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フッタをページ下部に固定する
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いろいろな場面で「overflow: hidden;」を活用

displayプロパティで表示を自在に操る
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本書は、「Web Designing」の2012年11月号～2014年3月号に掲載された連載 

「CSS Lab.」を集約し、まとめたものです。なお、記載されている内容は連載当時の
ものであり、紹介しているURLなどは現在ではアクセスできない可能性があります。
また、ライブラリやプラグインなどは最新バージョンと異なる場合がありますが、 
配布しているサンプルデータには必要となるすべてのファイルが含まれています。



グローバルナビゲーションを実現するにはさまざまな方法がある。 ユーザビリティや更新のしやすさ、印刷表示などを
考慮し、CSSで作ることのメリットとデメリットを理解した上で実装してみよう。

いろいろなシーンに対応したグローバルナビゲーションを作る

CSS  Lab.
CSS
Lab.

WD

Topic of the Month

POINT

・CSSを利用することで実装されるコードがシンプルになり、運用・管理がしやすい。

・デザイン部分を切り離すことで、見た目も一元管理ができ、メンテナンス性が高い。

・ブラウザ側での JavaScriptのオン／オフに左右されずに動作する。

002  Web Designing

CSSでグローバルナビゲーションを作る

　コンテンツ数が多くなってきた時によく用いられるのがグロー

バルナビゲーションだ。ユーザーを迷うことなくスムーズに目的

のコンテンツへ導くために、Webサイトの各ページに共通して

設置されている。サイトにグローバルナビゲーションを設置する

ことで、コンテンツを整理できるだけでなく、サイトの全体像と

ユーザーの現在位置を把握するのにも役立つ。

　グローバルナビゲーションは JavaScriptなどで制御する場合も

多いが、CSSのみでも実装できる。CSSで実装した場合、次のよ

うな3つのメリットがある。

　まず、HTMLソースコードがシンプルになるので、運用・管理

がしやすくなること。次にCSSのスタイル設定でデザイン部分を

切り離し、見た目を一元管理できること。3つめは、ブラウザ側で

JavaScriptがオフの場合でも、問題なく動作することだ。

　CSSならではのメリットを活かしつつ、コンテンツが増えても

管理しやすいグローバルナビゲーション用のサンプルとして、メ

ニューボタンの部分のみ（01、02）を実装する。なお、一階層下の

ローカルナビゲーション部分との連携については今回は省略する。

Researcher of this Lab.

（株）モノサス／コーディングファクトリー＿Coding Factory
http://coding-factory.com/
2007年よりHTMLコーディングに特化したサービスを開始。5年間での納品実績は1,000
案件・5万1,000ページを超える。数千ページを超える大規模サイト、JavaScriptやCMSの
対応、スマートフォンやタブレットといった新デバイスなど、数多くの案件を担当している。

01　ラフ段階のコンテンツ。コンテンツ数が増えるとメニュー項目が増えて複雑
になる。メニュー部分をコンパクトにするため、赤い枠線内「会社概要」「事業概
要」「お問合わせ」をグローバルナビゲーションとして設置する

トップページ

会社概要 事業概要 お問合せ

02　ブラウザ上での表示イメージ。赤く
囲んだ部分がグローバルナビゲーション

ロゴ

コンテンツ

ロ
ー
カ
ル
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

フッター

会社概要 事業紹介 お問合せ

「CODING FACTORY」のサイトもCSSをベース
としたグロバールナビゲーションを使用している
http://coding-factory.com/
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テキスト要素のみで 
グローバルナビゲーションを作る

　まず、 ul、li要素とa要素を用いてHTMLを

記述し（01）、次にCSSの設定を行う。ul要素

の「id=“gNavi01”」を設定して、 #gNavi01内

の li要素すべてを「インライン要素で表示し、

リストマークは非表示」になるように指定しよ

う。 マウスオーバー色を設定すれば、完了だ

（02）。ブラウザ上では、03のように表示され

る。HTMLを記述する際には、全体を把握しや

すいように、li要素を改行したり、インデント

をつけたりするのが一般的だが、 ブラウザに

よってはHTML内の改行によってソースコー

ドの間に広いスペースができて見にくい場合

がある。そういった際の対応として、各行間を

コメントアウトしておくとよいだろう。（01）。

li要素をブロック要素として表示

　グローバルナビの li要素をブロック要素と

してメニューボタンの背景に表示させる場合、

floatプロパティを用いるため、設定がやや複

雑になる。HTMLは前とほぼ同じだ（04）。CSS

では、overflowプロパティでhidden（非表示）

設定するのは、li要素のfloatの回り込みを解

除するためだ（05）。l i要素のリストスタイル

を非表示にし、各メニュ－ボタンを左寄せにす

る。a要素に「display: block;」を追加すれば完

成だ（06）。CSSを利用することで、デザインの

変更があってもCSSを修正するだけですむの

で、メンテナンス性は高くなるだろう。複雑な

デザインの場合、img要素で画像を配置する

方法もあるが、デザインの変更などにおけるメ

ンテナンス性は低下してしまう。また、その方

法で実装した場合、マウスオーバーでの挙動に

JavaScript等を利用するため、さらにメンテナ

ンス性が下がる。

基本的なグローバルナビゲーションの実装方法として、li要素を使う方法がある。
まずはシンプルなグローバルナビゲーションを作ってみよう。

IDEA1 li要素で作る基本的な
 グローバルナビゲーション
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03　テキスト要素のみで実装したグロバールナビ

HTMLソース

<ul id="gNavi01"><!--
--><li><a href="#">ホーム</a></li><!--
--><li><a href="#">会社概要</a></li><!--
--><li><a href="#">事業紹介</a></li><!--
--></ul>

01　HTMLソース自体はシンプル。ブラウザによって行間が空い
てしまうのが気になるのであれば、このようにコメントアウトを
使うのも有効な手段だ

CSSソース

02　li要素の文字色は通常時は黒（A）、マウスオー
バー時は赤に設定（B）

#gNavi01 li {
 display:inline;
 list-style:none;
 padding-right:10px;
}
#gNavi01 li a {
 color:#000;
}
#gNavi01 a:hover {
 color:#f00;
}

A

B

CSSソース

#gNavi02 {
 width:300px;
 height:30px;
 overflow:hidden;
 background: url(common/img/bg_off.gif);
}
#gNavi02 li {
 list-style:none;
 float: left;
 width: 100px;
}
#gNavi02 li a {
 display:block;
 line-height: 30px;
 text-align:center;
 color: #fff;
}
#gNavi02 a:hover {
 background: url(common/img/bg_on.gif);
}

05　ul要素に対してoverflowプロパティでは
hidden（非表示）に設定する（A）。Bでリストス
タイルを非表示にして、各メニューボタンを左寄
せにしている（C）。li、a要素をブロック要素に
することで背景画像（bg_off.gif、bg_on.gif）を
表示させる

A

C

D

HTMLソース

<ul id="gNavi02">
 <li><a href="#">ホーム</a></li>
 <li><a href="#">会社概要</a></li>
 <li><a href="#">事業紹介</a></li>
</ul> 04　HTMLソースは、コメントアウ

トを除いただけで01とほぼ同じ

06　li要素のブロック要素として背景画像を表示させたグロバールナビゲーション

B
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CSSスプライトのための素材作り

　CSSスプライトとは、複数の画像を1つにま

とめ、CSSでそれぞれの表示位置を指定する手

法だ。ここではメニューボタンにCSSスプライ

トを導入し、マウスオーバー時に座標値を変化

させることで画像が切り替わるようにししてみよ

う。CSSスプライトのメリットは読み込む画像

が一つで済むため、サーバへのリクエスト数が減

り、ページ表示速度の高速化が見込めることだ。

　最初に、メニュー全体の通常時の画像とマウ

スオーバー時の画像を一つにまとめてCSSス

プライト用の画像を制作しよう（01）。

CSSスプライトの実装手順

　今回のHTMLソースでは、Ulタグ内の各

li要素に IDを振り、テキストをリンクで囲む

（02）。CSSでは、まずメニュー全体のサイズを

指定する。次に li要素は各メニューボタンのサ

イズを設定し、「float:left;」によって横並びに

する。「display: block;」も忘れずに設定して

おこう。マウス操作によってメニューボタン画

像が変化するように、表示させたい部分の座標

をbackground-positionプロパティで指定し

ている（03）。これによって座標値が変わり、表

示されるメニューボタン画像も変わる。

　グローバルナビゲーションを正しく表示さ

せるには、「text-indent：-9999px；」または

「display: none;」を使って、画像部分に重なる

テキストを非表示化する必要がある。「text-

indent: -9999px;」は、テキストを画面の外に

飛ばし、 「display: none;」は、特定の要素を非

表示にする。「display: none;」を使うと音声

ブラウザでは内容が読み上げられないため、

「text-indent: -9999px;」と比べると、アクセ

シビリティが悪くなるので注意が必要だ。

ここからはCSSスプライトを使って、画像の座標値を切り替えることでグローバル
ナビゲーションを表示する方法を解説していこう。

IDEA2 CSSスプライトを使って
 表示の効率化をはかる

01　通常時とマウスオーバー時のメニューボタンを
一つにまとめた画像「gnavi.gif」

CSSソース

#gNavi03 {
 width: 300px;
 height: 30px;
 overflow: hidden;
}
#gNavi03 li {
 width: 100px;
 height: 30px;
 float: left;
}
#gNavi03 li a {
 display: block;
 width: 100px;
 height: 30px;
 text-indent: -9999px;
 background: url(common/img/gnavi.gif) no-repeat left top;
}
#gNavi03 li#gNav01 a { background-position:    0   0;}
#gNavi03 li#gNav02 a { background-position: -100px 0;}
#gNavi03 li#gNav03 a { background-position: -200px 0;}

#gNavi03 li#gNav01 a:hover { background-position:    0   -30px;}
#gNavi03 li#gNav02 a:hover { background-position: -100px -30px;}
#gNavi03 li#gNav03 a:hover { background-position: -200px -30px;}

D

A

B

C

03　メニューボタン用画像（A）を表示。表示される画像の座標の値を通常時（B）とマウスオー
バー時（C）で切り替える

各メニューボタン画像と座標
位置

0 100px 200px

30px

ホーム
（#gNav01）

会社概要
（#gNav02）

事業紹介
（#gNav03）

通常時
（X軸、Y軸） 0px、0px -100px、0px -200px、0px

マウスオーバー時
（X軸、Y軸） 0px、-30px -100px、-30px -200px、-30px

各メニューボタンの座標位置一覧（通常時とマウスオーバー時）

HTMLソース

<ul id="gNavi03">
 <li id="gNav01"><a href="#">ホーム</a></li>
 <li id="gNav02"><a href="#">会社概要</a></li>
 <li id="gNav03"><a href="#">事業紹介</a></li>
</ul> 02　各メニューの項目に対して

ID（gNavi01～03）をつける（A）

A
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1 2
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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