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HTML4.01からHTML5へ
HTML4から5への進化は、より検索エンジンにインデックスされるとき

の要素をはっきりとさせることと、画像を使わずにコードで様々なスタイ

ルを実現可能としたり、JavaScriptを使用せずに動きをあるスタイルな

ど実現可能になった新たなスタイルが沢山登録されました。 

HTML5はタブレットやスマホの表示向けと考えて、PC用のwidth:800px以上は、
未だに過去のバージョンのブラウザーでWEBサイトを見ている人も多いので
HTML4でも問題なく表示できる仕様で作成することがベターです。

HTML4.01 HTML5

PC / Mac 
古いブラウザーも対象した場合

スマホ/ タブレット/PC/Mac 
2年以内の最新ブラウザー対象



＜タグ＞機能のおさらい 1

• ブロック要素は閉じると次のタグ部分は下に、
下に追加される。 

• 高さ、幅、余白を指定できる。

［ブロックレベル要素］ ［インライン要素］

• <h1>～<h6>（見出し） 
• <p>（本文）、 
• <div>（汎用的に使えるブロック）、 
• <table> 
• <ul>,<ol>,<li> 
• <dl>,<ol>,<ul>   
• <address>、<blockquote>、<center>、
<fieldset>、<form>、<hr>、<noframes>、
<noscript>、<pre>、etc

• <span>（一部の変更） 
• <a>（リンク指定） 
• <br>（改行） 
• <img>（画像挿入） 
• <abbr>、<acronym>、<b>、<basefont>、<bdo>、<big>、
<cite>、<code>、<dfn>、<em>、<font>、<i>、<img>、<input>、
<kbd>、<label>、<q>、<s>、<samp>、<select>、<small>、
<strike>、<strong>、<sub>、<sup>、<textarea>、<tt>、<u>、
<var> etc

<タグ>は大きく分けて2要素に分かれる

■特長
• ブロック要素内で使用し、閉じても<br>以外
は改行されない。 

• 高さ、幅、余白を指定できない。

■特長

ブロックレベル要素は、見出し・段落・表など、文書を構成する基本
となる要素で、一つのブロック（かたまり）として認識されます。 

インライン要素は、主にブロックレベル要素の内容として用いられる
要素で、文章の一部として扱われます。 



＜タグ＞機能のおさらい 2

［内容の要素を持ったもの］ ［レイアウト機能や動作機能を持ったもの］

• <div> 
ブロック的な要素だけだったdivをHTML5では内容によっ
てタグを使い分ける設定になっています。 
レイアウトとしての<div>はそのまま使用できます。 
•  <article> HTML5 
•  <aside> HTML5 
•  <nav> HTML5 
•  <section> HTML5 

• <blockquote>（引用） 
• <figure>（図表であることを示す際に使用）HTML5

• <table>（表組み機能） 
<thead> 
<tbody> 
<tr> 
<td> 

• <ul>（箇条書き機能） 
<li> 

• <img>（画像挿入） 
• <a>（リンク機能）etc

<タグ>の機能は2タイプ

検索エンジンのインデックス向けにコンテンツの内容を正確に位置付
けするタグ機能

ブラウザーでレイアウト表示する機能を初期設定で持っているタグ

http://www.htmq.com/html5/article.shtml
http://www.htmq.com/html5/aside.shtml
http://www.htmq.com/html5/nav.shtml
http://www.htmq.com/html5/section.shtml
http://www.htmq.com/html5/figure.shtml


スタイルでタグ機能を変える

スタイルでは「ブロック要素」のタグと「インライン要素」のタグを変更することができます。
displayプロパティを使用する

［インラインとブロック］

display:inline; 
インラインボックスを生成する（初期値） 

display:block; 
ブロックボックスを生成する 

display:list-item; 
li要素のようにリスト内容が収められるブロックボックスと、
リストマーカーのためのマーカーボックスを生成する 

display:run-in; 
文脈に応じてブロックまたはインラインボックスのいずれ
かを作成する 

display:inline-block; 
インラインレベルのブロックコンテナを生成する。要素全
体としてはインライン要素のような表示形式だが、内部は
ブロックボックスで高さ・横幅などを指定できる。

［テーブル］

display:table; 
table要素のような表示となる 

display:inline-table; 
インラインレベルのテーブルとなる 

display:table-row-group; 
tbody要素のような表示となる 

display:table-header-group; 
thead要素のような表示となる 

display:table-footer-group; 
tfoot要素のような表示となる 

display:table-row; 
tr要素のような表示となる 

display:table-column-group; 
colgroup要素のような表示となる 

display:table-column; 
col要素のような表示となる 

display:table-cell; 
td要素のような表示となる 

display:table-caption; 
caption要素のような表示となる



レスポンシブWEBサイトのコーディング

レスポンシブデザインの基礎

【レスポンシブデザインとは】 

PC、タブレット、スマートフォンなど、複数の異なる画面サイズを持つデバイスに自在に対
応してページのレイアウト・デザインを柔軟に調整するサイトの事を言います。現在では多種
多様なデバイスが登場しているので、大まかにスマホ用、タブレット用、PC用と3～4種類程
度の幅に合わせてデザインレイアウトが変化するような設定が多く見られます。 

Google検索でも各種デバイスに対応したレスポンシブデザインを採用していないサイトは上
位表示から落とされると警告しています。



可変させるスタイルを活用して制作

主に横並びのレイアウトの場合でレスポンシブ対応するので 
使用する＜タグ＞とスタイルで可変する構造を作っていく

【横に配列する方法】 

・<div>にfloat機能で横並びにして可変に対応 
・<table>機能で横並びにして可変に対応 
・<div>にinline-table機能で横並びにして可変に対応 
・<ul><li>機能で横並びにして可変に対応 
・スタイル flexbox 機能で横並びにして可変に対応 
・＠メディアクエリで各幅サイズに合わせて読み込むスタイルを変える



【メリット】 

• 1つのHTMLファイルで複数デバイスに対応するようにコーディングされるため、制作後
の修正や更新、メンテナンス等が容易になる。 

　（作業工数の軽減につながり、生産性の向上が図れます） 

• 1つのHTMLファイルで構成されるため、デバイス毎に情報がバラバラになることを防げ
ます。 

　情報整理がしやすくなることで重要なコンテンツがはっきりしてきます。 

• PCとスマートフォンなど異なったデザインとして考えず、基本デザインやUIが統一する
ことでサイト制作の生産性が高まります。 

• 各デバイスのURLが統一でき、SEOとしても最適。

レスポンシブWEBサイトのコーディング



【デメリット】 

• PCとスマホでは使用する状況や利用シーンが異なるため統一したコンテンツが
良くない場合もあり絶対的なものではない。 
• メディアクエリでスマホサイズの場合に非表示設定等で内容の詳細度を分けることはできる。 

• 1つのHTMLファイルで複数のデバイスに合わせるため、デザインやコンテンツ
制作の際に慎重に検討して制作する必要がある。 

• スマートフォンではデータが軽い方が表示が早くなるが、全てのデバイス向け
のデータを読み込むため表示が遅くなる場合がある。 
• 画像等はそれぞれのメディアに合わせたサイズのものを差し替えて読み込ませる方法で解決でき
る。 

• 各デバイスに合わせたコンテンツの精細な配慮がしにくい。 
• それぞれのメディアに合わせたcssを作る場合と同じような手間が必要になる。

レスポンシブWEBサイトのコーディング



可変しないレイアウトを作成（横3列） 
float使用（レスポンシブ未対応）

完成イメージ
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実際にサイト構造を持った書類を作る

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html>

〈コピペするテキスト〉

テキストエディターで新規書類を作って以下をコピペ

文字コードをUTF-8にして 

モードはHTMLを設定して 

fix-index.html 

という名称で 

    fix 

フォルダーに保存

tab（インデント）を入れて階層を 
分かりやすくしましょう

HTMLの構造を作る（index.html書類を作成）

デスクトップに 

　　fix 

というフォルダーを作ります。



html内のデータを入力 A-01

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<meta charset="UTF-8"> 
<title>FIX SITE</title> 

</head> 
<body> 
<div> 
<div> 
<h1>Header</h1> 

</div> 

<div> 
<div>BOX 01</div> 
<div>BOX 02</div> 
<div>BOX 03</div> 

</div> 

<div> 
<h2>Footer</h2> 

</div> 
</div> 

</body> 
</html>

1030
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index.htmlに赤文字部分をコピペ



• 背景色は#2f4f4

cssを新規書類で作成 A-02

■サイト全体

• 幅は1030px 
• 背景色は#699 
• 上下左右に20pxの余白

■サイト

• 幅は合計1030px 
    ※padding:左右40px 
　　+990pxで1030px 
• 背景色は#fff 
• 下部余白20px

■Header部

• 幅は合計330px 
• 背景色は#fff 
• 右・下部余白20px

■BOX01、BOX02 部

• 幅は合計330px 
• 背景色は#fff 
• 下部余白20px

■BOX03 部

@charset “UTF-8"; 

html,body {margin:0;padding:0;} 

body { 
background: #2f4f4f; 

} 

#wrap { 
width: 1030px; 
margin: 20px auto; 
background: #699; 
min-height: 200px; 
padding: 20px; 

} 

#header { 
width: 990px; 
background: #fff; 
padding: 20px; 
margin: 0 0 20px; 

}

• 幅は合計1030px 
    ※padding:左右40px 
　　+990pxで1030px 
• 背景色は#fff

■footer部

.box_a { 
width: 290px; 
text-align: center; 
padding: 20px; 
min-height: 200px; 
background: #fff; 
float:l eft; 
margin:0 20px 20px 0; 

} 
.box_b { 
width: 290px; 
text-align: center; 
padding: 20px; 
min-height: 200px; 
background: #fff; 
float: left; 
margin: 0 0 20px 0; 

} 
#footer { 
clear: both; 
width: 990px; 
background: #fff; 
padding: 20px; 

}

エディターで新規書類を作って以下のcssデータをコピペ

名称をfix-main.cssとして　　fixフォルダーに保存

コードを“UTF-8”、タイプを“CSS”にします。
新規書類制作：fix-main.css



スタイルをhtmlに読み込む A-03

id="wrap"

fix-index.htmlの<head>～</head>にfix-main.cssを読み込むコードを挿入

コピペするテキストfix-main.css

#wrap

id="header"#header

class="box_a".box_a

class="box_b".box_b

id="footer"#footer

<link rel="stylesheet" href="fix-main.css">

コピペするテキスト

上書き保存してブラウザーで確認



ブラウザーで確認 A-04 
float使用（レスポンシブ未対応）

幅を狭めると表示されない部分ができる。



可変しないレイアウトを作成（横3列） 
Table 使用（レスポンシブ未対応）

完成イメージ

1030

B



table使用に変更 B-01
デスクトップに　　　table01というフォルダーを作ります。

<table> 
<tbody> 
<tr> 
<td class="box_a">BOX 01</td> 
<td class="box_a">BOX 02</td> 
<td class="box_b">BOX 03</td> 

</tr> 
</tbody> 

</table>

fixフォルダー内のfix-index.htmlを開き「別名で保存」を選択し table-index.htmlに変更して　　 tableフォルダーに保存し、
htmlの内容を以下のように変更します。

fix-index.html　→　名称変更：table-index.html

<link rel="stylesheet" href="table-main.css">

以下をコピペして書換え

以下をコピペして書換え

書換えたら「保存」

サイトのタイトルを「TABLE SITE」に変更



レスポンシブCSSに変更 B-02

table { 
margin: 0 0 20px 0; 

} 
tr { 
height: 200px; 

} 
td { 
virtical-align: middle; 

} 
.box_a { 
width: 290px; 
text-align: center; 
padding: 20px; 
background: #fff; 
border-right: 20px solid #699; 

} 
.box_b { 
width: 290px; 
text-align: center; 
padding: 20px; 
background: #fff; 

}

デスクトップに　　　table01というフォルダーを作ります。

fixフォルダー内のfix-main.cssを開き「別名で保存」を選択し table-main.cssに変更して　　 tableフォルダーに保存し、
CSSの内容を以下のように変更します。

fix-main.css　→ 名称変更：table-main.css
赤文字部分をコピペして書換え

■floatを使わずにtableで横3列に設定 
以下のようなテーブル構造で置き換えます。 

<table> 
<tbody> 
<tr> 
<td>～</td> 
<td>～</td> 
<td>～</td> 

</tr> 
</tbody> 

</table>

書換えたら「保存」



ブラウザーで確認 
Table 使用（レスポンシブ未対応）

幅を狭めると表示されない部分ができる。



可変に対応（列数変わらず） 
Table 使用（レスポンシブ対応）

完成イメージ

幅500px以下にしても3列維持のレスポンシブにする

横3列の間隔は幅を変えても 

変わらない設定

C



tdに可変コードcssを設定 C-01
tableフォルダー内のtable-main.cssを開き「別名で保存」を選択し table-res.cssに変更して　　 tableフォルダーに保存し、

cssの内容を以下のように変更します。

<td>BOX 01</td> 
<td>BOX 02</td> 
<td>BOX 03</td>

table-index.html　→　名称変更：table-res.html

<link rel="stylesheet" href="table-ress.css">

以下をコピペして書換え

以下をコピペして書換え

書換えたら「保存」

サイトのタイトルを「TABLE Responsive SITE」に変更



レスポンシブCSSに変更 C-02

table { 
margin: 0 0 20px 0; 
width: -webkit-calc(100% + 20px); 
width: -moz-calc(100% + 20px); 
width: calc(100% + 20px); 

} 
tr { 
height: 200px; 

} 
td { 
max-width: -webkit-calc(100% / 3); 
max-width: -moz-calc(100% / 3); 
max-width: calc(100% / 3); 
border-right: 20px #699 solid; 
text-align: center; 
virtical-align: middle; 
padding: 20px; 
min-height: 200px; 
background: #fff; 

}

デスクトップに　　　table01というフォルダーを作ります。

tableフォルダー内のtable-main.cssを開き「別名で保存」を選択し table-res.cssに変更して　　 tableフォルダーに保存し、
CSSの内容を以下のように変更します。

table-main.css　→ 名称変更：table-res.css
赤文字部分をコピペして書換え

書換えたら「保存」

■calcを使ってtable幅を20px大きくして 
右にborderを設定した同一の 
<td>を3つ並べる 

<td>はサイズが1030px以内のとき常に 
3等分で表示されるようcalcを使って 
計算式で設定する。

calc();
■計算式を可能にしてくれる 

( )の中に計算式を入れることができる 
例） 
幅を均等に3つに分割 
width : -webkit-calc(100% / 3) ;



ブラウザーで確認 
Table 使用（レスポンシブ対応）

幅を狭めても常に横3列に 
BOXが並ぶ

幅を狭めてた時、縦にBOXを並ばせるには 
@メディアクエリを使用したコーディングが必要 E で解説



メディアクエリで可変に対応（列数変わらず） 
float 使用
完成イメージ

幅500px以下にしても3列維持のレスポンシブにする

横3列の間隔は幅を変えても 

変わらない設定

D



レスポンシブCSSに変更 D-01
デスクトップに　　　res01というフォルダーを作ります。

#wrap { 
 max-width: 1030px; 
 margin: 20px auto; 
 background: #699; 
 min-height: 200px; 
 padding: 20px; 

} 
#header { 
box-sizing: border-box; 
width: 100%; 
background: #fff; 
padding: 20px; 
margin: 0 0 20px; 

} 

fix-main.cssを開き「別名で保存」を選択し res01-main.cssに変更して　　 res01フォルダーに保存し、
スタイルを以下のように変更します。

box-sizing:

■値 

content-box 

パディングとボーダーを幅と高さに含めない（初期値） 

border-box 

パディングとボーダーを幅と高さに含める 

inherit 

親要素の値を継承する 

■初期値・適用対象・値の継承 

初期値 

content-box 

適用対象 

幅、または、高さを持つすべての要素 

値の継承 

しない 



レスポンシブCSSに変更 D-02

.box_a{ 
box-sizing: border-box; 
width: -webkit-calc((100% - 40px) / 3); 
width: -moz-calc((100% - 40px) / 3); 
width: calc((100% - 40px) / 3); 
text-align: center; 
padding: 20px; 
min-height: 200px; 
background: #fff; 
float: left; 
margin: 0 20px 20px 0; 

} 

.box_b{ 
box-sizing: border-box; 
width: -webkit-calc((100% - 40px) / 3); 
width: -moz-calc((100% - 40px) / 3); 
width: calc((100% - 40px) / 3); 
text-align: center; 
padding: 20px; 
min-height: 200px; 
background: #fff; 
float: left; 
margin:0 0 20px 0; 

}

calc();

■計算式を可能にしてくれる 

( )の中に計算式を入れることができる 

例） 
幅を均等に3つに分割 
width : -webkit-calc(100% / 3) ;

■3つのBOXの間に20pxの枠線が2本あるため100%から 

　40pxを引いた数値を3分割することで3つのBOXが 

　均等になる



レスポンシブCSSに変更 D-03

#footer { 
clear: both; 
box-sizing: border-box; 
width: 100%; 
background: #fff; 
padding: 20px; 

}

res01-main.css書類を保存



res01-index.htmlの読込みcss書類を変更
fixフォルダー内のfix-index.html書類を開いて「別名で保存」を選択し、 

res01-index.htmlという名称に変更して　　 res01フォルダーに保存。

<link rel="stylesheet" href="res01-main.css">

〈コピペして入れ替えるコード〉

そのまま開いた状態で以下を書き換える

読み込むcss書類を同じフォルダー内のres01-main.cssにチェンジ

サイトのタイトルを「Responsive01 SITE」に変更



ブラウザーで確認 
float 使用



メディアクエリで可変に対応（列数変更） 
<div>を使ったコーディング

幅961px以上の場合にBOXの間の罫線が20px

幅600px~960pxまではBOXの間の罫線が15px

幅599px以下はBOXが縦に並ぶ

E



レスポンシブCSSに変更 E-01
デスクトップに　　　res02というフォルダーを作ります。

@media screen and (min-width: 960px) { 
#body { 
overflow: hidden; 

} 
.box_a{ 
box-sizing: border-box; 
width: -webkit-calc((100% - 40px) / 3); 
width: -moz-calc((100% - 40px) / 3); 
width: calc((100% - 40px) / 3); 
text-align: center; 
vertical-align: middle; 
padding: 20px; 
min-height: 200px; 
background: #fff; 
float: left; 
margin: 0 20px 20px 0; 

} 
.box_b { 
box-sizing: border-box; 
width: -webkit-calc((100% - 40px) / 3); 
width: -moz-calc((100% - 40px) / 3); 
width: calc((100% - 40px) / 3); 
text-align: center; 
vertical-align: middle; 
padding: 20px; 
min-height: 200px; 
background: #fff; 
float: left; 
margin: 0 0 20px 0; 

} 
}   

res01-main.cssを開き「別名で保存」を選択し res02-main.cssに変更して　　 res02フォルダーに保存し、
スタイルを以下のように変更します。

@メディアクエリを使ってそれぞれの幅ようにスタイルを分ける 幅960px以上のとき

■BOXとBOXの間の隙間分を 

　右側マージンとして設定している 

　box-aと右側マージン設定なしの 

　box_bをそれぞれ設定



レスポンシブCSSに変更 E-02

@media screen and (max-width: 959px){ 
#body { 
overflow: hidden; 

} 
.box_a { 
box-sizing: border-box; 
width: -webkit-calc((100% - 30px) / 3); 
width: -moz-calc((100% - 30px) / 3); 
width: calc((100% - 30px) / 3); 
text-align: center; 
vertical-align: middle; 
padding: 20px; 
min-height:200px; 
background:#fff; 
float:left; 
margin:0 15px 20px 0; 

} 
.box_b { 
box-sizing: border-box; 
width: -webkit-calc((100% - 30px) / 3); 
width: -moz-calc((100% - 30px) / 3); 
width: calc((100% - 30px) / 3); 
text-align: center; 
vertical-align: middle; 
padding: 20px; 
min-height:200px; 
background:#fff; 
float:left; 
margin:0 0 20px 0; 

} 
}

@メディアクエリを使ってそれぞれの幅ようにスタイルを分ける 幅600px ~ 960px未満

■BOXとBOXの間の隙間分を 

　幅に合わせて縮小しています。



レスポンシブCSSに変更 E-03

@media screen and (max-width: 599px) { 
#body { 
overflow: hidden; 

} 
.box_a { 
box-sizing: border-box; 
width: 100%; 
text-align: center; 
vertical-align: middle; 
padding: 20px; 
min-height:200px; 
background:#fff; 
margin:0 0 20px; 

} 
.box_b { 
box-sizing: border-box; 
width: 100%; 
text-align: center; 
vertical-align: middle; 
padding: 20px; 
min-height:200px; 
background:#fff; 
margin:0 0 20px; 

} 
}

@メディアクエリを使ってそれぞれの幅ようにスタイルを分ける 幅600px未満のとき

幅100%でBOXが縦に並ぶ設定です。



res02-index.htmlの読込みcss書類を変更 E-04
res01フォルダー内のres01-index.html書類を開いて「別名で保存」を選択し、 

res02-index.htmlという名称に変更して　　 res02フォルダーに保存。

<link rel="stylesheet" href="res02-main.css">

〈コピペして入れ替えるコード〉

そのまま開いた状態で以下を書き換える

読み込むcss書類を同じフォルダー内のres02-main.cssにチェンジ

サイトのタイトルを「Responsive02 SITE」に変更



ブラウザーで確認 
<div>を使ったコーディング

幅961px以上の場合にBOXの間の罫線が20px

幅600px~960pxまではBOXの間の罫線が15px

幅599px以下はBOXが縦に並ぶ



メディアクエリで可変に対応（列数変更） 
<ul><li>を使ったコーディング

幅961px以上の場合に横4列　BOXの間の罫線が20px

幅600px~960pxまでは横2列　BOXの間の罫線が20px

幅599px以下はBOXが縦に並ぶ

F



res03-index.htmlの内容を変更 F-01

<link rel="stylesheet" href="res03-main.css">

〈コピペして入れ替えるコード〉

読み込むcss書類を同じフォルダー内のres03-main.cssにチェンジ

デスクトップに　　　res03というフォルダーを作ります。

res02-index.htmlを開き「別名で保存」を選択し res03-index.htmlに変更して　　 res03フォルダーに保存し、
CSSの読み込み設定を以下のように変更します。

res02-main.cssを開き「別名で保存」を選択し res03-main.cssに変更して　　 res03フォルダーに保存します。

サイトのタイトルを「Responsive03 SITE」に変更



レスポンシブCSSに変更 F-02

■ulの初期値を消して、幅を常に100%に設定

#box { 
width: calc(100% + 20px); 

} 
ul { 
list-style-type: none; 
padding: 0; 
margin: 0; 
max-width: 100%; 

}

〈コピペして追加するコード〉

res03-main.html



レスポンシブCSSに変更 F-03

@media screen and (min-width: 960px) { 
ul li { 
display: inline-block; 
box-sizing: border-box; 
width: -webkit-calc(100% / 4); 
width: -moz-calc(100% / 4); 
width: calc(100% / 4); 
border-right: 20Px #699 solid; 
text-align: center; 
padding: 20px; 
min-height: 200px; 
background: #fff; 
margin: 0 0 20px; 

} 
}    
@media screen and (max-width: 959px){ 
ul li { 
display: inline-block; 
box-sizing: border-box; 
width: -webkit-calc(100% / 2); 
width: -moz-calc(100% / 2); 
width: calc(100% / 2); 
border-right: 20Px #699 solid; 
text-align: center; 
padding: 20px; 
min-height: 200px; 
background: #fff; 
margin: 0 0 20px; 

} 
}

@メディアクエリを使ってそれぞれの幅ようにスタイルを分ける 幅600px ~ 960px未満

■display : inline-blackを 

　使用してfloatを使わずに 

　横に並べます。

■960px以上では横4列 

■600～960pxまでは横2列



レスポンシブCSSに変更 E-03

@media screen and (max-width: 599px) { 
ul li { 
box-sizing: border-box; 
width: 100%; 
text-align: center; 
padding: 20px; 
min-height:200px; 
background:#fff; 
margin:0 0 20px; 

} 
}

@メディアクエリを使ってそれぞれの幅ようにスタイルを分ける 幅600px未満のとき

■600px未満は幅100%で 

　縦に並ぶ設定。



ブラウザーで確認 
<div>を使ったコーディング

幅961px以上の場合にBOXの間の罫線が20px

幅600px~960pxまではBOXの間の罫線が15px

幅599px以下はBOXが縦に並ぶ

F



flexboxで可変に対応（列数変更） 
<flexbox>を使ったコーディング

最大幅1030px, 幅600px以上の場合に横3列のBOX 

間の罫線が20px

幅599px以下はBOXが縦に並ぶ

G



res02-index.htmlの内容を変更 G-01

<link rel="stylesheet" href="flex01-main.css">

〈コピペして入れ替えるコード〉

読み込むcss書類を同じフォルダー内のflex-main.cssにチェンジ

デスクトップに　　　flexというフォルダーを作ります。

res02-index.htmlを開き「別名で保存」を選択し flex-index.htmlに変更して　　 flexフォルダーに保存し、CSSの
読み込み設定を以下のように変更します。

res02-main.cssを開き「別名で保存」を選択し flex01-main.cssに変更して　　  flex01フォルダーに保存します。

サイトのタイトルを「Flexbox SITE」に変更



名称変更したflex-main.cssの内容を変更 G-02
最大幅1030pxで600pxを境にレスポンシブ対応に変更します。

res02-main.cssで作成していた＠メディアクエリの（max-width: 959px）部分を削除します。

削除



@media screen and (min-width: 600px) { 

div.flaxbox { 

display: -webkit-flex; 

display: flex; 

width: -webkit-calc(100% + 20px); 

width: -moz-calc(100% + 20px); 

width: calc(100% + 20px); 

} 

div.flaxbox section { 

margin: 0 20px 0 0; 

padding: 20px; 

width: 100%; 

background-color: #fff; 

text-align: center; 

min-height: 200px; 

} 

}

flex-main.cssの内容を変更 G-03

res02-main.cssで作成していた＠メディアクエリの（min-width: 960px）部分の内容を変更します。

幅600px~は横3列で 
BOXが表示される設定 

親要素に 
display: flex 
display: -webkit-flex 
とwidthを設定 

子要素に<section>を使用し
てwidth:100%;に設定し、 
横に並ばせたい数だけ設置。

※css3から対応 



@media screen and (max-width: 599px) { 
div.flaxbox { 
flex-direction:column; 

} 
div.flaxbox section { 
box-sizing: border-box; 
width: 100%; 
text-align: center; 
padding: 20px; 
background: #fff; 
min-height: 200px; 
margin: 0 0 20px 0; 

} 
}

flex-main.cssの内容を変更 G-04

res02-main.cssで作成していた＠メディアクエリの（max-width: 599px）部分の内容を変更します。

幅600px未満は列が 
縦に自動的に並びます。 

親要素に 
flex-direction:column; 
を設定 

子要素に<section>は
width:100%;に設定。 

BOXが縦に並びます。 
※css3から対応 



<div class="flaxbox"> 
<section><p>BOX 01</p></section> 
<section><p>BOX 02</p></section> 
<section><p>BOX 03</p></section> 

</div>

flex-index.htmlの内容を変更 G-05

名称変更したflex-index.htmlの読み込みスタイル名とタグ名を変更します。

<body>内のコードを 
変更します。 

<section>タグはcss3から 
導入されたタグです。 

HTML4.01までは<div>でほとんど対応し
ていたブロック要素ですが、意味合いによっ
て<div>ではなく適切なタグを使ってコー
ディングした方が良いと言われています。 

<section>タグについて詳しくは 
クイック・リファレンスを参照す
ると良いでしょう。 

〈コピペして入れ替えるコード〉

http://www.htmq.com/html5/section.shtml


ブラウザーで確認 
<flexbox>を使ったコーディング

最大幅1030px, 幅600px以上の場合に横3列のBOX 

間の罫線が20px

幅599px以下はBOXが縦に並ぶ

G



<link rel="stylesheet" href="small.css" media="screen and (max-width:480px)”> 

<link rel="stylesheet" href="medium.css" media="screen and (min-width:480px) and (max-width:1024px)”> 

<link rel="stylesheet" href="wide.css" media="screen and (min-width:1024px)”>

メディアサイズに合わせた別々のCSSを設定する場合

＠メデイアクエリを一つのcssの中に記述せず、幅に合わせた別々のCSSをそれぞれ作って読み込む方法 
sample.html の<head>内にそれぞれの幅で設定したCSSを読み込むコードを設置



メディアサイズによって最適な解像度とサイズの画像を作って表示させる方法

@media screen and (min-width: 993px) { 
 img.miniimage { display: none; } 
 img.midimage { display: none; } 
 img.bigimage { display: block; } 
 .infobox { font-size: 32px !important; text-align: center; line-height: 2.0em ; } 
 .space_top {padding-top: 80px;} 
 } 
 @media screen and (max-width: 992px){ 
 img.miniimage { display: none; } 
 img.midimage { display: block; } 
 img.bigimage { display: none; } 
 .infobox { font-size: 26px !important; text-align: center; line-height: 1.8em ; } 
 .space_top {padding-top: 50px;} 
 } 
 @media screen and (max-width: 479px) { 
 img.miniimage { display: block; } 
 img.midimage { display: none; } 
 img.bigimage { display: none; } 
 .infobox { font-size: 14x !important; text-align: center; line-height: 1.6m ; } 
 .space_top {padding-top: 20px;} 
 }

メディアサイズに合わせて読み込む画像を変える設定



メディアクエリ サンプル

Weebly（CMS）で作成しサイト

トップページの大きな画像をサイズに合わせて3つ作ってあり 
それぞれのサイズに合わせて画像が切り替わります。

http://www.active-icon.com/0712_yasuhiro_yato.html

背景に画像を置き、日程の画像を上に乗せて、 
メディアの幅によって表示されるサイズを%で変えています。

http://www.active-icon.com/0712_yasuhiro_yato.html


ユーザーエージェントによってPCとスマートフォン（iPhone / Android）を 

振り分ける方法いろいろ 01

■PHPによる振り分け

ユーザーエージェントを判別して「iPhone」、「Android」の場合はspディレクトリへ移動するようにしています。 
PC用のindex.phpに下記コードを記述。

<?php
$ua=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
if((strpos($ua,’iPhone’)!==false)||(strpos($ua,’iPod’)!==false)||(strpos($ua,’Android’)!==false)) {

header(“Location:/sp/index.php”);
exit();

}
?>

■JavaScriptによる振り分け

navigator.userAgentでユーザーエージェントを取得し、indexOf()を使って判別します。 
「iPhone」、「Android」の場合はspディレクトリへ移動するようにしています。

<script type="text/javascript">
if ((navigator.userAgent.indexOf('iPhone') > 0 && navigator.userAgent.indexOf('iPad') == -1) || 
navigator.userAgent.indexOf('iPod') > 0 || navigator.userAgent.indexOf('Android') > 0) {

location.href = '/sp/';
}
</script>



■.htaccessによる振り分け

ユーザーエージェントを判別して「iPhone」、「Android」の場合はspディレクトリへ移動するようにしています。 
.htaccessを作成し、下記コードを記述。

RewriteEngine On

# Set enviroment value by user-agent
SetEnvIf User-Agent "iPhone" UA=sp
SetEnvIf User-Agent "iPod" UA=sp
SetEnvIf User-Agent "Android" UA=sp

# Redirect if smart phone
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/sp.*
RewriteCond %{ENV:UA} ^sp$
RewriteRule ^(.*)$ /sp/ [R,L]

ユーザーエージェントによってPCとスマートフォン（iPhone / Android）を 

振り分ける方法いろいろ 02



サイトを丸ごとダウンロード

Windows

Webサイトを丸ごと保存できる無料アプリ

 

https://completegetter.softonic.jp/#app-softonic-review

Mac

CompleteGetter

SiteSucker
http://ricks-apps.com/osx/sitesucker/

サイトのデータを 
丸ごとダウンロード

HTML,CSSを 
エディターで開く

HTML,CSSの 
構造・機能を勉強

https://matome.naver.jp/odai/2144016469737787601
https://completegetter.softonic.jp/#app-softonic-review
http://ricks-apps.com/osx/sitesucker/
http://ricks-apps.com/osx/sitesucker/


他人のサイトをこっそり研究

サイトのコードをダウンロードしたサイトを 
Chromeで開いて「検証」を起動

それぞれのHTMLとCSSの構造と設定を見る

CSSの設定を参考に、ダウンロードした 
CSSの設定を自分のものにする



z-index
z-indexプロパティは、ボックスの重なりの順序を指定します。 
z-indexプロパティは、positionプロパティでstatic以外の値が指定されている要素に適用されます。

http://www.htmq.com/style/z-index.shtml
説明しているサイト

p { 
 color: #000000; 
 background-color: #99cc00; 
 position: relative; 
 top: 50px; 
 z-index: 2; 
} 
.sample { 
 position: relative; 
 top: -50px; 
 z-index: 1; 
 width:80%; 
 height: 150px; 
 background: #f00; 
}

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
   <link rel="stylesheet" href="z-index_sample.css" type="text/
css"> 
 </head> 
 <body> 
  <p>上に重なります。</p> 
  <div class="sample"></div> 
 </body> 
</html> 

サンプルコード HTML　例：z-index_sample.html

サンプルコード CSS　例：z-index_sample.css

http://www.htmq.com/style/z-index.shtml


position

static 
特に配置方法を指定しません。この値のときには、top、bottom、left、rightは適用されず、初期値に配置します。 

absolute 
絶対位置への配置となります。親ボックスにpositionプロパティのstatic以外の値が指定されている場合には、親ボックスの左上が
基準位置となります。親ボックスにpositionプロパティのstatic以外の値が指定されていない場合には、ウィンドウ全体の左上が基
準位置となります。 

relative 
相対位置への配置となります。positionプロパティでstaticを指定した場合に表示される位置が基準位置となり、top、bottom、
left、rightは適用されます。 

fixed 
絶対位置への配置となるのはabsoluteと同じですが、スクロールしても位置が固定されたままとなります。

http://www.css-lecture.com/log/css/037.html
説明しているサイト

http://www.css-lecture.com/log/css/037.html


calc()

紹介サイト：https://w3g.jp/blog/css3_calc_function

CSSにおいて計算式を可能にしてくれる便利なcalc()ファンクション

「横幅にパーセンテージ値を用いつつ、その横幅から指定ピクセル(px)分だけ引けたら...」こんなこと
を思われたことがあると思います。それをCSS拡張メタ言語を使うわけでもなく、CSS単独で実現で
きてしまうのがcalc()ファンクション

例：割り切れない幅の設定の場合

.col1, col3{ 
    width : 33% ;  /* IE8以下とAndroid4.3以下用フォールバック */ 
} 
.col2{ 
    width : 34% ;  /* IE8以下とAndroid4.3以下用フォールバック */ 
} 
.col1, .col2, .col3 { 
    width : -webkit-calc(100% / 3) ; 
    width : calc(100% / 3) ; 
}

https://w3g.jp/blog/css3_calc_function


.less 01

cssのコードをネスト（階層）化できる.less

div.section { 
    width: 500px; 
    margin: 0 auto; 
    border: solid 1px #999; 
    padding: 1px; 
} 
div.section h3 { 
    background: #999; 
    font-size: 131%; 
    padding: 10px; 
} 
div.section h3 a { 
    color: #fff; 
} 
div.section h3 a:hover { 
    color: #eee; 
} 
div.section p { 
    padding: 10px; 
}

サンプルコード CSS
div.section { 
    width: 500px; 
    margin: 0 auto; 
    border: solid 1px #999; 
    padding: 1px; 
    h3 { 
        background: #999; 
        font-size: 131%; 
        padding: 10px; 
        a { 
            color: #fff; 
            &:hover { 
                color: #000; 
            } 
        } 
    } 
    p { 
        padding: 10px; 
    } 
} 

サンプルコード less



.less 02

変数を使うことができる

h3 { 
    background: #eee; 
    padding: 10px; 
    border-radius: 5px; 
    -webkit-border-radius: 5px; 
    -moz-border-radius: 5px; 
} 
p { 
    background: #eee; 
    padding: 10px; 
    border-radius: 10px; 
    -webkit-border-radius: 10px; 
    -moz-border-radius: 10px; 
}

サンプルコード CSS

@radius: 5px; 
@bg-color: #eee; 
@pad: 10px; 
  
h3 { 
    background: @bg-color; 
    padding: @pad; 
    border-radius: @radius; 
    -webkit-border-radius: @radius; 
    -moz-border-radius: @radius; 
} 
p { 
    background: @bg-color; 
    padding: @pad; 
    border-radius: @radius; 
    -webkit-border-radius: @radius; 
    -moz-border-radius: @radius; 
} 

サンプルコード less



.less 03

関数っぽいことができる

.rounded-corners (@radius: 10px, @bg-color: #eee, @pad: 10px) { 
    background: @bg-color; 
    padding: @pad; 
    border-radius: @radius; 
    -webkit-border-radius: @radius; 
    -moz-border-radius: @radius; 
} 
h3 { 
    .rounded-corners; 
} 
p { 
    .rounded-corners(20px, #999, 30px); 
}

サンプルコード less

h3{ 
    background:#eeeeee; 
    padding:10px; 
    border-radius:10px; 
    -webkit-border-radius:10px; 
    -moz-border-radius:10px; 
} 
p{ 
    background:#999999; 
    padding:30px; 
    border-radius:20px; 
    -webkit-border-radius:20px; 
    -moz-border-radius:20px; 
}

サンプルコード CSS



.less 04

ちょっとした計算ができる

@bg-color: #842210; 
@pad: 10px; 
h3 { 
    background: fadeout(@bg-color, 20%); 
    padding: @pad+10; 
} 
p { 
    background: fadeout(@bg-color, 50%); 
    padding: @pad+20; 
}

サンプルコード less

h3{ 
    background:rgba(132, 34, 16, 0.8); 
    padding:20px; 
} 
p{ 
    background:rgba(132, 34, 16, 0.5); 
    padding:30px; 
}

サンプルコード CSS



JavaScriptを読み込む

https://raw.githubusercontent.com/less/less.js/v2.7.2/dist/less.min.js

リンクのサイトのコードをコピーして 
「style.lss」として保存

<head>～</head>内に 
<link rel="stylesheet/less" type="text/css" href="styles.less"> 

<script src="less.js" type=“text/javascript”></script> 
を記述する

https://raw.githubusercontent.com/less/less.js/v2.7.2/dist/less.min.js
https://raw.githubusercontent.com/less/less.js/v2.7.2/dist/less.min.js

