
ＨＴＭＬ５アブﾘの基礎

第１部では､ＨＴＭＬ５のアプリ作成の概要について学びます。

アプリの基盤となるHTML5､JavaScript､ＣＳＳ基礎に加え､開発ツールの紹介と開発環
境のインストールについて説明します。
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ＩupHTML5の概要

||||||棚州llllHTML5の状況

甲三Ｈ

とは

HTML5は、雌新版のHTMLの規格です。呪ｲIi、｜|:様の策定が進行卜|』で、２０１４年頃に鹸

終版が出来ｋがるとi#われています。しかし、光成を僻つ必要はあI)ません。雌新版の

Wel〕プラウザでは、多くの機能が先取りして’炎装されています。

ハソコンのII堺では、HnlL5の仕様に対応していない古いWel)プラウザ利川苫がまだ

多くいるため、粋及にはしばらく時間がかかります。

しかし、スマートフオンの枇界では、ここｌ～２年に発光された新しいモデルの利川箭

が多いため、llTAl1,5の伎術が叫及しや-ﾘー い」削蝋にあI)ます。

Ａｍ〔h･oi(lに|ﾘﾘ抑で組み込まれたWeI)ブラウザにおいてもⅡTML5の災装が進んでいます。

Androi(121以l:のバージョンでは、多くのlITML5の機能が利用できます。

剛卿lIHTML5の構成
ＨＴＭＬ５も従来のＨＴＭＬと同じように、iii体で利川されることは少なく、ＣＳＳ（力ス

ケーデイング・スタイル・シート）とJaVaSCriPLを組み合わせることが一般的です”

CSSでは雌新版の脱絡としてCSS3が、Ｊ(waS(:riI)lではlITML5関辿'1:棚としてｉMださ

れた機能(Ｗ(,bプラウザ組み込みオブジェクト）の縦定が進んでいます。これらの披術を

組み合わせて、II1ML5間連技術または'''1ＭＬ５と呼ばれています。

木避でも、これらの技術の総称をIITML5と呼びます、

＄



ＨＴＭＬ５袈示データの棚池

CSS3表示データの装飾
JavaSc｢ipt；データ処理とHTML5/CSS3の勤的加工

Java

Script

ＨＴＭＬ５関迦技術

因
△

※］Webプラウザヒで11W作するWel)アプリに川し、ブラ･ソトソオーム(OS）上にインス１，－ルして動作す茜
アプリのこと

l－ｌＴＭＬ５

アプリ実行蝋暁として利用できるように、以lfの機能拡張が行われています。特に、

ネットワーク催l外での実行とデータベース機能で、ネイティブアプリに引けをとらないよ

うなアプリの開発も可能になりました

働圏Ｓｆｇ

111|獅鯛ｱプﾘ実行環境としてのHTML5
IITML5では、従来からあるWebサーバーに保存された情報をWebプラウザで表示する

Webサイト向け機能について拡張が行われていますが、注F1されているのがアプリの実行

畷境としての機能仙恢です。

いままでのＷ(,l)γヅ，リ（Wel)ブラウザヒで11Wくアプリ）は、インストールイ《'腿ですぐに

利川できるという利点を持っていました。しかし、インストールしてから利川するアプリ

(ネイティブアプリ）･;･'と比べると制限嚇項が多く、用途は限定されていました。

ＨＴＭＬ５では、Ｗ(‘bアプリの権限1f項を克服するための機能拡張が↑j:われています。

連幽アプリ実行環境としての機能拡張

'|llllil剛'''''1機能拡張の概要



位置情報の取得

脳燃ﾘﾈﾂﾄﾜー ｸ圏外での実行

'三I｣‐
三に --1.2アプリ実行環境としての機能拡張

ⅢlllllllIl

’ ’ネットワーク圏外での実行

アプリで利川するデータベースをブラウザが持つことができます‘唯源を切ったり、

Webプラウザを剛じたりしてもデータが保持されます．!'2．

WebSQLDatabascは、仕様の策定が中止されたので、将来はWel〕ブラウザの機能から

削除される恐れがあります。WcbSQLDataI)aseの代役として検討が進められている

’ １データベ ース機能

::･２Webブラウザがデータを保〃する従来からの機能としてク･ｿキー(C()(>ki《,)がありますが、容最が紬
４KＢと少なくデータベースとしての利川には適していません１１'rMI‘5のデータベース機能は､クッキー
の1000倍以上の5Ｍ11までのデータを扱うことができます．

表現力の強化
(ビデオ・リウンド・アニメーシコン）

‐
“
①

’ ’

川|’ ！

従来のWebアプリは、WcI)サーバーとのネットワーク擬統が前提でした。常時ネット

ワークに接続されているパソコンではあまり問題になりませんが、スマートフオンにおい

ては噛波のＩ１１かないネットワーク間外で利川できないことは大きな(|i''約になります。この

ため、ネットワーク間外でも利川したい吻合は、ネイテイプアプリで外i応することが．般

的でした。

HTML5では、Webプラウザ噸休でアプリを実行できる機能が追加されました。ブラウ

ザがⅡＴＭＬなどのファイルをダウンロードして保〃することができ、ネットワーク間外で

も保存済みファイルを使ってＷ(‘bアプリを災↑j:することができます

|Ⅲ ''''1Ｉ

||Ⅲ州削|'ヂーﾀべーｽ機能

､！ lIl1lIllllⅢ’lllll1IIlllllIllli■ Ｉ
AppIicatlonCache

･サーバーから受信したファイルを俣存

･Webアプリのオフライン肋の､l作左可肥にする

仕様の名矛 1１ 機能 Illl|lllIll 111



（;l)Ｓを使った|姉'Nil州iの取得がでざます。地似I上に現住位描を炎'パしたり、近くの病

舗を検索したりするj州令にｲ11川できます。

. ．Ｉ‐一‐．ｌ・ ・．ｉ･

州:噌翻州
凸■●ー＊｡丹●ｲ

ＨＴＭＬ５とは

lndeXedl)Ｂは、イ点,Ｉｆ執蛎時点で八n(１１．０i(lスマートフォンの標準Wel)ブラウザには突装され

ていませんⅧしたがって、現時点ではWG1)Ｓｔ()ra嘩‘の利川を惟挺します。

llll

llIWMMII'表現力の強化
従来のＷ〔:bアプリでは、ビデオ、サウンド、アニメーションなどのマルチメディアデー

タを再'kするために、Flash’'1avGrなどのプラグインソフトの助けを'&．()ていました。し

かし、iPl10ncでFlashPlayeI･は利用できません。さらに、開発元のMObe社がモバイル向

けFlashｌ〕layerの1%1発中l上を発表したことで、Ａ､(lroidスマートフォンでも、その代替が

必硬になって蛍ました。

IITＭ1,5では、Ｗ(‘l)プラウザ単体でビデオやサウンドをIﾘﾉk-ﾘー ることができます。さら

に、グラフィックやアニメーションを拙'曲iすることもできます。

Ⅲ|||’

１１;W蹴訓位置情報の取得

1１

画
●

|lllllllⅢ|’llllllllll IⅢ'''1111Illlllllll|Ⅲ|||川llllllllllmlll

WebStorage

ＷｅｂＳＱＬＤａｔａｂａｓｅ

|ｎｄｅｘｅｄＤＢ

･キーバリュー型(名前と値のペア)の単純なデータ保存

･SessionStorage(ブラウザ終了までの一時保存)と

LocalStorage(ブラウザ終了後も永疑保存)の２卿頚がある

・リレーーショナル型〈波形式)のデータベース

･キーパリュー型(名前と値のペア>のデータベース

･ＷｅｂＳｔｏ｢ageより画高度なデータベース機能がある

仕様の名称 ''１lIlll|llIll''''１ llllｌｌｌ

I|Ⅲ|’
Canvas

ＷｅｂＧＬ

video

Ａｕｄｉｏ

ハードウェアで高速化された３Ｄグラフィック描画

ビデZlの再生

サウンドの再生

仕様の名称 ||Ⅲ||’ Ⅲ||,lllllllllllllllllllllllllllⅢlllllllⅢIllll
ブラウザ上にグラフィック在揃画

嬢龍|ⅢllllⅢⅢlllllllⅢ''''1ⅢⅢ
(アニメーション､図形)

111111111 機能111
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HTML5fok⑥、l”『

Webサイトを1,,1‘ただけで、口分の位慨''11州lを勝Ｆに取得されるとセキュリティ上の観点

から大きな問題になります。このため、位N't取側'1$には利川者のiWi:可を得るためのダイア

ログボックスが表示されるようになっています。

Yh2茜ソ’

192.168.1.30が現在地'勝報をリクエストしています

ゾ没定を保存

拒否 位置'情報を共有を共

Ｉ卿釧PCにおけるHTML5対応状況
TーHI,HTML5TEST｣サイト(http://lltmI5test,com/)を利用することでHTML5への対

応を碓認することができます。

テストしたいプラウザでこのサイトにﾌ'クセスすると、IITMI′5の棚能ごとの対応状抄１１

と総合得点(対応状況が良いほど刑糾点)が炎,パされます。

HTML5reebuIldln2

隅
０
．ｙｃｕｒｐＩｒｃｗｓｅｒｓ”鍵ｓ
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Geolocaljon GPSによる位間(脚股、紐度)を取得

仕梯の名称 lIlIl|Ⅲ|||||ⅢⅢⅢⅢ||Ⅲ 機能 １１MMＷ|I|Ⅲ|||Ⅲ1１Ⅲ
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lntemetExpIore｢９

※３

※‘１

執兼時点で、ＰＣ向けの稚要Wei)ブラウザにおける、「THEHTML5TEST｣サイト総合

得点は次の皿Ｉ)です,，

･Ｃｌ'roInel9(402点）

･Firefoxl2(345点）

･ＯＰＣｒａｌ1.64(338点）

･Safari5､１(317点）

･InternetExplorer9(138点）

●
●

ｒ
卜

Ｃｈ｢ｏｍｅｌＥ

Firefox12

Ｏｐｅｒａｌｌ､６４

Safari5､１

ARMlroldスマール

利川者の多いInL(‘rIwtExI)lorer9の総合i(}点が、他のブラウザの､|《分以Fですので、

IITML5の普及には時間がかかることがわかります．:､3。

例えば、IntGrnGtl奴plore9はネットワーク間外でのアプリ実行いpI)licationCache)に

対応していません

IllMll剛洲IAndroidにおけるHTML5対応状況
Andr()i〔lに僻,股された採礁Webブラウザにおける、ＩＴＩＩＥＩＩＴＭＩ,５ＴＩ‘:ST｣サイI､総合

iIlL点は次の〕、りです．;･I。

･Android4､０（273点）

1,t(‘,．n(､【1‘:xl)|(),｡(,！‘１０では、Ｉ１ＴＭ１．５への対応がﾉく11ﾘﾙに強化される兇込みで談

執筆|町点で、ＩＴＩI]I:I1TML5TESTjサイＩ･に統,11.納果として表示されていた仙です
フォンⅢ|別の槻川ではy《なる位になるriT能‘ｌｆｌｉがあく)まず”



Android40

Ａｎｄｍｉｄ３Ｐ

:裳５AndrOi(12.1以上のｉﾘ数の機柿でテストした結果ですが、Ａ､(Iroi(IスマーI､フォン個別の|郷Iiでは典なる
対応状況になる可能性があります。

■■■■’

昭日日

９

1.2アプリ実行環境としての機能拡張

(235点）

(189点）

(160点）

(54点）

oAndroi〔13.2

.And'･()i(12.3

.And,．Ｏi('2.1

.Android１．５

ＡｎｄｒｏｉｄＰ宮

Androi(11.5は、ｌｌＴＭ1,5にほとんど対応していないため、アプリ実行環境として利川す

ることができません

次表は、Ａ､(11.0i(12.1以降での11:様別対応状況です．;･５

０５０１００１５０２００Ｐ５０円oｎ

Android21

And｢oｉｄｌＥ

ApplicaljonCache

WebStOrage

ＷｅｂＳＱｌ-

IndexedDB

Canvas

ＷｅｂＧＬ

video

Audio

Geoloca蘭oｎ

○

ﾐー ｸ゙

f~‘１

×

）

×

○

○

○

弓様α 旅
対応状
rDid2．

兄

１以降）
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駒恥と憾母

ＡｎｄｒｏｉｄＯＳ

Ｇ１皿HTML5Webｱブﾘの制限事項

WMlIIIIMII,処理速度
Webアプリは、ＯＳ上で直接動くネイティプフ'ブリと比べると、ＷＰＩ〕プラウザ経由で画

而の表,ｋなどを行うため処理遮度は退くなります便利ツールや単純なケームに利1Wする

には|分な処理辿峻を持っていますが、似維なグラフィックや３Ｄゲームには適していま

せん“将来はＷｃｂＧＬへの対応が行われることで、３Ｄ表示速度の改灘が兄込まれます。

ネイティブアプリではAndroid1.5/1.6のスマートフオン向けのアプリを作ることができ

ます．しかし、IlTML5のWel)アプリは、Ｗ(｡')ブラウザの対応状況から八､(lroi(12.1以降に

なります

’

I灘聯jヂバｲｽデー ﾀの利用

謡鯨蝋歩
’Ｉ

’

webブラウザ上からデバイスデータ（ハードウェアが持つデータ）にアクセスできる機

能は、｜姉'i’'1'州lのみです’:．';･スマートフォンに保仔された'Jj:典データや’lIIiIwiI帳(連絡先

データ）などにアクセスすることはできません．:．６。しかし、この制限‘|噸は｢PhoneGaP」

というツールを使って改詳することができます蜂７．さらに、ＨＴＭＬのⅡ:嫌検討グループで

｢DeviccAl'1｣の峨定が始まっており、将来にlUI僻が持てます磯８

|iilll棚|剛|'対応機種

AIM1r('i(lのjIlWi卿'1では、センサーの・部、ソフ･イル、カメラ、写真データにアク･ヒスでぎます，

Phon〔,G町)ホームページ<http://phonegal).c()m/）
DeviceＡＩ･'ＩｓＷｏ１･kinRGroup(htm://www.w3.《)rg/2009/dap/）

1［

６
７
８

※
※
ふ
．

Webアプリロ

Webブラウザ
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用Ｈｌ 1.4ＨＴＭＬ５Ｗｅｂアプリを試してみよう

正解

1位青識県９６１６恥'’

2位和歌山県47詑勃I同

3位石川県４、寺郡

Ｊ［ぬ圃飼

｜

Ｉ

Ｊ
コ
コ
’

Ｗｅｂアブし

》

Webブラウザ

ＡｎｄｒｏｉｄＯｇ

〉
匪加速度

センサー等
写真

銅罷姫鞭

麹幽HTML5Webｱブﾘを試してみよう

|llllWWlilllll'ｻﾝブﾙｱプﾘの実行
′j4ij:蝋聴として、パソコンに(1()()関l(‘Ｃｌ,r()meプラウザをインストールします;:．'。

Ｇ《)()gl(､Ｃｌ'１，０ｍｅプラウザで、llttl)://cc､nikkeil)p､c().jI)/I1sp/(Ⅱ/09617/quiz/quiz.'】tmlにア

クセスします。このWebアプリは第２部で作成するクイズアプリの完成版です。

スター|園閣臓 問顧画而 回圏凹耐

⑪
茜些由

Iquj44ア

麓

１１

.●Ｉ”阿思 |､.榊蝿

§艶（１
Ｆ■巳=.

次の中で

面積が
一悉広いのは？

インストールの〃法は、「輔３雌ＩＮＩ発蝿暁の迦伽」を参照してください､執飛時点ではi狐ＷＵｌｊプラウ
ザの｢i'でGoogleCI11･Omeブラ'1ノザがHTML5への対唯がjliも進んでいるため、サンプルアプリの実行環
境として利川します‘，

〈

正解率画面

同岡顧 [け

砺川口 ＄

fL-----M

I【届?111師 、
ユタ－１

{曇nｺw零.‐…，

侭首跳g
画7識７
剛”７７外

同じも

■ネイテ1mブアプリロ

Ａｎｄ髄iｄＯＳ



Ｉ．１４ ， ， ．ｌ一堂。。ｌ

:ｒ鰹ﾘH油L5とは

この画而フロー|‘xIにしたがって、操作してみてください．もし、Ａｎ(Iroi《12.1以降のス

マートフォンが手もとにあれば、IIil棟にアクセスして！i代してみてください。

いかがでしょうか？

いままでのＷ(､bアプリとは随分と迷い、ネイティブアプリに近い動きをしていません

か？

画面のページ切り稗えは、Webサーバーとの辿僑を待つことなく、ほぼ瞬時に行われま

す。

IIIIi而を附成する部1111'１（タイトルバー、フッターバー、ボタン、リスト、ダイア1Jグポッ

クス）は、タッチ撚作しやすい大きさになっていることにⅢえ、角が丸く立体感のあるス

マートフォン肌のデザインになっています。

また、クイズの解群放と正解激はデータベース機能でWebブヲウザを閉じても保持され

ます血解率ボタンを'11'すと、架破の.lE解率を雌腿することができます。

副職リ HTML5アプリ作成の支援ツール

サンプルアフリのような画面をIlTMLで作るのは大変そうだと感じるかもしれません

が、安心してください。「jQncryMobilclというアプリ|ﾙ1発フレームワーク(Iﾙ1発ツール）

の力を備りています．このフレームワークが、ｉｉｉ純なIITMLから見栄えの良いllI1iIniデザイ

ンに変換してくれます。誹細は、後で説明しますので橘前だけ覚えておいてください。

1２

二l

Quiz47
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正解率

悪驚
iFiZ準

＝
jQuery

Mobile
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第７章Ｚ
Ｌ

閉

Ｗｅｂアプリ作成の
基礎知識

qE出OHTMLの基本

WWWWIIlHTMLの記述方法

ＨＴＭ1,5は、１行[~1にIITML5であることをく11)OCTYPEl'tml>という肥述で宣言しま

す。その他は従来のIITMLとlIilじです。

ＩｌＴＭＬは、〈〉タグを使ってデータ柵造を定礎します。全体はくhtml〉～〈/html>タグ

で州まれ、その巾にく''ea(l〉～〈/hcad>タグで囲まれたヘッダ部分と、〈l〕０．Ｖ〉～〈/bodv〉
タグでｌｊＭまれたボディ部分に分かれます‐

＜ｌＤＯＣＴＹＰＥｈ上、ユ＞

<ｈじ、１＞

＜ｈｅａｄ＞

ヘッダ部分(文書全体に関する定義）
〈/head〉

＜ｂｏｄｙ＞
ボディ部分(表示文藩の定義）

〈/body〉
</ｈ上nl1＞

タグで定.淀されたデータルド造全体を「要素｣、タグの''1に記述して名前=叩仙''により喪素

の性Y'iを枇定するものを｢脈|'|;|、タグでIﾉIiまれた部分を「蝿紫のIﾉﾘ制と呼びます。

以下の似|では、「<title>タイトル</title>｣がtiLl《』喚紫、「charset='１UTI．､－８１１｣がmGta喫素
のclmrset属性、「タイトル｣がtitle愛素の内容になります。

「要紫｣、「属性｣、「硬素の内容｣は頻繁に利用する川絡ですので通えてください

１２



Ｗｅｂアプリ作成の基礎知職

くｌＤＯＣＴＸ

<ｈ上、:L＞

＜ｈｅａｄ

＜ｍｅ

ＰＥｈｔｍ１つ

＞

ｔａｃｈａｒｓｅヒー､､ＵＴＦ－８〃／＞

＜権ｉｆ１ｅ＞タイ

＜/ｈｅａ

<ｂｏｄｙ
本文

ｄ＞

＞

〈/body〉
</ｈ上、１〉

トル＜／上ｉヒエｅ＞－

一陽渉 l鞭"ｲﾄﾙ､叩…hfcI筒｡鮒。－画ｘい"ｲﾄﾙ》《⑥…'h『cIw‘鮒。－ロェ
【ｊｈｊｍｌ')刈り｡『ｌ(､｣１１帥;/【白銅1,1,1

一惨一 Ｚ、－~~‐

麟職鯛HTML要素の親子関係
ＨＴＭＬ喫素は入れｊｚに定筏することができます。ある要業の中にさらに腿業を定蕊し

た淵介、親子関係があると呼びます。一般的なI1TMLでは親-f関係がｉｉ１ｌｌｒにも定茂された

附岬州I『造になっています。

以ドのIXlでは、body要衆のｆ喫緊はdiv喫業211M、ｌ)(,(Iy甥素の係襲衆はinI)U峡紫２１Ｍ１と

なります。逆に、input要紫の親要素はdiv要業、ｉｎl)ut喫莱の祖先要素はbody嬰業とhtml要

素になります。

これらの階岬椛造は、次にI悦1ﾘlするＣＳＳとJ【waScriptで頭亜になってきます。

htm

hｅａＣ body

＜！ＤＯＣＴＹＰＥＩｈ上、ｌ＞

<ｈじｍｌ＞

＜ｈｅａｄ＞

〈me上acharse上＝帆UTF-8〃／〉

＜ヒユじﾕｅ〉タイトル<／上北１ｅ〉

〈/head〉

＜ｂｏｄｙ＞
〈ｄｉｖ〉．．．．〈/ｄｉＶ〉

＜ｄｉｖ＞

＜input上ype＝､､じeﾕ〃／〉
＜inpuヒヒype＝‘,buヒヒon〃／〉

〈/ｄｉｖ〉

〈/body〉
＜／ｈじｍｌ＞

ウ
|耐aｌｌｔｉｔｌｏｌｌｄＮｌｌdiVtitle

||llll洲|剛''１ HＴＭＬと関連ファイル

風タイトル．
ｉｎｐｕｔ

ｔＶｐｅ＝tel

。Ⅳ

Ⅱ
input

tvpe=button

Wcl)アプリは、ＨＴＭＬとCSS、JaVaScriptを組み合わせて作成することが．般的です‘

必哩に応じて、両像や動凹などのメディアファイルも利用します

Ⅷ

一'十’



樟

腹数のプロパティを指定することもできます。

CSSの定灘ｉ１ド式は、以下になります。

プロパティ名：値；

2冊§卿 什
拝

1Ｆ

壷~､、

外観の装飾

例)文字サイズユＯピクセル

だ○ｎｔ－ｓｉｚｅ：ユoｐｘｊ

一
一

ＣＳＳファイル

素に対し、外観の装飾(サイズ、文字色、背景色、形状、表示/非表示など）を行います。

般斯版のCSS3では、ボタンのiilをﾉ１６くしたり、グラデーションを使ってｆ体感を州した

りすることもできます．これらの装飾機能を使ってスマートフォンらしい外脱を作り上げ
ることができます。

Ｊａ,．aScriptは、アプリの動作を実装します。Javilとは全く異なる言諮です。ボタンを押

した時のイベント処理、ＨＴＭＬ畷素の動的な表示変哩、サーバーとの血Ｉ;などを行いま

す。Webアプリの1'１心的な役iIIIlを111うことが多く、３つのファイルのうちJavIlScril)tのコー
ド行激が雌も多くなりがちです。

《理Z3CSSの基本

鵬剛llllllcssの記述方法

雲雲ル

l-lTML5ファイル

Ｐ&＝－二一Z一軍一匹.

CSS(Casca《liI】gStyleSheets：力スケーデイング・スタイル・シート）は、ⅡＴＭＬの甥

JavaScriptファイル

動作の実装

Ｗｅｂサーバー



甘卜画w･肋……‘窪１１Ⅲ洞三ｌｆ上|ﾃN三日王'三
例〕文字サイズ１０ピクセル、文字色を赤

Ｅｏｎｔ－ｓｉｚｅ：ユＯＰｘｒ
ｃｏｌｏｒ：ｒｅｄ：

似放行の記述を１行にまとめることもできます。

ｆｏｎヒーｓｉｚｅ：ユｏｐｘ；ｃｏ１ｏｒ：ｒｅｄｊ

''1||柵lll1lllllcss適用先の指定方法
タグに''11:.|郷Ll述する方法と、外部ソァイルから脂定-1-る〃法があります識’

｡タグに直接記述

哩素のstylC屈性としてCSSを定雄します．

アプル要素(－幅100§、罫線なしを桁定

くじａｂ１ｅｓｔｙ１ｅ＝''ｗえｄ上ｈｇ１ＯＯ宅；ｂｏｒｄｅｒ－ｓじｙｌｅｇｎｏｎｅ；,,ン

ここで|順１００％とは、親要素の幅と同・であることを喪します

･外部ファイルで指定

ＣＳＳファイルに定義を行い、ＨＴＭＬファイルにＣＳＳファイルの読み込み定疑を行いま

す。ＣＳＳファイルからHTMＬファイル内の腿紫を桁定するため、「セレクタ」を記述しま

す。(､lass鵬11;を使って指定する｣珊合は、「・クラス脳性のIlIlUをＩｉＬＩ述します。

ＣＳＳファイル(例：ｍｙstyle､ＣＳＳ）

ＣＳＳ適用先の要素を指定します『ここでは、class属性がnoFrameTableの要素）

・noF近amerabﾕe｛
wid上h:ﾕ00詩

border-sWﾕe:none;

｝

噌・１

1６

3つＨの記述方法として、ＣＳＳをＨＴＭI′プフ･イルのヘソグ拠衆Iﾉ､Iに記述する方法もありますが､ＣＳＳフフ‘
イルの,読み込み定義が不要な点を除き、外部プァイルで術定する｣９合と同じです‐



F、千Ｆ

ＨＴＭLファイル

＜ｈｅａｄ＞

ヘッダ要素内にlinkタグを使って畷み込むCSSファイルを定義します

くlinkhreE＝mmys上ｙ１ｅ・ｃｓｓｌ,ｒｅユーＩＩＳじy1eshee上川／〉
〈/head〉

＜ｂｏｄｙ＞

ＣＳＳの適用先の要素にclass側性で欄前を付け:kす

くじａｂユｅｃｌａｓｓ＝ｌｉｎｏＦｒａｍｅＴａｂユｅ１１＞

〈／上abﾕｅ〉

</body〉

lIIl熱鋤CSSｾﾚｸﾀ

２ＣＳＳの基本，

以下のように、class属性以外にもCSS適川先を指定する方法が川意されています。こ

れらの遮川先脂定の記述を｜セレクタ」と呼びます。クラス城性による指定がよく利川さ

れますが、細み合わせや机荊則係を使うj〃IIIiもあります。

指定方法 |lllⅢ|ⅢlllllllⅢIIilllllllllllIlIlIllllll セレクタ記述内容

要素
指定したタグ名を持つ要素に適用

タグ名Iブロパティ名：他’

クラス属性
指定したclass脳性を持つ要累に週用

クラス名Iブロバティ名：値Ｉ

id属性
指定したid鵬性を持つ要素に適用

封d名1プロパティ名；値Ｉ

組み合わせ
招定したタグとclass屈性奄描つ聾紫に通用

タグ名クラス名｛ブロパティ名・値’

1蓄目に指定し肱タグが祖先で、２番目に指定したタグを持つ要素に適用
タグ名タグ名|ブロパティ名：値Ｉ

親子

１番目に指定したタグが親で、２冊目に招定したタグを持つ襲溌に適用
タグ名＞タグ名|ブロパティ名・仙Ｉ

CSSセレクタの記述例

リンク要紫(aタグ>の文字色を赤に指定

ａ｛co1or：red；｝

id腐竹が上abQLcﾕの些梁の郷線ｵ･災示しない

#tabﾕｅ－ﾕ｛ｂｏ工der-sbyﾕe：none；｝

lIllllllII

１７

~Ｆ



リンク要素(aタグ)でclass屈性が１argeの文字サイズを２０ピクセルに指定

a､1arge{Eonじ-size：２０px;｝

’

※２CSSのゾロハティによっては、洲水さイlないものもあり‘&す。

※３３つI|の記述方法として、JavaScl･iptをI{'ｒＭＬプフ・イルのヘッダ要素|ﾉﾘにjid述する方法もありますが
JaVnS(:t､iptファイルの読み込み定義がｲ《要な点を除き、外部ファイルで指定する場合とIIilじです

１８

士
’
一､fZ蔵 Webアプリ作成の基礎知職

l－ｒ．「、

onclick属性に汀avascriptの処理を紀述

くahreE＝'''’○nC:Licｋ＝'laler上（ｉクリツクされ眼したＩ）'１〉
ここをクリック

</ａ〉

祖先にdiv要素鋤‘1つリンク挫索(ａタグ）の文字色を赤に1}j定

ｄｉｖａ｛ＣＯﾕor：red；｝

|lllWWIMllll'継承と優先順位
CSSのスタイル指定は、ＨTMLの階附構造の親から子に継承されます癖２．

また、｜両lじプロハテイに対し、ＣＳＳファイルのスタイル指定とタグに直接するスタイ

ル脂定のlI11j方を行ったj珊合、タグにl肥述されたスタイルが優先して適用されます。

迩画｣avaScriptの基本

''1|柵Ⅲl1lJavaScriptの記述方法
ＣＳＳと同じように、タグに直接記述する方法と、外部から指定する方法の２巡りがあり

ます”。

･タグに直接記述
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･外部ファイルで指定

後ほど脱lﾘＩするjQu(』r》,（ジェイクエリー）というJavascI･iI〕tライブラリを仙うと、Ｃｓｓ

とlIi１じょうにセレクタで喚素を指定して、イベントや助作を指定することができます

jQueryを使った動作の記述方法は後で細りＩします。

Ｘ１ｌ

ＨＴＭＬファイル

＜ｈｅａｄ＞

ゴQuery(UavaScripヒライブラリ）を認み込みます

くscripts工ｃ＝Iljquery-ユ.７.ユ.ｊｓ１‘〉</scrj.Pじ〉
外部ファイルmyscripじ.ゴ鰯を読み込みます

くscriptsrc＝I1myscripに.ゴＳＩＩ〉</scrip上〉
＜/head〉

＜ｂｏｄｙ＞

〈ａｈｒｅＥ＝’１‘ｌｉｄ＝“ユinkユi’〉ここをクリック〈/a〉
〈/ｂｏｄｙ〉

瞳壷一

JavaScriptファイル(例:myscriptjs）

＄マークの役(-イペンI､遼鍬先の婆藷を描定し雛１．ここでは、ｃﾕass屈性が1:ｉｎｋｌの要素】

＄（!'documen上､）.on(mclick’'，“#ﾕﾕnｋユ”，func上ion(）｛
ａ１ｅｒに（Ⅱクリックされました!'）；

｝）『



一

Ｒ@画Webアプリ作成の基礎知職 用
【2.4PjQueryの基本

|MMMⅧlljQueryとは
jQueryはJaVaScriPtのプログラミングを支援するライブラリですⅢＴＭＬ要素の動的榔

作(価、ルバ性、スタイル)、イベント処蝿の定焚、JI2IrillUl辿僧などを行います

特長として、椴数価類のプラウザに対応(1把述の韮分を11M【収）しており、ＣＳＳとIIil槻の

セレクタ記述で対象の指定が1'1能なのでｆＩＷ(ﾄが容易です，

槻撫|， jQueryの記述方法

ｌｌＴＭＬの哩衆に対して助作を,;d述する｣ル合は、｜､記になります‘

Ｓ（セレクタ）．メソッド（パラメータ）〕

.ＨＴＭＬ要素の値を取得

ⅢⅢⅢlQuen,記述 ⅢｌｌＩｌ IⅢ''1１ ｌＷｌ 処理内容 |||ⅢlllllllⅢ|’

斑０

＄(セレクタ).at汀(屈性名） 属性の値を取柵

＄(セレクタ),ＣＳＳ(ブロパテイ） スタイルのブロパテイの値を収柵

＄(セレクタ)‘ｈｔｍｌ(） 要素の内容を取御

＄(セレクタ）ｖａＩＯ vaIU$属性の値を取得

IITMLファイルの記述

(テキスト入力ボクスの定範）

＜ｉｎｐｕヒヒｙｐｅ＝"ｔｅｘ上同土ｄ＝'，inpu上Ｂｏｘ１"＞

Ｊａｖａｓｃｒ１Ｐじファイルの記述

(ｉｄ属性がmPUじBOXﾕのア･Ｉ･スト入力ボンクスの文字を取得して班数に代入するＩ
ｖａｒ：inpuじVaﾕｕｅ＝$（‘‘#ﾕnpu上Box，'）．ｖａユ（”


