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Webフォント エバンジェリスト

関口 浩之

1960年　　　群馬県桐生市生まれ 
1980年代　　日本語ワープロ、DTPシステム、プリンタの製品開発　 
1990年代　　Yahoo! JAPAN 検索エンジンDB開発プロデューサー 
2000年代　　ECサイト構築/運営コンサルタント 
現在 　　　　  Webフォントサービス『FONTPLUS』エバンジェリスト 
　　　　　　  日刊デジタルクリエイターズ『もじもじトーク』月2回連載 

テニスオタク天体観測オタク文字オタク



　 

文字が好きですか？
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Webコンテンツにおける 
文字が占める割合は？
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 95％以上 



　 

四枚のバナーをお見せします
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バナーサンプル1

貴方にあったプランが見つかる 
シックスアパートホテル
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バナーサンプル2

貴方にあったプランが見つかる 
シックスアパートホテル
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バナーサンプル3

貴方にあったプランが見つかる 
シックスアパートホテル
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バナーサンプル4

貴方にあったプランが見つかる 
シックスアパートホテル
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文字（フォント）
印象戦略
ファーストインプレッション
サイトブランディング



　 

Webフォントって？
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この番付表の文字は画像？　
http://webfont.fontplus.jp/data_sample/ex03.html
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http://webfont.fontplus.jp/data_sample/ex03.html
http://webfont.fontplus.jp/data_sample/ex03.html
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[要素を調査]



　 

システムフォントの話
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Mac OS ・ iOS Windows 

ヒラギノなど メイリオ / MS P ゴシックなど 新ゴ, マルベリなど

デバイスやOSバージョンごとに搭載フォントが異なる

Webフォントを活用すれば 
全てのデバイス環境で書体が統一できる！

Android
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Webフォント 
基礎講座
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デモンストレーション

19http://goo.gl/3yQHCK

http://goo.gl/3yQHCK
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スマートライセンスは導入がカンタン！　
<!DOCTYPE html> 
<html lang="ja"> 
 <head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>FONTPLUS | 秀英体サンプル_大き目の文字_pmon）</title> 
  <link rel="stylesheet" href=“style.css"> 
</head> 
 <body> 
  <div class="box_a"> 
    <h1>吾輩は猫である・筑紫アンティーク</h1> 
    <div class="box_b"> 
      <h2><a id="dosei">夏目漱石～筑紫オールド～</a></h2> 
      <br /> 
      <img src="chikuwa.jpg" alt="秋葉さん家のちくわ" /><br> 
      <p class="msg"> 
       吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗　
いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。胸悪くなる。到底助から
ないと思っていると、どさりと音がして眼から火が出た。それまでは記憶しているがあとは何
の事やらいくら考え出そうとしても分らない。 秀英明朝 Lにて。<br> 
      </p> 
      <hr> 
      <div>このページは関口浩之の個人サーバ上のデモページです。</div> 
    </div> 
  </div> 
 </body> 
</html>

① 使用するドメインを登録（URL登録無制限） 
② FONTPLUSのJavaScriptタグをコピペする 
③ font-familyで書体指定

view-source:http://fontplus.sakura.ne.jp/mojimoji/dnp/syuei/style.css
view-source:http://fontplus.sakura.ne.jp/mojimoji/dnp/syuei/chikuwa.jpg
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<script type="text/javascript" src=“//webfont.fontplus.jp/accessor/script/fontplus.js?
xxxxxxxxxxxxxxxxx&aa=1&delay=1” charset=“utf-8"></script>
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@charset "utf-8"; 

h1 { 
 margin: 1.3em 0 1.1em 0; 
　 
 font-size: 2.5em; 
 color: purple;  
} 

h2 {  
　 
 font-size: 1.5em; 
 color: black;  
} 

body {  
　 
 font-size: 1.3em; 
    line-height: 120%; 
 color:  black; 
}

 font-family: "秀英初号明朝{pm}“;  

 font-family: "秀英横太明朝 M{pm}”;  

 font-family: "秀英角ゴシック金 L";  

ピンポイント文字詰め（新機能）

font-familyの書体名のあとに 
{pm}セレクタを指定すると  
その要素のみ文字詰めできる 

同一ページ内で同じ書体でも、 
要素が異なれば個別に文字詰め 
する/しないの使い分けが可能 

FONTPLUSの785書体のうち、 
8割以上がプロポーショナルメト
リクスに対応しています。

プロポーショナルメトリクス対応フォントリスト 
http://fontplustips.com/&pm=1/list.html

http://fontplustips.com/&pm=1/list.html
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font-family の記述について

⚫ font-familyの一般的な記述（ゴシック編） 
  

　font-family: "Hiragino Kaku Gothic ProN","メイリオ", sans-serif; 
　 

　font-family: Helvetica , "游ゴシック" , "Yu Gothic" , sans-serif; 

⚫ font-familyのベストな書き方2015年度版 
　http://sole-color-blog.com/blog/design/246/

http://sole-color-blog.com/blog/design/246/


　 

海外のWebフォント事情
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海外サイトではWebフォント利用が当たり前
http://store.nike.com/us/en_us/pw/kids-girls-tech-pack-collection/7pwZ7pxZclb

http://www.3m.com/3M/en_US/company-us/ 
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http://store.nike.com/us/en_us/pw/kids-girls-tech-pack-collection/7pwZ7pxZclb
http://www.3m.com/3M/en_US/company-us/


フォントの調べ方　画像文字は調査できません。システムフォントかWebフォント（リモート）の場合

http://store.nike.com/us/en_us/pw/kids-girls-tech-pack-collection/7pwZ7pxZclb

Firefoxでの操作例　　文字を摘んで右クリックして [要素を調査] をクリック
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http://store.nike.com/us/en_us/pw/kids-girls-tech-pack-collection/7pwZ7pxZclb


日本語Webフォントは 
遅かった…
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Webフォント、遅いよね？

めちゃくちゃ、速くなりました！

2013年5月14日までの 
旧FONTPLUS

2013年5月15日以降の 
現行FONTPLUS

http://goo.gl/6HeEu4表示速度比較動画（約5MB）
サーバー切替日に新旧のFONTPLUSにて、iPadを2台並べて 

同一のWebページで表示速度を比較しました
30

http://goo.gl/6HeEu4


　 

欧文フォントは 
フルセットでも重くない 

　 

でも、日本語フォントの 
容量はでかい！ 

１万文字以上あるので…
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約6MB
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フォントサブセット配信
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　吾輩は猫である。名前はまだ無い。 
　どこで生まれたか頓と見當がつかぬ。何ても暗薄いじめじめした所でニャー／＼泣いて居た事丈は記憶して居る。吾輩はこゝで始めて人間といふものを見た。然もあとで聞くとそれは書生といふ
人間で一番獰惡な種族であつたさうだ。此書生といふのは時々我々を捕へて煮て食ふといふ話である。然し其當時は何といふ考もなかつたから別段恐しいとも思はなかつた。但彼の掌に載せられて
スーと持ち上げられた時何だかフハフハした感じが有つた許りである。掌の上で少し落ち付いて書生の顏を見たが所謂人間といふものゝ見始であらう。此の時妙なものだと思つた感じが今でも殘つ
て居る。第一毛を以て裝飾されべき筈の顏がつる／＼して丸で藥罐だ。其後猫にも大分逢つたがこんな片輪には一度も出會はした事がない。加之顏の眞中が餘りに突起して居る。そうして其穴の中
から時々ぷう／＼と烟を吹く。どうも咽せぽくて實に弱つた。是が人間の飮む烟草といふものである事は漸く此頃知つた。 
　此書生の掌の裏でしばらくはよい心持に坐つて居つたが、暫くすると非常な速力で運轉し始めた。書生が動くのか自分丈が動くのか分らないが無暗に眼が廻る。胸が惡くなる。到底助からないと
思つて居ると、どさりと音がして眼から火が出た。夫迄は記憶して居るがあとは何の事やらいくら考へ出さうとしても分らない。 
　ふと氣が付いて見ると書生は居ない。澤山居つた兄弟が一疋も見えぬ。肝心の母親さへ姿を隱して仕舞つた。其上今迄の所とは違つて無暗に明るい。眼を明いて居られぬ位だ。果てな何でも容子
が可笑いと、のそ／＼這ひ出して見ると非常に痛い。吾輩は藁の上から急に笹原の中へ棄てられたのである。 
　漸くの思ひで笹原を這ひ出すと向ふに大きな池がある。吾輩は池の前に坐つてどうしたらよからうと考へて見た。別に是といふ分別も出ない。暫くして泣いたら書生が又迎に來てくれるかと考へ
付いた。ニャー、ニャーと試みにやつて見たが誰も來ない。其内池の上をさら／＼と風が渡つて日が暮れかゝる。腹が非常に減つて來た。泣き度ても聲が出ない。仕方がない、何でもよいから食物
のある所迄あるかうと决心をしてそろりそろりと池を左りに廻り始めた。どうも非常に苦しい。そこを我慢して無理やりに這つて行くと漸くの事で何となく人間臭ひ所へ出た。此所へ這入つたら、
どうにかなると思つて竹垣の崩れた穴から、とある邸内にもぐり込んだ。縁は不思議なもので、もし此竹垣が破れて居なかつたなら、吾輩は遂に路傍に餓死したかも知れんのである。一樹の蔭とは
よく云つたものだ。此垣根の穴は今日に至る迄吾輩が隣家の三毛を訪問する時の通路になつて居る。偖邸へは忍び込んだものの是から先どうして善いか分らない。其内に暗くなる、腹は減る、寒さ
は寒し、雨が降て來るといふ始末でもう一刻も猶豫が出來なくなつた。仕方がないから兎に角明るくて暖かさうな方へ方へとあるいて行く。今から考へると其時は既に家の内に這入つてたのだ。こゝ
で余は彼の書生以外の人間を再び見るべき機會に遭遇したのである。第一に逢つたのがおさんである。是は前の書生より一層亂暴な方で我輩を見るや否やいきなり頸筋をつかんで表へ抛り出した。
いや是は駄目だと思つたから眼をねぶつて運を天に任せて居た。然しひもじいのと寒いのにはどうしても我慢が出來ん。吾輩は再びおさんの隙を見て臺所へ這ひ上つた。すると間もなく又投げ出さ
れた。吾輩は投げ出されては這ひ上り、這ひ上つては投げ出され何でも同じ事を四五遍繰り返したのを記憶して居る。其時におさんと云ふ者はつく／″＼いやになつた。此間おさんの三馬を偸んで此
返報をしてやつてから、やつと胸の痞が下りた。吾輩が最後につまみ出され樣としたときに、此家の主人が騷々しい何だといひながら出て來た。下女は吾輩をぶら下げて主人の方へ向けて此宿なし
の小猫がいくら出しても出しても御臺所へ上つて來て困りますといふ。主人は鼻の下の黒い毛を撚りながら吾輩の顏を暫らく眺めて居つたが。やがてそんなら内へ置いてやれといつたまゝ奧へ這入
つて仕舞つた。主人は餘り口を聞かぬ人と見えた。下女は口惜しさうに吾輩を臺所へ抛り出した。かくして吾輩は遂に此家を自分の住家と極める事にしたのである。 
　吾輩の主人は滅多に吾輩と顏を合せる事がない。職業は教師ださうだ。學校から歸ると終日書齋に這入つたぎり殆んど出て來る事がない。家のものは大變な勉強家だと思つて居る。當人も勉強家
であるかの如く見せて居る。然し實際はうちのものがいふ樣な勤勉家ではない。吾輩は時々忍び足に彼の書齋を覗いて見るが、彼はよく晝寐をして居る事がある。時々讀みかけてある本の上に涎を
たらして居る。彼は胃弱で皮膚の色が淡黄色を帶びて彈力のない不活溌な徴候をあらはして居る。其癖に大飯を食ふ。大飯を食つた後で「タカチヤスターゼ」を飮む。飮んだ後で書物をひろげる。
二三ページ讀むと眠くなる。涎を本の上へ垂らす。是が彼の毎夜繰り返す日課である。吾輩は猫ながら時々考へる事がある。教師といふものは實に樂なものだ。人間と生れたら教師となるに限る。
こんなに寐て居て勤まるものなら猫にでも出來ぬ事はないと。夫でも主人に云はせると教師程つらいものはないさうで彼は友達が來る度に何とかゝんとか不平を鳴らして居る。 
　吾輩が此家へ住み込んだ當時は、主人以外のものには甚だ不人望であつた。どこへ行つても跳ね付けられて相手にしてくれ手がなかつた。如何に珍重されなかつたかは、今日に至る迄名前さへつ
けてくれないのでも分る。我輩は仕方がないから、出來得る限り我輩を入れてくれた主人の傍に居る事をつとめた。朝主人が新聞を讀むときは必ず彼の膝の上に乘る。彼が晝寐をするときは必ず其
脊中に乘る。是はあながち主人が好きといふ譯ではないが別に構ひ手がなかつたから已を得んのである。其後色々經驗の上、朝は飯櫃の上、夜は炬燵の上、天氣のよい晝は椽側へ寐る事とした。然
し一番心持の好いのは夜に入つてこゝのうちの小供の寐床へもぐり込んで一所にねる事である。此小供といふのは五つと三つで夜になると二人が一つ床へ入つて一間へ寐る。余はいつでも彼等の中
間に己れを容るべき餘地を見出してどうにか、かうにか割り込むのであるが運惡く小供の一人が眼を醒ますが最後大變な事になる。小供は―殊に小さい方が質がわるい―猫が來た／＼といつて夜中
でも何でも大きな聲で泣き出すのである。すると例の神經胃弱性の主人は必ず眼をさまして次の部屋から飛び出してくる。現に先達て抔は物指で尻ぺたをひどく叩かれた。

例えば、この文章は 2,700文字 ありますが…

サブセッティング配信でデータ軽量化
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■もじトーク［02］Webフォン基本講座（1）／関口浩之こんにちは。前回、デジリビュしまたです「タルが豊富手入る時代」と題て文字の持つ情報伝達力いそ化よっ広表現お話を今テマな？方思ず
パ送りか的知スくださ笑●シム画像二バナサプ見比べ懐ね月曜日書れ川合イベ<htp:/go.lfr3s>　←jLYIB原寸示同えせ拡大みほうギザきら！ブラウ法一般通あひソコやレッど編集作成わざゃけ素朴疑問
ご覧yKuDRCぎキャチピ出気ボ制語登場OSョ搭載数体ゴ明朝MacXヒノindw78メオ標準ア筑紫U新NT配信ばワEAP利用使許諾範囲外セ上探置形式変換考ょ～5ぜ-J6例万千以何種類FVG分自仕組年ぐ対
応社提供開始めqズぱ料金掛各カ含安心ペ必要容量軽記事総ユニ重複計算：,9約※ロダぉ結構実際m発ツド確注部稿整理閲者視点ホ訪読人少欲・店名住所電番号商品ゲづケ僕グ付保存多張宿泊宅紙モ
先家族忘性損エ向最後会無版興味度試次導予定

名寄せ後はこれだけ ※重複文字が多いので

文字数（ユニークグリフ） 400文字

http://goo.gl/Z47zKj

容量は 50KB

【サンプルページ】
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http://soyandco.comS O Y & C O . 様全文Webフォント適用した事例

36
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導入事例
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http://www.city.odawara.kanagawa.jp/

日本広報協会 
全国広報コンクール 
2014 入選！

アクセシビリティとデザイン性を両立、自動翻訳にも対応！

小田原市公式ホームページ様

ナビゲーションや見出しに親しみ感のある「ハミング」を採用したことで市民との距離が近くなりました
38

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/


博報堂様 京都造形芸術大学様

植彌加藤造園様 日本情報産業様

http://seikatsusoken.jp/teiten2014/ http://www.kyoto-art.ac.jp/t/

http://ueyakato.jp/ http://www.nii.co.jp/
39

http://seikatsusoken.jp/teiten2014/
http://www.kyoto-art.ac.jp/t/
http://ueyakato.jp/
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大江戸温泉物語様

http://www.ooedoonsen.jp/ http://www.kinugawakanaya.com/

鬼怒川金谷ホテル様

http://www.nicho.co.jp/

日本調剤様 SNOWSTEEZ様

https://www.snowsteez.jp/
40
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http://soyandco.com/http://www.dramaticyotsukaido.com/

ガトーフェスタ ハラダ様 コトノカ様

shop.gateaufesta-harada.com/shop/ http://www.kotonoca.com/

四街道市様 SOY & CO.様

41

http://soyandco.com/
http://soyandco.com/
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http://recruit.pixiv.net/

http://colamune.com/typomap/http://www.intrix.co.jp/2012/

http://www.hotoku.co.jp/wedding/

報徳会館様 ピクシィブ様

イントリックス様 タイプマップ（こへ様）
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http://anatani-aitai.com/

ふにろぐ（出口伸也様）あなたに会いたい（千貫りこ様）

データファーム（勝又孝幸様） 金沢の坂道（いちがみトモロヲ様）

http://funnis.net/blog/

http://kanazawasaka.com/http://datafarm.jp/
43
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文字（フォント）
　 

身近なコンテンツであり
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ビジネスにおいても重要
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Windows環境の 
表示品質は？



13インチMacBook Pro Retina  
2560×1600

13インチ MacBook Air 13　 
1440×900　

iPad Retina 

Mac環境での 
Webフォント表示はきれい！



Win環境でも綺麗にでるの？

Win7以降＋高解像ディスプレイだとWinでも綺麗！

Window８マシン IGZO液晶搭載機　2560×1440 Window８マシン ４K液晶搭載機　3840×2160

FONTPLUSではWindows環境でも綺麗に表示できるようレンダリング調整して配信してい
ます。※この機能は書体により効かない場合もあります。対象書体： 
横の解像度数が2000ドット以上のディスプレを積んだWindows7以降のOSパソコンだと
ブラウザ上の文字も綺麗です。とりわけ、IGZOディスプレイ（2560ドット幅や3840ドッ
ト幅）だと小さい文字もMac Retina同様に非常に綺麗です。



Webフォントは 
文字詰め(カーニング) 

できるの？



■ 通常モード（文字詰めなし） http://p.tl/aNrnモック：

① プロポーショナルメトリクス　&pm=1タグ　 http://p.tl/AXYf

http://pr.fontplus.jp/kerning/プロポーショナルメトリクスの詳細 →→

■ 文字詰め機能は二種類

モック：

② 余白なし詰め + LetterSpacing　&t=0タグ http://p.tl/ijou

文字詰め機能の詳細 →→ http://p.tl/_nsV

モック：

FONTPLUSは字詰めにも対応！

FONTPLUS配信時にプロポーショナルメトリクス値を解釈し、X軸方向の文字間調整して字幅を調整しています。

文字の字面の両側余白を削除して、letter-spacingで調整する方式もご用意しています。IE6/7/8でも動作します。

2015年10月、部分指定して文字詰めできる新機能もリリース
http://www.softbanktech.co.jp/corp/news/press/2015/078/

http://p.tl/aNrn
http://p.tl/aNrn
http://p.tl/AXYf
http://p.tl/AXYf
http://pr.fontplus.jp/kerning/
http://p.tl/ijou
http://p.tl/_nsV
http://p.tl/ijou
http://www.softbanktech.co.jp/corp/news/press/2015/078/


ますます広がる 
Webフォントの可能性



CSSでここまでできる！ 画像使ってません

http://pr.fontplus.jp/2011/work/award-iwa/index.html

第一回　日本語Webフォントアワード2011

http://pr.fontplus.jp/2011/work/award-iwa/index.html
http://pr.fontplus.jp/2011/work/award-iwa/index.html


CSS3とHTMLでタイポグラフィ！

自分のTwitter IDで再生してみて！　 
Twitter APIでタイムライン取得し、形態素解析した後に品詞ごとに文字サイズ変更し 
３Dでモーションタイポグラフィを実現。※ Internet Explorerでは3Dに対応していません。 

http://goo.gl/ddmcbx

Webフォントデザインアワード2011　主催者（FONTPLUS）作品

http://goo.gl/ddmcbx
http://goo.gl/ddmcbx


魚の泳ぐ様子を日本語Webフォントで表現。魚をクリックすると詳細説明がでてきます。魚の特徴や習性に応じた 

書体選びと動きが見事ですし。※ 推奨ブラウザはパソコンChrome/Firefoxです。

フォントが泳ぐ！　動きにも注目！

http://goo.gl/EaeXDB

Webフォントデザインアワード2011最優秀賞　ニフティ株式会社クリエイティブデザイン部様

http://goo.gl/EaeXDB
http://goo.gl/EaeXDB


ラグランパンチ→　 
　

くろかね→ 

筑紫ゴシック→ 

ポップハピネス→ 

【ランディングページの管理画面モック例】

http://goo.gl/2qGEswデモ用モック
※モックページの下のほうに、なんちゃって管理画面があります。タイトルに「店長涙目バーゲン」と入力してみてください。

ランディングページのモック実験公開中！

※社内用デモモックにつき、すべてのブラウザに対応していません。レイアウトが崩れますのでご了承ください。

デザイナー不在時でも、 
ランディングページが作れる！

http://goo.gl/2qGEsw
http://goo.gl/2qGEsw


デジタルサイネージへの活用広がる

今までのサイネージシステムは動画ファイルをビューアで再生するのが一般的でした。このシステムでは
HTML5ベースのサイネージコンテンツが簡単に作成でき、スケジュール配信できます。 
HTML５ベースコンテンツなので、AndroidやiPad、HTML5対応ブラウザを搭載した液晶パネルなどで
再生できます。お手軽かつ低コストでデジタルサイネージが実現できます。

HTML5対応デジタルサイネージ『SIGNESS』がWebフォントに対応

http://goo.gl/hqKA09

秋の夜長にオススメの100冊

読書の秋 
キャンペーン

買えば買うほどポイントGET！ 

ポイント10倍

http://goo.gl/hqKA09


　 

まとめ

59



・SEO対策

・多言語対応

・制作効率アップ

・アクセシビリティ

・ブランディング

・読み上げ対応

　

Webフォント導入メリット
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文字って
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コンテンツの美観

情報の重みづけ

情緒表現
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文字は
人の心を動かす

ブランディングの重要な要素
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ありがとうございました！

本資料にて記載されている会社名、製品名サービス名は、当社または各社の商標もしくは登録商標です。

http://fontplus.jp/
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