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Web ページ画面構成の技法 

 

１．配置の制御 

基本的なタグの使い方については「はじめての HTML」などを通して学習した。ここでは、もう少し凝っ

た画面構成を行うための基礎技法について解説する。文字や図などを、画面上の任意の位置に配置するため

には、<table>タグを用いた表組みを行うとよい。<table>タグは表を作成するためのタグであるが、枠線を

非表示にすることにより配置の制御に使用することができる。<table>タグによる表は、幅や高さを画面の比

率で指定することができ、実際の大きさは閲覧者の Web ブラウザのウィンドウ・サイズに応じて自動的に調

整されるので、図や文字の相対的な位置を指定するのに役立つ（下図の例を参照。図中の点線は実際には表

示されない。図表中では便宜的にタグや属性を大文字で記述してあるが、実際には小文字を使う）。 

～表組み関連のタグと属性（基本的なもののみ）～便宜的にタグや属性は大文字で記述してある。実際は小文字で 
タグ 役割 属性 終了タグ 

BORDER=x 枠線の太さを x ピクセルにする 
WIDTH=x or x% 表の幅を x ピクセル、または画面の x％とする 
HEIGHT=x or x% 表の高さを x ピクセル、または画面の x％とする 
CELLPADDING=x 枠線と表示内容の間隔を x ピクセルにする 
BORDERCOLOR=#RGB 値 枠線の色を指定 

<TABLE> 表全体 

ALIGN=left or right 表の表示位置を指定し、表外の文字を回り込ませる 

要 

ALIGN=left or center or right 表示内容のセル中の横位置を行単位で指定 <TR> 表の 1つ
の行 VALIGN=top or middle or bottom 表示内容のセル中の縦位置を行単位で指定 

省略可 

ALIGN=left or center or right 表示内容のセル中の横位置をセル単位で指定 
VALIGN=top or middle or bottom 表示内容のセル中の縦位置をセル単位で指定 
BGCOLOR=#RGB 値 セルの背景色を指定 
NOWRAP セル中文字列の改行禁止 
ROWSPAN=x 縦方向 x 行にまたがるセルの指定 

<TD> 表の 1つ
のセル 

COLSPAN=x 横方向 x 列にまたがるセルの指定 

省略可 
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２．画面の分割 

<frame>タグを使用することにより、1 つの画面を縦横複数に分割することがでる。分割されたそれぞれ

の画面をフレームと呼ぶ。例えば、目次を常に画面上の決まったフレームに固定して表示し、目次項目がク

リックされると、別のフレームにその内容を表示するといったことができる。この機能を使用する場合には、

画面構成を定義する HTML ファイルを作成するとともに、フレームに表示する内容の HTML ファイルをフ

レームごとに作成する（下図の例を参照。図中では便宜的にタグや属性を大文字で記述してあるが、実際に

は小文字を使う。また<meta>タグも指定していないが、実際は漢字コードなど適切なものを指定する）。 

画面構成の定義-art.html 

フレーム「logo」の表示内容-logo.html 

フレーム「contents」の表示内容 フレーム「artview」の表示内容-saru.html 
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2-1 フレームの定義方法 

フレームを使用するには、まず画面構成の定義のみを行う HTML ファイルを作成する。この HTML ファ

イル中では<body>タグを使用せず、表示内容の記述は行わない。代わりに、各フレーム内に表示する別の

HTML ファイルを指定する。また、各フレームには、NAME 属性を用いて、その画面においてユニークな

名前を付ける必要がある。この名前は、フレーム使用時にリンクをはる際に重要な役割を持つ（次項で説明）。 
 フレームの定義には、<frameset>タグと、<frame>タグを使用する。<frameset>タグは、画面の区切り方

を指定するもので、この中で各フレームの名前と表示する HTML ファイルを指定するために<frame>タグを

使用する。<frameset>中の<frame>の代わりに、さらに画面を区切る目的で<frameset>タグを使用すること

もでき、画面分割は幾らでも細かくすることができる。 
～前頁図「art.html」の例～ 

 

2-2 フレーム使用時のリンクのはり方 

フレームを使用している画面内の HTML ファイルから、他の HTML ファイルにリンクをはる場合には、

リンク先 HTML ファイルを表示するフレームを、TARGET 属性を用いて指定しなければならない。無指定

の場合、リンク元フレーム内に表示される。また、リンクを解除してリンク先 HTML ファイルを表示したい

場合には、特別な属性値「_top」を指定する。 
～前頁図「contents.html」の例～ 

 

<FRAMESET ROWS=”x, y, z, …”> 

縦方向に、大きさ（ピクセル）x, y, z, …
の順で画面を分割する。x%, y%, z%, …と

して、全体に占める割合で指定するこ

ともできる。数字の代わりに「*」を 1 つ

だけ指定すると、残り全部を意味する。 

<FRAMESET COLS=”x, y, z, …”> 

横方向に画面を分割する。大きさの指

定方法は、縦方向の場合と同じ。 

<FRAME SRC=”xxx.html” NAME=”yyy”> 

各フレームの定義。SRC 属性で、そのフ

レーム内に表示する HTML ファイル名を

指定し、NAME 属性でそのフレームにユ

ニークな名前を付ける。 

フレーム「artview」には、「Monkey」をクリック

すると「saru.html が、「Elephant」をクリックす

ると「elep.html」が表示される。 

「トップにもどる」をクリックすると、フレーム

を解除して、「index.html」を表示する。 
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３．スタイルシートについて 

例えば、これまでに学習した<h1>というタグは見出しを指定するタグであった。<h1>タグを使うと、あら

かじめ決められたサイズの大きな文字で表示された。また、フォントの色を変更したい場合には、<font 

color=”xxxx”>を使って、変更すべきフォント色を指定することができた。しかし、この方法では、いわば「見

栄え」に相当する部分を一つ一つ変更する必要があり、仮にすべてのフォント色を赤から青に変更したい場

合、すべての<font color=”xxxx”>の部分を変更してやる必要がある。これは面倒である。 

最近の HTML では、スタイルシート（CSS：Cascading Style Sheets）という技法を使い、「文書の論理構造

を司る部分」と「文書の見栄え（デザイン）を司る部分」を、それぞれ HTML とスタイルシート（CSS）に

分けることで、HTML 文書を簡潔に管理できるようになっている。CSS の詳細は、他の参考書籍にゆずり、

ここではごく簡単なスタイルシートの例についてのみ述べる。 

～スタイルシートの例～ 
 
<head> 
<title>CSS Test</title> 
<style type="text/css"><!-- 
h3 {color: blue;  → ① 
    font-size: 30px} 
p {color: red}  → ② 
--></style> 
</head> 
 
<body> 
<h1>スタイルシートの例</h1> 
<hr> 
<h3>書式をスタイルシートで定義</h3>     → ①で定義 
<p>CSS で定義すればスタイルシート部を変更すれば OK です。</p>  → ②で定義 
</body> 
</html> 
 

上記の HTML 中、枠で囲った部分がスタイルの定義である。スタイルは<style>タグを使い、HTML ファイ

ルの<head>～</head>（ヘッダ内）に記述する。<style>タグに type 属性を付けて、値を「text/css」と指定し、

スタイルシート言語が CSS であることを定義する。CSS に対応しない古いブラウザで<style>～</style>内に記

述されたソースが見えないように、コメントタグ（「<!--」と「-->」）を合わせて記述しておく。例では、ス

タイル部分で「h3」と「p」をスタイル定義している。「h3」は「色：青、フォントサイズ：30 ピクセル」、「p」

は「色：赤」というスタイルを定義した。<body>部でこれらが参照された場合、CSS で定義した形で表示さ

れる。 

上記した例では、HTML ファイル内に CSS を定義しているが、CSS を別ファイルにして HTML 文書とリ

ンクさせる方法もある。デザイン的な記述部分を外部の CSSファイルとして独立して作成しておき、各 HTML

ファイルではその CSS ファイルを参照するようにできる。こうすれば、複数の HTML ファイルのタグやクラ

ス（デザイン）を一括してコントロールすることが可能になる。 

例えば、スタイルを外部ファイル「sample.css」に定義したとすると、ヘッダ中（<head>～</head>）に次の

ように記述する。 

<link rel="stylesheet"  type="text/css"  href="sample.css"> 
sample.css には、次のように、スタイルのみを記述しておけばよい。 

h3 {color: blue; font-size: 30px} 
 p {color: red} 

青、30 ピクセル 

赤 
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４．Web ページ作成の流れ（まとめ） 

① 事前の準備と確認 
本学の学生用 Web サーバ名は「www.cs.reitaku-u.ac.jp」である。 
②の作業ではログイン後、ホームディレクトリ直下に「www」ディレクトリがあることを確認する。 
ない場合には kaede% mkdir  www にて作成する。 

② html 文書を作成する 
telnet アイコンをダブルクリックし、TeraTerm を起動する。 
 login: 自分のログイン名 
 password: パスワード入力（画面に表示されない） 
kaede% cd www www というディレクトリへ移動（このディレクトリは mkdir で作成した） 
kaede% pwd  現在作業しているディレクトリを表示 /home03/login-name/www となるはず 
kaede% vi  hogehoge.html 例えば hogehoge.html を編集する場合 拡張子は.html であること 
この後は vi を使って編集する。vi の使い方はテキスト等参照すること。保存して終了する。 

③ ブラウザからの確認 
Internet Explore をダブルクリックして起動 
アドレス欄に次の URL を入力する 
 http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/~login-name/hogehoge.html 
を入力する。~（チルダ記号）は DOS/V のキーボードでは、ひらがなの「へ」の位置にある記号 
（シフトキーを押しながら入力） 
login-name は自分のログイン名。hogehoge.html は作成した HTML 文書名。 
index.html が作成されていれば、http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/~login-name/ だけでオープンする。 

④ 画像の作成 
ペイント・スキャナ等で元画像を作成する。 
保存時のファイル形式は、GIF か JPEG にする。描画やボタン等の素材なら GIF、写真なら JPEG に。 
拡張子は自動的に GIF 形式を指定すれば.gif となる。JPEG なら.jpg となる。 
保存する際にドライブに注意すること。 
画像は、デジカメやインターネット上にある（フリーの）素材集などを利用してもよい。 
MicroSoft Photo Editor を使うとレタッチ（画像イメージの修正やトリミング等）や形式変換ができる。 
画像を保存する際にはファイル名を半角英数（ascii）にしたほうがよい（全角文字を使わない）。 

⑤ ファイル転送 
パソコンで作成したファイルを WWW サーバに転送しなければならない。 
転送ツールはいろいろあるが、授業では ftp を使う。 
ftp は Windows の DOS プロンプトから使うコマンドで、telnet のように行コマンドを入力して操作する。 
スタートメニューから DOS プロンプトを起動する 
C:¥>のような DOS のプロンプトが表示される。ここにコマンドを入力して操作する。 
C:¥>の状態で、ファイルを保存しているドライブへ変更する。例えば F:ドライブへ画像ファイルを保存

しているなら、 
C:¥>f   とドライブ名とコロンを入力して Enter を押す 
f:¥>ftp  www.cs.reitaku-u.ac.jp ftp コマンドの起動 
 user  自分のログイン名 
 password  パスワード（画面には表示されない） 
ftp> cd www  ディレクトリを www ディレクトリへ移動 
ftp> binary  画像や音声は binary モードで転送。テキストファイルは ascii モードで転送 
ftp> put hoge1.gif 例えば④で hoge1.gif という名前で保存した場合 
ftp> quit  必ず接続を終了する 
 
Windows では FFFTP という GUI のツールを使うことも可能。使い方は次の URL を参照のこと。 
 http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/infosci/netwk/ffftp/index.html 

⑥ html 内での画像の指定 
vi で目的の html ファイルを編集して<img src="hoge1.gif">のようなタグを加える。 

⑦ アクセス権の設定 
外部から html ファイルや GIF ファイルが参照できない場合がある。この場合想定されるのは、他人にフ

ァイルを読み取る権限がない場合である。 
kaede% chmod o+r file-name とすると他者に読み取り権限が与えられる。 


