
基礎知識

 ◆文字盤の時代からデジタル化
写真植字機の文字盤の文字数は約6,000

字、その内約5,000字が常用漢字主体の漢字
でした。1980年代後半にはアナログからフォン
ト化が始まり、それに際して文字数の拡張は、
5,000字程度の漢字が「A-J1-3＝7,014字、
A-J1-4＝9,138字、A-J1-6＝14,663字」、非
漢字は1,000字程度から「A-J1-3＝2,340字、
A-J1-4＝6,306字、A-J1-6＝8,395字」と増
えました。

 ◆文字数の拡張
フォント化においては、まず最初に既存の文
字の精査で、字体・字形の間違いがないか、部
首での違いはどうか、その他濃度などのデザイ
ン全般を見直し、確認してから拡張を始めまし
た。拡張といっても、文字数が揃えば良いだけ
ではなく、それぞれ書体の特徴のデザインが一
致していなければ書体としての統一性が損な
われてしまいます。しかも分担作業も多く、文字
を書く人、確認する人、デジタルに入力する人、
デザインを調整する人など、多くの作業者によ
るチームワークで作成されました。

 ◆ファミリー化の展開
A-J1-6など横軸への文字数の拡張に加え、

縦軸のファミリー展開がアナログ時代より容易
になったことで、まず基本書体といわれる明朝
体・ゴシック体などはファミリー化が一般的にな
り、その後、デザイン書体でもファミリー化が進
みました。ここでも、ウエイトの細い書体から太
い書体まで、ただ太くしただけでなく、デザイン
の特徴を統一させることに苦心しました。また
データ補間の中間書体の中にはデザインが気
にかかることも多くあり、作成後のファミリー段
検査にも細心の注意が必要でした。

一つひとつの書体に思いを込めて

 ◆UD新ゴ・UD新ゴNT
【デザインのきっかけ】
2006年に国連で採択された「障害者の権利

に関する条約」で「ユニバーサルデザイン」の
基本的な考え方が示され、フォントの分野でも
UD（ユニバーサルデザイン）フォントとしての開
発を求められることとなり、同年に着手しました。
【デザイン・制作の苦労話】
UDフォントへの対応として、元々読みやす

く、見やすく設計してきたモリサワフォントで、
さらに「読みやすさ」「見やすさ」をアピールする
ためには、どのようにしてデザインするかとい
う点に最も苦心しました。その結果、かなの濁
点、半濁点を大きくし、小さい文字でも読み間
違えが無いよう
に 変更、また
「り」や「な」など
のエレメントの
シンプル 化と
「ろ」や「る」など
の空間を広くす
るなど工夫をしました。
その際、全角枠からの濁点、半濁点のはみ出

しを少なくするためにかなの字面サイズをやや
小さくし、できるだけ全角枠からはみ出さないよ
うに調整する必要がありました。それでも出て
しまうかなについては、各ウエイトで、すべての
漢字とベタ組みにして、接触する濁音、半濁音
の調整を行いました。
漢字は既存の新ゴを元に修正することで、よ

りスッキリとしたデザインで視認性が良くなる
ように変更、とくに「口」関係の足（下への出っ張
り）部分を無くす形状にした時は、文字のバラ
ンスを崩さないための調整が大変でした。

 ◆丸フォーク
【デザインのきっかけ】
現在の丸フォークの元となるデザインは1970

年に文字盤書体M70Dとして完成、2004年の
文字盤書体M70のデジタル化に伴い、翌年の
2005年にM70Dもデジタル化され、ウエイト
が追加されたファミリー書体としてリリースされ
ました。
【デザイン・制作の苦労話】
文字盤書体M70Dをいまのウエイトに当ては

めるとRに近く、ウエイト展開をする際のHの
エレメントで幅の広い点などの形について試
行錯誤がなされました。このような形はデザイ
ナーのセンスが最も反映される部分であり、技
術とセンスが無ければ、
まとまりの無いデザイン
になる典型的な例です。

かな書体のお話

 ◆丸ツデイ
【デザインのきっかけ】
個性的な新丸ゴのかなに対し、スタンダード

な別かなの要望があり試作を開始しました。
【デザイン・制作の苦労話】
2001年から新丸ゴの別かなについて試作を

行いましたが、思うようなデザインにならずに３
年が経過していました。その間、先にネオツデ
イを完成させ、ネオツデイKSをベースにしたと
ころ、これまでしっくり来なかったデザインが思
いの外マッチし、新丸ゴの別かなとして丸ツデ
イが完成に至りました。
この丸ツデイができた事により、2008年作
成のUD新丸ゴかなの展開に繋がっていきます。

 ◆ネオツデイ KL・KS
【デザインのきっかけ】
フォントユーザへのアンケート調査がきっかけ
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で、人気のあったツデイ L/R/M/Bのリニュー
アル化が決定しました。
ツデイ書体の特徴として、当時の詰め打ち全
盛の時代にベタ組みでも詰め打ちのような対応
ができる書体という事で、字面が極力均等に見
えるようにデザインされた書体といえます。
当初の提案では漢字も含めてリニューアル

する内容でしたが、漢字はツデイファミリーの
思想を受け継ぐ新ゴファミリーを使用し、かな
と欧文記号のみをリニューアル作成する事で
方向性が決定しました。
【デザイン・制作の苦労話】
当初は文字盤のツデイのかなをリニューアル

する方向で進めていましたが、文字盤のツデイ
漢字と組み合わせた時に魅力があるデザイン
になっており、新ゴの漢字と合わせるために部
分的にかなの変更を試みたものの、サイズや太
みの揃った新ゴの漢字と組み合わせると、デザ
インが上手くまとまらず、かなのみを別の漢字に
組み合わせることの難しさを改めて思い知らさ
れました。その結果、ツデイは参考の扱いとし、
新たに新ゴの別かなとして取り組む必要に迫ら
れた事は大変な苦労となりました。
大がなの作成時に、でき得る限り大きくする

事を目標にした事で、濁点・半濁点の全角枠か
らのはみ出しを最小限に止める調整に苦心し、
この時は、大がな・小がなを同時に作成して、
新ゴ漢字と文章組みした見本を用いたテスト・
回覧を繰り返してデザインを固めました。

 ◆ゴシックMB101KS（小がな）
【デザインのきっかけ】
2006年当時、本文用ゴシック開発の要請があ

り、試作から始めて2008年に完成に至りました。
【デザイン・制作の苦労話】
文字盤当時MB101は、見出し用書体として

つくられており、ベタ組みでも綺麗に組めるよ
うに全体的に字面サイズを大きめに作成して
あるため、漢字とかなのサイズをどのように変
更するかが課題でした。かなのデザインで書体
全体の持つイメージが形成される事から、漢字
のサイズはそのままで、ウエイトL/R/Mのかな
と記号のみを本文用に変更する事を前提とし
た説得性のある見本の作成に苦心しました。
漢字は既存のものを使用するので、かなを縮

小した際に太みのイメージが変化しないように
工夫し、濁点や半濁点が清音の縮小に伴って
小さくならないように、また拗促音のサイズと
太さにも違和感が出ないように、専用の出力見
本を作成して細心の調整を行いました。

 ◆アンチックANファミリー
【デザインのきっかけ】
アンチック書体は文字盤時代にはかな文字盤

として存在していましたが、当時、組合せに推奨

されていた漢字は、AN1はB101、AN2はMB1
などでした。
文字盤時代のアンチック書体のデジタル化

に伴い、リニューアルが検討され、2001年に
試作を開始し、BBB・B101・MB31・MB101
ファミリー用の11書体を作成。
【デザイン・制作の苦労話】
混植するゴシック体漢字に対して、太みや字

面の整合性をマッチさせることに苦心しました。
そもそも明朝体系かなのアンチックとゴシック
体漢字の混植は、太みのイメージに不自然さが
発生し、通常の組み見本を作成してもなかなか
OKにならないのが現実でした。そこで実際に
コミックの紙面を借用して、吹き出しに当ては
めた見本を作成したところ、文句なしに採用が
決定となりました。
アンチック体そのものは明朝体ですが、ゴ

シック体と組み合わせて使用するため、ウエイ
ト名はゴシック体と同じにしています。

 ◆丸アンチック
【デザインのきっかけ】
新丸ゴの別かなとして、オールドスタイルを

提案し、2005年に試作、翌年完成。
【デザイン・制作の苦労話】
新丸ゴの漢字にオールドの字形を合わせる

ことに無理がありましたが、丸ツデイのエレメン
トとアンチック体の骨格を融合させ、字面サイ
ズは新丸ゴと比べるとかなり小さく見えるもの
の、オールドの雰囲気を出すために漢字との違
和感を感じない程度に小さめに設定していま
す。字形がオールドなので、懐は狭くデザイン
してあります。

 ◆ららぽっぷ
【デザインのきっかけ】
新丸ゴの別かなとして、POP系スタイルのか

なを提案し、試作を開始。新丸ゴの漢字と組み
合わせて使用できるようにウエイト展開を行い、
ファミリー書体として2007年に完成しました。
【デザイン・制作の苦労話】
全角枠にキッチリと納まっている新丸ゴの漢

字に脱力系のかなを合わせる事はデザイン的
にかなり苦労する点がありました。字面サイズ
などをやや大きめに設定し、漢字との違和感が
少しでも緩和されるように工夫しています。
これまでにも文字盤書体で丸文字系のかな
書体はありましたが、Ｌ～Ｕまでのウエイトを揃
えることで新丸ゴ漢字との共用を図り、また可
読性を損なわないように崩し方に工夫をしなが
ら試作を重ねて完成に至りました。

 ◆欧体楷書　藤かな
【デザインのきっかけ】
2006年に欧体楷書の別かな作成プロジェク

トがスタート、2007年に完成しました。

【デザイン・制作の苦労話】
毛筆系の書体であり、原図作成をどのように

すべきか検討したものの、結局は欧体楷書のか
なのエレメントを使用し、楷書体と行書体の骨
格を参考にデジタルデータでの作成に終始しま
した。別かなとしてどのようなイメージを反映さ
せるか悩んだ末に、「はんなりとした上品な雰
囲気」に焦点を定めデザインを試みています。

極めつけは「グラデーションファミリー」

 ◆黎
れい

ミン（グラデーションファミリー）
【デザインのきっかけ】
主力書体としての明朝体ファミリーが、リュウ

ミンファミリーだけであったことと、横線を細く
作成していたこれまでの明朝体に対して、横線
が太くゴシック体と組んでも違和感のない明朝
体の要望が上っていたことが起因となり、新し
い明朝体ファミリーの要請がありました。
【デザイン・制作の苦労話】
もともとはリュウミンの懐を広くしたようなデ
ザインで、そのデータを元にエレメントの形状を
さまざまに変化させ試作を繰り返しましたが、ど
うしてもリュウミンのような完成度を越える事が
困難でした。2004年には、漢字担当グループ
とかな・記号担当グループにデザインの開発を
割り振り、当時の代表的なゴシック体である
MB101ファミリーや、新ゴファミリーと同じ紙面
に並べて表示しても対等なイメージで横組みに
も対応できる明朝体を目指し考案を重ねました。
2007年にデザインのベースが完成し、当時

としては画期的なグラデーションファミリーとし
ての展開がこの時に決定しています。
グラデーションファミリーは、小サイズの印字
でも問題がなく、細いものから太いものまで自
由に選択できるフォントという方向性で、作業
の効率とデザインの統一感に苦心しながら、8
ウエイトと横線の太み５段階の40書体を試作
し、そのうちデザインが破綻する6書体を割愛
して、34書体を完成させました。

黎ミングラデーションファミリー
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 ▶ 今月のフォントあ・ら・かるとは、拡大版として、

2019年度モリサワからリリースする新書体

をご紹介します。本年度は、見出し利用で効

果を発揮する和文書体に加え、令和合字や

カーニング情報を追加し、欧文をリニューア

ルしたAP版書体や多言語の明朝体ファミ

リーが追加されます。

筆や手書きの風合いを残すデザイン書体
「剣閃（けんせん）」は、見出し用に作成された
骨太で力強い印象を持つ筆書系デザイン書体
です。躍動感のある筆使いと、しっかりとした硬
質な黒みが特徴です。「小琴 京かな（こきん きょ
うかな）」「小琴 遊かな（こきん ゆうかな）」は力の
抜けたやさしい風合いの筆書系デザイン書体で
す。始筆・収筆部に丸みを持たせた漢字に、「小
琴 京かな」ではゆったりとした運筆で丁寧に書
かれたかなを、「小琴 遊かな」では軽やかで親し
みやすい表情のかなを合わせています。

レトロさを演出する秀英にじみシリーズの新書体
「秀英角ゴシック金」「秀英角ゴシック銀」を
ベースに、活版印刷による紙面上でのインクの
にじみを再現した書体です。漢字は秀英明朝の

のびやかな骨格を元に設計されており、「秀英
にじみ角ゴシック金」のかなは大ぶりで手書き
字形にも近い親しみやすさを、「秀英にじみ角ゴ
シック銀」のかなはフトコロのしまったクラシッ
クな印象を持っています。線の揺らぎや交差部
分のにじみが加わることで、アナログ感のある
落ち着いた雰囲気を演出します。

和文・欧文ペアカーニングと 
最新のIVSに対応したAP版書体

「UD新ゴ（AP版）」は、環境や文字サイズを
問わず、つぶれにくく判りやすいデザインを採用
したユニバーサルデザイン書体です。欧文は
「Clarimo UD PE」をベースに和文と調和する
よう調整してあり、高品質な混植、併記を可能に
しています。「UD新ゴNT（AP版）」は、「UD新ゴ
（AP版）」にシンプルながらも親しみやすいかな
書体「ネオツデイ」をベースにしたかなを合わせ
たユニバーサルデザイン書体です。

和文のデザインをベースにした多言語書体
和文書体「UD黎（れい）ミン」のデザインを

ベースに開発された明朝体のシリーズです。
「UD黎ミン 簡体字」、「UD黎ミン 繁体字」とも

に横画にしっかりと太みを持たせ、使いやすい
太さに設計しています。「UD黎ミン」や「UD黎
ミン ハングル」と合わせて使用することで、日
本語・簡体中文・繁体中文・ハングルを併記す
る際にも統一したイメージの展開が可能です。

レトロモダンなデザイン書体
「赤のアリス」は、タイプバンクブランドのか
な書体「TBかな 赤のアリス」に漢字を追加し
たデザイン書体です。平筆由来の西洋風スト
ロークとクリアで柔らかなエレメント・骨格が
特徴です。見出しやキャプションなどで可愛らし
さを演出したい際に最適の書体です。

なお、本年度よりリリースされるモリサワフォ
ントには、令和合字が搭載されています。

▲�剣閃（けんせん）

▲�秀英にじみ角ゴシック金

▲�UD新ゴ（AP版） ▲�UD黎（れい）ミン�簡体字▲�UD新ゴNT（AP版） ▲�UD黎（れい）ミン�繁体字

▲�小琴�京かな（こきん�きょうかな）

▲�秀英にじみ角ゴシック銀

▲�小琴�遊かな（こきん�ゆうかな）

▲�赤のアリス

これらの書体は今秋以降、対象製品を通じて

ご利用いただけます。今後、各書体の詳細や

リリース日は以下の新書体特設ページで随

時ご案内します。

www.morisawa.co.jp/topic/upg2019
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読者のみなさまと私どもを繋ぐ「モリサワニュース」は、今回の第173号にて最終号

となりました。2005年の創刊以来14年余りの期間、編集長を務めさせていただ

けたことは、ひとえにご講読いただいたみなさまのおかげと感謝しております。時に

は、月初の１日朝一番に公開ができておらず、問合せを受けたこともあり、また各

地でみなさまとお会いし、記事の話題に花を咲かせたこともありました。すべてが

いまでは良い思い出でございます。

最終号までおつきあいいただきまして、本当にありがとうございました。

前回は不具合や要望の報告先として「UserVoice」を紹介しましたが、そ

こでは同時に「コミュニティフォーラムへの投稿」についても挙げさせていた

だきました。今回はそちらの「コミュニティフォーラム」についてご紹介します。

Adobe製品を利用する際には、操作や機能でわからないことが出てく

る場合もあると思います。もちろん、ご自身や組織内で解決を図るような

ケースもありますが、それでも解消しないこともあるでしょう。そのときに

Adobeの問合せ窓口を利用して解決する方法に加え、ユーザ同士で解

決を模索できる場として用意されているのが、Adobeが公式に用意して

いるインターネット掲示板形式のコミュニティです。

フォーラムでは英語圏向けのコミュニティがメインですが、それとは別

に、フランス語、アラビア語などの5言語向けに提供されています。ジャ

パンフォーラムは英語向けに次ぐ規模で提供されており、アプリケーショ

ンや種類などのジャンルごとにコミュニティが用意されていますので、内

容に合わせて投稿するのがいいでしょう。フォーラムの場合は原則として

24時間365日稼働しているため、問合せ窓口の開いていない時間帯で

あっても解決を図れる可能性が高まるのがメリットといえます。業務で急

ぎの場合もあり、早期に解決の糸口を掴める場があるのは大きな手助け

になるところです。

回答者についてはAdobeのスタッフが行うこともありますが、多くの

場合は質問者と同じ利用者がボランティアとして回答をしていることが

大半です。中にはAdobeから認定を受けた、MVPや ACPなどのコミュ

ニティプロフェッショナルが回答を行うこともあります。逆に、誰でも質問・

回答のできる場でもあり、ユーザ間の交流の場でもあることから、「コミュ

ニティフォーラム」という名がついているともいえます。

このような場をうまく活用することで、問題の解決を図ったり、知識や

情報を得る場として利用することも考えてみましょう。

お知らせ

ご愛読いただいてまいりました｢モリサワニュース｣は今号をもって最終号とさせていただきます。
フォントをはじめ、さまざまな製品情報、DTPに関する最新情報の掲載を常に心がけてまいりましたが、読者のみなさまにとって価値ある情報はお届けできたでしょうか。
ご支援いただきましたみなさま方に心より感謝とお礼を申し上げます。今後もモリサワからの情報発信にご期待ください。
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　今年のGWはいかがでしたか？　私のよう
に「突入するまでが楽しみなGW」だったと
いう方も多いのではないでしょうか。そして、
今更ながら何事も「計画的に」が重要だと感じ
ている5月ですよね！　こんな私が、約2年半
ぶりに編集長に復帰することとなりました。
　今後は、この紙面が「皆様の広場」として
愛されるように計画的？　に頑張ります。

ふみ子：フミカさん、ちょっといいかしら？
フミカ：うわ！  静岡旅行で買った新茶を、コップが
　足りなくて先輩の分だけ入れなかったのがバレた～ !!
ふみ子：あら？  ちょっと何それ知らないわよ。
フミカ：え、違うんですか ?  うわぁ。言っちゃった……。
ふみ子：まぁ、とりあえずお仕事の話が先よ。このInDesign CS4
のファイルに貼ってある画像を、「前と同じ倍率」で　　　　　
新しく入稿された画像に貼り変えてほしいの。

フミカ：同じ倍率で再リンクするってことですね。うう。それっ
てすごく面倒ですよね。InDesignって再リンクする時に勝手に
画像に拡大・縮小がかかるじゃないですか（図あ参照）。画像が
たくさんあると、全部設定をし直すのって大変です。

ふみ子：あら、それならInDesignの設定で解決できるわよ。
フミカ：知らなかった。なんで教えてくれなかったんですか～ !?
ふみ子：何よ。あなただって内緒でおいしいお茶飲んでたくせに。
それじゃあ、この機会に再リンクの時の画像の倍率

　について復習しておきましょう。
フミカ：は～い。
ふみ子：さっきあなたも言ったように、すでに画像の入っている
フレームに新たな画像をリンクすると、元の画像と同じ寸法に
なるように、自動的に画像に拡大・縮小がかかるわ。

フミカ：は～い。知ってま～す。だから再リンクする
　と変な倍率でリンクされるんですよね。

ふみ子：ちなみに、これはCS4で動きが変わった部分なの。CS3
までは、Illustrator形式やEPS形式の画像を再リンクすると、
もとの画像と同じ倍率で再リンクされたものよ。

フミカ：へ～。フミカ若いから昔のことってよく知りませんでした。
ふみ子：CS3が昔ですって ! ?  嫌味ね～。さて、基本的な
InDesignの動きを復習したところで、設定を変えるお話をする
わね。【環境設定】／【ファイル管理】／【再リンク時に画像サイズ
を保持】のチェックを取ると、倍率が同じ値で再リンクできるわ。

フミカ：あ！
　

　これはフミカ
　がやりたかっ
　たことです。
　そういえばた
　まに思うんですけど、すでに作ってあるフレームに、倍率や
位置の値を０（ゼロ）にして再リンクしたい時って、できますか？

ふみ子：それならショートカットでできるわよ。 画像を読込ん
でいる状態で、Optionキーを押しながらフレームをクリック
して画像を配置すると、フレームが持つ位置や倍率の情報を
リセットした状態で画像を再リンクできるわ。

フミカ：へ～。やっぱり先輩って物知りですね。親しい仲なので
つい新茶を配るのを面倒くさがっちゃったんですけど、

　あとでお茶を入れて持ってきますね。おいしいですよ。
ふみ子：遠慮するわ。だって私日本茶アレルギーだもの。
フミカ：ええ！ そうなんですか。そんなアレルギーがあるんだ～。
おいしい和菓子もあるのに残念です。では先輩、失礼しま～す。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ふみ子：意地張って「日本茶アレルギー」なんて言っ
　ちゃったけど、和菓子くらいわけてくれたっていい
　じゃないのさ……。

フミカふみ子

印刷会社のお局社員「ふみ子」と、かけだしオペレーター「フミカ」のにぎやかなオフィスライフをお楽しみください。

今月は InDesign CS4 での画像の再リンクについてのお話です。

フミカさん、ちょっといいかしら？かしまし
DTP 劇場

フミカさんふみ子さん

イベント情報
Web&モバイル　マーケティングEXPO
東京国際展示場（東京ビッグサイト）　5月 12日 (水 )～ 14日 (金 )

JP2010情報・印刷産業展
インテックス大阪　5月 20日 (木 )～ 22日 (土 )

2010 九州印刷機材展
福岡国際センター　6月 11日 (金 )～ 12日 (土 )

セミナー情報

◉開催スケジュール
6月  4日（金）：大阪
6月  9日（水）：東京
6月 15日（火）：名古屋

●あ すでに画像が入っているフレームに、　
サイズの違う画像を再リンクすると……

前に入っていた画像と寸法が同じに
なるように拡大・縮小がかかる。

InDesignの環境設定画面

Adobe Creative Suite 5 Design Premiumご紹介セミナー

6月 18日（金）：福岡
6月 21日（月）：仙台

各地のセミナーに多数のご応募をいただき、ありがとうございます。

6月 22日（火）：札幌
7月   1日（木）：新潟
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　新年おめでとうございます。さて読者の皆様は
年賀状を出してますか？ 私は毎年捩じり鉢巻きで
デザインを考え、仕上げはパソコン。Ｅメールなど
のデジタルデータの流通が花盛りの昨今ではあり
ますが、「葉書に託す新春の想い」、紙に記した年賀
の挨拶も情緒がありますよ。今年は「紙と電子」を
上手に使い分けたいと思います。編集部（本社内）
では皆様のご自慢の年賀状をお待ちしています。

イベント情報

PAGE2011 2011年2月2日(水)～4日(金)　AM 10 : 00～ PM 5: 00
サンシャインシティコンベンションセンター TOKYO　
ワールドインポートマートAホール／文化会館B、C、Dホール

D–36 展示ホールD（文化会館2F）主催：社団法人日本印刷技術協会

情報デザイン新時代

日  程

場  所

モリサワ
ブ ー ス

こもも：こんにちは。このコーナーでは私こももと
　相方はるひの新人デザイナーコンビが、DTPの
　いろいろな問題に挑戦していきます！
はるひ：よろしくお願いします。
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
こもも：はるひちゃん。この間の会議の資料、全部スキャンして
PDFにしたよ！　このままメールで送ってもいい？
はるひ：でも、そのPDFってファイルサイズが大きくないですか？
こもも：うーん、画質を下げればファイルサイズは小さくなる
けど、あまり下げすぎると文字が読めなくなっちゃうよ～。
はるひ：それなら、Acrobat Xを使えば上手く
　圧縮できますよ。

はるひ：2010年12月に発売されたAcrobat Xでは、スキャン
したPDFを最適化し、ファイルサイズを圧縮する機能が向上
しています。
こもも：でも圧縮って難しいんじゃないの？
はるひ：簡単ですよ。【ツール】の【文書処理】から「スキャン
されたPDF最適化」を選ぶだけです。※❶
はるひ：最適化オプション（※❷）で「高圧縮」にすればファイル

サイズはより小さくなります。ただ画質も悪くなってしまうので、
注意が必要ですね。

こもも：この「OCR」っていうのは何だろう？

はるひ：これは、画像から文字を読み込んでくれる機能です。
スキャンしただけのPDFも、OCRを使用すると……。

　　

こもも：すごーい！　文字として認識されたよ！
はるひ：OCRを実行すると、文字列が検索対象になるんです。
こもも：後から調べたいことがある時、検索できると便利だね！
はるひ：実はこれらの機能、今までのAcrobatにも搭載されて
いました。Acrobat Xでは、ファイルサイズの圧縮率は最大で
50％向上し、OCRの精度も良くなっているんです。

こもも：他にも便利な新機能があったりするの？
はるひ：複数のファイルに同じ操作を繰り返す場合は「アクション
ウィザード」が便利です。自動化することで時間の節約ができ
ますよ。複数の種類のファイルを束ねることができる「ポート
フォリオ」も、レイアウトをカスタマイズできるようになって
パワーアップしています。

こもも：そうなんだ～！　さっそく使ってみるね！

Acrobat X 新機能「OCR」

Acrobat X新機能「スキャンされたPDFを最適化」

まだまだ、たくさん……Acrobat X新機能

❷
❶

今回のテーマは
Acrobat Xの
新機能

についてです！新人デザイナーのはるひとこももは
今日もDTPの勉強中です。

DTP勉強中！DTP勉強中！

師走を迎え、街はクリスマス装飾や歳末大売出しでにぎわい、各地のイルミネーションも年々

華やかになっています。みなさまにとって、今年一年はどのような年だったでしょうか。私は各地

を飛び回る生活からデスクワークに終始する毎日に軌道修正した一年で、ライフスタイルの変

化とともに意識を変えることの難しさを実感しました。2020年に向けて社会環境やビジネススタ

イルが大きく変わろうとしている今、早めの意識改革、環境移行が重要であることを悟りました。

ルーキー：イケテル先輩。ちょっと相談があるんですが、良いですか？

イケテル：おう。どうした？

ルーキー：前にiPadで「Adobe Ink & Slide」とか『Adobe 

Draw』とか教えてくれたじゃないですか。あんな感じで、

もっと簡単にラフを起こせるアプリってありませんか？

イケテル：ふむ。そうだな……。じゃあ、Adobeのモバイルアプリ

『Adobe Comp CC（アドビ カンプ CC）』はどうだ？

■Adobe Comp CCとは？
イケテル：『Adobe Comp CC』、略して『Comp』、という
iPad用のアプリがあるんだが、これの方がお前のやりたい

ことに近いかもしれない。

ルーキー：前のアプリとはまた別物なんですか？

イケテル：『Draw』や『Line』は「Ink & Slide」を使って絵や図を描くのに

向いていたが、この「Comp」はテキストや画像の配置を、指による操作
で直感的に行うアプリなんだ。
ルーキー：指で、ですか。なんか時代に逆行してませんか？

イケテル：そう感じるのもわかるが、見てろよ？　まずは新規に紙面を

作って、適当に×印を描くと……。（図❶参照）
ルーキー：え！？　×印が勝手に画像ボックスみたいになりましたよ！？　

なんですかこれ！？

イケテル：それだけじゃない。何本か線を引いて最後に点を

打つと……。（図❷参照）
ルーキー：ええ！？　今度はテキストボックスみたいになりま

した。サンプル文章まで入ってます！　面白い！

イケテル：こうして簡単な操作で色々なオブジェクトを作ったら、画像をは

め込んだり色を塗ったりフォントを変えたりできる。画像に関しては

Creative Cloudで使っているAdobe IDを関連付けすることで、マイファ

イルやMarketなどから持ってくることもできるぞ。

ルーキー：クラウドで素材を共有できるってことですね。
イケテル：そうだ。テキストボックス内の文字には『Typekit

（タイプキット）』の書体を使うこともできる。

ルーキー：最近、『Typekit』でモリサワフォントが使えるようになりましたも

んね。iPadのためにフォントのライセンスは買えませんから、嬉しいです。

イケテル：打合せをしながらこんな具合にオブジェクトやテキストボック

ス、画像などをサッと組合わせてラフを作る。後はCreative Cloudを通

じて『Illustrator』や『InDesign』、『Photoshop』と共有して、仕上げに

かかるんだ。

ルーキー：なるほど！　これで明日の打合せ、バッチリですよ！　ありがとう

ございました。

❶キャンバス上に×印を描くと、その場所に画像ボックスを配置できる。 ❷複数の横線を描いて最後に点を打つと、その場所にテキストボックスを配置できる。

あなたの求める情報をモリサワニュースで。。。モリサワニュースの企画を募集しています。
●製品情報として取り上げて欲しい製品
●連載で掲載して欲しい記事テーマ
●調査・報告して欲しい印刷関連業界
●PODや組版などの運用事例を紹介してほしい会社（立候補／推薦）

その他、今後のモリサワニュースに希望するご意見がございましたら、下記アドレスまでメールにてお知らせください。
■ E-mail：m-news@morisawa.co.jp

大
募
集
！

イケメンの「イケテル先輩」と

　　勘違い系新人「ルーキー君」のドタバタ制作室
イケテル&ルーキーの

メンズDTP!!
今回のテーマは̶̶  ̶ Adobe モバイルアプリの
     『Adobe Comp CC』について
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お悩み 「会社員生活になじめない」　 ペンネーム：コンクリートジャングル

先日、冒頭記事にもあるEDIXに参加してまいりました。今年は、教材制作の印刷会社様の来場

が少なかった印象に比べ、官庁や教育委員会、学校の先生方は多かったように感じます。その

背景には、具体的に教材や教育手法に触れて学びたいとの思いが強くあるのかもしれません。

英語は、小学３年生からの指導と4技能（読む、書く、聞く、話す）学習に注目が集まっているものの、

さて試験での「話す」の採点はいかに標準化が図られるのか、私の関心事がまたひとつ増えました。

大学を卒業し春から社会人になりましたが、新生活に慣れることができません。ブラック企業に入社したわけではありませんが、会社というも

のの雰囲気というか、人間関係というかが息苦しいです。スーツを着たサラリーマンの大群の一員に、自分がなれる気がしません。五月病の

季節も終わりもう６月になるのに……。武蔵野ふみ子先生、僕はダメ人間なのでしょうか？

今月も迷える現代人からのお便りが来たわ。

大学と会社ではいろいろとギャップがあるから、慣れるのは大変よね。

とくに大きな違いが、肩書や役職でヒエラルキーがはっきりしていること

じゃないかしら。ヒエラルキーがある、つまり会社は大学よりも猿山に近

いと考えていいわ。もしあなたがいきなり猿山に放り込まれたとして、２

カ月で慣れるなんてあり得ないでしょう。だから「自分がダ

メ人間だ」なんて気にしなくて大丈夫よ！

とはいえ新しい環境には早く慣れるに越したことはないわ

ね。できる範囲でちょっとずつ、周りの環境をあなた用にカ

スタマイズしてはどうかしら。デスク周りに好きな小物を置くとかね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

デスク周りのカスタマイズと言えば、私が昔仕事で使っていたAdobe 

Photoshopでは、最近プリントアウトしてデスクの壁に貼れるショートカッ

トキーリストをWebサイトで配布しているわ。デザインもきれいにつくら

れているからデスク周りのインテリアとしてもおしゃれだわ。

印刷しやすいA4サイズ。大きい場合はA5くらいに縮小して、デスク
マットの下にはさんで使ってもいいわね。MacとWindows両方のショー
トカットを掲載している（図❶参照）から、どちらのユーザも迷わず安心よ。
キーボードのイラストの上にPhotoshopのツールのアイコンを印字し
ている（図❷参照）のも直感的にわかりやすいわね。かゆいところに手が
届くでしょ！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

とまあ、ちょっと話がずれちゃったけど、こんな風に便利で見た目もいい

小物をデスクに置いて、自分の居場所と思えるような快適な空間をちょっ

とずつつくっていってはどうかしら？　ぜひ試してみてね。

イベント情報

九州印刷情報産業展
会期：6月1日（金）・2日（土）　　会場：福岡国際センター

セミナー：「モリサワ書体とユニバーサルデザイン対応の情報発信」（6月2日 13：30～15：00）

第23回
モリサワ文字文化フォーラム
「文字とデザイン Vol.8」

日時：6月15日（金）14：00（13：30開場・17時閉演予定）

会場：株式会社モリサワ 本社4階大ホール（大阪市浪速区敷津東2-6-25）　　定員：150名　　参加費：無料

講演者： KIGI（キギ）　 

植原 亮輔（アートディレクター／クリエイティブディレクター）　渡邉 良重（アートディレクター／デザイナー）

❶

❷

❶ふみ子’s ポイント 
ツールのアイコンが印字されているから、直感的に
わかりやすい。

❷ふみ子’s ポイント 
MacとWindowsの両方のOSのショートカットを
コンパクトに掲載。

参考：これで作業効率が劇的に上がる！ Photoshopのショートカットキー早見表
https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/how-to/use-shortcut-
keys-for-efficiency-photoshop.html

人生相談師「飯田橋の母」こと武蔵野ふみ子先生が
印刷会社勤務時代の経験を活かし、
迷える現代人のお悩みをDTPの力で解決します。

飯田橋の母が斬る！飯田橋の母が飯田橋の母が斬斬るる！！

DTP人生相談室
今回のテーマは̶̶ Photoshopのショートカットキー早見表について
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❶ジャパンフォーラムへ直接アクセスするには forums.adobe.com/
community/international_forums/japaneseをブックマークしてお
くのが簡単だ。 forums.adobe.comからもアクセスできるが、右下に
ある「 International Forums」の「日本語」からアクセスが必要になる

❷主要なコミュニティはアイコ
ンで用意され、クリックすると
投稿されているリストなどが
表示される。回答は返信ボタ
ンを利用し、質問にぶら下が
る形で登録される。返信が正
しい内容であれば正解マーク
を付与しよう。なおフォーラ
ムはログインしなくても閲覧
はできる、公開された掲示板
なので、投稿する文書や内容
については注意しておきたい

❸フォーラムで質問を投げかけ
る場合はできるだけ詳細な情
報があるのがいいだろう。
フォーラムの利用方法に関す
るページが forums.adobe.
com/docs/DOC-9232に
用意されているので、まずは
参考にしてみよう。あわせて、
本ページ末に用意されている
ガイドラインについても目を
通しておくのがいいだろう

今回のお題

かわら版もり
 もじ Adobe製品の「困った！」は

利用者同士で解決の道を探ろう
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