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1 デザインとコードが抱える課題
The Issues of Design and Code



作り込んだデザイン なんか違う？ 

実装されてみると……



作り込んだデザイン なんか違う？ 

実装されてみると……

ギャップはどこから生まれるのだろう？



 注意

⚫ Web制作における話です 
※デザイナーはWebデザイナー、エンジニアはフロントエンドエンジニアなどに読み替えてください。

⚫ すべての現場に当てはまるものではありません

⚫ 誰かの仕事を非難したり、押し付けたりする狙いはありません
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2 Webデザイナーが果たす役割の変遷
The Role History of Web Designers



Webデザイナーが はなんだろう？デザインすべきもの

松田 直樹

（まぼろし）



色校正・印刷

印刷物カンプ

色校正・印刷

グラフィックデザインでは……

使いたいインクや紙によって


デザインを調整します！

デザイナー

大事



カンプ

コーディング

Webサイト

Webデザインでは……

ココがデザインと違うので


修正をお願いします！

デザイナー

大事？



あいまいなWebデザインからは、


しか生まれないあいまいな成果物



ウォーターフォール型



ディレクターからPowerPointで仕様設計書をもらう仕様設計

PhotoshopまたはIllustratorでデザインするデザイン

エンジニアが実装する実装

実装結果とデザインカンプを見比べて差異を指摘するチェック

従来型Webデザイナーの役割（例）



デザインカンプ

デザインカンプを

作ることだけが

デザイナーの仕事？



埋められない溝ができた

溝 溝 溝







スマートフォン

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone SE（第2世代）

428 x 926

390 x 844

375 x 812

375 x 667

タブレット

iPad Pro 12.9inch

iPad Pro 11inch

iPad Air（第4世代）

iPad（第8世代）

iPad mini（第6世代）

1023 x 1366

834 x 1194

820 x 1180

810 x 1080

744 x 1133

デスクトップ

24inch iMac

MacBook Pro 16inch 
（2020）

MacBook Air 
（Late 2020）

2240 x 1260

1792 x 1120 


1440 x 900

近年のApple製デバイスの解像度





完成までに前の工程に戻りづらい



アジャイル型



ディレクターからFigmaでプロトタイプをもらう仕様設計

Figmaでデザイン、コンポーネントを制作するデザイン

エンジニアが実装中にコンポーネント単位でレビューする実装

デザインと実装に差異が出た箇所をメンテナンスするチェック

モダンWebデザイナーの役割（例）



とはいえ現場は……



（せめて）


デザインカンプには

を！意図の明文化

指示書

＋

デザインカンプ



3 押さえておきたい連携ポイント
Cooperation Points to Keep in Mind



指示書と言っても

どう作ればいいのやら……



引用：CodeGrid「デザイン指定のポイント 1」 小原 司



引用：CodeGrid「デザイン指定のポイント 1」 小原 司





指示書はどう作る？
⚫ 指示書の目的はデザインの意図を伝えること

⚫ 目的を達成できれば手段は何でもOK 
（デザインカンプへのコメント、画像、テキスト、PowerPoint...）

⚫ 100%人真似では現場にフィットしない可能性あり



押さえておきたい

連携ポイント



1 カラー



Webサイトで使っているカラー

はデザインファイルで指定した

はずなのに、きちんと反映されて

いないのはなぜ？

デザイナー エンジニア

デザインファイルの指定をそのまま

実装したんだけどな……。



POINT!

原則、Webサイト内で使っているすべてのカラーを

一覧化しよう

カラーに名前をつけるとチームで共通認識が高まる

一覧用のアートボードを作ると見やすい

どういうところで使うカラーなのかメモを添えると

複数人で作りやすくなる



2 フォント



指定したフォントが反映されて

いたり、されていなかったり……

場所によって違うのはなぜ？デザイナー エンジニア

こんなにたくさんの日本語フォント

を使うと重くなってしまいますよ！　

優先度を決めないと。



POINT!

Webにおけるフォントの扱いを理解し、

どう使い分けるかを決めよう

デバイスフォント
各OSでデフォルトでインストールされているフォントで表示します。他の方法に比べて最も高速に
動作します。ただし、インストールされているフォントはOSやバージョンによって異なります。

主な利用箇所：本文

Webフォント
フォントファイルを配信し、どの環境でも同じフォントで表示します。見た目の再現性は高いです
が、日本語フォントは字形が多く、ファイルサイズも数MBになるため、ページ表示速度が遅くなり
ます。

主な利用箇所：見出し、キャッチコピー、ビジュアルを重視する本文

画像
文字を画像として書き出し、表示します。見た目とファイルサイズのバランスは取れていますが、文
字修正をするたびに画像を書き出し直す手間が発生します。また、手軽に選択してコピーすること
もできなくなります。

主な利用箇所：ロゴ、図版、グラフ



3 状態変化



どういうデータが入るのか想定

できていれば二度手間は避けら

れたけど、どういうことを想定し

ておけばいいんだろう？

デザイナーエンジニア

デザインでダミーデータが入って

いたところに実データを入れたら、

レイアウトが破綻してしまった！　デ

ザイナーさんに修正をお願いしな

きゃ。



データが空の状態
読込中の状態
データが部分的な状態
エラー状態
理想的な状態

POINT!

UI Stackを参考にデータの状態変化を想定しよう

http://www.scotthurff.com/posts/why-your-user-interface-is-awkward-youre-ignoring-the-ui-stack/


あれ、こんな半透明のデザイン

作ったっけ？　ダサいので直して

ください！デザイナーエンジニア

このボタン、状態によっては押せな

いんだけど、見た目が変わらないと

押せないことが分からないな……

とりあえず半透明にしとくか。



POINT!

UIコンポーネントのよくある状態を想定し、

あらかじめデザインしよう

マウスホバー時 非アクティブ時

文字が省略される？

ボタン幅は固定で文字が改行される？

ボタン幅が広がる？



4 アイコン



アイコンの位置がなんだかガタ

ガタしている……デザインファ

イルの見た目に合わせて！デザイナー エンジニア

1つ1つサイズが違うからCSSが面

倒なんだよな……。



 パスをそのまま書き出すとサイズがバラバラ

 正方形でコンポーネント化すると吉



POINT!

アイコンは正方形で作り、一覧化しよう

アイコンに名前をつけると

チームで共通認識が高まる

塗りなしの矩形を背景に置いて

コンポーネント化すると、アイコンが扱いやすくなる

一覧用のアートボードを作ると見やすい



5 画像書き出し



コーディングで楽をしてもらうた

めに画像を書き出しておいたの

に、エンジニアの手間はあまり変

わってないみたい……。

デザイナー エンジニア

コードを考慮した画像じゃないから

そのまま使えないし、差し替えが発

生すると余計に面倒なんだよ

な……。



POINT!

書き出す画像の名前、範囲、品質はコーディングを
ふまえてエンジニアと相談しよう

角丸は画像にする？　CSSで表現する？

背景の丸とロゴは別々 の画像？

丸はCSSで表現する？



6 レスポンシブデザイン



PCとスマートフォンのデザイン

カンプを作ったけど、実装を見る

と間の見た目が微妙だな……。デザイナー エンジニア

デザインカンプだけじゃ、わからな

いことが多すぎて実装があやふや

になってしまうんだよな……。



デスクトップ向け


デザインカンプ

カンプの間


の場合は？

カンプより


小さい場合は？

カンプより


大きい場合は？

モバイル向け


デザインカンプ



POINT!

デザインカンプ間ではどういうレイアウトに

なってほしいかイメージを共有しよう

ポイントをまとめたドキュメントを作ろう





POINT!

マージン、テキスト、画像の単位を決定し、

チームで共通認識を持とう

マージンは？

フォントサイズは?

画像の幅・高さは？

px, em, rem 絶対値

%, vw, vh 相対値



POINT!

ブレイクポイントの設計は、個人に依存せずチーム
全体で取り組もう

スマートフォン

iPhone 13 Pro Max


iPhone 13


iPhone 13 mini


iPhone SE（第2世代）

428 x 926


390 x 844


375 x 812


375 x 667

タブレット

iPad Pro 12.9inch


iPad Pro 11inch


iPad Air（第4世代）


iPad（第8世代）


iPad mini（第6世代）

1023 x 1366


834 x 1194


820 x 1180


810 x 1080


744 x 1133

デスクトップ

24inch iMac


MacBook Pro 16inch 

（2020）


MacBook Air 

（Late 2020）

2240 x 1260


1792 x 1120 


1440 x 900



NOTE

必ずしもレスポンシブデザインが正解ではない

CalorieMate TO TECHNOLOGY #迷惑メール展

https://www.otsuka.co.jp/cmt/to_technology/
https://www.nttdocomo.co.jp/special_contents/meiwakumailten/


NOTE

ブレイクポイントに依存しないアプローチもある

Every Layout

モジュラーなレスポンシブデザインを実現するCSS設計論

https://amzn.to/3BxQN9y
https://amzn.to/3BxQN9y


まとめ
Conclusion



デザインの意図を伝えるために

⚫ デザインをデザイナーだけで取り組まない

⚫ デザインカンプは中間成果物なのでゴールではない

⚫ デザインカンプに向かないコミュニケーションがある

⚫ チームのゴールは何か？を常に意識しよう



チームの を深めて

よい を創り出しましょう！

相互理解
体験



ありがとうございました
合同会社世路庵　沖 良矢 @448jp


