




ウェブ制作の現場
年々技術トレンドが変化し、制作内容が複雑化

トレンドと会社の利益を考えながら制作
なかなか厳しいですよね・・・



本日はモチヤが実際に行なっている

標準化と、
コーディングしない制作手法
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フリーランス、一人会社の場合
個々の技量によるので、個々の使いたい言語、
フレームワークの利用

標準化について



フリーランス、一人会社の場合
個々の技量によるので、個々の使いたい言語、
フレームワークの利用

• 制作者によってクオリティにばらつきが出る
• 複数人で作業できない（サポートできない）
• 結局は個人の技量で会社が評価される

標準化について

制作会社で同じことをすると...



• クオリティの担保
• 複数人で作業・サポートできる
• 作業の効率化
• 工数の明確化

何を標準化 ??

標準化すると



コーディングしない制作手法

フレームワーク、ライブラリ統一
制作手法、コーディングルール統一

Web制作の標準化



海外の開発者1600人に聞いたCSS開発
https://www.webprofessional.jp/results-ultimate-css-survey-2017/

3rd-party CSS framework を使いますか？
1. Some projects 332 / 20% （時々つかう）
2. Most projects 327 / 20% （よく使う）
3. Never 325 / 20% （使わない）
4. Rarely 306 / 18% （めったに使わない）
5. Every project 259 / 16% （全てのプロジェクトで使う）

時々使う、よく使う、全て使う（56%）
使わない、めったに使わない（38%）



The Front-End Tooling Survey 2018 - Results
https://ashleynolan.co.uk/blog/frontend-tooling-survey-2018-results

利用する 67%
利用しない 33%





1. サイト設計書作成（構成、ワイヤー、画面設計）
2. サイト設計書に基づきCMSでHTML構造作成
3. 動きや、ページ遷移等を確認
4. 標準テンプレートと、リセットCSSを組み合わせ
5. CSSで、デザインを調整していく
6. CMSにコンテンツを入れる

制作の流れ

世界では⼀般的な制作⼿法



CMSインストール直後の初期状態

CMSでHTML構造作成

CMSとは



CMSとは

コンテンツを入力・管理するシステム
WordPress、Drupla、concrete5などが有名



（できるだけ）CMS操作のみで構造化

CMSでHTML構造作成





ブラウザ間のバグや、デザインの違いをリセット
ブラウザサポート
• Chrome
• Edge
• Firefox ESR+
• Internet Explorer 10+
• Safari 8+
• Opera

https://github.com/necolas/normalize.css

リセットCSSを適用



デザイン適用



その他CMS



株式会社コミュニティコム
星野邦敏様（友情出演）
https://www.communitycom.jp/

WordPressの場合

コーディングしない手法もあるが、HTMLからWordPressのテンプレート
タグを使いテーマにしていく流れがまだまだ一般的。
コーディングしない手法をやる場合は、フレームワークのテーマとしては
underscores（http://underscores.me/）が有名で、Bootstrapなどの
テーマもある。
レイアウト組は、デフォルトで、Gutenberg（グーテンベルク）というブ
ロックエディタか、PageBuilderなどで組み込むことも可能。

http://underscores.me/


concrete5の場合

コンクリートファイブジャパン株式会社
菱川拓郎様（友情出演）
https://concrete5-japan.org/partners/concrete5-japan-inc/

concrete5の場合、「CMSでガシガシコンテンツ入れる、構成が見えてく
る、テーマをいい感じのを買う」という流れが多い。楽してサイト構築し
たい場合はconcrete5がオススメ。
コンテンツを作るときは、標準に同梱されているレイアウトビルダーを使
う。それをBootstrapや、Foundationで出力して、後からCSSを適用も可
能。



HTML構造はCMSが勝手に出力
• 1からHTMLを書かなくて良い
• テスト工数の削減
• 後からでも要素を追加したり、順番を入れ替えたりできる

フロントエンド熟練者

いやいやHTML構造くらいすぐ書けるし、
まだまだメリット感じられないな

メリット

まだまだメリットあり！



Google for jobs への対応



Google for jobs への対応

JSON-LD形式で



JSON LD Schema API



JSON LD Schema API



Google for jobs に⾃動で対応





• カルーセル
• メタタグ
• OGP Open Graph Protocol
• ソーシャルボタン
• アニメーション
• 問い合わせフォーム
• 問い合わせフォームの入力チェック

面倒なHTML組み込み

その他色々、自動でHTML書き出し



バックエンド
• 無駄なコードを書かなくて良くなる
• 可読性の向上
• 運用メンテナンス性の向上
• バグが少ない
• テスト工数の削減
• 工数が明確化
• ソースコードが属人化しない

フロントエンド
• HTML構造を1から書かなくて良い

コードを書かないメリット



テストシナリオ



バックエンド
• 何かあるかな…

フロントエンド
• 結局全体工数としては同じくらい
• Classや、Divの追加が フロントエンドから、エンジニアに
依頼でロスが発生

• CSSを綺麗に記述することが困難

デメリット



その他
ライブラリー



Sticky Sidebar
https://abouolia.github.io/sticky-sidebar/

めちゃめちゃ気持ちいいサイドバー

その他ライブラリー



Sticky Sidebar 参考事例
doda求人検索(https://doda.jp)



Sticky Sidebar 組み込み⽅



Sticky Sidebar 組み込み方

#main-content



Sticky Sidebar 組み込み方

#sidebar



Sticky Sidebar 組み込み方

.sidebar__inner



Sticky Sidebar 組み込み方

#content



Sticky Sidebar 組み込み方

サンプルご⽤意しました
https://mochiya.co/sandbox/sticky-sidebar.zip

https://mochiya.co/sandbox/sticky-sidebar.zip


標準化
• 工数が明確化
• 複数人で作業・サポートできる
• クオリティの担保

コードを書かない制作手法
• 工数が大幅に削減できる
• バグが少ない/テスト工数の削減
• 開発工数の削減
• クオリティの担保
• 運用メンテナンス向上

まとめ

世界ではどんどんコードを書かなくなっている
この機会にぜひお試しください




