
'２－０５コントロールパーを鞭示誹表示にリ愚

〈/form＞

〈divid="stat.'></div＞

〈/body＞

</html＞

IJavaScript】

／／コントロールパーを表示／非表示にする

Window､addEventListener("1oadII，function(）（

varaudioObj＝document・gGtE1ementById(胴mYAudio',)：

docuInent､getE1ementByｴ｡("ctrlON1,).addEventListener(,'click‘‘,function(）｛

audioObj､controls雲true；

docu1nent,getE1ementByｴd(･‘stat‘‘)．innerHTML＝，’ｺﾝﾄﾛーﾙ表示0N.，；

｝,true)；

document､getE1ementByｴ｡(‘℃trlOFF‘.).addEventListener("click恥,runction(）｛

audioObj,controls＝だalse；

document・getE1ementByld(‘‘stat‘'）．innerHrML＝，'コントロール表示OPP｡，：

）,true)；

）‘じrue)；

御、ハコントロールバーを設示／非表示にする

ＩＤｺﾝﾄﾛー ﾙバー 種裂示/非淡示に.、畦Ｉ

旦璽Ｉ 口，☆▼ Ｇ 回一

ロｺﾝﾄﾛー ﾙパー 蓮褒示/非覗示に．.．’

③雲IMD☆ﾃー 百I“…雨而回▽

(ｺﾝﾄﾛー ﾙパー を表示する）

(~ﾖﾌﾄﾛーﾙパー迄表示E寂T）

コントロール表示ＯＦＦ

目)
騨一，"畠可,｜
(ｺﾝﾄﾛーﾙバーを表示する〕

（コントロールバー を表示し燕い）

コントロール表示ＯＮ

濫 誌 一垂

図１、図２:ボタンをクリックするとコントロールバーの爽示非淡示が切り替わる

Ｐ＝＝一－一画＝ｰーｰｰ＝＝ー■ーーー＝ー＝ーー一一ーー＝■一一ー■ーー‐ー■ー-＝口一一一一一一→~ー一一一ｰ＝＝ー一一ー一一ーーーー＝~ｰ~ｰ‐＝ｰ＝一画ーー＝＝＝－－=可

｜コントロールバ･--の違い
,---------------------------------------.--…-----------------------------－--------’
１コントロールバーはブラウザによって表示が異なります｡コントロールバーはAudioとvideoで共通｜

Ｉして利用されます｡どのように表示されるかは６９ページを参照してください。
１－－－－－－－－－----------.-－－－－－－－－‐‐‐‐‐－－－－－－－－－-....-....-....-..国一一一一一一一一._‐－－－－．．．.‘.‐-..,.-....--‐‐‐‐‐．
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２－０６
自動的に再生する

HTML5Audioではページが読み込まれたら自動的にオーディオを再生

することができます。ただし、iPhoneなどHTML5Audioに対応していて
も自動再生を許可していない場合もあります。

【対応ブラウザ１

，Firefox3､６

③Safari5

oopcra'o

cGoogIoChromclO
elntemotExpIorer9

【褐式，例】

' 一一一画一一一一一ーーーーーーーーーー＝ーｰー－－一一一一ーーーー一一ーー一＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
、

｜［P][R/Ｗ]at｣dioObj､autoplay

’audioObj:オーディオオブジェクト
、

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

【解説】

自動再生させるにはaudio要素のautopIay屈性にtrueを指定します｡trueで自動再生､falseで自励

再生しないことになります。

スクリプトではオーディオオブジェクトのautopiayブロパテイで設定することができます｡プロパティ名は

ａｕｔｏＰＩａｙでなくａｕｔｏｐｉａｙである点に注意してください。

ＩＨＴＭＬ】

＜1DOCTYPEhtml＞

<html＞

〈head＞

〈InetaCharset＝,Iut:ー８Ｍ＞

〈title>自励的に再生するようにずるく/titlG＞

〈Ｕｎｋｒｅｌ=叩stylesheet'，href="ＣＳＳ/main､ＣＳＳ'‘type=!,text/ＣＳＳ''medjLa=‘‘all"＞

<scripttype=”text/javascript'，src="js/sample・js'‘></script＞

〈/head＞

<body＞

<audioid=，'myAudio0iwidth=､，ユ920Ihei9ht＝‘‘４８，，controlsautoplay＞

<sourcesrc=0‘sound/saInple.､p3脚＞

〈sourcesrc='､sound/sample.o９９，．＞

<p>お使いのブラウザではｵー ヂｨｵを再生できません｡</p＞

〈/audio＞

<divid="result"></div＞

〈/body＞

〈/html＞



【JavaScript｝

／／自動詞生ﾁｪｯｸ

Window､addEventListener(''1Ca｡‘･‘だunction()｛

ｖａｒｅｌｅ＝document､getE1ementByｴ｡(叩result")；

varaudioObj＝ｄｏｎ１'mP･;'L,getE1ementById(,､InyAUdio‘.)；

ｖａｒｒｌａｇ＝audioObj､autoplay；

ｉｆ（flag＝true)｛

ele､innerIITML雲‘‘自動再生が0Nになっています，‘；

）else（

ｅｌｅ,iImerHTML＝Ⅱ自動再生がOFFになっています"；

）

）．true光

同ｎ、自動的に再生するようにする

ろよるにする｜|＋Ｉ

口金▽ Ｇ 合 回． ﾛ
ｒ』、］

Ⅲー ｌＵ１ｓｑ）

自動再生がＯＮになっています

劃 銘

2.06言動的に漣生ず愚

図１:ページが読み込まれると自動的にオーディオが再生される｡また､自動再生がＯＮになっているかどうかを調べて結果を表示す愚

r－－－－ 一鞠一一一‐ぬ一一“一一一画一■ーー再壷一一一一一一一一一一再一酋一＝ー＝ーー堂一一一一画一一ローーーーーーーーーーロ一一一一一一＝＝＝一－一-－－＝■＝＝－－－－■

ＩｉＰｌ１ｏｎｅやＡｎｄｒｏｉｄでは自動再生はできない
トーーーー ーーーーーーーーーー‐－ご－ーロー~戸一一一一一一一一一一一一一一一画一一－画毎一画一一~一一一＝‐‐ーー再一一一一一一一一一＝ご－ー一ー画一一一■画画一一一＝ーー可

liPhoneやAndroidではautoplay属性を指定しても自動再生は行われません。

２
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２－０７
指定したＵＲＬのオーディオを演奏する

HTML5Audioでは、Web上にある任意のオーディオファイルを読み込

み演奏することができます。ただし､ブラウザによって再生できる形式が異
なるため、場合によっては複数のファイルを読み込ませなければならない
場合もあります。

【対応ブラウザ】

ejFireiox3､６

．SaiarI5

OOpera1O

cGoog1eC11rome,０
eIntemeiExpIorcr9

I対応スマートフォン】

giPhon。

I書式／例】
ノ ーｰーーー＝ーーーーー一一一一－－一一ーーー＝一一－－一一－－－－-画一一一一一一→ｰ一－－－－一一一一一一一一一＝一ｰ一－－一一一一一

､

ｌａｕｄｉｏＯｂｉ＝ｎｅｗＡｕｄｉｏ(url）

laLldioObj:オーディオオブジェクト

｜url:URL(省略可能）
、

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

【解説】

指定したＵＲＬのオーディオを演奏するには､ｎｅｗＡｕｄｉｏ()としてオーディオオブジェクトを生成します。

その際､パラメータに読み込むオーディオファイルのＵＲＬを指定することができます｡読み込んだオーディオ

ファイルを再生するにはplay()メソッドを使います。

ｎｅｗAudio()を使って生成した場合でも､ＨＴＭＬでaudioを記述した場合でも､オーディオオブジェクト

として扱うことができます｡ただし､ＨＴＭＬで記述した場合は､source要素によって異なるオーディオ形式を

列肥することができるため､複数のブラウザに簡単に対応することができます｡これに対してｎｅｗＡｕｄｉｏ(）

で生成した場合には､そのような処理は行われないため､スクリプトで再生可能な形式かどうかを調べて対応

する猟要があｂまず、

Ｉｌ－ＩＴＭＬ】

〈1DOCTYPEhtml＞

<ｈｔｍｌ＞

<head＞

〈metacharset＝伽utf-8'０＞

〈ti上1e>梱定したURLのｵー ヂｨｵを演奏する</title＞

<linkrel=,‘stylesheet，，hrer雲''ＣＳＳ/main､ＣＳＳ”type=''text/cssI･media='，all卿＞

〈scripttype='，text/javascript，．src=njs/sample・js･'></Ｓｃ軍pt＞

〈/head＞

<body＞

<audioid＝｡‘InyAudio‘‘width＝､'１９Ｚ'‘ｈeight="４８‘‘controls＞

〈sourcesrc=‘､sound/sample･mp3',＞

〈sourcesrc=‘･sound/sample､ogq向＞



２．０７指定したURLのオーディオを双斐Ｊる

〈p>お使いのプﾗｳサではオーディオを再生でき讃せん｡</p＞

〈/audio＞

“or、＞

ＵＲＬ：〈inputtype=‘'tGxt“ｉｄ=Murl”valuG屋Msound/bgm.､P3‘,><br＞

<inputtype='１button'’ｉｄ=‘‘1oadData伽value=',ヂーﾀ蔑み込み"＞

〈/rom＞

</body＞

</html＞

[ＪａｖａＳｃ｢ipt】

」

/／指定したURLのｵー ヂｨｵを演奏する

Window,addEventListener(''10a｡,‘，runction(）｛

varaudioObj＝document・getE1ementByｴ｡('’1nyAudio‘･)；

ｄｏこむment､getE1ementById(,､1oadData.'）.addEventListener(,､click‘‘,function()（

varsrcURL＝document,getE1ementByｴｄ('･url‘.）.value；

audioObj＝ｎｅｗAudio(srcURL)；

audioObj､play()；

），ヒロue)；

}，true)；

両、ｎ揺定したURLのオーディオを鯛饗する

■揃定したURLのｵー デｨｵを洞貝するF＋

④EＪ ｕ合▼ 合

Ｆ１、罰'．

１１ '０１５叩

ＵＲＬ：Sound/bqmmpョ

(ター ﾀ膝〃込み

昧 鰯

図１:油審したいオーディオファイルのＵＲｌを入力しボタンをクリックす為と､フファイルが筋み込脹れ再生される

『‐一一‐ー.~‐‐‐‐‐．.‐‐‐‐‐‐‐‐‐ー‐‐‐‐‐‐‐‐‐..‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ー -ー-----‐‐‐ー‐‐‐..‐.．‐‐ー‐‐ー-------ー‐‐‐‐’

１オーディオに関するイベント
トー..‐ー －‐.､－－‐‐．.‐‐－－－－ー ‐ー ‐･－－－‐－‐‐‐‐‐~‐‐－‐－－－‐－‐ー ----‐‐ー ‐..－－ー ‐‐‐..ー‐一ー ‐‐-‐‐‐－－－‐‐‐‐..‐‐‐ー１

１ｎｅｗAudio()によってオーディオデータが読み込まれると､読み込み状況に応じてさまざまなイベン｜

｜卜が発生します｡スムーズに再生したい場合には､canplaythroughイベントが発生した後で､play(）｜

Ｉメソッドで再生を行います。

｜発生するｲべﾝﾄに関しては2Bぺー ジを参照してください。
1------------－－－－－‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐－－－－－‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ー ‐----－－－－－－－－－－－－．．－－－－－－----‐---‐‐‐‘

２
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鮒２職ｌＡＵｄに

２画ＯＢ
特定の形式のオーディオが再生できるか調べる

HTML5Audioは手軽にオーディオを扱えるのが利点ですが、実際には

ブラウザによって再生できる形式が異なり、面倒な点もあります。どの形
式が再生できるかは、ブラウザやＯＳなどの環境に依存します。HTML5

Audioでは、ブラウザで再生可能な形式かどうかを調べるための機能が用
意されています。

【対応ブラウザ】

診FireioX3,６

．SafarI5

OOporn'０

cGoogleCl1romo,O
e1n1emctExpIorerS

【対応スマートフォン１
塁

lW1AndroId

glPhon。

【書式例】
グ ーーｰーーｰーー＝ー一一一一一一一ーーーーーーー一一一ーー一一ーー一一ーーー‐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

、

｜［Ｍ]audioObj,canPlayType(mimeType）

laudioObi:ｵー デｨｵｵブジｪｸﾄ

ImimeType:調べるｵー ｨｵのＭＩＭＥＴｙｐｅ
，

一ーーーー一一一一一一ーー一一ーｰ一一ーーーｰｰー一一一一ーー一ー一一ーーーーーーｰ一ー一ーーーー一ーーーーｰ一一－－ーー一一ーーーーー
'

【解説】

特定の形式のオーディオが再生できるか調べるには､ｃａｎＰＩａｙＴｙｐｅ()メソッドを使います。

canPlayType()メソッドのパラメータにはＭｌＭＥＴｙｐｅを指定します｡ｃａｎＰＩａｙＴｙｐｅ()メソッドはブラ

ウザで再生できるかどうかを文字列で返します｡返される文字は以下の表のようになっています。

I表】ｃａｎＰｌａｙＴｙＰｅＯが返す文字列

ｍａｙｂｅ iIr1-可能

pｒｏｂａｂｌｙ おそらく再生可能

空文字 再生不可

IＨＴＭＬｌ

<IDOCTYPEhtInl＞

<ｈｔｍｌ＞

<head＞

<metacharset＝Ｍｕｔｒ－８,｡＞

〈tit1e>特定の形式のｵー ヂｨｵが再生できるか鯛ぺる</title＞

〈Ｕｎｋｒｅｌ写卿stylesheet‘，ｈｴ，e垂=‘‘ＣＳＳ/main.ｃＳＳＩ・type=‘‘text/ＣＳＳ“media=‘･ａＵ’，＞

<scripttype室‘‘text/javascript”src=，!』s/sample・ｊｓ.‘>く/script＞

</head＞

＜body＞

＜audioid="ｍｙAudio“width=｡‘ユ９２'０height=‘‘４８１．controls＞

<sourcesrc屋"sound/sample･mp3"＞

<sourcesrc=‘‘sound/sample・ogg叩＞

くp>お使いのブﾗｳサではｵー ヂｨｵを再生できません｡く/､＞



４

</audio＞

<form＞

ＭｪＭＥＴｙｐｅ：〈inputtype雲釧teXt‘’ｉｄ='‘mimetype”value宮'‘audio/ogg'，><br＞

〈inputtype毒'1button11id='‘check',value＝''データチエツク‘‘＞

〈/玉or､＞

〈divid='１result"></div＞

〈/body＞

</html＞

泌

＞‘里泌

【JavaScript】

／／特定の形式のｵー ヂｨｵが再生できるか鯛ぺる

Window・addEventListener(''1Ca｡'‘，造unction(）｛

docuInent・getE1emEntByｴ｡(',check‘'）.addEventlIistener(１，click肌,function()｛

ｖａｒａ'_'dｲoObj＝document･getE1ementByｴ。("myAudio叩)；

varaudiomimeType＝document,getE1ementByｴｄ(.!InimetYpe',）.value；

ｖａｒｓｔａｔ=audioObj・canP1aYType(audioNimeType)；

辻(!stat)｛

ｓ七ａｔ＝Ⅱ再生できない形式です叩：

｝

document・getE1ementByｴd("result叩）.innerHTlIL＝stat7

｝,true)；

｝，true)；

●

一
●
ｇ

、

1３

047

'２．０８｜穏定の形式のオーディオが再生できるか則くる

Ｊ
卦
『

誰．……錘2１ﾖゼ

図１，図２:ＭｌＭＥＴｙｐｅの棚に調べたい形式を入力しボタンをクリックする。すると再生できるかどうかがボタンの下に表示される
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ＭｌＭＥＴｙｐｅ：hudio/mp3

(ヂー ﾀチェック）

再生できない形式です

麓鍵鍵蕊識錘鯉認識一癖騨曙黙．‐蕊；霜蕊露リ

、特定の形式のｵーデｨｵが両生でき…陸Ｌ

艇J1画☆▽Ｃｌ緬毒画団 |［

iトー、｡….鱈。瀞一ｍ5節

ＭｌＭＥＴｙｐｅ：audio/･”

(テーﾀﾁｪｯｸ）
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|第２軍Audio

乏画⑥塗
再生時間を設定／取得する

HTML5Audioでは､再生する時間(秒数)を設定することができます。

また、現在の再生時間も読み出すことができます。現在再生されている秒

数は、タイマーで定期的に取得するのではなく、専用のイベントがありま
す。このイベントを使って再生時間を簡単に取得することができます。

【対応ブラウザｌ

感Firefoxa6

、SaIari5

OOporalO

●GoogIeChromolO
霞IntemetExpIorer9

【対応スマートフオン）

層iPhone

【書式例】
〆

一ーｰ一一－－一一－－＝一＝＝－－－－一一－＝ーー一ｰ－－－－－－－－一一一一－－-－－－一一一一－－一一一一一一一＝=ｰ一一一一一一－
､

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]audioObj，Ｃｕ｢｢eI-1tTime

audioObj,addEventListener('，timeupdate川.eventHandIer･ｆｌａｇ）

iaudioObj:オーディオオブジェクト

ｌｅｖｅｎｔＨａｎｄｌｅ｢:イベント八ンドラ

lfIag:ﾌﾗダ(trueまたはfalse）
、

一ーー一一画一一一－－一一一一竺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＝ー一一ーーーーーーー■■ｰーーー一一＝一一一一一一一一
′

【解脱】

再生時間を取得するには､オーディオオブジエクトのｃｕｒｒｅｎｔＴｉｍｅプロパティを参照します｡この

currentTimeプロパテイは書き込みもできます｡cur｢entTimeに値を書き込むと､書き込んだ秒数にオー

ディオの再生位置が設定されます．

オーディオが再生されている場合､現在どの時間を再生しているか知りたい場合があります｡オーディオオ

ブジエクトにはtimeupdateイベントが用意されており､オーディオの再生時間が変化すると定期的にイベン

トを発生させます｡このイベントを捕捉してＣｕ｢｢ｅｎｔＴｉｍｅブロパティを読み出せば､現在の再生時間をリア

ルタイムに取得することができます。

lＨＴＭＬｌ

<!DOCTYPEhtml＞

<ｈｔｍｌ＞

＜head＞

＜metacharset＝!'utf-8m＞

<t辻1e>再生時間を設定取得する</title＞

<Ｕｎｋｒｅｌ='､stylesheet”href=叩ＣＳＳ/main､ＣＳＳ“ｔｙｐｅ='‘text/ＣＳＳ'‘media=,,ａＵ',＞

〈scripttYpe='text/javascmpt･‘src=!'js/sample・ｊｓ．'></script＞

</head＞

くbody＞

<audioid＝‘ImyAudiouwidth＝''１９２'‘ｈeight＝I‘４８，‘controls＞

<sourcesrc="sound/saInple・mp3"＞



同内向面生時瓢窪望室／取得する

〈sourcesrc=叩sound/sample.ｏ９９，０＞

〈p>お使いのプﾗｳサではｵー デｨｵを再生できません｡</p＞

〈/audio＞

＜rorm＞

<inputtype＝‘，text“ｉｄ=哩aTime･‘value＝‘‘５.‘size="６.‘＞

<inputtype=･'button'‘ｉｄ="setTime“value=‘‘再生時間を設定,‘＞

</玉orIn＞

<divid='‘statI.></div＞

〈/body＞

</html＞

躍

」出、円堅肉鳳‘固唾／収ｉＷる Ｉ÷

【JavaSc｢iptI

／／再生時間を般定取得すそ

塵

Iwindow､addEventListener(Ⅲ1oadl‘，function()｛

varaudioObj＝document・getE1ementBy工d('‘myAudio，')；

audioObj・addEventListener('1timeupdate叩，function(）｛

docuInent､gGtE1elllentByld(叩stat叩)．iImeｴ'HTML＝audioObj・currentTime；

）‘true)；

dOcUment,getE1ementByｴ｡("setTiIne叩).addEventListener(‘icUck1‘,蚕unction<）｛

ｖａｒｔｉｍｅ＝document・getE1ementBY工ｄ('1己Time，,）.value；

audioObj､currentTime＝time；

｝,true)；

)‘true)：

召

一
、

鍬

2.09111]生肺川を股定収桐する

Ｌ

図１:両生をI洲始したい秒致を入力しボタンをクリックすると､指定した秒数に再生ポインタが移動すそ
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Ｉｔｉｍｅｕｐｄａｔｅイベントの発生頻度
１－‐－－．.‐..－‐‐‐‐‐..‐‐‐.......､－．．－‐‐‐－－－－－．.－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一..‐‐..－－‐‐－－－‐‐‐－－‐‐-----..--.-

Ｉｔｉｍｅｕｐｄａｔｅイベントの発生頻度はブラツリや環塊によって異なっています｡Firefoxは他のブラウザ

Ｉと比べて高い頻度でイベントが発生します。
１－－－－－－－－－------------－--------------－－－－－－－－－－－-－－．－－－－－－‐‐‐‐..‐‐‐‐‐－－－－－－－‐‐‐‐‐‐‐‐＝‐‐‐‐．
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鋪２蹟Audlc

Ｚ画１０
再生速度を指定する

ＨＴＭＬ５ではオーディオの再生速度を変更することができます。再生速

度は､オーディオが再生されている間でも変更することができます。これに

より倍速再生やスロー再生が可能です。

【対応ブラウザ】

、SafarI5

FGoo畷loCI1romolO
eInlornotExploror9

【書式／例】
グ ー百一一一一一一一一一一一一一＝一ー一一一一一ーーーーーーーー一一－－ｰー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

、

〔Ｐ][Ｒ/Ｗ]audioObj・defaultPIaybackREIte

［Ｐ〕[Ｒ/Ｗ]aUdioObiPlaybackRate

ｌａｕｄｉｏＯｂｊ:オーディオオブジェクト
、

－‐ーーーーーーー一一ｰ一一一一一ーｰーー一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
グ

【解説】

オーディオの再生速腿を変更するには､オーディオオブジエクトのplaybackRateブロパティに速度を設

定します｡この速度は１．０が通常の再生速度になります｡２．０を指定すると２倍速(200％)になります｡０．５

なら半分の再生速度(50％)になります。

また､デフォルトの再生速度を設定するのであればdefaultPlaybackRateプロパテイに速度を設定し

ます｡設定できる速陛はplavbackRateプロパテイと同じです。

【ＨＴＭＬ１

<1DOCTYPEhtml＞

〈ｈｔｍｌ＞

<head＞

<metacharset=０ｉｕｔｆ－８Ｉｌ＞

〈title>再生速度を指定する</title＞

<1inkrel='Istylesheet“href='‘ＣＳＳ/main・ＣＳＳ”type=utext/ＣＳＳ‘‘Inedia=，，ａＵ'.＞

<scripttype="text/javascript.!src='‘js/sample・js1'></script＞

〈/head＞

<body＞

<audioid=･‘ｍｙAudio',width＝･'１９２･‘ｈeight＝･･４８.‘controls＞

<sourcesrc異‘‘sound/sample･mp3"＞

<sourcesrc｡"sound/sample.ｏ９９脚＞

<p>お似いのブラウザではｵー ヂｨｵを再生で誌せん｡</p＞

〈/audio＞

＜form＞

<jmputtVPG＝｡，ｔｅｘｔ‘ｑｉｄ＝'1aRate'０value＝"２“ｓｉｚｅ＝“６｡'＞



．

Ｑ

や

<inputtype='‘button‘！ｉd=msetRate1‘value雲'･再生速度を設定,'＞

〈/form＞

<divid='1result"></div＞

〈/body＞

</html＞

Ｚ

Ｉ

２

６

【JavaSc｢ipt1

／／再生遮度を描定する

Window･addEventListener(制10a｡.‘‘runction()（

varaudioObj＝document､getE1ementByｴd(･‘myAUdio'‘)；

docuInent・getE1ementByｴ｡(’'setRate").addEventListener('･click.'‘王unction()｛

ｖａｒｓｐｅｅｄ＝document.getE1ementBym(傭aRate'‘).value；

audioObj・deraultP1aybaCkRate＝speed；

audioObj・playbackRate＝speed；

）,true)：

｝‘true)；

７

８

051

'２－１０１再生速度程指定する

1０

I鍾回
1.1

ｉ

幅

1４

図１:再生速度を入力しボタンをクリンクして両生遮度を股定する｡その後､再生すると設定した速度でオーディオが再生される

③ｎｏ 再生速度逼抵定ﾂﾞる
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l第２ＨｌＡｕｄｌｏ

麓国１Ｗ
オーディオの情報(種類や長さ)を取得する

HTML5Audioでは、再生するオーディオデータに関する情報を取得す

ることができます。URLやオーディオの長さ(全再生時間)､再生状態など

はもちろんですが、ネットワークから読み込まれているのかどうか、といっ

た細かい部分まで期くることができます。

I対応ブラウザ】

轡Firefox3,６

．Sa1arI5

００P･ｒａｌＯ

、GoogleChromo10
eIntomotExpIoror9

【対応スマートフォン】

簿Androld

圏iPhon．

【宙式／例】
グ ー一一ーー＝ー一一ーー一一一ー一一‐ーーーーーーー＝ー＝一一一－－－一一ーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

、

Ｉ［P]【R】audioObj､currentSrc
I［P][R]audioObj､duration

l［PⅡR/Ｗ]audioObj､playbackRate

l［PⅡR]audioObj､paused
l［P][R】audioObj､networkState

l［P】[R]audioObjseeking

IaudioObj:オーディオオブジェクト
、

ー一一一一ー一一一一一←＝画一一＝＝ーーー‐ー一一‐~ーー一一ｰーーーーーーーーー‐ー一一一一--一一＝ー一ー一＝一一一一－－一一一一－ '

【解説】

オーディオデータに関する悩報は､オーディオオブジエクトに調べたいオーディオファイルを設定します｡後

は調べたいプロパティを参照します｡オーディオオブジエクトのプロパティには､以下の表に示すものがありま

す。

【変】オーディオオブジェクトのブロパティ

ｓｒｃ オーディオファイルのＵＲＬ

Cu『｢eｎｔＳｒｃ 現在のオーディオファイルのＵＲＬ

duration オーディオの良さ

ｐｌａｙｂａｃｋＲａｔｅ 再牛避晒

defauItPlaybackRate デフォルトの再牛藻麿

pａｕｓｅｄ 一時停止中かどうか

netwo『kState ネットＩフーク状態(以下の数値）

０ ＮＥＴＷＯＲＫＥＭＰＴＹ

ＮＥＴＷＯＲＫ－ＩＤＬＥ

２ ＮＥＴＷＯＲＫ－ＬＯＡＤＩＮＧ

３ ＮＥＴＷＯＲＫＮＯＳＯＵＲＣＥ

seekiｎｇ シーク状態(再牛位圃への移動中）

｢eadyState 厩み込み状態

buffered バッファ状態

eｎｄｅｄ 再生終了状態

aｕｔｏｐＩａｙ 自動再生状態

IＯＯｐ 鰻り返し状態



２．１１オーディオの情報(抽郷や長さ)睡取柵りる

【ＨＴＭＬ】

〈!、OCTYPEhtml＞

＜ｈｔｍｌ＞

<head＞

<metacharset＝"ｕｔｒ－８‘'＞

〈title>ｵー ヂｨｵの備報(種類や長さ)を取得する</title＞

〈1inkrel="stylesheet'，hreだ=伽ＣＳＳ/main・ＣＳＳ“type=''text/ＣＳＳ“media=!‘ａＵ'､＞

〈scripttype雲‘‘text/javascript!‘src冒帥js/saInple・js,‘></script＞

</head＞

<body＞

<audioid='1ｍｙAudio，‘Ⅷidth=０１ユ９２，ihei9ht=‘･４８‘‘controls＞

〈sourcesrc="sound/sample､mp3.'＞

<sourceSrc画‘'sound/sample.ｏ９９.'＞

〈p>お使いのブﾗｳサではｵーデｨｵを再生できません｡</p＞

〈/audio＞

<mrm＞

<inpUt1;ype=I‘button“ｉｄ唇MgeﾋｴnEo’･value=叩情報を取得‘‘＞

</form＞

<divid雲肌result',></div＞

〈/body＞

〈/html＞

【Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ】

／／ｵー ヂｨｵの怖報(狐類や長さ)を取得する

Window､addEventListener(伽1oadⅢ，function(>｛

varaudioObj＝document･getE1GmentByｴd(紬InYAUdio")；

document,getELeI11entByld("getｴnro'.).addEventListener("clicko‘‘runction(）｛

ｖａｒｔｘｔ雲’0オーディオｿーｽ:'，+audioObj,currentSrc+､‘<br>"；

ｔｘｔ＋＝“オーディオの憂さ:胤十audioObj・duration･"秒<br>､‘ガ

ｔｘｔ＋＝’‘再生速度:‘.+audioObj・playbackRate+"倍<br>"；

ｔＸｔ＋＝，‘一時伸止中:..÷audioObj・paused+"<br>,，；

ｔｘｔ十＝‘‘迦侭状似31.+audioObj､netWorkState+，‘<br>"；

ｔｘｔ＋＝“ｼーｸ状態:"+audioObj,seeking十‘‘<br>，‘；

documen上.getE1ementByｴｄ(..result‘,）．innerHTIIL＝txt；

）‘true)；

｝‘true)；

２

冊Ｗ



図１:停止ボタンをクリックすると阿生が一時体止される
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一時停止中：true
通信状態：２
シーク状態：faIse
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Zp11Z
音量を調整する

HTML5Audioでは､スクリプトを利用することで自由に音量を変更した

り読み出したりすることができます｡また､一時的に音を出さなくするミユー

ト機能も用意されています。

'２－１２１溜景を洲塾する

【対応ブラウザ】

勧Fireiox3､６

③Salar15

OOp･ralO

●GoogIeChromelO
eInternetExpIorer9

【書式／例ｌ

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

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]audioObj・volume

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]ａｕｄｉｏＯｂｉｍｕｔｅｄ

laudioObi:ｵーデｨｵｵブジｪｸﾄ
、 一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

’

【解説】

オーディオの音、を設定／読み出すには､オーディオオブジェクトのｖｏＩｕｍｅプロパティを参照します｡音

量は簸小値がｏ,最大値が１．ｏになります｡これ以外の値を設定してもエラーは発生しません。

一時的に音を出さなくする場合には､オーディオオブジェクトのｍｕｔｅｄブロパテイにｔｒｕｅを設定します。

falseを設定すると､以前の音量のままで再生が行われます。

ＩＨＴＭＬ】

<1DOCTYPEhtlnl＞

<ｈｔｍｌ＞

<head＞

〈metacharset回叩utf-8I’／＞

くこitle>音最を胴雛する</title＞

<1inkrel=伽stylesheetⅧhre五二ＭＣＳＳ/main・ＣＳＳ”type=‘‘text/ＣＳＳ”media=‘‘ａＵ'，＞

<scripttype雲'‘text/javascript‘，src雲'1js/sa】nple・ｊｓ‘.></script＞

</head＞

<body＞

＜audioid＝I‘mYAudioMwidth=''１９２‘！hei9ht＝’'４８'’controls＞

〈sourcesｴ｡c=叩sound/sample感mp3''＞

〈sourcesrC=叩sound/sample､099"＞

〈p>お使いのプﾗｳりではｵーヂｨｵを再生できません｡</p＞

〈/audio＞

＜form＞

＜inputtype＝､‘ｔｅｘｔｉＩｉｄ="ｖｏｌ“value＝，‘0.5‘‘＞

〈inputtype='‘button‘‘ｉｄ雪叩setVolumel，value雲'‘音量を設定'‘＞

２

８

！

６１

I肺



I脇

11112齢ｌＡＵｄｌｃ

<inputtype＝,‘button'’ｉｄ＝MsetMute'‘value＝Ⅲミュート園＞

</rorIn＞

〈/body＞

</html＞

IJavaScript1

／／音量を鯛慾する

Window､addEventListener("1Ca｡．‘‘釦nction()（

varaudioObj回document・getE1ementByｴｄ("myAudio.')；

document､getE1ementByｴ｡("setVolume'.).addEvgntListener(,､click,‘,runction()｛

ｖａｒｎ＝document・getE1eInentBym("vol画）．value；

audioObj,volume＝、；

），true)；

document,gGtE1eInentByｴ｡(．!setMute･').addEvenﾋｴistener(.‘cUck.',runction()｛

audioObj・muted＝１audioObj.、uted；

）‘true)；

），true)：

同ｒ，肉 茜堂を卿堕す墓③ｒ〕､の憲謹を隅墓するｎｎｎ商鼠を剛蕊する

、”をE､する肌.卜面璽をE、する

ｌｕ▼ Ｇ (鍋マｃｏｏＩｑ 合

亨

園マ’ ｊｆＰ
▲ 日

1，”を飼堕する□ ” を 飼 堕 す る 蛙

9厘1画“ﾖI這壷画E図面｢蚕雨

竺嘩ii，
０．ｓ…【＝ヨ

兇ｑ鮭

印

Igll、図２:箭鼠を入力した後、｜斎風を股定｣ボタンをクリソクすると､指定した値の音量にな署

一□ ”E”するＩ十

画固唾画回‘ﾛ画面図画|瓦１

､=量一恩
（7雨蔑玩〕(室三両０．５
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図３，｢ミュート｣ボタンをクリックすると音は出なくなる｡再度クリックすると以前の音量でオーティオが再生される
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Hlmn1NhI風５ [逆引き：
リファレンス

byGOo座ＩｅＡＰＩＥＸｐｃｒｌ

video
li第３章Ｉ

ＨＴＭＬ５の中でもつとも注目されたのがビデオに関するものです。

これまでビデオはFlashを使って処理されていました。Flashは一部

のスマートフオンでは動作しないためビデオを再生することができませ

ん。そこで、ＨＴＭＬ５ではＨＴＭＬレベルでビデオを扱えるように仕

様が策定されました。ビデオもブラウザによって再生できる形式(コー

デック)が異なっていますが、このような場合にも対処できるように工

夫されています。

本章ではビデオを制御するためのＡＰ|について解説しています。
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３画０１
スクリプトでＨＴＭＬ５Ｖｉｄｅｏが使えるか調べる

InternetExplorer6など古いバージョンのブラウザでは、HTML5

Video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ＨＴＭＬ５Ｖｉｄｅｏ

が使えるかどうか調べる必要があります。

【対応ブラウザ】

③FIreioX3､６

，SaiarI5

OOperalO

厚G･ogleChromolO
elniemetExpIore『６

【対応スマートフォン】

噂lAndroid
gIPhon。

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

、

｜ｉｆ(Window､HTMLVideoElement)｛
ＨＴＭＬ５Ｖｉｄｅｏが使用可能な場合の処理

lIelse｛

ＨＴＭＬ５Ｖｉｄｅｏが使用できない場合の処理

｜｝
魁

一一一一一一一一一一一一一一一ーーーｰ一一ｰ‐ーｰ一一一ー一一一一－－＝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 '

【§¥脱】

スクリプトでＨＴＭＬ５Ｖｉｄｅｏが使えるか調べるには､ＷｉｎｄｏｗオブジェクトにＨＴＭＬＶｉｄｅｏＥｌｅｍｅｎｔ

オブジエクトがあるかどうか調べます｡if命令を使ってＨＴＭＬＶｉｄｅｏＥｌｅｍｅｎｔがあればＨＴＭＬ５Ｖｉｄｅｏ

を使用することができます。

ＩＨＴＭＬ】

〈1DOCTYPEll上Inl＞

〈html＞

〈head＞

〈Inetacharset宮'Iut:r-81‘＞

くじitle>Ⅲ，ML5Videoが使えるかどうか8Wくる</tit1e＞

〈1inkrel崖叩stylesheet”hrer雲‘℃ss/main,ＣＳＳ”type='‘text/ＣＳＳ‘‘media言伽all’!＞

〈SCripttype='､teXt/jaVaSCriPt1,SrC=‘'jS/SamPle･ｊＳ,‘></sCriPt＞

</head＞

<body＞

<divid=側result'‘></div＞

〈/body＞

〈/html＞

【JavaScript】

／／HTlIL5Videoが使えるか鯛ぺる

Window･onload＝function(）（

ｖａｒｅｌｅ＝document・getE1ementByｴd('‘resulﾋ゙.)；



｝

if(Window,HTMLVideoE1eInent)｛

ele・innerHTML＝ⅢHTMI‘５videoは使用できますM；

)else｛

ele・innerHT卜1Ｌ＝ⅢIITML5Videoは使用でき離せん‘!ｊ

｝

⑧、、１，，１Ｌ５ⅥdGoが良えるかどうか罰べろ

Ｉ国ImLILsv'deo銀艇えるがどうか画’十

怠璽'D側@′"vo1u,．vご'〔卦…cq】回国画EＩ
FITML5Videoは使用できます

齢:扉姦悪悪:些篭…‐鯛
噛瀞薩蔵面面壷面面扇壷固迩函函
ＨＴＭ唱videoは使用できます

又 鋲幽

'３０１スクリプトでHTML5VldeDが使えるか鯛くる

回１日Ｆｉｒｅｆｏｘ４ではＨＴＭＬ５Ｖｉｄｅｏが使用できるので､使用可能のメソセージが表示される

罰HTML5Vi‘｡､が使えるがどう岬くる一MIC,｡願.111h…向同厩
ﾌｧｲﾙ⑤蛎郷E）説示⑭お知6入り⑧ﾂｰﾙ⑩ヘルプ''’毎
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ｱドﾚｽ｡園CyDocumcn1…dSc1t…VOW膳rVテｽｸﾄｯV01-,タ Ｉ圏1鋤

１，匹5videoは使用できません

画ぺｰヅ#畷示されましたﾖﾏｲ動ﾕｰﾀ、iｌ

図２:ｌＥ６ではＨＴＭＬ５Ｖｉｄｅｏは使用できないので、

他用できないとのメッセージが褒示される
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耐hI叩:"www‘open5pE2,or…関
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H1ML5Videcは使用できます

墨；

図３:ＮｅｘｕｓＯｎｅではＨＴＭＬ５Ｖｉｄｅｏが使用できるので、

使用可能のメンセージが淡示される
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Ｉｗｉｎｄｏｗオブジェクトは省略表記できる
'-..‐‐~~~‐~~~~-~~....‐..｡｡~ー~‐~‐~~~‐~~ー~~ー~~~~~~‐~~..~~~..~..｡.｡.｡.~一一~~~~~~‐~~~-~~‐~~~~~~~~.､１

，Ｗｉｎｄｏｗオブジェクトは省略表妃できるので､if(ＨＴＭＬＶｉｄｅｏＥｌｅｍｅｎｔ)と多少短く雷くことができま｜

}す。
１－－－－－－－－－__--------------－－－－－－－－．－－ｰｰｰ－－－－－－－－－－－．．－－－－－－------ｰ－－－－－－－－－-..-,--.
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霧璽鯵麓
映像を再生／停止、制御する

ＨＴＭＬ５では手軽に映像を扱えるようになっています。手軽に扱える

というのは単純に映像を再生するだけではなく、映像の制御が手軽に

JavaSc｢iptから行うことができるようになったということです。これにより

Flashプラグインなしでも映像の制御ができるようになりました。

【対応ブラウザ】

懲Flrofox3,６

．safarI5

OOp｡『｡'０
⑨GoogIoChromo,O
eIntomotExpIoror9

I対応スマートフォン】

輪Androld

3Phon。

I密式／例】
グ ーーーーー一一一一一一ーーーーーーーー一一一一一一ーーーー＝ーーー一 一ーーーーーーー＝一一一一-ーーー一一一ｰ一一－－-＝ーーーｰ－－＝

、

［Ｍ]videoEIement･play(）

［Ｍ]videoElement・pause(）

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]videDEIement・currentTime

［Ｐ][R]videoEIement,duration

IvideoEIement:ピデｵ要素
、

－一一一一一一一一一＝ーー一一ーー一一一一一一一画一一一一一一ーー一ーーーー＝＝ー一一一一一一ー－ー＝ー＝ーー一ー一一‐ーーーーー-－一 ′

【解脱】

映像を再生するにはvideo要素に対してplay()メソッドを実行します｡ｐｌａｙ()メソッドにはパラメータはな

く､実行後すぐに再生が開始されます｡映像が事前に読み込まれるかどうかはｐｒｅｌｏａｄ属性で指定すること

ができますが､実際にはブラウザにより挙動が異なり､preIoad指定がなくても映像データを読み込むブラウ

ザがあります。

再生する映像のサイズはｗｉｄｔｈ属性に槙幅､ｈｅｉｇｈｔ属性に縦幅を指定します｡再生される映倣と異なる

幅を指定した場合､映像が指定されたサイズになるのではなく､縦横比を保ったまま指定サイズ内に映像が

収まるように処理されます。

ＨＴＭＬ５Ｖｉｄｅｏはさまざまな映像フォーマットに対応する仕組みがあります｡iPhoneなどのように特定

のデバイスだけで再生されればよい場合には､以下のようにｖｉｄｅｏ要素のs｢c属性に再生する映像のＵＲＬ

を指定します。

<videosrc国･sample.､p4口></video＞

パソコンの場合､さまざまなブラウザがあり､それぞれ再生できる映像フォーマット(実際にはコーデック）

が異なります｡複数の異なるフォーマットに対応するには､直接video要素のsrc属性に映像のＵＲＬを指定

するのではなく､以下のようにsou｢Ｃｅ要素を入れ子にして､複数の映像ＵＲＬを指定します｡ブラウザは記述

された順番に映像が再生可能かどうかを調べ､再生可能なものがあれば､その映像を醜み込みます(以後に

続くＳＣＵ｢Ｃｅ要累などは読み込みません)。

ＨＴＭＬ５Ｖｉｄｅｏに未対応のブラウザの場合にはＳＣＵ｢Ｃｅ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。


