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「CSS3 スタンダード・デザインガイド」を書き上げてから 2 年。Web を取

り巻く状況も大きく変化し、CSS3 の普及も進みました。

角丸や影、グラデーションといった装飾は CSS3 で設定するのが主流となり、

Web フォントによってタイポグラフィを大胆に取り入れたデザインも多く目

にするようになっています。アニメーションやトランスフォーム、縦書きなど、

CSS3 で設定できる表現は幅広く、アプリや電子書籍などの開発においても

必要不可欠なものとなっています。

また、HTML5 やスマートフォンなどの普及に合わせて新しい機能も次々と提

案されており、CSS3 や CSS4 として発展を続けています。たとえば、この

２年間に追加された主な機能には以下のようなものがあります。

・条件規則

・ビューポートの設定

・リージョンレイアウト

・エクスクルージョン（除外）

・ボックスの形状の指定

・レスポンシブイメージ

・ハイフネーション

・マスク

・フィルタ

など

そこで、改訂第 2 版では最新の状況に合わせて CSS3 ／ CSS4 の機能を体

系的にまとめなおし、サンプルを通してどのように機能するかを習得できるよ

うに構成しました。

機 能 ご と に、 最 新 の 主 要 ブ ラ ウ ザ（Firefox、Safari、Chrome、Opera、

Internet Explorer）とスマートフォン（iOS の Mobile Safari、Android の

標準ブラウザ）での対応状況も掲載していますので、参考にしてください。

はじめに
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How to use　本書の使い方

本書の使い方

・本書では CSS3 の機能や使い方について、プロパティごとに以下の形でまとめています。
・本書に掲載した内容は 2013 年４月現在のものです。
・CSS3 は策定中の規格であり、機能や使い方、ブラウザの対応状況などは変わる可能性がありますのでご了承ください。

ブラウザの対応状況を示しています（詳しくはP.012を参照）。
-webkit- -webkit- -moz- -webkit- -webkit- -o- -ms-

TIPS
ブラウザが未対応の機能や独自に拡張した機能、各種プロパティ
の応用的な使い方などを紹介します。なお、ブラウザが独自拡張し、
W3Cの規格に未採用な機能については、　　　 というマークをつけ
て示しています。

拡張

SUPPORT
BROWSERS

CSS PROPERTY

プロパティの機能。

プロパティ名と
値の記述形式。

指定できる値。
CSS3やCSS4で新しく追加された機能
には次のマークをつけて示しています。

CSS3 CSS4

プロパティに関する基本情報をまとめています。BASIC INFO

プロパティの初期値を示します。
値の継承があるかどうかを示します。
適用できる要素を示します（要素の表記についてはP.057を参照）。
比率で値を指定できる場合、何に対する比率かを示します。
プロパティが掲載されているモジュールを示します。

初期値
継承
適用先
比率
モジュール

 サンプルデータ
サンプルデータは右記の URL からダウンロード

することができます。
http://book.mynavi.jp/support/pc/4696/

SAMPLE
プロパティの利用方法などを具体的に解説します。ソースは以
下のように色分けして掲載しています。

HTML／XHTMLソーススタイルシート
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 本書に掲載したセレクタやプロパティ
本書では W3C の CSS3 や CSS4 の規格で採用され、主要ブラウザが対応しているセレクタ

やプロパティを項目として取り上げています。また、ブラウザが未対応の機能や独自に拡張し

た機能についても、TIPS などの形で紹介していますので参考にしてください。

 CSS3 のモジュール
CSS2.1 ではすべての機能が１つの規格にまとめられていましたが、CSS3 以降は機能ごと

にモジュールに分けて規格化が行われています。規格化のスピードはモジュールによって異な

りますが、「勧告」がリリースされ、CSS4 の策定作業に入っているものもあります。

なお、本書では章ごとに以下のようにモジュールを分類し、機能を紹介していきます。

 策定中の規格の利用について
W3Cの規格が最終的な「勧告」となるためには長い時間を要します。そのため、策定中であっても、勧告候補となるな
ど、規格として安定したものは利用を進めることが提唱されています。また、草案段階の機能はベンダープレフィックス
をつけることで実験的なサポートであることを示し、利用できるようになっています。

W3Cの規格策定の流れです。各規格は「草案」と
してリリースされ、審議を繰り返して最終的な「勧
告」となります。
なお、各ステップの正式リリースには時間がかかる
ため、リリース前のものはEditor's Draftの形で見
ることができます。ただし、Editor's Draftは議論・
検討を目的として公開されており、W3Cによって内
容が保証されたものではありませんので注意が必
要です。

Working Draft （草案）

Last Call Working Draft （最終草案）

Proposed Recommendation （勧告案）

Candidate Recommendation （勧告候補）

Recommendation （勧告）

Chapter 1  基本

Chapter 5  特殊効果

Chapter 6  インターフェース

APPENDIX  

Chapter 2  レイアウト

Chapter 4  コンテンツのデザイン

Chapter 3  カラーアレンジと背景・罫線のデザイン

Syntax   文法 草案   
Selectors セレクタ 勧告

Media Queries   メディアクエリ 勧告   
Conditional Rules 条件規則 勧告候補

Device Adaptation デバイス 草案

Paged Media   ページメディア 草案
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Values and Units 値と単位 勧告候補
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Flexible Box Layout フレキシブルボックスレイアウト 勧告候補

Grid Layout グリッドレイアウト 草案

Multi-column Layout マルチカラム 勧告候補

Regions リージョンレイアウト 草案

Positioned Layout ポジションレイアウト 草案

Exclusions and Shapes エクスクルージョン 草案

Fonts フォント 草案

Text テキスト 草案

Text Decoration テキストの装飾 最終草案

Line Layout 行のレイアウト 草案

Writing Modes 書字方向 草案

Ruby ルビ 草案

Lists and Counters / Counter Styles リスト 草案

Generated and Replaced Content コンテンツの挿入と置換 草案

Tables テーブル -

Fonts フォント 草案

Text テキスト 草案

Line Layout 行のレイアウト 草案

Writing Modes 書字方向 草案

Ruby ルビ 勧告候補

Lists リスト 草案

Generated and Replaced Content コンテンツの挿入と置換 草案

Tables テーブル -

Color カラー 勧告

Backgrounds and Borders 背景と罫線 勧告候補

Image Values and Replaced Content 画像 勧告候補

Editor's Draft
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 対応ブラウザ
本書では、項目ごとに以下のブラウザにおける対応状況を示しています。

 ブラウザのレンダリングエンジンについて： WebKit と Blink

各ブラウザの最新バージョンの対応状況については、
右記のサイトでサポートしていきます。

How to use　本書の使い方

http://ebisu.com/memo/css3

HTML5の勧告候補がリリースされたためか、2013年に入り、ブラウザの
核であるレンダリングエンジンの世代交代に関するニュースが次 と々発表
されています。

まずは、2013年2月12日、Operaが独自のレンダリングエンジンである
Prestoの開発を終了し、Opera14からはWebKitを採用することを発表
します。本書でもわかるとおり、これまでのOperaは他のブラウザとは異な
り、独特のスタンスでWebの世界を引っ張ってきました。そして、この立ち
位置を生み出していたのがPrestoだったわけですから、この発表には非
常に驚かされました。
そして、ほどなくして登場したAndroid版のOpera Betaは、Operaの皮
を被ったChromeだと揶揄されるほどにOperaらしさのないブラウザー
になっていました。Operaのみが対応していたCSSのプロパティも、
Android版のOpera Betaでは機能しなくなっています。

こうしてSafari、Chrome、Operaの３つのブラウザがWebKitを採用した
状態になったことから、ブラウザの世界はWebKitの支配で決着するのか
と思われていましたが、2013年4月13日に大きなニュースが発表されま
す。ChromeがWebＫitから分岐した「Blink」の開発を始めるというもの
です。つまり、今後、ChromeとSafariはそれぞれ別の道を歩むことになっ
たわけです。
実際、Chrome 28からはBlinkの採用が決定し、執筆段階でもバージョ
ン28のdev版ではレンダリングエンジンが「Blink」となっていることを確
認することができます。また、Webkitの採用を発表したOperaもBlinkの
採用を発表しています。

さらに、同時期にFirefoxがサムスンと「Servo」というレンダリングエンジン
を開発することが発表されました。サムスンと言えばTizenが思い出され
ますが、TizenはWebkitを採用しているという話ですので、こちらの動向
も気になるところです。

このようにさまざまな動きを見せるブラウザ界隈ですが、Web制作者に
とって一番気がかりなのは、「今後のWeb制作にどのような影響がある
か」です。さらに言えば、この本の情報がどうなるのかということが気にな
るわけですが、現時点ではそれほど心配することはなさそうです。

というのも、SafariやInternet Explorerに関しては大きな変化はありませ
んし、Blinkに関しても、既存の機能に関しては基本的にWebkitと同様
の振る舞いをし、ベンダープレフィックスも「-webkit-」のままで機能しま
す。Servoに関しては、まだまだ実験的な開発といった感じです。

しかし、ある程度の時期が来た段階で、おそらく、HTML5.1やCSS4を目
指す形で、また、様々な変更や機能の追加が始まるのではないかと予想
されます。
このとき、機能の実装はベンダープレフィックスをつけずに進めていくと
いう方針が発表されていますので、「-blink-」というプレフィックスの追加
を心配する必要はありません。新しい機能は試験運用機能として実装さ
れ、安定的に利用できるようになった時点で標準機能としてリリースされ
るという流れになりそうです。

Chrome 28（dev版）のバージョンを確認すると「Blink」
と表示されます。バージョンを確認するには、Chromeのア
ドレスバーに chrome://version/ と入力します。

iOS 6のMobile Safari Firefox 20 Chrome 26 Internet Explorer 10

Android 4.ｘの標準ブラウザ Safari 6.0.x Opera 12.15

以下の古いバージョンについて対応状況が異
なる場合、それぞれの対応状況を注釈の形で
記載しています。

試験運用機能を利用するためには、Firefoxで
は「about:config」、Chromeでは「chrome://
flags/」をアドレスバーに入力し、当該機能
を有効にする必要があります。

ベンダープレフィックスは先行実装した機能である
ことを示すもので、プロパティ名や値の前につけて

「-webkit-transform」といった形で記述します。

 … iOS4.x / 5.x

 … Android 2.3.x / 3.x

 … IE6 / 7 / 8 / 9

対応 部分対応 未対応 要ベンダー
プレフィックス

試験運用機能

-webkit-
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スタイルシートを利用すると、Web ページのデザインやレ

イアウトを調節することができます。利用するためには、ス

タイルシートの設定を外部スタイルシート、内部スタイル

シート、インラインスタイルシートのいずれかの形で用意し、

Web ページに適用します。

スタイルシートの利用

<link rel="stylesheet" 
href="CSS ファイル">

<style> 設定   </style>

@import url("CSS ファイル");

<ELEMENT style="設定">

CSS ファイル ……… 外部スタイルシートファイル（～ .css）の URL

設定 …………………… スタイルシートの設定

外部スタイルシート

内部スタイルシート

インラインスタイルシート

-
-
-
-
Syntax

初期値
継承
適用先
比率
モジュール

-webkit- -webkit- -moz- -webkit- -webkit- -o- -ms-

スタイルシートの設定を外部スタイルシートファイルに記述

し、<link> で読み込んで Web ページに適用する方法です。

外部スタイルシートファイルには「.css」という拡張子をつ

けて保存します。たとえば、「style.css」という外部スタイ

ルシートファイルを利用するには、右のように指定します。

外部スタイルシートを利用すると、スタイルシートの設定を

HTML ファイルとは別に管理し、複数のページで同じ設定を

共有できるというメリットがあります。

また、スタイルシートの設定の中に他の外部スタイルシート

の設定を読み込む場合、@import を利用することができます。

 外部スタイルシート

IE7以前のバージョンは@importに未対応です。

※IE7以前は部分対応。

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ja">
<head>
<title>SAMPLE</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
…略…
</head>

HTML5で外部スタイルシート（style.css）を読み込むときの記述。

スタイルシートの設定の中にstyle.cssの設定を読み込むときの記述。

@import url("style.css");
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スタイルシートの設定を HTML ソースの <style> ～ </

style> の中に記述する方法です。設定は記述したページにの

み適用され、HTML ソースと同一ファイルで管理できるとい

うわかりやすさがあります。

インラインスタイルシートは、スタイルシートの設定を

HTML の style 属性で指定する方法です。直観的に利用する

ことができますが、多用するとスタイルシートの管理が煩雑

になるという問題があります。

 内部スタイルシート

 インラインスタイルシート

<head>
<title>SAMPLE</title>
<style>

h1 {color: red;}
</style>
…略…
</head>

<h1 style="color:red;">
サンドイッチ
</h1>

内部スタイルシートの記述。

インラインスタイルシートの記述。

 type 属性でスタイルシートの種類を明示する

HTML4.01/XHTML1.0 の <link> と <style> で は、

利用するスタイルシートの種類が CSS であることを明示

すため、「type="text/css"」と指定しておく必要があり

ます。これに対し、HTML5 では CSS を利用するものと

して処理されますので、type 属性を省略することができ

ます。

<link rel="stylesheet" href="style.css"
 type="text/css">

<style type="text/css">
  h1 {color: red;} 
</style>

type属性でスタイルシートの種類がCSSであることを明示したときの記述。

 media 属性でメディアクエリを指定する

<link> と <style> では、media 属性でメディアクエリ

（P.036）を指定し、出力デバイスに応じてスタイルシー

トを適用することができます。たとえば、ブラウザ画面の

横幅が 500 ピクセル以下の場合に適用するためには、右

のように指定します。

また、@import でも右のような形でメディアクエリを指

定することができます。

<link rel="stylesheet" 
media="all and (max-width: 500px)">

<style media="all and (max-width: 500px)">
…

</style>

ブラウザ画面の横幅が500ピクセル以下の場合は、外部スタイルシート
style.cssの設定が適用されます。

media属性でブラウザ画面の横幅が500ピクセル以下の場合にスタイ
ルシートを適用するように指定したもの。

@import url("style.css") all and (max-width: 500px);
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 スタイルシートの優先順位

 エンコードの種類

外部スタイルシート、内部スタイルシート、インラインス

タイルシートには優先順位があり、基本的に後から記述し

た設定の優先順位が高くなります。

たとえば、右のサンプルは <h1> でマークアップした見

出しの背景色を background-color プロパティで指定し

たものです。外部スタイルシートではピンク色に、内部ス

タイルシートでは緑色に、インラインスタイルシートでは

黄色に指定してあります。

このとき、<link> よりも <style> を後に記述していま

すので、外部スタイルシートよりも内部スタイルシートの

優先順位が高くなります。しかし、その後に記述したイ

ンラインスタイルシートの設定が最も優先されますので、

<h1> の背景は黄色で表示されます。

外部スタイルシートファイルは適用先の HTML ファイル

と同じエンコードとして扱われます。しかし、エンコード

が異なる場合などには @charset でエンコードの種類を

明示することができます。たとえば、UTF-8 であること

を示すためには、右のように指定します。

<head>
<title>SAMPLE</title>

<link rel="stylesheet" 
media="all" href="style.css">
<style media="all">
h1 {background-color: greenyellow;}
</style>

</head>
<body>

<h1 style="background-color:yellow;">
HAM SANDWICHES
</h1>

</body>

外部スタイルシート、内部スタイルシート、インラインスタイルシートを指定
したもの。

外部スタイルシートファイル（style.css）に記述した設定。

h1 {background-color: pink;
 font-family: 'Arial Black', sans-serif;}

インラインスタイルシートの設定が優先され、見出しが黄色で表示されま
す。

外部スタイルシートファイルに記述したエンコードの種類の指定。

@charset "UTF-8";
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スタイルシートの設定では、要素ごとのデザインを右のよう

にプロパティ名と値のセット（宣言）で指定します。たとえば、

文字の色を赤色にしたい場合には、color プロパティの値を

「red」と指定します。

どの要素のデザインであるかはセレクタで指定します。たと

えば、「h1」と指定すると <h1> でマークアップした部分の

文字の色が赤色になります。

要素をより限定するためには、複数のセレクタをつなげて記

述します。たとえば、タイプセレクタの「h1」と ID セレク

タの「#title」をつなげて「h1#title」と指定すると、<h1 

id="title"> でマークアップした部分のデザインを指定するこ

とができます。

CSS3 の「Selectors Level 3」で定義されたセレクタは以

下のようになっており、組み合わせることでさまざまな条件

で要素を指定することが可能です。これらのセレクタには各

ブラウザが対応済みですが、IE8 以前のバージョンに関して

は対応にばらつきがありますので、バージョンごとの対応状

況を掲載しています。

「シンプルセレクタ」として分類されている基本的なセレクタです。

セレクタ

selector {property: value ;  }

selector ……………… セレクタ
property ……………… プロパティ名
value ………………… プロパティの値

-
-
-
-
Selectors

初期値
継承
適用先
比率
モジュール

-webkit- -webkit- -moz- -webkit- -webkit- -o- -ms-

 h1 　{color: red;}

 h1#title 　{color: red;}

セレクタ

タイプセレクタ

プロパティ名

宣言

IDセレクタ

値

セレクタ
ELEMENT
*
.class
#id
[att]
[att="val"]
[att~="val"]
[att|="val"]
[att^="val"] CSS3

[att$="val"] CSS3

[att*="val"] CSS3

	IE6	 IE7	 IE8	 IE9
 ○ ○ ○ ○
 × ○ ○ ○
 △ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○
 × ○ ○ ○
 × ○ ○ ○
 × ○ ○ ○

 × ○ ○ ○
 × ○ ○ ○
 × ○ ○ ○
 × ○ ○ ○

適用先
指定した名前の要素。
すべての要素。
クラス名が「class」の要素。
IDが「id」の要素。
属性attが指定された要素。
属性attの値が「val」の要素。
属性attの値に「val」というスペース区切りの語句がある要素。
属性attの値が「val」というハイフン（-）区切りの語句から始まる要素。
属性attの値が「val」で始まる要素。
属性attの値が「val」で終わる要素。
属性attの値の一部に「val」が含まれる要素。

分類
タイプセレクタ
ユニバーサルセレクタ
クラスセレクタ
IDセレクタ

属性セレクタ

シンプルセレクタ

※…複数のクラス名を指定する「.class.class」の記述に未対応です。

※

※IE8以前は部分対応。
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「シンプルセレクタ」として分類されたセレクタのうち、「疑似クラス」と呼ばれているものです。他のシンプルセレクタ

やドキュメントの構造では示すことのできない要素を指定します。

疑似要素では仮想的に作成した要素を指定します。

結合子（＋など）を利用し、ドキュメントの構造で要素を指定します。

複数の要素を指定します。

セレクタ
::first-line
::first-letter
::before
::after

セレクタ
A B
A > B
A + B
A ~ B CSS3

セレクタ
A, B

セレクタ
:link
:visited
:hover
:focus
:active
:target CSS3

:lang(～)
:enabled CSS3

:disabled CSS3

:checked CSS3

:indeterminate CSS3

:root CSS3

:first-child CSS3

:last-child CSS3

:nth-child(～) CSS3

:nth-last-child(～) CSS3

:only-child CSS3

:first-of-type CSS3

:last-of-type CSS3

:nth-of-type(～) CSS3

:nth-last-of-type(～) CSS3
:only-of-type CSS3

:empty CSS3

:not(～) CSS3

	IE6	 IE7	 IE8	 IE9
 × × × ○
 × × × ○
 × × △ ○
 × × △ ○

	IE6	 IE7	 IE8	 IE9
 ○ ○ ○ ○
 × ○ ○ ○
 × ○ ○ ○
 × ○ ○ ○

	IE6	 IE7	 IE8	 IE9
 ○ ○ ○ ○

	IE6	 IE7	 IE8	 IE9
 ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○
 △ ○ ○ ○
 △ △ ○ ○
 △ △ ○ ○
 × × × ○
 × × ○ ○
 × × × ○
 × × × ○
 × × × ○
 × × × ○
 × × × ○
 × ○ ○ ○
 × × × ○
 × × × ○
 × × × ○
 × × × ○
 × × × ○
 × × × ○
 × × × ○
 × × × ○
 × × × ○
 × × × ○
 × × × ○

適用先
要素の１行目。
要素の１文字目。
要素の前に挿入したコンテンツ。
要素の後に挿入したコンテンツ。

適用先
A要素の階層下のすべてのB要素。
A要素の１階層下のＢ要素。
A要素の直後に記述した同階層のＢ要素。
A要素の後に記述したすべての同階層のＢ要素。

適用先
A要素とB要素の両方に適用。

適用先
リンク先に未アクセスの要素。
リンク先にアクセス済み要素。
カーソルを重ねた要素。
フォーカスした要素。
アクティブな要素。
リンクターゲットの要素。
指定した言語の要素。
有効な状態の要素。
無効な状態の要素。
オンの状態のラジオボタンやチェックボックス。
不確定な状態のチェックボックス。
ルート要素。
最初の要素（全要素をカウント）。
最後の要素（全要素をカウント）。
最初から～番目の要素や奇数・偶数の要素（全要素をカウント）。
最後から～番目の要素や奇数・偶数の要素（全要素をカウント）。
最初と最後が一致する要素（全要素をカウント）。
最初の要素（同じ要素をカウント）。
最後の要素（同じ要素をカウント）。
最初から～番目の要素や奇数・偶数の要素（同じ要素をカウント）。
最後から～番目の要素や奇数・偶数の要素（同じ要素をカウント）。
最初と最後が一致する要素（同じ要素をカウント）。
空の要素。
指定した条件と一致しない要素。

分類
::first-line疑似要素
::first-letter疑似要素

::before、::after疑似要素

分類
子孫セレクタ
子セレクタ
兄弟セレクタ（隣接セレクタ）
兄弟セレクタ（間接セレクタ）

分類
グループ化

分類
ダイナミック疑似クラス

（リンク疑似クラス）

ダイナミック疑似クラス
（ユーザーアクション疑似クラス）

ターゲット疑似クラス
言語疑似クラス

UI疑似クラス

構造疑似クラス

否定疑似クラス

シンプルセレクタ（疑似クラス）

疑似要素

結合子

グループ化

※…<a>以外の要素への適用に未対応です。

※…「::」の記述に未対応です。利用する場合は「:before」「:after」と記述します。

※

※

※

※

※

※

※
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タイプセレクタは要素名（タグ名）で適用先を指定するセレ

クタです。たとえば、セレクタを「li」と指定すると、<li>でマー

クアップした部分にスタイルシートを適用することができま

す。右のサンプルでは、文字の色をピンク色にしています。

ユニバーサルセレクタ「*」を利用すると、すべての要素を

適用先にすることができます。右のようにセレクタを「*」

と指定すると、すべての要素がピンク色の文字で表示されま

す。このとき、<h2>、<ul>、<li> だけでなく、コンテン

ツ全体をマークアップしている <body> と、HTML ソース

全体をマークアップしている <html> も適用先に含まれま

すので注意が必要です。

 タイプセレクタ　ELEMENT

 ユニバーサルセレクタ　*

li {color: hotpink;}

* {color: hotpink;}

<h2>SANDWICHES</h2>
<ul>
<li>ハム＆チーズサンド</li>
<li>卵＆野菜サンド</li>
<li>日替わりサンド</li>
</ul>

<html>
…略…
<body>

<h2>SANDWICHES</h2>
<ul>
<li>ハム＆チーズサンド</li>
…略…
</ul>

</body>
</html>

スタイルシートを適用していないときの表示。

<li>でマークアップした部分をピンク色で表示したもの。

すべての要素に適用したときの表示。

HTML では class 属性を利用することで、要素に対してク

ラス名を指定することができます。このクラス名を使って特

定の要素にスタイルシートを適用する場合にはクラスセレク

タを利用します。

たとえば、右のようにセレクタを「.ham」と指定すると、

「ham」というクラス名を持った要素にスタイルシートを適

用することができます。

 クラスセレクタ　.class

.ham {color: hotpink;}

<ul>
<li class="ham">ハム＆チーズサンド</li>
<li class="ham-egg">卵＆野菜サンド</li>
<li class="daily egg ham">日替わりサンド</li>
</ul>

クラス名を「ham」と指定した要素に適用したときの表示。
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また、セレクタを「.ham.egg」と指定すると、「ham」と「egg」

の両方のクラス名を持つ要素に適用することができます。

クラス名は、複数の要素に同じクラス名を指定したり、1 つ

の要素に複数のクラス名を指定することができますので、あ

るルールに従って複数の要素に対してスタイルシートを適用

する場合に利用することができます。

.ham.egg {color: hotpink;}

「ham」と「egg」の両方のクラス名を持つ要素に適用したときの表示。

HTML では id 属性を利用することで要素に対して ID を指定

することができます。この ID を使って特定の要素にスタイ

ルシートを適用する場合には、ID セレクタを利用します。た

とえば、右のようにセレクタを「#ham」と指定すると、「ham」

という ID を持つ要素にスタイルシートを適用することがで

きます。

ID は、ページ内で同じ ID を繰り返し利用したり、１つの要

素に複数の ID を指定することはできません。そのため、ペー

ジ内のある１つの要素を特定し、スタイルシートを適用する

場合に利用することができます。

 ID セレクタ　#id

#ham {color: hotpink;}

<ul>
<li id="ham">ハム＆チーズサンド</li>
<li id="ham-egg">卵＆野菜サンド</li>
<li id="daily">日替わりサンド</li>
</ul>

IDを「ham」と指定した要素に適用されます。

特定の属性を持つ要素にスタイルシートを適用するには、属

性セレクタを利用します。たとえば、class 属性を持つ要素

に適用するには、セレクタを [class] と指定します。右のサ

ンプルでは、class 属性を持つ３つの <li> にスタイルシー

トが適用されます。

 属性セレクタ　[att="val"]

[class] {color: hotpink;}

<ul>
<li class="ham">ハム＆チーズサンド</li>
<li class="ham-egg">卵＆野菜サンド</li>
<li class="daily egg ham">日替わりサンド</li>
</ul>

class属性を持つ要素に適用されます。

属性名と値の両方が完全に一致する場合にだけ適用するこ

ともできます。たとえば、[class="ham"] と指定すると、

class 属性の値を「ham」と指定した要素が適用先となりま

す。

class 属性の値の一部が「ham」と一致する場合に適用する

ことも可能です。その場合は [class*="ham"] と指定します。

ここではどの class 属性の値にも「ham」が含まれるため、

すべての文字がピンク色になります。

[class="ham"] {color: hotpink;}

[class*="ham"] {color: hotpink;}

class属性の値が「ham」の要素に適用されます。

class属性の値が「ham」を含む要素に適用されます。

CSS3
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[class~="ham"] と指定すると、class 属性の値がスペース

区切りの語句のリストで、「ham」という語句を含む場合に

適用されます。ここでは値を「ham」や「daily egg ham」

と指定した要素が適用先となります。「ham-egg」はスペー

ス区切りの語句ではないため、適用先となりません。

[class|="ham"] と指定すると、class 属性の値がハイフン

区切りの語句のリストで、最初の語句が「ham」の場合に適

用されます。ここでは値を「ham」や「ham-egg」と指定

した要素が適用先となります。「daily egg ham」はハイフ

ン区切りの語句ではないため、適用先となりません。

[class$="ham"] と指定すると、class 属性の値が「ham」

で終わる要素に適用することができます。ここでは値を

「ham」や「daily egg ham」と指定した要素に適用されます。

[class~="ham"] {color: hotpink;}

[class|="ham"] {color: hotpink;}

[class$="ham"] {color: hotpink;}

class属性の値が「ham」というスペース区切りの語句を含む場合に適用さ
れます。

class属性の値が「ham」というハイフン区切りの語句から始まる場合に適
用されます。

class属性の値が「ham」で終わる要素に適用されます。

[class^="ham"] と指定すると、class 属性の値が「ham」

で始まる要素に適用することができます。ここでは値を

「ham」や「ham-egg」と指定した要素が適用先となります。

[class^="ham"] {color: hotpink;}

class属性の値が「ham」で始まる要素に適用されます。

<a> でマークアップしてリンクを設定すると、文字が青色

になり、下線を引いた形で表示されます。これはリンク先に

アクセスしていない場合の表示で、アクセス済みの場合は紫

色になります。

こうしたリンクのデザインを変更するには、リンク疑似クラ

スを利用します。セレクタを「:link」と指定するとアクセス

していないリンクに、「:visited」と指定するとアクセス済み

のリンクにスタイルシートを適用することができます。ここ

では、アクセスしていないリンクを緑色に、アクセス済みの

リンクを灰色で表示するようにしています。

なお、:link と :visited の指定は <a> でマークアップした部

分に対してのみ機能します。

 リンク疑似クラス　:link ／ :visited

a:link {color: green;}
a:visited {color: gray;}

<ul>
<li><a href="…">ハム＆チーズサンド</a></li>
<li><a href="…">卵＆野菜サンド</a></li>
<li><a href="…">日替わりサンド</a></li>
</ul>

未アクセスのリンクを緑色で、アクセス済みのリンクを灰色で表示したもの。

スタイルシートを適用していないときのリンクの表示。

CSS3
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ユーザーアクション疑似クラスの「:hover」、「:focus」、

「:active」を利用すると、要素にカーソルを重ねたとき、

フォーカスしたとき、クリックしたときにスタイルシートを

適用することができます。ここでは、それぞれの状態のとき

にオレンジ色、ピンク色、赤色で表示するように指定してい

ます。

なお、リンク疑似クラスと異なり、ユーザーアクション疑似

クラスは <a> でマークアップした部分以外にも適用するこ

とができます。

<a href=" ～ "> では特定の要素の ID を指定して、ページ内

ジャンプを設定することができます。ターゲット疑似クラス

「:target」を利用すると、ページ内ジャンプのリンクをクリッ

クしたときに、ジャンプ先の要素に対してスタイルシートを

適用することができます。

たとえば、右のサンプルは <div id="photo"> でマーク

アップした部分を緑色の背景色で表示したものです。その

下には「Click」というリンクを用意して、ジャンプ先を

「#photo」と指定しています。これでリンクをクリックする

と、#photo:target { ～ } の設定が <div id="photo"> に適

用され、background-image プロパティで指定した背景画

像が表示されます。

 ユーザーアクション疑似クラス　:hover ／ :focus ／ :active

 ターゲット疑似クラス　:target

#photo {background-color: yellowgreen;}
#photo:target {background-image: url(sandwiches.jpg);}

a:link {color: green;}
a:visited {color: gray;}
a:hover {color: orange;}
a:focus {color: hotpink;}
a:active {color: red;}

<div id="photo">HAM SANDWICHES</div>
<div><a href="#photo">Click</a></div>

リンクにカーソルを重ねたときの表示。

リンクをクリックすると<div id="photo">に#photo:target {～} の指定が
適用され、背景画像が表示されます。

タブキーでリンクにフォーカスしたときの表示。

リンクをクリックしたときの表示。

未アクセスのリンクを緑色で、アクセス済みのリンクを灰色で表示したもの。

<div id="photo">でマークアップした部分を緑色の背景色で表示したもの。
「Click」のジャンプ先は「#photo」と指定してあります。

スタイルシートは後から記述した設定の優先順位が高くなります。その
ため、疑似クラスの指定をリンクの状態に応じて表示に反映させるた
めには、「:link」、「:visited」、「:hover」、「:focus」、「:active」の順に
記述する必要があります。

タッチパネルのデバイスではカーソルを重ねた状態と、クリックした状
態の区別ができません。そのため、:hoverと:activeの適用に関して
は、タッチパネルデバイス独特の反応になります。詳しくは、P.337を
参照してください。

リンクに表示される下線を削除するためには、text-decorationプロパ
ティ（P.221）の値を「none」と指定します。

CSS3
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HTML では lang 属性で言語の種類を指定することができま

す。右のサンプルでは <h2> でマークアップした見出しを

英語で記述していますので、lang 属性を「en」と指定して

います。

言語疑似クラス「:lang()」を利用すると、特定の言語に

対してスタイルシートを適用することができます。たとえ

ば、英語で記述した部分に適用するためには、セレクタを

「:lang(en)」と指定します。ここでは背景を緑色にして、「Arial 

Black」という欧文フォントで表示するようにしています。

UI 疑似クラスは、ユーザーインターフェースに関する設定を

行うもので、フォームの状態に応じてスタイルシートを適用

することができます。

:enabled ／ :disabled

フォームが有効な場合には「:enabled」で、無効な場合には

「:disabled」でスタイルシートを適用することができます。

フォームは基本的に有効な状態で扱われますが、disabled

属性を指定することで無効にすることが可能です。

たとえば、右のサンプルでは住所のテキストフィールドを無

効にし、文字を入力できないようにしてあります。しかし、

スタイルシートを適用しないと、見た目では無効となってい

ることがわかりません。そこで、「:enabled」と「:disabled」

を利用して、テキストフィールドが有効な場合は緑色で、無

効な場合は灰色で表示するように指定しています。

 言語疑似クラス　:lang()

 UI 疑似クラス

:lang(en) {font-family: 'Arial Black', sans-serif;
 background-color: yellowgreen;}

:enabled {background-color: greenyellow;}
:disabled {background-color: lightgray;}

<h2 lang="en">HAM SANDWICHES</h2>
<p>焼きたての手作りパンで新鮮なハム、トマト、…略…</p>

<form action="…" method="post">
<p>名前： <input type="text" name="name"></p>
<p>住所： <input type="text" name="add" disabled>
</p>
</form>

英語で記述した部分にスタイルシートを適用したときの表示。

スタイルシートを適用していないときの表示。「lang="en"」と指定し、英語で
記述していることを明示しています。

スタイルシートを適用していないときの表示。「住所」のテキストフィールドは
無効にしてあります。

スタイルシートを適用したときの表示。有効な場合は緑色で、無効な場合は
灰色で表示されます。

「CSS3 Basic User Interface Module」ではさらに多くのインター
フェース関連の疑似クラスが提案されています。詳しくはP.324を参
照してください。
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:checked ／ :indeterminate

「:checked」と「:indeterminate」はフォームのチェック

ボックスやラジオボタンの状態に応じてスタイルシートを

適用するセレクタです。まず、チェックボックスとラジオ

ボタンには選択したときの「オン」、選択していないときの

「オフ」の２種類の状態があります。さらに、HTML5 では

JavaScript を右のように指定することにより、どちらかはっ

きりしない「不確定」という状態で表示できるようになって

います。

チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス の 状 態 が 不 確 定 な 状 態 の と き に は

「:indeterminate」で、オンの状態のときには「:checked」

でスタイルシートを適用します。ここでは <label> でマー

クアップしたラベルの背景を、不確定なときには赤色で、オ

ンのときには緑色で表示するようにしています。オフのとき

には「:indeterminate」も「:checked」も適用されません

ので、白色の背景で表示されます。

なお、「:indeterminate」と「:checked」の設定は <input>

に対して適用されますが、ここでは <input> に続けて記述

した <label> に適用するため、セレクタを「:indeterminate 

+ label」、「:checked + label」と指定しています。これは

隣接セレクタ（P.032）の記述形式を利用したものです。

:indeterminate + label {background-color: red;}

:checked + label {background-color: greenyellow;}

<script>
window.onload = function() {
 document.getElementById("ham").indeterminate = true; 
 }
</script>

<form action="…" method="post">
<input id="ham" type="checkbox">
<label for="ham">HAM SANDWICHES</label>
</form>

スタイルシートを適用していないときの表示。上から順にチェックボックスを
「不確定」、「オン」、「オフ」の状態で表示しています。

スタイルシートを適用したときの表示。不確定な場合は赤色で、オンの場合
は緑色で表示されます。

右の表示はIEの画面です。他のブラウザでは「不確定」な状態の
チェックボックスは以下のように表示されます。

FirefoxとChrome、
Operaの表示。

Safari（Win版）の
表示。

Safari（Mac版）の
表示。
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セレクタを「:root」と指定すると、ルート要素にスタイルシー

トを適用することができます。ルート要素はソース全体を

マークアップしている要素のことで、HTML では <html>

となります。たとえば、ルート要素の背景色を緑色に指定す

ると、右のようにページ全体の背景色が変わります。なお、

<html> に背景を指定したときの表示については P.139

を参照してください。

:first-child や :nth-child() などを利用すると、スタイルシー

トを最初と最後の要素にのみ適用したり、１つおきに繰り返

し適用するといったことができるようになります。

最初と最後の要素に適用する

最初と最後の要素にスタイルシートを適用するには、:first-

child と :last-child を利用します。たとえば、「li:first-child」

と指定すると最初の <li> に、「li:last-child」と指定すると

最後の <li> に適用することができます。ここでは最初の

<li> を黄色で、最後の <li> を緑色で表示するようにしてい

ます。

なお、:first-child は :nth-child(1)、:last-child は :nth-last-

child(1) と指定することも可能です。

指定したナンバーの要素に適用する

:nth-child() と :nth-last-child() は、:first-child と :last-child

を拡張したセレクタで、指定したナンバーの要素にスタイル

シートを適用します。たとえば、最初から２つ目の <li> に

適用する場合は「li:nth-child(2)」、最後から２つ目の <li>

に適用する場合は「li:nth-last-child(2)」と指定します。

 構造疑似クラス（１）　:root

 構造疑似クラス（２）　:first-child ／ :last-child ／ :nth-child() ／ :nth-last-child() ／ :only-child

CSS3

CSS3

:root {～} で背景色を緑色に指定したときの表示。

最初の<li>を黄色で、最後の<li>を緑色で表示したもの。

:root {background-color: greenyellow;}

li:first-child {background-color: yellow;}
li:last-child {background-color: greenyellow;}

li:nth-child(1) {…}
li:nth-last-child(1) {…}

li:first-child {…}
li:last-child {…}

<html>
…略…
<h2>HAM SANDWICHES</h2>
…略…
</html>

<ul>
<li>ハム＆チーズサンド</li>
<li>卵＆野菜サンド</li>
<li>カツサンド</li>
<li>チョコレートサンド</li>
<li>日替わりサンド</li>
</ul>

最初から２つ目の<li>を黄色で、最後から２つ目の<li>を緑色で表示したもの。

li:nth-child(2) {background-color: yellow;}
li:nth-last-child(2) {background-color: greenyellow;}
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奇数と偶数の要素に適用する

:nth-child() と :nth-last-child() では、奇数と偶数の要素

にスタイルシートを適用することもできます。奇数の要素

は「odd」、偶数の要素は「even」で指定します。ここで

は :nth-child() を利用して、最初の <li> から順に奇数の場

合は黄色で、偶数の場合は緑色で表示するようにしています。

連続した要素に繰り返し適用する

連続した要素に２つおきや３つおきにスタイルシートを適用

したい場合には、「α n+ β」という形式で値を指定します。

αではいくつおきに適用するかを、βではいくつ目の要素に

適用するかを指定します。n には 0 から順に 0、1、2……

と数が入りますので、「2n+1」と指定した場合には１つ目、

３つ目、５つ目…と奇数の要素にスタイルシートを適用する

ことができます。偶数の要素に適用する場合には「2n+2」

と指定します。

同じように、３つおきに適用する場合には、右のように

「3n+1」、「3n+2」、「3n+3」と指定します。ここでは、３

つおきに１つ目の <li> を黄色で、２つ目の <li> を緑色で、

３つ目の <li> を水色で表示するようにしています。

最初の３つの要素に適用する

パラメータを「-n+3」と指定すると、最初の３つの要素に

スタイルシートを適用することもできます。ここでは「li:nth-

child(-n+3)」と指定して、最初の３つの <li> のみを黄色で

表示するようにしています。これは、「α n+ β」のαにマ

イナス値を指定できることと、「α n+ β」の算出結果は０

より大きい正の整数が有効値になることを利用しています。

たとえば、「-n+3」の算出値は３、２、１、０、－１ … と

なりますので、３つ目、２つ目、１つ目の要素にのみスタイ

ルシートが適用されます。

奇数の<li>を黄色で、偶数の<li>を緑色で表示したもの。

２つおきに１つ目の<li>を黄色で、２つ目の<li>を緑色で表示したもの。

３つおきに色が変わるようにしたもの。

li:nth-child(odd) {background-color: yellow;}
li:nth-child(even) {background-color: greenyellow;}

li:nth-child(2n+1) {background-color: yellow;}
li:nth-child(2n+2) {background-color: greenyellow;}

li:nth-child(3n+1) {background-color: yellow;}
li:nth-child(3n+2) {background-color: greenyellow;}
li:nth-child(3n+3) {background-color: skyblue;}

最初の３つの<li>のみを黄色で表示したもの。

li:nth-child(-n+3) {background-color: yellow;}
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最初と最後の要素が一致する場合に適用する

セレクタを「:first-child:last-child」または「:nth-child(1) 

:nth-last-child(1)」と指定すると、最初と最後の要素が一致

する場合にスタイルシートを適用することができます。たと

えば、右のサンプルでは「li:first-child:last-child」と指定し

て、<li> でマークアップした項目が１つだけのときに背景

が黄色になるようにしています。

なお、「:first-child:last-child」は「:only-child」と指定する

こともできます。

複数のリストがある場合の表示

:first-child や :nth-child() などの設定は、同じ階層のグルー

プごとに適用されます。たとえば、右のサンプルは <li> で

マークアップした部分を奇数の場合は黄色で、偶数の場合は

緑色で表示するように指定したものです。ここでは２つのリ

ストを表示していますが、２つ目のリストの最初の項目は緑

色ではなく、黄色で表示されています。これにより、<ul>

～ </ul> でマークアップしたグループごとに設定が適用さ

れることがわかります。

<li>が１つだけになるとスタイルシートが適用されます。

複数の<li>がある場合、スタイルシートは適用されません。

li:first-child:last-child {background-color: yellow;}

li:first-child:last-child {…} li:only-child {…}
<ul>
<li>ハム＆チーズサンド</li>
</ul>

奇数の<li>を黄色で、偶数の<li>を緑色で表示したもの。

li:nth-child(odd) {background-color: yellow;}
li:nth-child(even) {background-color: greenyellow;}

<h2>SANDWICHES</h2>
<ul>
<li>ハム＆チーズサンド</li>
<li>卵＆野菜サンド</li>
<li>カツサンド</li>
</ul>

<h2>DESSERTS</h2>
<ul>
<li>チョコレートパフェ</li>
<li>苺ミルク</li>
<li>アイスクリーム</li>
</ul>
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<h2>ハム＆チーズサンド</h2>
 <p>新鮮なハムとチーズのサンドイッチです。</p>
<h2>卵＆野菜サンド</h2>
 <p>卵と野菜のサンドイッチです。</p>
<h2>カツサンド</h2>
 <p>大きなカツのサンドイッチです。</p>
<h2>日替わりサンド</h2>
 <p>日替わりでお届けするサンドイッチです。</p>

「構造疑似クラス（２）」（P.025）の :first-child や :nth-

child() などのセレクタには、:first-of-type や :nth-of-type()

といった対になるセレクタが用意されており、同じ形で利用

することができます。ただし、奇数・偶数などを判定する際

に、:first-child や :nth-child() がすべての要素をカウントす

るのに対して、:first-of-type や :nth-of-type() では同じタ

イプの要素のみをカウントします。なお、いずれのセレクタ

でも親要素や子要素はカウントの対象とはなりません。

たとえば、右のサンプルは見出しと文章のセットを４つ記述

したものです。見出しは <h2> で、文章は <p> でマークアッ

プしてあります。このとき、「h2:nth-child(odd)」で奇数の

<h2> が黄色に、「h2:nth-child(even)」で偶数の <h2>

が緑色になるように指定すると、右のようにすべての見出し

が黄色で表示されてしまいます。これは、:nth-child() が要

素の数を <p> も含めてカウントし、すべての <h2> を奇数

番目と判定するためです。

:nth-child() を :nth-of-type() に置き換えて指定すると、奇

数の見出しは黄色で、偶数の見出しは緑色で表示されます。

これは、:nth-of-type() が <h2> の数だけをカウントして、

偶数と奇数を判定するためです。

 構造疑似クラス（３）　:first-of-type／:last-of-type／:nth-of-type()／:nth-last-of-type()／:only-of-type CSS3

同じタイプの要素のみをカウント
:first-of-type
:last-of-type

:nth-of-type()
:nth-last-of-type()

:only-of-type

すべての要素をカウント
:first-child
:last-child
:nth-child()
:nth-last-child()
:only-child

すべての見出しが奇数番目と判断され、黄色で表示されます。

見出しが黄色と緑色で交互に表示されるようになります。

対になるセレクタ

h2:nth-child(odd) {background-color: yellow;}
h2:nth-child(even) {background-color: greenyellow;}

h2:nth-of-type(odd) {background-color: yellow;}
h2:nth-of-type(even) {background-color: greenyellow;}

028

Chapter 1　基本

1

基
本

セ
レ
ク
タ



セレクタを「:empty」と指定すると、コンテンツが空の要

素にスタイルシートを適用することができます。たとえば、

右のサンプルではテーブルの左上のセルが空の状態になって

います。

「:not()」では、指定した条件に一致しない要素に対してス

タイルシートを適用することができます。たとえば、右のサ

ンプルでは見出しを <h1> で、画像を <img> で、文章を

<p> でマークアップして、全体を <div id="container">

でグループ化しています。

見出し以外の画像と文章を半透明にします。そのため、

「:not(h1)」で <h1> 以外の要素にスタイルシートを適用し

ます。ただし、「:not(h1)」では <html> や <body> にも

適用されてしまうため、「#container :not(h1)」と指定して、

<div id="container"> 内の <h1> 以外の要素に適用するよ

うにしています。これで、<img> と <p> に「opacity: 0.5」 

の設定が適用され、半透明な表示となります。

「:empty」で空の要素の背景色をカーキ色に指定します。す

ると、左上のセルが指定した色で表示されます。

 構造疑似クラス（４）　:empty

 否定疑似クラス　:not()

CSS3

CSS3

コンテンツを記述していない空のセル。

空のセルがカーキ色で表示されます。

見出し、画像、文章を表示しています。

見出し以外を半透明にしたもの。

:empty {background-color: khaki;}

#container :not(h1) {opacity: 0.5;}

<table>
<tr><th></th><th>特徴</th></tr>
…略…
</table>

<div id="container">
<h1>HAM SANDWICHES</h1>
<img src="sand.jpg" alt="サンドイッチ">
<p>焼きたての手作りパンで新鮮なハム、トマト…略…</p>
</div>
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::first-line 疑似要素を利用すると、要素の１行目にスタイ

ルシートを適用することができます。たとえば、<p> で

マークアップした文章の１行目に適用する場合、セレクタを

「p::first-line」と指定します。ここでは１行目の背景を緑色

で表示するようにしています。

なお、::first-line 疑似要素で適用したスタイルシートが機

能するのは、display プロパティ（P.052）の値が block、

inline-block、table-cell、table-caption の要素と定義され

ています。

::first-letter 疑似要素を利用すると、要素の１文字目にスタ

イルシートを適用することができます。たとえば、<p> で

マークアップした文章の１文字目に適用する場合、セレクタ

を「p::first-letter」と指定します。ここでは１文字目の文字

サイズを大きくして、背景を緑色で表示するようにしていま

す。

なお、::first-letter 疑似要素で適用したスタイルシートが機

能するのは、display プロパティ（P.052）の値が block、

inline-block、list-item、table-cell、table-caption の要素

と定義されています。

::before と ::after 疑 似 要 素 で は、content プ ロ パ テ ィ

（P.258）で指定したコンテンツの挿入先を指定します。た

とえば、<h2> でマークアップした見出しの前に挿入する場

合は「h2::before」、後に挿入する場合は「h2::after」と指

定します。ここでは見出しの前後に「★」という文字を挿入

するため、セレクタを「h2::before, h2::after」と指定して

います。

 ::first-line 疑似要素

 ::first-letter 疑似要素

 ::before ／ ::after 疑似要素

スタイルシートを適用していないときの表示。

１行目の背景を緑色にしたときの表示。

１文字目の文字サイズを大きくして、背景を緑色にしたときの表示。

<h2>でマークアップした見出しを表示したもの。

見出しの前後に「★」を挿入して青色で表示したもの。

p::first-line {background-color: greenyellow;}

p::first-letter {font-size: 32px;
 font-weight: bold;
 line-height: 24px;
 padding: 10px;
 background-color: greenyellow;
 float: left;}

h2::before, h2::after {content: "★";
 color: blue;}

<p>焼きたての手作りパンで新鮮なハム、トマト、チーズ、レタス
を挟んだサンドイッチです。マスタードをピリッと…略…</p>

<p>焼きたての手作りパンで新鮮なハム、トマト、チーズ、レタス
を挟んだサンドイッチです。マスタードをピリッと…略…</p>

<h2>HAM SANDWICHES</h2>
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<div id="container"> 内の <h2> など、ドキュメントの構

造に応じてスタイルシートを適用するためには、結合子を利

用してセレクタを指定します。

子孫セレクタ　A B

A 要素内のすべての B 要素にスタイルシートを適用するに

は、半角スペースを結合子として、セレクタを「A B」とい

う形で記述します。たとえば、右のサンプルでは「body p」

と指定し、<body> 内の <p> に対してスタイルシートを適

用しています。ここでは文章を赤色で表示するようにしてい

ます。

なお、３つの文章のうち、最初の１つは <body> の１階層

下に位置していますが、残りの２つは <div> によるマーク

アップで２階層下に位置しています。

子セレクタ　A > B

「＞」を結合子としてセレクタを「A > B」という形で記述

すると、A 要素の１階層下の B 要素にのみスタイルシートを

適用することができます。たとえば、「body > p」と指定す

ると、<body> の１階層下の <p> にのみ適用することが可

能です。２階層下の <p> には適用されません。

２階層下の <p> にのみ適用する場合には、ユニバーサルセ

レクタを利用して「body > * > p」と指定します。

 結合子の利用

<body>内のすべての<p>にスタイルシートを適用したときの表示。

<body>の１階層下の<p>にのみスタイルシートを適用したときの表示。

スタイルシートを適用していないときの表示。

<body>の１階層下の文章。 <body>の２階層下の文章。

body p {color:red;}

body > p {color:red;}

<body>
<h1>HAM SANDWICHES</h1>
<p>焼きたての手作りパンで新鮮なハム、トマト、チーズ、レタス
を挟んだサンドイッチです。</p>

<div>
<h2>ハム＆チーズサンド</h2>
<p>ハムとチーズのサンドイッチです。マヨネーズ…略…</p>
<h2>卵＆野菜サンド</h2>
<p>卵と野菜のサンドイッチです。からしソースが…略…</p>

</div>
</body>
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複数の要素に同じ設定を適用したい場合、セレクタのグルー

プ化の記述を利用します。たとえば、A 要素と B 要素を適用

先とするためには、セレクタを「A, B」という形で記述します。

右のサンプルでは <h1> と <h2> の背景を緑色にするため、

セレクタを「h1, h2」と指定しています。

隣接セレクタ　A + B

A 要素の直後に記述した B 要素にのみスタイルシートを適用

するには、「+」を結合子としてセレクタを「A + B」という

形で指定します。たとえば、右のサンプルではセレクタを「h2 

+ p」と指定して、<h2> の直後に記述した <p> にスタイ

ルシートを適用しています。

間接セレクタ　A ~ B

A 要素の後に記述したすべての B 要素にスタイルシートを適

用するには、「~（チルダ）」を結合子としてセレクタを「A ~ 

B」という形で記述します。たとえば、右のサンプルで「h2 

~ p」と指定すると、<h2> の後に記述したすべての <p> に

スタイルシートが適用されます。ただし、適用先となるのは

<h2> と同じ階層の <p> に限られます。

 グループ化　A, B

<h2>でマークアップした見出しのすぐ後に記述した文章のみが赤色で表
示されます。

<h2>でマークアップした見出しの後に記述したすべての文章が赤色で表
示されます。

<h1>と<h2>でそれぞれマークアップした見出し。

<h1>と<h2>に背景色の指定を適用したときの表示。

スタイルシートを適用していないときの表示。

<h2>でマークアップした見出し。 <h2>の後に記述した文章。

h2 + p {color:red;}

h2 ~ p {color:red;}

h1, h2 {background-color: greenyellow;}

<h1>HAM SANDWICHES</h1>
<h2>卵＆野菜サンド</h2>

<h1>HAM SANDWICHES</h1>
<p>焼きたての手作りパンで新鮮なハム、トマト、チーズ、レタス
を挟んだサンドイッチです。</p>

<h2>卵＆野菜サンド</h2>
<p>卵と野菜のサンドイッチです。からしソースが…略…</p>
<p>日替わりメニューや、好きな具をトッピング…略…</p>
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 セレクタの優先順位

スタイルシートの設定は１つの要素に対していくつでも適

用することができるため、設定が重複するケースも出てき

ます。その場合、基本的には後から記述した設定の優先順

位が高くなります。

たとえば、右のサンプルではセレクタを「h1」と指定し

た設定を２つ記述しています。それぞれの設定では背景色

をピンク色と緑色に指定していますが、後から記述した設

定が優先され、<h1> でマークアップした見出しは緑色

で表示されます。

しかし、ピンク色の設定を子孫セレクタの形で「div h1」

と指定すると、「h1」のセレクタよりも優先順位が高くな

り、見出しをピンク色にすることができます。

また、ID セレクタの形で「#sand」と指定し、背景色を

黄色に指定した設定を追加します。すると、「h1」や「div 

h1」の設定よりも優先され、見出しが黄色に変わります。

このように、優先順位はセレクタの指定によって変わりま

す。セレクタごとに右の a ～ d の値を算出し、a から順

に比較して値が大きい場合は優先順位が高くなる仕組みと

なっているためです。

a はインラインスタイルシートの設定かどうかで、b ～ d

はセレクタに含まれる ID、クラス、要素名の数を求めま

す。サンプルの場合、「#sand」は b=1 となり、他の２

つよりも b の値が大きいので最も優先順位が高くなりま

す。「div h1」と「h1」の場合は、それぞれ d=2、d=1

ですので、「div h1」の優先順位が高くなります。

<div>
<h1 id="sand">HAM SANDWICHES</h1>
</div>

後から記述した「h1」の設定が優先され、見出しが緑色で表示されます。

「div h1」の設定が優先され、見出しがピンク色で表示されます。

「#sand」の設定が優先され、見出しが黄色で表示されます。

セレクタの優先順位の算出方法。

サンプルの各セレクタの算出結果。

h1 {background-color: pink;}
h1 {background-color: greenyellow;}

div h1 {background-color: pink;}
h1 {background-color: greenyellow;}

#sand {background-color: yellow;}
div h1 {background-color: pink;}
h1 {background-color: greenyellow;}

見出し
インラインスタイルシートに記述している場合は１。それ以外は０。
IDの数
クラス／疑似クラスの数
要素名／疑似要素の数

#sand
0
1
0
0

div h2
0
0
0
2

h2
0
0
0
1

比較項目
a
b
c
d

比較項目
a
b
c
d
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仕事できちんとWebを扱えるように
なりたい人のための新・定番書
そもそもWebサイトって何? というあなたでも、インターネッ
トの基礎からHTMLとCSSの基本や使いこなしを学び、
総まとめとしてシンプルなコーポレートサイトを制作できま
す。環境構築もていねいに説明しました。Web関連の企
業に内定が決まった学生や、Web関係の部署に異動にな
った社会人など、必要に迫られて一通りきちんと学びたい
人のための新・定番書です。ダウンロードできるサンプル
データで実際に作りながら学べます。

HTML5&CSS3
マスターブック

マイナビ出版
デジカル/HONTENTS（著） 
248 ページ
価格：2,138 円（PDF）

HTML
/CSS

ここで学ぶことは何なのか、
どのような用途があるのかを
イメージしよう

デザイン性・機能性に優れた
Webサイトが作れるようになる!
人気のWordPress入門書 第2版です。前回の書籍と同
様、セミナー経験の豊富な著者陣が、実践的なノウハウを
織り交ぜつつ丁寧に解説しています。WordPressの最
新バージョンに対応した手順をすべて画面付きで解説して
いるので、Webサイトをはじめて作る人でも安心して読み
進められます。HTML、CSS、PHPなどの知識がなくても、
パソコン・スマートフォン両方の表示に対応した本格的な
Webサイトを作れることでしょう。

いちばんやさしい
WordPressの教本 
人気講師が教える
本格Webサイトの作り方 
第 2 版 WordPress 4.x 対応

インプレス
石川栄和・大串肇・星野邦敏（著者）
256 ページ
価格：1,663 円（PDF）

CMS

操作の手順は、大きな画面で

ひとつひとつのステップを

丁寧に解説!

実際のセミナーや講義を元にしたやりとりによって、理解を深められる

コードや実際のWebページを

参照しながら学習できる!



4コママンガを交えて
Webサイト制作を解説!
Web

デザイン

UIデザインの原則と
心理学上の根拠がわかる

Web
デザイン

問題は設計にあり!?
UX視点のデザインプロセス

Web
デザイン

写真で顧客の心をつかむ!
Instagramの宣伝ノウハウ

ソーシャル
メディア

絶対に挫折しない
コンテンツマーケティング
Web

マーケティング

WordPress4で迷わず
Webサイトができあがる!
Web

デザイン

わかばちゃんと学ぶ
Webサイト制作の基本

4コママンガを交えて、ユーモアたっぷりにWeb
サイト製作の基本を初心者向けにわかりやすく解
説しています。企画の段階から、HTMLやCSS
の基本、JavaScriptやPHPの概要、Webサイト
の公開・運営に触れています。

シーアンドアール研究所
湊川あい（著者）

価格：2,138 円（PDF・EPUB）

UIデザインの心理学
わかりやすさ・使いやすさの法則

UIデザインコンサルタントによるデザイン原則の
科学。「物事を認識するときにどのようなバイアス
がかかるか」「物事をどのように見分けてとらえる
か」など、UIデザイン原則と心理学上の根拠がわ
かります。

インプレス
JeffJohnson（著者）、武舎広幸・武舎るみ（翻訳）

288 ページ　価格：3,456 円（PDF）

デザイニング
Webアクセシビリティ

この書籍に書かれている内容は、良質なユーザー
体験を生むためのノウハウです。普通に戦略・要
件策定→情報設計→ビジュアルデザイン→実装・
コーディングを行えば、達成基準を満たせること
が理解できるでしょう。

ボーンデジタル
太田良典・伊原力也（著者）

296 ページ　価格：2,700 円（PDF・EPUB）

できる100 の新法則
 Instagramマーケティング

1枚の写真で顧客の心を引き寄せる手法を現役
ソーシャルメディアマーケターが解説。企業が
Instagramでマーケティング、ブランディングを行
い、成果を出すために必要なすべてのノウハウを
収録しています。

インプレス　株式会社オプト・山田智恵・小川由衣・石井リナ（著者）、
できるシリーズ編集部（編集）　240 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしい
コンテンツマーケティングの教本 

人気講師が教える宣伝せずに売れる仕組み作り
業界の第一人者が「絶対に挫折しない」をコンセ
プトにコンテンツマーケティングを詳しく解説。商
品の売り込みに限界を感じている人、マーケティ
ングの概念だけでなく実践に本気で取り組みたい
人などにオススメです。

インプレス　宗像淳・亀山將（著者）
200 ページ　価格：1,814 円（PDF）

はじめの一歩！ 
サクサクわかるWordPress 4.x 対応
WordPress4.x（2016年10月最新版）を使って、
ホームページの作り方をていねいに教える本。こ
れまでWordPressを使ったことがない方、HTML
やCSSの知識がない方にとっても分かりやすいよ
う、図解中心で解説します。

マイナビ出版　茂木葉子・天野裕子・遠藤岳史（著者）
256 ページ　価格：1,814 円（PDF）
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マンガと解説のセットで
Webマーケティングを理解

Web
マーケティング

種類の多いWeb広告を
上手に運用するための本

ビジネス視点から
UXの価値を探る!

Web
マーケティング

すぐに役立つ実践的な
グロースハックの手法!
Web

マーケティング

Webマーケティングを
ビジネスに取り入れよう!
Web

マーケティング

タグを効率よく管理して
Webマーケの労力を最小化

Web
マーケティング

マンガでわかる
Webマーケティング 改訂版 
Webマーケッター瞳の挑戦!

マンガとストーリーに沿った丁寧な説明で、Web
マーケティングの本質をわかりやすく解説していま
す。この改訂版では最新のデジタルマーケティン
グに対応し、現場で役立つノウハウをさらに盛り
込みました。

インプレス　村上佳代（著者）、ソウ（イラスト）、
星井博文（原作者・原案）　296 ページ　価格：1,944 円（PDF）

基礎から学ぶ
Web広告の成功法則

本書はWeb広告の上手な使い方を解説する本で
す。特にユーザーをどのようにして動かすのか、
という視点を持つことで、Web広告の種類の多さ
や、新しい技術に惑わされず、長く使える広告運
用のスキルが身に着きます。

マイナビ出版　本間和城（著者）
232ページ　価格：2,462 円（PDF）

UX × Biz Book
顧客志向のビジネス・アプローチとしてのUXデザイン

ビジネスの場面で「顧客とのエンゲージメント」
の重要性が増している中、UXアプローチは不可
欠です。本書はさまざまな現場で活躍する執筆陣
が、複合的な視点で UXおよびUXDのビジネス価
値を分かりやすく解説します。

マイナビ出版　明海 司・井登 友一・奥谷 孝司・川田 学・
坂本 貴史・橘 守・田平 博嗣・塚本 洋・萩谷 衞厚・原 裕（著者）

240 ページ　価格：3,024 円（PDF）

いちばんやさしいグロースハックの教本
人気講師が教える

急成長マーケティング戦略
注目の成長戦略「グロースハック」の実践が学べ
ます。業界の第一人者が自社製品を育てた経験を
もとに、すぐに役立つ手法やフレームワークを解
説。製品やサービスを最短で収益化して成長に導
くノウハウが満載です。

インプレス　金山裕樹・梶谷健人（著者）
176 ページ　価格：1,728 円（EPUB）

いまさら聞けない
Webマーケティング 

初歩から学べる集客のセオリー
近ごろはさまざまなマーケティング手法が登場して
います。本書はそうしたトレンドを押さえつつ「マー
ケティング戦略を基本から学びたい」「Webマー
ケティングを実践に活かしたい」と考えている方
に向けた一冊です。

マイナビ出版　佐藤和明（著者）
272ページ　価格：2,138 円（PDF）

デジタルマーケターとWeb担当者のための
Google＆Yahoo!タグマネージャー

の教科書
「Googleタグマネージャー」と「Yahoo!タグマネー
ジャー」について、設定や運用の実際、さらに効
果測定や運用のTipsまでを詳しく解説。本書を読
んでタグによる効果を最大化し、そのための労力
を最小化しましょう。

マイナビ出版　海老澤澄夫（著者）、ウェブ解析士協会（監修）
304 ページ　価格：2,894 円（PDF）
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