
「第六版」から「第七版」へ
2008年に刊行された「広辞苑 第六版」は、約

24万語の収録で3,074ページ（本冊）でした。今回

の第七版は約１万項目の追加により25万語を収

録、全3,216ページ（本冊）に仕上がったこの国民

的辞典は224名という執筆・校閲の方々の尽力の

もとで完成に至りました。

このページ数とともに分厚いイメージの広辞苑

ですが、厚さは80mmとされており、これは第六版

と変わらない厚さになっています。その理由として、

製本機の制限はあるものの、人が片手で持てる

寸法は厚さ80mmが限界という考え方にも依るよ

うです。一冊本ということを大きな特徴としている

広辞苑にとって、紙を薄くしても、めくりやすく（ぬめ

り感）、裏写りしないことなど、辞典としての使い心

地が悪くならないことへのこだわりが十分に生きて

います。

収録語を探る
今回の第七版で新しく追加された項目には、

「朝ドラ」「ブラック企業」や「スティーヴ・ジョブズ」

などがあり、今を映す言葉が日本語として定着した

ことを見極められた上で掲載されていますが、それ

に加えて、新しい語義の追加や解説の変更なども

多岐にわたり改訂されています。

 ◆基礎語の意味を的確に
「さする」「なでる」「こする」「なする」など、動詞

を中心として類義語の意味の書き分け、微妙な意

味の違いが改めてわかりやすく記述し直されてい

ます。「さする」の項を見ると、第六版では「軽くこ

する。」とされていた解説が、今回「（痛みや寒さを

やわらげるために）手のひらを軽く押し当てて、前

後または左右に何度も動かす。なでる。」というよ

うに、わかりやすく表現されています。

 ◆新しい語義を追加
「炎上」や「投稿」「閲覧」「履歴」などについて

は、従来から掲載されていた項目ですが、インター

ネット用語としての利用機会が増えていることから、

語義の「②」として解説の追記がされています。た

とえば「炎上」は、もともと「火が燃え上がること。特

に、大きな建築物が火事で燃えること。」と記載され

ていましたが、それに加えて、「インターネット上で、記

事などに対して非難や中傷が多数届くこと。」と語

義②が追加されていることがわかります。

これらの他にも、改訂までの10年間で大きく変

わった世の中を反映し、解説がアップデートされて

いる項目も多く、また恐竜を中心に数多く追加され

た図版は約2,800点が掲載されています。さらに

古語を載せることも広辞苑の役割のひとつである

ことから、源氏物語で使われている言葉や「フロッ

ピーディスク」「ポケベル」のように、ある時代のも

のを読むために必要な項目、一定期間定着した

言葉は削らずに掲載されています。

的確で簡潔な解説文
ある言葉を調べる時に、インターネットの検索は

手軽で何千文字もの解説が出てきます。一方、広

辞苑ではわずか数十文字で的確に解説していま

す。さまざまなシーンで〈広辞苑によれば〉という注

釈を見かけることは、膨大な情報が溢れる現代で

あっても､言葉について的確で簡潔、そして磨きぬ

かれた広辞苑の語釈が求められていることを如

実に示しています。

継承される「新村 出編」のコンセプト
国語辞典でありながらも、百科事典を兼ねて一

冊にまとめあげるというコンセプトを守り続ける広辞

苑は、そのベースを築いた新村出氏に敬意を払い、

今も「新村 出編」の表記を継承しています。

日本語の足もとを見すえ、日本語の将来を展望する
人は言葉によって自分自身を知り、他者を知り、

生きる勇気と誇りを手にすることができる。そうした

言葉の「道しるべ」となるべく、「言葉の変化、意味

の違いをみつめ、日本語の基礎を見直す」熱意と

努力により大改訂を終えた「広辞苑 第七版」、そ

の制作には『MC-Smart』が利用されています。

編集・制作の思いを組版という視点で捉えたイン

タビューを近日公開予定です。ご期待ください。

10年ぶりの大改訂「広辞苑 第七版」
〜その編集を支えた『MC-Smart』〜

2018年1月12日、岩波書店から｢広辞苑 第七版｣が刊行されました。第六版から10年ぶりの大
改訂となる今回の刊行には、モリサワの組版編集ソフトウェア『MC-Smart』が利用されていま
す。その編集作業に関する詳しい内容は、岩波書店様をはじめ、制作を担当されたDNPメディア・
アート様に取材をさせていただき、国語辞典へのこだわりや作業効率への工夫など、実際に編集
に携わられた方々の声をまとめたMC-Smart事例紹介として、改めてご報告させていただきます。
ここでは、まず｢広辞苑 第七版｣についてご紹介いたしましょう。
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「謙虚な心で皆様と共に進む」を社是として、インターネットによる印刷通販をされているプリントネット株式会社様では、さまざまな
商材をWebで受注されていますが、そのなかで「オンライン組版システム」にも積極的に取組まれています。今回は、そのWeb to 
Printの内容の一端をご紹介いたします。

印刷通販の分野は2006年頃から参入企業が

増え、その市場は拡大を続けていますが、今回ご

紹介するプリントネット様は、1968年の創業で、今

年創業50年を迎えられた印刷会社です。2005年

に印刷通販会社を設立し、本格的にWeb to 

Printの取組みを始められました。それ以降ネット

通販専業とした展開で急成長を遂げられていま

す。逸早く印刷通販に目をつけられたプリントネッ

ト様の進展には、時代背景的な後押しだけではな

く、独自の発想で展開を進めたビジネス拡大の

様子を窺い知ることができます。本部・カスタマー

センターは鹿児島に所在していますが、支店を

東京に置かれ、また関東圏や九州に工場を持た

れています。

紙面では、Web to Printや印刷通販とはどの

ようなものなのか、ひとつの商材を取り上げて解説

いたします。今回ご紹介する商材として、新たに

始められた「オンライン組版システム」の一つで

ある『カレンダーの名入れ』を選ばせていただき

ました。これは、サービス利用者（発注者）がWeb

ブラウザ上で社名・住所などの文字を入力し、そ

の仕上りイメージを画面上で確認しながら発注に

至るというものです。

今回、実際に卓上カレンダーを作らせていただ

きましたが、ブラウザ上での操作や手順は簡単

で、仕上りのイメージも繰返し確認できるので、書

体の選択なども種々試してから注文ができ、印刷

通販の便利さを感じました。

みなさまも印刷通販の価値を一度じっくりと考

えてみられてはいかがでしょう。

■LayoutSquare
今回紹介した卓上カレンダーの組版システムには、

モリサワが開発・提供しているクラウド対応レイアウト

エンジン『LayoutSquare』が採用されています。近

日中にプリントネット様のインタビュー記事を掲載した

「運用事例」を公開予定ですので、ご期待ください。

■プリントネット株式会社
本部・CC：鹿児島県鹿児島市城南町

東京支店：東京都港区虎ノ門

オンライン組版システムの利用手順

クラウド対応レイアウトエンジン LayoutSquare レイアウトスクウェア

印刷通販「プリントネット株式会社」様ユーザ
紹介

❶ �プリントネットWebサイトにアクセス� �
「オンライン組版システム」のバナーをクリック

❸ �テンプレートの選択

❺ �書体選択・文字入力　お好きなモリサワフォントをお選びいただけます

❷ �作成したい印刷物の選択

❹ �名入れパターンの選択

❻ �仕上りイメージの確認

お問合せ LayoutSquareの製品情報に関しては、
E-mail：layoutsquare-support@morisawa.co.jp www.morisawa.co.jp/products/typesetting

発  注 ▲�実際に仕上がった卓上カレンダー
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トーキング

「フォント あ・ら・かると」では
毎 号 、ひとつ の モリサワ 書 体を

ご 紹 介します 。

今月のフォントあ・ら・かるとでは、映画字幕のよ

うな、独特の表情を備えた手書き書体「トーキン

グ」をご紹介します。「トーキング」は、「シネマレ

ター」が持つ映画字幕文字の個性を踏まえつつ、

より自然な手書きに近づけた書体です。その名が

表わすように、語りかけるような表情が特徴で、ハラ

イとトメが重なる部分をわざとつけるなどして変化

を持たせ、少し懐の広い素朴で優しいイメージの

手書きの風合いに仕上げています。あたたかく親

しみがありながら、まっすぐで誠実な佇まいは、語り

言葉や絵本の本文、やわらかい内容のテキストを

組む際に効果を発揮します。

「トーキング」は、『MORISAWA�PASSPORT』をご契約のお
客様はいつでもインストールしてご利用いただけます。
『MORISAWA�Font�Select�Pack�１/３/５』、およびWeb
フォントサービス『TypeSquare』でもご利用いただけます。

永鱗あア永

年度末が近づいて来ると、新年度を前にさまざ

まな情報が市場を賑わし話題とされますが、その

なかにはビジネスに繋がる有益な情報も多く含ま

れています。みなさまの会社でも2018年の事業計

画や組織体制、あるいは予算計画などを検討され

る時期に来ているのではないでしょうか。そこで今

回は、〈補助金〉について少し触れてみましょう。

2017年の経験
昨年、モリサワでは補助金制度への試みとして

「平成28年度補正　サービス等生産性向上 IT導

入支援事業」に取組み、『MC-Smart』のご提供

を実績として得ることができました。ただ、二次募集

分（申請期間：3月31日～6月30日）での対応でした

ので、残念ながら、ご希望いただいたすべてのお客

様の案件が受理されるまでには至りませんでした。

この補助金も一次募集時には90パーセントを越え

る申請が採択された模様でしたが、二次募集につ

いては30パーセント程度にとどまったようです。その

背景には、採択率の高さに加え、上限が100万円と

されているものの、投資額の最大３分の２までの補

助を受けられるということで、申請が大幅に増加し

たためと言われています。

弊社製品の導入に際して、採択されたお客様

の要件を推測すると、申請時に提示する認証取得

状況「おもてなし認証」「専門家による事業計画

の作成支援」、「中小企業等経営強化法に基づく

経営力向上計画の認定」などが、篩い分けの基

準のひとつになったとも考えられます。とは言え、一

次募集での採択率からみて、いかに早く情報を入

手し、早い段階（一次募集）で申請を行うかがポイ

ントと考えて間違いないでしょう。

2018年の状況
経済産業省と財務省は中小企業向け補助金と

して、2018年度当初予算案と17年度補正予算案

で合計2000億円を盛り込みました。その主な内

容は次の通りです。

 ◆ものづくり補助金（1000億円）
第４次産業革命への対応も視野に、専門家の

指導・支援の活用を含め、革新的サービス開発・

試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設

備投資等を支援。

 ◆  サービス等生産性向上 

IT導入支援補助金（500億円）
生産性向上効果の高いITツールを〈見える化〉

しつつ、中小企業のバックオフィス業務の効率化

や売上向上に資するITツール（クラウド型サービ

ス等）の導入を支援するもの。

2016年度補正予算では約1万5千社を対象とし

て100億円が計上されましたが、今回は500億円

で13万5千社の利用を想定しているとも言われて

います。

これらは、すでに閣議決定されているため、その

時期や募集・申請の詳細は現時点で公表されて

いませんが、安倍政権の中小企業などの生産性

を高める「生産性革命」という看板政策の一環と

して、今年確実に実施される補助金です。

昨年、モリサワは「IT導入支援事業者」の指定

を受け、『MC-Smart』がITツールとして採択され

ました。本年はさらに多くの製品やサービスがIT

ツールとして受理されるよう努めて参ります。ビジネ

スの充実と拡張に設備（ITツール）の導入を検討

される際には、補助金の活用も併せて検討されて

はいかがでしょう。

言いたい
 放題！ 補助金を知ろう!!

コーヒーの香りを辿っていくと、そこには素敵な喫茶店があった。

カランカラン。どこか懐かしい音をたててドアがあくと、

初老のバリスタがカウンターに立ち、カップを磨いていた。

“いらっしゃい。ドリップしかありませんが、それでよければ。”

“では、それでください。”

無言で豆を挽き、じっくりとコーヒーを淹れるこのバリスタは、

見た目こそ初老に見えるが、その目の奥は、到底年齢を計れない輝きを秘めていた。

迷子の珈琲店



激しい寒波が到来し積雪に襲われた日本列島。インフルエンザも威力を増し各地で流行し

ています。体調管理に気を遣う毎日ですがみなさまの街はいかがでしょう。先日、私は発行さ

れたばかりの「広辞苑 第七版」（岩波書店）の取材に行って参りました。辞典への熱い想い 

とともに10年という年月をかけて出版された「広辞苑」は、インターネットが普及する現在にあって

も、過去から現代までの日本語を知る辞典として、その役割を十分に担っていることを感じました。

ルーキー：先輩ー !　先月と先々月は CC2018 の新機能の説明ありがと

うございました !　今月は、ラストの InDesign CC2018 の新機能をぜ

ひお願いします !

イケテル：はー、またか。仕方ないなあ。

InDesign CC2018の新機能
イケテル：よく使いそうな新機能としては、「段落の囲み罫」「類似フォン

トを表示」「オブジェクトスタイルのサイズと位置のオプション」機能だ

な。まず「段落の囲み罫」機能だが、その名の通り任意の段落を囲む枠

線を作成できるんだ。段落パネルのパネルメニュー「段落の囲み罫と

背景色」から設定ができる（図❶参照）。上下左右それぞれの線やオフ

セットの設定が可能だぞ。

ルーキー：おおっ、じゃあ今まで段落境界線の機能で一生懸命

疑似的に作ってたような罫線も、この機能でできるようになる

んじゃないっすか ?

イケテル：そういうことだ。もちろん、テキストが増減すればそれに合わ

せて囲み罫や背景色も調整されるぞ。

ルーキー：いいっすねー !　これはよく使いそう!

イケテル：あとはフォントメニューに新しく「類似フォントを表
示」ボタンが追加された。何かフォントを選んでいる状態で

このボタンをオンにすると、そのフォントに似たものがリスト

アップされるようになっているんだ（図❷参照）。

ルーキー：おおーっ !　同じ系統でちょっと別のフォントを試したい場合な

んかに便利そう!

イケテル：さらにフォントのフィルター機能も追加されたので、「セリフ」

「サンセリフ」などの分類でフィルタリングすることができる（図❸参照）。

ただ、残念ながらこれらフォント関係の新機能は欧文フォントだけが対

応しているので注意してくれ。

ルーキー：ええっ、それは残念っすね……。いつか和文フォントも対応す

るといいなあ。

イケテル：次に「オブジェクトスタイルのサイズと位置のオプション」機

能だが、オブジェクトスタイルにサイズと位置の情報を持

たせることができるようになったんだ。例えば各ページの

同じ位置に同じサイズのオブジェクトを配置したいような

場合に、非常に便利に使うことができる（図❹参照）。

ルーキー：スタイルにしておくと後々の修正も簡単ですしね !

イケテル：あと、「文末脚注」の機能が追加されている。いわゆる後注だ

な。テキストに文末脚注を挿入すると、自動で最終ページが追加され、

脚注番号の入ったフレームが自動生成されるんだ（図❺参
照）。オプションから詳細設定もできる。

ルーキー：今までの脚注機能だと各ページの下に脚注が入った

んですよねー。いろんな注釈が必要な時には便利だろうなあ。

イケテル：他にも色々な機能アップ がされているから、InDesign CC 

2017年10月リリース（https://helpx.adobe.com/jp/indesign/using/

whats-new.html）のページを確認しておいてくれ !

イベント情 報

page2018 会期：2018年2月7日（水）〜9日（金）　会場：サンシャインシティ　展示ホールＢ/Ｃ/Ｄ（東京・池袋）

Cloud Days 東京 2018 会期：2018年2月20日（火）〜21日（水）　会場：ザ・プリンスパークタワー東京　B2階

❶段落の囲み罫

❷類似フォントを表示 ❸フィルター ❹オブジェクトスタイルのサイズと
位置のオプション

❺文末脚注

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 —— InDesign CC2018について
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仙台支店
名古屋支店
札幌営業所
福岡営業所
鹿児島営業所

〒556-0012
〒162-0822
〒984-0051
〒460-0002
〒001-0010
〒812-0013
〒890-0051
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