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、画像フォーマットとしてのＳＶＧ

ＳＶＣは両像フォーマットでもあるので､いくつかのグラフィックソフトウェアがSVC形式での入出

力に対応している。メジャーな製品ではAdobe社のIlluslmtor、Microsoft社のOfficeVisioなど、

オープンソースのソフトウェアではInkscapeなどが対応している。特にInkscapeはSVCを標準の

形式として開発されており、SVGの多くの機能をサポートしている。

SVCのさまざまな機能を学びたい場合、InkscaPeで描II1Iiして保存したsvgファイルをテキストエ

ディタ等で開くことで手軽に描画結果と整合した記述を確認できる。

⑨ＸＭＬとしてのＳＶＧ

SVCはＸＭＬで記述する。つまり、SVCファイルはテキストエディタで編典することが可能で、差

分が取れるなど、テキストファイルのメリットを享受できる。

その一方で、複雑な描画をするとファイルが巨大になってしまう問題もある。そのため、gziPで

圧縮して利用する場合もあり、その場合は拡張子.svgzが用いられる。

＄

‘１

SVCとCanvas（ここではHTMLCanvas2DContextを指す）は、どちらもW3Cによって定義され

ている図を描いて表示するための仕様だ。両者はどう通うのか、確遡しておこう。

まず１つ目の大きな違いは、SVCがベクター形式で、Canvasはビットマップ形式という点だ。

SVCで描かれた線はどんなに拡大しても締麗な線を拙く・一方､Canvasで描かれた線は拡大した

ときにどうしてもぼやけてしまうし、拡大ではなくCanvas自体を大きく柵画した場合は処理速度と

メモリ効率というハンデを背負ってしまう(このハンデはGPUを使うことで解決する取り組みが図ら

れている)。ただし、ビットマップ形式のCanvasではピクセルに対する操作が可能だが､SVCでは

そういったことはできず、ピクセル単位の細かい描両には不向きだともいえる。

もう１つの大きな違いは、SVGは単体で画像フォーマットとして保存し、対応ビューアで表示で

きるが､Canvasはブラウザとその上で動くJavaScriplが存在して初めて描画が可能となる。Canvas

もPNCなどの形式で両像ファイルとして出力できるが、Canvas自体は画像フォーマットではない。

SVCとCanvasの違いは、Adobe社製のllluslralorとPholoShopの関係と似たところがある。ＳＶＧ

はIllustTa〔orに、CanvasはPhotoShopに対応する。
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第３章ＳＶＧ

、Flashとの比較

もう１つ､Flashとの違いだが､そもそもFlashは全部入りの巨大なアプリケーションプラットフォー

ムである。SVGのようなベクター形式も扱うことができるし､Canvasのようなビットマップ形式も扱

える。それどころか、外部ファイルとの通信や、ストレージもあるし、動画や音声なども再生可能

だ。（2010年７月時点において）単純に機能面で比較すれば、Flashのほうが高機能かつ高速で

ある（もちろんこれらは開発者から見たメリットでしかなく、利用者の視点はまた別の問題だ)。

ＳＶＧとＨＴＭＬ

③ブラウザとＳＶＧ

ＳＶＣはＸＭＬであり、すなわちマークアップによって記述される。同じマークアップ言語のＨＴＭＬ

とは兄弟のような関係であり、XHTMLではＨＴＭＬとSVGの名前空間を分けることで混在させるこ

とも可能だ。

一方､HTML5ではSVGをＨＴＭＬ中に直接記述（インラインSVG)できるように定義されている。

インラインSVGをサポートしているのは2010年７月時点ではIntemetExplorer9(PlaUbrmPreview

版）とFirefbx4beta版だけだが、近いうちに他のプラウザもサポートすると思われる。

また、SVCはＤＯＭの延長としてJavaScriptから各要素を操作することが可能だ。そのため、図

にマウスイベントを設定したり、一度描画した図を動かしてアニメーションさせたりすることが容

易にできる。

、ＳＶＧをブラウザで表示する方法

SVCをプラウザで表示する方法にはいくつか種類がある。

obiectタグでの埋め込み

最も手縄にsvgを表示する方法だ。次のように、objeclタグにlype=岡image/svg+xmI"を指定し、

data属性にsvgファイルのパスを指定する。

<objectdata=園sample・svgotype=鰯image/svg+麺1凶></object＞

svg対応ブラウザはすべて対応している上に、svg非対応のプラウザ向けのコンテンツを提供し

やすいところはメリットだが、object内のsvgはインラインフレームと同様に、別のウィンドウとし

て扱われるため外側のコンテンツから（主にJavaScriptから）扱いにくいというデメリットもある。
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dataスキームでの埋め込み

こちらも比鮫的手軽な方法だ。img要素のs1℃属性、CSSのbackgroundimageなど、データス

キームで画像を表示できる場合、そのデータとしてSVCを流しこむことが可能だ。特にCSSの

backgrDundimageとして使用すれば、SVGを背景画像として利用できる。

司
廷

XHTMLでのＨTMLとSVGの混在

XHTMLには名前空間（を定義する方法）が存在するので、ＨTMLの名前空間とSVCの名前空

間を用意することで１つの文書中にHTMLとSVCを混在させることが可能だ。こちらもSVCをサ

ポートするブラウザではすべて利用可能だが、非対応のプラウザ、特にIntemetExplorcr8以前

ではComennypeがapplication/xhtml+xmIで返されるコンテンツをダウンロードしようとしてしまう

問題から少々面倒な対応が必要となる。

具体的には、次のようにサーバ側でプラウザのUserAgentを確認して、HTTPACCEPTに

appIication/xhlml+xmlを含むブラウザにだけapplication/xhtml+xmlで返すようにする処理が必要

だ。以下はInIineSVC‐SVCwikiに記述されているApacheのModRewriteの殺定サンプルだ。

４

〈!、OCTYPEhtml＞

＜html

xmlng=鰯http://www.ｗ3.org/1999/xhm1”

xmlns:svgs風http://www.w3.org/２０００/svg。

】､11,8:ｘＵｎｋ宮‘‘http://www.w3.org/1999/xUnk｡

】、l:1an9画"ja‘，＞

<head＞

<nIetacharsetﾖ側utr-8”／＞

８

９

'1,1

AddTypetext/html･xhtml

RewriteEn9ineon

RewriteBaBｅ／

RewriteCond％{HTTP｣lCCEPT）appUcation/xhtml、+ml

RewriteCond％{HTTP-ACCEPT）！application/xhtml、+、l、s掌八s車q=O

RewriteCond％{REQUEST-URｴ｝、.xhtml＄

RewriteCond％{THE-REQUEST｝ＨTTP/1、､１

RewriteRule・ｃ－ｉＴ毎application/xhtml+x､１１

上記の設定を行った上で､次のような〉qlTMLを拡張子.xhtmlとして保存してサーバにアップす

れば、ＨTMLとSVGを同時に表示できる。

8３
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<title>SVGinmTML</title＞

<style＞

/*<1ICDATAI*／

html‘body,svg｛

margin:０；

padding:Ｏ；

）

/*l】>*／

</style＞

</head＞

<body＞

<hl>SVGinXHTML</hl＞

<svg:svgviewBox="００１００１００"＞

<svg:circlecx=‘'50‘，ｃｙ="50“ｒ="50‘‘style="軍Ｕ:red;‘‘／＞

</svg:svg＞

</body＞

</html＞

JavaScriptによる動的なSVG生成

JavaScriptからsvg要素を作り、ＨTML中に挿入することでSVGを表示することも可能だ。これ

もSVG対応ブラウザなら動作する上、ＨTML自体は通常のHTMLでよいというメリットがある。た

だし、基本的にJavaScriptからすべての要素を作るので、手の込んだ図形の描画にはあまり適さ

ない。画像フォーマットとして用意したsvgファイルをJavaScriptでＤＯＭとして読み込ませる方法

もあるがクロスブラウザにするのには少々テクニックが必愛となる。一方で、プログラム次第で人

の手では難しい幾何学的な図形やアニメーションなどを描画することも可能だ。

ｖａｒＳＮ=c'http://www.w3.ｏｒg/２０００/svg画；

varroot＝document・getE1ementBym(‘svg-1‘）；

ｖａｒｓｖｇ＝docuInent・CreateE1ementNS(SN，，svg・）；

svg､setAttribute(‘viewBox，，。００１００１００，）；

varcircle＝document・createE1ementNS(SN，、circle.）；

circle・setAttribute(.Cx‘，５０)；

circle・setAttribute(，cy‘，５０)；

circle･setAttribute（,ｒ,‘５０)；

circle・setAttribute(，style‘，,軍11:red;’）；

sv9・appendChild(circle)；

root・appendChild(svg)；



3.2ＳＶＧの基本的な書き方

Raphael

SVC､ＶＭＬ(111(GmelExPlorer5～８がサポートするグラフィックフォーマット)をバックエンドに、

クロスブラウザな環境でのグラフィック表現を可能にするRapha61というライブラリがある。この

Raphaclを使えば、ベクター形式のグラフィックをJavaScriptから扱うことが可能になる。InKemet

Explorcr6～８をサポートしなければいけない塀合､必然的にこのRapha61を利用することになる。

なお、RaIjha61のAPIはSVGやjQuelyに似て↓よいるものの独自のAPIなので、Rapha制のAPIを

覚える必要がある。逆にいえばSVGについて知らなくてもRaI〕ha61から学び始めることも可能だ。

Rapha§lは画像フォーマットとしては扱えばいため、JavaScriPtで描而を組み立てることになるｃ

そのためデザイナー|ｲﾘきではないが、たとえばグラフのWWIlI1iに↓J:雌jlliiだといえる。

【Rapha劃で円を描く】

/／ベースとなる要素を作る

paper＝Raphael(root，０，０，２００，１００)；

//引数はx座標、ｙ座標、横幅、縦幅

/／ｘ:100ｐｘＹ:５０pxの位置に半径2pxの円を作成

circle＝paper・circle(100,50,Ｚ)；

/／円の塗りつぶし色を赤に

circle・ａｔｔｒ("fill･‘，Ⅷｒｅｄ!'）；

/／円の枠線を黒に

Circle・ａｔｔｒ<"stroke'‘，‘‘black"）；

/／円の半径を50pxにするアニメーションを設定

Circle,animate({r：５０)，2000)；

３２SVGの基測な書き方
まずはSVGを単体で描くときの決まりごとを解説する。

文書型とルート要素

ＳＶＣ文瞥はＸＭＬ文香でもあるので、ＸＭＬ宣言、文.,ﾘ｝製尚言、ルート饗素の３つを軸に構成さ

れる。ＸＭＬ宣言は文il＃の文字コードがUTF-8かUTI7-l6で、ＸＭＬのvGrsionが1.0、スタンドアロ

淵

号
Ｌ凸
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ン文書宣言がnoという条件を満たしていれば省略が可能だ。SVGの文諜型宣言は次の通り。

<!DOCTYPEsvgPUBLｴＣ”-//W3C//ＤＴＤＳＶＧ１．１//EN“

”http://wwww､w3.．r9/Graphics/SVG/1.1/DTD/svgl1.dtd"＞

そしてルート要素はsvgだ｡svg愛素に指定できる属性はDocumentStruclure-SVG１．１（Second

Edition）で定義されているように数多くあるが、特に重要なのは名前空間の宣言だ。

<svgxmlns="http://www.w３．or9/2000/sv9‘‘”1,s:xlink=qhttp://www.w3.org/1999/xlink卿＞

このように、svgの名前区間と、必要に応じてxlinkの名前空間などを定義する。また、width属

性とheight属性では図形の基本サイズを定義できる。｢width=‘'32px同height=''32px卿｣のように指定

すれば、３２×３２ＰＸのキャンバスに図形を書くことになる。

以上を元に、骨組みとなるsvGの基本柵造は次の通りだ。

く?皿llversion="１．０“encoding=回UTF-8G,standalone=側ｎｏ‘'７＞

<!DOCTYpEsvgpUBLIC｡-//W3C//ＤＴＤＳＶＧ１･１//EN”

‘,http://www.W3.Org/GraPhiCS/SVG/1.1/DTD/SVgll･dtd"＞

<SVgWidth=･‘３ZPXo･height雷‘'３２ｐＸ働

麺nlns=劉httP:／/www.w3．oEg/2000/Svg‘‘

｡､,1,s:ｘＵｎｋ=戯http://www.ｗ3.org/1999/xlink‘‘＞

</sv9＞

なお、svg要素にはviewBoxという属性を指定できる。このviewBoxは原点の座標とlpxの長さ

を定義できる。たとえば、上記のようにwidth、heightを32pxに設定したSVG文書をブラウザな

どで表示すると、画面左上に３２pxのサイズでSVGが表示される。しかし、ここでwidth、height

の指定を１００％に変え、「viewBox=℃０３２３２卿」という指定を加えると、画而にいつぱいにSVCが

描画されるようになる。

<７mlversion＝''１．０側encoding=側UTF-8ustandalone＝"ｎｏ‘‘？＞

<!DOCTYPEsvgPUBLIC‘‘-//W3C〃ＤＴＤＳＶＧ１､１//EN”

．'http://www.ｗ3.ｏｒg/Graphics/SVG/１．１/DTD/svgﾕﾕ.dtd''＞

<svgwidth=００１００％００ｈeight＝CO100％凶viewBox=卿００３２３２００

．，１１，s=画http://www.ｗ3.．rg/2000/svg“

m1ns:xlink="http://www.w３．org/1999/xUnk''＞



<circlecX="16'‘ｃｙ='116Ⅲｒ=!'16‘’style=帥fill:red;Ⅲ／＞

</svq＞

■widthとheightを指定した場合 ■ｖｉｅｗBoxを指定した場合

●

3.2ＳＶＧの基本的な誓き方

●ＸＬｉｎｋとは

ここでX1jI1kについて簡IIiに脱Iljlしておこう‘,XLinkと｛よＸＭＬ文１１間のリンクを実現するための

{.|:Miだ。文,I洲1のリンクというとＨＴＭＬのａタグ(ハイバーリンク)が思い浮かぶかと胆われるが、

その機能拡恨版といえる。

その機能・仕様の緋細な説Iﾘl↓よ長くなってしまうので判愛するが、SVGでのXLinkの上な使い

方は、ある〃所で定捜した哩索などの対鮫を、別の場所からそこにあるかのように流川するケー

スによく川いられる‘，

【XLinkのサンブルコード】【sampIeCo3】svg-xIink-O1､svg

〈1DOCTYPEsv9PUBLｴＣ，‘-//W3C//ＤＴＤＳＶＧ１､１//leN'’

１１http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svgll・dtdm＞

＜sv9Width＝'･２００‘’ｈｅｉ９ｈｔ＝'１２００'l

xInlns="http://www,ｗ3.org/2000/svg'‘

xlnlns2xlink=!'http://www.w3.org/1999/xlink"＞

＜defs＞

〈circleid='’CⅢｃｘ室‘120,,ｃｙ=''２０‘，ｒ=‘'20”style=!‘軍11:blue;‘,／＞

〈/de企＞

〈usexlink:href=‘,#Ｃ”ｘ=''20“ｙ=''20'，／＞

〈usexlink:hreだ=,．#Ｃ,‘ｘ=''20“ｙ=''140”／＞

〈usexlink:href二.‘#Ｃ”ｘ='､80‘‘ｙ="80'，／＞

〈usexlinkghrer=‘‘#C'‘ｘ="140'‘ｙ=!'20',／＞

〈usexlink:href=伽#C'，ｘ=,､140,’ｙ=Ⅲ140Ⅲ／＞

〈/svq＞

３
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■XLinkのサンプル

● ●

●

●●

この例では、defS要素内で定義した円要素を計５カ所で流用している。「id=℃'.」がクラスであ

り､useはインスタンス化である。Flashに似れている方にはシンボル化そのものという説明がわか

りやすいだろう。これが、XLinkの特徴の１つだ。

SVGの基本図形

ここからはSVCでの描圃方法の具体例を見ていく｡まずは基本的な図形のサンプルを紹介する。

なお、SVGDOMとRaphaelについては、サンプルファイル「svgbasic-shapeshIml」で一覧できる

ようになっている。

⑳矩形の描画

ｒもc[要素で矩形を描画できる。ｘ､y属性で座標を、widthheight属性で大きさを定義する。Ｉｙ属

性で角を丸くすることも可能だ。

Irectのサンブルコード(SVG)1唖W調FR蔀msvg-rect-O1svg

<!DOCTYPEsv9PUBLIC・-//W3C〃ＤＴＤＳＶＧ1.1//EN卿

･http://www.w３．org/Graphics/SVG/1.1/DTD/sv911､dtd.＞

<sv9width=画400”hei9htご蝋ZOO・麺nlns=･http://www.w3.or9/ZOOO/svg衝＞

<rectx="２０．ｙ=画20“width=‘‘160轡heightp"160“style･"fill:skyblue;”／＞

<rectx雪倒ZZO“ｙ=園20画width=鰯160．hei9ht冨働160“ｒｙ冨働40国style回国fillEpink;画／＞

</svg＞

【｢ectのサンプルコード(SVGＤＯＭ)】

varroot＝ｄ◎cument・getE1ementById(，S-sample4･）；

ｖａｒＳＶＧ＝‘http://www.ｗ3.ｏｒg/2000/svg,；

/／sv9要素を作る

ｖａｒｓｖｇ＝doCument､createE1eInentNS(SVG,,svg‘）；



Svg・SetAttribute<,width'’400)；

svg・setAttribute(･height‘，200)；

/／ｒect要素を作成

varrectl＝document・createE1ementNS(SVG,,rect'）；

rectl･SetAttribute(･ｘ‘，‘ＺＯ‘）；

reCt1.setAttribute(,ｙ､，,２０.）；

rectl・setAttribute《‘width０，．１６０.）；

rectl・setAttribute（‘ｈeight｡，‘１６０'》；

/／塗りつぶし色を指定

rectl・setAttribute(輿fiU｡．，，skyblue衝)；

/／文密に追加

svg・appendChild(rectl)；

/／ｒect要素を作成

varrectZ＝document・createE1ementNS(SVG‘･rect･）；

rectZ・setAttribute(,ｘ'，｡220‘）；

rect2,setAttribute(･ｙ,‘‘ZO,）；

rectZ・setAttribute（‘width,‘,１６０，）；

rect2・setAttribute(，height‘’’160．）；

rect2・setAttribute(,ry｡，,40‘川／／角丸

/／盛りつぶし色を梱定

rect2､setAttribute("fiU‘‘‘，'pink‘')；

/／文書に追加

svg・appendChild(rectZ>：

root・appendChild(svg)；

Irectのサンプルコード(Rapha6I)】

varroot＝document･getE1eInentByｴ。（'R-sample4‘）；

/／ベースとなる要素を作る

paper＝Raphael(root0400‘ZOO)；

/／ｒectを作成

varrectl＝paper.ｒect(２０，２０，１６０，１６０)；

/／塗りつぶし色を指定

reCtl・attr(図fiU画，衝Skyblue園)；

//枠線をなしに

reCt1.ａｔｔｒ(画stroke｡，‘･none画）；

varrect2＝paper.ｒect《20’２０，１６０，ユ60,40)；

rect2･ａｔｔｒ(pfiu．，・・pink･)；

rect2､attr(園strokeq，働none図)；

３．２ＳＶＧの基本的な書き方
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■｢ectのサンプル

、円の描画

circle震素では円を描而できる。Ｃｘ,cy臓性で円の中心の座標を､I･屈性でＦ

なお、以降のコードはrcclのサンプルコードと｢R複する部分を宙略している。

cx,cy臓性で円の中心の座標を､I･屈性で円の半径を定義する。

【circleのサンブルコード(SVG)】【sampIec“】svg-circle-O1・svg

〈circlecx='‘60'’ｃｙ="60'’ｒ=Ⅲ40､‘style=,'fill:skvblue;，，／＞

lci｢cleのサンブルコード(ＳＶＧＤＯＭ)Ｉ

/／circle要素を作成

varcircle＝docuInent・createE1ementNS(SVG，｝circle，）；

circle､setAttribute（！ｃｘ,，’６０’）：

circle・setAttribute('ｃｙ‘，１６０'）；

circle･setAttribute（!ｒ，，‘４０１）：

【ci｢cleのサンブルコード(Rapha色Ｉ)）

/／circleを作成

varcircle＝paper,circle(６０，６０，４０)；

■circleのサンプル

Ｗ熱１９

iとノ

⑧楕円の描画

eIlilPse要素では楕円を猫l伽できる。ｃｘ.Cy屈性で円の巾心の応標を、ｒｘ,【y個性でそれぞれの座

標に対する､|昌慌を定淀する。



3.2ＳＶＧの基本的な書き方

IeIiipseのサンブルコード(SVG)】《‘,,,‘‘,,ih1c的Dsvg-eIIipse-O1､svg

<ellipsecx=''60‘’ｃｙ='‘60”ｒｘ=叩40“ｒｙ=‘'10”style="fill:skyblue;‘‘／＞

IelIiDseのサンブルコード(ＳＶＧＤＯＭ)１

/／ellipse要素を作成

vareUipse＝document､createE1ementNS(SVG,‘ellipse‘）i

ellipsasetAttribute（'ｃｘ‘'’６０’）；

eUipse・setAttribute（，ｃｙ'，,６０‘）；

eUipse・setAttribute（.ｒx'’’４０'）：

eUipse,setAttribute(‘ｒｙ‘，‘１０‘）；

【elIipseのサンプルコード(Rapha色|)】

／／eUipseを作成

ｖａｒｅＵｉｐｓｅ＝paper・ellipse(６０，６０，４０，１０)；

■eIlipseのサンプル

●直線の描画

１１ｌｘ‘哩業では|l'〔線をliIIli画できる。１１１】(‘腿糸では|l'〔細な拙画できる。ｘｌ‘yl個性で線を側始する座標を､x2,y2で線を終了する座棚

歴指定する。線なので、確りつぶしはない。なお、Raphaelではlineが定義されていないので、

palhで代粋することになる（pathについては後述)。

【lineのサンブルコード(SVG))【“mp1oCo3】svg-line-O1svg

〈1ｉｎｅｘ１='‘１０'’ｙ１="20’‘ｘ２="100Ⅲｙ２='‘80Ⅲstyle室,‘錘11:skyblue;“／＞

lIineのサンブルコード(ＳＶＧＤＯＭ)Ｉ

/／line要素を作成

varline＝document,createE1ementNS(SVG，‘１inｅ‘）ｊ

line・setAttribute（'ｘ１'，‘１０，）；

line､setAttribute（'Ｖ１‘，‘２０，）；

帯

Ⅲ
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第３章ＳＶＧ

Une･setAttribute(.xZ‘‘’100.）；

Une・setAttribute(.ｙZ‘，’80‘）；

【lineのサンプルコード(Rapha劃)】

／／lineを作成(pathで代替）

ｖａｒｌｉｎｅ＝paper・path(''M1020L10080卿)；

■Iineのサンプル

③折れ線と多角形の描画

polyline要素とpolygon典素ではそれぞれ折れ線と多角形を描画できる。IIlIj者の違いは開始点

と終点をつなぐかどうかだ。どちらもpoims属性に座標を指定する。なお、やはりRaphaelでは

polylineとpolygOnは定義されていないので、pathで代替する。

【polyline,poIygonのサンプルコード(SVG)】律WWWﾖPR雨psvg-poIi-O1､svg

<polylinepoints＝園１０，１０１００‘１０５５，１００．stroke雲"skyblue“stroke-width="３“

fiU=･none。／＞

<polygonpoints＝画１５０１００１７９．３８９９．５４９１５１０２．４４７６５.4509197.55365.4509

120.6119.54915”stroke=‘･skyblue働迩11=ﾛnone”stroke-width=o3px．／＞

【polyIine,poIygonのサンブルコード(SVGDOM)】

/／Polyline要素を作成

varpolyline＝document・createE1eInentNS(SVG,,polyline･）；

po1yline・setAttribute（,Pointｓ''’500,0600,0550,100･）；

/／polygon要素を作成

varpolygon＝document・createE1ementNS(SVG,，polygon‘）；

for（ｖａｒｉ＝０；ｉ〈１０;ｉ･=2)｛

ｖａｒｐ＝sv9､createSVGPoint(》；

ｐ,ｘ＝Math.ｓin(Math.Ｐｴ･Ｚ/5ci)･５０◆５０；

ｐ,ｙ＝Math,ＣＯＳ(Math､PIoZ/5oi)車５０＋５０；

polygon・points・appendItem(p)；

｝

’



８

3.2ＳＶＧの基本的な書き方

■poIyIineとpolygonのサンプル

Ｉpathのサンプルコード(SVG)】■界禰F面⑰svg-path-O1､svg

〈path。=画MO‘０１００，０５０，１００ｚ･stroke=図red“stroke-width=画3｡fill=園none。/＞

このようにpoims属性を記述する方法の他に、c1neateSVCPoin1でPointを作り、appendltcmでポ
イントを追加するという方法もある。createSVGPoinIを使うことでより動的に図形を香くことが可能

となる。

１

ワ

【poIyIine,poIygonのサンプルコード(Raphael)】

〃polygonを作成(pathで代替）

ｖａｒｐｏｌｙＵｎｅ包paper・path(鰯M０，０ユ00,050,100"）；

ｖａｒｐａｔｈ＝。,；

ｆｏｒ〈ｖａｒｉ＝Ｏ；ｉ〈１０;i+=2)｛

ｐａｔｈ＋＝（ｉ７､Ｌ‘：,Ｍ‘）十（Mathsin(Math.Ｐｴ･Z/5.i>･５０＋５０）

＋，，‘＋（Math・ＣＯＳ(Math.Pｴ･Ｚ/5ｃｉ)･５０十５０）。，，。Ｊ

｝

ｖａｒｐＯｌｙｇｏｎ＝paper,path(path+,ｚ‘）；

ひ

６

７

●バスによる描画

path塑素はさまざまな図形を描画できる。ここまでに出てきた基本的な図形はすべてこのパス

典素を使っても描くことが可能だ。ただし、パス喚素での描画は少々榎雑な手順が必要となる。

つまり基本図形はパス要素のシンタックスシュガーともいえるのだ。

path要素はコマンドと座標の組み合わせで図形を描画する。｜コマンドⅡ引数111引数21…を1

セットとして、これを細み合わせていく。引数と引数の間はスペースでもカンマでもかまわない。

コマンドには位澗を移動するＭ（moveTo)、直線を描くＬ(lineflb)、I#I線を描くＣ(cuIveTb)、(楕）

円弧を描くＡ(arcmb)、パスを閉じるＺなどがある。コマンドは大文字で絶対座標、小文字で相対

座標として解釈される。

9３
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【pathのサンブルコード(SVGＤＯＭ)】

／／Path要素を作成

ｖａｒｐａｔｈ＝doCUment・createE1ementNS(SVG,’path‘）；

path･setAttribute（‘ｄ‘，‘Ｍ１0,15L10,95L90,95L90,15L30,15L30,75L70,75L70,351,50‘

351,50,55‘）；

ｖａｒｐａｔｈ２＝document､createE1ementNS(SVG，,ｐａｔｈ'）；

Ｚoｒ（ｖａｒｉ＝０；ｉ〈１０;ｉ+=2)（

ｖａｒｘ＝Math.ｓin(Math.Ｐｴ*Z/5零i)毒５０＋５０；

ｖａｒＹ＝Math・ＣＯＳ(Math.ＰI*Z/5*i)幸５０＋５０；

ｖａｒｐ＝（ｉ＝＝Ｏ）？

path2.createSVGPathSe9MovetoAbs(x,ｙ）：

path2.createSVGPathSegLinetoAbs(ｘ,ｙ)；

path2.pathSegList・appendｴteIn(ｐ)；

）

／／path2を閉じる

path２.pathSegList・append][tem(path2.createSVGPathSeqC1osePath(））；

ｐａ(h要楽（SVGlPathElement）はPalhs-SVGl.’（SecondEdition）で定義されている通り、Path

Scgmcnlを作るメソッドを持っている。これらの要素を組み合わせることで臓縦な伽IIliを励的に作

ることも可能だ。

|pathのサンプルコード(Raoha色!)Ｉ

/／pathを作成

varPath＝paper・path('１M0,0100,050,100'‘）；

ｖａｒｐａｔｈ＝０‘・

for（ｖａｒｉ＝０；ｉ〈１０;ｉ+=2)｛

ｐａｔｈ十＝（ユ？’1,‘：‘Ｍ,）十（Math.ｓｉｎ(Math・ＰＩ*2/5準ｉ)＊５０＋５０）

＋‘'’十（Math・ＣＯＳ(Math.Ｐ工*Z/5*i)毒５０＋５０）＋’，．

｝

varpath2＝paper,ｐａｔｈ(path+"ｚ'‘）；

■ｐａｔｈのサンプル

Ｑ



Ｃ

3.2ＳＶＧの基本的な書き方

●座穏とグループ化

SVCにはｇ要素という複数の要素をまとめるための要素がある。この9要素によってグループ化

した要素に同じ色を適用したり、座標変換（後述）をしたりできる。

６

１

２

Iグループ化のサンブルコード(SVG)】唇冊調面目函svg-g-D1,svg

<９趣11富国#33ff33o＞

<reCtxp画10画ｙﾛ画10”wwidth=画40．height雲陰40“ｒｙ=衝10”／＞

<reCtX冨園80.ｙ=働80⑧width=｡40“ｈeight=｡40“ｒｙ=画10.／＞

<reCtX勇園150.ｙ掌働150“width=｡40鱈height=｡40”ｒｙ="10衝／＞

</g＞

４

９
｜
付

７
【グループ化のサンプルコード(SVGＤＯＭ)ｌ

／／ｇ(grouP)要素を作成

ｖａｒｇ＝document･createE1ementNS(SVG，’９‘）；

９.Style,ｆｉＵ＝．dod9erblue；

for(ｖａｒｉ＝０;ｉ〈３;ｉ++)｛

ｖａｒｒｅＣｔ＝document･createE1ementNS(SVG,。rect‘川

reCt･SetAttribute（･width･'４０)；

reCt･SetAttribute(･height･'４０)；

ｒect･SetAttribute(.ry‘･１０)；

ｒect･setAttribute（.ｘ''１０＋70.ｉ)；

ｒect･setAttribute(.ｙ０，１０＋７０章i)；

９.appendChild(rect)；

｝

８

ｖａｒｓｔ＝paper・set()；

for(ｖａｒｉ唇０;ｉ<３;ｉ++)｛

ｓｔ・push(paper.rect(１０．７０*i，１０＋７０*i,４０，４０，１０)）；

）

８t・attr({fiU：”YellowGreen‘'))；

8t･attr({Stroke：，'none"})；

Raphaelではsetを使うことでグループ化に近い処理が可能だ。ただし、櫛築されるＤＯＭを確

認するとｇ要素は作られていないため、中身は異なることに注意が必要となる。

【グループ化のサンプルコード(Rapha台I)】

9５
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■グループ化のサンプル

この９要素は､x､ｙ臨機や､wid【h､heighlなどの属性を持っていないが､その代わりに､transibrm

属性によって位撹や形状を操作できる。

次のサンプルでは、まずグループの中心を軸に回転し、半分のサイズに縮小してから中心に移

動させている。

Itransformのサンブルコード(SVG)ｌｑ詞顎而翫msvg-g-O2,svg

<ｇｒｉＵｐ"dodgerblue画transform営卿translate《50‘５０）scale(０．５）rotate(45,100,

100)園＞

<rectx=･10”ｙ=･10”wwidth=o40oheightごo40ory="10.／＞

<rectx=口80°ｙ=｡80．width雪｡40．hei9ht=o40ory=｡10画／＞

<rectXご画150.ｙご鱒150．widtho猿40．heightp鰯40ｐｒｙ=･10．／＞

</g＞

【t『ansfo『ｍのサンブルコード(SVGＤＯＭ)】

/／９(9roup)要素を作成

ｖａｒｇＺ室document・createE1eInentNS(SVG,’９･）；

92.setAttribute(‘fil１，，．dodgerblue)；

９２.setAttribute（･transform,，‘trans1ate(50,50）scale(０．５）rotate(45,100,

100）‘）；

RaPha6lでは、rotate、〔ranslatG、scaleといったメソッドが用意されている。しかし、前述の通

りsetはｇ要素に対応しているわけではないため､描画結果は必ずしもSVGと一致するわけではな

いので注意が必要である。

【transformのサンプルコード(Rapha6I)】

varstZspaper･set()；

だor(ｖａｒｉ雲０;ｉ〈３;i十・)｛

st2・push(paper‘ｒect<１０＋70.i，１０＋７０車i，４０，４０，１０)）；
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3.2ＳＶＧの基本的な書き方

9７

に対応する。matIixで回転させたい場合は、次のようにsin、ＣＯＳ関数から伸縮と傾きを求める必

要がある。

■t『ansfo『ｍ屈性での変形

）

st2・attr({fill：‘‘YellowGreen.，})；

stZ・attr({stroke：“none回})；

st2･translate(-100,-100)；

st2､rotate(45)；

st2･translate(250‘100)；

２

４

■transformのサンプル ｡

matrix(x軸の伸随‘ｙ軸の傾き，ｘ軸の傾き，ｙ軸の伸縮，ｘ軸の移動，ｙ軸の移動）

魯
働
⑳

|、

Ｃ
ｕ

｡

ｔ”ns(brm属性にはtransla〔ｅ（移動)、§cale（拡大・縮小)、skewX（x方向の傾き)、skewY(ｙ

方向の傾き)、ｍｔａｔｅ（回転）に加えてmatrix(行列）を指定できる。

｡〔-令

skewY(ｙ）

matriX

指定

scale(ｘ‘ｙ）

mamxは移動・拡縮･傾き・回枢を１つの行列で表現して適用する。matrixの引数は６つあり、

translate(ｘ，ｙ） x軸とy軸について移動させる｡yは省略可能で､省略した場合Ｏとして扱われる

行列で移動･拡縮･傾きを行う｡鮮細は後述

x軸とy軸の縮尺を指定する｡yを省略した場合､xと同じ値が適用されるので､比

率を保ったままの拡大縮小となる

rotate(degree，ｃｘ，ｃｙ）ｃｘ,cyで指定した点を中心に全体を回転させる｡cxとcyは省略した場合Ｏとし

て扱われる

skewX(ｘ） x軸について傾きを指定する

y軸について傾きを指定する



transfomI="rotate(45）translate(50,0)‘,

で結果が異なるという点だ。回転後の移動と移動後の回転では中心点との関係が変わるためだ。

Iransibrmは右側から順に適用されるので、前述のtransIbrmのサンプルは次のように茜いた場合

と同じ描画になる。可読性を優先してこのように要素を分けてもよいだろう。

第３章ＳＶＧ

Imatrixによる回転と移動】

ｖａｒｒａｄ雪Math.Ｐｴ車2/360*60；

９.setAttribute<,transfom,，‘matrix<,+Math・ｃｏｓ(rad)＋,‘+Math.ｓｉｎ(rad)＋’

－．+math.ｓｉｎ(rad)＋‘‘+Math・ＣＯＳ(rad)十．６０１０）‘）；

なお、transfbrmにおいて注意しなければいけないのが、

transform=‘‘translate(50,0）rotate(45〉”

と

<ｇｆｉＵ＝鰯dodgerblue“ront-size＝００３０国ront-family=側sans-serif00＞

<textx＝“２０麹ｙ＝００４０画＞

9８

【transformのサンブルコード(SVG)】径RWW5FH誌Dsvg-g-Oasvg

<ｇｆｉＵ="dodgerblue“transform="translate｛50,50)"＞

<gtransform="scale(０．５)‘‘＞

<gtransforIn=‘‘rotate(45,100,100)‘‘＞

<rectx=‘'10“ｙ=劉１０，，width=卿40,'ｈeight="40“ZY=‘‘10“／＞

<rectx=‘’80”ｙ="80”width=卿40‘,height=画40“可="１０”／＞

<rectx=‘'150‘,ｙ="ﾕ50‘‘width=回40‘，hei9ht='‘40“ｒy=ロユ0“／＞

</g＞

</g＞

</g＞

⑳ＳＶＧとテキスト

SVGではtext要素で簡単に文字を表示できる。ただし、折り返しや禁則処理などはできないた

め、文字が切れたり重なったりしないように適切に配置する必要がある。
Ｉ
ｌ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
・
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
９
ｒ
‐
１
１
１
０
１
０
０
口
ｐ
’
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
０
０
０
０
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｐ
０
０
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
８
－
０
０
Ｆ

【テキストのサンプルコード(SVG)】唾開引W頭語りsvg-text-O1,svg



SVGと

くtspanx=画４０鰯ｙﾛ画８０園＞

テキスト

</tspan＞

</text＞

</9＞

【テキストのサンブルコード(SVGDOM)】

ｖａｒｇ＝doCument・createE1ementNS(SVG,’９‘）；

９.setAttribute(.ｆｉＵ.，‘dodgerblue｡）；

９.setAttribute《･font-size.,、30･）；

vartextl＝document,createE1ementNS(SVG,,text'）；

textl・setAttribute(.ｘ,‘２０)；

textl,setAttribute(.ｙ‘，４０)；

textl･textContent＝０ＳＶＧと’；

vartext2宮docunlent､createE1eInentNS(SVG,,tspan‘）；

textZ,setAttribute（,ｘ‘‘４０)；

textZ・getAttribute（,ｙ‘，８０)；

textZ･textContentp,テキスト’；

textl・appendChild(text2)；

9.appendChild(text1)；

３．２ＳＶＧの基本的な書曾方

Raphadもテキストを扱える。ただし、Raphaelではデフォルトのスタイルがいくつか設定されて

いるため、見た目や位世が少々異なる。

【テキストのサンブルコード(RaphaeI)Ｉ

vartext＝paper・text(２０，４０，．SVG

と、､テキスト‘》；

text・attr(｛

画ｆｉＵｐ：画dodgerblue｡‘

回font-size国：画30px園，

画text画anchor画：面startロ

})；

9９
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tspan要素を使うことで､〔ex〔要素内の任意の文'ずについて文字色や大きさ･位置を調整できる。

また､テキストはtextPath要素を使うことで特定のパスに沿って描画させることも可能だ。なお、

パスの定義は｡e佑要素という描油iしない嬰素をⅢくための要素（HTMLでいうhead要素と似てい

る）の巾に記述するとよい。

【textPathのサンブルコード(SVG)】垂WWR而添Dsvg-text-O2svg

＜defs＞

＜pathid垂園circlePathQ

d＝園Ｍ１０‘５０

Ｃ１０，５０５０，０１００，５０

Ｃ100‘５０１５０，１００１９０，５０

Ｍ１０，１５０

Ｃ１０，ユ5050,100100,150

Ｃ100,150150,200190,150“／＞

〈/defs＞

＜gfill＝.‘dodgerblue｡font-size=c,１５国font-family=画Meiryo園＞

＜textx="２０園ｙ=園４０００＞

＜textPathxlink:href=‘WcirclePath園＞

SVGとテキスト:textPathによる文字の表示のサンプルです

ぐ/textPath＞

く/text＞

〈/g＞

〈usexlink:href="#circlePath‘，ｆｉＵｐ"none‘，strOkep鰯blue。／＞

■テキストのサンプル

vardefs＝document､createElementNS<SVG,．defs，）；

svg･appendChild(defs)；

varcirclePath宮document･createE1ementNS(SVG‘･ｐａｔｈ‘）；

circlePath､setAttribute(，ｄ‘，．Ｍ１０‘５０、

、０，５０５０，０ユ００，５０、

Ｃ１００，５０１５０，ユ00190,50、

第３章ＳＶＧ

ｌ
ｌ
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ItextPathのサンプルコード(SVGＤＯＭ)】

100


