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1.  Spec
仕様の移り変わり



HTML



2016年11月1日に、HTML 5.1が勧告 

HTML 5.1が勧告



• h1要素のセクション要素を使った入れ子のアウトラインを廃止 

• tfoot要素は、tbody要素の前に書いてはいけない 

• accesskey属性に設定できるアクセスキーは１つのみ 

• 各セクション要素にheaderとfooter要素の入れ子が可能 

• title属性があっても、img要素のalt属性を省略できない 

• img要素にwidth="0"の指定が可能　　　　　　             …など

HTML 5.1の主な変更点



picture要素とsrcset属性の追加

<picture>
  <source
    srcset="mdn-logo-wide.png"
    media="(min-width: 600px)"
  >
  <img src="mdn-logo-narrow.png" alt="MDN">
</picture>



http://caniuse.com/#feat=picture



HTMLだけで 
RWDの画像の切り替えが 
可能になる



SVG



SVG は今年で15周年



2001 2003 2008 2011 2016

SVG 1.0

W3C 勧告候補W3C 勧告

SVG 1.1 
SVG Tiny

SVG Tiny 1.2

SVG 1.1 
 (Second Edition)

SVG 2.0



http://caniuse.com/#feat=svg



http://sugar.vision/



http://docs.yahoo.co.jp/info/bigdata/special/2016/05/app/



IE8のサポートが切れ、 
SVGが技術の選択肢として
受け入れられている



accessibility



http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html



障害者差別解消法が施行



• 見出しやリストを、ちゃんとマークアップ 

• WAI-ARIAの対応 (aria属性やrole属性)

マークアップで必要な対応



https://www.microsoft.com/ja-jp/



http://www.resonabank.co.jp/



WAI-ARIAの理解が 

求められてくる



http://www.smbc.co.jp/



JIS X 8341-3:2016における 

「2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準」

カルーセルに一時停止ボタン



JIS規格やWCAG 2.0に 

目を通しておこう



2.  Browser
ブラウザーの変化



2016年1月12日に 
Microsoftによるサポート終了、 
今後はキケンなブラウザーへ

IE対応は11へ(おおむね)



https://www.microsoft.com/ja-jp/WindowsForBusiness/End-of-IE-support

https://www.microsoft.com/ja-jp/WindowsForBusiness/End-of-IE-support


https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/iesupport/





https://www.microsoft.com/japan/msbc/Express/ie_support/



https://www.microsoft.com/japan/msbc/Express/ie_support/



https://www.microsoft.com/japan/msbc/Express/ie_support/



Windows Vista IE9 のみ

Windows 7 IE11 のみ

Windows 8.1 IE11 のみ

Windows 10 Microsoft Edge と IE11 のみ



Vistaは…







Webサイトにおける 

IEのサポート状況



https://directg.s.bk.mufg.jp/refresh/ib_help/browser_ch.html

https://directg.s.bk.mufg.jp/refresh/ib_help/browser_ch.html


https://directg.s.bk.mufg.jp/refresh/ib_help/browser_ch.html

三菱東京UFJ銀行

https://directg.s.bk.mufg.jp/refresh/ib_help/browser_ch.html


https://www.mizuhobank.co.jp/notice/index.html

https://www.mizuhobank.co.jp/notice/index.html


https://www.mizuhobank.co.jp/notice/index.html

みずほ銀行

https://www.mizuhobank.co.jp/notice/index.html


http://www.tokyostarbank.co.jp/terms/

http://www.tokyostarbank.co.jp/terms/


http://www.tokyostarbank.co.jp/terms/

東京スター銀行

http://www.tokyostarbank.co.jp/terms/


http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/help/system_02_01.html

http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/help/system_02_01.html


http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/help/system_02_01.html

SBI証券

http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/help/system_02_01.html


IE11から使える技術
• Multiple Columns ＊ 
• Border Image 
• Grid Layout ＊ 
• Flexbox ＊ 
• Animation ＊ 
• Transition 
• Transform3D ＊

• const 
• WebGL 
• WebSocket API ＊ 
• WebWorker ＊

その他多数

(おさらい)

（＊はIE10から利用可能）



IE11ベースで 
新しく「使える」技術を 
見直しておこう







内部バージョンはEdgeHTML 14に 
• ES6、7 

• Web Notifications 

• WebRTC 

• ePub など

Microsoft Edge

（2016年8月2日リリース）



Microsoft Edgeも 
引き続き進化中



Safari 15周年

https://trac.webkit.org/changeset/1

（2001年初登場、2003年リリース）

https://trac.webkit.org/changeset/1




Custom Elementsなど 
先進技術の試験投入など 

WebKit Nightlyとは異なり  
iCloudなども連携可能

Safari Technology Preview



Safariの進化にも 
やや期待

https://developer.apple.com/safari/technology-preview/

https://developer.apple.com/safari/technology-preview/


•viewport拡大制限が無効に 

•インライン動画再生対応 

•その他CSS/JS機能追加

iOS 10 Safari



viewport拡大制限が無効に

<meta
  name="viewport"
  content="width=device-height,initial-scale=1,user-scalable=no"
/>

https://beta.applebetas.tk/notes/ios/10.0/beta1.pdf#14

https://beta.applebetas.tk/notes/ios/10.0/beta1.pdf#14


Firefoxの将来



Quantumプロジェクト/Servo 

• レンダリング 

• CSS（マッチング） 

• DOMの高速化 など

Firefoxの再開発 



新しいFirefox 
始まる

https://mozdevs.github.io/servo-experiments/



Opera、買収された



•中国企業より買収された 

•日本語公式ブログの更新、止まる 
最後の投稿は今年の３月

Opera、買収された



Operaの存在感 
更に薄くなる





Flash 20周年！

http://inflagrantedelicto.memoryspiral.com/2016/08/futuresplash-animator-to-adobe-animate-cc-20-years-of-flash/ より

（FutureSplash Animator が1996年に初登場）

http://inflagrantedelicto.memoryspiral.com/2016/08/futuresplash-animator-to-adobe-animate-cc-20-years-of-flash/


http://inflagrantedelicto.memoryspiral.com/2016/08/futuresplash-animator-to-adobe-animate-cc-20-years-of-flash/ より

http://inflagrantedelicto.memoryspiral.com/2016/08/futuresplash-animator-to-adobe-animate-cc-20-years-of-flash/


• Edgeは停止状態でFlashを表示 

• Chrome 56（2017年2月）で  
全サイトで停止表示 

• Firefox 2017年内には全サイトで停止表示 

• Safari 10でデフォルト無効

デスクトップでも脱Flashの気配



https://blogs.windows.com/msedgedev/2016/04/07/putting-users-in-control-of-flash/

Edge: 
Flash will be displayed in a pause state 
Flashは停止状態で表示されることになります



https://blog.chromium.org/2016/12/roll-out-plan-for-html5-by-default.html

Chrome: 
all websites will require the user's permission to run Flash.  
Flashを動作させるには全サイトでユーザーからの認証が必要になります

https://blog.chromium.org/2016/12/roll-out-plan-for-html5-by-default.html


https://blog.mozilla.org/futurereleases/2016/07/20/reducing-adobe-flash-usage-in-firefox/

Firefox: 
In 2017, Firefox will require click-to-activate 
2017年には、「クリックして再生」が必須となります

https://blog.mozilla.org/futurereleases/2016/07/20/reducing-adobe-flash-usage-in-firefox/


https://webkit.org/blog/6589/next-steps-for-legacy-plug-ins/

Safari: 
Safari instead presents a placeholder element with a "Click to use" button.  
Safariは、空要素と「クリックして再生」ボタンを代わりに表示します

https://webkit.org/blog/6589/next-steps-for-legacy-plug-ins/


FlashをHTML5化する 
仕事も発生？



3.  CSS
CSSの動き



CSS Flexible Box Layout Module Level 1 
Candidate Recommendation



1

2

3

.parent {

}



1 2 3

.parent {
  display: flex;
}



.parent {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
} 1 2 3



.parent {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

1 2 3



.parent {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

1



http://caniuse.com/#feat=flexbox



使える場面 が 増えてきたけど
度重なる仕様変更の影響やバグも…



Andorid 4.3以下で折り返しができない

• 仕様変更前のbox-linesプロパティは使える 
• ブラウザにflex-wrapプロパティがない



特定のHTML要素でFlexboxが効かない

• fieldset要素やbutton要素で効かない 
• Edge, Firefox, Safariで再現 
• divやspan要素などで囲って対処



widthプロパティが無視される

• Flexboxを指定した要素にFloatプロパティや 
abusoluteを指定すると再現 
• Chrome, Firefox, Safariで再現



https://github.com/philipwalton/flexbugs



バグが分かっていれば、 
対処しやすい



おや？



ベンダープリフィックスの 
ようすが？



https://blogs.msdn.microsoft.com/ie_ja/2014/10/22/web/



https://blogs.msdn.microsoft.com/ie_ja/2014/10/22/web/

2014年からIE11, Edgeで 
-webkit-を認識するように



https://www.mozilla.jp/blog/entry/10559/



https://www.mozilla.jp/blog/entry/10559/

今年からFirefoxで 
一部のCSSのみ 

-webkit-を認識するように



IE11 -ms-, -webkit-

Edge -webkit-

Firefox -moz-, -webkit-

Chrome, Safari, Opera -webkit-



すべてのブラウザで 
-webkit-が使えるが、 
それだけで指定しない



4.  JavaScript
JavaScriptの現状



jQuery 10周年

http://ejohn.org/blog/10th-anniversary-of-jquery/

（2006年初登場）

http://ejohn.org/blog/10th-anniversary-of-jquery/






• IE8以下のサポートを廃止 

•古い書式の廃止 
$(document).on('ready', function(){...})  
bind(), delegate() 
$.ajax()のsuccess、error、complete    …など 
• SVGとの相性強化

jQuery 3（2016年6月9日リリース）



•jQuery-3.1.1 

•jQuery-3.1.1  slim build  
Ajaxやstyleの操作なしの制限版 

•jQuery Migrate 3.0.0 
追加で読み込むと1.12、2.2との互換性確保（ヘルパー）

jQuery 3（2016年12月16日現在）



有名フレームワークの 
メジャーアップデート



4月: React v15.0.0 リリース（0.14.8から）

9月: Angular v2.0.0 リリース 

10月: Vue v2.0.0 リリース



https://medium.com/@sachagreif/the-state-of-javascript-front-end-frameworks-1a2d8a61510

0%

25%

50%

75%

100%

React Vue 使っていない Angular 2 Ember AngularJS Backbone

ユーザーがまた使いたいと思うフレームワーク 
（パーセンテージ）

92% 88%

65% 64%

47% 46%
31%

https://medium.com/@sachagreif/the-state-of-javascript-front-end-frameworks-1a2d8a61510


• Flux 

• Props/States 

• コンポーネント

揃ってきた方向性



どれかを覚えてみよう



5.  Tools
ツールの振り返り



Sassは来年で10周年

2007年にHaml 1.5の 
機能としてリリース



2006年 Haml 2007年 Sass (Hamlの機能)

!!!
%html{:lang => "ja"}
  %head
    %meta{:charset => "UTF-8"}/
    %title Document
  %body
    %h1 demo
    %p Lorem ipsum
    %ul
      %li
        %a{:href => ""} 001
      %li
        %a{:href => ""} 002
      %li
        %a{:href => ""} 003

// Variables
$demo: #cc0000
// Mixins
=link($color)
  &:link, &:hover, &:visited
    color: $color

a
  +link($demo)
  
.header
  padding: 10px 20px
  .logo
    float: left
    color: #f00



2009年 LESS 2010年 SCSS (Sass 3.0)

// Variables
@demo: #cc0000;
// Mixins
.link(@color) {
  &:link, &:hover, &:visited {
    color: @color;
  }
}

a {
  .link(@demo);
}
.header {
  padding: 10px 20px;
  .logo {
    float: left;
    color: #f00;
  }
}

// Variables
$demo: #cc0000;
// Mixins
@mixin link($color) {
  &:link, &:hover, &:visited {
    color: $color;
  }
}

a {
  @include link($demo);
}
.header {
  padding: 10px 20px;
  .logo {
    float: left;
    color: #f00;
  }
}



https://ashleynolan.co.uk/blog/frontend-tooling-survey-2016-results#css-processors

Sass 
63.4%



https://blogs.adobe.com/creativestation/web-dreamweaver-sass-compile-and-options



Dreamweaverでも 
Sassのコンパイルが 
可能になった



Sassの主な種類

Sass libSass

Ruby

C/C++

Node.js, Ruby, Go,  

PHP, Javaなど



libSassと 
Ruby Sass 3.4は 
ほぼ100％互換性に



Sass Framework





https://github.com/Compass/compass





https://github.com/thoughtbot/bourbon/releases/tag/v5.0.0.alpha.0



Sass Frameworkの 
ブログ記事などに注意



PostCSS



PostCSS

•分析 

•フォールバック（後方互換） 

•最適化 

•独自拡張



PostCSS

•分析 

•フォールバック（後方互換） 

•最適化 

•独自拡張



autoprefixer

.foo {
  display: flex;
}

Before



autoprefixer

.foo {
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
}

After



PostCSS

•分析 

•フォールバック（後方互換） 

•最適化 

•独自拡張



CSS MQPacker

@media screen and (min-width: 769px) {
  .foo {
    color: #000;
  }
}

@media screen and (min-width: 769px) {
  .bar {
    color: #f00;
  }
}

Before



CSS MQPacker

@media screen and (min-width: 769px) {
  .foo {
    color: #000;
  }
  .bar {
    color: #f00;
  }
}

After



PostCSSは 
後方互換や最適化に 
便利なツール



PostCSS

•分析 

•フォールバック（後方互換） 

•最適化 

•独自拡張



postcss-assets

.img {
  width: width('foobar.png');
  height: height('foobar.png');
  background-size: size('foobar.png');
}

.img-retina {
  width: width('foobar.png', 2);
  height: height('foobar.png', 2);
  background-size: size('foobar.png', 2);
}

Before



postcss-assets

.img {
  width: 320px;
  height: 240px;
  background-size: 320px 240px;
}

.img-retina {
  width: 160px;
  height: 120px;
  background-size: 160px 120px;
}

After



https://www.npmjs.com/package/postcss-japanese-stylesheets



独自拡張を行う場合は 
やりすぎに 
気をつけよう



まとめ



•HTML 5.1の勧告 

•SVGが15周年 

•障害者差別解消法が施行

仕様



• IE11未満は対象外を検討しよう 

•各ブラウザーは進化中 

•Operaはもうすぐ退場か 

•脱Flashの気配

ブラウザー



• Flexboxのバグを知れば怖くない 

• -webkit-が使えるけど、グレー

CSS



• jQueryは緩やかに3へ進化 

•有名フレームーワークの 
方向性が揃ってきた

JavaScript 



• Sassが来年はよりメジャーに 

• PostCSSが魔改造はやめよう

ツール



10周年、15周年の 
節目の年



よいお年を！

@yomotsu

@kojika17


