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【JavaScript】

／／文字の幅を取得し文字を囲む四角形を描画する

Window・addEventListener(‘､1oad,‘，runction()｛

varcanvasObj＝document・getE1eInentBy工d(..､yCanvas‘‘)；

varcontext＝canvasObj､getContext("2.")；

document・getE1ementBy工d(‘‘drawButton.‘).addEventLis七ｅｎｅｒ(0'click'４‘玉unction(）｛

ｖａｒｔｘｔ＝document､getE1ementBy工｡("mYText'.).value；

context.clearRect(０，０，canvasObj､width，canvasObj.ｈeight)；

ｃｏｎｔｅｘｔ.ｒｏｎｔ＝“Ｚ４ｐｔｎｏｒｍａｌ‘'；

vartextWidth＝context・measureText(txt).width；

document､getE1ementByｴd('，result‘‘）．innerHTML＝“文字福は．'十textWidth+"pxです卿ｊ

ｃｏｎｔＧｘ上.ｆｉＵＳｔＹ１ｅ＝‘･Orange‘･；

contexじ.rillReCt(１０，５０，textWidth，-30)；

ｃｏｎｔｅｘｔ･ｒｉＵＳｔｙｌｅ＝，ｌｂｌａｃｋｌ‘；

context・丘UText(txt，ユ０，５０)；

｝，true)；

｝，true)；
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５．３１１文字のlⅧii幅漏収細り愚

幅

1ｍ

｡

'‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.~ー ‐ー‐．..･･.‐‐‐‐‐ー‐‐‐‐‐ー ‐‐‐.．‐‐‐‐ー---ー ｰー ‐ー .．.｡‐‐‐‐..‐---ー ‐‐‐‐‐ー ‐．.‐‐‐‐‐‐‐‐‐ー‐‐‐.~‐‐１

１ｍｅａｓｕｒｅＴｅｘｔ()メソッドを実行する前|こ
'‐~‐‐‐~~..‐~..‐..‐‐ー-ー‐ー~~‐....‐‐‐‐ー‐‐‐－－‐‐‐..~‐‐..‐~‐‐-‐ー~‐ー‐~....‐‐~~‐‐‐‐~ー‐..‐‐‐‐~~..‐..‐‐‐~‐‐１

１ｍｅａｓｕ｢eText()メソッドを実行する前に､フォントのサイズなどはあらかじめコンテキストのfontプロパ｜

｜ティに設定しておく必要があります。
１－－－－－－－－-----.------..-－－－－－－－－－－－－－．．－－－．.‐‐－－－－－－－－－－－．．．．－－－－－－－－---..--..-......－－－．．－－－－－．.‐』

1４

図１:文字を入力しボタンをクリックすると､文字幅でオレンジ色のﾏﾝﾄが文字の下に描画されるこ
また陰フォントの柵幅がボタンの後に表示される

㈹ｎｏ文字の鯛荏取偲し文字壷腿む四角形倒箭画する

ii言誘う雨而忘誌添鳶一塵L竺塁一二

懲罰ID而個《…団､慰画回臆躯

ＨＴＭＬ５

ＩｎＭＬ５

文字幅は116pxです．

(弓雰翫司

試一:_誤まく侭
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５－３２
不透明度を指定する

canvasでは、描画する画像や図形の不透明度を指定することができま

す。不透明度はグローバルなので、設定後に描画されるメソッドは影響を
受けます。

【対応ブラウザ】

轡FIrofoX3,６

，sokwi3

Ｏｏｐｃｒｏ'０

辱GoogleChromo10
eIn1emetExplorerS

【対応スマートフォンｌ

等Android
§lPhon。

【書式例】
〆 一一一一一一一一一一ー‐一一ｰ一一一一一－－－－－－－一一一一＝一一一－－－－一一－－－－一一一一－－－－一一一一－一一一一一一一一一一

、

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]context・ｇＩｏｂａｌＡｌｐｈａ

context:Ｃａｎｖａｓ２Ｄコンテキスト
、

ーｰ一一一ーーｰーｰーーーーー一一一‐ーー一一一一ーーーーｰ一ーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 J

【解説】

描画する図形の不透明度を指定するには､コンテキストのglobalAIphaプロパテイに値を設定します｡値

は０．０が完全な透明で１．０が完全な不透明になります｡初期値は１．０になっています。

gIobaIAIphaに設定した不透明度は､save()メソッド／resto｢e()メソッドの保存対象となっています。

このため､不透明度を元の状態に戻すにはsave()／｢estore()メソッドを使います。

ｇｌｏｂａｌＡｌｐｈａブロパティに設定した値は｢estore()メソッドによって復元されるか､新たに値が設定され
るまでは値を保持し続けます。

【ＨＴＭＬ｝

<!DOCTYPEhtInl＞

〈html＞

＜head＞

<metacharset＝Ｍｕｔｆ－８"＞

<title>不透明度を指定する</title＞

<Ｕｎｋｒｅｌ="stylesheet･‘href=‘,ＣＳＳ/main・ＣＳＳ“type=｡‘text/ＣＳＳ‘・media=‘‘己Ｕ，.〉

<scripttype屋"teXt/javascript',Src=1.js/sample.』s，'></script＞

</head＞

<body＞

〈canvasid=.･myCanvas‘・width=･‘3２O‘，height=‘､240..></canvas＞

＜rorm＞

＜inPUttyPe＝脚ｔｅＸｔ“Value＝０１０．５‘,ｉｄ＝HalPhao'＞

<inputtypG声Hbutton.，value冨御描画'・ｉｄ庭"drawButton･‘＞

</form＞

</body＞

〈/html＞



'５．３２１不透明'且海猫定する

【JavaScript】

／／不透明度を指定する

Window・addEvGntListener(''1Ca｡‘’、runction()（

varcanvasObj＝document・getE1ementByｴd(.』InyCanvas,‘)；

varcontext＝canvasObj,getContext(.‘2.‘‘)；

document.getE1ementBy工d('‘drawBuuu皿‘‘).addEventListener(.'click‘'，function(）｛

varim90bj＝ｎｅｗエInage()；

im90bj･src＝“ima9es/saInple・jp9‘‘；

iIn90bj・onload＝function(）｛

context､globalA1pha＝１．０；／／四角形はﾕ00%の不透明度で描画

context・鐘UStyle＝,ｉｂｌａｃｋ，!；

context・riURect(０，０，３２０，２４０)；

ｖａｒｎ雲document・getE1ementByｴ｡(Malpham).value；

context､g10balAlpha＝、；／／不透明度を設定

context・drawｴmage(imgObj，４０‘５２)；

）

），truG)；

}‘上rue)：

⑨、、蒜咽腫壷搬志る

|口不迅”そ鯛童するＩ坐し

､耐ID側'‘．．，vclw頚函題『[ヨ回国ロハ''昭･了▽ Ｇ

０．５ 画

典､詔裟と!！i溺詳津.ピ ．骸・髭鍵韓惑鰹髭日庵

図１:不透明脚０．０～１．０)を入力し｢描画｣ボタンをクリックすると､指定した不透明度で画像が描画されそ
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グ ーーーーー＝一－－ー‐ーーーーーーーーーー一一一一一－－-ーーーーーー一一一一ー‐---一一＝＝ー一‐‐－－一一一一－－－－－－一一－－
、

｜［P][R/Ｗ]context,globaICompositeOperation

l第５ａｌＣ８ｎｖａｓ

lcontext:Canvas2Dｺﾝﾃｷｽﾄ
、

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

【解脱】

描画モードを指定するには､gIobalCompositeOpe｢ationプロパティに以下の表に示す値(文字列）

を指定します｡初期値はsource-overとなっています。

蕊｡霊霊
【対応ブラウザ】

轡FIroioX3､６

．S．,sｒｌ３

Oopora,０

⑨GoogloChmme,o
eImorno1EXpI｡『er9

I対応スマートフォン】

辱Andr。ld

mlPhon。

描画モードを指定する

Canvasでは、描画する画像や図形の描画モードを指定することができ

ます．描画モードに関しては､ブラウザによって結果が異なる場合がありま
す。

【盛式／例Ｉ

１
１
１

【衷】描画モード

【寝I排他的簡理和(XOR)の演算結果

(･１)排他的睦理和は｢価が同じならＯ(偽)､そうでないなら１(真)｣となります｡このため､同じ位因に再度描画すると画像が表示され

たり消えたりする効果を施すことができます｡カーソルが点滅する際にも排他的舗理和が使われることがあります｡これは同じデータを同
じ位固に描けばO､１が綴り返される排他的麟理和の特徴を利用しています。（1Ａ１→0,0八１→１）
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１八１＝０

Ｏ八Ｏ＝０

１八Ｏ＝１

０八１＝１

sｏｕｒｃｅ－ａｔｏｐ 既存の画像内に追加画像を描画

ｓｏｕｒｃｅ･iｎ 既存の画像と亜なっている範囲に追加画像を描画

ｓｏｕｒｃｅ･ｏｕｔ 既存の画像と函なっていない範囲に追加画峨を描画

sｏｕｒｃｅ－ｏｖｅｒ 既存の画像の上に追加画像を描画

destination･atop 既存の画像と題なっていない範囲に追加画像琶掴画

ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ･iｎ 既存の画像と追加画像が亜なっている範囲に既存画倣霧描画

destination-out

destination･over

｢冒蒔而画層Z這茄…覇扉燕霊画一
既存の画像の下に追加画像を描画

Iighter 既存画像の測度を加算して描画

ｃｏｐｙ 追加画倣をコピー

ｘｏｒ 追加画像と既存画像を排他的鋪理和で描画(･１）



'５－３３描画モードを指定，る

【ＨＴＭＬ】

〈!DOCrYPEhtml＞

＜ｈｔｍｌ＞

＜head＞

<Inetacharset＝‘･Ｕｔｆ－８ｕ＞

〈title>描画ﾓー ドを指定するく/title＞

くＵｎｋｒｅｌ='，stylesheet'・hreだ=‘･ＣＳＳ/main､ＣＳＳ”type=m･text/ＣＳＳ'・media=１，己Ｕ“＞

<scripttype='‘text/javascript1‘src画‘'js/sample.』Ｓｍ></scrip上＞

〈/head＞

〈body＞

〈canvasid=，，myCanvas”width=皿320!’hei9ht言"240‘'></canvas＞

<:form＞

モード:<inputtype=‘’textMvalue宮‘，sorce-over‘‘ｉｄ='lmode"＞

<input上ype=‘lbutton'１value=‘!描画肌ｉ‘｡=‘!dFal‘JButton''＞

〈/form＞

〈imgsrc="images/sample・jpg“ｉｄ="bgｴ､age園＞

<im9src=閥images/Sakura,jpg“ｉｄ=‘･rrontImage，‘＞

〈/body＞

</html＞

【ＪａｖａＳｃｒｉｐｔｌ

/／描画ﾓｰドを指定する

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

varcanvasObj＝document,getE1ementByｴ｡(仰myCanvas'!)；

varcontext＝canvasObj,getContext('‘2.,‘）；

docUment・getE1eInentByｴ。(，，drawButton，').addEventListener(’,cUck'‘，function(）｛

Ｖａｒｂ９＝docl1ment,getE1ementByｴ。(‘lb9I1nageil）；

ｖａｒｆｒｏｎｔ＝document,getE1ementByｴ。(mfront工magGM）；

Ｃｏｎｔｅｘｔ,globalCompositeOperation＝’‘ｓｏｕｒここｏｖｅｒ'１；

conteXt・drawｴ､age(b９，０，０)；

ｖａｒｍ＝document､getE1eInentById(伽､ode!‘).value；

context,g1obalCompositeOperation＝、；

context,drawlmage(rront，４０，５２)；

），true)；

}・true)；

５

鳩１

Ｉ

１８５
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図１:描画モードを指定し｢描画｣ボタンをクリックすると､指定したモードで手前の画像〈桜の画像)が合成表示される

;‐‐．．‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐..‐‐‐‐ー-‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐．.‐..‐‐‐ー..‐‐-‐-‐‐‐‐‐＝.~‐････.．.．‐一・.ー..‐‐‐‐‐ー‐－１

１ブラウザによる描画モードの違い
トーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーー一一一一一＝－－－－－－面一画一韓一■－－－ －ｰ－－－一一一一一一一一一一一一一再一画一一一-一一一一＝一一一一一一一一一一一一一4

１描画モ･一ドはブラウザによって結果が異なります｡以下に実際の結果を示します。
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園'３:FireIox4での動作結果図２:GooRIeCh｢ｏｍｅｌＯでの動作結果
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図５.Ｓａｆａｒｉ５での動作結果図４:ＩｎｔｅｍｅｌＥｘｐＩｏｒｅｒ９での動作結果
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どのブラウザでも同じ結果になる描画モードは以下のとおりです。

ｓｏｕｒｃｅ－ａｔｏｐ

ｓｏｕｒｃｅ－ｏｖｅｒ

ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ－ｏｕｔ

ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ－ｏｖｅｒ

ｌｉｇｈｔｅ「
ＸＯｒ

蝋w鮮憾

…笥了

皇１



【密式例】
グ

ー＝ーｰー一一ーー一ーー一一一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]conte><t､lineWidth

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]context｣ineCap

［Ｐ〕〔Ｒ/Ｗ]context,IineJoin

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]contextmiterLimit

，corltext:Ｃａｎｖａｓ２Ｄコンテキスト
、 少

【ﾙ脱】

線の太さ狂設定するには､IineWidthプロパテイにピクセル数を設定します｡この場合､１０pxのような単

位は指定する必要はありません｡また､１ｃｍのようなスタイルシートでの単位は使用することはできません。

IineWidthの初期値は１．０ピクセルになっています。

線端形状はＩｉｎｅＣａＤプロパティに以下の表の種類を指定できます。

５－３４
線のスタイルを指定する

【対応ブラウザ】

＠FIroiox3､６

，s01ar13

OOpomlO

●GOOgloChromelO
elnternetExplorer9

【対応スマートフオン）

'#AI,drold
IIIPhon。

Canvasでは線を描画する際､線幅や線端形状､線の連結部分の表示方

法などを指定することができます。

鮒５ｎＩｃ８ｎｖ８Ｅ

【褒】ＩｉｎｅｃａＤで指定でき画態

線と線の連結部分の形状は､IineJoinブロパテイに以下の表の種類を指定できます｡mite｢(マイター)を

指定した場合には､ｍｉｔｅ｢Limitの値や線と線の傾斜角度に応じて描画される形状が変わります。

IIM8

butt

総端願で描諏

round

【
】
角悲丸くして描画

square

画
期
間
隠
隔
凡

角を幽角<して描画
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5-34鞭のスタイルを捕定する

【衷川ｎｅＪｏｉｎで指定できる値

０

１

ｍｌ１岬ｕｍｊｔ＝1０ｍＴＥ『l』ｍ４２脚ヨ

侭
孟

【I-ITML】

〈IDOCTYPEhtml＞

＜ｈｔｍｌ＞

〈head＞

＜metaCharset＝‘‘ｕt圭一８"＞

〈title>線のｽﾀｲﾙを指定する</title＞

<1inkrel=,Istylesheet，‘href=''ＣＳＳ/main・ＣＳＳ.,type=･‘text/ＣＳＳ“Imedia=‘‘ａＵ’，＞

〈SCripttYpe='1text/ｊavaSCriPt”Src亘"jS/SamPle・jS"></sCriPt＞

</head＞

<body＞

〈canvasid言禰myCanvas‘･width="320“heigh上=‘'240‘‘></canvas＞

<rorIn＞

〈inputtype=‘‘button‘･value="線を描画‘‘ｉd震mdrawButton"＞

〈/form＞

</body＞

〈/html＞

ノ

1３
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1２

/／線のｽﾀｲﾙを指定する

Window・addEventListener(''1oad'１，蚕unction()｛

varcanvasObj＝doCument・getE1ementBy工｡("InyCanvas'')：

varcontext＝canvasObj､getContext('12.1‘)；

docuInent･getE1eInentByｴ｡(卿｡L･dwButton").addEventListener(叩cUck，.，runction()｛

ｃｏｎｔｅｘｔ、１ｉｎｅＷｉｄｔｈ＝２０；

ｃｏｎｔｅｘｔ､strokeColor＝“ｂｌａｃｋo'；

ｃｏｎｔｅｘｔ.UneＪｏｉｎ＝’･miter｡，；

context・miterl4imit＝２；

context,UneCap＝，'buttM；

drawLine(２５）：

.1４

【ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ）

bevel

ハ
遮粘部分を
平らに描岡

round

ハ
述桔韻分を
丸く拙西

miter

人
mIWLlmiRに応じて

先鋭化するか平坦化する

ハ



１９０

狐５歳Ｃｍｖ白日

context･lineCap＝,'round･‘；

draw庫､②(125)Ｆ

ｃｏｎｔＧｘｔ,UneCap＝,Osquare，'；

drawmine(2Z5)；

／／drawLine

runctiondrawLine(o迂setX)（

context､beginPath()；

contexじ.moveTo(o鉦setX，５０)；

context､１ineTo(ofrsetX+25,150)i

context､１ineTo(orrsetX十50,50)；

context雷stroke()；

｝

），ｔｍｅ)；

)，じrue)；

Ｇ '“．…’ 回。

VＶＶ
(~羅画宮）

詫 蝿Ｚ

図１：「線を描両｣ボタンをクリンクすると､３つの線が表示される｡

|ｉｎｏＣａｐを変えて描画した線であり､左からbu1t,round,squareとなってい器



【書式／例】

〆

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]context､ｓｈａｄｏｗＣｏｌｏｒ

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]context･shadowBlur

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]context・shadowOffsetX

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]context・ｓｈａｄｏｗＯｆｆｓｅｔＹ

５．３５影の位置やぼかし具合を指定す』否

【対応ブラウザ】

感FIreiox3､６

(③Safari3

oopcro,ｏ

鯵GoogIeChrome1O
亀1n1emetExpl｡『ｅｒ９

Ｉ対応スマートフォン｝

噂lAndrold
glPhonc

Ｓ塵３５
影の位置やぼかし具合を指定する

ｃｏｎｔｅｘｔ:Ｃａｎｖａｓ２Ｄコンテキスト
、 ノ

Canvasに描かれる図形や文字には、影をつけて描凹することができま

す。影の描画に関しては、ブラウザによってぼかし具合が異なっていたり、

描画方向が逆になってしまう場合もあり注意が必要です。

侭
や
』

､

ＩＨＴＭＬ】

<mOCTYPEhtml＞

〈htm1＞

〈head＞

〈Inetacharset＝'Iutf-8m＞

<title>影の位悩やぼかし具合な指定する</title＞

<1inkrel雪‘IstyleshGet‘！href=’1ＣＳＳ/main・ＣＳＳ”type=,'text/ＣＳＳ!‘media='1ａＵ!‘＞

〈SCripttype=mteXt/jaVaSCr:iPt‘！SrC=叩jS/SamPle.』S'１></SCriPt＞

〈/head＞

<body＞

<canvasid='‘myCanvas‘，ｗｉdth="320'，height二01240‘‘></canvas＞

＜玉orITl＞

<inputtype='‘button伽value言.,描画Ⅲｉｄ=.‘drawButton?‘＞

【解脱】

影の色を指定するには､ｓｈａｄｏｗＣｏｌｏ｢ブロパティにカラーコードなどを設定します｡色はfiiiStyleブロ

パテイなどと同じＣＳＳＢでの色指定方法を設定できます。

影のぼかし具合はｓｈａｄｏｗＢＩｕ｢プロパティに指定します｡値が大きいほど､ぼかされる範囲が広くなりま

す。

影のずれ具合(オフセット)はｓｈａｄｏｗＯｆｆｓｅｔＸとｓｈａｄｏｗＯｆｆｓｅｔＹプロパティに設定します。

shadowOffsetXは横方向のずれ具合を指定します｡shadowOffsetYは､縦方向のずれ具合を指定し

ます。

§

|Ⅲ
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範５敵lCanvas

〈/壷orIn＞

</body＞

</html＞

IJavaScript】

／／影の位置やぼかし具合を指定する

Window・addEventListener('･1oad卿'五unction()｛

varcanvasObj＝docijment､getE1eInentByｴ｡(風xnyCanvas")；

varcontext＝canvasObj・getContext(‘‘Zd‘.)；

document･getE1ementById(側drawButton1，).addEventListener(卿click,‘‘function(）｛

context､舌onｔ＝‘q48ptnorInal'｡；

ｃｏｎｔｅｘｔ･ｒｉｌｌＳｔｙｌｅ＝，‘ｒｅｄ‘'；

context､shadowColor=“green,‘;

cont:Gxt・shadowB1ur嵩２０；

context･shadowlO鉦setＸ＝１０；

contex℃･shadowO迂setY＝２０；

context､五iUText(川HTML5‘１，１０，ユ００)；

），上rue>；

），true)；

ＦＷ､、淫の位画やぼかし鳳合を猛定すそ

十

四目

ＨＴＭＬ５

画

劃 ｋＪＥ
判 蝿"

図１：｢描画｣ボタンをクリックすると文字が表示され、

緑色の影が喪示される

ＩＡｎｄｒｏｉｄでの不具合
レーーーーー－－－戸一一一＝－－－－－－－－－－－－－＝－－－－－－一一一一一一一一一一q

lAndroid2､２/２．３ではｓｈａｄｏｗＯｆｆｓｅｔＹの方向
ｌが逆になっています｡このため､影を描画するとAnd｢oId

１２．２/２．３では他のブラウザと異なり逆方向に影が描画さ
{れてしまいます。

⑦畠傘童画．＊今,,11画１０８０OPM

画http://www‘open5pE2‘or 画

ＨＴＭ'-５

i狐函

ｉ図２:Android2､２での淡示



ＨＴＭＬ５｛逆引き］
リファレンス

byGOo贋ｌＣＡＰＩＥＸｐｅ１．１

Chapter

ドラッグ＆ドロップ機能は、すでに１０年以上前から使われているも

のです。ページ内にあるテキストや画像をドラッグして処理するのは珍

しいものではありません。ＨＴＭＬ５は、このドラッグ＆ドロップ処理を

仕様としてまとめたものです。特にＨＴＭＬ５では属性を指定するだけ

で、さまざまな要素をドラッグできるようになりました。ただ、実際に

はブラウザによってサポートされている施囲が異なっています。この

ため、多くのブラウザで動作させるためには、従来通りやや複雑な

コードを書かなければならない場合もあります。

本章ではドラッグ＆ドロップの方法について解説しています。

'第6章Ｉ

ｒも

慰
崖＆Drag＆Ｄｒ０
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|鋼６蛾lDrag＆Dro価

Ｓ章０１
ドラッグできるようにする

HTML5ではＤ｢ag&D｢opAPIを使ってページ内にあるさまざまな要素を

ドラッグ＆ドロップできるようになりました。Ｓafa｢iとＣｈｒｏｍｅではＨＴＭＬ

要素にdraggable属性を指定するだけでドラッグできます。

【対応ブラウザ】

、SafarI3

●GOO厩IoChromolO

【皆式,‘例】
／ ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー一一ーーｰ一一一一一ー一一ー一一ー一一一ーーｰー一一一一一一ーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

、

＜ｅＩｅｍｅｎｔｄ｢ａｇｇａｂｌｅ＝同ｔｒｕｅ'１＞

ｉｅｌｅｍｅｎｔ:要素名
、

＝－－－－一一－ー一一－－一一一一一一＝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＝－－－－ーーーー＝一－－一 ／

【解説】

特定の要素をドラッグできるようにするには､要素のdraggable屈性にtrueを指定します｡シンプルに屈

性名だけを指定してもドラッグ可能にすることができます．

ＩＨＴＭＬ】

＜!DOCTyPEhtml＞

＜ｈｔｍｌ＞

＜head＞

<metacharset=‘‘ｕｔ至一８‘‘＞

<title>ドﾗｯグ可能にするく/title＞

〈1inkrel='‘stylesheet”hrer=‘･ＣＳＳ/main・ＣＳＳ“type=側text/ＣＳＳ‘・media=‘‘ａＵ'.＞

〈scripttype=劇text/javascript“src='，js/sample・js'‘></script＞

〈/head＞

<body＞

<皿>ドﾗｯグ可能にする</hl＞

〈im9src='･images/sample1.jpg‘‘ｉｄ=1lInyｴ､age”draggable＞

〈imgsrc='‘ima9es/sample2､jpg･‘ｉｄ雲'，myｴmage2m><br＞

〈divid言"mYAreaⅢdrag9able=叩true伽>ここもドﾗｯグすることができます｡</div＞

<divid雲伽stat』‘></div＞

〈/body＞

</html＞



【０

【JavaScript】

／／Ｆﾗｯグ可能にする

Window・addEventListener(‘‘1oad"，function()｛

ｖａｒｅｌｅ＝document・getE1ementByｴ｡(･‘stat卿)；

／／画像をドﾗｯダ

vardragｴ､age＝docuInent・getE1ementByld(，！myｴ､age‘!)；

dragｴma9e・addEventListener('‘dra9start"，function(evに)｛

ｅv上.stopPropa9ation()；

ｅｌｅ,innerHTML＝．'pragStart‘!；

｝‘true)；

dragｴ､age・addEventListenex,(’‘dｴ，agend，’，造unction(evt)｛

ｅ１Ｇ.inne】cHTML二Ｉ１Ｄｒａ９Ｅｎｄｌ‘；

），true)；

／／div要素をドﾗｯゲ

varyellolwBox＝docuInent・getE1ementBy工ｄ("InyArea,!）；

yeUowBox､addEventListeneｴ､(Mdｴ，agst己rt‘，，functjLon(evt)｛

ｅｖｔ.stopPropagation(）；

ele・innerHTML＝,‘DragStart（div)“；

），true)；

yeUowBox,addEventListener(.‘dragend.‘，壬unction(evt)｛

evt・stopPropagation()；

ele・innerHTlIL言“DragEnd（div)”；

）‘true)；

），true)：

賭

画
。

６

〃

'６．０１１ドラッグできるようにず漏

195

図１，図２:左側の画像はドラッグ可能になっている｡このため､ドラッグをI淵始すると､発生したイベント名が表示される｡また､右側の画

像はドﾗｯダ可能になっていないため､イベントが発生しない(ドラッグはできる)。このため､イベント名などは表示されない

同｡○ﾉｕド･ﾂグ可偲… 醗苧
÷今Ｇ命ｌｑ ｌ噂噂

ドラッグ可能にする

鰯雲蕊
ここもドラッグすること

ＤrａｇＳｔａｒｔ

_｡_｡_Q,口ドｯﾂッ阿柵にvる×齢

■零｜÷今Ｇｆｆｌｑｑ 零

ドラッグ可能にする

ここもドラツ

ＤｒａｇＥｎｄ

グヅることがでざ誤す．



196

胴６踊Drag＆ＤｒｏＥ

⑨ｎハ卵ドﾗｯ両億信ずる 鍵一一
÷今ｃ針|ｑ 噂ｑ 噂

ドラッグ可能にする

ここもドラッグ丁ることがで塵戒ず．

DragStart(dＭ

ここもドラッグすることができ寵す。

図３:黄色いｄｉｖ嬰緊もドラッグすることができ愚

『‐‐‐.~‐..‐.~.･園一一・・画一一一一一一一一一一一一一・・‐‐..．.‐..‐．.......ー‐‐‐ー‐-ー‐．.‐‐‐ー‐...｡.｡‐‐‐..‐‐...~.~ー ‐ー‐.~ー‐‐‐‐‐.~．.‐‐‘･‐１
１デスクトップからのファイルドロップ
レーーーーーーーーー画一一＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一再一一一両一■－－－－“－－一一一＝－邑一＝＝－－封一一一一一＝－再一一一＝－-一一一一一一一一一一一一一＝－１

ｌＤｒａｇ＆Ｄ｢ｏｐＡＰＩとFileAPlに対応したブラウザでは､以下のよう|こすることでデスクトップからドロッｌ

ｌブされたファイルの悩報を取得することができます｡ＦｉＩｅＡＰｌを使ってファイル内容を読み出すことができ，’
’まず。

●ＨＴＭＬ

くdivid="dropArea”width="640“heiqht=.‘480．‘></div＞

●ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ

／／ヂｽｸﾄｯプからのドロップ処理

Window,addEventListeneｴ･("dragover"，function(evt)（

Gvt､preventDefault()；／／ヂﾌｫﾙﾄのｲべﾝﾄを禁止

），ralse)；

Window・addEvGntListener("drop"，function<evt)（

evt・preventDefault(”／／ヂﾌｫﾙﾄのｲべﾝﾄを繁止

ｖａｒｅｌｅ＝document・getE1ementByｴ｡(''dropArea")；

ｖａｒｆｉｌｅ＝evt・ｄａｔａTransfer・軍les；

for(ｖａｒｉ=O；ｉ<file,Ien9th；ｉ++）（

ele・innerIITML･トーfile【ｉ]･name，+‘･{'‘；

ele・iImerHTML＋＝丘1e[ｉ１.tYpe+‘'１<br>叩：

）

｝，false)；

｡＝画一■ｰ＝ーー一＝＝一色一＝一一一一－－一一一一一＝＝‐‐ｰ＝＝－口■ー■■‐ーー■‐■一ｰ‐画一画一＝一一凸一一一一一一＝－－一一＝＝＝－一一一一一一一一一一一一一一一■



篭｡●麓
ドロップできるようにする

ページ内のデータをドラッグするだけでなく、特定の領域にドロップした

い場合があります。この場合、ドラッグ側とドロップ側、双方の処理を設定

しておく必要があります。

'６．０２１ドロップできるようにする

I対応ブラウザ】

鋤FIro1ox4

●Sｏ１ｏｒｌ５

OOPora,０

⑫GoogioChrome1O
eIntomotExplorer9

【対応スマートフォンｌ

噂'Androld

園lPhon。

【圏式／例】
グ

ー ー ‐一一一一一一一一＝ーーーーー-－－－一一‐ー‐‐－－一一ーー一ー一一－－一一ーー＝ーーーーーーー--ーーーー＝ｰｰ‐一一一一一一一
、

ｄ｢opElement・addEventListener(･dragove｢側,eventHandIe｢，ｆｌａｇ）

dropEIementaddEventListener(qdragleave．.eventHandIer,ｆｌａｇ）

dropEIement・addEventListener(･drop｡､eventHandler・ｆｌａｇ）

、

[Ｍ]event,dataTransfe｢・setData(key・vaIue）

[Ｍ】event,dataTransfergetData(key）

dropObj:ドロップ対敵の要素

eventHandIer:イベントハンドラ(イベント発生時に呼び出す関数）

flag:イベント伝達方向を示すフラグ

key:データの名前

value:受け渡しデータ
夕

【解脱】

ドロップできるようにするには､ドロップ側にイベントを設定します｡単純にドロップした場合の処理だけを指

定したい場合には､ドロップされる側でdropイベントを捕捉します｡このイベントが発生したら､画像を追加す

る､文字を追加するといったドロップされた時の処理を行います｡この場合､preventDefault()メソッドを

使ってブラウザ側でのデフォルトの動作が機能しないようにしておきます。

ドロップ側でより細かい動作も行う場合には､ｄ｢ａｇｏｖｅｒイベントや．｢ａｇｌｅａｖｅイベントを捕捉します。

dragoverイベントはドロップ領域に函なった場合に発生し､dragIeaveイベントはドロップ領域から離れた

場合に発生します。

ドロップ側で､どの要素がドロップされたのかを求める場合には､あらかじめドロップ側で渡したいデータを

股定しておきます｡この場合､ドラッグ時のイベント八ンドラ内でdataTransfe｢・setData()を使い設定し

ます｡これはイベントオブジェクト内に用意されているもので､setDataOの最初のパラメータに名前(キー）

を､２番目のパラメータにドロップ側に渡すデータを指定します｡Firefox4では任意の名前を利用すること

ができますが､他のブラウザではTextまたはurIしか対応していない場合があります。

setData()により渡されたデータは､ドロップ側ではdataTransfergetData()として読み出すことがで

きます｡getDataOのパラメータには取り出したいデータの名前(キー)を指定します｡すると､setData()メ

ソッドにより､設定されたデータを取り出すことができます｡後は､取り出したデータに応じた処理を行います。

１

２

３

４

５

７

８

９

1０

１１

1２

1３

1４
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1M；

銅６銅｜Ｄ『ａｇ＆Ｄｒｏｐ

【ＨＴＭＬ１

＜1DOCrYPEhtml＞

〈ｈｔｍｌ＞

〈head＞

くmetacharset＝｡､utf-8'‘＞

<title>ドﾛｯ処理を行う</title＞

<1inkrel=‘'stylesheet'’href=mcss/Inain,ＣＳＳ“type="text/ＣＳＳ'１Inedia=．!aＵ"＞

〈scripttype="tGxt/javaSQriptⅢsrc='‘js/saInple.』s‘,></sCript＞

〈/head＞

＜body＞

<hl>ドﾛｯプ処理を行う</ｈ１＞

<imgsrc=''images/samplel,jpg'’class=’‘dragｴ､age”draggable＞

<inl9src="ima9es/samplG2・jp9伽class=‘‘dragｴInage'‘draggable＞

〈im9src='‘jLInages/SaInplG3・jp9㈹class回'‘dragｴma9e'’dra9gable＞

<divid=,'dropBox">ここに画像をドロップしてくださいく/div＞

<divid=閥stat鰹></diV＞

</body＞

</html＞

【ＪａｖａＳｃｒｉｐｔｌ

／／ドロップ処理を行う

Window､addEventListener(‘'1oad1'，runction(〉（

ｖａｒｅｌｅ＝document,getE1eInGntByld('‘stat")；

ｖａｒｄｘ､opArea＝docuInent・ｇｅじE1eI11en上Byld(‘!dropBox")；

vardragｴtemI』isｔ＝documenじ.querySG1Gc上orAU(‘，､dragImage'‘)；

for(ｖａｒｉ=0；ｉ<dragｴtemList､１Gn9th；ｉ+十)｛

dragｴteInList[ｉ]・addEventListener(，‘dragstarﾋ゙'，function(evt)｛

／／Ｆﾗｿグする画像のtitle属性をドﾛｯブ側に渡す

evt・dataTransfer,ｓｅｔData(’･url'､，ｅｖｔ.target,src)；

evt・stopPropa9ation()；

ｅｌｅ・innerHTl1L＝・・Ｄｒａ９Ｓｔａｒｔ｡,；

｝，true)；

dragｴtemList【ｉ１.addEventListener(､､dra9endI''五unction(evt)（

ｅｌｅ･innerHTML＝・‘Ｄｒａ９Ｅｎｄ‘･；

｝，true)；

）

／／ドロップ領域に入った場合の処理

dropArea・addEventListener(叩dra9oveｴ．,‘，：Eunction(evt>｛

evt･preventDefault(）；

ele・innerHTML＝‘1ドロップ領域に入ってい蝋す''；

），上rue)；

／／ドロップ領域から離れた鳩合の処理

dropAreaaddEventListener(､､dragleave"，function(evt)｛

evt・preventDefault()；
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６．０２１ドロップでぎるようにする

ｅｌｅ,iImerHTML＝‘iドロップ領域から外れました,'；

｝‘true)；

／／ドロップされた坦合の処理

dropArea､addEventListGner(‘･drop'.、垂unction(evt)（

ｅｖ上.preventDerault()：

ｅｌｅ,innerHrlL＝･‘ドロップしました'･；

dropArea・innerHTML＝evt・dataTransrer・getData('1url，')；

｝,brue)；

}‘true)；

合Ⅱ

ここに伽徽唯ドロップして<把さ1Ｊ’

199

肉「、『可 随ロザプ処睡侵砺ヨ

、
《
Ｑ

Ｆ
Ｌ

ドロップ処理を行う

凸

ヰ

図３:画像をドロップすると､ドロップ領域内に画像のＵＲＬが表示されを

朔
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図１、図２１３つの画像は､いずれもドラッグできる。画惚がドロップ領域に入ると領域内に入ったことを示すメソセージが表示される

ＩｌｎｔｅｒｎｅｔＥｘｐｌｏｒｅｒ９では
し－－－－－－－－一再一一一一一画一一一一一一=一一－－－－－－－－.=－－-一一Ｏ

ＩＩｎｔｅ｢ｎｅｔＥｘｐＩｏｒｅｒ９ではｓｅｔＤａｔａ()メ

｜ソッドで傭ｕｒｒは使えません｡上記サンプルで画

Ｉ像のＵＲＬをやりとりする場合には雨ｕ｢ｒの代わ

｜り|ごＴｅｘｔ側を指定してください。
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IiIq:"/VoIum“/鯉?宝迩璽亜聾L廷§詮翌r唾裂L奄了製』；

産璽蝿認塞yDrn9Drop

/０００２/、do/01_drop/im叩09/鯛mp102J”

Ｄｒ”End
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６画０３
ドラッグ中の画像を設定する

ドラッグしている間だけ､ドラッグ中であることを示す画像に置き換えるこ

とができます。また､ドロップする際にドロップ可能かどうかをマウスカーソ

ルの形状を変えて示すこともできます、

【対応ブラウザ１

③Fireiox4

【書式例】
グ

ーｰー一一－－一一一一－－－ーーーー一一一一一一一一＝一一－－一一－－一一－－－－ｰｰ－－ｰ一ｰ一一画一一一一一一百一一一一一一一一一一

、

［Ｍ]evt・dataTransfer・ｓｅｔＤｒａｇＩｍａｇｅ(imageObi･offsetX､offsetY）

１evt:イベントオブジェクト

ｌｌｍａｇｅＯｂｊ:画像オブジェクト

,’offsetX:横方向のオフセット

loffsetY:縦方向のオフセット
、

ー‐ーーーーーーーーーｰー－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝＝ｰｰ＝ｰ一＝ｰ＝－－－－－－一一一一一■句一一一一一一
グ

【解脱】

ドラッグ中の画像を設定するには､イベントオブジェクトのｄａｔａＴ｢ａｎｓｆｅ｢に用意された

setＤ｢aglmage()メソッドを使います｡最初のパラメータにドラッグ中の画像オブジェクトを指定します｡２

番目のパラメータには横方向､３番目のパラメータは縦方向のオフセットを指定します｡これは画像の左上が

(Ｏ､Ｏ)となっており､右下に行くに従って座標値が大きくなります｡大きい座概値を設定すると画像はマウス

ポインタよりも左上に表示されます。

【ＨＴＭＬ】

〈1DOCTYPEhtml＞

＜html＞

<head＞

<InetaCharSet＝Mut玉－８M＞

〈title>ドﾗｯゲ中の画像を設定する</title＞

〈Ｕｎｋｒｅｌ震伽stylesheet”href=‘℃ss/main､ＣＳＳⅢtype宮同text/cssmmedia=ｍａＵ叩＞

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

</head＞

<body＞

<hl>ドﾗｯゲ中の画像を設定する</hl＞

〈im9src=州images/samplel・jpg'‘ｉｄ="my工ma9e'‘draggable＞

</body＞

</html＞


