著者プロフィール

谷 拓樹（たに・ひろき）

株式会社サイバーエージェント フロントエンドエンジニア
中小企業向けのアプリケーション開発、スタートアップでのスマートフォンサイト制作などを
経て、現在はコミュニティサービスの開発、UI デザイン、テクニカルディレクションを担当
している。Frontrend、JS Girls、html5j などのコミュニティ活動や講演活動、その他技術書
（ラトルズ）など。
の執筆もおこなう。著書に『HTML5 ＋ CSS3 で作る 魅せる iPhone サイト』
● Twitter : http://twitter.com/hiloki
●ブログ : http://inkdesign.jp
● GitHub : https://github.com/hiloki/

本書サポートページ
本書に掲載されているサンプルコードは、本書のサポートページからダウンロードできます。

URL

http://www.impressjapan.jp/books/1113101128

本文中の製品名およびサービス名は、一般に各開発メーカーおよびサービス提供元の商標または登録商標です。なお、本文中には™および ® マークは明記して
いません。

はじめに
私が Web 業界での仕事をはじめて 10 年近くになりますが、もともとはエンジニアというよりは、
デザイナーと呼ばれるレイヤーの出身です。規模の小さな IT ベンチャーで、UI デザイナー兼マー
クアップエンジニアを勤めるところからはじめ、これまで多くのデスクトップ向け、スマート
フォン、タブレット向けの Web サイト、Web アプリケーションの開発に関わり、それぞれで

HTML/CSS の設計と実装を主に担当してきました。
その間、何万行にもおよぶ CSS を書いてきたわけですが、それでも一度も 100% 壊れない、完
璧な CSS を書けたという記憶はありません。それは 10 年の経験が生かせていないというわけ
ではなく、CSS という言語の限界があり、多くの著名な開発者であっても同様です。
しかし、CSS 開発における多くの失敗は多くのアイデアを生み出します。本書で紹介する

OOCSS や SMACSS、BEM などのプラクティスは、それらの経験をもとにして生まれたもの
です。
また、それぞれのプラクティスは、すべての問題を解決できる唯一のベストプラクティスとい
うわけではありません。本文でも各所で伝えていますが、みなさんのチーム、プロジェクトの
問題に対し、解決につながるヒントが見つかったら、適材適所でその良い所を採用してください。
そのためのアイデアは、本書にたくさん詰め込んだつもりです。
壊れない完璧な設計を求めるのではなく、壊れたときに勇気を持って修復できる設計を
これは僕にとっての CSS 設計の師匠である斉藤祐也氏の言葉ですが、本書を手にとったみなさ
んにもこの言葉を捧げます。

謝辞
本書の執筆にあたり、お声がけいただいたインプレスの柳沼俊宏さん、リブロワークスの大津
雄一郎さんをはじめ、本書のレビューにご協力いただいた斉藤祐也さんにお礼を申し上げます。
同じ職種であり、本書を書くにあたっての相談やフィードバック、またプライベートにおいて
も本書に集中させてくれた妻に感謝します。

2014 年 7 月
谷拓樹

CONTENTS 目次
著者プロフィール

2

はじめに

3

第1章
1-1

CSS における設計とは

CSS 設計の重要性

8

フロントエンドと CSS の仕事
より良い CSS のゴール

8
9
10

破綻しやすい CSS

13

HTML の構造に依存している

13
16
18
20
21

開発に欠かせない設計

1-2

スタイルを取り消している
絶対値を多用している
修正しやすい CSS へ
モダンなサイト構築ワークフロー

第2章
2-1

2-2

7

CSS の基本を振り返る

23

CSS セレクタと詳細度

24

カスケーディングの基本
詳細度
詳細度の計算

24
25
29

セレクタのリファクタリング

31

セレクタをより安全でシンプルなものに

31
31
33
33
37

要素セレクタを省略する
セレクタを短くする
セレクタを限定的にする
クラスセレクタを活用する

第3章
3-1
3-2

コンポーネント設計のアイデア

CSS におけるコンポーネント設計

42

コンポーネントとは

42

OOCSS

45

OOCSS の原則
構造と見た目の分離

46
47
51

コンテナーとコンテンツを分離

3-3

3-4
3-5

3-6

SMACSS

53

カテゴライズ
命名規則

54
63

BEM

69

MindBEMding

72

MCSS

77

マルチレイヤー CSS
MCSS のレイヤー

77
81

FLOCSS

87

自分の設計手法を考える
FLOCSS の構成

87
87
88
88
88
89
90
91

基本原則

Foundation
Layout
Object
命名規則
カスケーディング

第4章
4-1

4-2

コンポーネント設計の実践

95

コンポーネントをどのように作るか

96

最適化を焦らない

Rule of three
SOLID CSS

96
97
99

よくあるコンポーネントの設計・実装パターン

105

ボタン

105
112
118
120
125
127
133
140

アイコン
見出し
メディア
ナビゲーション
リスト
グリッド
汎用クラス

41

第5章
5-1

CSS プリプロセッサを

用いた設計と管理

コンポーネントを個別に管理する

144

Sass を使った管理方法
マルチクラスとシングルクラス

145
147
152
157

セマンティックなクラス名

Sass の注意点

第6章
6-1

コンポーネントの運用に
必要なツール
162

CSS のコメント
スタイルガイド、パターンライブラリ

162
163
166

スタイルガイドの作成方法

171

スタイルガイドのテンプレート

171
173
180
181

スタイルガイドジェネレータ
ワークフローを見直す

CSS 開発・設計に役立つツール

第7章
7-1

7-2

161

コンポーネントの運用
ドキュメンテーション

6-2

143

Web Components の可能性

187

HTML/CSS のコンポーネント化

188

現状の HTML/CSS における限界

Web Components とは
Web Components の仕様

188
188
189

独自のコンポーネントを作る

193

モデルとなるコンポーネント

機能追加とスタイリング
コンポーネント開発の時代に備えて

193
195
195
196
203
209

索引

211

my-alert 要素を作る
ライフサイクルコールバック

Templates と Shadow DOM

CSS における設計とは
Web開発において、設計はどの工程においても欠かせないプロセ
スです。しかし、宣言型スタイル言語であるCSSにおける設計と
いうのは、他のプログラミング言語ほど定着していません。より複
雑になっていくWebサイトや Webアプリケーションを作る機会が増
えている今、「ちゃんとCSSを書く」ために設計を考えてみましょう。
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CSS 設計の重要性
運用期間が長く、規模が大きくなっていくWeb サイト、アプリケー
ションのコードを管理するのは大変むずかしいものです。正確にいえ
ば、中長期にわたって運用していく中で、コードを無駄に肥大化させず、
思いもよらないバグを招かないようなコードを書く、というのが容易で
はありません。そのためには、一時しのぎの自分だけにしかわからな
いようなコードを書くのではなく、だれにでも理解しやすいコードを書
くことが重要です。それは CSS も例外ではありません。どのようにす
れば理解しやすく、安全な CSS が書けるのかを考えてみましょう。

フロントエンドと CSS の仕事
CSS における設計とは

私たちフロントエンドの仕事は、デザイナーが Photoshop で作り上げたデザ
インカンプをブラウザ上で表現するだけで完結することはほとんどありません。
厳密にいえば、仕事の形態として納品すれば終わり、ということはあるかもしれ
ませんが、そのプロジェクトは納品後も中長期にわたって運用されます。
その運用フェーズの中で、コンテンツが増え続け、ときにはキャンペーンや小
さなリニューアルを経て変化をしていきます。その中で、納品先の担当者や、自
社サービスでの運用を担当する開発者はコードをメンテナンスし続けなければい
けません。
この本を手に取っている読者のみなさんは、おそらくは上記のいずれかに該当
するのではないかと思います。プロジェクトの立ち上げ時から関わり、1 行目の
コードを書く立場かもしれませんし、どこかのだれかが書いたコードをメンテナ
ンスする立場かもしれません。
いずれにせよ、前者であれば後任者が困らないようなコードを、後者であれば
メンテナンスにつれてひどくならないようなコードを書くべきです。理解できな
いコードを書くことは、他の開発者だけではなく、1 カ月後、1 週間後、3 日後
の自分も困らせてしまうことがあります。残念ながら、そうした問題に直面して
はじめて、ちゃんとコードを書くべきだった、と後悔することになります。
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運用の中でコンテンツが増え、
より多くの人が関わるようになっていく……

しかし、HTML5 の登場や、単純な Web サイトから複雑な Web アプリケーショ
ンへの発展によって、リッチな Web サイトを扱うようなことが常態化した今、
コードもどんどん複雑化しています。
本書でフォーカスする CSS も例外ではなく、CSS そのものがアニメーション
のような表現を扱うようにもなれば、一方でより多くのレイアウトの機能を持っ
たり、高解像度なモバイルブラウザに対応したりするためにテクニックを駆使し
なければいけないこともあります。リッチな表現としては JavaScript が注目さ
れがちなのが昨今の Web ですが、その背景で CSS としてのアーキテクチャ（設
で、より品質の高い Web サイト、アプリケーションを構築することができます。
そのために、CSS における設計というものを、今改めて考えることが重要に
なってきているのです。

開発に欠かせない設計

1-1 CSS 設計の重要性

計思想）や、開発効率やメンテナンス効率を上げるための手法をとり入れること

「設計」という言葉を広くとれば、企画やデザインの工程においては、情報設
＊

ヒント 1
Backbone.jsや
Knockout.jsなど、MVC
（Model View Controller）
や MVVM（ Model View
ViewModel ）の思想を取
り入れたフレームワーク
の導入が増えています。

計や UI 設計が欠かせませんし、開発工程においては、バックエンドとしてのサー
バやデータベースの設計などが必要です。フロントエンドにおいては、特にこの
近年の傾向として、MV* 系＊ 1 のアーキテクチャが話題となる JavaScript の設計
も非常に重要になってきていますが、CSS も例外ではありません。
ここで設計そのものがなぜ必要なのかを含めて、CSS 設計の必要性を考えて
みましょう。
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こうした設計、アーキテクチャの話になるとよく例えられるのは建築の話です
（そもそもアーキテクチャという言葉が建築用語由来ではありますが）
。理想的な
完成予想図だけを見て、それがどういった作りになっているかも把握せず、本当
に安全で美麗なものが作れるでしょうか。
私たちの Web における開発の仕事でいえば、完成予想図は Photoshop で作
りこまれたデザインデータに置き換えて考えることができます。単純にそれを再
現するだけであれば、いくつかのブラウザのバグに対応しなければいけないもの
の、それほどむずかしいというわけではありません。
問題は、先に触れた通り、そのプロジェクトが運用フェーズに入り、多くの改
修が必要となったときです。
昨日まで単色の淡いベージュの背景だったところが、今日には青と白のストラ
イプに変更するといわれれば、それは難しくありませんし、建築物でいっても塗
り替え・張り替えだけで済む程度です。
しかし、建築物と違い、Web では構造そのものを大きく変更したり、予想外
の要素を差し込む、もしくは差し引かなければいけなかったりすることもありま
す。 とはいえ、このような事態が起こりうるからといって、だれもその未来を
予測することはできません。
本書全体を通じて伝えたい 1 つのメッセージなのですが、どのような変化に対
しても、まったく手を入れる必要がない CSS を書くというのは不可能です。そ

CSS における設計とは

のため私たちができること、そして本書で解説することは、いかにしてメンテナ
ンス効率を下げずに、また少ない工数で改修ができるようにするための設計を考
えるかということです。

より良い CSS のゴール
より良い設計のゴールとして、Google のエンジニアであり、HTML/CSS
関 連 の ツ ー ル や ド キ ュ メ ン ト を 残 し て い る フ ィ リ ッ プ・ ウ ォ ル ト ン 氏（@

philwalton）氏のブログ記事から引用すると、次の 4 つが挙げられます
• 予測しやすい
• 再利用しやすい
• 保守しやすい
• 拡張しやすい
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図1

。

図1

CSS Architecture（http://philipwalton.com/articles/css-architecture/）
（http://article.enja.io/articles/css-architecture.html）
CSS Architecture（日本語訳）

これらのゴールは引用元の記事にもあるように、CSS に限らずソフトウエア
開発、プログラミング言語全般においていえることであり、逆にいえば、多くの
プログラミング言語の持つプラクティスのエッセンスは CSS においても生かす
ことができます。

CSS において、これらが具体的にどういう意味を持つかを説明しておきます。

予測しやすい、というのは期待通りに振る舞うかどうか、ということです。他
のルールが影響して、記述したルール通りの振る舞いや見栄えにならない、また
は追加したルールが他のルールに影響を与えることがないようにするということ
です。

1-1 CSS 設計の重要性

予測しやすい

再利用しやすい
スタイルがコピー & ペーストされて膨らみ続ける CSS にならないためにも、
再利用しやすいルールを持つことは重要です。再利用しやすいルールというのは
抽象的で、機能ごとに分離されている必要があります。遭遇した UI デザインの
マークアップ、CSS を一度作れば、再度同じような UI に遭遇したときに、わざ
わざ書き直す必要がないようにするのが理想的です。
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保守しやすい
新しいルールを追加・更新するときに、既存のルールのリファクタリングを必
要としないことが大事です。追加したルールによって、既存のルールを壊してし
まうのは避けましょう。

拡張しやすい
自分と、自分以外のプロジェクトに関わる開発者にとってメンテナンス・管理
がしやすいものである必要があります。ここでの拡張しやすさというのは、単純
に CSS のルールとしてというだけでなく、その CSS 設計が、サイトの規模が大
きく複雑になるにつれて、拡張しやすいようなものになっているかということで
す。また他の開発者が関わるプロジェクトにおいて、その CSS 設計の学習コス
トは低くあるべきです。
この 4 つのゴールを満たすことができる CSS であれば、良い設計の CSS とい
えます。しかし CSS はこれらを満たすには非力で、容易にコードが破綻してし
まいます。次のセクションでは、どのように CSS が破綻していくのかを考えて
みましょう。

CSS における設計とは
12

1

2

破綻しやすい CSS
単純に書くだけであれば簡単な CSS ですが、運用をしていくとなる
と扱いが非常にむずかしくなります。簡単であるがゆえに、自由に
書けて、その場限りではそれらしい見た目をつくる、というのが裏目
に出てしまい、コードを破綻させてしまいます。
CSS は宣言型の言語で、扱いも他のプログラミング言語などと比べれば、基
本的には単純です。
C SS

.text {
color: red;
}
このように「文字色を red にする」という書式を color プロパティと red という
値で示し、またセレクタを用いて、対象の HTML 要素を指定するだけで記述で

CSS の仕様レベルが上がるにつれて、新たな機能や構文を覚える必要がある
とはいえ、基本的には .selector { property: value } といったフォーマットと、
スタイルを作るのに必要なだけのプロパティとその値を覚えればいいだけです。
そうした非常に簡単かつ自由に書けるという反面で、容易に破綻してしまうと
いうリスクも抱えています。
次に挙げていくのは、効率的ではない CSS 設計の例です。

1-2 破綻しやすい CSS

きます。

HTML の構造に依存している
多くの場合、サイトやアプリケーションの機能仕様やデザインが変われば、

HTML のマークアップも変わるため、HTML の構造に依存している JavaScript
や CSS も修正する必要があります。
ここで簡単な HTML の変更と、それに伴う CSS の修正が必要なケースを紹介
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図2
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1
図2

ブログの記事タイトルと本文のサンプル

HTML

<article>
<h1> ブログの記事タイトル </h1>
<div>
<p> ブログの本文 </p>
</div>
</article>
C SS

CSS における設計とは

article h1 {
border-bottom: 2px solid #000;
margin-bottom: 1em;
padding: 10px;
font-size: 24px;
font-weight: bold;
}
これがもし次のようなマークアップになった場合、CSS も変更する必要があ
ります。
HTML

<div>
<h2> ブログの記事タイトル </h2>
<div>
<p> ブログの本文 </p>
</div>
</div>
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C SS

div h2 {
border-bottom: 2px solid #000;
margin-bottom: 1em;
padding: 10px;
font-size: 24px;
font-weight: bold;
}
あらかじめ次のような class を使ったマークアップにしていればどうでしょう
か。
HTML

<article class="entry">
<h1 class="entry-title"> ブログの記事タイトル </h1>
<div class="entry-body">
<p> ブログの本文 </p>
</div>
</article>
あわせて CSS は次のようにします。
C SS

仮に先ほどのようなマークアップの変更があったとしても、同じ class を与え

1-2 破綻しやすい CSS

.entry-title {
border-bottom: 2px solid #000;
margin-bottom: 1em;
padding: 10px;
font-size: 24px;
font-weight: bold;
}
れば CSS 側は基本的に変更する必要がなくなります。
HTML

<div class="entry">
<h2 class="entry-title"> ブログの記事タイトル </h2>
<div class="entry-body">
<p> ブログの本文 </p>
</div>
</div>
この例に限らず、HTML マークアップへの依存がもっと深いセレクタを書い
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てしまうこともあるでしょう。
C SS

#sidebar ul li a { ... }
#sidebar ul li ul li a { ... }
body#home .column1 #main { ... }
article header p:first-child { ... }
デザインカンプを見ながら、class をほとんど使わないシンプルなマークアッ
プで作ったり、CSS の :first-child のような賢いセレクタを使ったりすること自
体は悪いことではありません。
しかし、中長期にわたって運用されるプロジェクトにおいては、これらが修正
範囲を広げてしまう要因になることが多いのです。マークアップがシンプルであ
ることは大事ですが、CSS 設計とのバランスを考える必要があります。

スタイルを取り消している
スタイルの取り消しというのは、一度定義したルールを何かしらの理由で 0 や

CSS における設計とは

none といった値でリセットするようなことを指しています。
例えば、前述の例と同じ、下線つきの見出しのデザインがあるとします。
C SS

.title {
border-bottom: 2px solid #000;
margin-bottom: 1em;
padding: 10em;
font-size: 24px;
font-weight: bold;
}
基本的にはこのスタイル定義で通用するものの、あるタイミングで下線が不要
なデザインの見出しが必要となりはじめたとします。その場合、おそらく多くの
人は次のようなルールを新たに追加するでしょう。
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C SS

.title {
border-bottom: 2px solid #000;
margin-bottom: 1em;
padding: 10px;
font-size: 24px;
font-weight: bold;
}
.no-border {
padding-bottom: 0;
border-bottom: none;
}
HTML

<h2 class="title no-border"> 見出し </h2>
このパターンがまさに下線を「取り消す」ためのルールが追加された状態です。
それに対し、次のパターンでは下線を「追加する」ためのルールを作ります。
C SS

HTML

<h2 class="title headline"> 見出し </h2>

1-2 破綻しやすい CSS

.title {
margin-bottom: 0.5em;
font-size:2em;
}
.headline {
padding-bottom: 10px;
border-bottom: 2px solid #000;
}

両者を見比べれば、単純にコード量が減っていることがわかります。これは単
純な例ですが、より複雑なデザインやコードにおいては、無駄なコードが増えて
しまう要因になりえます。ルールを書き進めていくときには、定義したルールを
取り消すのではなく、追加していくようにするといいでしょう。
もし border:none や padding:0 のような取り消しのルールが増えはじめたと
き、または 1 つのルールセットに、多くのプロパティが宣言されているのが目立
つようになったときには、立ち止まってコードを振り返ってみることをおすすめ
します。
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絶対値を多用している
デザインカンプの見た目を再現することにフォーカスすると、要素ごとの余白
や座標、フォントサイズの値を Photoshop などのツールでピックアップし、そ
れを CSS へと置き換えるのに努めるでしょう。
基本的に Photoshop などのツールからこれらの値をピックアップする場合、
それらは 16px、24px というような絶対値になります。ここではフォントサイ
ズとその行間における、絶対値指定のバッドプラクティスを説明します

図3

図3

。

リード文と本文のサンプル

基本となるフォントサイズに対し、リード文にあたる段落だけフォントサイズ

CSS における設計とは

が大きくなるようなデザインがあるとしましょう。素直にこれらのフォントサイ
ズと行間（行送り）の値を取得して CSS に反映させるなら次のようになります。
HTML

<div class="intoduction">
<p class="lead">CSS の設計はとてもむずかしい。</p>
<p>CSS は他の言語よりも非力で、強固な設計を前提にしてコードを書くことは
むずかしい。</p>
</div>
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C SS

.intoduction {
line-height: 27px;
font-size: 18px;
}
.lead {
margin-bottom: 0.5em;
text-align: center;
line-height: 54px;
font-size: 36px;
font-weight: bold;
}
しかしよく値を見てみれば、どちらの line-height も、フォントサイズに対す
る倍率は 1.5 です。つまりは次のように書き換えることができます。
C SS

このリファクタリングのポイントは、次の 3 つです。

1-2 破綻しやすい CSS

.intoduction {
line-height: 1.5;
font-size: 18px;
}
.lead {
margin-bottom: 0.5em;
text-align: center;
/* line-height: 1.5; 親の `.introduction` の `line-height`
を継承するので指定不要 */
font-size: 36px;
font-weight: bold;
}

• line-height を相対値にすることで、フォントサイズが仮に変わっても、同じ
倍率を保つ

• line-height は値を子要素に継承するため、子要素に同じ line-height を指定
する必要がない

• line-height プロパティの単位のない値にすることで、その要素のフォントサ
イズに対する倍率で行送りが計算される

1 つ目は、基本的に 1.5 倍であることを前提にすれば、フォントサイズの調整
が入ったとしても line-height の値を修正する必要はありません。

2 つ目については CSS の継承についての理解が少し必要です。フォント関連
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1

のプロパティ（color,font-size,line-height など）や一部のプロパティは、値を子
要素に継承します。例えば body{...} に color:red とすれば、color プロパティで
任意の指定をされていない要素の文字色はすべて赤色になるはずです。

3 つ目は、line-height プロパティのベストプラクティスです。意図的にあえて
絶対値や単位を必要としない限り、単位をつけないほうが好ましいです。絶対値
および絶対単位でなく、em や % といった相対単位もありますが、それでは今回
の例では意図通りの行送りにはならないので気をつけるようにしましょう

図4

図4

。

line-height に emを使用した場合

C SS

CSS における設計とは

.intoduction {
line-height: 1.5em; /* 計算後の line-height: 27px; が値と
なっている */
font-size: 18px;
}
.lead {
margin-bottom: 12px;
/* line-height: 27px; が継承されてしまう */
text-align: center;
font-size: 36px;
font-weight: bold;
}

修正しやすい CSS へ
ここまで挙げた例は非常に小さなケースであり、本当にこの程度のことであれ
ば、CSS を書き直すことも大したコストではないかもしれません。しかし、時
間をかけてコードはどんどん複雑になっていくものです。そうすると、ちょっと
した修正のはずなのに、多くの時間を割かなければいけなかったり、その小さな
修正が、どこかで大きなバグを生み出したりする可能性があります。
こうした破綻を起こさないための CSS 設計を考える、というのはいいことで
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はありますが、現実的に破綻を起こさないのは不可能といえるでしょう。
本書で解説する CSS の設計とは、そしてその重要さというのは、いかにして
破綻しない CSS を書くのか、ということではなく、修正しやすい CSS を書くと
いうことにつきます。それはつまり、何か問題が発生したときに、勇気を持って
コードに手を入れることができるか、ということです。
それを踏まえて考えることが、CSS 設計である、といえるでしょう。

モダンなサイト構築ワークフロー
この数年で Web サイト、Web アプリケーションの構築ワークフローは変わり
つつあり、従来のウォーターフォール型の直線的なワークフローではなく、短い
サイクルで検証を繰り返すワークフローを取り入れるプロジェクトが増えていま
す。
ウォーターフォール
要件定義
設計

1-2 破綻しやすい CSS

実装
検証

アジャイル、イテレーション（繰り返し）
要件定義

要件定義
設計

要件定義
設計

実装

設計
実装

検証

実装
検証

検証

もちろんそのプロジェクトの性質などによって最適なワークフローは変わりま
す。 例えば、マルチデバイス対応としてレスポンシブ Web デザインを取り入れ
るようなプロジェクトではどうでしょうか。
時間をかけて多数のスクリーンサイズ分のデザインカンプを一気に作り、それ
を完全にブラウザで再現して動くようにするとしましょう。
しかし動くものを実際に見た時点で、デザイン、機能その他がいまいちなので
デザインカンプの修正からやり直す、
という経験がある人は少なくないでしょう。
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直線的なワークフローでは問題が発生したときの手戻りの幅が大きく、それだ
けコストもかかりますし、スケジュールが決まっていれば、それに間に合わせる
ために品質を下げてしまうようなこともあるかもしれません。
そのようなワークフローに対し、もっと小さな機能単位で設計・実装・検証・

1

改修を行うワークフローが近年求められています。
フロントエンドができることの 1 つは、早期に HTML のプロトタイプを作成
することです。PNG や JPEG といった画像を印刷したり、ブラウザで擬似的に
見せたりするのではなく、実際にブラウザでどのように振る舞うのかを検証する
ことができます。
＊

ヒント 2
ここでのブレークポイン
トとは、
レスポンシブWeb
デ ザ イ ン へ の 対 応 で、
UI
や機能を切り替えるスク
リーンサイズなどの基準
を指します。

HTML として動くものを見てはじめて、ブレークポイント＊ 2 ごとの UI やデザ
イン要素の変化、機能面でどういった対応が必要かを考えることができます。
そうすると、小さな単位での検証と改修が発生し、必要に応じてフロントエンド
の領域でも改修が発生します。
そこで、CSS もある程度の変更に耐えうる、または変更があっても容易に改
修ができるような設計であることが求められ、開発のスピードを早くするために
必要となります。
変更の範囲というのはさまざまですが、例えば、右カラムにあったものを左カ
ラムへ、またが A というページにあった X という要素を、B というページの Y と
いう要素と入れ替えるといったことが、容易に行えるようになると、プロトタイ

CSS における設計とは
22

プとしての価値が上がります。
このような入れ替えが利くようにするための基本設計として、要素を部品＝モ
ジュール、コンポーネントと考える設計が求められます。
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