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Ⅰ．Webデザインとは

Ⅱ．Webユーザビリティ

Ⅲ．専門学校時代の体験授業

Ⅰ．Webデザインとは

まず、Webデザインという言葉の定義を辞典等で調べてみました。しかし、新

語のため見当たらないので、Webとデザインに分解してそれぞれ調べてそれらを

結合すればWebデザインの意味がわかるのではないかと思って試みました。

Ⅰ－1．「Webデザイン」のWebの意味

1）ランダムハウス英和大辞典

1織られたもの，織物，編み物.

2 クモの巣，毛虫の巣

3〔繊維〕（1）ひと機（はた）分の織布.

（2）毛羽のない平たく織った細幅布：しばしば東洋じゅうたんの縁取りに

見られる.

4 （織り合わされたように）交錯したもの，クモの巣状のもの

a Web of branches of an old tree｜古い木の絡み合った枝.

5 入り組んだ［込み入った］関係［情勢］，がんじがらめ；陰謀，わな

a Web of lies｜うそ八百

a Web of international terrorism｜国際テロの陰謀

a Web of evidence｜がんじがらめの証拠

the Web of life｜複雑きわまりない人生.
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6 〔動物〕水かき：動物の指の間をつなぐ膜.

7 =Webbing

8 〔鳥類〕（（時に集合的））羽板，羽弁（うべん）：羽軸の両側の部分；羽枝

（barb）の集まり.

9 （梁（はり）・レール・桁構（けたがまえ）などの）腹部，垂直部，桁腹

（けたはら）.

10 〔機械〕クランク腕.

11 〔金工〕ばり（fin）：鍛造物の縁へはみ出た余分の薄い金属.

12 （ボールト（vault）におけるリブとリブとの間の曲面の）天井面.cell とも

いう.

13 〔印刷〕（輪転印刷機用の）巻き取り紙，紙匹（しひつ）.

14 〔ロケット〕（ロケット・ミサイルなどに用いる）固形推進剤の塊.

15 （航空・通信などの）網状組織，…網

16 （（米話））ラジオ［テレビ］の放送局網［ネットワーク］

a Web of broadcasting stations in Japan｜日本の放送網.

17 （（Webs））（（米・カナダ）） =snowshoe 1.

18 （（W-））〔インターネット〕 =World Wide Web

2）プログレッシブ英和中辞典

1織られた物, 編物

a Web of material on a loom 織機の上に置かれた織物.

2 クモの巣［網］, 毛虫の巣

spin a Web （クモが）巣を張る.

3 クモの巣状の物

a Web of black branches クモの巣状の黒い小枝

the Web of interstate highways 各州をつなぐ幹線道路網.

4 《動》水かき；《鳥》羽弁；（（集合的））羽枝.

5 （ラジオ・テレビの）放送局網（network）.

6 入り組んだ［込み入った］関係［情勢］

－72－

Ｗｅｂデザインについて



a Web of lies うそ八百

a Web of personal relations 込み入った人間関係.

7 （印刷用）巻き取り紙.

8 （梁（はり）・レールなどの）腹部, 桁腹（けたはら）；薄い金属板.

9 （航空・通信などの）網状組織, …網.

10 （（the Web））《インターネット》＝World Wide Web

3）CAMBRIDGE英英辞典

the Web noun [S] the system of connected documents on the Internet, which often

contain color pictures, video and sound, and which can be searched for information

about a particular subject

ex）Jane's been surfing the Web all morning

とりあえず、上記が3種類の辞典で調べた「Web」の意味です。

そして、その中で「Webデザイン」での「Web」の意味は、ランダムハウス英

和大辞典では、『18（（W-））〔インターネット〕=World Wide Web』に、プログ

レッシブ英和中辞典では、『10（（the Web））《インターネット》＝World Wide

Web』に、また、CAMBRIDGE英英辞典では『the system of connected documents

on the Internet, which often contain color pictures, video and sound, and which can be

searched for information about a particular subject（インターネット上で関係付けら

れたシステムのことで、カラー写真やビデオや音を含むことが多く、特別な話題

について情報を調べることができる。）』という意味であることがわかった。

したがって、WWWつまりWorld Wide Webのことなので、今度はそれを手元の

「日経パソコン辞典2007」で調べてみました。結果は以下の通りです。

「Web ウェブ」

インターネットで情報を共有するためのシステムの一つ。インターネットの情
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報サービスといえば、Webを指すほど一般的な存在になっている。World Wide

Webを省略した言い方であり、WWWともいう。

データ転送プロトコルのHTTP、文書の所在場所を指定するURL、文書記述言

語のHTML、データの形式を指定するMIMEという4つの基本技術で成り立って

いる。文書の検索や閲覧にはInternet ExplorerやFirefoxといったWebブラウザを使

う。

Webで公開されている文書は、文書内にほかの文書を呼び出せるリンクが設定

されている点が特徴。これにより管理者が異なるコンピュータの中にある情報同

士を結び付けて扱うことが可能になっている。

1990年に欧州合同素粒子原子核研究機構（CERN）の研究員ティム・バーナー

ス・リー（Tim Berners-Lee）氏らによって開発された。

Ⅰ－2．「Webデザイン」のデザインの意味

1）日本大百科辞典

構想、計画、設計、意匠などのさまざまな意味を含み、これらの総合として、

またいずれかに力点を置いたものとして用いられる。一品製作にとってかわった

近代以降の生産方式においては、ただ単に事物がつくりだされるということ以上

に、生産のシステムを整え、あるいは生産物が社会のなかにどのように位置づけ

られるのかを前もって考慮するなど、方向づけの段階が重要となった。デザイン

の語義のなかに含まれる構想や計画とは、近代的な生産方式に欠くことのできな

い、このような前提の思考をさしている。しかし、実際の段階に入っていっそう

具体的に設計され、製品化されるプロセスでは、整合性と相まって美の問題がか

かわり、こうした視点からデザインのよしあしが論じられることになる。デザイ

ンという言葉は多義性をはらんだまま、それらを総括する用語として用いられて

いる。

2）デジタル大辞泉

1 建築・工業製品・服飾・商業美術などの分野で、実用面などを考慮して造形

作品を意匠すること。「都市を―する」「制服を―する」「インテリア―」
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2 図案や模様を考案すること。また、そのもの。「家具に―を施す」「商標を―

する」

3目的をもって具体的に立案・設計すること。「快適な生活を―する」

3）イミダス

意匠．図案．下絵．設計．設計図．計画．意図．目的．構想

4）現代用語の基礎知識

近代以降のデザインの実践においては、少なくとも、第1に生産過程、第2に市

場、そして第3に消費あるいは使用の過程といったことが、デザインを決定して

いくうえでの要因になってきた。つまり、いかに生産を合理化し、マーケットを

獲得し、また使用（機能）性を高めるかといったことの計画と、設計の全体がデ

ザインであります。そして、市場の獲得や消費といったことを考えるとき、それ

は単に、低コストであるとか機能性や構造性といったレベルでの問題だけではな

く、イメージとか意味性といったことまでが問題になってきます。

また、現在、デザインは、イメージとか意味性とかという面のほうにむしろア

クセントがおかれてしまっている。それは、機能性や構造ということをも含めて

イメージの問題、つまり記号の問題として扱ってしまう現在のデザインのあり方

をみればよくわかる。実際、デザインとは design つまり sign（記号）に関わる

実践なのだという言い方もできるでしょう。また、だからこそ、デザインは、時

代の論理や技術の姿をメタフォリックな記号として表現してきたともいえよう。

デザインは現在、さまざまなジャンルへと職能的に分化されている。

ですから、「Webデザイン」の中の「デザイン」とは、「日本大百科」では、

『構想、計画、設計、意匠などのさまざまな意味やシステムなど』であり、「デジ

タル大辞泉」では、『3 目的をもって具体的に立案・設計すること』となり、「イ

ミダス」では『意匠．図案．下絵．設計．設計図．計画．意図．目的．構想など』

であり、「現代用語の基礎知識」では『いかに生産を合理化し、マーケットを獲

得し、また使用（機能）性を高めるかといったことの計画と、設計の全体がデザ
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インであります。』となっています。「現代用語の基礎知識」では『現在、デザイ

ンは、イメージとか意味性とかという面のほうにむしろアクセントがおかれてし

まっている。それは、機能性や構造ということをも含めてイメージの問題、つま

り記号の問題として扱ってしまう現在のデザインのあり方をみればよくわかる。』

として、比較的抽象的な扱い方をしています。

Ⅰ－3．「Webデザイン」とは

それでは、Webデザインとは一体どう定義したらいいでしょうか。

たぶんそれは、インターネット上でWebページ（いわゆるホームページ）を制

作するとき、見る人に制作者側の意図をわかりやすくするために形や色をあれこ

れ構想したもので、ホームページの特性であるリンク機能を使ったWeb構造など

も含んだものなのではないでしょうか。ここでは、そのような意味で使っていき

ます。

そこで、次にWebページについて、どういう観点から制作したら利用者にとっ

て、わかりやすいWebページができるのかを考えます。

Ⅱ．Webユーザビリティとは

今までにHP制作の授業体験を通じて関心を持ったテーマの一つに「Webユー

ザビリティ」があります。そこで、最近出版された書籍を調べたり、自分の授業

内容と比べたりしてみました。

まず、「Webユーザビリティ」という言葉の定義なのですが、国際標準化機構

（ISO）のISO9241－11では、ユーザビリティ（usability）とは「特定の利用状況

において、特定のユーザによって、ある製品が、指定された目標を達成するため

に用いられる際の、有効さ、効率、ユーザの満足度の度合い」と定義されていま

す。そして、それぞれについて次のように説明されています。

①有効さ（Effectiveness）：ユーザが、指定された目標を達成する上での正確さ

と完全さ

②効率性（Efficiency）：ユーザが、目標を達成する際に正確さと完全さに費や

した資源
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③満足度（Satisfaction）：不快さのないこと、および製品使用に対しての肯定的

な態度

④利用状況（Context of use）：ユーザ、仕事、装置（ハードウェア、ソフトウ

ェアおよび資源）、そして製品が使用される物理的および社会的な環境

そこで、「Webユーザビリティ」とは、インターネットを使ってパソコンまた

はそれに類するものの画面やリンク機能が、有効さをもって効率的に満足できる

利用状況を実現できることという風にまとめられるのではないかと思います。そ

こで個別に分析をしたものがあったのでそれを紹介します。

それは、「Webユーザビリティ」を次の10項目から見た考え方です。

1） ユーザは誰なのか　2）ユーザへの配慮は何か　3）Webデザインの構成要

素は　4）Webページでの長所とは　5）Webデザイン制作のプロセスについて

6）画面構成の基本　7）画面利用率とターゲットユーザ　8）読みやすさはど

うか　9）目の動きと読みやすさ　10）Webレイアウトのポイント

1）ユーザは誰なのか

Webサイトをみる人は、グループ分けすると「マスユーザ層」と「ターゲット

ユーザ層」に大別できます。出来るだけ多くの人に閲覧してほしい場合は、テレ

ビなどと同じ様に、マスユーザ層向けの対策が必要となります。

多くのWebサイトは、閲覧してほしいユーザをターゲットユーザ層として絞り

込みます。マスユーザ層を対象にした場合、さまざまなレベルのユーザが混在す

るので、評価範囲も広くなり、きめ細かな配慮が要求されます。

ユーザを目的別に分けますと、問題解決型（明確な目的をもったユーザ）、プ

ロモーション誘導型（バナー広告や雑誌の記事から流れてきたユーザ）、ネット

サーフィンおよび探求型（明確な目的を持たず単にリンクをたどってきたユーザ）

の3つになります。この3グループを意識すると、より詳細にWebサイトを検証で

き、結果的にユーザを絞り込めるようになります。
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2）ユーザへの配慮はなにか

1．Webサイトユーザビリティ（Usability：使いやすさ）とは、Webサイトの操作

性・機能性とデザインのバランスを保ちつつ、ターゲットユーザ（見てほし

いお客さん）に対する使いやすさに配慮することです。

2．アクセサビリティ（Accessibility：近づきやすさ）とは初心者、高齢者、障害

者など、さまざまな人たちに等しく情報を提供できるように配慮することで

す。現在では、WebサイトはPCだけでなく小型のケイタイ、PDAも配慮する

必要があります。

3．ライカビリティ（Likability：好感のもてること）とはWebサイトを魅力的だ

と感じる度合いのことで、Webクリエイタにとって非常に重要な概念です。

たとえば、とても娯楽性が高く、ユーザにも支持されているWebサイトが、

必ずしもユーザビリティに配慮しているとは限らないのです。

そして、あくまでもバランスが重要であるということです。

ユーザビリティが低いWebサイトでも、ターゲットユーザに評価されている事

例が沢山あります。「ユーザビリティへの配慮さえ行えば、よいWebサイトにな

る」と解釈してしまうのは、危険です。あくまでもバランスが重要なのです。

3）Webデザインの構成要素は

Webデザインの歴史は浅く、印刷など、既存メディアでのノウハウを応用して

いるのが現状です。Webデザインについて知るためには、まずWebの特性と他メ

ディアとの違いを認識する必要があります。次にそれを考えてみましょう。

Webページを閲覧するためには、「ブラウザ」というソフトウェアが必要です。

ブラウザには、もっとも普及しているInternetExplorerやNetscapeNavigatorや

Mozilla、Opera、Safari（MacOS X）など、さまざまなものがあります。

ブラウザでページを表示して、「表示」→「ソース」（または「ページのソース」）

を実行すると、文字列が記述されたウィンドウが表示されます。これがWebペー

ジの中身である「HTML」です。ここでいうWebサイトとは同じドメイン名に属

するWebページのまとまりのことです。

私たちは、「HTML」で記述された文書データを「ブラウザ」というソフトウ
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ェアで閲覧していることになります。

HTML（Hyper Text Markup Language）は、見出しや本文、段落、引用といっ

た文章の構造（文章を構成する「要素」）をマーク付けして指定するものです。

それぞれの要素には、始まりに「開始タグ」、終りに「終了タグ」をつける場合

が多く、どこからどこまでがその要素かが分かるようにします。

Webページは、HTMLやCSS（Cascading Style Sheet）などのコードとテキスト、

画像、JavaScriptなどの拡張コード、ムービーやサウンドなどの拡張エレメント

という、5つの要素で構成されていいます。

Webページを作成するときは、これらの要素を意識する必要があります。また、

文書構造、プレゼンテーション、インタラクティビティ（双方向性）という視点

もデザインには必要です。

4）Webページの利点

Webページが紙メディアと最も異なるのは、双方向性を持たせることができる

点です。たとえば、商品の情報提供を目的としたページを作成する場合、カタロ

グ機能や商品検索機能、受発注機能、決済機能など、さまざまな機能を搭載する

ことができます。印刷物のカタログのようにテキストと写真を載せるだけでなく、

商品の注文から決済、流通までをWeb上で一括処理できることが重要です。成功

事例として紹介される商用サイトの多くは、この双方向性をうまく取り入れてい

ることになります。

5）Webデザイン制作のプロセスについて

Webデザインを進めるプロセスを知っておきましょう。デザインを効率よく進

めるためには、いきなり制作に入るのではなく、それまでに以下のようなプロセ

スを踏まえることが必要になってきます。

コンセプトは、「概念、構想、方針」といった意味を持ち、プロジェクトの指

針となるものです。コンセプトは、デザインの前に決まっている必要がありま

す。

学生にホームページを作成させるとき、まず、コンセプトがどうなのかを決め
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させる必要があります。それが決まらないと次に進めないのです。これが一番大

変で、いつも時間がかかってしまいます。

さて、デザイナの場合は、決められたコンセプトをもとに、クライアントから

の基本情報や要望を考慮しながら、デザインのアイデアを出し、方向性（デザイ

ンポリシー）を導き出します。アイデアが固まったら、アイデアを具体的な視覚

表現に変えるために、もっとも適した表現様式（スタイル）を選び、ラフスケッ

チを描いて視覚化します。

学生の場合は一枚の紙を渡し、リンク構造を書かせます。以前の例を見せなが

ら自分たちで作成させます。

次に、情報を的確に表現し、ユーザのリアクションを促すことが必要になって

きます。Webデザインでは、ターゲットとなるユーザに対して、そのWebサイト

の目的（何のためのサイトか）と到達点を明確に表現することが必要です。

重要な情報を画面上で強調する方法は大きく分けて3つの方向性があります。

ひとつは「色」による強調、ふたつ目は「スタイル」による強調、3つ目は「構

成」による強調です。色による強調では、色の強弱を利用した手法が一般的であ

ります。使用しているテキスト「Webデザイン」でも、「カラーコーディネータ」

用の参考書を全体的に縮小したような部分があります。たとえば色彩上最も強い

色と認知されている赤は、強調したい部分に頻繁に使われています。しかしなが

ら、赤による強調が場合によっては画面全体のスタイルにとってマイナスになる

こともあります。全体の配色に合わない、近くに赤を中心とした暖色系の画像が

あり、効果が増幅して目立ちすぎる、などです。色による部分的な強調は全体と

のバランスを取るのが難しいため、それだけだとあまり効果が期待できない方法

でもあります。

そこで、ふたつ目のスタイルによる強調を考えます。こちらは強調したい要素

のサイズを大きくするという簡単な解決方法を含みます。強調という語感からも

拡大は導きやすい作戦です。しかし強調とは相対的な関係から生まれる状態のこ

とでもあります。大きいことが絶対的な強調につながらないことを強調しておき

たいです。つまり場合によってはサイズを縮小することが強調にもつながるとい

うことであります。強調に必要なのは周囲との差別化なのです。情報量の多いペ
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ージの中でタイトルを目立たせたいときは、マージンを十分に取ってタイトル周

囲の情報を減らす、長方形の多い画面の中では目立たせたい要素を円形にする、

といった方法が、スタイルによる強調の具体的な例です。

3つ目の構成による強調は、Webページ特有の方法です。誘導力の強いサイト

づくりは、情報の上手な取捨選択がポイントになります。1画面上に情報が多い

サイトはおもにユーザの都合によって閲覧する情報が選ばれています。アクセス

してから必要な情報を得るまでのクリック回数が少なくて済む利点はあります

が、クライアント側が設定したコンテンツの優先順位などは反映させにくいわけ

です。特定の情報にユーザを誘導するためには、できるだけ掲載情報を絞ること

で対応しなければなりません。たとえば、1画面に掲載する情報のカテゴリーを3

ないし7つ以内に絞るという手法があります。これが構成による見せたい情報の

強調です。またレイアウトデザインだけに頼った方法だけでなく、すばやくユー

ザの手元に届けるべき情報はRSS情報を与えるなどサイト建築技術の適切な選択

によっても解決可能であります。

6）画面構成の基本

Webデザインの表現様式として最もよく採用されるのは幾何スタイルです。幾

何スタイルでは、画面の構成やレイアウトを変えるだけで、まったく異なるイメ

ージを演出することができます。画面構成（コンポジションワーク：

Composition work）について述べてみます。

コンポジションワークについて解説する前に、Webページの構成要素を把握し

ておきます。

画面構成で重要になるのは、グレースペースとホワイトスペースです。「グレ

ースペース」は文字などがまとまってできるスペースです。「ホワイトスペース」

は文字や画像などの構成要素がない部分で、余白とは異なり、画面全体の見やす

さを作るものです。

次に、コンポジションワークについてですが、最初は、どのようにレイアウト

するかを考え、画面の「分割」を行います。その後、構成要素を「配置」し、

「調整」を行います。調整作業には、シミュレーションも含まれます。ページ領
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域が増減した場合、構成要素がどうなればいいのかも検証する必要があります。

画面を「分割」し「配置」し「調整」することになります。Webデザインが紙の

デザインと大きく異なる部分は、ページ領域、すなわち画面の大きさが可変だと

いうことです。画面を広げたり狭めたりすると、デザインの見え方が変わってき

ます。画面のサイズを変えることによって、バランスが崩れるだけでなく、ポイ

ントとなる構成要素が表示されなくなって、デザインの意図が伝わらなくなるこ

ともあります。

次に、画面利用率の調整について考えてみます。

配置の作業では、文字情報、イメージ情報など、さまざまな構成要素を扱いま

す。文章の領域は、文字種や字体、そして文字サイズや字間・行間に影響されま

す。

たとえば、漢字の含有率が50％を超えると、一般的に読みにくいと感じる人が

増えます。ひらがな、カタカナ、漢字の混合割合によって配置を調整する必要が

あります。これもデザイナの仕事です。なぜそのようなデザインにするのか、意

図がなければなりません。

7）画面利用率とターゲットユーザ

コンポジションワークに関わる重要なポイントは「画面利用率」という考え方

です。雑誌でもターゲットユーザによって紙面のグレースペースを調整していま

す。印刷でのグレースペースの調整に相当するWebの概念が、画面利用率です。

ターゲットユーザに合わせて画面利用率は変えていかなければならないのです。

ただし、画面利用率を計画的に調整しても、Webページの場合は使用している

パソコンOSの設定、ブラウザの設定によって、意図した画面利用率を確実に守

ることはできません。この点もWebの特性として理解しておかなければならない

点です。しかし、ほとんどの場合、画面利用率を考慮していれば対策も容易で

す。

8）読みやすさはどうか

ターゲットユーザごとに画面利用率を調整すると、情報量をコントロールでき、
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ユーザに適した量と形で情報を提供することができます。情報量の操作に失敗し

てしまうと、Webページを見に来たユーザに「見にくい」「読みにくい」と感じ

させることになります。

読みやすいレイアウトとは、Webページのレイアウトでは、人の目を引くバラ

ンスの取れたデザインにすることはもちろんですが、見やすく、わかりやすい形

で情報を提供することが最も大切です。

そのためにも情報を分類して、情報の重要度がはっきり分かるような形にしな

ければなりません。したがって、Webページの構成要素をグループ分けする「グ

ルーピング」という作業が重要になります。グルーピングされた情報をレベル分

けし、情報のレベルによって扱いの強弱をつけます。

ユーザの目の動きを誘導し、貴重な情報にスムーズに目がいくような配置を考

えなければなりなせん。ユーザの視線をどのように導くか、最終的にどの情報に

もっていくのかを念頭に置いて配置を考えましょう。

9）目の動きと読みやすさ

「見にくい」「読みにくい」と感じさせてしまうのはなぜか、もう少し探って

みましょう。まず、ユーザの目の動きについて考えてみましょう。ある情報から

次の情報へ移動するのに、目の移動距離が大きいと、情報を探しにくくなります。

これを「情報のジャンプ率が高い」と言っております。

また、ユーザはある一点を見ていても、その周辺の情報も同時に拾っていると

いう特性があります。大まかに情報をたどりながら、次のポイントを探している

わけです。したがって、目の移動距離が長くなると、同時に拾う情報も多くなり、

目も疲れ、やはり読みにくいページとなります。

10）Webレイアウトのポイント

ユーザの目の動きは、計画的なレイアウトでコントロールすることができます。

目の移動距離と閲覧中の注意の特性を考慮しながらレイアウトにメリハリをつけ

ていきましょう。レイアウトの具体的なポイントは、目の移動距離を短くしたり、

凝視回数を少なくしたり、重要なところ（上位レベルの情報）はすぐ分かるよう
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にしたり、情報のジャンプ率を調整したりすることです。

Webレイアウトのポイントについて理解できたでしょうか。「目の移動距離を

短く」「凝視回数を少なく」「情報の軽重（上位レベルの情報がどこかすぐにわか

るなど）」を意識してレイアウトできるようにトレーニングするといいです。

たとえば、次の図をご覧ください。

図1は、ジャンプ率が高いため、目の移動距離があり、凝視の回数も多いのが

わかります。このようなレイアウトでは、いかに丁寧にデザインされていても、

結果的に「わかりにくい」と判断されてしまいます。

では、このデザインを見やすくするにはどうしたらいいでしょうか。ジャンプ

率を調整するのが一番の近道です。その方法はいろいろありますが、直接、引き

出し線と項目を対応付けるのが一番簡単な方法です。（図2）

ただし、引き出し線がいくつも重なるような非常に複雑な場合は、引き出し線

に項目を直接対応付けるのは避けなければなりません。かえって見にくくなる場

合があります。
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図1 項目名を右に配置し、引き出し線には対応番号を入れた説明図

①�メニュー�

②�ボタンバー�

③�ＵＲＬ�

④�エクスプローラバー�

⑤�ステータスバー�

①� ②�

④�

③�

⑤�

視線移動�の�軌跡�



Webデザインは、紙と比べて低解像度です。情報の一覧にどうしても制限が出

てきます。

Ⅲ．専門学校時代の体験授業

それでは、過去の授業を通じてHPの授業をどのように実践してきたかを簡潔

に報告したいと思います。さて、10年前は千葉県美浜区幕張の「帝京情報技術専

門学校」に勤務しておりました。そして、1995年にWindows95が発売された当時、

学校に新学科としてマルチメディア科の設立準備室らしきものが立ちあがりまし

た。その後1997年にマルチメディア科が新設されました。その当時はマルチメデ

ィアという言葉が今ほど使われていない時代で、他の学校もマルチメディアとい

う名前を冠した学科などほとんど見られませんでした。

まず、授業に先立って、1996年の体験入学（今はオープンキャンパスと呼んで

いる）において、「ホームページを作ろう」というテーマで、学生募集活動の一

環として学校訪問し、高校3年生を学校に来てもらい体験授業を通じてインター
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１�メニューバー�

２�ボタンバー�３�アドレスバー�

４�エクスプローラバ�ー�
５�ステータスバー�

図2 項目名が直接図に記入されている説明図



ネットを閲覧したり、HPを制作し印刷して持ち帰らせました。当時は、インタ

ーネットもダイアルアップ式で、インターネットに接続するまでに1，2分かかっ

たのを思い出します。場合によってアクセス数が多い場合は、なかなか接続でき

ずはらはらしたのを思い出します。はじめに、文部省（現文部科学省）へアクセ

スし、次に富士山を四六時中撮っているカメラからその時の富士山の様子を見せ、

（夏は富士山がほとんど見られないので苦労しました）次に、アメリカ合衆国の

ホワイトハウスへアクセスし、国旗がはためくのに感動し、最後にNASAのHPに

行き、超新星の誕生や爆発の映像を見て、これも感動したのを思い出します。家

でもインターネットに接続し、やはり、アメリカのホワイトハウスのHPにアク

セスできた時は家族皆で感動したものでした。時には、篠原涼子の「ビデオCD」

などで動画や音楽を鑑賞し気持ちをリラックスさせるようにもしました。

そのあと、学生たちに各自のホームページを作らせました。それは、枠組みを

ある程度、用意しておき穴埋め問題のように、必要箇所に入力していく方法です。

事前に、デジタルカメラで各人の写真を取っておき、それを体験授業が始まる前

までに、パソコンに入力しておきます。そして、体験授業が始まると同時に、各

人がサーバにアクセスしてその写真を自分のホームページに取り込むことができ

るという仕掛けです。それを教えてくれたのは、当時マルチメディア科長湯山先

生他多くの先生がたでした。はじめは、学生の写真を撮るだけでも大変緊張しま

した。また、写真をサーバに保存するのに時間が限られていたためどきどきして

保存したのを思い出します。今考えるとゾーッとしますが、その時は学生集めに

懸命でそれこそ真剣勝負でした。

HPのデザインは、大見出し・中見出し・画像（または写真）・自己紹介の順

で、全体として中央揃えになるように配置しました。バックの色はライトグリー

ンで明るく新鮮な落ち着いた感じにして、文字色は黒ではっきり見やすいように

しました。なるべく簡単に時間がかからない程度に済ませました。

HPの内容は、次のような自己紹介でした。過去のものが残っていないため、

似ているものとして、帝京大学・帝京大学短期大学のオープンキャンパスで体験

授業をした時のものです。学生に、この画面のもとになるプログラムを使って制

作させました。
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中ほどの雲の画像が学生の画像であったと思ってください。そして、学生は、

帝京花子の部分を自分の名前に変えたり、住所や生年月日等を自分のものに変え

るよう指導しました。

上の図では、ブラウザの画面だけですが、メモ帳も同じ画面の半分に表示させ

て、メモ帳のプログラムを変更させて上書き保存して、ブラウザの「更新」ボタ

ンを押して再表示させる。それを何度か繰り返して完成させる。そして、完成次

第、印刷して持ち帰らせるという流れで、体験入学を実施しました。

専門学校では、体験入学でほとんどの学生が入学しましたが、このHP作成の

ことを学習して入学したので、マルチメディア関係の授業内容が常に新しいもの

であるべきだし、それが当然という雰囲気でした。よく、教師たちも講習会に出

かけたり、HPに関する新刊書を購入したりしました。また、文部科学省に委託

された「情報化社会に備えた情報活用能力の育成に関する教育プログラムの開発

研究」プロジェクトチームで、平成8年度から3年間、研究員として最新のマルチ

メディア知識と技術を修得するために努力しました。そこで学んだことは、最新

の知識や技術は若者のほうが吸収力が速いので、我々教師は若者と学び、若者か
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ら教わることがあるということでした。

コンピュータの分野の歳月はドッグイヤー（今はマウスイヤー）といわれるほ

どスピードが速く、マイクロソフト社の生みの親ビル・ゲイツ氏が著した「スピ

ード経営」がその最たるものだと思います。したがって、そのスピードについて

行くには、意識的に努力する必要があります。進歩を超えた進化という言葉がこ

の分野にはよく使われます。当然です。幕張の環境はコンピュータ関係の会社、

例えば日本IBM・キャノン・セイコー・富士通・及び多数のソフトウェアの会社

がありましたので、当時学生の就職先もほとんど近くの会社が多く、たまに卒業

生と会うこともありました。

今後の授業で、初心を忘れずに、また「Webデザイン」をそして今回学んだ

「Webユーザビリティ」を生かしていこうと思っています。
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