocumentType,NSRTFDTextDo
cumentType,NSMacSimpleTextDocumentType,NSHTMLTextDocumentT
ype,NSDocFormatTextDocumentType,NSWordMLTextDocumentType, 
NSWebArchiveTextDocumentType.

CharacterEncoding NSNumber（プレーンテキストの場合のみ）

ViewSize NSValue（中身はNSSize）

ViewZoom NSValue（float 100なら100％ズーム）

ViewMode NSValue（中身は整数,１ならページレイアウトあり）

CocoaRTFVersion NSNumber（整数, このRTFを作成したCocoaのバージョン，0ならCocoa以
外, 1ならNextStep, 40ならOpenStep, 100はMac OS X v10.0……以降
102ならv10.2という風に続く）

Converted NSNUmber（整数, ファイルがフィルターサービスで変換されたかどうかを
示す。0ならオリジナル）

付加情報（アタッチメント）のハンドリング
付加情報（ファイルに埋め込まれたイメージなど）は，特殊文字と属性情報の両方で Attributed String の
中に指定されます。特殊文字は，NSAttachmentCharacter という広域変数として定義されており，文字
列の中に置かれることで付加情報の表示位置を示します。
属性としての NSTextAttachment オブジェクトは， NSAttachmentAttributeName というキーで特定さ
れます。このオブジェクトには付加情報自身に加え，文字列が描画されるときに表示されるイメージデータ
が格納されています。
付加情報つきの文字列を生成するには，NSSttributedStringの attributedStringWithAttachment:メ
ソッドを使用します。生成したAttributed Stringは，appendAttributedString:メソッド，あるいは  
insertAttributedString:atIndex:メソッドを使用して NSMutableAttributedStringのインスタンスに
追加することが可能です。
付加情報付きのリッチテキストデータを書き出すには，RTFDFromRange:documentAttributes: メソッ
ド，あるいは RTFDFileWrapperFromRange:documentAttributes: メソッドを使います。 また，付加情報
を含んでいる可能性のあるデータを読み込んで Attributed Stringを初期化する場合は，
initWithRTFD:documentAttributes:メソッド，initWithRTFDFileWrapper:documentAttributes:メ
ソッドを使用します。

Apple の拡張版RTF
Appleは，Cocoaがサポートしているテキスト属性をサポートするために，スタンダードRTFを拡張しまし
た。この拡張はスタンダードRTFのコマンド，グループ，エスケープの形式に準拠しています。
RTFコマンドは「\」（バックスラッシュ）とそれに続くアルファベット文字列（大文字，小文字は区別さ
れます）と任意の整数値（負の数も指定可能）から成ります。
RTFグループは「{」と「}」で囲まれた一連のRTFシーケンスで，他のグループを内包することができま
す。
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RTFエスケープは，「\」とそれに続く特殊文字の組み合わせです。例えば「\{」はグループの始まりではな
い「{」の文字そのものを表します。またRTFには，あるグループがドキュメント中の特定の位置に挿入され
る，例えば脚注などのような出力位置の概念が含まれています。「\*」というエスケープシーケンスは，こ
れに続くコマンドの意味を解釈できないリーダー・アプリケーションが，出力位置指定を無視するべきであ
ることを表します。
RTFでの寸法はtwip（1twipは 1/20ポイントです）で表されます。

次の表は文字列属性のためにAppleが拡張したRTFシーケンスの一覧です。

RTFシーケンス 意味 パラメータ

\CocoaLigatureN リガチャ・コントロール NSLigatureAttibuteNameで保
持される属性（初期値は1）

\expansionN グリフ拡大ファクター NSExpansionAttributeName
で保持される値 x 2000（初期
値は0）

\obliquenessN グリフ斜体ファクタ NSObliquenessAttributeNam
eで保持される値 x 2000（初期
値は0）

\fsmilliN フォントサイズ精密指定 フォントサイズ x 1000（サイ
ズが0.5ポイント単位以上に細
かい場合に指定する。初期値は
「\fs」）

\shadexN \shadeyN シャドウ・オフセット 文字につける影への距離（初期
値は3）

\shadrN シャドウ・ブロア 影のにじみ幅（初期値は0）

\strikecN ストライクスルー・カラー 色番号（初期値はフォアグラウ
ンド・カラーと同じ）

\strikestyleN ストライクスルー・スタイル NSStrikethroughStyleAttribut
eNameで保持される属性（初期
値は0）

\strokecN ストローク・カラー 色番号（初期値はフォアグラウ
ンド・カラーと同じ）

\strokewidthN グリフのストローク幅 ストローク幅 x 20（初期値は
0）

\ulstyleN アンダーライン・スタイル NSUnderlineStyleAttributeNa
meで保持される値（初期値は
0）

{{\NeXTGraphic attachment 
\widthN \heightN} string}

RTFファイルと同じフォルダに
あるアタッチメント・ファイル
の名前

attachmentはアタッチメント
ファイルの名前（UTF-8），
widthとheightはtwip単位での
アタッチメントのサイズ，
stringは常に0xAC

14/17



RTFシーケンス 意味 パラメータ

{{}{\*\glidN basestring} 
string}

グリフ指定（先頭の空の{}は
Mac OS X v10.2のバグのため
に必要）

string中のbasestringの部分を
置き換えるグリフID。通常は
string と basestringは同じ

{{}{\*\glidN basestring 
\glcolN} string}

CIDによるグリフ指定 string中のbasestringの部分を
置き換えるグリフのCID，glcol
にコレクションIDを指定する

{{}{\*\glid basestring \glnam 
glyphname} string}

グリフネームによるグリフ指定 glyphnameはUTF-8エンコー
ディング

\AppleTypeServiceUN キャラクタ・シェイプ・コント
ロール

NSCharacterShapeAttribute
Nameで保持される値（初期値
は0）

次の表はパラグラフ属性のためにAppleが拡張したRTFシーケンスの一覧です。

RTFシーケンス 意味 パラメータ

\pardeftabN パラグラフのタブ長初期値 twip単位で指定（初期値は0）

\qnqtural パラグラフのテキスト配置（スクリプ
トシステムに依存する）

なし

\slleadingN パラグラフの行間 twip単位で指定（初期値は0）

\slmaximumN 行幅の最大値 twip単位で指定（初期値は０：
制限なし）

\slminimumN 行幅の最小値 twip単位で指定（初期値は0）

次の表はドキュメント属性のためにAppleが拡張したRTFシーケンスの一覧です。

RTFシーケンス 意味 パラメータ

\readonlydocN 変更不可指定（この属性はファ
イルシステムと関係ない）

0：変更可　1：変更不可（初期
値０）

\cocoartfN CocoaRTFのバージョン番号 このRTFを作成したCocoaの
バージョン，0ならCocoa以外, 
1ならNextStep, 40なら
OpenStep, 100はMac OS X 
v10.0……と続く

\viewhN \viewwN ドキュメントの表示サイズ 表示サイズをtwip単位で指定，
初期値はなし
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Attribute String の単語／行計算
Application Kit による拡張でNSAttributedStringには，テキストエディタの典型的な処理であるダブルク
リックによる単語（ワード）選択を行う doubleClickAtIndex: メソッド，および単語の切れ目を見つける 
nextWordFromIndex:forward:メソッド，そして改行位置を計算する 
lineBreakBeforeIndex:withinRange: メソッドが追加されています。
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ドキュメント更新履歴
オリジナル・ドキュメントは「Attributed Strings Programming Guide」2006/01/10版。

要約は2006/01/17。本文中にも記したように要約にあたって一部表の内容をXcode付属のドキュメントに
よって更新した。
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