
ｉ

’函鰯鰯
定期的に現在位置を取得する

カーナビなど定期的に位圃情報を取得したい場合に便利なのが、

watchPositionOです。定期的に位圃情報を取得してくれるため、一度設

定してしまえば後は自動的に位個個報を返してくれます。また、トンネル内

などＧＰＳによる位圃悩報が取得できない場合でも、取得できる状態にな

れば自励的に位圃悩報を返してくれる便利なメソッドです。

’１．０３１定期的に現在位固を取得する

【対応ブラウザ】

噂FlrOlOX3､６

．sａ１ａｒｌ５

OOpor･１０

⑨GOO８１．ChromolO
eInlomotExpIor｡『９

１対応スマートフオンｌ

輔Androld

園lPhon°

【因式／例】
グ

ー一一－＝－－一一－－－－一一＝=一一＝一－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－一＝一一－
、

！〔Ｍ〕navigator・geoIocation・watchPosition(successCaIIback‘errorCallback,option）

iSuccessCalIback:成功した時に呼び出されるコールパック関数

ＩｅｒｒＯ｢CaIIback:エラー時に呼び出されるコールパック関数(省略可能）

｜option:ｵブｼｮﾝ(省略可能）
、 グ

【解脱】

位囲悩報の取得は､ｎａｖｉｇａｔｏｒｇｅｏＩｏｃａｔｉｏｎオブジェクトにあるｗａｔｃｈＰｏｓｉｔｉｏｎ()メソッドを使

います｡ｗａｔｃｈＰｏｓｉｔｉｏｎ()メソッドはｇｅｔＣｕ｢ｒｅｎｔＰｏｓｉｔｉｏｎ()メソッドと全く同じパラメータです。

ｗａｔｃｈＰｏｓｉｔｉｏｎ()メソッドも位置情報を取得すると､指定したコールバック関数を呼び出します｡コール

バック関数には､取得した位圃惰報を持つオブジェクトがパラメータとして渡されます｡このオブジエクトの

coo｢dsオブジエクト内に､各梱位個個報が格納されています(下表)。

【表】coo『dBオブジェクト

tｉｍｅｓｔａｍｐ 位圃偶稲を取得した時間

ｃｏｏｒｄｓ オブジェクト

Iａｔｉｔｕｄｅ 縄度

Iｏｎｇｉｔｕｄｅ 経度

ａＩｔｉｔｕｄｅ 高度

ａｃｃｕｒａｃｙ 緯度､経度の誤差(、）

ａＩｔｉｔｕｄｅＡｃｃｕ｢ａｃｙ 高度の誤差(、）

ｈｅａｄiｎｇ 方角(Ｏ～360.真北が０度､東が９０度）

ｓｐｅｅｄ 速度(ｍ/sec）

位団悩報は必ず取得できるわけではありません｡位置情報は個人情報とみなされるため､ユーザーが位世

憎報の提供を拒否することができます｡その場合にはエラー処理を行うためのコールバック関数が呼び出さ

れます。

021
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鋤１第IGeolocatior

I袈】オプション

ｅｎａｂＩｅＨｉｇＩ－ＩＡｃｃｕｒａｃｙ

tｉｍｅＤｕｔ

ｍａＸｉｍｕｍＡｇｅ

高精度で位置を取得するかどうか

タイムアウトまでのミﾘ秒を指定

位悩仙報をどのくらいキャッシュするかをミﾘ秒で指定

【ＨＴＭＬ】

＜mOCTYPEhtml＞

<html＞

<head＞

<metacharset=‘ｌｕＬｆ－８'１＞

〈title>位置情報を全て表示</title＞

<1inkrel=『'stylesheet“hrer=''ＣＳＳ/main,ＣＳＳ'，type="text/ＣＳＳ‘‘medｪ己="all‘‘＞

<SCripttype=園上eXt/jaVaSCriPt”src=‘.』s/salnPle.』S'‘></SCrjLPt＞

〈/head＞

<body＞

<divid=,､currentPos･‘></div＞

〈/body＞

</html＞

【JavaSc｢ipt】

／／現在地の位置備報を定期的に取得する

navigator､geolocation､watchPosition（

runction(position)｛

ｖａｒｌａｔ＝position･coords､1atitude；／／緯度

ｖａｒｌｎｇ＝position・coords､1on9itude；／／経度

ｖａｒａｌｔ＝position・coordS､altitude；／／高度

ｖａｒａｃｃ＝position･coords､accuracy；／／緯度経度の漂差

varaltAcc＝position､coords・altitudeAccuracy；／／高度の肌韮

ｖａｒｈｄ＝position､coords,headin9；／／方角

ｖａｒｓｐ雲posiﾋｭon・coords､speed；／／速度

ｖａｒｔｘ上＝！､純度:叩+1at+1､<br>経度:‘‘+1,9+Ⅲ<br>綾度経度の誤差:''÷acc；

ｔｘｔ＋＝’．<br>商度:‘'十alt+Ⅲ<br>高度の誤差:'‘十altAcq

txt＋＝“<br>方刈:,'+hd+'‘<br>巡騨‘!+sp；

ｄＯＣｕｍｅｎと.ge上E1ementByｴ｡(，,Ｃｕｴ､rentPos,‘).innerHTML雲txt；

｝，

圭unction(error)｛

。｡Ｅ面面記と.getE1ementByｴ｡(．‘Ｃｕｪ､rentPos'‘).inneｪ､HTML＝’･エラーｺード3叩+error・Codeｊ

）

）：



純度：36.12870065

経鹿：137,97058275
錨度経度の誤差；７５
高度：ｎｕＩＩ
高度の誤差：ｎｕｌｉ
方魚：ｎｕｌｌ
速度：ｎＵ１１

'-031週W的に現打付閤在取荷ﾘ意

純度：36.12870065

経鹿：137,97058275
錨度経度の誤差；７５
高度：ｎｕＩＩ
高度の誤差：ｎｕｌｉ
方魚：ｎｕｌｌ
速度：ｎＵ１１

守 瞳３３１７同 ｆ ，、 位圃嗣叔を企て嚢jJ，

!.‘,“L唾て”’十ｍ‘･‘,‘,.Ⅱ､唾て”’十，ｊＤ

ｅＥ鳶Ｉ １

§

I鵬

■

図２.ＮｅｘｕｓＯｎｅでの表示図１:GeoIocationAPIで取得した憎報が奨示される

P－－－－－－－－＝一画一一一一一一一一一一一一一＝＝＝-ｰ■凸一■＝■＝－－－－－一再＝＝ｰ一ｰ＝ー＝一一一一一一一■ローーーーーーーーーーーーー‐－－－ー＝ーーー一一一一画

ｌＧｅｏｌｏｃａｔｉｏｎＡＰｌで対応する機能を知るには
,‐-‐-‐‐‐----‐.-‐..‐~‐~~~~‐‐---‐~~‐~~‐‐~~~~‐~~~‐‐‐‐~~~‐~~‐-‐~~‐~..‐....~‐~~ー‐~‐‐~~~~~~~~~..‐‐１

ＩＧｅｏＩｏｃａｔｉｏｎＡＰＩが使えるブラウザでも､一部対応していない機能があります｡機能が使えるかどうか’
１は､それぞれのブロバティの戻り値がｕｎｄｅｆｉｎｅｄかどうかで調べることができます｡ブロパティを読み出し｜

'た値がundefinedなら､機能は実装されていません｡nullの場合は機能は実装されているが､値が取得で｜
Iきていないことを示しています｡また､方角(heading)や速度(speed)ブﾛバﾃｨは､一定時間一定速度’
１以上で移動しないと値を返しません｡Firefox4ではｎｕＩＩ､ｕｎｄｅｆＩｎｅｄだけでなく､不正な値を表すＮａＮｌ

Ｉ（ＮｏｔａＮｕｍｂｅｒ)を返す場合もあります。
凸一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二一一一＝一一一一一一一一一＝－－＝＝＝＝＝＝一＝－＝一一一-－－－－一一一一一一一－－＝－－－－一一一一一■■一一一＝－－－－｡

『‐‐‐‐ー ‐‐‐‐‐.．‐.．.．‐＝‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ー ‐ー ‐-ー -‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐＝‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐･･－－‐----‐‐‐－－ー ----‐、

｜位置情報を正確に取得するには
トー一一－一一一一一口一一■ーー‐‐一一一＝ローーーーーーーーー~=~一一一一一一一一~ー‐一一一＝一一一画一一画一一画■一一画一■ー‐■－画－■■■－－画一一一一一一一一一１

１ｉＰｈｏｎｅやＡｎｄ｢ｏｉｄの場合､正硫に位脳'liﾘ報を取１ＷするにはｅｎａｂｌｅＨｉｇｈＡｃｃｕｒａｃｙオブ

｜ションをｔｒｕｅにしてください｡また､頻繁に位悩Wi報を取得するとバッテリーーの消耗が激しくなるため

，ｍａｘｉｍｕｍＡｇｅの値を大きくしてください｡逆により短時間に位置情報を取得する必要があるなら

ｌｍａｘｉｍｕｍＡｇｅにはＯを指定してください。

｜緯度経度などを定期的に取得していて週､デパｲｽがｻｽべﾝドやｽﾘー ブしてしまうと､復帰した場合に
｜予想外の位固を返すことがあります｡これに対処するには誤差を畑べて一定範囲を超えﾉと協合には無視す

Ｉるか､一定の値を超えた場合に､その価を減衰させるローパスフイルタのような処理を行います。

脚度

蛭墳

隣度経度の誤豊

高度：Ｏ

高度の誤差；Ｏ

方刈‘ＮａＮ

連度‘ＮａＮ

画目歴､3重向｢画j腿塑

１
URL入力▼ Ｇ 『爾砺凧｡Penspc2.｡,r緬亨閲
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１画０４
位置情報の取得を停止する

位廻悩報を定期的に取得する場合、デスクトップ／ノートパソコンでは消

費電力はあまり問題にはなりません。しかし、スマートフォンでは位置情報
を取得すると、多くのバッテリーを消費してしまいます。このため、不要な
位悩悩報の取得は行わないように配虚するのがよいでしょう。

【対応ブラウザ】

秒Flroiox3､６

＠sof圃ｒｉ５

OOp･ｒａ,０

●GoogIoChromelO
eIn1emetExpIoｒｅｒ９

(対応スマートフォン】

岬Androld
EjiPhon。

【圏式‘例】

グ ーｰｰ一ｰーー一一－－一一ーー豆一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
、

［Ｍ]navigator､geoIocation・clearWatch(watchＩＤ）

lwatchlD:navigatorgeolocation,watchPosition()により返されたＩＤ
，

ーーー一一一一ーｰ－－ｰ一ー一一一ーーーーーーーーーーーｰｰ＝一●●ｰｰー一一一一一－－－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝－＝ ノ

【解ijt】

位悩''１ﾘ報の取得を停止するにはclearWatch()メソッドを使います｡このｃｌｅａ｢Watch()メソッドには、

パラメータを1つ指定します｡clearWatch()メソッドに指定するパラメータはwatchPosition()メソッド

を実行した際に返されるｗａｔｃｈｌＤになります。

位瞳悩報を取得する場合には､getＣｕ｢ｒｅｎｔＰｏｓｉｔｉｏｎ()メソッドとｗａｔｃｈＰｏｓｉｔｏｎ()メソッドがあり

ます｡バッテリー消変が少ないという点からすればｇｅｔＣｕｒ『ｅｎｔＰｏｓｉｔｉｏｎＯになりますが､位画悩報の取

得に失敗した場合や､取得した位置の誤差が大きい場合などに再度位廻悩報を取得する手間を考えると、

watchPositionOの方が手軽です｡ただ､watchPosltion()で高い籾度で位睡'閥報を取得するようにオ

プションを設定すると､かなり多くのバッテリーが消費されてしまいます｡高い糊度で位置情報を取得したい

がバッテリーの消遜は抑えたい場合には､取得したい位置の誤差が一定範囲以下になったらclearWatch(）

を使って､位圃悩報の取得を解除してしまうという方法もあります。

ＩＨＴＭＬｌ

<1DOCTYPEhtml＞

〈ｈｔｍｌ＞

<head＞

<Inetacharset＝‘ｌｕｔｆ－８"＞

〈title>位魁備報の取得を解除く/title＞

〈1inkrel=!‘stylesheet'’hrer=‘!ＣＳＳ/main･ＣＳＳ‘‘type=''text/ＣＳＳⅢmedia=''ａｌｌ!'＞

〈scripttype属仙text/javascript”src=叩js/sample･ｊｓ'‘></script＞

</hGad＞

<body＞

〈divid=mcurrentPos‘.>現存付潜を取得中.．．</div＞

<ｆｏｒｍ＞



何 ｎ、

〈inputtype=‘‘button，，value=‘‘位置情報の取得を解除卿ｉｄ=､'clearButtonno＞

〈/rorIn＞

</body＞

</html＞

●
胡
〆
ｎ
期
冊
画
用
印
己
〒
Ｌ
ｒ
一

１

1.041位置情報の収符を停止す葱

【ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ】

/／現在地の位侭情報を定期的に取得する

varwatchｴ、＝navigator･geolocation･watchPosition（

runction(position)｛

ｖａｒｌａｔ＝position･coords､１atitude；／／緯度

Ｖａｒｌｎｇ＝position,coords､Longitude；／／経度

docUInent･ｇｅ上E1ementBy工。('1currentPos川）．innGrHTMI』雲‘'胤腿‘,+1ａｔ+帆<br>経度:‘‘+１，９１

），

function(error)（

壷Lu,"匿皿t・getE1eInentBYｴd(ML畠uﾑ…4LFo5叩)．innerHTML＝１，ｴﾗーｺード:"+error,code；

）

)：

/／現在地の位置情報の監視を解除する

wjmdow,addEventListener(鰹1Ca｡｡.，血nction()｛

dnnnment・getE1ementById(‘‘clearButton．‘）.addEventListener(‘･click‘‘，runction()｛

navigator・geolocation,clearWatch(watch、)；

alert(１．位置怖報の定期的な取得を解除し蝋した")；

｝，true)；

}‘true)：

■

、顕WwW歴Ｗ|~否~Ｉ

位掴愉岨の収{9裾削除

図1、図2:位置情報の取得を開始した後､ボタンをクリックすると定期的な位置情報の監視が解除される

匡○

（剣丁房~Ｉ

■

1恥

口位風阿M1の敏睡１W鰍脳i竺一

ｅ1コ’ｕ剛偽入机▽e';“-c･･q臆q）両侭可|重Ｆ１

現在位世を取個中．

〔位､【侭佃の取岡副鵡）

｡、、位堕愉概の奴櫛渥１W除

lＱ憧圃憤りIの凧､陰肺臓恥ﾑョ-－二.

；旧雨量…ＩＩ
Ｌ堅一

膿"ＵＲＬを入〃Ｌ▼ 皿｡
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１画Ｏ昼
位置I情報の取得方法をより細かく設定する

GeolocationAPlでは､オプションを使ってタイムアウトまでの時間や位

置情報の精度を設定することができます。これらのオプションを指定するこ
とで、バッテリーの消費を抑えたりすることもできます。

{対応ブラウザ】

魯FIreIox3､６

．saIarI5

Oopcra'０

鯵GoogIoChromo10
翁1nternoiExploror9

【対応スマートフォンＩ

魚‘AndroId
31Phon。

【書式／例】
グ ーーー一一ーー－－一ー一一ｰｰ一一一一一ー一一ーー一一ーー一ー一一一一ーー一一ーーーーー＝ｰー一一＝ー一一一一一一一一一一一一一一一一一

、

［Ｍ]navigator･geoIocation､getCurrentPosition(successCallback,ｅ『『o『CaIlback,option）
［Ｍ]navigator・geoIocation・watchPosition(successCallback,ｅｒ｢orCaIlback，option）

ｓＬＩｃｃｅｓｓＣａｌＩｂａｃｋ:成功した時に呼び出されるコールバック関数

errorCaIIback:エラー時に呼び出されるコールバック関数(省略可能）

option:オプション(省略可能）
、

=ーー一一一一一＝一一－－一一－－ｰ一－－一一ーーーー一一一ｰ一一ーー一一ーｰーｰ一一一一－ーーーｰｰー＝一一一一一一一一一一一一画一一 グ

【解説】

位置情報の取得を行うgetＣｕ｢rentPositionOメソッドとwatchPosition()メソッドでは､３番目のパ

ラメータに､以下の表に示すオプションを指定することができます。

【変】オプション

enabIeHighAccuracy 高精度で位置を取得するかどうか(trueなら高請度）

ｔｉｍｅＤｕｔ タイムアウトまでのミリ秒を指定

ｍａｘｉｍｕｍＡｇｅ 位置情報をどのくらいキャッシュするかをミﾘ秒で指定

ＧｅｏｌｏｃａｔｉｏｎＡＰ|を使った場合､位置情報がどの程陛正m1なのかは環境／デバイスに大きく依存しま

す｡もともとのデバイスの測度が悪い場合､enableHighAccu｢acyオプションでtrueを指定しても効果は

ありません｡高精度で位世を取得する場合､enabIeHighAccuracyにt｢ueを指定するとバッテリーを多く

消費します｡特にwatchPosition()を使って定期的に位履を監視するような場合には注意が必要です｡ま

た､頻繁に位画悩報を取得する必要がないのであればmaximumAgeの値渥大きくすることで､直前の位個

悩報を長く使うようにしバッテリーの消耗を抑える方法もあります｡逆に微に最新の位置情報を取得する場合

には､ｍａｘｉｍｕｍＡｇｅにはＯを指定します｡これにより､ブラウザやデバイスにもよりますが１秒くらいの間

隔で位置情報を取得できるようになります。

【ＨＴＭＬＩ

<1DOCTYPEhtml＞

＜ｈｔｍｌ＞

<ｈＲａｄ＞



<Inetacharset＝',ｕｔｆ－８',＞

〈title>鮮細な位憤を取得</title＞

〈linkrG1=,'styleSheet'，href=剛ＣＳＳ/main､ＣＳＳ”type言Imtext/ＣＳＳ'1media屋''ａＵ‘‘＞

〈scripttyPe='1text/javascript”src=，'js/sample・js.‘></script＞

</head＞

<body＞

<divid="currentPos卿></div＞

〈/body＞

く/html＞

I剛

ニ
ー

【JavaScript】

／／群細な位瞳梢報を奴御する

navi9ator,geolocation､watchPoSition（

func上ion(position)｛

ｖａｒｌａｔ＝position・coords､latitude；／／緯度

ｖａｒｌｎ９＝position､coords,Iongitude；／／経度

ｖａｒａｌｔ＝position・coords､altitude；／／商度

ｖａｒａｃｃ＝position､coords・accuracy；／／純度経度の醗差

varaltAcc雲position･coords･altitudeAccuracy；／／商疫の餓差

ｖａｒｈｄ＝position,coords・heading；／／方角

ｖａｒｓＰ＝position・coords・speed；／／速度

ｖａｒ上xじ＝‘‘鮒度:'１+1at'･'‘<br>経度g卿十1ng+,‘<br>撒度経度の服差:!'十acc；

ｔｘｔ’･＝‘‘<br>高度:‘.+alt｡,'<br>簡度の醗差:"十altAcc；

ｔｘ上十＝“<br>方角:‘.+hd+脚<br>速度:‘‘十sp；

document・getE1ementBYId(.､currentPos‘‘）．innerHTML＝txt；

），

狸Unction(error)｛

document,getE1ementByｴ。('‘Lu上L上LLtPos‘‘）．innerHTﾙ1Ｌ＝’･エラーｺードY､+error・Codeｊ

｝，

｛

enableHi9hAccuracy8true，

maXimumA9e80，

tilI1eout：６０綱1000

）

）：

'１．０５位闇備報の取柵方汰極より綱かく設定する
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■このページでは､次の2/3章(２．１１や３．１１など)を補足する内容を掲戦しています。

;.｡‐.．‐‐‐‐‐‐‐.｡‐.．‐.．‐‐.｡‐‐‐‐‐‐.｡‐.．‐.．‐‐‐‐‐‐‐.｡‐.｡‐.．‐‐.．‐‐‐.･･･‐‐‐‐‐‐‐‐.｡‐.．‐‐‐‐‐‐.･･･‐.｡.．.．‐‐‐‐‐‐.｡‐‘･‐‐‐‐‐、

ＩＡｕｄｉｏ＆ｖｉｄｅｏのイベント
I‐．‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐．‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐．‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐．‐~‐‐‐‐‐‐‐‐‐．，

lVideoとAudioには､以下の表に示すｲべﾝﾄが定残されています｡ｲべﾝﾄの発生順序や回数は、’
１ブラウザによって異なっています。

【喪1イベント一周

ａｂｏｒｔ データの転送が中断された

ｃａｎｐＩａｙ 再生が可能になった

ｃａｎｐｌａｙｔｈ｢oｕｇｈ 安定して再生することが可能になった

dｗａｔｉｏｎｃｈａｎｇｅ 再生する長さが変更された

eｍｐｔｉｅｄ データが空だった

eｎｄｅｄ 再生が終了した

ｅ｢｢ｏｒ エラーが発生した

lｏａｄ データ全体の臨み込みが完了した

Iｏａｄｅｄｄａｔａ 実データの臨み込みが終了した

lｏａｄｅｄｍｅｔａｄａｔａ メタデータの既み込みが終了した

Iｏａｄｓｔａｒｔ データの暁み込みを開始した

pａｕｓｅ 一時停止した

pｌａｙ 再生を開始した

pｌａｙｉｎｇ 再生中

pｒｏｇｒｅｓｓ 処理中

rateｃｈａｎｇｅ ﾚｰﾄが変更された

sｅｅｋｄｅｄ シーク(再牛付間への移動)が終了した

seekiｎｇ シーク中

staIIed 停止中(ネットワークストール）

ｓｕｓｐｅｎｄ サスペンド(処理を一時停止)した

tｉｍｅｕｐｄａｔｅ 再生時間が更新された

ｖｏｌｕｍｅｃｈａｎｇｅ 音園が変更された

ｗａｉｔiｎｇ 待機中

｡＝‐＝ー■ー■ーーニーーーーーーーーー■一ー一－一や‐－－－ローヰーーーー画一ローーーー－－－－■‐■■－ローーーーーーーーーーー画一■－■＝－＝－－一一一一一一一一ローーロ

『‐‐‐.｡‐‐‐‐.｡‐‐‐‘･‐‘･‐‐‐‐‘･‐..‐‐‐‐‐‐一・‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.｡‐‘･‘･‘･‐‘･‐。．．･･･‐.．‐.｡‐.｡‐‐‐‐‐‐‘･‐‘｡．‐‐‐‐‐‐‐‐.｡‐‐‐'･･･：
｜サウンドの生成／合成

i~‐~~‐~‐~..~~~~~~~~~~．..~~‐~‐..~~~~~~~‐~~‐~‐~~~~‐~~~~~‐~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..~．

｜すでに用意されているオーディオを再生するのではなく､プログラムによって音を生成／合成するＡＰＩもＩ

|策定されています｡これはWebAudioAPlという名前になっています｡Fi｢efox4では先行して独自のI
lAudioDataAPIが用憩されており､使用することができます｡以下のｻｲﾄでは､それぞれのAPIを英語｜
｜で群しく解脱しています。

●Ｆｉ｢efox

https://ｗｉｋｉ‘ｍｏｚｉｌＩａｏｒｇ/Ａｕｄｉｏ－Ｄａｔａ－ＡＰＩ

●Ｗ３Ｃ

ｈｔｔｐ://ｃｈｒｏｍｉｕｍｇｏｏｇＩｅｃｏｄａｃｏｍ/ｓｖｎ/t｢ｕｎｋ/ｓａｍｐｌｅｓ/ａｕｄｉｏ/ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ／｜
：ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｈｔｍＩ
Ｇ一一一一一一一一－－－－－画－－－－■－－－－－－－－ローーーーー一一一－－－画＝ローーーー■－－－－－－■一一一一一一一一ロー－画－－－■一一一一一一一一一＝－■－ロー－ａ

Ｉ
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＃叩仙 Ｌ５『逆引き？

リファレンス

I)》ＧｏｏｇｌｅＡＰＩＥＸｐｅ１･【

Ａu耐０
'第2章二

これまでオーディオ／サウンドは特定のブラウザやＦｌａｓｈでし力>扱

うことができませんでした。そこで、ＨＴＭＬ５ではＨＴＭＬレベルで

オーディオを扱えるように仕様が策定されました。オーディオはブラウ

ザによって再生できる形式が異なっています。また、将来優れたオー

ディオフォーマットが登場するかもしれません。そのような場合にも対

処できるように工夫されています。

本章ではＨＴＭＬ５オーディオを制御するためのＡＰＩについて解説

しています。



ＩＨＩ

語２重A1-ld価

Ｚ－Ｏ１
スクリプトでＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏが使えるか調べる

ｌＥ６など古いバージョンのブラウザでは、HTML5Audioを使用すること

ができません。ＨＴＭLタグで記述するだけでは対処できない場合もありま

す。そのような場合は､スクリプトでHTML5Audioが使えるかどうか調べ
る必要があります。

{対応ブラウザ】

②FIroIox3､６

，sａＩａｒｌ５

OOpora'０

●GoogIoCl1romelO
感ImcrnotExpIorer6

I対応スマートフォンI

IWiAndroId
gIPhon。

【書式／例｝
グ ーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ｰーーーーーーー一一ｰ一一一一一－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

、

ｉｆ(Window､HTMLAudioElement)｛

ＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏが使用可能な場合の処理

｝ｅｌｓｅ｛

ＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏが使用できない場合の処理

、
－ーーｰ一一一画一一一一ー－－一一一一－－一一一一一一一一車旬一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝－－一一－＝－－－－一一

ノ

【解脱】

スクリプトでＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏが使えるか調べるには､ＷｉｎｄｏｗオブジェクトにＨＴＭＬＡｕｄｉｏＥｌｅｍｅｎｔ

オブジエクトがあるかどうかを調べます｡if命令を使ってHTMLAudioEIementがあった場合に､ＨＴＭＬ５

Ａｕｄｉｏを使用するようにします。

【ＨＴＭＬ】

＜!DOCTyPEhtInl＞

＜html＞

くhead＞

＜metacharset。，‘ｕｔｆ－８｡｡＞

〈title>IITliL5Audioが使えるかどうか調べる</title＞

<1inkrel='４stylesheet“hre缶='､ＣＳＳ/main-css”type="text/ＣＳＳ‘!media=‘,ａＵ',＞

<SCriPttyPe=!'teXt/jaVaSCriPt”SrC=.，jS/SamPle・ｊＳ"></SCript＞

〈/hGad＞

〈body＞

〈divid冒伽resu比!‘>く/div＞

</body＞

く/html＞

【JavaSc｢ｉｐｔｌ

／／HTlIL5Audioが使えるか胴くる

Window,onload＝だunction(）｛

ｖａｒｅｌｅ＝document・getE1ementBy工d(‘.result‘‘)ｉ



｝

近(Window,HTlILAudioE1ement)｛

ele･innerHTﾙ皿＝”HTML5Audioは使用でき忠す‘.；

)else｛

ele・innerHTML＝‘，IlTML5Audioは使用でき喉せん・’１

）

nnnHTMLSAudiDが侭えるかどうか叫べる何ｎｎＨＴＭＬＳＡｕｄｉＤが使えるかどうか皿べ尋

字

Ｄ１ｌＴＭし5八udio郎伎堀かどうか師．ｌ鑑|;;麹畢”_.‐

念園凹me,"voiu感ﾏ,e＃趣･…璽唾）
TML5Audioは使用できます

嗣画ヨ

別Ｘ む‐凸■

２－０１スクリプトでHTML5AudiOが便えるか鯛べ葱

副１：Ｆｉｒｅｆｏｘ４ではＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏが使用できるので､使用可能のメッセージが表示される

通HTM岬ﾊudi･jIW使羅るがどうか図ぺる書剛値r･霞｡fim,…回同侭
ﾌｧｲﾙ⑤順典〈ｐ裟暴⑭お罰E入！〕妙ﾂｰﾙ⑳ﾍﾙブ！

③職③図画ゆ,p検需
ｱド'風《Q>庖伽､‘sVO洲ne,箪デｽｸﾄ,プ軸'御｡i･動･ckVih‘oxh1Im'v；日

””
》》

リンク

圏稚肋

Hｎ匹5A11dhoは使用できません

画ぺｰジが毒割は畦 ２ ﾏ ｲ ｺ ﾝ ピ ﾕ 毒

図２:ｌＥ６ではＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏは使用できないので、

使用できないとのメッセージが表示される

識呼淘iw',‘viijlh嘩瀬興り

零m:蕊
識呼淘iwh1’yiijlh嘩謡爾興

肖蕊HLS細dioは使用できます

-.;.｡'零+・鵠:ｉｆ｡:ｼ:
丁Ｔ

ｍＷ画㎡■角■

区q■区弧ひ■

蕊

蕊蕊景繁識溌識蕊

図３:ＮｅｘｕｓＯｎｅではＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏが使用できるので、

使用可能のメッセージが表示される

Ｉｗｉｎｄｏｗオブジェクトは省略表記できる
トー■■一一一一一一一一一一一＝‐＝－－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝一一一堂＝＝一堂＝一堂一一一一一一一一一一一堂一一一一一一一一一一＝画一－－－－１

’ｗｉＩ１ｄｏｗオブジェクトは省略表記できるので､if(}･ｌＴＭＬＡｕｄｉｏＥｌｅｍｅｎｔ)と多少短く揺ぐことができま

’す。

２

ｉｓ

路

§

１１

鵬ｈ
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躯２蹴ｌＡｕｄｉＣ

乏璽Ｏ空
オーディオを再生する

HTML5では､プラグインなしでオーディオ(サウンド)を制御できるよう

になっています。ただ､再生できるオーディオの形式は､ブラウザ(環境）

によって異なっているため、ブラウザ別に再生可能なオーディオファイルを
用意しておく必蓉があります‘，

【対応ブラウザｌ

③Fireiox3､６

，Saiari5

ＯＯｐｃｒａ１Ｏ

●Goog1eChromelO
elniernetExｐＩｏｒｅｒ９

Ｉ対応スマートフォン】

廟lAndroid
園ｌＰｌ,ｏｎｃ

【謁式／例】
／ 一一一ー－一一一一ーーーーーーー一＝ー一一＝＝一＝ーーーーーｰーーーーーーー一ｰｰｰ＝ｰ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝

［Ｍ]ａｕｄｉｏＯｂｊ・ｐｌａｙ(）

ｌａｕｄｉｏＯｂｊ:オーディオオブジェクト
、

ーーー一一ーーｰーーーーー一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝－－ｰ一一一＝一一一一一一一一－－－＝一一＝一一一一一一
Ｊ

【解説】

オーディオを再生するにはaudio要素に対してplay()メソッドを実行します｡pIay()メソッドにはパラメー

タはなく､実行後すぐにオーディオの再生が開始されます｡スムーズにオーディオを再生するのであれば､躯

前にオーディオデータを読み込ませるｐｒｅＩｏａｄ属性を指定します｡実際にはブラウザにより挙動が異なり

preload指定がなくてもオーディオデータを読み込むブラウザもあります。

オーディオを再生する際､コントロールバーを表示するようにしている場合には､width属性とｈｅｉｇｈｔ屈

性にコントロールパーも含めた幅を指定することができます。

ＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏは多くのブラウザが対応していますが､再生可能なオーディオ形式が異なっています｡こ

のため､以下のようにaudio要素のs｢c属性に再生するオーディオファイルのＵＲＬを指定しただけでは､限ら

れたブラウザでしか再生することができません。

<audiosrc=''sample・mp3‘'></audio＞

そこで､ＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏでは､さまざまなオーディオフォーマットに対応する仕組みが用意されています。

複数の異なるフォーマットに対応するには､直接ａｕｄｉｏ要素のsrc屈性にオーディオのＵＲＬを指定するので

はなく､以下のようにＳＣＵ｢Ｃｅ要素を入れ子にして､複数のオーディオフアイルのＵＲＬを指定します｡ブラウ

ザは記述された順番にオーディオが再生可能かどうかを調べ､再生可能なものがあれば､そのオーディオファ

イルを読み込みます(以後に続くSCU｢Ｃｅ要素などは読み込みません)。

ＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏに未対応のブラウザの場合には､ｓｏｕｒｃｅ要素の最後に画像やメッセージ､もしくは

Ｆｌａｓｈで再生可能であれば､Ｆｌａｓｈを表示するためのＨＴＭＬ要素を記述しておきます。

<ａｕｄｉｏ＞

＜sourcesrc=､‘movie/sample・ｏｑｑ１'＞



P､０２オーディオを再生する

〈sourcesrc=,‘movie/saInple・wav,!＞

<sourcesrc="movie/sample.､p3.'＞

<p>お使いのブﾗｳサではHTML5ｵーヂｨｵを再生でき忠せん｡</p＞
</audio＞

【ＨＴＭＬ】

＜mOCTYPEhtml＞

〈ｈｔｍｌ＞

〈head＞

<ｍｅｔａｃｈａｒｓｅｔ＝Ｉ１ｕｔｆ－８，'＞

〈title>オーディオを再生</title＞

〈1inkrel=川stY1Lesheet'‘href="CSS/main・ＣＳＳ“type="text/ＣＳＳ''media雲｡,ａＵ｡‘＞

<scripttype='･teXt/javaScriPt'’Src雲‘･js/samPle・js"></scriPt＞

〈/head＞

<ｂｏｄｙ＞

くaudioid雲.'InyAudiol‘１‘“th＝'･ユ9２，，hei9ht＝"４８“controls＞

<sourcesrc=Msound/sample・mp3"＞

〈sourcesrc=叩sound/sample.o99"＞

<p>お使いのブラウザではｵー ヂｨｵを再生で錘せん｡</p＞

〈/aUdio＞

<ｆｏｒｍ＞

<inputtype＝''button11id="aP1ayl‘value＝'1再生,.＞

〈/form＞

〈/body＞

〈/html＞

【JａｖａＳｃｒｉｐｔＩ

/／ポﾀﾝｸﾘｯｸでオーデ｢オを再生する

Nindow・addEventListener("1Ca｡"，fUnction(）｛

document・getE1ementById(叩aP1ay").addEventListener(叩click,‘,釦nction(）｛

document､getE1ementByｴｄ('1myAudio,‘）．play()；

）,true)；

}，true)；

③ｎのオータイ鮒老町生

、ｵ ｰデｨｵ壱再生Ｗ十，

ｇ〕1国|L』。Ｇ…瞳Ⅲ回-1日

，ＤＢＬロＵ｣晒司〃

(両面）

図１：両生ボタンをクリックするとオーディオが再生される

ｌＧＡＬＡＸＹＳ（Ａｎｄ｢ｏｉｄａ２）の場合

i‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ー ‐ー‐-‐‐-‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐~‐‐‐‐~一‐‐．

,’ＧＡＬＡＸＹＳ（Ａｎｄｒｏｉｄ２,２）ではくａｕｄｉｏ＞を

｜＜video＞に置き換えないと再生されません｡ＡＱＵＯＳ

ｌＰＨＯＮＥ[ＳＨ－１２Ｃ(２３３)]､ＮｅｘｕｓＯｎｅ(２３．４）
｜ではサンプルは､そのまま動作します。

２

I鵬
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麓｡、鞠
オーディオを停止する／再生開始時間を指定する

HTML5Audioの停止処理を行うメソッドはstopＯですが、実際には再

生開始位圃が最初に戻りません。このため、機能としては停止でなく一時

停止(pause)と同じになります．停止した後で再生開始時間などを指定し、

playOメソッドによって指定した時間から再生することもできます。

I対応ブラウザ】

翰FirefOX3､６

．safarI5

OOporalO

⑨GoogloChromelO
eInt°motExPIorer9

I対応スマートフォン１

聯Android

風lPhon°

【書式／例】
グ

ー一一一一一一一一－－一一一一一一－－一一ーーーーーー＝ーーーーーーーーー一一－－＝一一一一一一一-－一一＝ーー＝＝ーーーーー一一一一一

、

［Ｍ]audioObj・stop(）

laudioObi:オーディオオブジェクト
、 ′

【解説】

オーディオを停止するには､ａｕｄｉｏ要素に対してｓｔｏｐ()メソッドを実行します｡ｓｔｏｐ()メソッドにはパラ

メータはなく､実行後すぐに再生が停止します｡すでに再生が停止している場合に実行してもエラーにはなり

ません。

ＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏのstop()メソッドは､再生の停止を行った後でも､再生する時間を巻き戻しません｡つま

りstop()メソッドを実行すると､オーディオの再生は一時停止した状態になります｡ＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏには一

時停止を行うpause()メソッドは用意されていません｡一時停止はstop()メソッドが行うようになっているか

らです｡このため､stop()メソッドを実行した後に､再度play()メソッドを実行するとオーディオは停止した箇

所から再生を行います。

もし､stop()メソッドを実行した後､ｐｌａｙ()メソッドを実行したらオーディオの先頭から再生したいのであれ

ば､オーディオオブジェクトのＣｕ｢『entTimeプロパテイにＯを設定します｡これにより再生開始付彊が０秒か

らとなり､オーディオの先頭から再生されるようになります。

また､再生開始位置を曲の最後から２秒前にする､といった指定もできます｡この場合でもオーディオオブ

ジェクトのCu｢rentTimeプロパティに再生開始時間を設定します｡この時にオーディオの長さ(総再生時間）

を求めて､そこから２秒を減算したものをＣｕ｢｢entTimeプロパテイに設定します｡オーディオの総再生時間

はオーディオオブジエクトのdurationプロパテイに入っています｡このdurationブロパティの値から２を減

算し､currentTimeプロパティに設定すれば､曲の最後２秒前から再生することができるようになります。

Ｃｕ｢｢entTimeブロパテイに間違って負数や再生時間を超えた時間を指定してもエラーにはなりません。



【ＨＴＭＬ】

<!DOCryPEhtlnl＞

<html＞

くhGad＞

＜Inetacharset＝･‘ｕｔだ-８０‘＞

<title>オーディオを再生</title＞

〈Ｕｎｋｒｅｌ=‘.s上ylesheet．'hreだ=‘‘ＣＳＳ/main,ＣＳＳ‘，type室，‘text/CSS，，media=‘，ａＵ"＞

〈scripttype雲，‘text/javascript‘，src室Mjs/s8mple,ｊｓ‘‘></script＞

〈/head＞

＜body＞

〈audioid=‘lInyAudio,，width=‘‘１９２'１hei9ht＝Ⅲ４８‘‘controls＞

〈sourcesrc=叩sound/sample・mp3"＞

〈sourcesrc=’1sound/sample､ogg伽＞

〈p>お使いのプﾗｳザではｵー ヂｨｵを再生できません｡</p＞

〈/audio＞

<form＞

<inPUttype=''button.’ｉｄ=‘‘aP1ay'‘value=.'再生''＞

<inputtype=‘･button‘‘ｉｄ="aStop，，value冥・停止"＞

〈inputtype='･button“ｉｄ=!‘aRewind‘･value="鑑き戻し伽＞

<inputtype='‘button‘，ｉｄ='‘aLast2‘･value=,'終わりの2秒前から再生"＞

</rorm＞

〈/body＞

〈/html＞

鵬間

躍

０
０

【Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ】

／／ボﾀﾝｸﾘｯｸでｵー ヂｨｵを停止する

Window・addEventListener(‘'1oadm，function(）｛

varaudioObj＝document・getE1ementById(‘‘myAudioM)；

documen上.getE1ementById(MaP1ayo‘).addEventListGner(‘'click11,function()｛

audioObj・play()；

）,true)；

docuInent･getE1ementByｴ｡(卿aStopI‘).addEventListener(‘‘click伽,function(）（

audioObj,pause()；

）,true)；

document・getE1eInentByｴd("aRewind'.).addEventListener(・nclick'.,function()｛

audioObj,currentTime＝Ｏ；

audioObj・pause()；

）’true)；

documen上.getE1ementBY工d('‘aLast2‘').addEventmstener(‘'cUck",缶unction()｛

audioObj･Ｃｕ軍entTime＝audioObj､duration-2；

２．Ｏｇｌオーディオを停止する再生開始碕肌を摘定する
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audioObj､play()；

｝,true)；

}，true)：

匂緬のオーディオを再生

ﾘロｵｰデｨｵ種測墜一露盤

ｇＥＪ画面圃嘘野田､画Ｅ
|レーョ!、，"喝叫’１
……(豆…Ｃ売りの2”から再生）

詫

図１:各種ボタンでオーディオの制御ができる

零面1細画11錘
１

ﾛ.野,鼻 爾罵罰蝋 牌厚

再生侭止巻き戻し

終わりの2秒前から再生
■■■■画■

図2:ＡＯＵＯＳＰＨＯＮＥ[ＳＨ･１２Ｃｌでの喪示｡ボタン制御ができる

ＩＧＡＬＡＸＹＳ（Ａｎｄ｢ｏｉｄａ２）の場合
i‐-一‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ー ‐‐‐‐‐‐-‐‐‐‐－~~‐‐‐~‐~‐‐‐‐~‐‐‐‐~‐‐‐ー ‐‐‐‐－－－－－－－－－－－‐‐‐‐ー ‐－－－－‐－－－－‐ー ‐‐‐‐‘

ＩＧＡＬＡＸＹＳ(Androida2)では上記サンプルは動作しません｡上記サンプルを帥作させる場合には、｜

｜以下のようにくａｕｄｉｏ＞をくvideo＞にします(２－０２のサンプルも同様)。

<ｖｉｄｅｏｉｄ＝''myAudioI,width＝',ユ９２'.ｈeight＝叩４８，，controls＞

<sourcesrc=叩sound/samplG・mp3',＞

〈sourcesrc回"sound/sample・o9g'‘＞

<p>お使いのブﾗｳサではオーディオを再生でき鵬せん｡</p＞

</vmeo＞

また､全ての制御ができるわけではなく上記サンプルでは再生のみ有効となっています｡また､再生され

ると両面は真っ凧にばりますが､タッチすればコントローラーが表示されます｡この塊合､独自に用意された

ユーザーインターフェースになるため､ブラウザからの制御を行うことはできません｡再生が終了すると､元

のブラウザの画面に戻ります。

ちなみにＡｎｄｒｏｉｄ用のFirefox4ではサンプルを修正することなく動作させることができます。

翼1Ｗ全面珊今,l1Ip8:28PＮ翼間全も＊今,,IIp8:28PＭ

画
ｉ再生，ｉ停止｜｜巻き戻し１

１終わりの2抄前から両生ｌ

☆GALAXY5(Android22)で勤作します．

l終わりの2抄前から両生

;面；
－

L畜生，隻些｣陸き戻しＩ

★GALAXY5(Andrｏｌｄ2.2)で助作します．

図３､図４:｢再生|ボタンをク1ルクすると画面が真っ則になり､サウンドの再生が行われ愚



翌画⑥輿
オーディオを繰り返し再生する

HTML5Audioでは、繰り返し再生を行うIoop屈性が用意されていま

す。Ioop属性にt｢ueを設定するとオーディオデータは繰り返し再生されま

す。しかし､FirefOxではloop屈性を指定しても処理されず繰り返し再生さ

れません。このような場合の対処法についても説明します。

２－０４オーディオを凝り返し両龍する

【対応ブラウザ】

趣Fireiox3，６

．SaIari5

Oopcra'０

●GoogIeChromc1O
s1niernetExpIorer9

【対応スマートフオン１

１篇IAndroid
EliPhon。

【書式例】

グ
ー一一－＝一一－－－－一一一一一一一一－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

、

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]audioObi､Ioop

［Ｍ]audioObj､addEventListener('･ended!',eventHandIer‘flag）

iaudioObi:オーディオオブジェクト

ＩｅｖｅｎｔＨａｎｄｌｅｒ:イベント八ンドラ

｜flag:イベント伝達方向を示すフラグ(t『ueまたはfalse）
、 '

【解脱】

オーディオを繰り返し再生するにはaudio要素のloop屈性を使います｡loop厩性にt｢ueを指定すると同

じオーディオを繰り返し再生します｡ＨＴＭＬ５Ａｕｄｉｏでは繰り返し再生する回数は指定することができませ

ん｡一定回数繰り返して再生したい場合にはオーディオの再生が終了したことを示すｅｎｄｅｄイベントを捕捉

して処理を行います。

Firefoxではloop属性を指定してもオーディオは繰り返し再生されません｡そこでオーディオの再生が終

了した時に発生するendedイベントを利用します｡ｅｎｄｅｄイベントが発生したら再度play()メソッドを使っ

て再生を行います。

【Ｉ－ＩＴＭＬ１

〈!DOCTYPEhtm＞

＜ｈｔｍｌ＞

〈head＞

＜II1Gtacharset＝'‘ｕぱ再８"＞

くじit1e>オーディオを純り返し再生く/title＞

<Ｕｎｋｒｅｌ=,‘stylesheet”hre茜=‘‘Css/main・ＣＳＳ！’type='‘text/ＣＳＳ‘'media='1ａＵ｡'＞

〈scripttype雲‘･text/javascript”src="js/sample.』s制></script＞

〈/head＞

<body＞

<audioid＝'‘ｍｙAudio‘，width＝‘,１９２，‘hejL9ht崖"４８',controls＞

<sourcesrc='‘sound/sample今mp3j'＞

<sourcesrc=’1sound/SaInple・oqq‘,＞

２

I脇
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〈p>お使いのブﾗｳサではｵー ヂｨｵを再生できません｡</p＞

</audio＞

<rorIn＞

<inputtype=.､bu上to､‘’ｉｄ電"aP1ay‘１value”再生｡,＞

〈inputtype=．‘button,,ｉｄ=,QaLoopON“value='‘繰り返しON'1＞

<inputtype='‘button11id嵩‘‘aLoopOFF‘’value="繰り返しOFF,‘＞

</垂or､＞

〈divid芦卿stat国></div＞

〈/body＞

</html＞

【ＪａｖａＳｃ｢ipt】

／／オーディオを級り返し再生する

Window､addEventListener(，‘1Ca｡"‘runction()（

varaudioObj＝docuInent､getE1eInentByld("myAudio,‘)；

varloopF1ag＝false；

ａ型ioObj・addEventLisと邑涯r(''endedm‘runction()｛

迂(loopF1a9＝true)（

／/audioObj・Ｃｕ唾ピntTime＝０；

audioObj・ｐＩ己y()；

｝

），true)；

documGn上.getEleInentByｴ。(，'aP1ay").addEventListener(卿click",垂unction()｛

audioObj，play()；

｝,true>；

documGnt､getE1ementByｴd(!‘aｴQCPON"）．addEventl』istener<mClick11,runction(）（

loopF1a9＝true；

docuInent,getE1ementByｴ｡(,｡stat'‘)．innerIITML＝‘･ﾙーブON‘‘；

｝,true)；

docuInent･getE1eInentById("aLoopOFPu).addEventListener(!‘click.｡,function()｛

ＩｏｏｐＦ１ａ９＝ｆａｌｓｅ；

doCument･getE1ementByｴ｡('‘stat'､)．innerlITML＝’‘ループOFF!，；

｝‘true)；

｝，true)：



回１．回２:ボタンをクリックすると凝り返し再生の切り換えができる。切り換えは再生中でも問通なく行える

F－＝一一一一一一一一＝＝一凸一一一一一一画■ー■ー■■■■‐■■再一一一一再一一一一一一一一一一一一一一一一＝一＝-－ー＝＝■ー＝＝＝＝ー＝ーーーーーーーーーー一一一ーー一可

ｌＧＡＬＡＸＹＳ（Ａｎｄｒｏｉｄ２､２）の場合
トーーーーーーーーーーーーーーー一一一＝－－－－ｍ一一一毒一一一専一一再一一＝－－－－－－－－一-－－－－－一一一一一＝－－－画一一一一一一－一一■＝■－－－－－－－－－-－４

Ｉ１ｏｏｐ設定はiPhoneやＡｎｄｒｏｉｄ２､２でも反映されます｡ただし､ＧＡＬＡＸＹＳ（Ａｎｄｒｏｉｄ２､２）では、‘

Ｉ繰り返し再生設定を行った場合、「戻る｣ボタンを押してもオーディオデータがりロードされてしまい､直前の

｜ページにうまく戻れず､再度オーーディオデータが読み込まれ内生し続けてしまうことがあります。

ループＯＦＦ

返し再生同『~Ｗ~》オーデもfオを鐘り返し再生
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Ｅ
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101ｓ中ⅢＩ
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勉
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ｌＩｏｏｐの指定とｅｎｄｅｄイベント
トー~‐~‐~~~~‐~‐~‐‐‐~‐‐‐‐‐‐~‐‐‐‐‐‐‐‐~~‐‐‐‐‐‐‐‐‐~~~~‐‐‐‐~‐~‐~~‐‐‐‐‐‐‐‐~‐~~‐~‐~‐‐‐‐一~‐‐‐‐‐‐１

１１ｏｏｐを指定して､綴り返し再生を行った場合､再生が終わらなくなるため､endedイベントが発生しなくな’

｜ります。

』
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P.、４オーディオを凝り返し再生する
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｜図３:iPhoneでの表示図4,図５:ＧＡＬＡＸＹＳ(Android2,２）での表示｡綴り返し再生時には
毎回オーディオテータを読み込むためタイムラグが発生する
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２厘０５
コントロールバーを表示／非表示にする

オーディオを再生する際、デフォルトの状態ではコントロールバーは表示

されません。ＢＧＭで使うような場合には、デフォルトの状態でも問題あり

ません。しかしユーザーによるコントロールを許可したい場合には、ブラウ

ザに用意されているコントロールバーを表示することができます。

【対応ブラウザ】

感Fireioxa6

、Saforl5

ooporo1o

簿Goog1eChromo,０
亀lnieme1EXpIoror9

I対応スマートフオン】

,翁Android
函

凹ＩＰｈｏｎｏ

【書式例】

グ
ー－－－－ーー－－ーー一一一一－－－－一一一一－－一一－－一一一一ーーーーーーｰｰ一一ｰーｰ一ｰｰ一一－－一一一一一一一一一一一一一一＝

、

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]ａｕｄｉｏＯｂｊ,ｃｏｎｔｒｏｌｓ

audioObj:オーディオオブジェクト
、 〆

【窯説】

ブラウザ側で用意されているコントロールバーを表示するには､ａｕｄｉｏ要素のｃｏｎｔｒｏｌｓ属性を指定しま

す｡ｔｒｕｅを指定するとコントロールバーが表示され､ｆａｌｓｅを指定すると表示されません｡コントロールバー

はスクリプトを使って後から自由に表示／非表示を制御することが可能です。

スクリプトからコントロールバーの表示制御を行う場合には､オーディオオブジェクトのｃｏｎｔｒｏｌｓプロバ

ティにｔｒｕｅまたはｆａｌｓｅを設定します。

ＩＨＴＭＬｌ

＜1DOCTYPEhtml＞

<ｈｔｍｌ＞

＜head＞

〈metacharSet=Mutだ=８'‘＞

<title>コントロールバーを表示非爽示にする</title＞

<1inkrel=､‘stylesheet!‘hrer=''ＣＳＳ/main・ＣＳＳ“type=''text/ＣＳＳ'‘media="all'‘＞

〈scripttype=画text/javascript.‘src雲0‘js/sample・js‘‘>く/scriPt＞

〈/head＞

<body＞

<audioid＝‘‘InyAudio,Iwidth話''１９２‘・ｈｅ:ight＝'’４８，‘controls＞

〈sourcesrc='‘sound/sample・mp3.‘＞

〈sourcesrc=!‘sound/sample・ogg,'＞

<p>お使いのブﾗｳサではｵー ヂｨｵを再生でき腹せん｡</p＞

</audio＞

＜蚕or､＞

〈inputtype="button，，ｉｄ雲,'ctrlON”value=uコントロールバーを表示する‘‘＞

〈inputtype=側button“ｉｄ=‘1ctrlOFF･’value=‘‘ｺﾝﾄﾛーﾙパーを衷示しない!'＞


