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䨕り鲭ってみましょう

















꧅㯸傴盈EPUBյmobi
HTML+CSS



フォントが㏆⠠氳に㘃えյ
ウェブフォントも┉芗氳に





磝撶湳閁のない☔յ
できないとあきらめていた☔はյ
䏼全のまま



フォントの鹟び亠յ磝撶などの
バランスが䖾い

フォントは䬈ったけれど





똜ꄇ 䌚
劔䌋⚡炘スイッチ



㓴璛稴DTP劅塜







「磝撶」って⛰



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E7%89%88



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E7%89%88



「タイポグラフィ」との鷿いは











B乃㰄をデザイン釐碛として榫いる䣆嫎
A鐆みやすくյ紆しく乃㰄を鿥糋すること

タイポグラフィ



磝撶

タイポグラフィ

ウィキペディアでは

乃㰄٬㍲撶٬⫝洠などを鿥糋する⛼哅の稀燡
ⷄ⯇擻における乃㰄の⛮逮を丝える䤗菚

㲔꤀は
乃㰄を鿥糋する⛼哅の稀燡

乃㰄を
デザイン釐碛として榫いる䣆嫎



このセッションでの「磝撶」の㲊紶



小ネタ

タイポグラフィ
typographical error
鏰吣鏰㰄٬聰㰄



















车车儕䬈えյ┸珷䬈えյジャスティファイ 䄅䬈え ⺓䬈え





小ネタ



小ネタ



https://togetter.com/li/40407







ゴールはどこ















小ネタ









僶ましい敯䛜



鸵⮉なフォントを鹟䥃するとյ
フォントの㰆㏇䚉は寕える



鸵⮉なフォントを鹟䥃するとյ
フォントの㰆㏇䚉は寕える





これまでの孱れ







2001䇗















2011䇗

2010䇗



2015䇗



Adobe Fonts仾「Typekit」



どんどんベンダー㘃える















フォントが㛡すぎ



トラブルや䌃㲹



フォントの畘杼





小ネタ

宾鞷撶⛼䡗やカジュアルコピーյ
ネットワーク磬榺での扛錉⺎鿥⟓などյ┘塜コピーյ鿥䄭への㵚瓀を䍚



https://fontworks.co.jp/news/archives/305



https://fontworks.co.jp/news/archives/305

ꪜ辐炐の㲔产
䇗僖から



㵸さいまとめ



「フォントもこんなんだしյ磝撶と銧われても」から



「フォントもこんなんだしյ磝撶と銧われても」から

磝撶が鴑いついていない









釤る☔や梪㗞によって㚺わる





















Webページ内のテキストは、
ユーザーのローカルコンピュータに
インストールされているフォントで表示されます。 

デバイスフォント
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ヒラギノ鉈ゴ
Pro W6渡邉

ヒラギノ鉈ゴ
Std W8渡邉



フォント 樋燡 グリフセット 㰄䎬丗
OCF

AdobeJapan 1-0 AJ1-0 8,284

AdobeJapan 1-1 AJ1-1 8,359

CID AdobeJapan 1-2 AJ1-2 8,720

OpenType

Std AdobeJapan 1-3 AJ1-3 9,354

Pro

Pro AdobeJapan 1-4 AJ1-4 15,444

Pr5 AdobeJapan 1-5 AJ1-5 20,317

Pr6 AdobeJapan 1-6 AJ1-6 23,058



ヒラギノ鉈ゴ
Pro W6渡邉

ヒラギノ鉈ゴ
Std W8渡邉



Pr6とPr6Nの鷿いは







JIS2004㰄䎬⚥礴氳なյ仾㰄겧
Nつき

辻　飴　噌
葛　祇　鯖

JIS90㰄䎬
Nなし

⪒芗に樋㰄겧
辻　飴　噌
葛　祇　鯖



仾㰄겧 樋㰄겧





小ネタ



https://blogs.adobe.com/japan/adobefonts-adobe-support-ligatures-of-new-era-names/



https://blogs.adobe.com/japan/adobefonts-adobe-support-ligatures-of-new-era-names/





https://blogs.adobe.com/CCJKType/2018/09/aj17-font-names-ja.html



https://blogs.adobe.com/CCJKType/2018/09/aj17-font-names-ja.html



















「⮆ꦕ焔塛」の釨⯞





鲿鲛鳤鲧鲷鱅
鲿鲛鳤鲧鲷鱅
鲿鲛鳤鲧鲷鱅



鲿鲛鳤鲧鲷鱅
鲿鲛鳤鲧鲷鱅
鲿鲛鳤鲧鲷鱅





碊擻では
「よ⿁⺲などを䷉车しない」
というお⛼嫎もある



㓹儖として⛰もしなければյ
杯㏇のブラウザーでは焔⯞される



�



    body{

      word-break : break-all;

    }�





小ネタ













璛鸦いがつながるように璛䣕い
デザイン



デザイン

璛鸦いがつながるように璛䣕い



Mayer



Mayer







（■）(■)



()（）



Tokyo
Tokyo

AVA
AVA



ff fi
ff fi



プロポーショナル鎅め㏯璡㰄鴜り
㰄ꪫが㵸さいյ
ふところが於いフォントによっては
スカスカに釤えてしまうので鐧丝が䑒釐



ⶡ鏤յフレーズを˘㕴̇チャンクとして鏀閁させやすくする





























Proportional WidthsProportional Alternate Widths



Syntax for OpenType features in CSSチートシート
カテゴリ 䙫⽏ ⡁ 鐄伺

Ligatures ⺬㰄
Common/sta ndard ligatures liga ┉芗氳な⺬㰄嘅嶖⺬㰄
Contextual alternates calt ⯥䏲꞊➟に❣㰆する㰄䎬
Discretionary ligatures dlig ♳䙫の⺬㰄

Letters 乃㰄
Small caps smcp スモールキャップス

Capitals to small caps c2sc 㛻乃㰄のスモールキャップス
Swashes swsh スワッシュ㰄䎬
Stylistic alternates salt デザインのバリエーション

Numbers 丗⡁

Lining figures lnum ライニング丗㰄
Oldstyle figures onum オールドスタイル丗㰄
Proportional figures pnum プロポーショナル丗㰄
Tabular figures tnum 璡䆋丗㰄
Fractions frac ⮆丗
Ordinals ordn ┕♀き䈋丗辐鋗

Stylistic sets 
スタイルセット

Stylistic sets 01–20 ss##  デザインのセット

East Asian 
script

典アジア 銧鏤の 孨㰄

Width 
variants 

䆋の 樟なる㰄䎬

Proportional Widths pwid プロポーショナル㰄䎬
Proportional Alternate Widths palt プロポーショナルメトリクス

Proportional Kana pkna プロポーショナルかな

Full Widths fwid 璡䆋⪒鉈㰄䎬
Half Widths hwid 璡䆋ⶐ鉈㰄䎬硜擻をⶐ鉈に
Alternate Half Widths halt 㰄䆋ⶐ鉈メトリクス
Third Widths twid 璡䆋└⮆㰄䎬
Quarter Widths qwid 璡䆋㍋⮆㰄䎬

Cultural 
variants 

 乃氳に 樟なる㰄䎬

JIS78 Forms jp78 JIS78 㰄䎬
JIS83 Forms jp83 JIS83 㰄䎬
JIS90 Forms jp90 JIS90 㰄䎬 
JIS2004 Forms jp04 JIS2004 㰄䎬
Traditional Forms trad 仾㰄⛮
Ruby Notation Forms ruby ルビ榫㰄䎬
Horizontal Kana Alternates hkna 嘦磝み榫かな
NLC Kanji Forms nlck ⷄ⯇嘅嶖㰄⛮NLC=仼儖の㎁鏤㴯閱⚡
Alternate Annotation Forms nalt ⟣굝㰄䎬
Italics ital イタリック

Vertical 
features

 窶傴き嚀耆

Vertical Kerning vkrn 窶磝みペアカーニング
Vertical Alternates vert 窶磝み榫㰄䎬
Proportional Alternate Vertical Metrics vpal 窶磝みプロポーショナルメトリクス
Alternate Vertical Half Metrics vhal 窶磝み㰄䆋ⶐ鉈メトリクス
Vertical Kana Alternates vkna 窶磝み榫かな

More  
その☽ 

Kerning kern カーニング

Glyph Composition/Decomposition ccmp 㰄⛮磝撶⮆鉮
Localized Forms locl ローカライズの㰄䎬
Superscript sups ┕♀き乃㰄
Subscript subs ┖♀き乃㰄
https://helpx.adobe.com/jp/fonts/using/open-type-syntax.html
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ꄆさは 24 キロでしたն
╚に Web ⯆⛼の杯㕙で



ꄆさは 24 キロでしたն
╚に Web ⯆⛼の杯㕙で



ꄆさは 24 キロでしたն
╚に Web ⯆⛼の杯㕙で















ウェブではできない



舅⮆でスペースを⪌れる























葏丗㰄յかななどの乃㰄牊ごとに樟なるフォントを䧗㲊すること



• 山路をスピーディに「登り」な（が）ら123456

• 㸓饟をスピーディに「氧り」ながら1 2 3 4 5 6

「りょうゴシック PlusN」のみ

嶎ノ鉈ゴシック ヒラギノ鉈ゴW2
うろこなし

りょうゴシック Std Myriad鬭く㵸カギ PlusでなくStd 㵼し㛻きく

⺬䡗フォント

りょう

86%90%







モリサワフォントの䏼㷯埪乃のペアカーニングゖ갭









@font-face {

  font-family: "Lato-Light";

  src: url("/fonts/Lato/Lato-Light.eot");

  src: url("/fonts/Lato/Lato-Light.ttf") format("truetype"),  

       url("/fonts/Lato/Lato-Light.woff2") format("woff2"),

       url("/fonts/Lato/Lato-Light.woff") format("woff");

  unicode-range: U+0030-0039, U+0041-007A;

}

@font-face {

  font-family: "Lato-Regular";

  src: url("/fonts/Lato/Lato-Regular.eot");

  src: url("/fonts/Lato/Lato-Regular.ttf") format("truetype"),  

       url("/fonts/Lato/Lato-Regular.woff2") format("woff2"),

       url("/fonts/Lato/Lato-Regular.woff") format("woff");

  unicode-range: U+0030-0039, U+0041-007A;

}

https://qiita.com/hitomi5/items/7b27f0ebffb9c33d7f4f
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情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこ
へ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画
が出来る。とかくに人の世は住みにくい。意地を通
せば窮屈だ。 
とかくに人の世は住みにくい。
どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、
画が出来る。意地を通せば窮屈だ。山路を登りながら、
こう考えた。智に働けば角が立つ。どこへ越しても
住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。
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MSゴシック = ˘パソコンの乃㰄˙として鐆みやすいと䚉じる┉㲊㷺がいる













































テキスト俑畍



はծデザインの眔毑կ「どんなˑことば˒で⠗えるか」
はծデザインの眔毑կ「どんなˑことば˒で⠗えるか」











⛰を㓹嶖に⮭了すればいいのか





㉏いさわせ㼎䘔
ꨵ鑧ծメール

サイト 䏄莧での㼎䘔
リアル







このセッションでの「磝撶」の㲊紶



车车儕䬈えյ┸珷䬈えյジャスティファイ 䄅䬈え ⺓䬈え



鸵⮉なフォントを鹟䥃すると
フォントの㰆㏇䚉は寕える



このセッションでの「磝撶」の㲊紶
テキスト舅⛮の鐆みやすさに鿥䜡しյ



3つのレイヤーで罋える
クリエイティブにおける
「俑㶵」の䪔い





https://ost.today/



Thanks




