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おおまかに

HTML5とCSS3

レスポンシブWebデザイン

プリプロセッサー

ブラウザ環境の変化

画像とパフォーマンス



HTML5とCSS3



HTML5が
当たり前になってきた
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いままで HTML5 で
Webサイトを制作したことが

ある人は？

質問









HTML5 新要素以外も
つかわれはじめた

2



data属性

要素に情報を保存する手段
(JavaScriptとの連携)



ニコニコ動画
http://www.nicovideo.jp/

data-*** の形式で
独自に情報を保存する

http://www.nicovideo.jp/
http://www.nicovideo.jp/
http://www.nicovideo.jp/
http://www.nicovideo.jp/


HTML5 API を
つかったサイトもぞくぞく
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History API

ページ遷移なしで URL の変更が可能

Ajaxと相性がバッチリ
Ajax + pushState = pjax



ジセダイ
http://ji-sedai.jp/

Ajax と pushStateを
組み合わせた軽快な遷移

http://ji-sedai.jp/
http://ji-sedai.jp/
http://ji-sedai.jp
http://ji-sedai.jp


Web Socket API

通信のプッシュが可能

リアルタイムで
チャットやゲームが可能



東京Node学園祭2012
http://nodefest.jp/2012/

背景でリアルタイムに
ユーザー同士の交流が可能

http://nodefest.jp/2012/
http://nodefest.jp/2012/
http://nodefest.jp/2012/
http://nodefest.jp/2012/


HTML5は2014年に勧告に
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Plan 2014 - W3C（2012年9月21日公開）
http://dev.w3.org/html5/decision-policy/html5-2014-plan.html

HTML5.0 が
2014年内勧告予定

http://dev.w3.org/html5/decision-policy/html5-2014-plan.html
http://dev.w3.org/html5/decision-policy/html5-2014-plan.html
http://dev.w3.org/html5/decision-policy/html5-2014-plan.html
http://dev.w3.org/html5/decision-policy/html5-2014-plan.html


HTML5.0AtRiskFeatures - HTML WG Wiki
http://www.w3.org/html/wg/wiki/HTML5.0AtRiskFeatures

At Risk なものは
なくなるかも!?

http://www.w3.org/html/wg/wiki/HTML5.0AtRiskFeatures
http://www.w3.org/html/wg/wiki/HTML5.0AtRiskFeatures
http://www.w3.org/html/wg/wiki/HTML5.0AtRiskFeatures
http://www.w3.org/html/wg/wiki/HTML5.0AtRiskFeatures


CSS3デザインが
広く普及
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Nike.com (JP)
http://www.nike.com/jp/ja_jp/

http://www.nike.com/jp/ja_jp/
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Nike.com (JP)
http://www.nike.com/jp/ja_jp/

角丸
影

グラデーション

Webフォント

http://www.nike.com/jp/ja_jp/
http://www.nike.com/jp/ja_jp/
http://www.nike.com/jp/ja_jp/
http://www.nike.com/jp/ja_jp/


モダン
ブラウザ

古い
ブラウザ

完全なデザイン

下限のデザイン

Graceful Degradation



モダン
ブラウザ

古い
ブラウザ

完全なデザイン

下限のデザイン

Graceful Degradation

新しいブラウザに基準をあわせる時代に

IE はずしはバージョン8 基準に突入



HTML.next と CSS4 にも注目
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HTML5 と HTML.next | Mozilla Developer Street (modest)
https://dev.mozilla.jp/2012/07/html5-and-html-next/

勧告を目指す HTML5 と
次の進化に向けた HTML.next

https://dev.mozilla.jp/2012/07/html5-and-html-next/
https://dev.mozilla.jp/2012/07/html5-and-html-next/
https://dev.mozilla.jp/2012/07/html5-and-html-next/
https://dev.mozilla.jp/2012/07/html5-and-html-next/




HTML 5.1 Nightly
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html

https://dev.mozilla.jp/2012/07/html5-and-html-next/
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http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html


HTML 5.1 Nightly
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html

すでにHTML5.1の草案も...

https://dev.mozilla.jp/2012/07/html5-and-html-next/
https://dev.mozilla.jp/2012/07/html5-and-html-next/
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html




HTML.next



Proposed HTML elements and attributes - W3C
http://www.w3.org/html/wg/next/markup/

HTML.next で取り組む予定の
要素と属性の一覧

http://www.w3.org/html/wg/next/markup/
http://www.w3.org/html/wg/next/markup/
http://www.w3.org/html/wg/next/markup/
http://www.w3.org/html/wg/next/markup/




Selectors Level 4 - W3C
http://dev.w3.org/csswg/selectors4/

時間軸セレクタ
UI 状況セレクタ

グリッド構造セレクタ
などが追加予定

http://dev.w3.org/csswg/selectors4/
http://dev.w3.org/csswg/selectors4/
http://dev.w3.org/csswg/selectors4/
http://dev.w3.org/csswg/selectors4/


レスポンシブ  Webデザイン



進む RWD の普及
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ソニー
http://www.sony.jp/

http://www.sony.jp/
http://www.sony.jp/
http://www.sony.jp/
http://www.sony.jp/


日本マイクロソフト
http://www.microsoft.com/ja-jp/

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


NTTデータ
http://www.nttdata.com/jp/ja/

http://www.nttdata.com/jp/ja/
http://www.nttdata.com/jp/ja/
http://www.nttdata.com/jp/ja/
http://www.nttdata.com/jp/ja/


カネボウ化粧品
http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/

http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/
http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/
http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/
http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/


Baby-G - CASIO
http://baby-g.jp/

http://baby-g.jp/
http://baby-g.jp/
http://baby-g.jp
http://baby-g.jp


RWDとの向き合い方
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RWD  のポイント

RWD ≠ 最適化
コンテンツが分散しない

ユニバーサルでさまざまなデバイスに対応できる

デバイスごとの HTML ＝ 最適化
ユーザーの操作に最適な UI

デバイスの能力を最大限に活用



RWD   vs. デバイスごとのHTML

RWDは、Webらしい、目を魅く手法ではある

クライアントやサイトの方針に応じて
実装できることが大切

「RWD」と「デバイスごとの HTML」は
二者択一ではなく、合わせ技も可能



Windows 8 の登場とRWD

9





NHKが全国民に注意喚起



Windows 8 の影響

13メーカーから
250デバイス以上が登場予定

画面解像度がますます多様に

最大公約数的なデザインの必要性と、
そのための RWD という位置づけになりそう





プリプロセッサー



CSSプリプロセッサーの普及
Sass、LESS、Stylus
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すでに CSSプリプロセッサーを
つかったことがある人は？

質問



CSSプリプロセッサーでできることの例

$myColor: #0066FF;

#header {
 background: $myColor;
}

h1 {
 color: $myColor;
}

.eyeCatch {
 color: $myColor;
}

#header {
 background: #0066FF;
}

h1 {
 color: #0066FF;
}

.eyeCatch {
 color: #0066FF;
}

CSS Sass



CSSプリプロセッサーでできることの例

CSS Sass
$myColor: #0066FF;

#header {
 background: $myColor;
}

h1 {
 color: $myColor;
}

.eyeCatch {
 color: $myColor;
}

#header {
 background: #0066FF;
}

h1 {
 color: #0066FF;
}

.eyeCatch {
 color: #0066FF;
}



CSSプリプロセッサーでできることの例

@mixin transition(@arg) {
 -webkit-transition: @arg;
 -moz-transition: @arg;
 -o-transition: @arg;
 transition: @arg;
}

#nav a {
 @include transition(all,0.5s);
}
#footer a {
 @include transition(color,0.3s);
}

#nav a {
 -webkit-transition:all,0.5s;
 -moz-transition:all,0.5s;
 -o-transition:all,0.5s;
 transition:all,0.5s;
}
#footer a {
 -webkit-transition:color,0.5s;
 -moz-transition:color,0.5s;
 -o-transition:color,0.5s;
 transition:color,0.5s;
}

CSS Sass



CSSプリプロセッサーでできることの例

@mixin transition(@arg) {
 -webkit-transition: @arg;
 -moz-transition: @arg;
 -o-transition: @arg;
 transition: @arg;
}

#nav a {
 @include transition(all,0.5s);
}
#footer a {
 @include transition(color,0.3s);
}

#nav a {
 -webkit-transition:all,0.5s;
 -moz-transition:all,0.5s;
 -o-transition:all,0.5s;
 transition:all,0.5s;
}
#footer a {
 -webkit-transition:color,0.5s;
 -moz-transition:color,0.5s;
 -o-transition:color,0.5s;
 transition:color,0.5s;
}

CSS Sass



Sass - Syntactically Awesome Stylesheets
http://sass-lang.com/

http://sass-lang.com/
http://sass-lang.com/
http://sass-lang.com
http://sass-lang.com


LESS « The Dynamic Stylesheet language
http://lesscss.org/

http://lesscss.org/
http://lesscss.org/
http://lesscss.org
http://lesscss.org


Stylus
http://learnboost.github.com/stylus/

http://learnboost.github.com/stylus/
http://learnboost.github.com/stylus/
http://learnboost.github.com/stylus/
http://learnboost.github.com/stylus/


ブラウザも
プリプロセッサーに

対応しはじめた

11







ブラウザも Sass ファイルを解析できる



JavaScriptプリプロセッサー
の普及

CoffeeScript、TypeScript、LiveScript
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CoffeeScript
http://coffeescript.org/

http://coffeescript.org/
http://coffeescript.org/
http://coffeescript.org
http://coffeescript.org


Welcome to TypeScript
http://www.typescriptlang.org/

http://www.typescriptlang.org/
http://www.typescriptlang.org/
http://www.typescriptlang.org/
http://www.typescriptlang.org/


LiveScript - a language which compiles to JavaScript
http://livescript.net/

http://livescript.net/
http://livescript.net/
http://livescript.net
http://livescript.net


JavaScript プリプロセッサーでできることの例
書式の簡略化 OOPフレンドリーな書式

# Assignment:
number   = 42
opposite = true

# Functions:
square = (x) -> x * x

# Objects:
math =
  root:   Math.sqrt
  square: square
  cube:   (x) -> x * square x

class Animal
  constructor: (@name) ->

  move: (meters) ->
    alert @name + " moved 
#{meters}m."

class Snake extends Animal
  move: ->
    alert "Slithering..."
    super 5

sam = new Snake "Sammy the 
Python"

sam.move()



GUI ビルドツールの登場
CodeKit、LiveReload、Compass.app、SCOUT

13
Graphic User Interface





ビルド



黒い画面でしか
できなかったことが...



画面操作で
Sass や LESS を扱えるように



CodeKit
http://incident57.com/codekit/

http://incident57.com/codekit/
http://incident57.com/codekit/
http://incident57.com/codekit/
http://incident57.com/codekit/


LiveReload
http://livereload.com/

http://livereload.com/
http://livereload.com/
http://livereload.com/
http://livereload.com/


Compass.app
http://compass.handlino.com/

http://compass.handlino.com/
http://compass.handlino.com/
http://compass.handlino.com/
http://compass.handlino.com/


Scout
http://mhs.github.com/scout-app/

http://mhs.github.com/scout-app/
http://mhs.github.com/scout-app/
http://mhs.github.com/scout-app/
http://mhs.github.com/scout-app/


Sass、LESS、CoffeeScript を
導入しやすくなる



CUIビルドツールにも注目
grunt、Yeoman、Brunch

14
Character User Interface





CUIビルドツールは

モダンなワークフローでは
GUIビルドツールでは

まかないきれないほどのタスクが発生

CUIビルドツールでより柔軟に対応できる



grunt: a task-based command line build tool for JavaScript projects
http://gruntjs.com/

jQuery や Modernizr が
ビルドツールに利用

http://gruntjs.com/
http://gruntjs.com/
http://gruntjs.com
http://gruntjs.com


Yeoman - Modern workflows for modern webapps
http://yeoman.io/

Paul Irish、Addy Osmani ほか
Google のメンバーが中心に開発

http://yeoman.io/
http://yeoman.io/
http://yeoman.io
http://yeoman.io


Brunch | HTML5 application assembler
http://brunch.io/

成熟したビルドツール

http://brunch.io/
http://brunch.io/
http://brunch.io
http://brunch.io


Brunch | HTML5 application assembler
http://brunch.io/

http://brunch.io/
http://brunch.io/
http://brunch.io
http://brunch.io


Brunch | HTML5 application assembler
http://brunch.io/

http://brunch.io/
http://brunch.io/
http://brunch.io
http://brunch.io


GUIビルドツールよりも進化が早い

カスタマイズもできる



新しい制作環境づくりの
ポイント
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CSSプリプロセッサーと
ビルド環境を手に入れよう











1セットでいいので
あたらしいツールを
扱えるようになろう



ブラウザ環境の変化



Internet Explorer 10 の登場
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充分な HTML5 サポート

基本的にプラグインフリー

自動アップグレード



古い IE がどんどん対象外に

17



Internet Explorer 6 Countdown
http://www.ie6countdown.com/

http://www.ie6countdown.com/
http://www.ie6countdown.com/
http://www.ie6countdown.com/
http://www.ie6countdown.com/


Gmail
https://mail.google.com/

https://mail.google.com/
https://mail.google.com/
https://mail.google.com
https://mail.google.com


ヨドバシ.com
http://www.yodobashi.com/

http://www.yodobashi.com/
http://www.yodobashi.com/
http://www.yodobashi.com/
http://www.yodobashi.com/


ニコニコ動画
http://www.nicovideo.jp/

http://www.nicovideo.jp/
http://www.nicovideo.jp/
http://www.nicovideo.jp/
http://www.nicovideo.jp/


クックパッド
http://cookpad.com/

http://cookpad.com/
http://cookpad.com/
http://cookpad.com
http://cookpad.com


有名サイトが
古い IE を切り捨て



ターゲットブラウザと
制作の自由度を整理
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HT
ML

5の
壁

20
13
年の

ボーダーライン？

モダンなWebづくりの理想10年前と
同じ表現



新しいことができるのは
モダンブラウザ

古いブラウザが対象なら
これまでと同じ表現しかできない



画像とパフォーマンス



画像はベクターにも注目
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PNG SVG



ビットマップ画像 vs. ベクター画像

Retina Display の普及、
デバイスの画面解像度の多様化

　デバイスフォント、Webフォント、SVG は
ベクター表現であり、

CSS や JavaScript  による操作がかんたん

2013年は「SVG元年」になる？



パフォーマンス最適化の
トレンド

20



少しでも速い表示が求められる時代に

パフォーマンスのためには
ファイルの結合、minify、画像の再圧縮などが必要



まとめ



まとめ

HTML5とCSS3は当たり前に

HTML5の次が見えてきた

ワークフローが変わってきた

ツールが変わってきた



ありがとうございました

@takahiromashiko @yomotsu

https://twitter.com/takahiromashiko
https://twitter.com/takahiromashiko
https://twitter.com/yomotsu
https://twitter.com/yomotsu

