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Webフォントの
成り立ち，現在，未来
　「Webフォント」をご存知だろ
うか。2018年 2月時点，日本語
Webフォントを利用しているサ
イトは 3万件以上にのぼる。身
近な存在になった。
　海外では 2010年頃から流行り
はじめたが，1書体あたり 1万文
字以上ある日本語のWebフォン
トサービス化は難しいと言われて
いた。
　そんな中，2011年 7月，日本

語 Web フ ォ ン ト サ ー ビ ス
「FONTPLUS」が産声をあげた。
フォントワークス，イワタ，モト
ヤ，白舟書体の約 600書体が使
えるというものだ。1つのライセ
ンスで全書体が使え，利用できる
ドメイン数は無制限で月 1,000円
（10万 PV）から利用できる。
　その後，モリサワ，砧書体制作
所，SCREEN，大日本印刷，凸
版印刷などの書体も追加され，約
1,000 書体が使えるプラット
フォームに成長した。

　FONTPLUSが各メーカーへ
フォント使用料を支払うビジネス
モデルなので，利用者は安心して
Webフォントを利用できるのだ。
　この 7 年間で，TypeSquare，
R E A LT Y P E，Fo n t S t re a m，
Typekit，fonts.com，Google 

Fontsなど，日本語に対応した
Webフォントサービスが続々と
登場し，今では，日本語Webフォ
ントが，当たり前のように使われ
るようになった。
　今回，Webフォントの最新事

図1　キヤノンの「キヤノングローバルサイト」。http://global.canon/ja/

文字もじMOJIの世界
8．Webフォントと文字・紙
関口 浩之＊



86｜印刷雑誌 2018（Vol.101）4

情を紹介しつつ，Webと文字の
関係も解説する。
　Webフォントを理解するため
に，おすすめの導入事例を 3つ
紹介しよう。
　キヤノン（株）の「キヤノング
ローバルサイト」（図 1）は，可
読性の高いユニバーサルデザイン
フォントを採用。Webパフォー
マンスがよいサイトなのでWeb

フォント表示も快適。書体は「ヒ
ラギノUD角ゴシック」を利用。
　小田原市役所の「小田原市公式
ホームページ」（図 2）は，Webフォ
ントでアクセシビリティとデザイ
ン性を調和。Google翻訳やハイ
コントラストモード切り替えはテ
キストだと実現しやすい。書体は
「ハミング」を利用。
　鈴乃屋の「衣のいのち」（図 3）
は，writing-modeプロパティ 1）

を活用し，日本語ならではの縦書

き横書き混在を実現。着物カタロ
グをめくる感覚のナビゲーション
が秀逸。書体は「筑紫明朝」を利
用。
　どの事例もテキスト表現におい
て，限りなくWebフォントを利
用している。数年前まで，ナビゲー
ションボタンや見出し，商品名の
文字などは画像データ（pngや
jpeg）で表現することが多かった。
システムフォントでは，デザイン
性や訴求の点で，満足できなかっ
たということなのだ。
　昨今，高解像度のディスプレイ
を搭載したスマートフォンやタブ
レット端末の急激な普及により，
画像データで作られた文字は拡大
するとぼやけたり，視認性が低下
してしまうのだ。

　「だったら，閲覧するデバイス
側にないフォントをクラウドサー
バーから配信しましょう」という
考え方で登場したのがWebフォ
ントサービスである。
　でも，日本語Webフォントに
は課題があった。
◇データが重い，表示が遅い
◇ブラウザ上での文字組版が満足
できない

　欧文フォントと異なり，1つの
日本語フォントに収録されている
グリフは，1万字以上ある。例え
ば，Adobe-Japan1-6の明朝体の
データ容量は 10MBを超えてし
まう。
　そこで，そのページで使われて
いる文字列を，その要素に指定さ
れたフォント（CSSで記述した
font-family名）のみを配信する
「ダイナミックサブセッティング

図2　小田原市役所の「小田原市公式ホームページ」。http://www.city.odawara.kanagawa.jp/

1）テキストの行のレイアウトを水平ま
たは垂直に，ブロックの流れる方向を左
向きまたは右向きに定義する設定
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図3　鈴乃屋の「衣のいのち」。https://suzunoya.com/kinu/

方式」の採用により，データ軽量
化が図られたのだ。
　また，Webフォント配信のプ
ラットホーム側の技術向上によ
り，表示速度は 2016年までには，
ほぼ解決された。先の 3つの導
入事例は，本文を含めてWebフォ
ントを利用しているが，表示速度
で不満を感じることはないであろ
う。
　そして，2017年，DTPと同じ
とまで言えないが，縦書き表現，
文字詰め表現など，比較的満足で
きるレベルになった。主要なモダ
ンブラウザが，縦書き横書き指定
のCSSプロパティwriting-mode

や，自動カーニングの font-

feature-settingsに対応したので
ある。また，FONTPLUSなどで
は，特定要素だけピンポイントで
文字詰めできる配信側で制御する
仕組みも存在する。

　上場企業の主要 500社のコー
ポレートサイトで，日米のWeb

フォント導入率を調べてみよう。
米国ではほとんどの企業がWeb

フォントを利用している。欧文 1

書体あたりのデータ容量はほとん
どが 100KB以内であり，使用許
諾が OKであれば実装や運用が
しやすい。
　日本企業のコーポレートサイト
のWebフォント導入率はかなり
少ないが，最近のリニューアル案
件では，日本語Webフォントを
積極的に導入するケースが増えて
いる。表示スピードが改善された
後，制作効率の向上，アクセシビ
リティへの配慮，サイトブラン
ディングの観点から，テキストを
画像データで表現することを避け
る考え方が，やっと現場に浸透し
てきたと言える。
　フォントが活躍する場面は，今

後ますます増え，フォントのサブ
セット利用の重要性は高まると思
われる。15世紀のグーテンベル
グ活版印刷の発明に端を発した
フォントを介した情報革命は，こ
こ数十年，DTP，インターネット，
Web媒体，電子書籍など，フォー
マットやプラットフォームは変化
しつつも，フォント利用方法の選
択肢が増えるということは歓迎す
べきことなのである。運用が複数
走ることになり，大変だという意
見もあるが……。
　好むと好まざるとに関わらず，
IoT（Internet of Things： モ ノ
の イ ン タ ー ネ ッ ト ） や AI

（Artificial Intelligence：人工知
能）の時代になる。まだまだ先の
ことだと思っていたら，音声認識
AIデバイスやウェアラブルデバ
イスは，すでに身近な存在になっ
ているのだ。
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　IoTにおけるディスプレイ解像
度はさらに高まり，表示領域がと
ても小さいデバイスや，平面でな
いディスプレイも登場するであろ
う。文字が見やすい環境，つまり
人に優しいインターフェースは
フォントの良し悪しで決まると
言っても過言ではないだろう。
　そして，コンピュータが取り扱
う文字（直接，目に見えない文字）
は，マシンリーダブルでアクセシ
ブル，かつ，正確な情報が求めら
れる。
　画像データを扱う場合，代替テ
キスト（alt属性）の記述がとて
も重要になってくる。
　そして，表現するものが文字で
あるならば，Webフォントなど
のサブセットフォントで表現すれ
ば，alt属性の修正漏れも起きな
いというメリットもあるのだ。

フォントは情感を持っている
　街中には，ポスターやサイネー
ジ，案内板や看板が溢れていて，
さまざまフォントで表現されてい
る。また，テレビに映るテロップ
やフリップには，コンテンツに
マッチした書体で表現している。
それらを観察するのは非常に楽し
い。
　本屋に立ち寄れば，魅力的に装
幀された新書が平積みされてい
る。どんな書体が使われているの
か気になる。「筑紫 Aオールド明
朝」や「秀英初号明朝」，「凸版文
久ゴシック」や「A1明朝」「丸
明オールド」など，たくさんの素
敵な書体を発見することができ
る。
　美しいポスターや装丁などは，
イメージに合った書体が選択さ
れ，自然にすーっと体に入ってく

るような文字組みがされている。
思わず，立ち止まって眺めてしま
う。アートディレクターが丹精込
めて作り上げた広告に使用されて
いる文字は美しいのだ。
　Webの世界はどうだろうか。
誰でもブログ記事を掲載できる時
代になり，htmlと CSSが理解で
きれば，デザインの勉強をしなく
てもWebサイトも簡単に作成で
きる。だから，仕事でWebに関
わるすべての人は，書体の選択に
じっくり時間を掛けるべきなの
だ。ノンデザイナーであればある
ほど，コンテンツに合ったフォン
ト選びをしっかり学ぶことは，将
来，それが大きな武器になる。
　Webサイトにアクセスした際
のファーストビュー（パソコンや
スマホの画面に表示されるエリ
ア）において，“可読性の高い文
字が使われているか”“企業イメー
ジにあった書体を使っているか”
は，とても重要である。
　いくらメインビジュアルが美し
くても，そのサイトのイメージに
マッチしたフォントが使われてい
なければ，残念なイメージを来訪
者に与えてしまう。人間の脳は
0.1秒で「それがなんであるか」
「好きか嫌いか」を判断している。
　書体選びのコツを磨く近道はな
いと言われている。「素敵な文字
をたくさん見なさい」と言われて
も難しいので，人気書体ランキン
グ等を参考にするのも良いだろう。

「文字とデザイン」の
エバンジェリスト
　私は年間 30回程度，全国各地
のセミナーでWebフォントの最
新トレンド，実装方法，技術解説
などを講演している。Webフォ

ントの黎明期は技術的なセッショ
ンが中心であったが，ここ 1～ 2

年は，「書体が変わるとイメージ
がガラッと変わる」とか「この分
野のサイトでは，こんな書体が使
われる傾向がある」といった書体
選択のヒントをお話する機会が増
えた。
　一昨年の 2016年から「書体と
デザイン」をテーマとした
「FONTPLUS DAY セミナー」を
主催し，毎回 80人前後の方に参
加いただいている。書体の作り手
である，小林章さん，藤田重信さ
ん，今田欣一さん，片岡朗さん等
をお招きして，書体の深い話を
語っていただいた。ある回では，
アートディレクターの副田高行さ
んもお招きして，広告デザインと
文字に関する講演を行った。Web

タイポグラフィをテーマとした回
も 4回実施した。
　なぜ，Webフォントサービス
を提供してる技術会社が，書体や
デザインをテーマとしたセミナー
をトコトン実施しているのか
……？　Web業界に従事してい
る方々は，書体を学ぶ機会はそれ
ほど多くない。まして，書体の作
り手からお話を聞く機会はまずな
い。
　書体の作り手やWebタイポグ
ラフィの専門家から話を聞くと，
学ぶべきことが非常に多い。頭の
中がシェイクされる感じの感動と
何かの化学反応が起きるのであ
る。そんな話を自分だけで留めて
おくのがもったいない，みんなに
も聞いて貰いたい。そう思って，
隔月で開催している。
　また，先日，名古屋のとあるコ
ンピュータ専門学校のWebデザ
イン学科で「フォントの知識を深
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める一日」というテーマで授業を
行った。聴講した生徒たちは，デ
ジタルネイティブな世代である。
鋳造活字（初号，5号，クワタ，
インテルなど）や写植メインプ
レートを教材として持参した。活
版印刷や写真植字という言葉も初
めて聞いたと言っていた。そして，
実物を見て，目をキラキラさせて
いたのが印象的だった。
　今後の FONTPLUS DAYセミ
ナーでは，書体の作り手でまだお
呼びできてない方々をお招きした
い。また，活字の歴史，文字組版
の基礎や応用，和文と欧文の混植
などをテーマとしたイベントも開
催したい。

まずはWebフォントを
体験してみる
　読者のみなさんの中で，Web

制作に関わる人が増えてきたので
はないだろうか。紙とWebの垣
根がなくなりつつある中，Web

コンテンツへの興味が高まってき
ていると肌で感じる。
　文字は情報伝達の重要なイン
ターフェースである。そして文字
は情報の重み付けや情感を伝える
力を持っている。紙であっても
Webであっても，それは変わら

ない。過去においても，現在も，
そして未来も，フォントは情報革
命の中心的存在なのである。
　3～ 4年前までは，紙媒体の仕
事をしている専門の方々から，
「Webフォントを活用してもエ
ディトリアルデザインのような世
界はできるはずがない」「表示速
度やデータ容量が問題だ」とか「ブ
ラウザのフォントレンダリングの
問題が解決されるのか」「文字詰
めができるのか」等のご意見をい
ただいた。
　それらの課題がほとんど改善さ
れ，今年 2018年，「Webフォント」
は理解しておくべきテーマのひと
つになったと言える。まずは使っ
てみることをおすすめする。Web

フォントサービス各社では無料ト
ライアル版も提供している。グ
ローバル化もさらに進む中，多言
語対応，アクセシビリティ，ブラ
ンディングはまずます重要にな
り，Webフォントはその一翼を
担っていると言える。
　Webフォントサービス事業者
として，今後も，さらなる技術の
向上，提供する書体や APIの選
択肢を増やすこと，そして，日本
語活字という美しい文化，先人の
英知である日本語組版の素晴らし

さの伝承を，デジタルネイティブ
の若い世代にも伝承していくこと
も担っていきたい。 （つづく）
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