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はじめに

Webサイトが持つ機能が豊富になることに比例して、制作する側にもさまざまな
技術が求められるようになりました。それぞれの工程で高度な技術が必要となるこ
とから、Webサイト制作の現場では明確な分業化が進んでいます。企画担当／デザ
イン担当／コーディング担当など、複数のメンバーが協力してひとつのWebサイト
を制作することも一般化されています。分業化により担当者がそれぞれの工程に集
中して精度が上がるなど、クオリティやスピードの向上などの利点も多くあります
が、デザインとコーディングそれぞれの工程で互いの作業内容や目的を把握してお
らず、最終段階での修正が多くなるなど弊害が発生する場合もあるようです。

本書ではメディアを問わず普遍的なデザインのセオリーをWebサイト制作に落と
し込み、一枚の画像としてではなく「Webサイト」として使うためのデザインにつ
いてを解説しています。コンテンツの企画からページを公開するまでのデザイン～
コーディング過程を実践することで、デザイン担当にとってはコーディング工程を、
コーディング担当にとってはデザインのセオリーや意図を理解することができるで
しょう。異なる工程の作業内容に関する理解は、自身が担当するデータ制作の効率
化にもつながります。Web制作の現場での作業がよりスムーズに効率よく進むよう
になることが、本書の目的です。

本書の執筆にあたり、監修の浜俊太朗様と編集の伊佐知子様のご協力に深く感謝
いたします。浜様にはコーディングに関する詳細で的確なアドバイスを多数してい
ただいき、伊佐様には度重なる内容の変更へ柔軟にご対応いただき緻密な編集をし
ていただきました。お二人のお力がなければ本書は完成していませんでした。
また本書を手に取っていただきました皆様にも、心より感謝いたします。

2016年7月
瀧上	園枝
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デザインの基本

Chapter 1　    デザインとは

Chapter 2　    デザインのベーシックセオリー

Chapter 3　    Webサイトデザインのセオリー

一般的な「デザイン」の基本を学んだ上で、
Webならではの特性をふまえて「Webデザイ
ン」のセオリーを学びます。

2 Webサイト制作の基本

Chapter 1    　Webサイトを構成するデータ

Chapter 2   　 HTMLの基本

Chapter 3    　CSSの役割

Chapter 4    　JavaScriptの利用

Webサイトを制作する際の実務的な知識を学
びます。まず、Webサイトがどのようなフロー
で作られるのか、どのようなデータで構成され
ているのかなどを理解します。
続いて、Webサイト制作の上で欠かせない
HTMLとCSSについて、概要から具体的な書
き方までを学びます。そして、JavaScriptにつ
いても概要を学びます。

3 Webサイトを制作する

Chapter 1   　 Webサイト制作の準備
Chapter 2   　 Webサイトをデザインする

Chapter 3   　  Webサイトページのベースを構築する

Chapter 4   　  ページコンテンツの詳細をレイアウトする

Chapter 5　    Webサイトを公開する

Part 3では、Part 1、Part 2までの内容をもと 

に、ひととおりのWebサイト制作の流れを学び
ます。Webサイトの目的を整理するところから
設計、ワイヤーフレームの作成、デザインカン
プの作成、マークアップとコーディングを行い、
1つのWebサイトを作る作業を追っていくこと
ができます。

本書は、Webサイト制作のために必要な知識を、「デザイン」や「マークアップ」のように一部を切り取っ
た形ではなく、全体を通して理解することを目的にまとめています。Partごとに以下のような内容になって
おり、Part 3以外は途中から読んで理解することもできます。全体の流れを意識しつつ、自分が勉強した
い部分の知識を深められるように読み進めてください。

本書の読み方How to read
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014 Part 1_ デザインの基本　＞　Chapter 1_ デザインとは

01
Section

できるだけ多くの人に伝えたい緊急のメッセージが
あったとき、ただ単純に一般的なフォントで文字だけ
をシンプルに掲示したもの（図01）より、色やアイ
コンなどの装飾を工夫して構成したもの（図02）の
方が、多くの人の目を引きつけます。色が持つ意味や
フォントの太さ、文字の大小の違いによる強弱などか
ら、より内容が伝わりやすくなるのです。このように、
情報を誰かに伝えたいとき、その内容や意味がより伝
わりやすくなるように形を整えることが「デザイン」

の基本です。情報の内容を考慮して、より伝わりやす
くするにはどのような外観が適しているのか考えるこ
とがデザイナーの仕事といって良いでしょう。
どのような人にどのような場面でどのような行動を
求めて情報を発信するのか、ただ単に外観に装飾を加
えるのではなく、その情報が持つ内容をよく吟味して、
情報を伝えることのゴールを考えることがデザインの
最初の一歩なのです。

 正しく伝えるための手段としてのデザイン 

1Chapter

03

デザインは、情報を正しく伝えるために必要な工程の1つです。文章やイラ
ストなどの装飾を施して単純に見栄えを良くするだけではなく、「何を」「何
のために」「誰に」「どのように」伝えたいのかを考えて、情報を成形するこ
とがデザインの基本です。最初に「何を」「何のために」というデザインの
目的について考えてみましょう。

デザインする目的

デザインとは

図01
一般的なフォントで情報を掲載して
も、見逃されてしまいます。多くの人
の注意を引きつけることは困難です。

図02
配色やフォントなどを工夫して構成することで、緊急性の高いメッセージだと
いうことが伝わりやすくなり、多くの人の目を留めることができるでしょう。

図03
すべての情報を同じ
トーンで扱ってしまう
と、内容が伝わりにく
くまた情報量が増える
ほど印象が薄く記憶に
残りにくくなってしま
います（上）。
情報を整理して強調し
たいもの・そうでない
ものがわかりやすいよ
うにメリハリをつけた
構成にすると、内容が
伝わりやすくなります
（下）。
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情報の整理

発信したい情報の内容を整理してそれぞれの項
目に優先順位をつけることは、実際のデザイン作
業では、最初に必要な工程です。
たとえば新商品の発売に関する情報なら、商品
名や価格・商品の特徴を示すようなキャッチコ
ピーがもっとも目に付くように表示の優先度が高
いものとしてレイアウトします。逆に詳細な商品
スペックや使用法などは強調した表示にせず、注
意深く読み込んでもらえる構成にするなど、情報
の内容に合わせた整理が必要なのです。掲載する
情報にメリハリをつけることで、視線を自然に誘
導したり、強調したい内容が憶えてもらいやすく
なります（図03）。

「美しさ」による注意喚起

情報の内容を整理したら、それらが魅力的に感
じられるような構成を考えます。人は、自然のま
ま乱雑で不規則に置かれた状態よりも、人の手に
よって整えられ揃えられた構成に目を引かれます。
人間は他者を必要とする社会的な生物ですから、
人工的な意図を感じさせるものに自然に注意が向
くのです。一定の規則で揃えられた配置、意図的
な余白などから「美しい」構成を作り出すことで、
情報を受け取る側に強い印象を与えます（図04）
（図05）。

設定したゴールへの誘導

情報を正確に伝えることだけでなく、伝えた後
にどのような行動へつなげて欲しいか、そのゴー
ルも明確に意識してデザインすることが大切です。
特に商業デザインでは、告知した商品を買って欲
しい、イベントに参加して欲しいなど具体的な目
的がありますから、そのためにどのような表現が
適しているかを考えます（図06）。

 デザインすることの大きな目的 

デ
ザ
イ
ン
す
る
目
的

C
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図04
人は、規則性が感じられないものにはあまり「美しさ」を感じ
ません。乱雑な構成は印象が薄くなります。

図06
そのデザインを行うことの最終ゴールを考えて、そのゴールを
達成するためにより効果的なデザインを考えます。

図05
一定の規則に沿って配置された構成は、人の目を引き「美しい」
と感じることから、情報の印象が強くなります。
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02

淡いピンクやオレンジなどを多用した柔らかいイ
メージのデザイン構成は、女性やファミリーを想起さ
せ、独身男性には見過ごされやすくなります。細かい
文字やコントラストの強い配色で構成されたイメージ
は、高齢者には読みにくく敬遠されてしまうでしょう。
情報をどれほどわかりやすく整理し美しく構成してい
ても、伝えたい相手に好まれる表現方法になっていな
いと、伝えることは困難です。その情報を「誰に」伝
えたいのかターゲットとする相手を考え、その相手に
は「どのように」表現することが効果的かを考えてデ

ザインすることが大切です（図01）。
見せ方を変えるための具体的な方法は、使用する色
の組み合わせ、大きさ・フォントなど文字に関する処
理、写真やイラストなどの表現方法、余白の取り方、
パーツを鋭角・曲線にするかなど、デザインを構成
する要素それぞれで考える必要があります。ターゲッ
ト層に合わせてそれぞれの要素を選定すれば、結果と
して統一感のあるイメージにまとめることができるで
しょう（図02）。

 ターゲット層による見せ方の変化 

1Chapter

03

伝えたい相手に合わせた
デザイン

デザインとは

「何を」「何のために」伝えたいのかというデザインの目的を整理したら、続
いて「誰に」「どのように」というデザインを見せる対象についても考えま
しょう。ターゲットとしたい相手の年齢や社会的背景などをじっくり考える
と、どのような表現が効果的かが見えてきます。

図01
同じ内容でも、「女性向け（左）」「若年者向け（右）」などターゲットとする層に合わせて配色や文字の処理など最
適な表現を考えてデザインすることが大切です。
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もっとも一般的なターゲット層の分類方法は、性
別・年齢によるものでしょう。「男性向け」「女性向け」
「低年齢向け」「シニア向け」など性別・年齢により明
確に利用者が分かれる商品も多く、もっともわかりや

 ターゲット層の主な分類 

性別・年齢による分類
伝
え
た
い
相
手
に
合
わ
せ
た
デ
ザ
イ
ン

C
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図02
配色、文字、図版のイメージ、余白
の取り方、パーツの輪郭など、1つ
のグラフィックを構成するこれらの
要素をどのように設定しているかで、
全体のイメージは大きく変わります。
これら1つひとつの要素がターゲット
とする層にとって受け容れられやす
いかどうかを意識してデザインする
と、全体に統一感が生まれます。

配色

文字

図版

余白

パーツ

ヒラギノ明朝体・文字のジャンプ率低

シンプルな装飾

広め

曲線の多い構成

図03
性別や年齢などによって、ターゲットとする層はいくつかのカテゴリに分類することができます。

男性

幼児 子供 10代
　～20代前半 50代 60代以上

女性

20代後半
　～30代前半

30代後半
　～40代

図04
女性＋20代＋既婚、男性＋70代＋独居など、いくつかの分
類方法を組み合わせてターゲット層を想定すると、デザイン
の表現方法をより絞り込むことができるでしょう。

男性 60代以上

女性 20代後半
～30代前半

嗜好による
分類

社会的背景
による分類+ +

+ +

すい分類ともいえます。この分類を第一段階として考
え、さらに「社会的背景による分類」「嗜好による分
類」と組み合わせたターゲット層を想定すると、「誰
に」伝えたいかということがより明確になるでしょう
（図03）（図04）。
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職業など社会的背景による分類

未婚か既婚か、学生か社会人か、都市圏在住かどう
かなど、社会的な背景によってもそれぞれの人が好む
色や注意を引かれる表現方法は異なってきます。
同じ性別・年齢でも、たとえば子供を育てている世
帯の女性は幼児向けの色彩や家庭をイメージさせるも
のに共感する場合が多くなりますが、同年齢でも単
身で学生生活を送る女性には、このようなイメージ
は関連の薄いものとして見過ごされてしまうでしょう。
ターゲットとする層がどのような生活を過ごしている
かを考えることも、デザインする上での手がかりの1
つになります（図05）。

嗜好による分類

さらにそれぞれの人の「好み」をもとに、ターゲッ
ト層を分類する場合もあります。伝える情報の内容に
よっても変わりますが、たとえばクラッシック音楽を
好んで聴いている層には、堅実さや慎重さをイメージ
させるような構成が好まれるでしょう。テクノポップ
などの音楽が好きな層には、落ち着いたイメージより
も先鋭的なデザインが受け容れられやすくなります。
年齢・性別や社会的背景が同じでも、基本的な嗜好
が変われば共感するデザインイメージも大きく異なる
のです。伝えたい情報がどのような嗜好を持つ層が
ターゲットとなるかも考慮してデザインを考えること
も大切です（図06）。

図06
アウトドア派／インドア派など、さ
らにそれぞれの人の嗜好によって
もターゲットを分類することができ
ます。ターゲットとする層の嗜好を
考えることは、情報を伝えたい相
手について、より細かく踏み込んだ
分析をすることにつながります。

図05
未婚か既婚か、学生か社会人か、都
市圏・地方など居住地域はどこかな
ど、さまざまな社会的背景で分類す
ることができます。社会的背景の違
いにより生活パターンも変わり、共
感されやすい表現方法も変化します。

未婚

高校卒

大学卒

既婚

雇用者

退職者

長男長女

末子

年収
000以上

年収
000未満

都市圏
在住

地方
在住

学生

社会人

アウトドア派

ロック派

格闘技好き

インドア派

読書好き

ネコ派

子供好き

理系

スポーツ好き

イヌ派

映画好き

文系

演劇好き

カラオケ好き

クラシック派
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「体験」をデザインする
「目的や対象に合わせてデザインする」ことを考えると、「見る」ことを元にし
た視覚的な展開を主体に考えがちですが、Webサイトのデザインに関しては、
見るだけではなく「使う」ことも考える必要があります。スクロールやクリッ
クなどユーザーの操作を元にした「体験」も、デザインの1つの要素として考
えます。

1Chapter

デザインとは

03
03

Section

雑誌やポスターなどの印刷物はそこにあるものを
「見る」ための媒体です。制作者はユーザーに「見せ
る」ことを前提に、情報の整理などデザインを行いま
す。Webサイトもユーザーに見せるものですが、さら
にクリックやタップ、スクロールなど「操作する」と
いう作業がユーザー側に必要になります。Webサイト
がほかのメディアと大きく違うのがこの点です。
ユーザーがWebサイトを訪問したとき、ただ「見
る」だけではなくさまざまな操作を行うことで、Web

サイトに参加している感覚が生まれます。会員登録な

ど特定のWebサービスへの文字通りの参加だけでなく、
ページを次々に閲覧したり情報を検索する行為でも、
操作に対する何らかの反応が返ってくることで、「見
る」という一方通行の行為ではなく双方向のやり取り
になるのです。
この双方向性がユーザーにWebサイトに参加して
いる感覚を与え、Webを閲覧することがひとつの「体
験」になります。Webサイトをデザインをするときに
は、この「体験」をデザインしているという意識が大
切です。

 Webサイトの持つ特徴 

図01
印刷物は「見る（見せる）」1方向の
みのメディアですが、Webサイトは「操
作する」「反応する」の双方向のやり
取りが存在するメディアです。

見る

1方向
双方向

操作する

反応する
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「体験」をデザインするとは

ユーザーの体験をデザインすることは「UX（User	

Experience）デザイン」と言われ、昨今ではデザイ
ンの一分野としても位置付けられています。Webサ
イトを訪れたときにその外観で落ち着いた雰囲気を味
わったり、ページ移動の操作をスムーズに行うことで
爽快感を得たり、予想外のコンテンツの動きで驚きや
楽しさを感じるなど、さまざまなポジティブ体験を提
供することがUXデザインの目的です（図02）。

UXデザインを意識してWebサイトの外観を考える
とは、ユーザーの視点に立って考えるということです。

 UXデザインとUIデザイン 

図02
さまざまなポジティブな体験を与えることがUXデザインの目的です。Webサイトのユー
ザーに魅力的な体験を提供するためにできることを考えます。

見たい
データがすぐに
見つかった

スクロールの
表示が楽しい

表示が速くて
快適

画面の切替えが
面白い

色使いが
ユニーク

未来っぽい
イメージが
新しい

たとえば合理的・機能的な印象を持ってほしいから
多量のコンテンツを特定のエリア内で切り替えて見せ
るレイアウトを採用したり、わかりやすくシンプルに
感じてほしいから全体のページ数は増えても1ページ
内のコンテンツ分量を極端に少なくして構成するな
ど、利用する側の目線でWebサイトの外観や仕様を
考えます。
より多くのユーザーにとって魅力的な体験となるよ
うにUXデザインを考えることも重要です。
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UXデザインを向上させるための 
UIデザイン

ユーザーにより魅力的な体験をしてもらうためには、
まずはそのWebサイトでのさまざまな操作がわかり
やすいことが大前提です。見たいコンテンツのページ
に移動するためにどう操作するのかわからないようで
は、「Webサイトを体験する」以前の問題です。
何をどう操作すればよいか、Webサイトとユーザー
との双方向のやり取りがスムーズに行われるようにす
るために、わかりやすい「UI（User	Interface）デ
ザイン」を用意することが大切です。

UIデザインとは、よりよいUXデザインのための基
礎になるものと言えるでしょう（図03）。

C
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メニュー
1

WEB SITE

WEB SITEメニュー
2

メニュー
3

メニュー
4

メニュー1

メニュー2

メニュー3

メニュー4

図03
よりよいUXデザインを実現するためには、インターフェイスは重要な要素です。ユーザーにとってわかりやす
く使いやすいUIデザインは、より良いUXデザインを実現するための基礎になります。

図04
平面的には整って見えるレイアウトも、スマート
フォンで閲覧するとボタンエリアが小さすぎてタッ
プしにくかったり、文字が小さすぎて読みにくく、
「使う」ことを考えると整ったデザインとは言えな
くなってしまいます。

UIデザインもUXデザイン同様に、利用する側の目
線で考えることが必要です。
たとえばスマートフォンでの閲覧を主なターゲット
としたWebサイトでは、指先でのタップ時に誤動作
とならないようにメニューボタンは大きめにしたり、
コンテンツ量が多いページでは、下までスクロールし
た後にページ上部やほかの関連コンテンツに簡単に移
動できる手段を用意するなど、「使いやすさ」を基準
にページを構成する要素のレイアウトを決定します。
「このサイズで構成すると美しい」など外観だけを
平面的に見るのではなく、「使う」ことを前提とした
デザインが求められるのがUIデザインです。Webサ
イトの制作では、利用する側の目線に立って、「UIを
デザインしている」意識を持ちましょう（図04）。
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ガタガタとした手描きのような不規則な線と定規で
引いたような直線の2種類の線を見たとき、不規則な
線からは不安定な印象を、直線からは安定して静かな
印象を感じます。同様にランダムに要素が配置された
構図よりも、水平や垂直など一定の規則で位置を揃え
た構図の方が、整えられて安定している印象を与えま
す。この安定した印象が見る人の心を動かし、「美しい」

と感じさせることができるのです（図01）（図02）。
要素を等しい間隔で配置するなどさらに規則性を強
調して構成することで、より整って安定している印象
を与えることができるようになり、見る人が感じる美
しさも強調されます。こうして不規則な状況に秩序を
持たせ、規則性のある構図にまとめることが「デザイ
ン」の第一歩の作業なのです。

 規則性を与えて整った美しさを出す 

整ったものが与える安定感が美を生み出す

要素を揃える・
均等に配置する
「デザインする」ことの一番最初の作業は、要素を「揃える」ことから始ま
ります。無秩序な集合に「揃える」ことで秩序を与え、整った状態を生み出
すのです。規則性のある状態は人の目を留める効果があり、人の手が作り上
げた整った構図は「安心」「安定」を感じさせることができます。

2Chapter

デザインの
ベーシックセオリー
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Section

1 2 3 4

図01
不規則な線（左）は不安定な印象を、直線
（右）は安定して整った印象を与えます。人
は整ったものを美しいと感じます。

図02
サイズも位置もランダムな要素（1）は見るものにほとんど何の印象も与えません。位置を揃え（2）、同じサイズに大きさを揃え（3）、
さらに等間隔に配置（4）して、より規則性を感じさせる構成にすることで、整った美しさを出すことができます。
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的に変化させるなど、1つの構図の中に複数の秩序を
取り入れると、規則性を強調して整った印象を強める
結果になります。

対称（シンメトリー）に配置する

規則的な要素の配置をさらに高度に使用した構成に
「対称（シンメトリー）」があります。水平や垂直の
ライン、または一点を中心にした対称なレイアウトは、
より高度な構成の規則性と言えるでしょう。シンメト
リーの構図も普遍的な安定感が生まれ、見る人に整っ
た美しさを感じさせます。レイアウトのベーシックセ
オリーの1つです（図05）。

要
素
を
揃
え
る
・
均
等
に
配
置
す
る

規則性を強調した構成にするには

すべての要素のサイズや位置を直線的に揃える以外
でも、規則性を感じさせるさまざまな構図があります。
水平垂直な位置揃えではなく円弧に合わせて要素を配
置するなどの構成も、規則性のあるレイアウトと言え
るでしょう。また、サイズを一定の割合で徐々に変化
させたり、色を段階的に変化させるなどの整え方もあ
ります（図03）（図04）。
こういった要素の規則性は、数が多いほど強調され
ます。3個の要素では分かりにくい規則が、6個や10
個に増えることで読み取りやすくなるのです。また位
置を揃えるだけでなく要素同士を均等な間隔に配置し
たり、サイズだけでなく色も同時に一定の割合で段階

 規則性を採り入れたレイアウト 

図03
直線ではなく円弧や曲線上へ均等間隔で要素を
配置した場合も、規則性を感じさせることがで
きます。

図05
線対称（左）、点対称（右）をもとに
した構図も、安定した美しさを与える
ことができます。ページレイアウトの
ほかシンボルマークなどでも広く取り
入れられているベーシックなレイアウ
トの1つです。

図04
複数の要素が一定の規則のもとに整って配置されていることは、要素の数が多
いほど分かりやすく強調されます。3個の要素では規則性を読み取りにくい場合
（上）でも、構成数を増やすことで規則性がわかりやすくなります（下）。
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一定の規則に合わせて構成された要素は、関連性の
ある1つのグループとして見る人に受け止められます。
このとき規則を破るように配置された要素があると、
その要素は特別な存在として目に映ります。関連性の
あるグループとそれ以外の要素を差別化をしたいとき
には、このような表現方法が基本になります。

さらに規則を外れた要素同士に別の規則性を持たせ
て構成すると、新たなグループが生まれます。要素を
配置するための規則をコントロールすることで、要素
同士を関連付けたり差別化して見せることができるの
です（図01）（図02）。

 規則性でグルーピングし、規則に反することで差別化する 

要素の差別化と
グルーピング
一定の規則のもとに整って配置された要素のうち、1つだけ規則から外れる
要素があると目立って印象に残ります。整列をあえて崩すことで要素を差別
化するわけです。関連した要素は1つのまとまり＝グループとして見せ、そ
れ以外の異なる性質の要素を差別化することは、レイアウトを考えるときに
重要なポイントになります。

2Chapter

デザインの
ベーシックセオリー
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図01
1つの規則に沿って配置された要素は、
全体が関連性のある1つのグループと
して認識されます（上）。
規則に沿って配置された中に規則を逸
脱した存在があると、その要素が特別
なものとして差別化されます（下）。

図02
規則を外れて配置された要素同士を
別の規則性を持たせて配置すると、
異なるグループを作成することがで
きます。
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要素を近付けてグルーピングする

要素を配置する規則を変えたグルーピングのほか、
同様の規則性を元にしつつ、それぞれの位置によって
グループとしての見せ方をコントロールすることもで
きます。要素同士の間隔を狭めて配置すると、その要
素同士は関連性のある1つのグループとして捉えられ
ます。空間を開けて配置された要素は、関連性の薄い
ものとして見られます。同じ色・形状でも配置された
位置が近接しているものは関連性のあるグループとし
て、離れているものは差別化されて見えます（図03
上）。近付けて配置した要素同士を空間を開けて構成
すると、複数のグループの表現になります（図03下）。

サイズの違いで差別化する

配置する要素のサイズを変えることでも、特定の要
素を差別化することができます。同じ規則性で配置し
ていても、特定の要素のサイズを大きくすると強調さ
れたものとして差別化され（図04上）、逆に小さいサ
イズにすると弱い印象のものとして差別化されます
（図04下）。

特定の要素を大きく配置することで強調することは、
レイアウトの基本的なセオリーです。1つの画面内で
伝えたい情報には強弱がありますから、メインビジュ
アルやヘッドコピーなどより強く訴求したい要素は大
きく、コピーライト表示など強調する必要がない要素
は小さくするなど、サイズによる差別化をベースにさ
まざまなレイアウトを行います。

形状や色で差別化・グルーピングする

同じサイズ・規則性で配置していても、要素の形や
色が異なっていれば一目で差別化することができます。
特に暖色と寒色（P.028参照）、角のある形状と丸み
を帯びた形状など要素を構成する特徴が異なるものほ
ど、差別化して見せることが容易になります（図05
上）。
形状が異なるもの同士でも、共通の色を使用したり
線幅を揃えるなど要素を構成する特徴を揃えることで、
関連性のある1つのグループとして見せることもでき
ます。異なる形状の要素同士に関連性を出したいとき
は、鋭角・鈍角の使用など全体のイメージを統一する
ことが重要になります（図05下）。

 さまざまなグルーピングと差別化 

図03
近付けて配置した複数の要素と距離を開けて配置した別の要素
があるとき、近づいて配置した要素が1つのグループとして認
識されます（上）。近付けて配置した複数の要素同士を距離を
開けてレイアウトすると、複数のグループに認識されます（下）。

図05

図04
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 色相と色の三属性 

色の基本

1つひとつの要素をどのようなカラーリングで構成するか、「色」もデザイン
を決定する重要な項目の1つです。分類や属性など色についての基本的な情
報を改めて整理しておきましょう。

2Chapter

デザインの
ベーシックセオリー

09
03

Section

現実の世界で何かに光が当たると、その光は反
射されて「色」として見る人の目に届きます。人
の目に届く波長の違いが、色の違いとして認識さ
れるのです。赤・青・緑などいわゆる色味の違い
は「色相」と言われます。
色相にどのような種類があるのかその全体像を
確認したいときには、「色相環」（図01）が便利
です。色相の違いを波長の変化に合わせて順序立
てて円弧上に配置した図が色相環です。色相環上
で近くにある色は色相の変化が少ない類似色と言
われ（P.030参照）相性が良い組み合わせになる
など、色相環は複数の色を組み合わせて利用した
いときにも指針として利用することができます。

1つの色を決定付ける属性には、色相のほか
「彩度」と「明度」があります。特定の色相の最
も鮮やかな色は「純色」（図02左）と呼ばれ、こ
れを基準にグレーを混合して鮮やかさを落とした
段階の変化が「彩度」です（図02中）。同様に白・
黒を混合して明るさを変化させた属性が「明度」
です（図02右）。ある色がどのような特徴を持っ
ているのかは、色相・彩度・明度の三属性で決ま
ります。

純色 純色

純色

彩度 高

彩度 低

明度 高

明度 低

図02

図01
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 彩度と明度で「トーン」を作る 

彩度と明度の変化を揃えた色の集合は、同じイメージ
を持つカラーグループとして「トーン」と呼ばれること
もあります（図03）。

彩度・明度を下げた重厚なトーン

彩度と明度を共に下げた色は、重厚なイメージのカ
ラーグループになります。「ダルトーン」「ダークトーン」
などと呼ばれることもあり、落ち着いた印象を与えるこ
とができます。

明度を上げた柔らかいトーン

明度を上げた色は柔らかく優しいイメージになり、
「ペールトーン」「ソフトトーン」などと呼ばれます。彩
度を共に上げて鮮やかさのあるトーンはより爽やかな印
象になり、彩度は下げて明度だけを上げると柔らかさの
中に落ち着いたイメージを出すことができます。

彩度を上げたビビッドなトーン

彩度を上げて純色に近い色の集合は「ビビッドトー
ン」と呼ばれることもあり、元気で若々しい印象を出す
ことができます。

ダークトーン
ダルトーン

ビビッドトーン

ペールトーン
ソフトトーン

彩度 高彩度 低

明度 高

明度 低

CMYKカラー

C（シアン）

M（マゼンタ） Y（イエロー）

K
（ブラック）

RGBカラー

R（レッド）

G（グリーン） B（ブルー）

図04

図03

RGBとCMYK

色相・彩度・明度の三属性をもとに表現される色
は、どのような方法で表示されるかでも外観が変わり
ます。雑誌やポスターなどの印刷物は一般的には「C
（シアン）M（マゼンタ）Y（イエロー）」の3色と
補助としてK（ブラック）のインクを混合して色を表
現します。すべての色を混ぜ合わせると暗い黒色にな
ることから減色混合とも呼ばれます。PCのモニター
では「R（レッド）G（グリーン）B（ブルー）」の3
色の光を混合して多色を表現します。すべての色を
混合して白色を表現することから加色混合とも呼ばれ
ます（図04）。
方法の違いからそれぞれのカラー表現にも特徴があり
ます。印刷で使用されるCMYKは彩度が低いように
見えやすく、オレンジや黄緑色などのビビッドカラー
の表現が苦手です。光を基に色を表現するRGBはこ
ういったビビッドカラーも美しく表現できますが、ペー
ルトーンやダルトーンなど彩度・明度の高低が極端
な色同士で差別化することが難しい場合があります。
RGBカラーでの配色に関する詳細はP.061も参照し
てください。

Column
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 色の分類が持つイメージ 

色が持つ
基本的なイメージ
制作したデザインがどのような印象で見る人に受け取られるか、大きな影響
を与える要素の1つに「色」があります。温かみを感じる「暖色」、冷たさ
を感じる「寒色」といった一般的な分類に代表されるように、色にはそれぞ
れ特有のイメージがあるのです。

2Chapter

デザインの
ベーシックセオリー

09
04

Section

暖色と寒色

自然界にある具象物や風景などの連想や社会一
般的な通念などから、一部の色には多くの人が共
通して抱くイメージがあります。たとえば赤やオ
レンジ、黄色などは炎を連想させることから暖か
いイメージを持つ「暖色」と呼ばれ（図01）、水
や空などを連想させる青系の色は「寒色」と呼ば
れ（図02）冷たいイメージを持っています。
このため、親しみやすさや暖かい印象を出した
いときには暖色をメインに、冷静で落ち着いた印
象を出したいときには寒色を主体に全体を構成す
るとイメージを伝えやすいのです。

中性色

青緑や紫のように暖色・寒色いずれの分類にも
入らない色相の色は「中性色」と呼ばれています。
表現される色によって暖色・寒色どちらかに近い
印象を与える場合もありますが、色味の幅が広い
ため明確な分類が難しい色です。また、彩度のな
い白や黒、グレーも中性色として分類されます。
中性色は暖かい・冷たいどちらの印象も感じに
くいため、ニュートラルで都会的なイメージを出
しやすく、個性的なイメージを持っています（図
03）。

図01

図02

図03
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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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