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は じ め に

プログラミングの上達に近道はないと思っています。「いろんなコードを読んで引き出しを増やし、自分でいろいろ書い

て試行錯誤し、技術や知識を定着させる」、このようなプロセスを繰り返すのが一番だと感じています。

筆者が子どものころは、街の書店に数多くのパソコン雑誌が並んでいました。当時小学生だった自分は“ゲームを

やりたい”という一心で、雑誌に掲載されているソースをひたすら入力したものでした。もちろん、言語を体系立てて

習ったことはなく、わけもわからず入力し、デバッグや改造を繰り返していただけですが、そこから得たものは非常に大

きかったように思います。最近は高品位なゲームも無料でダウンロードできるようになり、自分でソースを入力する必要

性はなくなってしまいました。

本書に掲載したプログラムはダウンロード可能です。しかしながら、時間に余裕がある方はぜひ自分の手で入力して

みてください。おそらく、一度で動くことはないでしょう。デバッグを通して何かしら学びがあるはずです。動くようになった

ら改造してみましょう。表示を変えたり、機能を追加したり、いろいろ試してみることで一層理解が深められるはずです。

本書はHTML5/CSS/JavaScript/ゲームといった広い範囲をカバーしているため、難しく感じる箇所があるかもし

れません。壁にぶつかったときは、まず自分で調べてみましょう。プログラミングは楽しいアクティビティです。身に着け

ておくと将来かならず役に立つときがきます。本書がきっかけとなり「ゲームをつくってみよう」と思っていただき、Webや

ブラウザ、プログラミングの基礎を身につけていただければ、この上ない喜びです。

2015年11月吉日　著者
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本書で解説されているゲームは、解説書にありがちな「説明のためのゲーム」では
なく、実際に遊んで楽しいもの、自作するときの参考になるような実用的なものを目
指しました。各ゲームのソースコードは省略なく全文を掲載されています。つまり、
行数はそれほど長くないのです。物事は楽しくないと続きません。本書も楽しみなが
ら読み進んでいきましょう。

1
本書でつくる

サンプルゲーム
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遊び方
スタートボタンを押下すると軽快な音楽ととも

にゲームが始まります。近くにある同じ野菜を

連結して消してください。消した分の野菜は上

から落ちてきます。野菜がぶつかりながら落ち

ていく様子は見ているだけで楽しくなることで

しょう。制限時間は約1分間、できるだけ多くの

野菜を消して高得点を狙ってください。

開発のポイント
野菜がぶつかりながら落ちてくる様子は一見す

ると複雑そうに感じるかもしれませんが、ゲー

ム本体のソースコードは230行程度、本書用に

開発した独自の2D物理エンジンTiny2D . j s

のソースコードも260行程度にすぎません。こ

の種のゲームの中ではかなり短いコードに抑え

ることができたと思っています。一般的なリア

ルタイムゲームと同じように、メインループで

マウスやタッチのイベントを処理し、定期的に

canvasの画面を更新しています。

本ゲームのポイントはやはり物理エンジンで

す。一般的な物理エンジンライブラリは非常に

高機能ですが、それだけに習得に時間がかかり

ます。一方、本書で実装したエンジンは極限ま

で機能を削ったので260行程度しかありませ

ん。ほかのエンジンと比べると習得はもちろん、

中身の理解や修正も容易なはずです。

このゲームで学ぶこと
◉�物理世界のオブジェクトを画像を使って描画

する

◉残り時間を扇形のゲージで描画する

学習のポイント
プログラミング初心者の方であれば、野菜や背

景の画像をかえる、スコアの加算方法をかえ

る、BGMを変える、といったことを試してみて

ください。それだけでもゲームの印象は大き

くかわるはずです。物理エンジンT i n y2D . j s

はわかりやすさを優先しています。パフォーマ

ンスチューニングは行っていません。スキルに

自信のある方はボトルネック部分を特定し、パ

フォーマンスの改善に取り組んでみてくださ

い。角速度のサポートなど新たな機能を追加し

ても面白いかもしれません。改善の余地はたく

さんあるはずです。

⦿ ⦿ ⦿ 	Vegetable	March
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遊び方
いわゆる落ち物系ゲームです。こちらも軽快な

BGMと共にゲームがスタートします。同じ色が

縦方向、もしくは横方向に3つ以上並ぶよう、タ

イルを上下・左右に入れ替えてください。ブロッ

クが消えると上のブロックが落ちてきます。短

時間に連続して消すと連鎖モードに突入しさら

にスコアが加算されます。

開発のポイント
このゲームのソースコードは全部で330行程

度です。デザイナーの力量によるところが大き

いのですが、入門書の題材の割には高いクオ

リティを実現できたのではないかと思っていま

す。個々のタイルはTileオブジェクトとして実装

しています。タイルをスムーズに落下させる方

法、タイルを消した時に表示されるメッセージを

フェードアウトする方法、ゲーム開始時に同色が

3つ並ばないようにする方法などに着目してく

ださい。

このゲームで学ぶこと
◉�本格的なゲームを作る

◉�効果音の再生方法を知る

学習のポイント
メインループを使った一般的なリアルタイム

ゲームです。特別な処理はありませんが、コード

を短くするために関数オブジェクトを活用して

います。そのあたりに着目してコードを読み進

めていただければと思います。

背景画像を描画する、メッセージを工夫する、連

鎖による加点を凝ったものにする、まだまだ改

良の余地はたくさんあります。自分なりの工夫

を加えることでより高い完成度のゲームに仕上

げてください。

⦿ ⦿ ⦿ 	Funky	Blocks
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遊び方
ご存じビリヤードです。ただし、実際にゲームの

ルールは実装していません。玉を突いて穴に落

としてください。何回ですべての玉を落とせる

か、もしくは実際のゲームと同じように2人で

競ってもよいでしょう。

開発のポイント
このゲームもVege t ab l e�Ma r chと同じく

T i n y2D . j sを利用しています。このゲーム本

体のソースコードは150行程度です。ポケット

の穴は円オブジェクトとして実装されており、そ

の円オブジェクトと衝突したときに玉を消去し

ています。物理世界にあるオブジェクトに初速

度を与える方法、衝突時の処理方法など、物理

エンジンの基本的な使い方を学習するには良

い題材だと思います。

このゲームで学ぶこと
◉�マウスやタッチの座標が物理世界のオブジェ

クトに含まれるか検出する（手玉の検出）

◉�物理世界のオブジェクトが衝突した時にオブ

ジェクトを消去する（ポケットへ落下時）

その他
ビリヤードはあくまでも一例にすぎません。今

回はビリヤードという題材にしましたが、背景を

バトル場にして、玉の代わりにモンスターの画

像を使ってみると…人気ゲームが思い浮かぶの

ではないでしょうか？ 画像を差し替えるだけで

も印象はガラリと変わるはずです。さらに、障害

物を配置する、爆発物を配置する、いろいろな

アイディアを盛り込むことができるはずです。

みなさんの想像力を働かせて面白いゲームに

変貌させてください。オリジナルゲームをつく

る楽しみを実感しましょう。

⦿ ⦿ ⦿ 	Billiard
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⦿ ⦿ ⦿ 	Saturn	Voyager

⦿ ⦿ ⦿ 	Dungeon

隕石を避けてどこまで進めるかを競うゲー

ムです。疑似3Dではありますが、宇宙

空間を高速に進んでいるような視覚効果を表

現できていると思います。このゲームのソース

コードは170行程度です。隕石を自分からの距

離に応じてソートし、遠い順から順番に描画する

ことで自然な効果を演出する、ぺインターのア

ルゴリズムを実装しています。また、canvasの

座標系変換をつかって隕石を回転させていま

す。画像の回転はいろいろなゲームで利用でき

るので覚えておきたい手法のひとつです。

このゲームで学ぶこと
◉�Canvasの座標軸変換になれる（画像の回転）

◉�疑似3Dモデルに親しむ

主人公を上下左右キーで操作して迷路右

下のゴールを目指してください。モンス

ター2匹が容赦なく襲い掛かります。迷路は毎

回動的に作成されます。画面右側には地図が表

示されます。このゲーム本体のソースコードは

340行程度です。迷路の生成には棒倒し法とい

うアルゴリズムを使用しています。主人公の視

野を表現するため、円形のクリップリージョンを

設定して描画を行っています。移動もスムーズ

にスクロールするように工夫しています。

このゲームで学ぶこと
◉�上下左右スクロールゲームに慣れる

◉�迷路の自動生成を行う

◉�Canvasのリージョンクリップの手法を知る
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⦿ ⦿ ⦿ 	Carry	It

⦿ ⦿ ⦿ 	Reversible	Piece

ルール説明は不要でしょう。石を置いて相

手を挟んでひっくり返し、数の多いほう

が勝ちというゲームです。ソースコードは280

行程度です。コンピュータがあなたの対戦相手

をしてくれます。このゲームは四隅を取ったほ

うが圧倒的に有利になることはご存知だと思い

ます。それぞれのマス目に優先順位の重みづけ

を設定し、合計値が高くなるように石を置いて

いくというシンプルなアルゴリズムです。コン

ピュータの思考アルゴリズムがどのように実装

されているか、その一例としてコードを読んで

いただければと思います。

このゲームで学ぶこと
◉�コンピュータの思考回路を実装する

プレーヤーを操作してすべての荷物をゴー

ル地点に運んでください。ただし、荷物

を押すことはできても引っ張ることはできませ

ん。荷物を２つ同時に押すこともできません。実

際にやってみるとパズル的な面白さを実感でき

ると思います。地図データを含めてもコードは

100行未満です。実際にコードをみるとその短

さに驚かれるかもしれません。コードを短くする

ためビット演算という手法を使用しました。解説

記事を参考に丁寧に読み進めてください。

このゲームで学ぶこと
◉仮想マップの使い方になれる

◉JavaScriptから画像をcanvasに描画する

◉ビット演算になれる
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⦿ ⦿ ⦿ 	Peg

画面上部にある砲台から玉を発射します。

釘にあたると効果音とともに青から赤に

変わります。すべての釘の色が変わるまでの時

間を競ってください。ソースは約130行です。

ソースコードはほとんどPachinkoと同じです。

このゲームを理解するために必要な知識は本

書のほかのゲームの解説でカバーしているの

で、このゲームではぜひ「自分でソースコードを

読んで理解する」という作業を楽しんでみてく

ださい。

このゲームで学ぶこと
◉��物理世界のオブジェクトが衝突した時に特別

な処理を行う（効果音）

◉��クリックされた座標位置から角度を求める

⦿ ⦿ ⦿ 	Pachinko

画面上をクリック・タップしてレバーを引っ

張り、パチンコ玉を発射してください。画

面下部で左右に動いているターゲットに当たる

と得点です。ソースコードは150行程度です。

物理エンジンでは、時計を進めるだけでオブ

ジェクトの位置が自動的に計算されます。画面

下部にあるターゲットだけはJavaScriptから

明示的に場所を変更しています。JavaScript

から物理世界を直接制御する一例としてご覧く

ださい。

このゲームで学ぶこと
◉��物理世界のオブジェクトに初速度を与える

（玉の発射）
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⦿ ⦿ ⦿ 	FlipCards

言わずと知れた神経衰弱です。すべての

カードをひっくり返すまでの時間を競い

ます。ソースコードは約120行です。class属

性をJavaSc r i p tから操作して表示をかえる

方法、配列をランダムにシャッフルする方法、数

値がちがったときに裏返すタイマーの使い方な

どJavaScr iptでの基本的な処理方法につい

て学ぶための題材です。カードの枚数や種類を

増やすなど、さまざまな工夫を凝らした神経衰

弱ゲーム作成にも挑戦してみましょう。

このゲームで学ぶこと
◉�Ar rayオブジェクトのprototypeを使って

みる

◉�タイマーの使い方になれる

⦿ ⦿ ⦿ 	15パズル

空白タイルの上下左右をクリックすると、

その数値が空白タイルと入れ替わりま

す。その作業を繰り返して、ランダムに並んだ

状態から１～15の順に整列させるというパ

ズルです。ソースは約70行です。今回のサ

ンプルの中では最も短いもののひとつです。

JavaScriptから動的に要素を作成する方法、

スタイルを使って見た目を良くする方法などの

参考にしてください。また、行と列を増やすなど

の変更もしてみましょう。

このゲームで学ぶこと
◉�DOM要素をJavaScr iptから作成する

◉�for文の二重ループになれる
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⦿ ⦿ ⦿ 	デザインの重要性に関して

一般的に、開発者が単独で実装したゲーム

は魅力に欠けたものになりがちです。と

いうのも、ゲームは、企画、デザイン、サウンドと

いったいろいろな要素が統合されて初めて面白

いものになることが多いためです。今回の執筆

にあたり、最初は自分でデザインを行っていまし

た。Vegetab le�MarchやFunky�B locks

の原型は左図のような感じでした。

前回の著書※でデザイナーの山本麻美さんと協

業させていただく機会があったのですが、その

際にデザインの大切さを痛感しました。自分の

無味乾燥なアプリが魔法をかけられたかのよう

に魅力的なものに変貌したのです。今回は幸い

にも近所に住むデザイナーの井筒晴香さんに

ご協力いただくことができました。結果はご覧

いただいた通りです。ゲームが見違えるように

なったことに、同意いただけるかと思います。

※ 「JavaScriptで作るWindows ストアアプリ開発スタートガイド」（インプレス刊）

●サンプルゲームのスマホ／タブレット対応について

タブレットやスマートフォンの場合、マウスやキーボードではなくタッチを使用します。

本書でもタッチを意識してサンプルを作成しましたが、ブラウザによって挙動にばらつきがあり、す

べてのブラウザに対応することは困難でした。

読者ができる限りコードを改変せずに、多くのOS/ブラウザに対応できるようにしましたが、すべて

のOS/ブラウザに対応しているわけではない旨ご了承ください。

●本書で使用している物理エンジンについて

本書のサンプルゲームで使用している物理エンジンについては、インプレス社が運営するエンジニ

アのための技術解説サイト「Think�IT」に詳細な解説記事を掲載しています。ぜひこちらもご参照

ください。

[書籍連動]JavaScr ipt物理エンジン解説

https://thinkit.co.jp/series/4770
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HTML5
CSS

JavaScript
Canvas
Game
and

Physics engine

みなさんが目にするホームページはHTMLという言語で記述されています。この章
ではHTMLの基本的な書き方とCSSについて勉強します。本章を読み終わるころ
には簡単なページを作成できるようになります。ぜひプログラムを入力しながら読
み進んでいってください。

HTML+CSSの基本
2
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2-1 文書の構造
ある程度まとまった文章を書く場合、通常、見出しをつけて読みやすくするでしょ
う。HTMLはこのような見出しと本文といった文書の構造をWeb上で表現するた
めのものです。一方CSSは、見出しの書体を太くするとか、色を変えるなどの体
裁を設定するためのものです。HTMLとCSSどちらもWebページをつくるには
欠かせない技術です。まずはHTMLから学習していきましょう。

2-1-1│文書の構造)
文書と言ってもいろいろですが、たとえば論文には、タイトルがあって、その下に著者名などの情報がつづき、

見出し、段落が繰り返されるのが一般的です。また、手紙などでは前文、主文、末文、後付けという構成をと
ります。もし、順番が逆になると強い違和感を覚えるでしょう。

タイトル

著者

段落
見出し

見出し

段落

段落

後付け 末文 主文 前文

論文の例 手紙の例

新聞も同じです。1面にトップニュースがあり、それぞれには大きな見出しがつけられています。写真や図が
挿入されていることもあるでしょう。多くの新聞では政治面、経済面、社会面と続き、最後のページにテレビ欄
という構成になっています。そのほか、取扱説明書、雑誌、小説、あらゆる文章が構造化されているといっても
過言ではないでしょう。
このように、知らず知らずの間に、我々は構造化された文書に親しんでいるのです。このような文書の構造
を表現しようというのがHTMLなのです。
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2-1-2│実際のページを見てみる)
ではHTMLとはどのようなものでしょうか？	 	どんなものか見てみましょう。ブラウザでページを表示して、画面

上を右クリックして「ソースの表示」（Internet	Explorerの場合）という項目を選びます（Google	Chromeで
は「ページのソースを表示」を選びます）。ソースとはページ中身のことです。

Internet	Explorerで「ソースを表示」を選択

Google	Chromeで「ページのソースを表示」を選択
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ブラウザによって表示状態は異なりますが、以下のようなHTMLの内容が表示されます。

表示されていたページのHTMLが表示される

一見すると難しそうに見えますが、基本となるルールは実はとてもシンプルです。これからそのルールについて
見ていきましょう。

いろいろなページのソースを見てみよう演 習
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最初のHTML
本節から実際のHTMLに触れていきます。単に読むのと手を動かしながら読むの
では理解の度合いが格段に違ってきます。ぜひ、自分で入力して結果を確認しなが
ら読み進んでください。

2-2

2-2-1│HTMLの「< >」記号に注目)
多くの文書はなんらかの構造を持っています。ホームページも例外ではありません。では、「見出しはここか

らここまで」「段落はここからここまで」ということを、どのように記述するのでしょうか？		HTMLのソースを見たとき
に「<」や「>」	といった記号がたくさんあったことに気づいたと思います。実は、この「<」と「>」が文書を
構造化するための印、すなわち「見出しの範囲」や「段落の範囲」を示す印だったのです。「<」と「>」
に囲まれた部分が開始で、「<」と「/>」に囲まれたのが終了の印です。具体的には以下のようになります。

  <見出し>見出しの内容</見出し>

  <段落>段落１の内容</段落>

  <段落>段落２の内容</段落>

ただ、HTMLは、英語圏で仕様が策定されたこともあり、構造の内容はすべて英単語で記述します。たと
えば、文書のタイトルは<title>、文書の内容は<body>、見出しは<h1>、<h2>、<h3>、段落は<p>のよ
うに、それぞれの用途が定められています。

実際のHTML文書を見てみましょう。

HTML文書の例

<!DOCTYPE html>

<html>

    <head>

        <meta charset="UTF-8">

        <title>みんなの料理</title>

    </head>

    <body>

        <h1>今日のレシピ</h1>

        <p>

            定番料理や旬の食材を使った料理をご紹介しています。
            今日の料理は<i>タケノコご飯</i>です。
        </p>

    </body>

</html>

  html-basic1.html
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前ページHTMLをブラウザで表示

	「<」と「>」に囲まれた部分を「タグ」もしくは「要素」と呼びます。ちなみに英語ではtagあるいはelement
と呼びますが、辞書でtagを調べると「区別する、タグを付ける、認識する」などと説明されています。つまり、
<開始タグ>と</終了タグ>で囲むことで、その部分がどのような意味を持つのか、すなわちどんな構造なの
かを表現しているのです。
たとえば、ある部分を斜体（italic）で表現したい場合は、「今日の料理は<i>タケノコご飯</i>です」の

ように記述します。こうすると「タケノコご飯」の部分だけが斜体で表示されます。
ちなみに、HTMLはHyper	Text	Markup	Languageという意味ですが、このMarkupとは「印をつける」

という意味です。タグで囲んで文章の構造を表現するのでMarkup	Languageと呼ばれているのです。

前ページのHTMLを入力して表示してみよう

1 �「メモ帳」などのエディタを開く（入力ツールについてはP.038「1-5�統合開発環境のすすめ」
参照）。

� Windowsキーを押して「note」と入力するとメモ帳が検索されるので、それをクリックするとメモ帳
が起動します。

� Macでは「テキストエディット」などを利用できます。
2 �HTMLコードを入力。
� 誤字がないよう正確に入力しましょう。
3「Sample1.html」として保存。
� ファイルの種類は書式情報のないプレーンなテキスト形式にします。保存時のダイアログで「テキ
スト文書」（アプリによって「テキストドキュメント」「テキスト形式」「標準テキスト」「プレインテキス
ト」など）を選択してください。Macのテキストエディットの場合は、「フォーマット」メニューから「標
準テキストにする」を選択します。

4 �そのファイルをダブルクリックして表示する。
� ダブルクリックしてもブラウザが立ち上がらない場合は、ファイルの拡張子が正しく設定されている
か確認してください。

演 習
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▶文字コードについて

<html>の直後の<head>要素の中に、<meta	charset="UTF-8">とあるのは、「この文書の文字はUTF-8
という形式で保存されていますよ」ということを宣言するためのものです。

昔は今ほど標準化が進んでいなかったため、S-JIS、EUCなどのエンコーディング方式が混在して使われて
きました。エンコーディングとは文字をどのように数値に変換するかというルールのことです。たとえば「あ」とい
う文字を保存する場合、EUCではA4A2として、S-JISでは82A0として保存されます。同じ文字を保存するの
にまったく異なる情報が保存されるのです。

仮にEUCで保存したファイルをS-JISとして読もうとするとグチャグチャな文字になってしまいます。「ホーム
ページで文字が化けて読めない！」という経験をした読者の方もいるかもしれません。これはページ作成者がファ
イルを保存したときに使用した文字エンコーディングをブラウザー側で正しく認識できなかったことが原因です。

最近ではUTF-8が主流となってきました。みなさんが自分でHTMLを記述する際も、UTF-8形式で保存し、
<meta>タグを挿入する習慣をつけるとよいでしょう。本書のサンプルには<meta	charset="UTF-8">がない
ものがあるかもしれませんが、コンテンツを作成するときには挿入するようにしたほうがよいでしょう。

ファイルの拡張子

ファイルの拡張子とはファイル名の後ろに付与される短い文字列のことです。たとえば、「Sample1.html」
というファイル名の場合、「.html」が拡張子に相当します。パソコンはこの拡張子とアプリケーションを関連
づけて管理しています。たとえば、「.htmlという拡張子を持つファイルはChromeで開く」という感じです。
ダブルクリックしてもブラウザが立ち上がらない場合は、ファイルの拡張子とアプリケーションが正しく関連付
けられているか確認してください。
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2-3 HTMLの書き方の規則
HTMLの書き方には規則がありますが、難しいものではありません。これまで見て
きたように、基本は文字列（文字の並び）を「<要素名＞文字列</要素名＞」で
囲みます。要素名を使って、見出しや段落など文書の構造を表します。

2-3-1│タグの書き方)
まず、タグの書き方の基本ルールをおさえておきましょう。

ルール１：タグには開始タグと終了タグがあり、その中に中身を記述する
開始タグは「<」記号と「>」記号で囲み、終了タグは「</」記号と「>」記号で囲みます。

タグの書き方

<要素名>□□□中身□□□</要素名>

開始タグ 終了タグ

ルール２：中身がない要素は「空要素」と呼び、以下のように記述する
代表的なものに改行する<br	/>や、画像を表示する<img	/>があります。

空要素の書き方

<要素名�/>

HTMLの書き方の例

<!DOCTYPE html>

<html>

    <head>

        <META charset="UTF-8">

    </head>

    <body>

    <h2>浅草観光名所</h2>

        <p>

            <br />

            ・雷門 - 浅草寺の山門、正式の名称は、風神雷神門<br />

            ・浅草寺 - 京都内最古の寺である。山号は金龍山 <br />

            <br />

            近年世界各国からの観光客が増加しています。
        </p>

    </body>

</html>

開始タグ

開始タグ 終了タグ

終了タグ

空要素（改行）
空要素（改行）

空要素（改行）
空要素（改行）

  html-basic2.html
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� <html>の上にある<!DOCTYPE�html>は「このHTML文書はHTML5を意識してつくら
れたものです」と宣言するためのものです。ブラウザはこの情報を見て「この文書はHTML5
を想定してつくられたんだな」と認識することができます。この行はHTMLの先頭に記述され
ますが、画面に表示されることはありません。「おまじない」のようなものだと思っておいてく
ださい。

前ページのHTMLをブラウザで表示

ルール３：タグは別のタグを含むことができますが、その場合は全体を含んで入れ子にします。

正しい囲み方

<要素名1><要素名2>□□□</要素名2></要素名1>

間違った囲み方

<要素名1><要素名2>□□□</要素名1></要素名2>

たとえば、以下の「正しい例」では、内側のタグ<i>の範囲が外側のタグ<p>に含まれているので問題あ
りません。しかし、「間違っている例」はそうなっていないので不正なHTMLとなります。

正しい例	 間違っている例

<p>今日の天気は<i>快晴</i>です</p> 	 <p>今日の天気は<i>快晴</p>です</i>

ちょっとわかりにくいかもしれないので例を使って説明しましょう。たとえば、神奈川県には横浜、川崎といった
市がありますが、これらの市が東京都にはみ出すことはありません。さらに、横浜市は中区、旭区、港北区、
神奈川区といった区を含んでいますが、これらの区の一部が川崎市に含まれることはありません。HTMLでは、
含む方を「親」、含まれる方を「子」と表現しますが、子は必ず親に完全に含まれる必要があるのです。
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県は市を含む、市は区を含む

日本
東京都 神奈川県

横浜市 川崎市
港北区 旭区

上図をHTML文書に置き換えてみましょう。

タグの入れ子も同じ

<html>
<head> <body>

<div>
<h1> <p>

<div>

すべての要素は親要素に完全に含まれている様子がわかると思います。仮にはみ出してしまった場合、どの
ように処理されるかはブラウザによって異なります。

ルール４：一番外側の要素は<html>がひとつだけ

ルール５：要素に付属情報が必要な場合は属性として記述します。属性は複数指定することもできます。

<要素名�属性名1＝"属性値1"�属性名2＝"属性値2">

例）id属性がtitleという値で、class属性がblueという値を持つp要素

<p id="title" class="blue"> .... </p>

ちなみにid属性は、HTMLの文書中で要素を特定するために使用します。パスポートや運転免許所で個
人を特定するようなイメージです。一方、class属性は、いくつかの要素をまとめて処理するときに使用します。
赤色の服を着ている人々、年齢20歳代の人々、というように対象となる人 を々選択するようなイメージです。id
属性もclass属性も、今後たくさん例が出てきますので、ここでは「ふぅ～ん、そんなものがあるのか…」程度の
認識でかまいません。

　主なルールはこれくらいです。一見すると非常に複雑に見えるHTMLですが、ルールは非常にシンプル
だということがおわかりいただけたと思います。
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2-4 HTMLの主な要素
HTML辞典などの書籍や、要素を解説しているWebサイトなどには、膨大な数の
要素があり、圧倒されるかもしれませんが、それらを全部覚える必要はありませ
ん。代表的な要素をいくつか覚えれば十分です。必要に応じて徐々に引き出しを増
やしていきましょう。

2-4-1│これだけは覚えておきたい必須要素)
よく使用される要素とその使用例をご紹介します。

覚えておきたい要素

要素名 元になった英語 用途
h1 heading�1 見出し1

h2 heading�2 見出し2

h3 heading�3 見出し3

p paragraph 段落

div document�division グループ化

span span テキストの一部

ul unordered�list 箇条書き

ol ordered�list 番号付リスト

li list�item リストの項目

img image 画像

br break 改行

button button ボタン

input input インプット

a anchor 文書間のリンクを記述

table table テーブル

tr table�row テーブルの行

td table�data テーブルのセル

� 昔はいろいろな要素を駆使して、ページの見映えを競う傾向がありましたが、最近はCSS
（P.040「2-6�CSSの概要」）を使って調整する方法が主流になってきました。
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▶見出しと段落に使う要素  － h1、 h2、 h3、 p、 span

<h1>、<h2>、<h3>はそれぞれ見出しです。<p>は段落を示します。<span>は文章の一部に特別な意
味を与える役目をしますが、ブラウザでの表示は周囲の文字と同じです。<span>要素は、CSSを使ってその
部分だけ表示を変えたり、JavaScriptから値を書き換えたりするときに便利に利用できます。また、複数の要
素をひとつにまとめる<div>要素も実際のコンテンツで多用されます。

使用例

<!DOCTYPE html>

<html>

    <head>

        <META charset="UTF-8">

    </head>    

    <body>

        <h1>これは見出し１です</h1>

        <h2>これは見出し２です</h2>

        <h3>これは見出し３です</h3>

        <p>

            これは段落です。上と下に空白が挿入され、まとまった塊として提示されます。
        </p>

        <p>

            これも段落です。
            span要素を使うと<span>文章の一部</span>に特別な意味を持たせることができます。
        </p>

    </body>

</html>

ブラウザ表示結果

▶箇条書き － o l、 u l、 l i

<ul>は箇条書き（番号なしリスト）、<ol>は番号付のリストです。<li>はリストの項目です。箇条書きはさま
ざまな文書で利用されますが、これも立派な構造のひとつです。

  html-major-element1.html



031

1
2
3
4
5
6

H
T

M
L+

C
S

S

の
基
本

2
-4

H
T

M
L

の
主
な
要
素

使用例

<!DOCTYPE html>

<html>

    <head>

        <META charset="UTF-8">

    </head>

    <body>

        <h2>ジャーマンポテト</h2>

        <h3>材料</h3>

        <ul>

            <li>ジャガイモ　２個</li>

            <li>玉ねぎ　１個</li>

            <li>ベーコン　200g</li>

        </ul>

        <h3>作り方</h3>

        <ol>

            <li>ジャガイモと玉ねぎを薄切りにします</li>

            <li>ベーコン、ジャガイモ、玉ねぎの順で炒めます</li>

            <li>塩コショウで味を調えます</li>

        </ol>

    </body>

</html>

ブラウザ表示結果

▶テーブル －  t a b l e、 t r、 t d

「時間割」「野球のスコア」「テレビ番組欄」「カレンダー」「オセロや将棋盤」あらゆるところに表形式の
表現が使われています。<table>はこのような構造に使用します。使い方は以下のとおりです。

�ㅡ 表の全体を<table�border="1">要素で表現する。枠の太さはborder属性で指定する
�ㅡ 各行（横方向）を<tr>要素で表現する
�ㅡ 行の中の個々の要素を<td>で表現し、その中に表示する内容（文字や図）を配置する

  html-major-element2.html
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テーブルの構造

<table>
<tr>

<tr>

<td>

<td>

<td>

<td>

<td>

<td>

行（横方向）を最初につくって、その中に縦方向のマスを配置していくのがポイントです。列（縦方向）を
最初につくることはできません。

使用例

<!DOCTYPE html>

<html>

    <body>

        <h2>今日の試合</h2>

        <table border="1">

            <tr>

                <td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>計</td>

            </tr>

            <tr>

                <td>横浜</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>4</td>

            </tr>

            <tr>

                <td>阪神</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td>

            </tr>

        </table>

    </body>

</html>

ブラウザ表示結果

横方向にマスを連結する場合はcolspan属性を、縦方向に連結する場合はrowspan属性を使用します。
連結するマスの数を属性値として指定します。縦・横ともに<td>要素の属性であることに注意してください。
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