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Part 1 ではざっくりとした制作フローについて解説しています。
Part 3 では、実際にサイトを構築するという前提で、まず 1 ページをモデルとして骨組み
をマークアップし、さらに作り込みます。これをDreamweaver テンプレートに変換して

CS5.5 対応版
チュートリアルの
作例・手順をリニューアル

各ページを作成。それぞれのページを作り込みます。
さらに、マルチデバイスに対応するために、同じHTMLを使いながらデバイスのサイズに
よって異なる CSSを読み込ませる
「レスポンシブ・デザイン」
を実装するワークフローを通し
て学んでいただけます。
Part 2 は辞書・リファレンスとして解説していますので、Part 3 で手を動かしながら必要に
応じて参照してください。
サイト制作のための技術を知りたい
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サイトを作りたい

Step 7 特定のページだけ表示させる条件付けを行う

『 base.dwt』
を保存し、テンプレートファイルを更新します。

『 index.html』
を開くと、「 header-inner」、「 product-new-list」の編集可能領域が表示されます。

トップページのみで利用したい編集可能領域を
「 編集可能オプション領域 」
を使って設定します。

「 編集可能オプション領域 」
は、オプション領域の中に設定する編集可能領域です。

1
2

『 base.dwt』の 50 行目の </header> の
前にカーソルをおきます。

［挿入］メニューの［テンプレートオブジェ
クト］→［編集可能オプション領域］をク
リックします。

3

［新規オプション領域］ダイアログボック
スが表示されたら、
［詳細］
タブに切り替

Yes

えます。

bodyClassの値が
「home」
だったら…

［ 式 を 入 力 ］ オプ ションを 選 択し、
「 bodyClass=='home' 」 を 入 力 し、

bodyClass=='home'

［ OK］ボタンをクリックしてダイアログボ

bodyClassの値が
「home」
でなかったら…

ックスを閉じます。

「 EditRegion7」（ 2 箇所）を「 header-

inner」に変更します。

「EditRegion7」の「7」は作成した編集可能領域
の番号です。異なっていても問題ありません。

同様に「 </header> 」の次に編集可能

オプション領域を挿入し、
「EditRegion8」

（ 2 箇所）を「 product-new-list」に変更
します。

No
<!-- TemplateBeginIf cond="bodyClass=='home'" -->
<!-- TemplateBeginEditable name="header-inner" -->
header-inner
<!-- TemplateEndEditable -->
<!-- TemplateEndIf -->

<!-- TemplateBeginIf cond="bodyClass=='home'" -->
<!-- TemplateBeginEditable name="product-new-list" -->
product-new-list
<!-- TemplateEndEditable -->
<!-- TemplateEndIf -->

HTML

次の条件下で、 Dreamweaver テンプレートを使

HTML

HTML
<meta charset="UTF-8" />

・ドキュメントタイプに
「 HTML5 」
を使用
・Dreamweaver CS4 や CS5を使用

<!--TemplateBeginIf cond="0" -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<!--TemplateEndIf -->
<meta charset="UTF-8" />

4

変更してください。

作成直後は Shift JIS、保存すると UTF-8 になるため、
次に開くと文字化けが発生してしまう

practice

プレートの文字コードを下のように

Dreamweaver で作る

DWT
<meta charset="UTF-8" />

用すると、子ファイルで文字化けが発生します。

（ CS5.5 では問題ない）

Part 3

編集可能領域は
非表示

Dreamweaver CS5 での文字化け対策

回 避 策として Dreamweaver テン
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編集可能領域を挿入
• header-inner
• product-new-list
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