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今日がWEBデザイナーへの第一歩

最初に覚える
デザインの基礎5選

WEB DESIGN
START GUIDE



デザイナーを目指す上で

「知っておきたい基礎知識」を一部ご紹介します！

これは、Web デザインだけではなく、

グラフィックデザインにも共通する内容です！

何事においても基礎は重要です！

そして、知っていると知らないでは

大きな違いがあります！

ぜひ、今後のデザイナー人生で役に立ててください！

知っておきたい基礎知識

最初に覚える
デザインの基礎5選
本書は、これからWebデザイナーを目指す全ての方
に知ってもらいたい基礎知識を、わかりやすくまと
めたものです。
パソコンやスマホで毎日のように目にするWebサイ
トは、これからお伝えするデザイン知識に基づいて
設計されているものがほとんどです。
これから新しい働き方をしていくために、今回お伝
えする基礎を楽しく学んで、Webデザイナーとしての
第一歩を踏み出してください。



B ブルー

G グリーンR レッド

C シアン

Y イエローM マゼンタ

“色”は基本となる 3 色が合わさって成り立っています。

色の三原色は「光の三原色」と「色の三原色」があります。

それぞれの色の領域で基本になる三色です。

そして、すべての色は 3 つの“属性”から成り立ちます。

色相、彩度、明度と併せて色の三属性といい、それぞれ色の性質を表します。

色 COLOR

光の三原色

色相

彩度

明度

[ 加法混色 ] [ 減法混色 ]
色の三原色

「RGB」カラーは「光の三原色」と呼ばれ、Red（赤）・
Green（緑）・Blue（青）のかけ合わせで色を表現し、
すべてが重なる部分は「白」になります。
テレビやパソコンのモニターは RGB で表現されて
います。Web デザインをするときは RGB。

彩度は色の鮮やかさの度合いを表します。明度が高くなると色の純度は高くなり鮮や

かな色になります。逆に彩度が低い場合は色が濁り落ち着いた色になります。

明度は色の明るさの度合いを表します。明度が高くなると色は明るくなり、低くなると暗

くなります。明度差を大きくすると力強さが生まれ、逆に小さくすると穏やかさがでます。

色合いです。色味の変化や種類を示し、赤、黄、緑、青といった色の状態の違いをい

います。

「CMY」カラーは、「色の三原色」と呼ばれ、Cyan（シ
アン）・Magenta（マゼンタ）・Yellow（イエロー）
のかけ合わせで色を表現し、すべてが重なる部分は
「黒」になります。印刷物はこの色の掛け合わせで
表現されています。グラフィックは CMY。

“色”は基本となる3色が合わさって
成り立っています。
色の三原色は

「光の三原色」と「色の三原色」があります。
それぞれの色の領域で基本になる三色です。

色
COLOR



“書体”には主に使用するもので和文文字と英文文字があります。

和文は「明朝体」と「ゴシック体」。英文は「セリフ」と「サンセリフ」が存在します。

書体によってデザインの印象は大きく変わります。

書体 FONT

明朝体

おはようございます。コンニチハ。

明朝体は縦線に比べて横線が細く、横線の右端や曲がり角の右上に「山」がある書体です。線のメリ

ハリがあり、読みやすい書体です。

[ 書体イメージ ]信頼感・安心感

ゴシック体

おはようございます。こんにちは。

ゴシック体は基本的に線の太さは一定で、「山」のない書体です。全体的に動きが少なく、統一感があ

り、視認性も高いです。

[ 書体イメージ ]力強さ・可読性

セリフ

Good morning.　　Hello.

セリフは、字体の曲がり角にある飾り（うろこ）を示す言葉で、セリフのある書体がセリフ体となります。

和文フォントの明朝体と同様、縦線・横線の幅が異なり、メリハリのある作りです。

[ 書体イメージ ]品格・落ち着き

サンセリフ

Good morning.　  Hello.

サンセリフは「セリフ」がない書体です。「sans-（サン）」とはフランス語で「無い」という意味です。

可読性が高いため、Web ページの標準は「sans-serif」が設定されていることが多いです。

[ 書体イメージ ]近代的・シンプル

Bブルー

G グリーンR レッド

Cシアン

Y イエローM マゼンタ

光の三原色 [加法混色]

[減法混色]

「RGB」カラーは「光の三原色」
と呼ばれ、Red（赤）・Green
（緑）・Blue（青）のかけ合わせ
で色を表現し、すべてが重なる
部分は「白」になります。テレビ
やパソコンのモニターはRGB
で表現されています。Webデザ
インをするときはRGB。

色の三原色

「CMY」カラーは、「色の三原
色」と呼ばれ、Cyan（シアン）・
Magenta（マゼンタ）・Yellow
（イエロー）のかけ合わせで色
を表現し、すべてが重なる部分
は「黒」になります。印刷物はこ
の色の掛け合わせで表現され
ています。グラフィックはCMY。



すべての色は3つの“属性”から成り立ちます。
色相、彩度、明度と併せて色の三属性といい、

それぞれ色の性質を表します。

色相
色合いです。色味の変化や種類を示し、赤、黄、緑、青と
いった色の状態の違いをいいます。

明度
明度は色の明るさの度合いを表します。明度が高くな
ると色は明るくなり、低くなると暗くなります。明度差を
大きくすると力強さが生まれ、逆に小さくすると穏やか
さがでます。

彩度
彩度は色の鮮やかさの度合いを表します。明度が高く
なると色の純度は高くなり鮮やかな色になります。逆に
彩度が低い場合は色が濁り落ち着いた色になります。

COLOR



デザインには、mm, pixel, point など様々な“単位”が存在します。

デザインの制作現場でよく使われるものをご紹介します。

単位 UNIT

mm [ ミリメートル ]

ご存知だとは思いますが、ミリメートルです。印刷物などの制作現場でよく使われます。イラストレー

ターではもっとも使われる単位。

cm [ センチメートル ]

ミリメートルの 10 倍。こちらもご存知のセンチメートルです。あまりデザインの現場で使われるこ

とはありません。

スマホやテレビのサイズでよく耳にする単位です。1 インチは 25.4mmと定められています。

inch [ インチ ]

ポイントはミリメートルなどと同じで、出版物・印刷物の長さを表すのに用いられる単位です。Font

サイズでもよく使われます。

point [ ポイント ]

こちらも出版・印刷のために作られた単位です。この単位は日本独自の単位です。級は「文字の大き

さを表す単位」で、1 級が 0.25mmです。1/4 を表す Quarter を意味します。

級 [ キュー ]

この単位も日本独自の単位です。歯は「行間や文字送りのサイズを表す単位」で、1 歯が級と同じく

0.25mmです。歯と級はサイズとしては同じで、使うところが違うということを覚えましょう。

歯 [ ハ ]

pixel は web で必要な単位です。pixel とは、デジタル画像の最小単位のことを指し、画素とも言わ

れます。1pixel はコンピュータで色情報を扱うための最小単位なので、1pixel を単色で塗りつぶし

た集合体で写真や画像、文字などを表現しています。テレビを近くで見るとツブツブが見えるイメー

ジですね。

pixel [ ピクセル ]

“書体”には主に使用するもので
和文文字と英文文字があります。
和文は「明朝体」と「ゴシック体」。

英文は「セリフ」と「サンセリフ」が存在します。
書体によってデザインの印象は

大きく変わります。

書体
FONT



この単位は印刷の際によく使用される単位で、dpi の数値が高ければ、

1 インチの中に含まれているドットの数が多くなるので、より鮮明に画像が表示されます。

ちなみにweb デザインの場合は印刷物と違って画面で表示されるため、

印刷物のような解像度は必要ありません。印刷物であれば主に 350dpi、Web であれば

72dpi で表示されます。

[72dpi]

解像度 DPI

単位のところで少し触れましたが、パソコンの画面や、デジタル写真は、

小さな四角形の集まりで構成されています。

この一つ一つの四角のことをpixel(ピクセル)といいます。

そして画像には“解像度”と呼ばれる「dpi」という単位があります。

dpiとは、1インチ（25.4mm）の中にどれだけドットが含まれているかを表した単位

で「dots per inch（ドット・パー・インチ）」のことをいいます。

Web で表示される解像度。パソコンの画面上では
綺麗に表示されて見えるが、印刷すると粗い画像に
なります。

[350dpi]

印刷物で表示される解像度。画像自体のデータ容量
が重くなってしまうが、印刷で拡大しても粗くなく、
綺麗に表示されます。

１インチ 25.4mm
１インチに含まれいてる
ドットの数が dpi

明朝体

おはようございます。コンニチハ。

明朝体は縦線に比べて横線が細く、横線の右端や曲
がり角の右上に「山」がある書体です。線のメリハリが
あり、読みやすい書体です。

[書体イメージ]信頼感・安心感

ゴシック体
ゴシック体は基本的に線の太さは一定で、「山」のない
書体です。全体的に動きが少なく、統一感があり、視認
性も高いです。

[書体イメージ]力強さ・可読性

FONT

おはようございます。こんにちは。



黄金比 GOLDEN RATIO

黄金比とは、近似値1:1.618、約5:8の安定的で美しい比率とされる貴金属比の一つで

す。黄金比の歴史は古く、「人類が最も美しいと感じる比率」と呼ばれています。

黄金比は、apple社のロゴやモナリザ、身近なところだと名刺やタバコの箱の大きさな

ど、あらゆるところで使われています。デザインに黄金比を用いることにより、ロゴやレ

イアウトなどの美しさが約束されます。ぜひ覚えておきましょう。

縦と横の比率が1:1.618の
黄金比「黄金長方形」

モナリザの顔に「黄金長方形」が
使われている 黄金比を使ったapple社とGoogleのロゴ

縦と横の比率が1:1.618の
黄金比「黄金長方形」

FONT

Good morning.　　Hello.

Good morning.　  Hello.

セリフ
セリフは、字体の曲がり角にある飾り（うろこ）を示す
言葉で、セリフのある書体がセリフ体となります。和文
フォントの明朝体と同様、縦線・横線の幅が異なり、
メリハリのある作りです。

[書体イメージ]品格・落ち着き

サンセリフ
サンセリフは「セリフ」がない書体です。「sans-（サン）」
とはフランス語で「無い」という意味です。可読性が
高いため、Webページの標準は「sans-serif」が設定
されていることが多いです。

[書体イメージ]近代的・シンプル



デザインには、mm, pixel, pointなど
様々な“単位”が存在します。
デザインの制作現場で

よく使われるものをご紹介します。

単位
UNIT



mm
ご存知だとは思いますが、ミリメートルです。印刷物な
どの制作現場でよく使われます。イラストレーターでは
もっとも使われる単位。

[ミリメートル]

cm
ミリメートルの10倍。こちらもご存知のセンチメートルで
す。あまりデザインの現場で使われることはありません。

[センチメートル]

inch
スマホやテレビのサイズでよく耳にする単位です。
1インチは25.4mmと定められています。

[インチ]

point
ポイントはミリメートルなどと同じで、出版物・印刷物の
長さを表すのに用いられる単位です。Fontサイズでも
よく使われます。

[ポイント]

UNIT



「知っておきたい基礎知識」を一部ご紹介しました。

デザインに正解はありません。

しかし、基礎知識はいいデザインをするために、

知っておかなければいけないものです！

デザインはとても楽しいものです！

皆さんが楽しんでデザインできるよう

何かのお役に立てれば幸いです！

級
こちらも出版・印刷のために作られた単位です。この
単位は日本独自の単位です。級は「文字の大きさを表
す単位」で、1級が0.25mmです。1/4を表すQuarterを
意味します。

[キュー]

歯
この単位も日本独自の単位です。歯は「行間や文字送
りのサイズを表す単位」で、1歯が級と同じく0.25mmで
す。歯と級はサイズとしては同じで、使うところが違うと
いうことを覚えましょう。

[ハ]

pixel
pixelはwebで必要な単位です。pixelとは、デジタル画
像の最小単位のことを指し、画素とも言われます。
1pixelはコンピュータで色情報を扱うための最小単位
なので、1pixelを単色で塗りつぶした集合体で写真や
画像、文字などを表現しています。テレビを近くで見ると
ツブツブが見えるイメージですね。

[ピクセル]

UNIT



単位のところで少し触れましたが、
パソコンの画面や、デジタル写真は、

小さな四角形の集まりで
構成されています。

解像度
DPI



１インチ

25.4mm １インチに含まれている
ドットの数がdpi

一つ一つの四角のことをpixel(ピクセル)といいます。
そして画像には“解像度”と呼ばれる「dpi」という単位が
あります。dpiとは、1インチ（25.4mm）の中にどれだけ
ドットが含まれているかを表した単位で「dots per inch
（ドット・パー・インチ）」のことをいいます。

この単位は印刷の際によく使用される単位で、dpiの
数値が高ければ、1インチの中に含まれているドットの
数が多くなるので、より鮮明に画像が表示されます。

DPI



[72dpi] [350dpi]
Webで表示される解像
度。パソコンの画面上で
は綺麗に表示されて見
えるが、印刷すると粗い
画像になります。

印刷物で表示される解像
度。画像自体のデータ容
量が重くなってしまうが、
印刷で拡大しても粗くな
く、綺麗に表示されます。

ちなみにwebデザインの場合は印刷物と違って画面
で表示されるため、印刷物のような解像度は必要あり
ません。印刷物であれば主に350dpi、Webであれば
72dpiで表示されます。

DPI

72dpi 350dpi



黄金比とは、
近似値1:1.618、約5:8の安定的で

美しい比率とされる貴金属比の一つです。
黄金比の歴史は古く、

「人類が最も美しいと感じる比率」と
呼ばれています。

黄金比

GOLDEN
RATIO



縦と横の比率が1:1.618の黄金比「黄金長方形」

角の点を滑らかにつないでできる「黄金螺旋」

黄金比は、apple社のロゴやモナリザ、身近なところだと
名刺やタバコの箱の大きさなど、あらゆるところで使わ
れています。デザインに黄金比を用いることにより、ロゴ
やレイアウトなどの美しさが約束されます。

GOLDEN RATIO



GOLDEN RATIO

モナリザの顔に
「黄金長方形」が
使われている

黄金比を使った
apple社と
Googleのロゴ



あなたが即戦力の
Webデザイナーになるために
「最初に覚えるデザインの基礎5選」を最後まで
お読みいただきまして、ありがとうございました。

今回お伝えしてきたことは、Webデザイナーになる
ために必要なことのごく一部ですが、Webデザイン
に関する全ての知識を取り入れる必要はありません。

覚えなくてもいいことは覚えず、Webデザイナーとして
稼いでいくために必要なことだけを優先して覚えれ
ばいいだけなのです。

なぜなら、Web業界で多く求められているデザイン
は、一定のジャンルに偏っているからです。
そのジャンルのデザイン技術さえ身につけば、即戦力
として需要のあるデザイナーになれてしまいます。



普通であれば、このような事実は教えてもらえること
なく、様々なジャンルのデザインについて学んだり、
デザインをするアプリケーションのあまり使わない
機能まで学んだりしなければなりません。他にも、
あなたが2カ月後に即戦力のWebデザイナーとして
活動できるのには、理由があります。

文章では全てが正確に伝わらないこともあるため、
LINEにお届けするWebセミナーで全てお伝えします。
もちろん無料で見てもらえるものなので、もし働き方
を変えてWebデザイナーとして収入を手にしていきた
いのであれば、必ず見てみてください。

Webセミナーを全て見終わったころ、あなたがWeb
デザインを新しい働き方の選択肢としてくれたら
嬉しく思います。
それでは、LINEに届いているWebセミナーで会い
ましょう。




