
映像の世界ではいくつものデータフォーマットがある。最も古くから使

われているのがT℃AやTIFF、ＪＰＥＧ連番ファイルだ。これは番号が付い

た静止画ファイルをフレームの数だけ用葱したもので､QuickTimeやAVＩ

などのコンテナ（入れ物）はない。互換性という点では連番画像ファイ

ルは安心して使用できる。

次に古くから使われているのがQuickTimeだ。もともとはMac上で動

作するものだったが、Windows上でも剛作するように移植された。

QuickTimeは映像を入れておくコンテナであり､特定のコーデックを定め

たものではない。つまり、QuickTimeといっても実際に格納されている

映像はＨ264映像やＭＰＥＧ２ということになる。コーデツクさえ追加すれ

ば、どのような映像形式にも対応できるという柔軟な作りになっている。

MacにQuickTimeがあるようにWindowsにはAVIがある。これも

QuickTime同様にコンテナであり、さまざまな動画形式に対応できるよう

になっている。

パソコンではQuickTimeやAVI／WindowsMediaなどがメジャーだが、

ビデオカメラなど映像機材ではり鮒'1が異なる。現在最も多く使われてい

るのはAVCHDだ。AVCHDという名称は登録商標であり実際の形式は

H264だ。つまり､ビデオカメラで撮影したものはＨ､264なのでカメラに

付属している編集ソフトなどを利用できる。

H264は権利の関係でライセンス料が必典となる場合がある。ライセ

ンス料はいつ値上げされるかわからないし、規約が変更されたらＨ２６４

が使用できない可能性もある。そうなると安心して使用できない。そこ

で、フリーのコーデックTheoraの登場となる。T11eoIaはコーデック名で

コンテナはOggとなっている。Oggは映像だけでなく音声データも格納

できる。

Theola/Oggはビデオカメラに搭絞されていないこともあり、Ｈ264

(AVCHD）と違いほとんど普及していない。このため、変換できるソフト

ウェアも限られている。MacOSX、UNIX，Windowsで共通して利用でき

るのがffmpeg2theoIaだ。これは以下のURLからダウンロードできる。

4.1手軽に扱えるようになったvideo＆Audlo

ヘ
Ｊ
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・ダウンロードページ

http:／/v2v､cc/-j/ffmpeq2theora/download､ｈｔｍｌ

また､Windows､ＵＮⅨの場合はOggConverLというソフトウェアがある。

,OggConve『Ｉ

http:／/oqqconvert､tristanb・net／

mllI〕eg2theoraの使い方は簡単で､コマンドラインで以ドのように入ﾉＪ

すればよい。

ffmpeg2theora変換したい映像ファイルのパス

■ＭａｃＯＳＸでターミナル.appから実行した堀合の画面

師ｒｦ1， ターミナ股一ｂ率ｈ－８０Ｘ２４

LqStlD91n:ＷＥｑＡｐｒ型２２:２６:福Onfい,S8帥
ＹＯｕｌｌＱｖｃｎｅＵｍＭ･

llqcProl6:－－＝＄mDesX上op／

I1qCProl6:D“ktcp膚望聯痴亭trr叩勾ztneDrc廓Vie釦ｒ･moV

【“V‘”･I,El1q,鞠p1392,ｔｌｊ２ＱＯｘｌ“900ｏ】､趣一qnqly君c-durqtlcf1r…hGd
ln“上鋤．Iwov,”4,,.1⑪,卵pP392,mj2，rro旬．movle30f.h'０V｡：

Ｉ１ｅｔ“qt｡：

IwGjor-brqnd：ｑｔ
仇1nOr-V6rSL“：５３７１９蝿らO

CCね“E1blE-bEC『hdS:ｑＬ

［凡』rQttcn:“:駒810.08,stc式:9.0鈎駒３Ｄｂ此mte:3鶴７kb/s

strecm麺.0<”)Ｅｖ１ｄ旨o:ｈ26斗，ｙｗ¥22p，記4趣6,3韓kb/s,ＰＡＲ３８ｆ:３８４，邸
１６:９，鋤ｆ”,３ａｔｂｒ,的ｔｂｎＤ“ｔｎｃ

Ｓｔｒｃｐｍ詞.1<cnd)：晦晦：ｔ虻ｄノDx6Pl63“７１，０ｋb/写
ＰｔｘｏＩＡ$pectRptlo：１．”ノユFrcmeA言嘩亡ｔＥＧｔｔｏ：１．浦ﾉｭ

０８”:１０.駒Ｃ“10:８１化鐸V1《Ieo3Z零k牢ｇｐＬｔ唾ＣＩＣ鐸ｃｑ:”:卸:剛

rldcProl6:“鍬tcpやローロ

茜

映像の品質（圧縮率）透指定したい場合は、以ドのように-Ｖオプショ

ンを付加して変換すればよい。なお､値は０～１０で大きくなるほど細ｌｍ

Ｗｉとなる。高lI11i質になればデータ容琉も蝋える。

ifmpeg2theora-v値変換したい映像ファイルのパス



<videosrc="mWideo､mov叩＞</video＞

４．２＜ｖｉｄｅｏ＞、＜ａｕｄＩｏ＞E建議

４２

８

くｖｉｄｅｏ＞､＜aucIio＞要素

〈video>はブラウザに表示する映像を指定できる。再生する映像のURLをs１℃賊性に指定すれ

ばよい。

一
付
録

４

<ＶｍｅＯ＞

＜sourcesrc＝"InyVideo・ｍｏｖ'‘＞

<sourcesrc＝"myVideo.ｏ9Ｖ'‘＞

<p>HTML5のvideoに対応したブラウザをご利用下さいく/p＞

</video＞

しかし、FiI､()Ibxと０１〕eraではＨ,264コーデックに対応していないたy)、Ｈ､264のコーデックを便

川した映像は炎,されない。また、11.264やTh(〕()raに対応していないプラ｢シザや新たなコーデッ

クが職｣ルした場合、この苫き方では対応できない。そこでI･ITML5のくvidCO>は、この問題を

くsourcc>を入れ子にして使うことで解決している。

ブラウザは111Ｗデータが再生可能なものが兇つかるまでくsolIrce>な,iNくる。つまり、ブラウザ

に対応した映像の激だけくＳｏｕｌ℃e>を11｝いておけばよい《，また、まったく||ﾘ↓仰がIli'|；でとない場合

に伽えて画像やメッセージ等を含めておくことができる（Flashムービーを{|洲§するように11｝くこと

もできる)。これはくobject>と同じ仕組みだ。

FircIbxの場合は映像データをすべてダウンロードしないので、状況に応じてau(obufilPrを指定

<ｖｍｅｏｃｏｎｔｒｏｌｓ＞

<sourcesrc＝llInyVideo､ｍｏｖ師＞

＜ｓｏｕｒｃｅｓｒｃ＝mInyVideo、ｏｇｖｉｌ＞

<p>IITML5のvideoに対応したブラウザをご利用下さいく/p＞

</video＞

くvideo>には以下の隅性が定義されている。たとえばコントローラを炎示したい場合には以ドの

ように勝けぱよい。なお、映像の横幅と縦幅はwidth、height属性でなくスタイルシートでも指定

できる。

1鵬
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<videocontrolsautohlmffer＞

〈sourCesrc="myVideo､movp＞

＜sourcesrc＝omyVideo・ｏｇｖ画＞

〈p>HTML5のvideoに対応したブラウザをご利用下さいく/p＞

</video＞

■＜video＞タグの屈性

属性 脱明

ＳｒＣ 映像データのＵＲＬ

pOSter 映像のイメージ画像

preload 自動的にバッファ(Ｒ｢efox3.xではautobuffer）

autoplay 自動再生する

lOOp 繰り返し再生する(Firefoxa6では未対応）

controls コントローラを表示

ｗｉｄｔｈ 横幅

hｅｉ９ｈｔ 織梱

くaudio>もくvideo>と同じように記述できる。ただし､指定できる属性に関しては以下のものに限

られる。

■＜audio＞タグの属性

属性 説明

ＳｒＣ オーディオデータのＵＲＬ

ｐｒｅｌｏａｄ プレロード

autoplay 自動再生する

loop 繰り返し再生する

ｃｏｎｔｒｏｌｓ コントローラを表示(表示する場合はＣＳＳで梱幅と縦幅を股定すること）



４３ｖｉｄｅｏ＆Ａｕｄｉｏのメソッドブロバテイ

４口３ video＆Audioのメソッド／ブロバテイ

HTML5では映像とオーディオは同じメディア処理を行うものとなっている。このため､使用でき

るプロパテイやメソッドは共通となっている。

まず、メソッドとしてはvideo、Audioとも「縦み込み」「再生」「一時停{上」「Iii'k11｢能チェック」

が剛意されている命

■主なメソッド

メソッド 説耶

play(） 再生を行う

pause(） 再生を一時停止する

load（） ビデオ／オーディオデータを読み込む

canP1ayType（）パラメータに指定されたＭＩＭＥタイプのメディアがl1j生可能かどうか．空の文字なら再生

不可能｡maybeの文字なら再生可能

■主なプロバティ

プロパティ 釧罪

currGntTime現在の再生時間

dllFRt-inrl 映像／オーディオデータの長さ

pａｕｓｅｄ 一時停止しているかどうか｡一時停止している場合はtrue

Ｅｎｄｅ。 服後まで再生したかどうか｡最後まで両生したらt｢Uｅ

playbackRate再生速度｡２なら２倍連再生｡負数なら逆再生｡小数値の桶定も可能｡また､値が大きいと

映像では音声が出芯い場合がある

WiiIliなサンプルでＶｉ〔le()＆All〔Iioのメソッドを仙ってf､f楽准lIiIlⅢ|してみる。次のサンプルはボタ

ンクリックで111生と一時停止を行うものだ。video＆Ａｕ〔lioのI〕layメソッドは岐初からlIi牛するので

はなく、currentTimeの時間から再生を行う。最初からI¥生したい｣州合はcurrentrimeプロパティ

に０を入れてからplayメソッドを呼び出す。currGntTim〔,プロパティに時IlWな指定すれば任意の時

|Ｈ１から映像やオーディオを１１珠できる。

４

1鵬



<１ＤＯＣＴＹＰＥｈｔｍｌ＞

<htmllan9二,'jaⅢ＞

<head＞

〈metacharset＝!,utr-8"＞

<title>SaInple</title＞

<1inkrel="stylesheet‘，href=‘,ＣＳＳ/main・ＣＳＳⅢtype=!'text/ＣＳＳ“Inedia二mall伽＞

く/head＞

＜body＞

〈hl>オーディオを再生する</皿＞

〈ｄｉｖｉｄ＝lIContents，‘＞

＜ａｕｄｉｏｉｄ＝I'ｍｙAudio叩＞

〈sourcesrc=伽music/hydrancer・ogg'.＞

〈sourcesrc="music/hydrancer・mp4"＞

<p>audioタグに対応したブラウザでお聴き下さい</p＞

</audio＞

〈/div＞

<buttononcUckご'‘audioP1ay()">再生</button＞

〈buttononclick="audioP1ayFirst()">始めから再生く/button＞

〈buttononcUck=’‘audioPause(）”>一時停止</button＞

＜script＞

funcbionaudioP1ay(）｛

docuInent､getE1ementBy工。(MInyAudio'，）．play()；

）

functionaudioP1aVFirst(）｛

節４章ｖｉｄｅｏ＆Ａｕｄｉｏ

画ボタンを押すと音楽を再生したり､一時停止させるととがで吉覆

ＩＨＴＭＬｌ【sampIoc餌】０１／lndex・hｔｍｌ※Safari4(Ｍａｃのみ)､Ｆｉ｢efox3,５，Ｃｈｒｏｍｅ４､ＯＤｅｒａｌＯ､５で肋作

病一戸一一,一、

1２６

③ｎｎＳａｍｐ Ｉ ｃ

+l⑥h1tp･"I。<alhoWCOL2927ﾉ０１ノＣ

一
蕊 (燕而看羅）(二雨証）

サウンドを再生する
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Firefox3､６のdurationのバグ

document・getE1eInentByｴ。(qmyAudio･）.currentTime

document・getE1ementById(omyAudio掴）.play()；

｝

functionaudioPause()｛

document・getE1ementByｴ｡(卿myAudio博).pause()；

｝

〈/script＞

〈/body＞

</html＞

０； -１

２

３

５

６

なお、Ｆｉ雁fbx4βではこの不具合は修正されている。

Ｉ
Ｆ
‐
』
０
哨
誤

ｊ
０
ｐ
０
》
聯
珠
〆

９

ＣＯＬＵＭＮ ８

Firefbx3.xでは、映像の長さが１５秒きっかりでも'496599960327

1484秒といった映像の長さが返される。これは１秒をフレームレートで

割ってしまい､さらに秒数を乗算しているために発生するようだ。おまけ

にFirefbxではｌフレーム目が存在しないか表示できない（ｌフレームし

かない映像を作成して変換するとFirelbxでは表示されないがChromeで

は表示される)。

Firefbxのduralionは計算式としては以下のように行われていると思わ

れる。

となり、Firefbxでの計算値とほぼ同じになる。

14.965999603271484

(1秒÷301ps)×(全フレーム数－１）

これで１５秒＝450枚を計算すると

14.966666666666667
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第４章video＆Audio

４国４イベント
videoとAudioには以下の表に示すイベントが定義されている。２０１０年６月時点では、これら

のイベントに対応しているかどうかはブラウザによって異なる。このため、表中でも安定して使用

できるイベントは限定される。また、データがローカル上にある場合と、サーバ上にある場合とで

は、発生するイベントが異なるので注懲が必典だ。

■イベント一覧

イベント 脱明

loadstart データの晩み込みを開始した

progress 処理中

suspend サスペンドした

abort データの転送が中断された

ｅｒｒＯｒ エラーが発生した

emptied データが空だった

sｔａｌｌｅｄ 停止中(ネットワークストール）

ｐｌａｙ 再生を開始した

pause 一時停止した

lｏａｄ データ全体の臨み込みが完了した

loadedmetadata メタデータの脱み込みが終了した

loadeddata 実データの臨み込みが終了した

ｗａｉｔing 待擬中

playimg 再生中

canｐｌａｙ 再生が可能になった(ただし､再生が途中で途切れる可能性はある）

canplaythrough 最後まで再生が途切れることなく可能になった(実際は予測であり保証はない）

seekin9 シーク中

seekded シークが終了した

tilneupdate 再生時間が更新された

ended 再生が終了した

ｒａｔｅchange レートが変更された



●canplay

canplayイベントは映像／オーディオデータが一定量ダウンロードされ再生111能になったときに

発生する。このイベントはローカル上でもサーバ上でも動作する。再生ボタンなどを独自に作成し

使用する場合には、このイベントを捕捉し再生ボタンを使用するようにもできる。

●

４．４イベント

129

映像をCanvasに転送してリアルタイムに処理する場合には、tjmeupdateイベントは実用的では

ない。semmeout()かsetIntelval()を使って､定期的に映像をCanvasに帳送したほうがよりスムー

ズに処理できる。特にFirefbxではフレームが変更されるたびにtimeupdaleイベントが発生してし

まうため、再'k時のコストが商くなってしまう。

説明イベント
-１

６

再生する長さが変更されたdurationchange

３

ク
冬

volumeChange 音量が変更された

９

３

ここではどのプラウザでも共通して利用できる主なイベントについて解脱する。

7６

⑧timeupdate

timeupdateイベントは映像／オーディオデータが再生され、再2k時間が史新されたときに発生

する。timeupdateイベントがいつ発生するかはブラウザによって異なる。Fircibxの場合は、基本

的にフレームが変わるたびに発生する。これに対してSaiariやOperaなどでは１秒間に数回の発

堆にとどまる。実際に計測したものが以下の表になる。

■１５秒(450ノンドロッブフレーム）

７

６１

③play、playing

playイベントは映像／オーディオデータが再生を開始するときに光'|;する。再ﾉｌｉが開始された

時点でPlayingイベントが発生する。再生中に発生するイベントはplayingではなく、次に説明す

るtimeupdateになる。

斗争

！‘ｊ

’､一_カ

ン可一号

Firefox3､６Safari4Ｃｈｍｍｅ５０p圏ａ１０．５０

6０４４２
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ゆｅｎｄｅｄ

ｅｎｄｅｄイベントは映像のIIj生が終了した際に発flkする。なお、loopが脂定されている場合には

endedイベントは発生しない。

４５ｲベﾝﾄの発生順序
ブラウザごとに対応しているイベントが災なるばかりではなく、苑ﾉIﾐ'''1Ｗも慨なる。昨細を以ド

に,jくすが、将来ブラウザのバージョンアップにより変わる可能性もある。なお、以ドのテストでは

all1〔)l)'１１，他'･は指定していない。

■映倣が腕み込まれたときに発生するイベントと､その順序(ローカル上）

Fｉｒｏｆｏｘ３６ SaIari4 gafarig Ｃｈｒｏｍｅ４

ｐｒｏｑｒｅｓｓ 1ｏＲｄＲｔａｒ,十 lｏａｄｓｔａｒｔ lｏａｄｇｔａｒｔ

ｐｒｏｇｒｅｓｓ ｄｕｒａｔｉｏｎｃｈａｎｑｅｄｕｒａｔｉｏｎｃｈａｎｇｅｄｕｒａｔｉｏｎｃｈａｎｇｅ

canpl己ｙ ｌｏａｄｅｄｍｅｔａｄａｔａｌｏａｄｅｄｍｅｔａｄａｔａｌｏａｄｅｄｍｅｔａｄａｔａ

cａｎｐｌａｙｔｈｒｏｕｇｈｌｏａｄｅｄｄａｔａ Iｏａｄｅｄｄａｔａ lｏａｄｅｄｄａｔａ

SｕＳｐｅｎｄ cａｎＤ１ａｖ pｒｏｑｒｅｓｓ CａｎｐｌａＶ

cａｎｐｌａＶｔｈｒｏｕｑｈｃａｎｐｌａＶ cａｎｐｌａｙｔｈｒｏｕｇｈ

ｌ０ａｄ cａｎｐｌａＶｔｈｒｏｕｑｈｐｒｏｑｒｅｓｓ

１，周。 1Ｃａ。

■映像が晩み込まれたときに発生するイベントと､その順序(サーバ上）

FireIox3､６ SaIalri4／５．§,‘ Ｃｈｒｏｍｅ４／陸 ipa。"

sｕｓｐｅｎｄ lｏａｄｇｔａｒｔ lｏａｄｓｔａｒｔ durationchange

Canｐｌａｙ dｕｒａｔｉｏｎｃｈａｎｇｅｓｕｓｐｅｎｄ Lｏａｄｅｄｍｅｔａｄａｔ８

pｒＯｑｒｅＳＳ ｌｏａｄｅｄＩｎｅｔａｄａｔａｄｕｒａｔｉｏｎｃｈａｎｑｅｌｏａｄｅｄｄａｔａ

lｏａｄｅｄｄａｔａ ｌｏａｄｅｄｍｅｔａｄａ上ａｃａｎｐｌａＶ

cａｎＤｌａｖ lｏａｄｅｄｄａｔａ cａｎｐｌａＶｔｈｒｏｕｑｈ



4.5イベントの発生願序

Fi『efox3､６ Safari4／５q‘’ ChICme4／５ iPad賑２

progress canｐｌａｙ

canplaythroughcanplaythrough

１０a。 progress

suspend

蕊１）サーバ上にデータがある喝合はSafa『i４，５とも同じ発生順序になる。

※２)iPadはローカル上のテストはできないため､ネットワーク経由でのみのテスト結果になる。

■映像再生時に発生するイベントと､その叩序(ローカル上）

Fi崎ｆｏｘ３､６ Safari4/５ Ｃｈｍｍｅ４／５

ｐｌａｙ ｐｌａｙ play

playing playing playing

tiIneupdate tiIneupdate timeupdate

ended ended ended

■映像再生時に発生するイベントと､その1m序(サーバ上）

Firefox3,６ Saiari4／５ Chrome4／５ iPad“

ｐｌａｙ ｐｌａｙ play play

playing playing playing playing

timeupdate timeupdate timeupdate timeupdate

progress ended ended ended

Waitin9

canplay

playing

canplaythrou9h

suspend

ended

蟻３)iPadはローカル上のテストはできないため､ネットワーク経由でのみのテスト結果になる。
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４６ videoを利用したリアルタイムテロッバー

ここではvideoを利用したリアルタイムテロッパーを作成する。なお、サンプルではjQue【yライ

ブラリを便川している。jQ1K’1ｙライブラリはテロップデータ(JSON形式)を読み込ませるためだけ

に使用している

映像の上に重ねて表示する文γgのことをテロップという｡サンプルではこのテロップを映像に合

わせて表示する。テロップは映像データのくvideo>の上にくdiv>を頃ねておき、時間に合わせて

出力することにする。

■リアルタイムテロッバー｡テキストエリア内のテロッブデータを網集すれば､リアルタイムにテロップが変§化する

両？

●ＵＥ００Ｈ６

鮒 画応
ＨＴＭＬ５リアルタイムテロッパー

副【q･ｃｏｏ･'２ ‐~~~､｢国

ＴＭＬ５リアルタイムテロッパー
Ｊｍ

■
官

、

錘p

鞍

Ｉ罫、雄30.3,,.82,tqxt8殖より;とす，mlorEβrOO］,

｛批己雄.1コ・cnd86タtRjxEl7･ロッブのリンブルです.いpE80PxIq

I癖t砿tlB0･omd1ll･Sjt｡xtEこれは+曽川の股1MRですJm1“$〃oro･Ｉ‘
ｌｌｗｍｇｚｚＩ]‘０，，．２１４．３．に砂xLR筋bIJで０．ront瓢ｚｕ８１２ｎＥ｝

ご”蕊ｒ：鯛房＝

③傍 u００噸ﾛ０１１

子【ルノブヂータ：

ＮＯＴＥ

ｉＱｕｅ｢yライブラリは以下のサイトからダウンロードできる｡今回のサンプルはバージョン，､３以降であれ

ば､どのバージョンでも肋作する。

http:／/jquery・ＣＯ､／

瀧
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ＮＯＴＥ

ＪＳＯＮデータの読み込みに使用しているのは＄get()で､以下の沓式になっている｡最初のパラメータに

読み込むデータのＵＲＬ荏描定し､２番目には説み込まれた後の処理を行う関数を指定する｡サンプルでは

読み込まれたＪＳＯＮデータは入力フォームのテキストエリアに出力している。

$・ｑｅｔ(dataURL，callbackFunction】



テロップデータ形式には以下のオプションも指定できる。オプション猪はCSSのプロパティ名と

同一にしてある。指定できる値もCSSとI1ilじだ。

4.6VIdeoを利用したリアルタイムテロツバー

■表示オプション

表示するテロップの数だけ列肥

HTMLの樹成

<mOCTYPEhtml＞

<htmllang=園jao＞

＜head＞

＜metacharset旨働utf-8‘O＞

〈title>HTML5リアルタイムテロツパー</title＞

〈linkrel自側stylesheet“href二℃ss/main･ＣＳＳ‘，type宮‘,text/ＣＳＳ，,media=卿ａＵ‘!＞

〈scripttype="text/javascript’’src="js/jquery-1.3.2.ｍｍ.』s‘,></script＞

ＨTMLは映像を表示するためのくvideo>とテロップ表示用のくdivid=''telop'.>を用意し、CSSでＺ

座標を指定し、映像の上にテロップが表示されるようにする。

表示する映像はFirelbx､OperaでのTheora/Oggと､Ｓａ伯ri､GoogleChromeでのH264エンコー

ドしたものを用意する。この２つをくsource>で指定し､映像が再生できないブラウザのためにメッ

セージを表示するようにしておく。

リアルタイムテロッパーなので、映像を再生しながらテロップを編集するための領域を用意す

る。これはフォームのくtextarea>にテロツプデータを炎示し､内祥が変史された時点で反映される

ようにする。なお、テロップデータはjSON形式で以下の形式になっている。

つ

へ
』

つ

Ｒ

【テロップデータ形式】

Ｉ

｛‘start‘：衷示開始秒数‘・end，：衷示終了秒数，,text,：褒示する文字｝‘

ｎ
Ｕ

９

fontSize

d*
’,Ｊ

１~９
引一』

わ；

top
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【HTMLl唾諦胃F日玩ＤＯ２/index､hｔｍｌ

オプション 脱明

文字の色color

文字の上からの位凹

文字のサイズ
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〈scripttype=otext/javascript・src=｡』s/telopper・js"></script＞

</head＞

<body＞

〈hl>Im4L5リアルタイムテロッパー</hl＞

＜ｄｉｖｉｄ＝O0monitoru＞

<videOid富‘，mWideo側controls>

<sourcesrcp"movie/klso・mov‘,＞

〈sourcesrc=‘'movie/kiso・ogv"＞

〈p>HTML5のvideoに対応したブラウザをご利用下さいく/P＞

</video＞

〈divid=･telop鱈></div＞

〈/div＞

＜form＞

テロップデータ：＜br＞

〈textareaid=otelopCoImnandocols=園30．rows=､8画></textarea＞

〈/form＞

〈/body＞

</html＞

Iテロツブデータ】Ｆ扉調面認ＱＯ２/data/telopjs

I

｛･start.：０．５，．end．：２，．text，：‘始まります,，,color,：‘鮭００‘｝，

｛・start.：３．．end‘：６‘･text.：,テロップのサンプルです'，｡top.：‘80px，｝．

｛．start.：８，．end‘：１１．５，‘text‘：．これは木曽川の映像です･，，color‘：，”fO‘｝，

｛．start‘：１３，，end．：１４．５，‘text.：，終わりです‘，‘ZontSize,：．12pt．｝

】

スクリプトの処理

スクリプトでは、ページ内容が読み込まれたら各種イベントを設定する。まず、テロップデータ

を読み込ませる。テロップデータはjQueIyライブラリを使って読み込ませている。＄get()とすれ

ば同一･ドメイン上のJSONデータが読み込まれる。ＪSONデータを読み込ませたら､eval()を使って

変数に設定する（なお、ＪSONによるセキュリティ上の危険性は考慮していない。危険なコードや

不具合を起こすコードは入っていないものとして解説している)。

次に映像にテロップを表示するためにtimeupdateイベントを設定する。timeupdaIeイベントが

’



4.6ｖｉｄｅｏを利用したリアルタイムテロッバー

発生したら闘生時'''1を取得する。剛畠時間はcurrentTimGプロパティに入っているので､テロップ

を炎,(する時|川かどうかを柵くる。炎,する時間であればテロップを炎承する。そうでない場合

はテロップを消すようにしておく。

表示するテロップには文字サイズや色を指定できるが､もっと多くのスタイルを設定したい場合

もある。その際は以ドのようにして、CSSプロパティにJSONデータを反映させるようにすればよ

い。そのままCSSプロパティのすべてを使えるようにコードを変更してもかまわない。

tObj､style･backgroundColor＝telopData[ｉ１.backgroundColorll，'絃迂"；／／背景色

１１４後にテキストエリア1人1のデータが変災されたときの処蝿を設定する。内容が変災された場合

にはchangcイベントが発生するので､これをテキストエリアに設定する。テロップデータに反映さ
せるには、テキストエリア内のデータをevalOを使って評価し代入すればよい。

以上でリアルタイムテロッパーの完成だ。改良すればテロップをｲiから左に流したりもできる。

このスクリプトはライセンスフリーなのでILiIllに改良／変災し配布してもかまわない（Iill作儲の表

,(もｲく煙。｜Wim利川もかまわない)。

■時凹に合わせてテロップが表示される

船岡i誠
ｌＷＭＬ５リアルタイハテIｺッパー

画(q･“｡，'．‐､園
ＨＴＭＬ５リアルタイムテロッバー

氏

”詞

テロッ

詞

○し“籾。 酵韓加咽

テロッブデータ：

nt唾Z80.3,cnd･B2・Rd91rャ･･融?ｒ『）守守銭J､9銅P･"too恥

加皿８ＪｊＤｈｄ８０‘ｔ⑨唖ルロツフのサンプルでゾ･,ｌｍｐＺ８０ｐｘ）．
9t率危･nBoCnd8＄１．３９”ＸｔＥＬＯｂｂ壬小間JIWJa時観､･ｆ･Ｃｏｌｏｒ８”２０．Ｉｄ

ｇＥＡ配2１３．”d814o30Ee江ｴ関わりです．go且醒狸GB1Zpt】

８

４
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⑨nIr3

IEm園画面回

ＨＴＭＬ５リアルクイムデロッパー

HTML5リアルタイムテロッバー

崖。

＝＝凸宝

酉

＄

これは:'１ ■

｡ 傍 強別 ｏｐ９ｑ

テｔＪツブデークＩ

ヨ(q(zoogIe DI園

ＢＪｄｔｎｘＬＩ剛幽り正すｏｃｏ１ＤｚｚＦ２００Ｉ』熊arE『０，３０○ｈ回８Ｊｅｔｍ

此ａｒＥＲ》ャ５，．8qOtGX唾

配a配180end011.ﾖ．m

BtartzljOGnd８Ｍ．３．［

ア ロ ヤ フ の ● ’ ツ ヲ ル ヂ ョ ９ . 守 ？ Uｐｐｘ】，

ＸＥＱこ’ lい＊田川の鴎煉で丁，ＩＥｏＸｏｒ８'0Ｋ ｝Ｉ

ｇｘＥＢオｒｇＪソも‐ＷｄＥＤｎＥコユェ、１ ･ｌｒｐＥ

■表示するテロップ(文字)を編巣する(｢これは木曽川の映像です｣→｢木曽川源流の映像です｣〕

何何、

－ 国 １ １ 八

ＨＴＭＬＳリアルタイムデロッパー

生IeI1『GI"ﾉVolume3ﾉlDmT8ﾉiDE200C8/DAWVCLI、Ｃ

ＩＴＭＬ５リアルタイムテロッバー

壷諒扇面目雷画
一

園ｑ･“oｑｌＧ

．』貞

Ｐ

これは
③しｐ”’

テロソブヂータ１

●

、

”鱗
一一

蝿 喧 腰

.~蝿ザリ

帥凹祁

（風上ar郡０．９，､､｡,:』｡t⑤xLz4鮎まり或丁.,“lor8,"ＺＯＯ)｡
（口諏睡’8〕ＰｃＦｄ８６ＰＥｏＸｔ８

（Ｉ１ｍｒｔ’ＥＨ”‘帥ｎｄＥ１１・S０ｔＧｘｔ ;f;田川堀塊の釈観で丁''４．１ 〕rE,"OＩＯ伽

（此ｎｒｔ１ｋｌ｡，｡､｡,Ⅱ ｌ４Ｄ５Ｐ上仰Xr8、城1J0jGｳ'ＰＩｏｎｍＬ“Ｅ 13IpC’〉

『 一~~－悪識

０



ａし画別

4.6ｖｉｄｅｏを利用したリアルタイムテロッバー

ら乾錘煙翻

同ｎｎＨｒＭＬＳ リ ア ル タ イ ム テ ロ ッ バ ー

画1罰圃阻画面｜
ＨＴＭＬ５リアルタイムテロツパー

C1(qFcoo9I‘、1画

凡

【スクリプト】【“mplaCO4】０２/is/telDpperjs÷Safari4(Macのみ)､Firefoxa5､Ｃｈｒｏｍｅ４で動作

varvObj，tObj‘cIndObj，telopData宮１１；

vartelopURL＝‘･data/telop.』s"；／／テロップデータのURL

window・addEventListener(↓'1oad"，玉unction()｛

ｖＯｂｊ＝document・getE1eInentByld('１myvideoⅢ）；

ｔＯｂｊ＝document･getE1ementByｴd(“telop州)；

clndObj＝document･getE1eInentBy工。(‘'telopFnmm副nrl''）；

／／テロップデータを醜み込む

＄・get(telopURL，function(text)｛

cmdObj・value＝text；

telopData＝eval(text)；

｝）；

／／再生時にtimeupdateイベントが発生した際にテロップを表示する処理

vObj.addEventListener(伽timeupdatem，釦nction(）｛

９

型』

グ､１

､"§
４

I洲
L

水将ｊｌ のＩＭＩ リアルタイムにテロップが変化する

ｇＦｎＥ目ＥｄＥＥ

度lE4rR；

凶ｒ絶ｒＥ

虚EｎｒＴ

ＮＯＴＥ

このリアルタイムテロッパーはtimeupdateイベントを使用しているため､Ｆｉ｢efoxでは､より高い精度で

表示タイミングを指定できる｡しかし､他のブラウザでは､Firefoxほど頻繁にtlmeupdateイベントは発生

しない｡このにめ､より輔密芯映像とテロップの同期が求められる塀合には､setTimeout()か

setlnterval<)を使ってテロップを表示するほうがよい‘,また､６０フレームなど高いフレームレートの場合、

Fi｢efoxではtimeupdateイベント発生時の処理コストを低く抑えられる。

テロツプデータＩ

qｌｒ

１月ppx｝，

ｌｐｒＩOfOIJ

l2pt》

：２．ｔ的X上８剛埋り型すむｃｏｌｏｒ’１
１
１
１

１０・コタ･的“８J１０ｔ的Ｘｔ

Ｉ１ｏｃｎｄＩ６ＤＬｑＸＬ８

Ｉ８，ごｆｌｄｔｌｌＯ３，ｔ的M

II｡けondll4･３Ｄ上５
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ＦＢ０･ノブのｏｆツブⅡOやすｍｔｌ

P価ｘｔロ〃f,凹川堀肌の唾煙で‘』。．ｋ･仁
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varcsec翼vObj・CurrentTime；

for(ｖａｒｉ弓O；ｉ<telopData・length；ｉ++)｛

ｉｆ（(telopData【ｉ1.start〈＝csec）＆＆（telopDataIil・end＞電csec)）｛

tObj・innerlmn』＝telopDataIil､text；

tObj､style､color＝telopDataIil､colorlI．#f笠｡；／／文字色

tObj､style,top＝telopDataに1.top１１．１７０px画；／／饗の表示位圏

tObj､style､fontSize軍telopDataIil､fontSizell”Z4pt鰯；／／文字サイズ

ｒｅｔｕｒｎ；

）

）

tObj,innerHTML＝，，"・

｝，true)；

／／テキストエリア内のデータが更新されたらテロップデータを反映させる

CIndObj・addEventListener<鶴change‘'，function()｛

telopData震eval(cmdObj,value)；

），true)；

}･true)；

４国７映像とCanvasを組み合わせる
HTML5のvideoはCanvas上に映像を転送／描画する機能がある。このため、再生している映

像をCanvasに転送し､加工してから表示できる。表示するサイズや位世も自由に指定できるため、

映像の中に映像が表示されるピクチャｉｎピクチャ等も簡単に実現できる。Canvas上に転送してし

まえばピクセル111位での加工も可能だ。ここでは映像をCanvasに転送し、グレースケールに加工

して表,j〈するサンプルを作成する。最終的にはグレースケールに加工した上に、さらに映像を合

成し、表示することにする。

なお､Canvasについては、すでに学習しているものとして解説する（第２章CanvaS)。グレース

ケールに加工するプログラムに関しては「２７ピクセル操作」を参照してほしい。グレースケール

に加工する部分に関しては同じコードを使用している。



・映像

・Canvas

4.7映像とCanvasを組み合わせる

myVideo

myCanvas

‐
１
１
１
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映像をCanvasに描画
１

５

最初に、映像をCanvasにリアルタイムに転送し、炎示するスクリプトを作成する。映像を表示

するくvideo>と、Canvasのくcanvas>を用意しておく。それぞれにＩＤ名を割り当て、スクリプトから

手軽にアクセスできるようにする。ここでは以下のようにＩＤを割り当てている。

２

』

映像をCanvasに描画するには、CanvasのコンテキストにdrawlmageOを使って処蝿する。この

drawlmageOの最初のパラメータにくvideo>塑素を指定すればよい。２番目のパラメータは横の表

示位間、３番目のパラメータは縦の表示位慨になる。

drawlmage()では現在表示されている映像のフレームを柵画するだけだ。このため､timeupdatc

を使ってイベントが発生するたびに、drawImage()を使って映像をCanvasに描lI11iしなければなら

ない。

＜!DOCTYPEhtm1＞

<htmllang宮口ｊａｐ＞

＜head＞

＜metaCharset=回utf-8画＞

〈title>IITML5リアルタイム映像エフェクト</title＞

<1inkrel=pstylesheet・href国･ＣＳＳ/main､ＣＳＳ“type="text/CSS”media宮"all鐘＞

〈scripttype=otext/javascript、src冨働js/videoCanvas・js｡></scriPt＞

〈/head＞

＜body＞

〈hl>HTML5リアルタイム映像エフェクト</hl＞

<videoid雲興mWideo”controlsautobuffer>

〈sourcesrc=画movie/Inatsumoto・mov"＞

<sourcesrc二口movie/matsumoto・o9v卿＞

〈p>HTML5のvideoに対応したブラウザをご利用下さいく/p＞

〈/video＞

〈canvasid=画myCanvas“width宮"384．height画働２１６">HTML5のcanvasに対応したブラウ

ザをご利用下さいく/canvas＞

〈/body＞

</html＞

IHTML】写FHW窟玩DvideoCanvasl/index・hｔｍｌ （
０

９

~７

へ
○

イト
,‘」

1J
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実際のスクリプトは以下のようになる｡

【スクリプト1【ＢａｍｐＩＱＣ“】videoCanvasl/is/videoCanvas,iｓ

0;･Safarl4(Ｍａｃのみ)､Ｆｉ｢efoX3,５，

Ｃｈｒｏｍｅ５、Ope｢ａ１０．６で動作

Window,addEventListener(“load"，玉unction(）｛

varvideoObj＝document,getE1ementByld(mmyVideo"）；

varcanvasObj＝docuInent・getE1ementByｴ｡（''myCanvas伽)；

videoObj・addEventListener(‘，tiIneupdate叩，function(）｛

canvasObj・getContext(‘oZd叩）.drawlIna9e(videoObj，０，０)Ｉ

），true)；

}，上rue)；

このスクリプトを火行すると、FircIbx3､6ではリアルタイムに||ﾘＷが(》allvilsに描lIIliされる《，とこ

ろが、仙のブラウザでは映像がコマ落ちした状態でCanvasに伽11'iされてしまう。これは先にも書

いたが、ブラウザによってtimeupdateイベントの発生タイミング／IIIl数が異なるためだ。

このため、どのブラウザでもリアルタイムに再'１２させるにはlimcupdatPイベントではなく、タイ

マー($(､(Tim()()ul()やsctIn〔erval()）を使ってCanvasに描lIIIiするようにしなければならない。

映像の再堆フレームが30fPsであれば､タイマーの２番目のパラメータには１０００/30の値を設

定する。どこまで高速に再生できるかどうかは環境依存であり､確実に１秒間に指定したフレーム

数で再生できる保証がない点には注意してほしい

■timeupdateイベントでは映像がコマ落ちした状態でCanvasに描画されてしまう

ｎｎｎＨ７認野リアルタイムfﾗ韓ヱフェクト

RTF弓{｡'i＋lfiIe"ﾉvoIum唾川oE1浦ﾉlDE20oc8ﾉoバｗ唾M〈Cu川ITNL5ネノ卿Ｃｌ値唖W蒜
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