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･HTML5元年

2009年５月、米国サンフランシスコにてGoogleの開発者向けカンファレンス

｢GoogleI/O」がIM11Kされた。師年、ＧＯＯ解lcl/Ｏでは、GooRleが提供する新

サービスに関するビッグニュースが飛び交う。しかし､この年のGDoglel/Ｏは、

例年とはまた異なるビッグニュースがもたらされた。GoogleがＨＴＭＬ５を全面

的に支持すると表明したのだ。

ＨＴＭＬ５は仕撒の名IMIであって､G⑪oRleが提供するサービスの名前ではない。

当時HTML5は､Ｗｅｂ業界でもほとんど知られていない存在だったが､ＨＴＭＬ５

は以前から策定され続けており、その時点で新しいものではなかった。しかし、

2009年のGooglcI/Oで発表されたIITML5のAPIを使ったデモは、枇界中か

ら注目を浴びることになった。そのことから､この年がHTML5の縦開けになっ

たといってもいい過ぎではないだろう。

GoogleI/Oで紹介されたデモは、これまでFlashやSilverlightといったプラ

グインを使わなければ実現できなかったＷｅｂアプリケーションばかりだった。

しかしそれらはすべてJavaScriptだけで動いていたのだ｡Webの技術を知って

いる人ほど、筋いたに迎いない。

Googleは検索サービスを提供する会社ではあるが、プラウザベンダーという

一面も持っている。そう、Chromeだ。本普を手に取った方なら、使ったことが

あるという方も多いことだろう。影響力が大きいGoogleというプラウザベン

ダーがＨＴＭＬ５にコミットするということは、Web業界にとって、大きな意味

を持つこととなった。

Firefox，Opera、Safariも、すでに当時からＨＴＭＬ５の機能の一部を実装し

ていたが、GoogleがＨＴＭＬ５にコミットすることによって、プラウザベンダー

|Ⅲで､HTML5の機能の実装がさらに推進されていくことになる。耶英､Chrome

にHTML5の機能が追加されていくスピードに劣らず､Firefbx,Opera,Safari

も機能の実装を加速している。すでにHTML5で新たに導入された機能の多く
を使うことができるようになったのだ。

とはいえ、パソコン向けのWebページやWebアプリケーションを作る上で、
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IntemetExplorerを無視するわけにはいかない。いくら、Fireibx，Opera，

Safari、Chromeが機能を実装しても、プラウザシェアが最も大きいInternet

Expl0rerに拠装されなければ､利用がためらわれるだろう。耶実､ＳＶＧという

テクノロジーは、InternelExplorer以外のプラウザでは実装されていたし、相

当以前からＷ３Ｃによって仕様が策定されていたにもかかわらず、Internet

ExplorerがSVGを実装していなかったせいもあり、日のＨを見ることが少な

かった。

2010年３月、米凶ラスベガスにて、Microsoftの開発者向けカンファレンス

｢MIX10｣が洲11Mされた。世間ではHTML5が盛り上がる中､次期バージョンの

InternetExplorer9についての動向が注目されていたが、MIXlOでついに

MicrosoftのＨＴＭＬ５に対する姿勢が表明された。その意気込みは､Microsoft

のInternetExplorerチームのジェネラルマネージャーがMIXlOの坐調識演で

語った言葉に集約されるだろう。

－WeloveHTML5somatch.－そう、ついにInternetExplorerが

Web標iV1、そしてＨＴＭＬ５の機能を職種的にIntemetExplorerに実装すると

表明したのだ。

Interne1Exp1orer9は、すでにPlat【brmPreviewという形で開発者向けに

リリースされている。現時点で岐新のPlatfOrmPreviewには、video要素や

canvas要素といったHTML5で新たに導入された機能が実装されている。さら

に、かねてより嬰望が大きかったSVGも尖装されている。

ついに､HTML5が絵に描いた餅ではなく、現実のものになろうとしているの

だ。恐らく、この流れが止まることはないだろう。近い将来､ＨＴＭＬ５の機能を

使ったWebサイトやWebアプリケーションはあたりまえのものとなってること

だろう。

･スマートフォン

すでにメジャーな最新プラウザがHTML5の機能を実装しつつあるとはいえ、

パソコン向けの一般的なWebサイトにＨＴＭＬ５の機能を使うのはためらわれる
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だろう。仮に､プラウザシェアが最も商いInternetExplorerが次期バージョン

の９をリリースしたとしても、古いIntemetExplorerがすぐになくなるわけで

はない。パソコン向けのWebサイトでのＨＴＭＬ５の利用は、しばらくの|川は限

定的にならざるを得ない。

しかし、Webはパソコンでのみ使われるものではない。ご存じの通り、数多

くのモバイル端末もWebプラウザを搭載しており、すでにモバイル端末向けの

サイトも数多く存在する。ただ、ＩＨ来よりＨ本で多く使われてきた挑帝描末は、

パソコン向けのプラウザとは大きく異なり、JavaScriptすら十分に使える状況

にはなかった。しかし、近年Apple社がリリースしたiPhoneや、Googleが提

供している柵帯向けＯＳであるAndroidを搭載したスマートフオンなどが人気

を博している。これらのスマートフォンは､パソコン向けのブラウザとほとんど

変わらないほどの機能を実装したプラウザを搭戦している。これまでパソコン

でしか提供できなかったユーザー体験をモバイルの世界にも提供できるように

なったのだ。

とはいえ、Flashなどのプラグインが使えるのであれば、さほどＨＴＭＬ５の必

要性に迫られることはなかっただろう。ところが､スマートフォンの中で最も人

気が高い機種の1つであるiPhoneには、Apple社の意向によりFlashが搭載さ

れなかった。つまり、これはリッチなユーザー体験を提供するなら､JavaScript

から使えるHTML5などのAPIを駆使して実現せざるを得ないことを意味する。

ここでも、HTML5が11jぴ世IHlから瀧1Jを浴びることになったのだ。

スマートフオンは､パソコンと比べてＨＴＭＬ５の利用におけるアドバンテージ

がある。パソコン向けのWebサイトやWebアプリケーションでは、クロスブラ

ウザ対策が欠かせない。古いプラウザや、一・部の特定のプラウザを除外できる

状況もあり得るが､少なくとも、いくつかのプラウザで動作するように作らざる

を得ないだろう。その場合、動作を保蔽しなければならないプラウザの1つに、

実装されていない機能があるとすれば、その機能の利用をあきらめるか、もし

くは、そのプラウザの場合だけ、別の機能で代替する必要がある。

一方、スマートフオンは標峨でプラウザが搭叔されており、鵬本的には、そ
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のプラウザで動作するように作ればよい。実際にはそれぞれのスマートフオン

のプラットフォーム上で､OperaMiniやFirefbxforMobile（Fenncc）といっ

たモバイル向けプラウザをインストールして利用できるが､すべてに対応しなけ

ればいけないという状況は少ないだろう｡そのため､ｽﾏｰﾄﾌｵﾝ向け､とり

わけiPhoneやiPad向けのWebサイトやWebアプリケーション柵築においては、

Safariできえ動作するように作ればよく､すでにHTML5は主流になっていると

いえるだろう。

･ＨＴＭＬ５のエッセンス

これまで説明してきたように、Webの11t界ではHTML5は間述いなく必要不

可欠になっていく。ところが、HTML5の仕様はそれだけで膨大なfitだ。すべ

てを読んで､すべてを剛解し､すべてを覚えておくことは不可能だろう。さらに

もう１つ、開発者を悩ませることがある。JavaScriptを使ってWebアプリケー

ションを開発しようとすると、ＨＴＭＬ５の知識だけでは足りないのだ。

HTML5仕様は､JavaScriptから利用できるブラウザ上のAPIすべてが定義

きれているわけではない。過去に、Ｗ３Ｃが標淋化してきたｲ|:棟のｋに成り立っ

ている。そのため､これらのAPIも知っていなければならない。さらにＨＴＭＬ５

仕様とは別に､Ｗ３Ｃによって新たに開発されたテクノロジーもある。たとえば、

GeoloCationAPIやＦｉｌｅAPIなどがこれに該当する。このように、ＨＴＭＬ５仕

械、そしてそれに閲辿する仕様の全体像を見て、めまいがするのは飛者だけで

はないだろう。

とはいえ、実際にWebアプリケーションを作成すると実感するのだが、すべ

てのテクノロジーを使わなければならないようなシーンはほとんどないといっ

てもよいだろう。作成しようとするアプリケーションにもよるが、多くは一部の

テクノロジーだけを使えば実現できることがほとんどだ。そして、膨大な

HTML5関連テクノロジーの中には､よく使う機能もあれば､滅多に使わない機

能もある。

HTML5を学ぶのであれば、やはり利川頻度が多く、利用価値が高い機能か
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ら学ぶほうが効串的なのは間違いない。そして、まだプラウザの実装は少ない

ものの、将来的にWebアプリケーションの枇界に大きなインパクトを与えると

考えられるAPIも知っておくとよいだろう。

仕様縛を隅から隅まで読む必要はない｡Webアプリケーション作成において、

知っておくべきエッセンスがある。仕様書には、ブラウザを作る上で必要な規

定も書かれている。もちろん、それを知っておいて掴はないが、みなさんの多

くは、プラウザベンダーでプラウザを開発しているわけではないだろう。

本普では、Webアプリケーション開発において知っておくべきエッセンスを

抽出して解脱した｡特に､今後多くのシーンで使われることになるであろうAPI、

そして少なくとも１つのプラウザには実装されているAPIに厳選されている。本

普で抽出したAPIは、以下の通りだ。

Canvas

Video＆Audio

ＳＶＧ

ドラッグ＆ドロップ

オフラインWebアプリケーション

WebSocket

WebWorkers

Geolocation

本書は、「まずはHTML5に触れてみたい｣、「ＨＴＭＬ５を使ったWebアプリ

ケーションを作ってみたい｣という方に向けて沓かれている。仕様の解説書では

なく実践醤だ。もちろん､仕様を解説している部分もあるが､それはあくまでも

Ｗｅｂアプリケーション作成にとって必要ｲﾐ叩欠だからだ。

本普は、上記ApIを4名の著者で解説している。それぞれ、著者が肢も得意

とする分野を担当した。すでに各分野で実跳の経験がある著者ばかりだ。それ

ぞれのAPIの解説には、著者の実践におけるノウハウが十分に盛り込まれてい

るので、ぜひ、役戒ててほしい。
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･対象腕者

本書はHTML5の実践普であるゆえに､JavaScriptの基本については解説し

ていない。そのため、ある程度JavaScriptを杏いたことがある人が対象となる

が、JavaScriplの初心者でも理解できるよう考蝋して聯かれているので、ぜひ

挑戦してみてほしい。

各APIの解説では、スクリプトのサンプルコードとキャプチャ画面をふんだ

んに取り入れた。コードを１行ごとに解説してはいないが、できる限りのコメン

トを入れてある。本文だけでなく、コードに啓かれたコメントも参考にしてほ

しい。

本脊によって、ＨＴＭＬ５のAPIのエッセンスを雌短の時l川で効率的に学んで

いただければ幸いである。そして､本瞥をきっかけに､多くのWebデベロッパー

が､HTML5を使ったWebサイトやWebアプリケーションの作成に挑鞭し、そ

れが世に出ることになれば、筆者一同、この上ない喜びだ。

雄者一同を代表して

2010年８月吉Ｈ

有限会社futomi代表取締役羽田野太巳
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動作砺境について

本蒋は以下の環境で動作硫泌を行っている。

・FirefOx35以降、GoogleChrome3以降、Safari4以降、OperalO以降

※InternetExplorerに関しては、バージョン９以前ではＨＴＭＬ５に対応していないた

め動作しない。バージョン９はＨＴＭＬ５に対応しているが、本普では対象外とした。

※ＨＴＭＬ５およびAPI関巡の実装状況はプラウザの種類やバージョンによって大きく

異なるため、詳しくは各サンプルの説明を参照していただきたい。

なお、第９轍の携帯デバイスに関しては以下の環境で動作雛遡を行っている。

・Android1.6以降、ｉPad、ｉＰｈｏｎｅ３Ｇ（iOS4）

※抑帯デバイスによっては一部使用できない機能がある。

※エミュレータでは正しく動作しない。

最新の実装、対応状況聯は各プラウザベンダーのサポートページなどを参考にしてい

ただきたい。

．「HTML5、MozillaDeveloperCenter」

https://developer･mozillaorg/ja/HTML/HTML5

．「SafariDCvCenter」[英細

http://developer・applccom/safari／

．「OperaDeveloperCommunity」[英語］

http://dev,opera・com／

。「Whencanluse...」(実装状況の確認サイト［英諮]）

http://caniuse・com／

サンプルプログラムについて

本排2歳以降のサンプルプログラムは、ダウンロードしてすぐに試せるようになって

いる。ただし、上記の通り動作環境は限定的であるため､卵境によってはうまく動作し

ない恐れがあることにご制意いただきたい。

・http://www､impressjapanjp/books/2927

「ダウンロード・お詫びと訂jE｣のボタンをクリック
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ＨＴＭ世５では、新たなＡＰＩが数多く親

定された。すでに多くのブラウザで個々

のＡＰＩごとに実装が完了しており、利用

シーンを限定すれば今からでも構築可能

だ。ここでは、ＨＴＭＬ５に関連するＡＰＩ

の全体像を解説する。
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HTML5とは、荊前の通り、現在Webの標準となっているHTML4やXHTMLl.xの後継の(I:様

だ。とはいえ、HTML4やXHTMLLxが扱う範開とは大きく異なり、その脆囲は多岐にわたるのが

特徴だ。

HTML4やXHTMLLxは、主にマークアッブの仕様だったといえる。それに対して、HTML5は、

マークアツプだけでなく、ＤＯＭの仕様や得種APIの仕様が数多く磯り込まれている。これまで

javaScriI)↑を使ってクライアントサイドのWeb７'プリケーションを作る場合、HTML4やXHTML1.ｘ

の化械にJILづいてマークアップされたＨＴＭＬを〃l意し、その上で、さまざまなAPIを使ってきた。

しかし､そのAPIは､W3Cといった標雌化側休が規定したAPIばかりではない。数多くのデファク

トスタンダード化したAPIや、ブラウザベンダー独自のAPIを駆使してきたことは、読者のみなさ

んもごげじの通りだ。

このようなデフアクトスタンダード化したAPIには、プラウザベンダーが､岐初にそのAPIを火装

したブラウザの雅勤を真似て実装したものも多い。ＭじAPIとはいえ、ブラウザによって細かい点

で挙動が出なる腸合もある。そして、このようなAPIには、公式な仕様!'ドがないのだ。このような

APIを、HTML5では改めてⅡ:様として規定し直しているのだ。

もちろん､HTML5は過去を整蝿しただけのu:様ではない。これまでプラグインを使わなければ

実現できなかった機能を、プラグインなしで実現できるよう新たにAPlが開発された。これらAPI

で最も注、花浴びているのが、Canvasやvideoだ。

さらに､プラグインを使っても実現できなかったAPIも開発された。デスクトップのフフ'イル准ブ

ラウザ上にドラッグ＆ドロップすることで、そのフフ'イルのデータ准jav3SCriPIから扱えるようにす

るFileAPIや、JavaScrip[の処理をバックグラウンドで実行するWebWorkersなどだ。

このように、HTML5とは、新しい時代に求められるWebアプリケーションに必要な、あらゆる

痩素を集結した化繊なのだ。

１２ＤＯＭ
W3Cが標準化してきたAPIも数多くあるが、最も利用されたAPIといえばDOMだろう。Ｗ３Ｃ

ＤＯＭの(12雛は、雌'k的にはＸＭＬをベースにした仕様ではあるが、ＨTMLに特化した(|:嫌も命ま



１３ＨＴＭＬ５のＡＰ’

れている。特に｢､()CUmentObjeCtModelLevcl2l{TML｣は､ご存じの方も多いだろう。Ｗ３ＣＤＯＭ

の(|:様は、、Li時すでにブラウザに火挫済みであ-,/とＤＯＭを、改めて史,I}化した簡所も多い。と

はいえ、このようにすでに仕様化されたI)0Ｍといえども、ブラウザの実装に.'3いて(よ肖下の差異

が見られる。また､｢DocumentObjecIMod('lLGwl2HTML｣は2000年に勧１１Fとなっているが､す

でに１０年もの雌月が過ぎているため、現ｲl；ではさらに多くの機能が求められているのが実情だ。

マークアップにおいても、Ｉ･ITML5は、｝ITML4やＸ１･lTMLl.xとは典なるHTML5で廃止された

要素や属性もあれば､新たに追加された愛業や鵬性もある。そのため､W3Cの｢DocumentObjecK

ModelLevel2I･lTML｣は、少なくとも、HTML5にそのまま当てはめることができない。

このような状況の''１，HTML5では、これまでW3Cの｢Documon1O上1jccIMod〔､lL(､v〔，l2HTML」

で規定されていた側''1も取り込み、１．，Ｍl‘５１向lけに政ぬてﾙJ鰹しIlIl:されているのだ。

また、誰もがあたりまえに使っているwiI】doｗオブジェクトやdocumenIオブジェクトは、標準化

された仕様がない。実は、W3Cには「WindowObject1.0」と呼ばれる(|:様が存在するが、それ

も2006年４月版のi‘IY案の状態のままとなっており、現状は勧侮にすら茶っていない。

HTML5では、このように誰もがあたりまえのように使ってきたwind(〕ｗオブジェクトやdocumcI11

オブジェクト、さらに、ｓｅ(TimeoulOメソッドのようなタイマーについても、プラウザの実装に差異

が発生しないよう、厳密に規定された、

HTML5でもう１つ注目を浴びているのが、新たに追加されたAPIだ。これは水ルのテーマでも

ある。HTML5で注I｣度が商いAPIに、新たに迫力|Iされたcanvas要素、vido()漉素、audio要素が

挙げられるだろう。

canvas渓素はJavaScriplを使ってビットマップイメージを生成するために使われる哩業だ。とは

いえ、caIwas婆業は、ＨＴＭＬｋにマークアップしただけでは、何の役にも立たない。JavaScrip(を

通して図を描くことが前提となる。そのため、HTML5では、canvas要素に図を描くために、数多

くのAPIを規定している。

video腿衆やalIdio喚糸は､ビデオおよびオーディオを何生するための要索だ。これらの要素は、

マークアップだけでも、ビデオやオーディオをIljﾉkすることが可能だ。しかし、これらの要素の魅

力は、ＡＰlを通して、再能するメディアを同I(Iに拠れる点にある，

１

1７
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その他、要素とは関連しない独立したAPIも数多く規定された。オフラインWebアプリケーショ

ン、ドラッグ＆ドロップ、クロスドキュメントメッセージングだ。

これまで説明してきたマークアップ、ＤＯＭ、そして、これらのＡＰＩは、WHATWGではHTML5と

呼ばれる仕様として１つにまとめられている。

・ＷＨＡＴＷＧＨＴＭＬ５

ｈｔｔｐ:／/www､whatw9・ｏｒ9/specs/web-apps/current-work/multipage／

一方W3Cでは、WHArWGの仕棟と連動した形で仕様評が用意されているが、１つの仕槻徴で

はなく、一・部の機能については別の１１:棟として分離されている。先に紹介したAPIの中では、

CanvasのAPIと、クロスドキュメントメッセージングが、別の仕様として独立している。ＡＰＩの規定

そのものは、ＷＨＡＩＷＧＨｎ皿5と同じだ。

・W3CHTMLCanvas2DContext

http:／/dev.w3.org/html5/Zdcontext／

・W3CHTML5WebMessaging

http:／/dev.ｗ3.ｏｒg/htInl5/postms9／

本普では、これらAPlのうち、Canvas、SVC、video＆Audio、ドラッグ＆ドロップ、オフライン・

Webアプリケーションを扱う。

t4WHATWGが作り出したAPI
先ほど紹介したAPIは、WHATWGが「HTML5」と呼ぶ仕様の範囲、または、W3CがHTML5

の関連仕様としている範囲を表している。しかし､当初ＷＭＩＷＧで開発が始められたHTML5は、

もともとは、さらに範囲が大きい。厳密な意味でHTML5仕様とは呼ばれないかもしれないが、世

間では、これらの範囲も含めてHTML5と呼ばれることが多い。

このAPIとは、ＷｅｂWorkers，WebStorage、SeIvel路SentEvents，WebSocketAPI，そしてWeb

SQLDatabaseだ。これらAPIのうち、本沓ではWebWOrke応、WebSocketAPIを扱う。ここでは、

本書では扱わないAPIについて簡単に紹介しよう。



５

６

WebStorage

（
○

９

WebStomgeとは、クライアントサイドに、キーバリューペア形式でデータを蓄積するためのAPI

だ。これまでクライアントサイドに何かしらのデータを蓄積するためにはCookieが使われてきた。

しかし、蓄積できるデータの数やサイズに制限があり、用途は限定される。また、Cookieは、所

定のサイトに対するリクエストすべてに対して、そのCookie怖報をサーバに送りつけるという特徴

がある。これはセッション管理などでは非常に便利な機能だ。

しかし､大きなデータをクライアントサイドに蓄積し、必要なときだけJavaScriptを通して取り附

せる仕組みが以前から求められてきた。それがWebStorageなのだ。

オフラインWebアプリケーションで、サーバに接続できない状況でも、Webアプリケーションを

利用できるようにするためには、必釧のAPIといってもよいだろう。すでに、IntemetExplorer8、

Firefbx3､6、Safari4、Ｃｈｍｍｅ４、OpelalO､50でサポートされているため、今から実践で活用で

きるAPIといってもよいだろう。

ソ

３

;１

1.4ＷＨＡＴＷＧが作り出したＡＰＩ

Server-SentEvents

・W3CServer･SentEventｓ

http://www.Ｗ3.ｏｒg/TR/eventsource／

・Ｗ３ＣＷｅｂＳ1orage

http://www.ｗ3.org/TR/webstora9e／

#､Ｉ

L『

Server,SemEvemsは、HTTPコネクションを使って、サーバから送信されたメッセージをリアル

タイムに受信するためのAPIだ。一度､サーバにHITPコネクションを確立すれば､非同期にサー

バから送信されるメッセージをJavaScriptを通して受附できる。

これまで使われてきたHTrPコネクションを使うため､サーバサイドのアプリケーションをSeIVer・

SentEvemsで規定されたフオーマットでメッセージを送信するように設定するだけですぐに利用で

きる。手軽なメッセージングAPIといえるだろう。

ただし、HTTPコネクションは確立したまま維持しなければならず、サーバ側のリソースの問題

が発生する。そのため、あらゆるシーンで活用できるわけではない。とはいえ、クローズドな業

務用アプリケーションや、サーバサイドで処理に時間がかかる場合に、その進捗状況をリアルタ

イムに通知するといった目的には､役に立つAPIだ。２０１０年７月現在では､Chmme6dev､SaIari

５がSeWeFSentEventsをサポートしており、動作を硫聡できる。

1９
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ＷｅｂＳＱＬＤａｔａｂａｓｅ

WebSQLDatabaseは、WebStorageと同様に、クライアントサイドにデータを醤欄するための

APIだ。しかし、データを蓄積する方法、そしてそのデータへアクセスする方法が違う。WebSQL

DatabaSeは、SQLを使って、データにアクセスするのだ。そして、そのデータは、MySQLや

PoslgreSQLのようなデータベースとして醤柵されることになる。このようなデータベースとして蓄

梢し、SQLを通してアクセスできることにより、構造化したデータを効率的に蓄柚でき、検索もす

ばやくできることになる。

WebSQLDatabaseは、クライアントサイドでSQLが使えるため、これまでには実現できなかった

ようなWebアプリケーションが開発できると期待されていた。

ところが、SQLの文法を巡って、関係者の意見が統一できていないのが実情だ。多くのブラウ

ザでは､データベースエンジンにオープンソースであるSQLiteを採用しているものが多い。ところ

が、MySQLやPostglESQLにSQLの方言があるのとlIiI様に、SQLiteも方言を持つ。このような方

蔵を棟幽として採川することに反対の意見がある。

とはいえ、今からWebSQLDatabaSeに採用するSQLを再定義するのも現実的ではない。もし

SQLを再定義したとしても、プラウザベンダーは、それに合わせてデータベースエンジンを作らな

ければいけなくなる。このような事悩があり、現在では、WebSQLDatabaseは開発が一時中断し

た状態となっており、今後の予定はまったくわからない。

２０１０年７月現在の最新のブラウザのうち、Saiari5、Chrome5、OperalO､60がWebSQL

Databaseを実装している。環境が限定されるとはいえ、今すぐにでも、WebSQLDatabaseを利用

可能だ。

・ＷｅｂＳＱＬＤａｔａｂａｓｅ

ｈｔｔｐ://dev.ｗ3.org/hmI5/webdatabase／

雷｡sHTML5関連のAPI
HTML5を鍋る上で、まだ忘れてはいけないAPIがある。HTML5が策定されるに伴い、さまざ

まなAPI仕様がW3Cで開発されている。HTML5といえば、ここで紹介するAPIを含むといっても

よい。リッチなWebアプリケーションを実現するためには、欠かせないAPIばかりだ。このような


