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本書は、Web Designingの2012年12月号～2014年1月号に掲載された連載
「jQuery Lab.」をまとめたものです。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、
紹介している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。
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多機能なコンテンツスライダーを実装した jQueryプラグインが数多くリリースされているが、実際のWebサイトでは使用
しない機能やオプションを備えている場合も多い。そこで、メインビジュアルに特化した機能を持つコンテンツスライダー
をシンプルな構造で実装し、ナビゲーション部分などと連動したカスタマイズを追加してみよう。

ウインドウ幅いっぱいに広がるスライダーを jQueryで実装・カスタマイズする

Topic of the Month

002  Web Designing

メインビジュアル用のスライダーを実装する

　画像などの要素を並べて左右にスライドさせることで切り替え

るコンテンツスライダー系の jQueryプラグインは、シンプルなス

ライダーからサムネイルを表示するものなど、数多くリリースさ

れている。サイトのメインビジュアルとして使う場合、シンプル

なスライダーでは物足りないので、何らかの追加機能がほしくな

る。しかし、目的にあった機能を備えている多機能なプラグイン

を使おうとすると、実際には使用しないコードもロードすること

になってしまう。

　そこで今回は、jQueryプラグインを使わずに、メインビジュア

ルに特化したスライダーを制作してみよう。このようなメインビ

ジュアルに特化したスライダーの例としては「VOGUE」のサイト

が挙げられる（01）。ウインドウ幅いっぱいまで広げたグラフィカ

ルな要素をスライダーとして見せることで、コンテンツが多いサ

イトでも伝えたい情報に注目を集めることに成功している。また、

スライダーエリアの下にあるナビゲーションはスクロールすると

ウインドウの上部に固定され、スライダーを大胆に見せつつ、他

ページへの導線も考慮されている。

POINT

・メインビジュアルのスライダーとして持たせたい要素を検討する。

・スライダー下のヘッダエリアをスクロールに応じてウインドウ上部に固定する。

・共通の処理は関数としてまとめる。

01　VOUGE

http://www.vogue.co.jp/
ファッション雑誌「VOUGE」
の公式サイト。メインビジュ
アルにグラフィカルな写真を
ダイナミックに見せるための
コンテンツスライダーが効果
的に使われている

02　今回制作するサンプル

SECTION1ではシンプルな
横幅100%で見せるコンテ
ンツスライダーを実装し、
SECTION2でスクロール時
のナビゲーションの固定を行
い、SECTION3でカスタマ
イズ機能を追加していく

Researcher of this Lab.

林 豊＿HAYASHI Yutaka
（有）ムーニーワークス。Web制
作のほか、書籍執筆、企業研修
などを行う。
http://www.html5-memo.com/

太田智彬＿OTA Tomoaki
（株）アイ・エム・ジェイのフロン
トエンドエンジニア。
http://www.imjp.co.jp/

早瀬有花＿HAYASE Yuka
マークアップエンジニア。CMS、
HTML5、CSS3などに携わる。
http://webdesignmatome.com/
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スライダーの仕様

　今回のサンプルは、メインの画像が中央に、

その両側には前後の画像に黒い半透明の画像

が被さった状態で表示されるスライダーだ。前

後の画像が両側に表示されるため、ウインドウ

サイズが変わっても横幅いっぱいに何らかの

画像が表示される（01）。一定時間が経過する

と自動的にアニメーションするが、コントロー

ラボタンにより手動で画像を切り替えること

もできる。

表示するコンテンツのHTML

　スライダーに表示される画像はリストとし

て用意し、それぞれに指定された個別のコンテ

ンツにジャンプできるようにa要素で囲んでリ

ンクを付加する（02）。特にリンクが必要ない

場合は、a要素をつけなくてもよいだろう。

コンテンツのループスライダー

　初期状態では、先頭の li要素が中央に来るよ

うに並べ替える。コンテンツ幅分、要素が左に

スライドするアニメーションをつけ、アニメー

ション後にコールバック関数を呼び出す。スラ

イドアニメーション後に呼び出されたコール

バック関数では、一番端の li要素をスライダー

の逆端に回り込ませてループを行う（03）。

　また、中央メインに表示されているコンテン

ツ以外の左右の部分には、div.layerという半

透明のGIF画像を背景に敷いた要素を上に被

せ、リンクをクリックできないようにしている

（K）。これによって、前後のスライドコンテン

ツが薄く両側に表示され、ウインドウサイズが

変わっても横幅いっぱいに表示される（04）。

メインビジュアルをダイナミックに見せるために、ウインドウサイズが変わっても横幅いっぱいに表
示されるコンテンツスライダーを実装する。まずは、横幅100%で表示されるループアニメーション
のスライダーを実装してみよう。

SECTION1 横幅100%で表示する
 シンプルなスライダーを実装する
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02　HTML

<div id="slider">
  <ul class="clearfix">
    <li><a href="#"><img src="img/01.jpg" alt="" width="900" 
height="600" /></a></li>
...略...
    <li><a href="#"><img src="img/06.jpg" alt="" width="900" 
height="600" /></a></li>
  </ul>
</div>

スライダーエリアのサイズ
に合わせた画像を複数枚用
意し、画像をクリックした
際に移動させたいページへ
のリンクを指定しておく

01　基本的な動作（スライド）

中央に表示されているコンテンツ以外の部分には半透明の画像がオーバーレイされていて、クリックできなくなっている。ウイ
ンドウサイズを広げると、その部分には横幅いっぱいまで前後の画像が表示される

03　JavaScript

function setup(){
  for(var i = shift; i > 0; i--) $element.find('li')
.eq(len - i).remove().prependTo($element);
  for(var i = 0; i < 2; i++) $('<div class="layer">
</div>').insertAfter($element);
  $leftlayer = $container.find('.layer').eq(0);
  $rightlayer = $container.find('.layer').eq(1);
  resize();
};
function resize(){
  var _val = ($window.width() - lw) / 2 - lw * 
shift;
  $element.css({
    'width': lw * len,
    'left': _val
  });
  $leftlayer.css('left', _val + lw);
  $rightlayer.css('left', _val + lw * 3);
};
function slide(direction){
  if($element.filter(':animated').length) return;
  $element.animate({
    'marginLeft': val
  }, options.duration, options.easing, callback);
};
function callback(){
  (0 > val)? $element.find('li').eq(0).remove()
.appendTo($element): $element.find('li')
.eq(len - 1).remove().prependTo($element);
  $element.css('marginLeft', 0);
  if(options.auto) timer = setInterval(function()
{ slide(true) }, options.interval);
};

A　最初の li要素を中央に表示
B　左右のコンテンツの上に透明レイヤー
を被せて、div.layerを2つ追加する
C　resize関数を呼び出す
D　コンテンツ1つ分の横幅とコンテンツ
数を取得し、表示する初期位置を指定する
E　div.layerの位置を指定する
F　アニメーションの状態に応じた処理
G　スライドアニメーションをスタートし
て最後にコールバック関数を呼び出す
H　valが0より小さければ最初の liを最後
に移動させ、valが0より大きければ最後
の liを最初に移動させる
I　options.autoが trueならループを開始
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04　CSS

#slider{
  position: relative;
  width:100%;
  height: 480px;
  overflow: hidden;
}
#slider ul{
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
}
#slider li{
  float: left;
}
#slider .layer{
  width: 900px;
  height: 480px;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  background: url(../img/
dot.gif) repeat 0 0 #666;
  opacity: 0.5;
  filter: 
alpha(opacity=50);
}

J　スライダーエリア全体の横幅を
100%にすることで、ウインドウの横
幅いっぱいに表示される
K　左右の半透明レイヤーの設定
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試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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豊富なイラストで「なぜ?」を解消! 
Javaの第一歩を踏み出そう

『スッキリわかるJava入門 第2版』は、Javaの基礎から初
学者には難しいとされるオブジェクト指向まで、膨らむ疑問
にしっかり対応しました。Javaプログラミングの「なぜ？」が
わかる解説と約300点の豊富なイラストで、楽しく・詳しく・
スッキリとマスターできる構成となっています。「なんとなく
Javaを使っているけれど、オブジェクト指向の理解には自
信がない」「学習の途中で挫折してしまった」という方にも
おススメです。

スッキリわかる
Java 入門 第2版

インプレス
中山清喬・国本大悟（著者）
658 ページ
価格：2,376 円（PDF）

Java

300ものイラストで楽しく・詳しく・スッキリとマスター!

体験型の本書でプログラミングの
第1歩を踏みだそう！

『やさしくはじめるiPhoneアプリ作りの教科書【Swift 3＆
Xcode 8.2対応】』は、iPhoneアプリを作ってみたい初心
者のための入門書です。プログラミングが初めての人、苦
手意識がある人でも楽しく学んでいけるよう、なるべくやさ
しく、イラストや図をたくさん使って解説しています。本書
では実際にサンプルアプリを作りながら学んでいきますが、
イラストによる解説で、一歩ずつ丁寧に、iPhoneアプリ作
りの基本と楽しさを学べます。

やさしくはじめる
iPhoneアプリ作りの
教科書【Swift 3＆Xcode 8.2 対応】 

マイナビ出版
森巧尚（著者）、 
まつむらまきお（イラスト）
312ページ　価格：3,002 円（PDF）

Swift
（iOS開発）

作成するサンプルアプリは

シンプルで、
意味を理解しながら作っていける

イラストによる解説で、プログラミングがはじめての人でも学べる

会話のやりとりの中にも、

開発現場でのヒントが

詰め込まれている

2017
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プログラミング未経験でも
Androidアプリを開発 !
Android
開発

JavaScriptを網羅的に
取り上げた骨太の1冊
Java
Script

幅広いジャンルで活躍 !
C#がキホンから学べる本

C/C++

初歩から順に理解できる
PHPとデータベース

PHP

PHP5.4の基本から
MySQLとの連携まで!

PHP

初めてのウェブ開発も安心
Rubyの文法を基礎から解説

Ruby

イラストでよくわかる
Android アプリのつくり方

Android Studio 対応版

親しみやすいイラストや、ステップバイステップで
の丁寧な解説が基本コンセプト。開発環境
「Android Studio」に対応し、Android のプロ
グラムを作りながら、自然に Java というプログラ
ム言語の知識が身につきます。

インプレス
羽山博・めじろまち（著者）

価格：2,138 円（PDF）

JavaScript 逆引きハンドブック

JavaScript の逆引きリファレンスの決定版。
JavaScript の機能を網羅的に取り上げていて、骨
太の 1冊になっています。JavaScript の基本的な
処理や便利な Tips はもちろん、HTML5 の API
についても数多く掲載しています。

シーアンドアール研究所
古籏一浩（著者）

993 ページ　価格：3,694 円（PDF）

基礎からわかる C#

本書はプログラミングの経験がある人を対象とし
た、プログラミング言語「C#」の入門書です。C#の
概要から基本的な文法、特徴的な機能まで、わかり
やすく解説しています。C# 6.0 の新機能について
も解説しています。

シーアンドアール研究所
西村誠（著者）

168 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしいPHPの教本
PHPとデータベースの基本を順番に学んで、実践
的なプログラムを完成させていく PHP の入門書
です。大事なポイントや勘違いしやすいポイントは
講師がフォロー。セミナーを受けている感覚で読み
進められます。

インプレス
柏岡秀男・池田友子（著者）

240 ページ　価格：1,836 円（PDF）

PHP+MySQLマスターブック
この一冊で PHPと MySQL の基本とWeb アプ
リケーションの構築法について学習できる実践的
なプログラミング入門です。現場必須のプログラム
構築法、API の活用法から、セキュリティ技術まで
詳しく解説します。

マイナビ出版
永田順伸（著者）

384 ページ　価格：2,916 円（PDF）

改訂 3 版
基礎 Ruby on Rails 

Ruby の文法やオブジェクト指向の考え方を初歩
から解説。アプリケーションのモックアップ作り、
データベースを導入し、ログイン・ログアウト機能
を加え、最終的にはメンバーや記事の管理ページ
までできあがります。

インプレス
黒田努・佐藤和人（著者）

536 ページ　価格：3,240 円（PDF）
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プログラミングの基本から
手取り足取りじっくり解説
コンテスト
・学習

必ずアルゴリズムの意味が
わかるようになる入門書！

はじめてプログラミングに
触れる前に読んでおこう
コンテスト
・学習

Go 言語の基礎から応用まで
ポイントがよくわかる

その他
言語

R 言語の機能を
目的から見つけ出せる!
その他
言語

プログラミングの初心者が
Python 3を学ぶのに最適

その他
言語

目指せプログラマー！ 
プログラミング超入門

本書は Windows 開発の標準ツールとも言える
「Visual Studio」を使い、C#というプログラミン
グ言語でプログラミングの基本を学びます。最終
的には、ちょっとしたアクションゲームが作れるく
らいになるのが目標です。

マイナビ出版
掌田津耶乃（著者）

312ページ　価格：2,074 円（PDF）

楽しく学ぶ
アルゴリズムとプログラミングの図鑑

図解とイラストを豊富に使ったアルゴリズムの入門
書。アルゴリズムとは『問題を解決するための考え
方』です。それが分かってきたら、8 種類のプログラ
ミング言語を使ったサンプルプログラムを実際に
試しましょう。

マイナビ出版　森巧尚（著者）、まつむらまきお（イラスト）
300 ページ　価格：2,689 円（PDF）

プログラミングの世界へようこそ

全くの初心者がプログラミングを勉強したいとき、
さまざまな疑問が湧いてきます。「どの言語を覚え
ればいい?」「文系でも大丈夫 ?」本書はプログラミ
ングに触れる前に知っておきたい基本をイラスト付
きで解説します。

マイナビ出版
尾川一行・中川聡（著者）

192ページ　価格：1,933 円（PDF）

改訂 2 版
基礎からわかる Go言語

Google が開発したプログラミング言語「Go」の
基礎から応用までをわかりやすく解説した 1 冊で
す。最新の Go 1.4 のバージョンに対応して改訂し
ました。Linux、Mac OS X、Windows の各環境
に対応しています。

シーアンドアール研究所　古川昇（著者）
240 ページ　価格：2,138 円（EPUB）

改訂 3版
R言語逆引きハンドブック 

本書では、最新バージョンのR 3.3.0 に対応し、R
言語の機能を目的から探すことができます。統計
が注目を集めるなか、Rを利用するユーザーも増え
ています。初心者でも使えるように、導入から丁寧
に解説しています。

シーアンドアール研究所
石田基広（著者）

800 ページ　価格：4,860 円（PDF）

基礎 Python 基礎シリーズ

プログラミングの初心者を対象にした Python 3
の入門書です。変数の取り扱いから、リスト、タプ
ルといったPython 固有のデータの操作、制御構
造や関数などについて、初心者でも基礎から学習
できるように説明しました。

インプレス
大津真（著者）

312ページ　価格：2,894 円（EPUB）
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