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モバイル・ブラウザの画面制御 <meta name="viewport" content="width=device-width"> 

元は Apple Safari の拡張機能。機能：layout viewport サイズの変更。 

多くのモバイル・ブラウザに実装されているが，Web 標準ではない。 

参考 

（1） A tale of two viewports: 

https://www.quirksmode.org/mobile/viewports.html 
https://www.quirksmode.org/mobile/viewports2.html 

（2）MetaExtensions: https://wiki.whatwg.org/wiki/MetaExtensions 

（3）Viewport <META> element: https://drafts.csswg.org/css-device-adapt/#viewport-

meta 

（4）羽鳥 公士郎「改訂版・たぶん、ほとんどの人は viewport meta タグの指定をまちがえてる」

https://blog.ousaan.com/index.cgi/links/20170430.html 
 

(1)に従って，用語を統一し，他も参照して，筋を通して説明する。 

 

１．デスクトップ・ブラウザ 

PC はマルチウインドウであるので，スクリーン・サイズとウインドウ・サイズが一致しない。 

（1）device pixel:dpx と css pixel:csspx 

         単位 

Device Screen サイズ（画素数） screen.width/height   dpx  

ブラウザ・ウインドウ・サイズ window.innerWidth/Height csspx 

ブラウザのレンダリングは csspx で行われる。拡大率が 100%のとき，1 csspx は 1 dpx に等しい。

200％zoom すると，csspx サイズは変わらないが，画面上で dpx サイズが 2 倍になり，拡大表示され

る。csspx は（視野における）⾧さの単位だと考えるとよい（4）。dpx サイズは画面の画素密度によって

⾧さが変わる。 

（2）viewport 

viewport は html 要素を含む最上位の包含 block(2)で，html 要素の幅は viewport の幅によって制

限される。例えば，CSS で html{ width: 100% }は viewport の 100%である。また，viewport のサ
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イズは CSS の影響を受けない。デスクトップ・ブラウザの viewport の幅はブラウザ・ウインドウと同じ

と定義されている。一方，モバイル・ブラウザの場合は複雑である。 

viewport サイズ  document.documentElement.clientWidth/clinetHeight 

（scroll バーを含まない。） 

注）document.documentElement は html 要素を参照するが，上記 clientWidth は viewport の

width である。html 要素のサイズは document.documentElement.offsetWidth/offsetHeight で参

照する。 

（3）media query 

media query での width は viewport の width（=ブラウザのウインドウの幅），つまり

document.documentElement.clientWidth で単位は csspx である。 

device-width は device の width，つまり screen.width で単位は dpx である。 

デスクトップ・ブラウザではマルチウインドウなので width を使うべきで，スクリーンの横画素数で

ある device-width は意味がない。 
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２．モバイル・ブラウザ 

当初，モバイル端末はシングルウインドウであったことに留意する。 

（1）課題：小さなスクリーンに Web ページを適切に表示したい。  

モバイルのスクリーンは小さいので，PC で見る Web ページ全体を縮小してスクリーンに表示したの

では文字が小さすぎて読めない。一方，レイアウトはそのままで文字が読めるくらいに拡大すると，PC

で見る Web ページの一部分しか表示されないので，全体を見るには縦横にスクロールしなければならな

い。また，デスクトップの CSS をそのままモバイルで利用すると，例えばサイドバーの幅を 10%とした

場合，モバイル・ブラウザでは 40csspx 位になり，狭すぎる。 

（2）モバイル・ブラウザ開発企業が考えた解決策（奇策） 

デスクトップ・ブラウザの viewport（csspx）は狭すぎる（iPhone7 は 375csspx）ので，広げたい。

そこで，viewport を「スクリーンに表示される visual viewport」と「CSS で制御される Web ページ

に対応する広い layout viewport」に分けた。例えば，iPhone 版 Safari のデフォルト layout 

viewport の幅は 980csspx で，visual viewport の幅は機種に依存するが，iPhone7 では 375csspx

である。（iPhone 7 の画面の画素数は 750dpx） 

layout viewport のサイズは zoom しても不変である一方で，visual viewport のサイズは zoom 

in すると小さくなる（layout viewport のより狭い領域が画面に拡大表示される）。また，モバイル・

ブラウザはデフォルトでは最大 zoomed-out mode で表示しようとするので，このとき layout 

viewport 全体が画面全体に表示されるから，2 つの viewport サイズが一致する。モバイル・デバイス

iPhoneの解像度 

端末 サイズ（inch） 
visual viewportサイズ 

device-
width/height(csspx) 

dpx 

6・6s・7・8・SE(2) 4.7 
375 x 667 
80dpi 

750 x 1,334 
160dpi 

[6・6s・7・8] Plus 5.5 
414 x 736 
75dpi 

1,080 x 1,920 
196dpi 
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を回転させランドスケープ・モードにすると，画面の幅が広がるので，visual viewport の幅が広が

り，Web ページは少し拡大表示される。もちろん layout viewport のサイズは不変である。 

（注）80cm 先の幅 20inch のディスプレイ（1920dpx, 96dpi）上の画像は，20cm 先では幅 5inch（1920dpx, 384dpi）に

見える。80 ㎝先の 20 インチのデュスプレイの画面一杯に表示された画像（幅 1920csspx）は，20cm 先では 480csspx で

同じサイズに見える。 

モバイル・ブラウザ  サイズ 

layout viewport document.documentElement.clientWidth/clientHeight 

visual viewport  window.innerWidth/Height  単位：csspx Window サイズ 

   （zoom-in すると visual viewport の csspx 数は小さくなる。） 

デスクトップ・ブラウザ  サイズ 

viewport   document.documentElement.clientWidth/clinetHeight 

ブラウザ・ウインドウ window.innerWidth/Height 単位：csspx  Window サイズ 

20cm

80cm

20inch
1920dpx
96dpi

5inch
1920dpx
384dpi

1920csspx480csspx

ビジュアル・ビューポートは、現在画面上に表示されているもので，ページの一部です。 レイアウト・ビューポー

トは、ビジュアル・ビューポートよりもかなり広く、画面に表示される要素と表示されない要素を含んでいます。 

レイアウト・ビューポートは、サイズや形状を変更しない大きな画像であるとします。次に、大きな画像を見る小

さなフレームがあるとします。小さなフレームは不透明なマテリアルで囲まれており、大きな画像の一部を除くす

べてのビューが隠されます。フレームを通して見える大きな画像の部分は、ビジュアル・ビューポートです。大き

な画像から離れて、フレームを一度に表示する(縮小)、または一部だけを見るために近くに移動(ズームイン)する

ことができます。また、フレームの向きを変更することもできますが、大きな画像(レイアウト・ビューポート)の

サイズと形状は変更されません。George Cummins https://stackoverflow.com/questions/6333927/difference-

between-visual-viewport-and-layout-viewport 

iPhone 版 Safari デフォルト：layout viewport width=980csspx 

横幅 980csspx の Web ページが画面の横幅一杯に表示される。 

visual viewport width(機種依存：iPhone 7)=375csspx 

initial-scale(機種依存：iPhone7)=0.38(=375/980) 

その他の機種のデフォルト layout viewport width 

Opera 850csspx, Android WebKit 800csspx, and IE 974csspx. 
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（3）layout viewport サイズのデフォルト値を変更する meta タグ： 

<meta name=”viewport” content=””> 
 

Web ページの横幅が決まっている場合 

例えば，Web ページの幅が 1024px ならば， 

<meta name="viewport" content="width=1024">  注）単位を付けない！ 

width を指定した場合には initial-scale は指定しない。visual viewport サイズは機種依存するの

で initial-scale はブラウザが計算する。iPhone７ならば，scale= 0.37 (=375/1024)である。ま

た，width*initial-scale の値が，visual viewport 幅より小さい場合は，指定通りに表示すると右

に余白ができるので，width が無視される。width の幅が指定されていないか，または無視された場合

に initial-scale=1 と指定すると，width（layout viewport の幅）は visual viewport の幅（csspx

値）になる。 

 

コンテンツの幅をデバイスの画面幅(visual viewport 幅)に合わせて変化させる responsive な場合 

<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"> とし，layout 

viewport の幅 width を visual viewport の幅 device-width に一致させる。この場合，initial-

scale は 1 に決まっているので，initial-scale=1 は書かなくてもよい。なお，visual viewport の

サイズは機種に依存することに留意する。 

 

注）viewport meta タグの device-width は，あるデバイスで拡大率が 100%のときの，csspx 単位で

の画面の幅を示す定数で，モバイル機種の場合は機種ごとに値が決まっている。 

https://developer.mozilla.org/ja/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag 
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https://developer.apple.com/library/archive/documentation/DeviceInformation/Referen
ce/iOSDeviceCompatibility/Displays/Displays.html 

Table 2-1  Screen Geometry 

Device 
Native Resolution 

(Pixels) 

UIKit Size 

(Points) 

Native Scale 

factor 

UIKit Scale 

factor 

iPhone X 1125 x 2436 375 x 812 3.0 3.0 

iPhone 8 Plus 1080 x 1920 414 x 736 2.608 3.0 

iPhone 8 750 x 1334 375 x 667 2.0 2.0 

iPhone 7 Plus 1080 x 1920 414 x 736 2.608 3.0 

iPhone 7 750 x 1334 375 x 667 2.0 2.0 

iPhone SE 640 x 1136 320 x 568 2.0 2.0 

iPad Pro 12.9-inch (2nd 

generation) 
2048 x 2732 1024 x 1366 2.0 2.0 

iPad Pro 10.5-inch 2224 x 1668 1112 x 834 2.0 2.0 

iPad Pro (12.9-inch) 2048 x 2732 1024 x 1366 2.0 2.0 

iPad Pro (9.7-inch) 1536 x 2048 768 x 1024 2.0 2.0 

iPad Air 2 1536 x 2048 768 x 1024 2.0 2.0 

iPad Mini 4 1536 x 2048 768 x 1024 2.0 2.0 


