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モリサワ製品の不正コピーなど、違法行為にお気づきの方は
（社）コンピュータソフトウェア著作権協会（Tel.03-5976-5178）までご連絡ください。

※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
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モリサワOpenTypeフォントユーザ外字作成ソフトウェア

Windows XP／Vista／7／8／8.1
オー・ティー・グリフver.2.4

●モリサワフォント製品の文字情報に基づき制作されたウェート・スタイル・バージョンを変化させた文字、
　フォントその他の二次成果物およびそれらのデータ（以下、外字フォントといいます）については、
　著作権その他一切の権利はモリサワに帰属するものとします。
●モリサワフォント製品の文字情報に基づき制作された外字フォントの作成およびその作成にかかる
　外字フォントは、下記の範囲でのみご利用が可能です。
　・ 外字フォントを利用するコンピュータに、基となるモリサワフォント製品が正しいライセンス契約で
　  インストールされていることが必要です。
　・ 販売および第三者への利用許諾の禁止、その他、モリサワフォント製品のライセンス条項の範囲内で
　  外字フォントを利用することが必要です。
●他社フォント製品の文字情報に基づき制作された外字フォントの作成およびその作成にかかる
　外字フォントの利用については、当該フォントメーカに使用・利用条件をご確認の上、その制限範囲内で
　のみご利用が可能です。
●モリサワフォント製品および他社フォント製品の文字情報に基づき制作された外字フォントの作成
　およびその作成にかかる外字フォントの利用については、基となるすべてのフォントメーカの使用・利用
　条件の制限範囲内でのみご利用が可能です。

各社フォント製品の文字情報に基づき制作された外字フォントの利用に関する制限

●Pentium II 以上のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ（Pentium III 以上を推奨）
●Windows XP／Vista／7／8／8.1の各日本語版（XP／Vistaは32Bit環境のみ対応）
●1,024×768の画面解像度、256色以上をサポートするビデオカード
●CD-ROMドライブ

必要システム構成

●OpenTypeフォント（PostScriptアウトライン、Std/Pro/外字フォント）の作成
●アセント値・ディセント値の設定
●文字幅、サイドベアリング、トップサイドベアリング、ボトムサイドベアリングの設定
●縦書き上端ライン、縦書き下端ラインの設定
●既存のフォントファイル(OpenType、TrueType、Type1)からの文字取込み
●テンプレートフォントの設定
●CSVファイル（フォントの輪郭データ）、ビットマップファイル、拡張メタファイル（EMF）からのインポート
●CSVファイル（フォントの輪郭データ）へのエクスポート
●直線、長方形／正方形、多角形、ベジェ曲線、楕円／円、自由曲線の描画
●直線ポイント挿入
●輪郭の結合、切断
●制御点の横、縦方向、上下中央、左右中央揃え
●制御点の上下、左右反転、削除
●拡大、縮小、回転、上下斜体変形、左右斜体変形
●横方向鏡面反転、縦方向鏡面反転
●輪郭の巻き方向の変更
●描画方向の変更
●オーバーラップ輪郭の削除
●グリッド線、補助線、スケールの表示
●i-glyph外字データをOpenTypeフォントフォーマットに変換
   同梱のi-glyph外字変換ユーティリティ（i2oUtil）を使用
●Adobe® InDesign® CS4、Adobe® InCopy® CS4で利用可能なSINGグリフレットを作成

機能一覧

デジタル化が進む現代では、コンピュータは仕事から日常まで幅広く利用されています。そんな
デジタル環境の中でも特に文字を扱う頻度が高い分野では、明治・大正時代の書籍、学術系の
専門用語、また人名や地名などの多くの外字が扱われています。
また、DTPやWeb作業現場を中心にOpenTypeフォントが使われる中、そんな環境をサポート
するのがOpenTypeフォントフォーマット専用の外字作成ソフトウェア「ot-glyph」です。
作成済みの様々なフォーマットの外字データやモリサワ電算写植用外字作成ソフトウェア
「 i-glyph」のデータ、Adobe® Illustrator®で作成した拡張メタファイル（EMF）を取込んだり、
スキャナから取込んだ画像データから輪郭を抽出して外字を作成することが可能です。



「ot-glyph」は、フォントフェイス環境をパーフェクトに構築する
OpenTypeフォントフォーマット専用の外字作成プロフェッショナルソフトウェアです。

既存の
フォントからの
文字取り込み機能

ビットマップ
ファイルからの
インポート機能

i-glyphの外字データから
OpenTypeフォントへの
変換機能

OpenTypeFont
ユーザ外字作成ソフトウェア

使用する目的にあわせて
Std/Pro/外字フォントの3種類を作成可能

ot-glyph

文字一覧の
PDFファイルの作成
本プログラムで作成された
フォントのみ有効です。

完成した文字

i-glyph

「ot-glyph」は、OpenTypeフォントフォーマット専用の外字作成ソフトウェアです。
作成済みの様 な々フォーマットの外字データやモリサワ電算写植用外字作成ソフトウェア「i-glyph」のデータ、Adobe® Illustrator®で作成した拡張メタファイル（EMF）を取り込んだり、
スキャナから取り込んだ画像データから輪郭を抽出して外字を作成することができます。

インストール済みのフォントを指定して文字のアウトライン
を取り込み、外字作成の材料、部品として使えます。

選んだ文字をアウトライン加工し、各文字の加工機能（切取り・貼付け・削除・文字の取り込み・シアー・オーバーラップ・輪郭
の削除など）を使って外字を作成することができます。

アウトライン抽出時にスキャナなどから読み取った時に
発生する小さなゴミの除去量を設定し、自動削除する
ことができます。

書体名、バージョン等のフォント情報を指定することが
できます。

ot-glyphでは、新規作成時にStd（Adobe-Japan 1-3、9354
文字）、Pro（Adobe-Japan 1-4、15444文字）、外字（Unicode
私用領域、6400字）の、3種類のフォントを選択できます。外字を
使用するアプリケーションの動作にあわせた作成方法が選べます。

※Std/Pro形式のフォントは市販フォントとは異なり、すべての異体字
　情報を持ち合わせてはおりません。また、異体字に関する動作は
　サポート外となります。

文字一覧機能により、現在登録されている文字（シフト
J IS、J IS、Unicode、CID）の一覧表示と、登録したい
コードの選択ができます。

ビットマップファイルデータのゴミを削除したきれいなアウト
ラインを加工し、外字を作成します。

●既存のフォントから選ぶ ●選んだ文字をアウトライン加工、各部品で外字を作成 ●フォント情報の指定

●文字一覧の表示と選択

●ビットマップファイルからの取り込み ●取り込んだアウトラインのゴミの除去 ●アウトライン加工をし外字作成

●i-glyph外字変換ユーティリティ（i2oUtil）

ビットマップファイルからアウトラインを抽出します。
指定できるファイルは、Windowsビットマップファイル
（ファイル拡張子bmp）、JPEGファイル（ファイル拡張子
jpeg、jpg、jpe）、PNGファイル（ファイル拡張子png）です。

同梱の i-glyph外字変換ユーティリティ（ i2oUtil）を使用することで、
i-glyph外字データをOpenTypeフォントに変換することができます。

i-glyph外字データ

モリサワ電算写植用
外字作成ソフトウェア
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