
CSS講座 
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CSSの概要 

Chapter9  
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CSSとは 

Cascading Style Sheets 
 

Cascading:階段状の、滝のような 

Style:見た目 

Sheets:紙 
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（滝のような性質をもった） 

見た目を定義する紙 



文書構造とデザインを分離できる 
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CSS登場前 CSS登場後 

なんでも 

HTMLで記述 

文書構造は 

HTML 

デザインは 

CSS 

文書構造と見た目が同じファイル 

 
・見づらい 

・サイズが大きい 

文書構造と見た目が別ファイル 

 
・見やすい 

・運用管理しやすい 



細かいデザインを設定できる 
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HTMLでデザイン CSSでデザイン 

デザイン用のタグはあるが非推奨 

（HTML5で再定義されている） 

デザインは専門外、細かい設定不可 

デザイン専門なので細かい設定可 

CSS3で広がる可能性 

－アニメーションやシャドウも可 

<b>太字</b> 

<i>斜体</i> 

<font color=“red”> 
文字色赤 

</font> 



HTML 

 
CSSを読み込む 

 

 

 

CSS 

 
サイト全体の 

デザインを共有 

 

h1：緑 

h1見出し 

... 

HTML 

 
CSSを読み込む 

 

 

 

h1見出し 

... 
HTML 

 
CSSを読み込む 

 

 

 

h1見出し 

... 

デザインを一括管理できる 
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HTML 

 
CSSを読み込む 

 

 

 

CSS 

 
サイト全体の 

デザインを共有 

 

h1：赤 

h1見出し 

... 

HTML 

 
CSSを読み込む 

 

 

 

h1見出し 

... 
HTML 

 
CSSを読み込む 

 

 

 

h1見出し 

... 



デバイスごとにデザインできる 
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CSS 

 
スマホ用の 

デザイン 

背景色：赤 

HTML 

 
CSSを読み込む 

 

 

CSS 

 
PC用の 

デザイン 

背景色 : グレー 

CSS 

 
印刷用の 

デザイン 

h1：非表示 

画面サイズで 

CSSの適用を切り替える 印刷時に適用を切り替える 



実際の運用例 
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スマホ用  

CSS 

 

 

HTML 

 

 

PC用  

CSS 

 

 

印刷用  

CSS 

 

 

HTML 

 

 

HTML 

 

 

HTML 

 

 

HTML 

 

 

HTML 

 

 

HTML 

 

 

すべてのHTMLが3枚のCSSを読み込み 

閲覧端末に応じて使い分ける 



CSSの記述法 
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p  {  color  :  red  ;  } 

CSS記述のルール 
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セレクタ  {  プロパティ  :  値  ;  } 

セレクタ プロパティ 値 

どこの 何を どんなふうに 

p要素の文字色を赤にする 



1つのセレクタに複数の定義 
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１定義 

p {   color : red ;   font-size : 20px ;   } 

１定義 

p {    

       color : red ; 

       font-size : 20px ;    

} 

１定義 

１定義 

１行で記述 

１定義・1行で記述 



コメント 
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/* コメント */ 

p {    

       color : red ;  /* 文字色 */ 

       font-size : 20px ;   /* 文字サイズ */ 

} 



CSSの適用方式 
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CSSの3つの適用方式 
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①インライン方式 

HTML内にstyle属性を追記して直接適用 

 

②埋め込み方式 

HTMLのhead要素内にstyleタグで適用 

 

③外部リンク方式 

外部CSSファイルを作成して適用 



①インライン方式 
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<!DOCTYPE html>  

<html>  

<head>  
    ：  

</head>  

<body>  

<h2 style="color: red;"> 見出し２</h2>  
    ：  

<h2> 見出し２</h2>  
    ：  

</body>  

</html> 



②埋め込み方式 
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<!DOCTYPE html>  

<html>  

<head>  
    ： 

<style>   

h2 {  

    color: red;  

    font-size: 50px;  

}   

</style>   
</head>  

<body>  
<h2> 見出し２</h2>  

  ： 

</body>  

</html>  



③外部リンク方式 
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<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    ：  

<link href="common.css" rel="stylesheet">  
</head>  
<body>  
<h2> 見出し２</h2>  
    ：  
</body>  
</html>  

h2 {  
    color: red;  
    font-size: 50px;  
}  

外部ファイル 

common.css 



外部CSS読み込みタグ 
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<link href=“ファイルパス" rel="stylesheet" type="text/css">  

HTML 

href属性（必須）：外部CSSファイルパスを記述 
名前の由来：Hypertext REFerence 

rel属性（必須）：外部CSSファイルパスを記述 
名前の由来：relative（関連、関係） 

type属性：ファイルの種類を記述 
名前の由来：file type 

※外部CSSは何枚でも読み込み可能 
 practice.cssを読み込んでみる 



文章のスタイルを定義 

  Chapter10 
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文字の色を定義する 
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color: red; 

値 記述例 

カラーキーワード color: red; 

色番号（16進数） color: #FF0000; color: #F00; 

色番号（10進数） color: rgb(255, 0, 0);  color: rgba(255, 0, 0, .5); 

色番号（割合） color: rgb(100%,0%,0%); color: rgba(100%,0%,0%,.5); 



カラーキーワード 
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色名 

赤系 黄色系 緑系 青系 モノクロ系 

pink khaki lightgreen skyblue white 

magenta yellow green aqua gray 

red gold lime blue silver 

purple orange olive navy black 



色番号：16進数 
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赤 

R 

# FF 00 00 16進数表記 

緑 

G 

青 

B 

光の強さを 00（暗い）～ FF（明るい）で指定 

赤 

R 

# F 0 0 
緑 

G 

青 

B 

省略形 

00 FF 00 05 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    ---   255    

1    2    3    4    5    6    7    8    9 A      B      C     D      E      F     10    11    ---     FF 

10進数 

16進数 

（255） （0） 



色番号：10進数 
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赤 

R 

rgb(  255 ,  0 ,  0  ) 10進数表記 

緑 

G 

青 

B 

光の強さを 0（暗い）～ 255（明るい）で指定 

赤 

R 

rgba(  255 ,  0 ,  0 ,  .5 ) 旧10進数表記 

緑 

G 

青 

B 

不透明度は 0（透明）～ 1（不透明）で指定「.5」は「0.5」と同じ 

不透明度 

a (alpha) 

（不透明度付） 

赤 

R 

rgb(  255  0  0 / 50% ) 新10進数表記 

緑 

G 

青 

B 

不透明度 

a (alpha) 

（不透明度付） 



色番号：割合 
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赤 

R 

rgb( 100% ,  0% ,  0% ) 割合表記 

緑 

G 

青 

B 

光の強さを 0（暗い）～ 100%（明るい）で指定 

赤 

R 

rgba( 100% ,  0% ,  0%  ,  .5 ) 
緑 

G 

青 

B 

不透明度は 0（透明）～ 1（不透明）で指定 
「.5」は「0.5」と同じ 

不透明度 

a (alpha) 
（不透明度付） 
古いブラウザ未対応 



文字の大きさを定義する 

25 

font-size: 20px; 

値 内容 

数値 単位つきの数値で大きさを指定 

割合 親要素の文字の大きさに対する割合で指定 

単位 内容 

em エム：基準となる文字の高さを1とする単位 

px ピクセル：ディスプレイの1画素を1pxとした単位 



文字の太さを定義する 
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font-weight: bold; 

値 内容 

bold 太字にする 

normal 標準の太さにする 

数値 太さを100刻みで指定 
よく使われる値：400（標準）、700（太字） 

  現在主要ブラウザで対応している数値は 
「400」「700」のみ 



文字のスタイルを定義する 
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font-style: normal; 

日本語は斜体だと読みづらいので、 
斜体表示を辞める時に主に使用 

値 内容 

italic 斜体にする 

normal 斜体表示をやめる 

斜体になるタグ 

em 強調 

cite 引用元 



文字の装飾を定義する 
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text-decoration: none; 

主にリンクの下線を非表示にする時に使用 

値 内容 

underline 下線をつける 

overline 上線をつける 

line-through 取り消し線をつける 

none テキストの装飾をなくす 

文字色：青や下線表示は 

リンクと間違えやすいため注意 



行揃えを定義する 
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text-align: center; 

値 内容 

left 左揃え 

right 右揃え 

center 中央揃え 

body 

テキスト 

h1 

body { 

    width: 600px; 

} 

h1 { 

    width:  400px; 

    text-align: center; 

} 

テキスト 

h1 

セレクタ指定要素内を行揃えする 

要素自体は中央揃えされない 



文字の書体を定義する 
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font-family: "ＭＳ Ｐゴシック", osaka, sans-serif; 

フォント名 説明 

ＭＳ Ｐゴシック Windows標準ゴシック系フォント 

メイリオ Windows標準ゴシック系フォント 

ヒラギノ角ゴ Pro W3 Mac OS標準ゴシック系フォント 

Osaka Mac OS標準ゴシック系フォント 

ＭＳ Ｐ明朝 Windows標準明朝系フォント 

ヒラギノ明朝 Pro W3 Mac OS標準明朝系フォント 

Arial Windowsの代表的なsans-serif英語フォント 

Helvetica Mac OSの代表的なsans-serif英語フォント 

Times New Roman Windowsの代表的なserif英語フォント 

Times Mac OSの代表的なserif英語フォント 

Courier New Windowsの代表的な等幅英語フォント 

Courier Mac OSの代表的な等幅英語フォント 

キーワード 説明 

sans-serif  ゴシック体、サンセリフ体 

serif 明朝体、セリフ体 

monospace 等幅フォント 

cursive 手書き風フォント 

fantasy 装飾的フォント 

自分のPCのフォントを確認 

http://jobtech.jp/design/189/ 



書体指定の注意 

31 

指定書体が閲覧者のパソコンに存在する場合にのみ適用 
※存在しない場合  次の候補書体 → キーワード → 初期設定書体 

指定書体が閲覧者のパソコンに存在しないことを想定して、 

複数の書体を「,(カンマ)」区切りで指定 

最後にフォントのキーワード指定を推奨 
※iOS6の標準書体は明朝なので「sans-serif」指定推奨 

フォント名にスペースがある場合「"(ダブルクォート)」か 

「‘(シングルクォート)」で囲む 

 



Web フォント 

32 

指定書体をダウンロードして適用する 

指定書体で必ず表示される 
※指定書体が閲覧者のパソコンに存在しなくてもよい 

メリット 

ページ表示速度が遅くなる 

外部サービスの場合日本語書体が少ない + 有料が多い 

デメリット 



代表的な Web フォントサービス 

33 

Google Fonts 欧文フォント（無料） 

https://www.google.com/fonts  

 
FONTPLUS 和文フォント（有料・無料） 

http://webfont.fontplus.jp/   

 
TypeSquare 和文フォント（有料） 

http://typesquare.com/ 

 
amanaimages WEBフォント 和文フォント（有料） 

http://amanaimages.com/font/web/index.aspx 



Google Fonts 
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ht tps : / /www.goog le . com/fonts  

使用する書体の 

 [Add to Collection] ボタンを 

クリック 

Collection に書体が 

登録されたら [Use] ボタンを 

クリック 



Google Fonts 
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Google Fonts を読み込み時の速度 

多くの書体を読み込むと 

ページ表示速度が遅くなる 

Google Fonts の書体読み込み用 

link タグ 

Google Fonts 利用時の書体名 

※日本語には適用されない 



行の高さを定義する 
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line-height: 1.6; 

値 内容 

単位なし数値 文字の高さを1とする倍率 

割合 文字の高さを100%とする割合 

normal 要素が持つ初期値 

テキスト 1 1.6 

テキスト 1 1.6 

0.3 

0.3 
0.3 

0.3 

テキスト 
文字の高さ 行の高さ 

line-height の値 font-size の値 



背景のスタイルを定義 

  Chapter11 

37 



外部CSSファイルの作成 
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1. Terapadメニューバーから「ファイル」＞「新規作成」を選 

2. 保存フォルダを選択 

3. ファイル名「common.css」で保存 

※ファイル名は半角英字 

※拡張子は「.css」 

4.  HTMLファイル の head要素内 に linkタグを記述 

<link href=“common.css" rel="stylesheet"> 



背景に色を定義する 
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background-color: #f0f0f0; 

値 記述例 

カラーキーワード background-color: red; 

色番号（16進数） background-color: #ff0000;  

色番号（10進数） background-color: rgba(255, 0, 0, .5); 

色番号（割合） background-color: rgba(100%, 0%, 0%, .5); 



背景に画像を定義する 
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background-image: url(img/bg.gif); 

値 内容 

url(画像の場所) 画像の場所を絶対パスか相対パスで指定 

指定された画像は要素の背景にタイル状に敷き詰められる 

背景画像の繰り返し表示の設定は次のbackground-repeatプロパティで行う 

背景画像提供サイト 

http://jobtech.jp/design/7/ 



背景画像の繰り返しを定義する 
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background-repeat: repeat-x; 

値 内容 

repeat（初期値） 縦方向、横方向ともに繰り返し表示 

repeat-x 横方向（x軸方向）に繰り返し表示 

repeat-y 縦方向（y軸方向）に繰り返し表示 

no-repeat 繰り返し表示させず、1枚のみ表示 



背景画像の表示位置を定義する 
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background-position: right top; 

値 内容 

left 左寄せで表示 

right 右寄せで表示 

top 上寄せで表示 

bottom 下寄せで表示 

center 中央寄せで表示 

数値 単位つきの数値 

background-position: 10px 20px; 

 



ボックスを定義 

 chapter12 

43 



ボックス構造 

44 

コンテンツ領域 

テキストや画像などのコンテンツを表示領域 

width プロパティで幅、height プロパティで高さを指定 

パディング領域 

枠線内側の余白（内余白）領域 

要素指定の背景色・画像が適用される 

ボーダー領域 

枠線表示領域 

線の種類や、太さ、色を定義可能 

マージン領域 

枠線外側の余白（外余白）領域 

親要素の背景を透過して表示 

margin：マージン領域 

border：ボーダー領域 

padding：パディング領域 

コンテンツ領域 

height：高さ 

width：幅 

ボックスの幅 

ボ
ッ
ク
ス
の
高
さ

 



コンテンツ領域の幅を定義する 
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width: 600px; 

値 内容 

auto（初期値） 親要素の横幅いっぱいに広がる 

数値 単位つきの数値 

割合 親要素の横幅に対する割合 

※インライン要素には指定できない 



コンテンツ領域の高さを定義する 

46 

height: 600px; 

値 内容 

auto（初期値） コンテンツの高さに応じて広がる 

数値 単位つきの数値 

割合 親要素の縦幅に対する割合 
※親要素の高さ指定必須 

※インライン要素には指定できない 
※コンテンツ量が多いと重なるのでボタン等特殊な用途以外は 

 基本的に指定しない 

テキストテキストテキス
トテキストテキストテキ
ストテキストテキストテ
キストテキストテキスト
テキストテキスト テキストテキストテキス
トテキストテキストテキ
ストテキストテキストテ
キストテキストテキスト
テキストテキスト 

2
0
p

x 
2
0
p

x 

※テキスト量が高さ20pxを超えている 

height: 20px; 



パディング領域（内余白）を定義する 
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padding: 20px 30px 40px; 

1～4つの値指定可能（半角スペースで区切る） 

※「0」の時は単位を省略して記述可能 

値 内容 

数値 単位つきの数値（負の値は定義できない） 

枠線内側の余白 

背景色・背景画像が表示される余白 

margin 

border 

padding 

コンテンツ領域 



ボックスの値の指定方法 

48 

padding 

コンテンツ領域 

padding: 20px; 

20px 

20px 

2
0

p
x
 2

0
p

x
 

padding 

コンテンツ領域 

padding: 20px 30px; 

20px 

20px 

3
0

p
x
 3

0
p

x
 

padding 

コンテンツ領域 

padding: 20px 30px 40px; 

20px 

40px 

3
0

p
x
 3

0
p

x
 

padding 

コンテンツ領域 

padding: 20px 30px 40px 50px; 

20px 

40px 

3
0

p
x
 5

0
p

x
 

値１つ：上下左右 値２つ：上下、左右 

値３つ：上、左右、下 値４つ：上、右、下、左 



値 内容 

none（初期値） 表示しない 

solid 1本線 

double 2本線 

dashed 破線 

dotted 点線 

groove 窪んだ線 

ridge 隆起した線 

inset コンテンツ領域が窪んで見える線 

outset コンテンツ領域が隆起して見える線 

枠線の種類（線種）を定義する 

49 

border-style: solid; 

必須：線種の値が 

ないと表示されない 



枠線の幅と色を定義する 
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border-width: 10px; 

値 内容 

数値 単位つきの数値 

border-color: #FF0000; 

値 記述例 

カラーキーワード border-color: red; 

色番号（16進数） border-color: #FF0000; border-color: #F00; 

色番号（10進数） border-color: rgb(255,0,0); 

色番号（割合） border-color: rgb(100%,0%,0%); 

指定しないと「3px」 

指定しないと文字色 



ボーダー領域を一括定義する 
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border: solid 10px #F00; 

値 値の例 

border-styleの値（必須） solid 

border-widthの値 10px 

border-colorの値 #F00 

指定する順番は自由 

border-styleプロパティ以外の値は省略可 

border-styleプロパティは必須 



マージン領域（外余白）を定義する 
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margin: 20px 30px 40px; 

1～4つの値指定可能（半角スペースで区切る） 

※「0」の時は単位を省略して記述可能 

値 内容 

数値 単位つきの数値 

auto 自動計算 

枠線外側の余白 

背景透明（親要素の背景色・背景画像が表示される余白） 

margin 

border 

padding 

コンテンツ領域 



個別に指定 

53 

左指定 プロパティ名-left 

右指定 プロパティ名-right 

上指定 プロパティ名-top 

下指定 プロパティ名-bottom 

padding-left 

padding-right 

padding-top 

padding-bottom 

border-left 

border-right 

border-top 

border-bottom 

margin-left 

margin-right 

margin-top 

margin-bottom 

記述例 



上下マージンの算出方法 

54 

コンテンツ領域 

上の要素：margin-bottom: 30px; 

30px 

下の要素：margin-top: 50px; 

コンテンツ領域 

コンテンツ領域 

コンテンツ領域 

50px 

30px 

50px 

上下マージンは大きな値を採用 



上下パディング・マージンの違い 
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10/margin_padding1.html 

.margin { 

    margin: 30px 0; 

    background-color: #CCC; 

} 

.padding { 

    padding: 30px 0; 

    background-color: #CCC; 

} 

<body> 

<div class="margin">margin</div> 

<div class="margin">margin</div> 

<div class="padding">padding</div> 

<div class="padding">padding</div> 

</body> 

30px 

30px 30px 

30px 

30px 

30px 

30px 

30px 



親子マージンの算出方法 
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.parent{ 

    margin: 30px 0; 

    background-color: #F00; 

} 

.child { 

    margin: 60px 10px; 

    background-color: #FCC; 

} 

<body> 

<div class="parent"> 

<div class="child">child</div> 

</div> 

</body> 

30px 

30px 

60px 

60px 

親と子で上下マージンの値が違う場合
値の大きい方を適用 

親要素に特定のCSS を定義で 

親子のマージン相殺を解除 

border    
padding  
position:absolute, fixed (relative, static は適用されない)  
overflow:hidden, scroll, auto (visible は適用されない) 



左右マージンの「auto」 

57 

左右マージンにauto を指定した場合、 

親要素の横幅からマージン以外の横幅を引いた値が自動計算され適用 

要素自体を中央揃えは 

左右マージン「auto」  

対象要素に横幅の指定必須
※width指定なしの場合 

 親要素いっぱい横幅で 

 マージン「0」になる 

text-aligh は要素内コンテンツ
の中央揃え 

要素自体中央揃えではない 



リストのスタイルを定義 

  Chapter12 

58 



外部CSSファイルの作成 
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1. Terapadメニューバーから「ファイル」＞「新規作成」を選択 

2. 1行目に文字コード指定の「@charset "UTF-8";」を記述
※TeraPad右下で文字コードが一致していることを確認 

3. 保存フォルダを選択 

4. ファイル名「list.css」で保存 

※ファイル名は半角英字 

※拡張子は「.css」 

5.  HTMLファイル の head要素内 に linkタグを記述 

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



list-style-type: none; 

マーカーを定義する 

60 

値 内容 

disc 黒丸：● 

circle 白丸：○ 

square 四角：■ 

none 表示しない 

値 内容 

decimal アラビア数字：１、２、３ 

lower-alpha 小文字アルファベット：a、b、c 

upper-alpha 大文字アルファベット：A、B、C 

lower-roman 小文字ローマ数字：i、ii、iii 

upper-roman 大文字ローマ数字：I、II、III 

none 表示しない 

ul要素の値 ol要素の値 



マーカー画像を定義する 

61 

list-style-image: url(img/mark.gif); 

値 内容 

url(画像の場所) 画像の場所を絶対パスか相対パスで指定 

list-style-typeとlist-style-imageを同時に指定した場合は、 

list-style-imageが優先 



画像のスタイルを定義 

  Chapter13 
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float: right; 

要素を浮かせて配置する 

63 

値 内容 

left 対象要素を左に浮かせて配置 
後に続くコンテンツが右の空いたスペースに回り込む 

right 対象要素を右に浮かせて配置 
後に続くコンテンツが左の空いたスペースに回り込む 

none（初期値） 浮かせて配置しない 



要素の回り込み 

64 

HTMLの各要素は空いているスペースがある場合上へ移動しようとする 

floatプロパティで対象要素を浮かせると、後に続く要素が上へ移動 

上へ移動した要素内のコンテンツはfloatさせた要素の領域をさけて表示 

 
floatプロパティは対象要素を浮かせるプロパティ 

副産物として回り込みが発生 



clear: both; 

回り込みの解除 
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値 内容 

left float: left;により回り込んだ要素の回り込み解除 

right float: right;により回り込んだ要素の回り込み解除 

both 左右両方の回り込みを解除 

none（初期値） 回り込みの解除をしない 
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回り込みが 

起きている状態 

回り込みを 

解除した状態 

clear: both; 



セレクタの種類 

  Chapter16 

67 



] 

] 

idセレクタ 

68 

id属性名を使ってスタイル定義箇所を特定する 

idセレクタは「#」始まり 

①HTML文書の対象要素に id属性 を記述する 

<要素名 id=“id名”>対象コンテンツ</要素名> 

②idセレクタを使用してスタイルを定義する 

#id名 { 

    プロパティ: 値; 

} 

<div id=“header”>ヘッダーパーツ群</div> 

#header { 

    color: red; 

} 



] 

] 

classセレクタ 

69 

class属性名を使ってスタイル定義箇所を特定する 

classセレクタは「.」始まり 

①HTML文書の対象要素に class属性 を記述する 

<要素名 class=“class名”>対象コンテンツ</要素名> 

②classセレクタを使用してスタイルを定義する 

.class名 { 

    プロパティ: 値; 

} 

<p class=“pickup”>ピックアップ項目</p> 

.pickup { 

    color: red; 

} 



] ] 

セレクタのグループ化 
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複数個所に同じスタイルを定義する場合グループ化できる 

グループセレクタは「,」で区切る 

h1, h2 { 

    color: red; 

} 

h1 { 

    color: red; 

} 

h2 { 

    color: red; 

} 

 



] 

子孫セレクタ 

71 

対象要素内にある特定の要素を指定する 

対象セレクタを半角スペースで区切る 

#header  p { 

    font-size: 20px; 

} 

<body> 

<div id=“header”> 

</body> 

</div> 

<h1>見出し１</h1> 

<p>段落</p> 

<p>段落</p> 

： 

id名「header」グループ内の 

p要素のみ対象になる 

子孫セレクタを使用することで 

id名やclass名を最小限にできる 

半角スペース 



a要素に対する擬似クラス 

72 

リンクの状態をあらわす擬似クラス 

a要素に対する擬似クラスは「a:状態」と指定 

必ず以下の順番で記述 ※省略は可 

a:link 
リンク先未訪問時のスタイルを定義 

a:visited 
リンク先訪問済時のスタイルを定義（セキュリティ上の理由でスタイル限定） 

※Firefox：背景色適用できない等 

a:hover 
リンク対象にカーソルが乗った時のスタイルを定義 

a:active 
ブラウザがリンク先にアクセスしている時のスタイルを定義 



スタイルシートの継承 

  Chapter17 
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現代人の <em>疲れ</em> の原因は？ 

要素の入れ子構造 
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<body>(親要素) 

<div>（基準） 

<p>（子要素） （孫要素） 

<body> 

    <div> 

        <p> 
        現代人の<em>疲れ</em>の原因は？ 

        </p> 

    </div> 

</body> 



要素のツリー構造 
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<html> 

    <head> 
        <title>ツリー構造の例</title> 

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

    </head> 

    <body> 
        <h1>見出し1</h1> 

        <ul> 
            <li>リストの中身</li> 

            <li>リストの中身</li> 

        </ul> 
        <h2>見出し2</h2> 

        <p>段落（<em>強調</em>）という構造。</p> 

    </body> 

</html> 



要素のツリー構造 

76 

第４階層 

第３階層 

第２階層 

第１階層 html 

head 

title link 

body 

h1 ul 

li li 

h2 p 

em 



スタイルの継承 
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Cascading:階段状の、滝のような 
Style:見た目 

Sheets:紙 

 

プロパティ 継承 

background-color × 

border × 

color ○ 

font-size ○ 

font-weight ○ 

line-height ○ 

margin × 

padding × 

text-align ○ 

width × 

親要素の指定定義が子要素に引き継がれる 

※引き継がれないプロパティもあるので注意 

 文章系は引き継がれる 

 ボックス系は引き継がれない 



継承を利用しない 
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第４階層 

第３階層 

第２階層 

第１階層 html 

head 

title link 

body 

h1 ul 

li li 

h2 p 

em 

h1 { color: green; } 

ul { color: green; } 

li { color: green; } 

h2 { color: green; } 

p { color: red; } 

em { color: red; } 



継承を利用する 

79 

第４階層 

第３階層 

第２階層 

第１階層 html 

head 

title link 

body 

h1 ul 

li li 

h2 p 

em 

親要素の指定定義が子要素に引き継がれる 

body {  

    color: green;  

} 

p {  

    color: red;  

} 



display: block; 

表示方法の定義 
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値 内容 

block ブロックレベル要素として表示（幅と高さの定義、改行） 

inline インライン要素として表示（横並び） 

none 非表示（印刷用CSSなどでメニューを非表示にしたりする） 

※表示の定義であり、要素本来の性質は変わらない 
 インラインの中にブロックレベルを入れ子にしたりはできない 



positionで要素の位置を定義 

  Chapter19 
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position: absolute; 

ボックスの配置 

82 

値 内容 

relative 相対位置への配置（基準は現在位置） 

absolute 絶対位置への配置（基準はstatic以外の値が設定された一番
近い親要素。static以外の値を設定した親要素がない場合は
ブラウザの画面枠。） 

fixed 絶対位置＋固定（基準はブラウザの画面枠かつスクロール
時も位置固定） 

static（初期値） 通常の配置 



ボックスの配置位置指定 

83 

positionプロパティで「relative」「absolute」「fixed」
を指定することで使用可能 

左からの位置指定 left 

右からの位置指定 right 

上からの位置指定 top 

下からの位置指定 bottom 

値 内容 

単位付き数値 基準枠からの位置を数値にpxやem、%などの単位をつけて指定 

auto（初期値） 自動的に位置調整 
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サンプルテキスト 
.parent { 

  background-color: #FCC; 

  width: 400px; 

  height: 400px;} 

.child { 

  background-color: #FFC; 

} 

<body> 

<div class="parent"> 
サンプルテキスト<span class="child">子要素</span> 

</div> 

</body> 

子要素 

position0.html 

style0.css 
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サンプルテキスト 
.parent { 

  background-color: #FCC; 

  width: 400px; 

  height: 400px; 

} 

.child { 

  background-color: #FFC; 

  position: absolute; 

  right: 0; 

  top: 0; 

  width: 100px; 

  height: 100px; 
} 

<body> 

<div class="parent"> 
サンプルテキスト<span class="child">子要素</span> 

</div> 

</body> 

子要素 

position1.html 

style1.css 

■絶対配置 

ブラウザの画面枠を基準に 

右から0px、上から0pxの 

位置に配置 

※重なったコンテンツは 

 隠れてしまうので注意 

※親要素は絶対配置要素の 

 高さを検出できないので 

 注意 

 
絶対配置指定で 

幅と高さの指定可 
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サンプルテキスト 
.parent { 

  background-color: #FCC; 

  width: 400px; 

  height: 400px; 

} 

.child { 

  background-color: #FFC; 

  position: absolute; 

  /* right: 0; */ 
  top: 0; 

  width: 100px; 

  height: 100px; 

} 

<body> 

<div class="parent"> 
サンプルテキスト<span class="child">子要素</span> 

</div> 

</body> 

子要素 

position2.html 

style2.css 

■絶対配置 

ブラウザの画面枠を基準に 

上から0pxの位置に配置 

 
左右の指定はないので、 

通常位置のまま 

あえて位置指定をしないことで 

通常位置を維持できる 
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サンプルテキスト 
.parent { 

  background-color: #FCC; 

  width: 400px; 

  height: 400px; 

  position: relative; 
} 

.child { 

  background-color: #FFC; 

  position: absolute; 

  right: 0; 

  top: 0; 
  width: 100px; 

  height: 100px; 

} 

<body> 

<div class="parent"> 
サンプルテキスト<span class="child">子要素</span> 

</div> 

</body> 

子要素 

position3.html 

style3.css 

■絶対配置 

右から0px、上から0pxの位置に配置 

 
■基準枠 

クラス名parentの枠を基準に絶対配置 

static（初期値）以外の値をもつ 

親要素を基準枠とする 

※レイアウトに影響の少ない 

 relativeを指定することが多い 



88 

サンプルテキスト 

<body> 

<div class="parent3"> 

  <div class="parent2"> 

    <div class="parent1"> 
    サンプルテキスト<span class="child">子要素</span> 

    </div><!-- .parent1 --> 

  </div><!-- .parent2 --> 

</div><!-- .parent3 --> 

</body> 

position4.html 

■基準枠 

クラス名parent1の枠を基準 

static（初期値）以外の値をもつ 

一番近い親要素を基準枠とする 

サンプルテキスト サンプルテキスト 子要素 
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サンプルテキスト 

<body> 

<div class="parent3"> 

  <div class="parent2"> 

    <div class="parent1"> 
    サンプルテキスト<span class="child">子要素</span> 

    </div><!-- .parent1 --> 

  </div><!-- .parent2 --> 

</div><!-- .parent3 --> 

</body> 

position4.html 

■基準枠 

クラス名parent1の枠を基準 

static（初期値）以外の値をもつ 

一番近い親要素を基準枠とする 

サンプルテキスト サンプルテキスト 子要素 
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サンプルテキスト 

body { 

  margin: 0; 

} 

.fixed-parts { 

  background-color: rgba(0,0,255,.5); 

  position: fixed; 
  width: 100%; 

  height: 60px; 

} 

.content { 

  background-color: #fcc; 

  height: 4000px; 

  padding-top: 60px; 

} 

<body> 
<div class="fixed-parts">固定パーツ</div> 

<div class="content">コンテンツ</div> 

</body> 

子要素 

position5.html 

style5.css 

■fixed：絶対配置+固定 

 (ｽｸﾛｰﾙしても動かない) 

top,bottom,left,rightプロパティが使用可 

※fixed指定で高さを検出しなくなるので 

 注意 

※relative基準枠は使えない 


