


webクリエイターのための
情報交換所
CSS Nite SAITAMA



Facebookグループ

webクリエイターのための情報交換所

https://www.facebook.com/groups/241838242545737/

Web制作や運営に関する情報共有を目的とし、

2011年に発足したFacebookグループ。

現在、参加者7,940人（2018年3月20日）

下記の3つをルールとして運営中。

1.挨拶禁止　2.イベントや自分のサイトなどの宣伝禁止　3.批判禁止

https://www.facebook.com/groups/241838242545737/


メンバー紹介



後藤賢司

よつばデザイン 

デザイナー

CPIエバンジェリスト

あんこ好き



阿部正幸

KDDIウェブコミュニケーションズ エバン

ジェリスト

ACE01/SmartRelease プロジェクトマネー

ジャー

CPIスタッフブログ編集長



前川昌幸

イー・ネットワークス 

マークアップエンジニア

CPI エバンジェリスト



2017年3月



特許庁が配色だけで商標を認定

一番手はトンボの消しゴムとセブンイレブンの看板

http://www.sankei.com/economy/news/170301/ecn1703010027-n1.html



資生堂マジョリカインスタ

https://isuta.jp/category/iphone/2015/11/463100/



「インスタ映え」の次は「ストーリージェニック」：2018急上昇ワード

https://www.businessinsider.jp/post-108971

インスタ映えだけでは

差別化できないし、

目立てないから、

そこにストーリー性を

持たせる。

※2018/1/7の記事

Instagramのトレンドの

移り変わりは激しい。



初公開!?今週のジャンプの表紙ができるまで！

https://youtu.be/dV71kkL7e6Y



2017年4月



ポストTwitter？　急速に流行中「マストドン」とは

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1704/13/news131.html



Windows Vista のサポートは終了しました

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/22882/windows-vista-end-of-support



2017年5月



CSS Gridの基礎と応用

https://learncssgrid.com/



CSS Gridの基礎と応用

● IEの対応にやや問題があるので、普及が進まず

● 上記の問題に対してautoprefixerの対応が進化しているので、

 以前に比べて採用されやすくなっている

「ICS MEDIA」の以下の記事がおすすめ
CSS Grid Layout入門。対応ブラウザが出揃った新しいレイアウト仕様

https://ics.media/entry/15649

これからのレイアウトは Grid Layoutで決まり？特徴で使い分けたい CSSレイアウト手法

https://ics.media/entry/15921/2



【あらためて】SEOでできること、目指すこと｜CyberAgent SEO Information (サイバーエー

ジェントSEO情報ブログ)

https://ameblo.jp/ca-seo/entry-12273356001.html



古いSEOでは、本来持っていない力を持っていると見せかける。

今目指すべきSEOは、本来持っている力そのものを伸ばす。

■今後目指すべきSEO
検索エンジンではなくユーザーが必要とする良質なコンテンツを

追加したり、コンテンツを改善したりする

サイトを使いやすくする（要はUXを向上させる）

【あらためて】SEOでできること、目指すこと｜CyberAgent SEO Information (サイバーエー

ジェントSEO情報ブログ)



2017年6月



インターネットトレンド2017

http://jp.techcrunch.com/2017/06/01/20170531mary-meeker-internet-trends-2017/



インターネットトレンド2017

● スマートフォンの売上、インターネットの普及速度は両方とも減速

● 「モバイル化」は「モバイルへのシフト」ではなく「モバイルの追加」

モバイルの利用時間 : 1日3時間まで急上昇

● モバイル利用時間に比べてモバイル広告収入は追いついていない

今後モバイル広告プラットフォームには大きな成長が見込まれる

● オンライン広告の規模拡大の85%をGoogleとFacebookが占めた。半年以内に

インターネット広告額はテレビ広告額を追い越す



一つの歴史が終わる、Yahoo!がディレクトリ型検索を終了

http://tech.nikkeibp.co.jp/it/atcl/news/17/062901803/



2017年7月



【LINE】〈調査報告〉インターネットの利用環境 定点調査（2017年上期）

https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2017/1819



【LINE】〈調査報告〉インターネットの利用環境 定点調査（2017年上期）

https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2017/1819



【LINE】〈調査報告〉インターネットの利用環境 定点調査（2017年上期）

https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2017/1819

■日常的にインターネットを利用する環境は「スマホのみ」が最も多く、

「スマホとPC」併用者を上回る

● 「スマホ」でのインターネット利用者は全体の85％。対して「PC」での利用者は

46%。

● 構成比として最多は「スマホのみ」での利用者で、約半数。

「スマホとPC」の併用者は4割弱。

● 「PCのみ」での利用者はわずか6%に留まる。



インターネット利用端末の種類 2016年（総務省）

http://www.visualthinking.jp/archives/29538



2017年8月



「個人の感想です」ならどんな広告でも許されるのか？　消費者庁が見解を発表

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1708/08/news021.html



「個人の感想です」ならどんな広告でも許されるのか？　消費者庁が見解を発表

■「※個人の感想です」といった表現を『打ち消し表示』と呼ぶ

● 消費者庁の調査では、実に90%以上の人がWeb広告の「打ち消し表示」に気づ

かないという結果に

● 動画での「打ち消し表示」も読み切れない人が多い

● 関連する法律は「景品表示法」。「嘘の広告」や「誇大広告」を禁じているが、打

ち消し表示の有無に関わらず「消費者が理解できない」と判断されれば行政処

分の対象に



今後、検索の50%は音声にシフトする。その時に考えなければいけないこととは？

https://robotstart.info/2017/08/15/voice-search-engine-optimization-seo.html



2017年9月



2017年10月



大規模デザインシステムを作る：

いかにしてアメリカ連邦政府のデザインシステムを作り上げたか

http://www.catapultsuplex.com/entry/building-a-large-scale-design-system



術前・術後の比較写真、原則禁止　厚労省方針

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22690500V21C17A0CR8000/



フロントエンドチェックリスト（日本語訳） - Qiita

https://qiita.com/miya0001/items/8fff46c201bf9eaeba4a



フォロワー数や“いいね”を2倍に！ 

Lisfeeから、AIが最適なタグを提案してくれるアプリ「TAGGER」登場 

https://www.mdn.co.jp/di/newstopics/55592/



Chrome62 HTTP接続のフォームはすべて非セキュア扱いへ

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1086774.html



スマートスピーカー発売（LINE、Google、Amazon）



2017年11月



知財教材「デザイナーが身につけておくべき知財の基本」: 特許庁

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/chizai_kyozai-designer-kihon.htm



ブロガー必見！配色を決めてくれる人工知能【Khroma】がスゲーー！！

http://www.omg-ox.org/entry/khroma



ビジュアル検索の時代が到来か？、Google Lensが公開される

https://www.suzukikenichi.com/blog/google-lens-enables-visual-search/



ビジュアル検索の時代が到来か？、Google Lensが公開される

■テキスト検索・音声検索と同様に、ビジュアル検索も普及するか

● いわゆる「画像検索」とは違い、Google Lensが写真などに写っている被写体に

関連した情報を検索する

● 例）花の名前、名刺からの連絡先登録、お店の営業時間など

● Google Lens、iOS版も公開 | TechCrunch Japan 

http://jp.techcrunch.com/2018/03/17/2018-03-16-google-lens-arrives-on-io

s/



リニューアルした日経電子版が高速すぎてヤバイ件

https://note.mu/konpyu/n/n9fd5b81f6305



リニューアルした日経電子版が高速すぎてヤバイ件

日経電子版が行った速度改善の対策

・CDN（Fastly）導入
・ServiceWorkerによるブラウザキャッシュ
・HTTP/2
・Resource Hint

dns-prefetch
preconnect

prefetch

prerender

・webp



2017年12月



Google ウェブマスター向け公式ブログ: 

医療や健康に関連する検索結果の改善について

https://webmaster-ja.googleblog.com/2017/12/for-more-reliable-health-search.html



WordPressが世界のウェブサイトの29%を動かしているということです

https://capitalp.jp/2017/11/13/wp-numbers-matter/



2018年1月



サイト内検索は誰に使われるのか？

https://wp.yat-net.com/?p=6367



■サイト内検索、はたして必要なのか？について

● 制作サイドにとっては面倒な存在で、設置するのも消極的な理由（あとから文句

言われたくない、など）

● ヘビーユーザーは利用する

● 検索語句のデータからサイトの導線の課題を発見できる

サイト内検索は誰に使われるのか？



これから開発されるFirefoxの新規機能は、HTTPSにしか対応しない。

新規のCSSプロパティなども対象

http://www.publickey1.jp/blog/18/firefoxhttpscss.html



XDの機能は定期的に更新されています。このページで最近追加された機能強化

および新機能をご確認ください。

https://www.adobe.com/jp/products/xd/features.html



Bootstrap 4 正式版ローンチ

http://blog.getbootstrap.com/2018/01/18/bootstrap-4/



Bootstrap 4 正式版ローンチ

・GridシステムにFlexboxが採用、Flexユーティリティによる柔軟なレイアウト

・ブレイクポイント
< 576px（） Extra small
≥ 576px (sm) Small
≥ 768px (md)　Medium
≥ 992px (lg)　Large
≥ 1200px (xl)　Extra large

・様々なクラスが変更

.img-responsive　→　.img-fluid

.img-rounded　→　.rounded

.img-circle　→　.rounded-circle



Bootstrap 4 正式版ローンチ

・Rest CSS
Normalize.css　→　Reboot.css

・IE9、IE8、iOS6のサポート終了

・充実したビルドツール

・パネル、サムネイル、Glyphicons icon fontの削除

IE10以降のブラウザサポートの場合Bootstrap4を使うことをオススメ



web制作の自動化が進む！　

画像から自動コーディングする深層学習プログラムが公開

https://ledge.ai/pix2code-on-floydhub/



ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素に使用します

https://webmaster-ja.googleblog.com/2018/01/using-page-speed-in-mobile-search.html



2018 Design Trends on Behance

https://www.behance.net/gallery/60273889/2018-Design-Trends



2018 Design Trends on Behance



Google、スピード計測ツールのPageSpeed Insightsを改良、

実際の世界により即したパフォーマンスをレポート

https://www.suzukikenichi.com/blog/pagespeed-insights-now-provides-reports-more-aligned-with-the-real-world-data/



2018年から作品が自由に使えるようになった人たち

http://hi.fnshr.info/2018/01/01/2018-pd/



2018年2月



写真の特徴を別の写真に移し替える軽量なアルゴリズム

「FastPhotoStyle」をNVIDIAが開発

https://gigazine.net/news/20180221-nvidia-fastphotostyle/



写真の特徴を別の写真に移し替える軽量なアルゴリズム「FastPhotoStyle」をNVIDIAが開

発

https://gigazine.net/news/20180221-nvidia-fastphotostyle/



Google、数週間内にも多くのサイトを

モバイルファーストインデックス（MFI）に移行

http://www.sem-r.com/google-2010/20180222110432.html



今なぜHTTPS化なのか？インターネットの信頼性のために、

技術者が知aっておきたいTLSの歴史と技術背景

https://employment.en-japan.com/engineerhub/entry/2018/02/14/110000



今なぜHTTPS化なのか？インターネットの信頼性のために、

技術者が知aっておきたいTLSの歴史と技術背景

SSL/TLS通信より下記が
確保される

・機密性
・安全性
・真正性



今なぜHTTPS化なのか？インターネットの信頼性のために、

技術者が知aっておきたいTLSの歴史と技術背景



遂に来た！通信が安全ではないことを示す警告をすべての非HTTPSページにGoogle 

Chromeが常に表示。2018年7月リリースのバージョン68から

https://www.suzukikenichi.com/blog/chrome-will-mark-all-http-sites-as-not-secure-in-july-2018/



画像とコンテンツ評価の関係 - 実験と検証（テキスト中心から少しずつ

変化していくかもしれない。画像・映像など直感的なものはより有効的）

https://note.mu/isay53/n/n4b248539cd53



店舗を持っているのなら Google マイビジネス をしっかり運用しよう

https://www.appleple.com/blog/googleMyBusiness201802.html



有料動画アプリの利用者は2年間で2.5倍、無料動画は1.5倍に増加

～ニールセン スマートフォン動画アプリの利用状況を発表～

http://www.netratings.co.jp/news_release/2018/01/Newsrelease20180130.html



有料動画アプリの利用者は2年間で2.5倍、無料動画は1.5倍に増加

～ニールセン スマートフォン動画アプリの利用状況を発表～



有料動画アプリの利用者は2年間で2.5倍、無料動画は1.5倍に増加

～ニールセン スマートフォン動画アプリの利用状況を発表～



2017〜2018年ふりかえり
（まとめ）



インターネットトラフィック

スマートフォン利用率は鈍化傾向に。LINEなどの一般向けのアプリケーションのトラフィックは

ほとんどがスマートフォンから。

PCからのトラフィックは減少せず、スマホからのトラフィックが増えた結果、

インターネット全体で見ると、スマホとPCは五分五分となった。



IoT、AI

2017年はIoT元年？

Amazon ECO、Google Home、Clova WAVEなど音声認識デバイスが世間を

賑わせた。

またAI（人工知能）が自動で何かをするプロダクトも増えつつある。

音声認識デバイスからWeb閲覧及び、買い物する日も近い。

エンジニアの方は、どのようにしたら自社コンテンツと、IoTデバイスとを

結びつけできるかは知っておく必要あり。



第４次産業革命

第一次産業革命

18～19世紀初頭蒸気機関、紡績機など軽工業の機械化

第二次産業革命

19世紀後半に石油、電力、重化学工業

第三次産業革命

20世紀後半インターネットの出現、ICTの急速な普及

第四次産業革命

21世紀極端な自動化、コネクティビティによる産業革新

世界経済フォーラム（WEF）よる産業革命の定義



第４次産業革命

IoT 化で低コストによるビッグデータ収集が可能に

さらに、AI による解析で新たな価値を創出



HTTPS(SSL/TLS)をめぐる動き

ブラウザの動き 認証局をめぐる動き

2017年1月

Chrome、非HTTPSで

ログインや決済機能を持つページに警告 シマンテックの証明書発行プロセスに問題が発覚

2017年3月 Googleがシマンテックの証明書への不信感を表明

2017年8月 シマンテックがDigiCertに証明書発行事業を売却

2017年9月 safariで証明書の警告の表示を刷新 Google、シマンテックの証明書の無効化計画を発表

2017年10月

Chrome、非HTTPSで

入力フォームの存在する全てのページに警告

2018年1月 Firefoxの新機能はHTTPSのみ対応へ

2018年2月 Let's Encryptがワイルドカード証明書に対応

2018年4月 Google、シマンテックが2016年6月1日以前に発行した証明書を無効化

2018年7月 Chrome、非HTTPSのページ全てに警告 Google、シマンテックが発行した証明書を全て無効化

GoogleとMozillaによるHTTPS重視の傾向が顕著に



SEO

Googleの検索エンジンのアップートが2017年も度々行われた。有用なコンテンツが評価UP。

アフィリやQA系のサイトが不利になる可能性も

2017年1月11日

モバイル検索結果より、コンテンツに簡単にアクセスできないページは、

これまでよりも低く掲載される可能性がある

2017年2月3日

オリジナルで有用なコンテンツを持つ高品質なサイトが、より上位に表示されるようになる

2017年12月6日

医療従事者や専門家、医療機関等から提供されるような、より信頼性が高く有益な情報が上位に表示される

2018年1月18日

2018年7月ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素として使用



ページ速度改善

ページ表示速度の改善が2017年は度々話題となった。

注目を浴びる理由はCV、SEO、サイト回遊率などに影響するため。

Amazonでは100msページ速度が落ちると、1% CVが落ちるとも

言われている。2018年も引き続き話題となるであろう。

Googleはモバイル速度を

計測するツールを提供開始

https://testmysite.withgoogle.com/intl/ja-jp

日経電子版の高速化など、世間ではページ速度改善が

度々話題となった



2017年 人気記事Top3



第3位



リニューアルした日経電子版が高速すぎてヤバイ件

https://note.mu/konpyu/n/n9fd5b81f6305



第2位



Windows Vista のサポートは終了しました

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/22882/windows-vista-end-of-support



第1位



初公開!?今週のジャンプの表紙ができるまで！

https://youtu.be/dV71kkL7e6Y



番外編



Drupal7 and 8 core highly critical release on Martch 28th, 2018

https://www.drupal.org/psa-2018-001


