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i第１１章Ｉ

ＨＴＭＬ５では、ブラウザ上でユーザーが選択したテキストに応じて

処理ができるようになりました。ＴｅｘｔＳｅＩｅｃｔｉｏｎは、古くからＩＥな

どの一部のブラウザには実装されていたものです。ユーザーが選択し

たテキストだけでなく、スクリプトを作成すれば任意の範囲を選択させ

ることもできます。また、ＴｅｘｔＳｅｌｅｃｔｉｏｎはテキスト編集を行う

TextEditingと組み合わせることで、高機能なエディタなどを実現

することができます。

本章ではテキスト選択時の処理について解説しています。



MＩＭ

鋼１１獄TeXtSB1ection

１１画oｆ
選択されているかどうか調べる

ＨＴＭＬ５のTextSelectionAPlでは、ページ内で何かが選択されてい

るかどうかを簡単に調べることができます。

【対応ブラウザ】

曾FIroIoXa6

＠safa『1５

OOPera,o

cGoogIeChromc,０
急'nIemeIExpIorer9

I対応スマートフォン】

噂IAndroId
mIPhon。

【譜式／例】
グ

ー一一－－一＝ｰ－一一一一－－－－一一－－一一－－-－一一－－一一－－－－－－ーーーーー＝ｰ一一一一一一一一一一一一一画一一一一一一一一
、

［Ｐ]selectionObjjsCoIlapsed

ｉｓｅｌｅｃｔｉｏｎＯｂｊ:Selectionオブジェクト
、

ーー一ーｰ一一ーーーーーー一一ーー一宇‐ーーーーーｰ一一ーーｰー一一一一ｰー一一‐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
'

【解説】

選択されているかどうか調べるには､ＳｅｌｅｃｔｉｏｎオブジェクトのｉｓＣｏｌｌａｐｓｅｄプロパティを参照します。

isCollapsedブロバティがtrueなら､何も選択されていないことになります｡falseであれば､何かが選択

されていることになります。

lＨＴＭＬＩ

＜!ＤＯＣＴＹＰＥｈｔｍｌ＞

<ｈｔｍｌ＞

＜ｈｅａｄ＞

＜metacharset＝''utf-8，,＞

くこ此1e>選択されているかどうか調べる</title＞

〈Ｕｎｋｒｅｌ='･stylesheet“hre雷軍I1css/main・ｃｓｇｌ､type=’‘上ext/ＣＳＳ”lnedia='､all'’＞

<scripttype='‘text/javascript‘，src芦"js/samPle.』s‘，></Ｓｃｪ，iPt＞

</head＞

＜body＞

<div>このページ内の文字を選択してからﾀﾝをｸﾘｯｸしてください｡</div＞

<rorm＞

〈inputtype="button‘‘ｉｄ=.‘check”value雲'1避択状態をチェック‘‘＞

〈/玉or､＞

<divid=.‘result"></div＞

〈/body＞

</html＞



１１．０１１迦沢されているかどうか隅ぺる

【JavaSc｢ipt】

／／選択されているかどうか調べる

Window･addEventListener("load''’だunCtion(）｛

ｖａｒｅｌｅ＝document・getE1eInentByｴ｡(’‘result,．)；

document,getE1QmentByｴd(‘‘check").addEventListener('‘click･’，runction(）｛

varselectionObj＝windoN・getSelection()；

Ｖａｒｆｌａｇ＝selectionObj・iSCollapsed；

ｉｆ（flag)｛

eLe・ェnnerHTliL＝Ⅲ何も避択されてい出せん船；

）else｛

ele・innerHTML＝‘'選択されています,‘；

）

），true)；

）．true)：

肉 ｎｏ副鋭さ椎くいるかどうか蛍べろ

！且副ngh定い…うか…陸』－_Ｚ

⑳画 rlIcﾉ"voIumejjlDE▽ｃＰ|[罰･函o9IGq1画|唾1回目

ｐ”“郡……ぺるＬ±二１

面菌|唾１W燈"ﾉv･…I,｡Ｅ▽Ｃｌ御･鷹｡刺｡③田[画?l隔禰

このページ内の文字を斑択してからボタンをクリックしてください｡

【或侭唖伝デエワク〕

何も遮択されていません

このページ内の文字を惹択してからボタン老クリックしてください．

〔京雨霊ﾗｪｯｸﾂ

逓択されています

ﾛ 白Ｘ 画

図１:ページ内の文字を選択せずボタンをクリックすると，

何も迩択されていないと表示される

図２:ページ内で何か文字を選択してからボタンをクリックすると，

逮択されていると表示される

P＝一一－一ー一ー一一‐ー一一一一一一一一一ー一一ーー一一一－一一＝＝一＝ーー一＝＝ー一一＝＝ー‐ロー＝一一＝＝＝-－＝一一一一一一一－－－戸一一一一一一一一一一一一一一一一■

lFirefoxでは複数の選択範囲を指定できる
トー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＝＝凸一一一=一=一一一一一＝＝一一一一一一一一＝‐‐＝ー－－－一一一一一－－－＝－－－－再一一一一画－－４

１Ｆi｢efox4では選択範囲が1つとは限りません｡Ｆｉ｢efoxでは複数の選択範囲を指定できるためです｡こ’

｜の場合､以下のようにして選択された施回の個数を調べることができます｡また､getRangeAt(番号)によ’
１り､選択された範囲の悩報(Ｒａｎｇｅオブジェクト)を取得することができます。

ｓｅｌｅｃｔｉｏｎＯｂｌ＝ｗｉｎｄｏｗｇｅｔＳｅｌｅｃｔｉｏｎ()；

１，＝ｓｅｌｅｃｔｉｏｎＯｂｉ･ｒａｎｇｅＣｏｕｎｔ：

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

ＩＡｎｄｒｏｉｄでの動作
,‐‐‐‐.．~‐~‐‐‐ー‐ー-‐‐~~‐~~~‐‐‐‐~‐~‐~~‐‐~‐~~‐‐‐‐~~‐‐‐‐-‐-‐~-ー‐一‐‐........‐~~‐‐~‐..‐‐‐‐..~‐‐‐‐‐‐.･１

１And｢oid(２．２～２．３．４)ではテキスト自体が選択できないか､選択してもクリップボードにコピーされた｜
｜後､選択が解除されてしまいます｡このため､ｉｓＣｏｌＩａｐｓｅｄは常にｔｒｕｅになります。
L－－－－－－－－－－－______________一__________________________________-----1
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MIIＩ

軸１１繭Ｔｅx【SeIectior

１１重０２
選択された文字を取得する

ＨＴＭＬ５のTextSelectionAPlでは、ページ内で選択された文字を取

得することができます。これにより､ユーザーが選択した文字に応じた処理
を行うことができます,、

I対応ブラウザ】

曾FireIoxa6

＠SafarI5

OOpcra,０

FGoogIeChromclO
sIn1ern､ｉＥｘｐＩｏｒｅｒ９

【対応スマートフォン１

回IPI,on。

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

、

［Ｍ]seIectionObj＝Window･getSelection(）

ｓｅＩｅｃｔｉｏｎＯｂｊ:Selectionオブジェクト
、

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＝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 〃

【解説１

ページ上で選択された文字を取得するには､Window・getSelection()メソッドを使います｡このメソッ

ドは戻り値としてSelectionオブジエクトを返します｡Window,getSelectionOでは､選択された文字列

を直接返すわけではない点に注意してください。

【ＨＴＭＬ】

＜mOCTYPEhtml＞

<ｈ上Inl＞

<head＞

〈metaCharset＝ｌ０ｕｔｒ－８"＞

〈Li上1e>避択された範囲の文字列を取得する</じitle＞

〈1inkrel窪!'stylesheet“href雪"Css/main､ＣＳＳ‘１type=‘1text/ＣＳＳ!'Inedia鐘，‘all''＞

〈scripttype=･‘text/javascrip上“src雲'‘js/sample.』ｓ"></script＞

</head＞

〈body＞

〈div>このベー ジ内の文字を選択してからくbr>ポﾀﾝをｸﾘｯｸ<br＞してください｡<br＞

ABCDEFGH画KLM</div＞

<造o、＞

〈inputtype=‘‘button“ｉｄ=‘･check，‘value=.‘巡択した文字をチェック"＞

〈/rorzn＞

〈divid='‘resultⅧ></div＞

<divid="result2'1></div＞

</body＞

</hml＞



１１．０２１通沢された文字在取御する

【JavaScriptl

／／選択された範囲の文字列を取得する

Window,addEventListener(''1oad｡，‘runc上ion(）（

document､getE1ementByｴd(，‘check").addEvGntListener(''cUck.‘‘runction(）｛

varselectionObj＝Window・getSelection()；

ｖａｒｔｅｘｔ＝selectionObj・toString()；

varescText＝escape(selectionObj)；

document､getE1ementById(!‘result‘,）．innerHTML＝text；

document・getE1ementById(!‘reSult2''）．innerHTML画esCText；

｝，true)；

｝,true)：

の、、割劉諒3た毎鞘の文字列Ｅ顛得丁番

Ｌ率…函｡評知里豆廻rろ陸一一

(尋挿|ｊ､岳-両7添雨誌ﾃーﾏＧＩ蝿．c・・,陰Ｑ〕命1厘．1画目

⑨ｎ、或撹喜犯た毎蕊の文学ﾗＩＩＥ取得する

i‘画諏…画i…訓1窪冨丁乙陸一一

圃圃側僅'"v･…’γＧＩ蝿･…暖Ｑ〕読国･1画目

⑨ｏｎ瑚況された6準1の｡零列を興りする

画画画画E脚｡ﾙパ｡!…ﾊ碇１両5麺６６０侭c。｡･盾一|Ｅ伽２．"ﾉVol…sﾉID言'TEnDEZOCc Ｅ田罵罵■＝

このページ内の文字を週祝してから

ボタン婿ｸﾘｯｸ

してください．

ABCDEFGHlJKLM

〔冨爪しぎ興亨量チェック１

い、ＡＢＣＤＥＦ

艶u30“％u3002％OAABCD％2OEF

このページ内の文字を逓提してから

噸クンセクリック

してください．
ABCpEFGMIJKLM

(罰汎し壷〒忘壷万）

‘い、ＡＢＣＤＥＦ

烹哩０１‘'蝿u300蕊ＯＡＡＢＣＤ受的EＦ

Ｘ 〆 Ｉ

図１:Fireioxの蝿合｡テキストを選択してからボタンをクリンク図２:SaIari5の蝿合

すると､避択した文字と､その文字をエスケープした結果が表示される

鴬総悪霊譲蕊謬蕊蕊雲
|＊..．$;11←Ⅱoli蔀.'億５冨癒F忘雨雨而－１(Iﾛー弓-石宛'鳴冒制~）

このページ内の文字を避択してから

ボタン燈クリック

してくださいd

AI〕CDEFGIIIjKいＩ
Ｌ凸

【副例し吊邑J零セチ士フク〕

い、ＡＩｌＣＤＥＦ

邦u3鯛4賊13002％０，％0A9609縄09％09ＡＢＣＤ兇的EＦ

四4L③・ｑ７Ｆ。。Ｑ鰹竪皿哩.

図３:Ｏｐｅｒａｌ１．１の場合

ｌｔｏＳｔｒｉｎｇ()メソッドはブラウザによって異なる
レーーーーーー－－－－■一一一一一一一一■‐■－－一－－－－－一再再一一一一一一一一一一一ローーーーーーーーー■－－－－－－－－－－■－－画一一■－－－ローーーーーーーーー■、

ｌｔｏＳｔｒｉｎｇ()メソッドを使った場合､改行コードやタブなどの処理はブラウザによって異なります｡Ｓａｆａｒｉ

ｌやＧｏｏｇｌｅＣｈ｢ｏｍｅではタブは削除さ『lまず。

３

1１

ゲイ

脇間
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蛸Ｉ｜戯lreXtSeleCtlDr

１１画０３
選択範囲を指定する

ＨＴＭＬ５のTextSeIectionAPlでは、ページ内の文字などをスクリプト

で選択することができます。

【爵式例】
〃

［Ｍ１ｓｅｌｅｃｔｉｏｎＯｂｉ､seIectAllChiIdren(parentNode】

I対応ブラウザｌ

③FIroIoxa6

◎Sam『1５

OOpora,O

FGoogIoCI1romc,o
elntomctExplorer9

I対応スマートフオン）

ｇｌＰｈｏｎｃ

、

lselectionObj:Selectionオブジェクト

｜parentNode:親ノード
、 グ

【解説ｌ

選択価､lを指定するには､ＳｅｌｅｃｔｉｏｎオブジエクトのｓｅｌｅｃｔＡｌｌＣｈｉＩｄｒｅｎ()メソッドを使います｡パラ

メータには､逝択状態にする親ノードを指定します。

【ＨＴＭＬＩ

<!DOCTYPHhtml＞

＜ｈｔｍｌ＞

＜ｈｅａｄ＞

＜metacharset="ｕｔ垂=８.‘＞

〈title>範囲を選択する</title＞

〈linkrel=HstylesheetI‘hrer=‘，ＣＳＳ/main・ＣＳＳ“type="text/CssI，media屋！･ａＵ'‘＞

〈scripじtype毒織text/javascrjLpt‘，src二.‘js/sa”1e､s‘‘></script＞

〈/head＞

<body＞

〈divid=‘‘message‘‘>ポﾀﾝをくb>ｸﾘｯｸ</b>すると､この範囲が選択されます</div＞

＜form＞

<inputtype雪｡､button.，ｉｄ=..selectTextl“value=伽選択するH＞

〈inputtype冨卿button‘’id="selectText2“value="一部を選択する'１＞

〈/rorm＞

〈/body＞

く/html＞



１１－０３１遜択範囲歴揃定す為

ＩＪａｖａＳｃｒｉｐｔ】

/／範囲を逝択する

Window・addEventListener("1oado'，function()（

／／div内全体を選択

document,getE1eInentById(､'selectTex上1'､).addEventListener(‘‘click‘'，function()（

varselectionObj＝Window・getSelection()；

ｖａｒｄｉｖ＝document・getE1琴雲上Byｴ。(，‘mGssa9G,'〉；

selectionObj・selectAUChildrGn(div)；

），じrue)；

／／div内にあるb要素内の文字を避択

document､getE1eInentById(叩selectText2‘!）.addEventListener(‘'click‘‘，玉unction(）｛

varselectionObj＝Window・getSelection()；

ｖａｒｄｉｖ＝document,getE1ementById(''message’１）；

ｖａｒｂ＝div・getE1ementsByTa9Name(叩b伽）IO1j

selectionObj・selectA11Children(b)；

），true)：

)‘true)；

御門の覇酒毒喪提する

j口閲圏篭罰祝謬る‐ビ+１
ＦＭ~)向琵露奉送銀する

ＩＤ琉函を蒲損する 皇Ｌ因

Ｃ罰圃圃迩
ボタン唾

C諏売〕

、川合▼ Ｇ 厩…E§ I否11画。 鐸卜

クリックすると、この脆囲が避択されます

Ｆ扉菌雨竜〕

混 撰

(到丁可gIZ］ □０１合▼ ｅ 雨完茄両i｢制(剥ﾏcooOQ 回▽ |鯉

ボタンをクリックすると、この範囲が避択されます

(論可売~)(一部を耐呪する）

-’

渓 鞍

図1:｢選択する｣ボタンをクリックすると､div要素内の
字全休が談択される

図2:｢一部を選択する｣ボタンをクリックすると､div要素内文
にある大字部分の文字が撰択される

『ー-ー-一一~~--ｰ----一一--－－－－－－－ー--------~~ー--------ーー--一-－－－－-一-一-－－--------ー-ー----ー-‐ｰｰ--、

IFirefox4で複数の範囲を選択するに{ま

:．.･･･...‐‐‐.'‐‐..‐‐‐｡｡‐‐‐‐‐一~---‐-‐~-‐‐~‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐＝‐~‐‐･~‐－－‐－－ー‐‐-..--‐－－－－－－－－－‐－－‐－‐‘

ＩＦｉｒｅｆｏｘ４では複数の範囲を選択することができます｡手動で行う場合にはＷｉｎｄｏｗｓではＣｔｒｌキー、’

ＩＭａｃＯＳＸではコマンドキーー(四つ葉マーークのキー)を押したままドラッグすることで複数の範囲を選択Ｃき

Ｉまず。
１----------------‐－－－－－－－－－－---‐－－－－－－－－－－－-－－－－－－－－－－－-－－－－----------------－－－－－－－－－－．
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刑Ｉ

蛸１１歳TextSeIec【ioｒ

１１画０４
選択範囲を削除する

ＨＴＭＬ５のTextSelectionAPIでは､選択された範囲を削除することが

できます。

I対応ブラウザ】

、F1『eIox3､６

，Sa1ari5

OOpora'O

cGoogIeChromelO
eIn1ernetExpI｡｢e『９

１対応スマートフォン１

，#IAndroId
mlPhoI,。

【書式例】
〆

一一一一一一一－－一一一一一一一一一一一一一一画一一一－－－一－－一一一一－－一一ｰ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
、

［Ｍ]ｓｅｌｅｃｔｉｏｎＯｂｉ､ｄｅＩｅｔｅＦｒｏｍＤｏｃｕｍｅｎｔ(）

IseIectionObjSelectionオブジェクト
､ ／

【解説】

選択範囲を削除するには､ＳｅｌｅｃｔｉｏｎオブジエクトのdeIeteFromDocument()メソッドを使います。

パラメータはありません｡Ｆ|『efox4では複数の選択脆囲を指定できますが､その場合でも選択随園内の文

字などは全て削除されます。

【ＨＴＭＬ】

<1DOCTYPEhtml＞

<html＞

<head＞

＜metacharset＝｡,ｕｔｒ－８原＞

くtitle>選択範囲を削除する</title＞

<1inkrel="stylesheet‘‘hrGf室,!ＣＳＳ/main・ＣＳＳ',type毒､qtext/cssj，media=，､all"＞

〈scripttype雲"text/javascrjLpt･‘src=.'ｊｓ/sample・ゴs"></script＞

〈/head＞

<body＞

〈div>範囲を避択してからポﾀﾝをｸﾘｯｸすると､この避択範囲が削除され鵬すぐ/div＞

<form＞

<inputtype=!!button11id=川deleteI‘value=‘‘選択を削除する''＞

</rom＞

〈/body＞

く/html＞



'１１．０４避沢範囲を削除ず愚

【ＪａｖａＳｃｒｉＤｔ１

/／巡択範囲を削除する

Window・addEventListener(‘‘1Ca｡.‘，垂unction(）（

document・getE1ementById("delete").addEventListener(.'click‘‘，runction()｛

varselectionObj＝Window､getSelection()；

selectionObj.deletePromDocument()；

｝，true)；

}‘true)：

③、Ｆ１週択範囲を削除する

1口副iwla四逼刷感ず息瞳il

E〕。ＩＤｉｌｌ‘．．▽'･'て錘歴,図四画

③、｡通奴範囲患削除する

IＤ副側飼圃患剛餓する‐i薗露し･卜

蝿凹を避択して

択範囲が削除さ

(而雨胃而雨冒司

からボタンをクリック

れます

回▽

すると、この週

一N莞

頁〉

(ぐ剛圃 L聖止竺 Ｇ '唖亘函遜蹴 全 哩二j塵 ｡’

範囲を迦択しボタ

除されます

(~蚕頂罷則諦る〕

ンをクリックすると、選択範囲が削

晃 越Ｒ

図1,図２:削除する文字を選択しボタンをクリックすると､選択した甑分が削除され器

Ｍ土｡窓零Aﾛ１１回9:44PＭ 阿負｡弔容PD11I画醗4PＭ 岡と帝＄今0111画9944PＭ

回http:"www‘openspcZ､or… 鰯 画hLIPwwww・openspE2‘or.‘，関

詞密医蕩祝してからﾀﾝ各ｸﾘﾜｸｳろとこの

ｉ醜唾;dｌ

回http://www‘opensPC2･oｒ 燦

征回を蚤沢してからボタン壱クリックすると．この

図3,図4,図5:Androidでは選択したテキストは削除できないが､遡択状鯉になっているボタンをタッチするとボタンが削除される

１１
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堀１１軍TextSelectior

１１‐０５
選択範囲の'情報を取得する

ＨＴＭＬ５のTextSelectionAPlでは、選択された範囲に関する情報を

取得する方法が用意されています。この機能を応用することで、選択され

たキーワードに関する情報などを表示することもできます。

I対応ブラウザ】

②FireIoxa6

③SafnrI5

Oopom,o

CGoogleChrome,０
銭Inieme1ExpIororg

【対応スマートフオンl

ElIPhon。

【書式／例】
グ

ーーーーーーｰ一一一一一＝ｰ＝－－ーーーーーーーーーー一一＝堂一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
、

［P][R]seIectionObj,ancllo『Ｎode

［Ｐ][Ｒ]selectionObj,focusNode

［Ｐ][Ｒ]selectionObianchorOffset

［Ｐ][Ｒ]seIectionObj,focusOffset

ｓｅｌｅｃｔｉｏｎＯｂｉ:SeIectionオブジェクト
、 一一一－－＝一一一ー一－－‐＝一一一一一一一＝一ｰ一ｰ~ー＝＝＝ーー ーーー一ー－－一一ｰーーーーー－－－－一一一一■申一一一一一一一一一一

〃

【解脱】

選択範囲の情報を取得するには､Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎオブジエクトに用意されたブロパティを利用します。

anchorNodeブロパテイは､選択された範囲の開始ノードを格納しています｡offsetNodeブロパテイは選

択された範囲の終了ノードを格納しています。

純凹が選択された開始ﾉー ドから､何番目から選択されたかについては､ａｎｃｈｏ｢OffseLブロパテイで調

べることができます｡最初の選択文字が０番目になります(オフセットが０．２文宇目ならオフセット１)｡股後

に選択されたノードの何番目までが選択されたかについては､focusOffsetブロパティで調べることができ

ます｡これもancho｢Offsetと同様に､最初の文字が０番目となります。

IＨＴＭＬｌ

<1DOCTYPEhtml＞

<ｈｔｍｌ＞

<head＞

＜metacharset＝･‘ｕｔｆ－８側＞

<title>選択範囲の情報を取得する</title＞

〈1inkrel=‘‘stvlesheet”href=.‘Ｃｓs/main､ＣＳＳ‘‘type='‘text/ＣＳＳ,‘media="all,‘＞

〈scripttype='‘text/javascriptI，src雲"js/sample･js1．>く/script＞

〈/head＞

〈body＞

〈div>以下のポﾀﾝを<b>クリック</b>すると遡択範囲の梢報が表示されますく/div＞

＜ｆｏｒｍ＞

<inputtYpe富川buttonl，ｉｄ='１checkいvalue＝!，調べる‘'＞



</rorm＞

<divid=脚result卿></div＞

〈/body＞

</htInl＞

【ＪａｖａＳｃ｢ipt】

'１１．０５選沢範回の悩報を取棚する

/／避択範囲の情報を取得する

Window・addEventListener("load叩，function(）｛

ｖａｒｅｌｅ＝document・getE1emen上Byｴ。(‘!x，GsuW!）；

document・getE1ementByｪ｡('‘check‘‘).addEventListener(‘,click叩，runction(）｛

varselectionObj＝Window,getSelection()；

G1e・innerHTML＝”anchorNode：．’令selGc上ionObj・anchorNode；

ele､innerHTliL＋＝“<br>nodeValue：,‘＋sG1ectionObj・anchorNode・nodeValue；

ele､ilmerlm,匹十＝“<br>anchorO鉦set：“＋selectionObj,anchorO迂set；

ele,iImerHTlL-＝‘．<br>rocusNode：“÷selectionObj､壬ocusNode；

ele・innerIm’Ｌ＋＝“<br>focusValue：，．＋selectionObj・rocusNode､nodeValue；

ele,innerIm．!Ｌ＋＝’‘<br>造ocusO迂set：，’＋selectionObj･だocusOffset；

），true)；

}，true)：

ｎｎｎ遜呪範囲の悩職を】測りする

、副h､罰の慎侭…するＩ士Ｌ

ＥＥ｡W唖…鷺露頭F四四画
以下のボタンをクリックすると選択範囲の悩報が表示

されます

…

anchorNode：【objectText1

nodeVaIue：以下のボタンを

anchorO1fSet：６

focusNode：【ObjectT怠xtl

focusVBIuegクリック

focusOffset：２

静 ﾉ ー解談

図１:文字を選択してからボタンをクリックすると､避択範囲の情報が表示されそ

『-‐‐‐‐‐ー ‐.~ー ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ー ‐‐‐‐‐‐ー‐･･･..．‘．....‐ー ｰー ‐ー ‐..‐‐..ー ー‐‐‐‐‐‐‐‐-‐.．‐‐‐.．‐‐‐...~‐‐‐‐‐‐ー ‐-．.‐‐宮．｡‐‐、

Ｉａｎｃｈｏ｢Ｎｏｄｅ､ｆｏｃｕｓＮｏｄｅＩま最後に選択された範囲を示す
i‐..‐~~~‐‐~~~~~~~~~~~~.~ー~‐..‐~‐~‐~‐..~‐~~~~~‐~‐--..‐-----~~~~~~~‐~｡.‐‐‐~‐....-~-‐‐ー----‐~----

IFirefox4のように複数の選択範囲がある場合､ａｎｃｈｏｒＮｏｄｅ､ｆｏｃｕｓＮｏｄｅは最後に選択された範
｜囲を示します。
b－－■＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝一一一一一一蓉一一一一一一一一＝＝＝一一＝－＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一』
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弧Ｉ】噺ＩｇＸｔＳｅ他ｃｔｉｎｎ

１１‐⑥６
キヤレット(カーソル)の位置を設定する

ＨＴＭＬ５のTextSelectionAPlでは､キャレット(カーソル)の位置を設

定することができます。

【普式例】

'

［Ｍ]seIectionObl､coIlapse(pa｢entNode‘offset）

［Ｍ]seIectionObi､coIlapseToSta｢ｔｏ

［Ｍ]ｓｅｌｅｃｔｉｏｎＯｂｌ,cｏＩｌａｐｓｅＴｏＥｎｄＯ

{対応ブラウザ】

③SaIarI5

cGoomIoCh『omolO
eIntomolExpIoror9

I対応スマートフォン１

画iPhonc

､

seIectionObj:Selectionオブジェクト

ｐａｒｅｎｔＮｏｄｅ:親ノード

offset:位阻(オフセット）
、 ’

(A¥脱】

キャレット(カーソル)の位固を設定するには､SelectionオブジエクトのｃｏｌｌａｐｓｅＯメソッドを使用しま

す｡collapse()メソッドの最初のパラメータに対象となる親ノードを､２番目のパラメータにはキヤレツトの位

Niwiを指定します｡キヤレットの位廻にＯを摺定すると､先頭の文字の前に設定されます。

キャレットを先頭に設定するには､collapseToSta｢t()メソッドを使います｡また､キヤレツトを末尾に股定

したい場合には､ｃｏｌｌａｐｓｅＴｏＥｎｄ()メソッドを使います｡coIIapseToStart()､coIIapseToEnd()と

もパラメータはありません｡これらのメソッドを機能させるには､あらかじめ選択範囲を用意しておく必要があ

ります｡避択範囲がない場合には､selectAllChild｢ｅｎＯを使って選択範囲を作成した後で各メソッドを実

行します。

lＨＴＭＬｌ

<1DOCTYPEhtml＞

<html＞

<head＞

＜nIetacharset=‘‘utr-8H＞

〈title>ｷｬﾚｯﾄの位置を設定する</titIe＞

〈1inkrel雲"stylesheet‘‘href=叩ＣＳＳ/main､ＣＳＳ‘’type='1text/ＣＳＳ‘’media=‘‘all'､＞

<scripttypG貢'IteXt/jaVaSCript‘’src=･'js/samPle・ｊｓ‘!></scriPt＞

〈/head＞

＜body＞

〈divid=''edit!‘contentEditable>以下のポﾀﾝをｸﾘｯｸするとｷｬﾚｯﾄが表示されます</diV＞



『０

<だomI＞

位置:<inputtype='､text､ｉｉｄ=.‘point,。value=､3.,size=･'４，‘＞

<inputtype匿順button,‘ｉｄ='‘setCaret”value="ｷﾔﾚｯﾄの位磁を改定卿><br＞

<inputtype=Mbutton‘,ｉｄ=HsetCaretStart’・value=‘‘ｷｬﾚｯﾄの位侭を先頭に股定"＞

<inputtype='1button1,ｉｄ=msetCaretEnd,‘value=‘‘ｷｬﾚｯﾄの位世を末尾に股定'‘＞

</rorm＞

</body＞

</htInl＞

1１

Ｉ

６

【JavaScript】

／／ｷｬﾚｯﾄの位置を設定する

Window､addEventListener('‘1Ca｡''，function()｛

／／任意の位置に股定

document､getE1ementByｴd(,'setCaret‘'）.addEventListeneｴ，(',click'.，』?unction(）｛

varselectionObj員Window､getSelection()；

ｖａｒｐ＝parseInt(docuInent･getE1ementByｴｄ(mpoint1‘).value)；

ｖａｒｄｉｖ＝document.getE1ementByｴｄ('ieditI，)；

selectionObj・selectA11Children(div)；

selectionObj,coUapse(div､firstChild，ｐ)；

｝，true)；

／／最初に設定

document､getE1ementBy工｡(‘‘setCaretStart卿).addEventListener(Nclick伽，runction()｛

varselectionObj雲Window・getSelection()；

ｖａｒｐ＝parseｴnt(document・getE1ementById("point").value)；

ｖａｒｄｉｖ＝document・getE1ementBYm(１'edit")；

SelectionObj・selectAUChildren(div)；

selectionObj・coUapseToStart()；

｝，true)；

／／末尾に設定

document,getE1eInentByｴd(叩setCaretEnd側）.addEventListener("click‘‘，ｆ皿ction()｛

varselectionObj＝Window・getSelection()；

ｖａｒｐ＝parseｴnt(document,getE1ementByｴ｡(‘‘point!!）.value)；

ｖａｒｄｉｖ＝document・ｇｅ上E1eInentByld("Edit‘')；

selectionObj.selectAUChildren(div)；

selectionObj・coUapseToEnd()；

），true)；

）‘true)：

■
●

Ｆ
１
。

１１．０ｓギャレット(カーソル)の位置を設定すを

1２

1用

1４

剛；



第１１章Ｔｅx【Selgctlor

ギャレットの位置蓬設定する

､q･coo91,〕”＋ Ｃ

とキャレットが災ﾉされます

(ｷ､‘ﾚﾂﾄの他､“､F『W厨司(ｷ１，ﾚﾂﾄの岬渥卿個に汲蹴）

’

８

愚箇
キャレッ1､の位環を設鑓ﾂﾞろ

(QFcooql0D”土 」⑥

以ドの Kタンをクリックり．るとキャレットが災ﾉされま･Ｉ．

(ギャレットの位厩を兜圃にljじＩＤ〔ｷ１，レツトの位圃を報に設越

図１:位置を示す数値を入力してからボタンをクリックすると､指定した位置にキヤレットが表示される
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Chapter

ＨＴＭＬ５［逆引き｝
リファレンス

|〕yGOogllcAPIExppri

Tex杜Ｘ
'第１２章！

９

ブラウザで動作するＷＹＳＩＷＹＧエディタ(高機能なテキスト編集）

を可能にしているのがＴｅｘｔＥｄｉｔｉｎｇです。ＴｅｘｔＥｄｉｔｉｎｇは

ＴｅｘｔＳｅＩｅｃｔｉｏｎと組み合わせて利用します。テキスト編集機能は

古くからＩＥに実装されていた機能です。テキスト編集は選択されたテ

キストに対してコマンドを送る方法で行われます。現状ではテキスト編

集はブラウザによってサポートしている機能が異なり、動作も不安定

な場合があります。

本章ではテキスト編集を行う機能について解説しています。
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堀１２章ｌＴｅｘｔＥｄｍｎＲ

1漫画⑥↑
編集可能にする／編集状態を調べる

ページ上に表示されている内容を編集できるように、ＨTMLまたはスク

リプトで設定することができます。また､編集可能かどうかの状態も取得す
ることができます。

{対応ブラウザ】

、FIrolox3､６

．SofOrl5

Oopomlo

cGoogleChｒｏｍｏ,O
eIniorne1Exp1orer9

I財応スマートフォン】

輔IAndroId
MiPhon。

【書式／例】
一－－一一－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

／ 、

＜ｅＩｅｍｅｎｔｃｏｎｔｅｎｔｅｄｉｔａｂＩｅ＞

［Ｐ][Ｒ/Ｗ]element､contentEditable

IP][Ｒ/Ｗ１ｄｏｃｕｍｅｎｔ・ｄｅｓｉｇｎＭｏｄｅ

ｅｌｅｍｅｎｔ:ＨＴＭＬ竪塞畠
、 ヂ

(解説１

ページ内に表示されている内容を編集可能にするには､３つの方法があります。１つは要素の

ｃｏｎｔｅｎｔｅｄｉｔａｂｌｅ属性を使って､その要素内にある内容を編集可能にするものです｡もう１つが､スク

リプトを使って編集可能にしたい要素のｃｏｎｔｅｎｔＥｄｉｔａｂｌｅプロパティに't｢ｕｅ''を設定することです。

contentEditabIeに設定できる値は以下のようになります｡いずれも文字列で掴定します。

【表】ｃｏｎｔｅｎｔｅｄｉｔａｂＩｅ屈性に掴定可能な値

｡t｢ｕｅ． 絹襲可能にする

I･faIse。 福集を禁止する

ｐｉｎｈｅｒｉｔ。 親要素の混築状搬にする(引き継ぐ）

３つめの方法はｄｏｃｕｍｅｎｔ､ｄｅｓｉｇｎＭｏｄｅで"ｏｎ･を設定するものです｡このようにすると､ドキュメント

全体が編集可能な状態になります｡ＷＹＳｌＷＹＧエディタなどを作成／使用する場合などに使われます。

【鞭}ｄｅｓｉＦｍＭｏｄｅで指定可能な価

"ｏｎ。 全体を編巣可能にする

原off‘, 全休を編集禁止にずるくデフォルト）

【ＨＴＭＬ】

<!DOCTYPEhtml＞

＜lltml＞

<head＞

<ｍｅｔａｃｈａｒｓｅｔ＝‘ｏｕｔｆ－８０‘＞

くtitle>霊婁可能にするく/title〉



１２－０１握集可能にする胴鯛帆脳歴Ⅲくる

<Ｕｎｋｒｅｌ=制stylesheet'・hre垂=，､ＣＳＳ/main,ＣＳＳ“type=‘‘text/ＣＳＳ筒media=ｍａＵ'1＞

〈scripttype=‘.text/javascript‘・src=‘‘js/sample・js"></script＞

く/head＞

<body＞

<divconterlteditable>この部分はｽｸﾘブﾄを使わずとも自由に細災でき鵬すぐ/div＞

<divid=叩note伽>この部分は下のポﾀﾝをｸﾘｯｸしないと鵜集できません</div＞

くrom＞

<inputtype写'､bu上to､,！ｉd雲佃enableEdit‘，value=‘'柵築可能にする川＞

〈inputtype‐！‘buttonq‘ｉｄ=!'disableEdit'１value=Ⅲ綱鯉を禁止する"><br＞

<inputtype=‘‘button‘‘ｉｄ言"enablePageEdit0，value=!‘ぺージ全体を網築可能にする,.＞

<inputtype=,‘button.,ｉｄ='‘disablePageEdit“value=卿ページ全体の鐙集を禁止する､､><br＞

<inputtype='‘button｡‘ｉｄ=耐checkEditl･Iode・value=''需築可能状態を調べる‘.＞

</rorm＞

<divid宮,‘resulじ､></div＞

</body＞

</html＞

【JavaScript】

／／鯛襲可能にする

Window･addEventListener(･‘1oad1.，function()｛

vareditArea＝document・getE1ementBy工d(･･note")；

／／提集可能に設定

document､getE1ementByｴ｡(‘'enabIeEdit‘『).addEventl,istener(,,cUckI'，玉unction()｛

editArea・contGntEditable＝，itrue‘'；

），true)；

／／編集を禁止

document･getE1ementById(!‘disableEdit‘'）.addEventListener(’1click''，血nction(）｛

editArea･contentEditable＝ｌｌｆａｌｓｅ‘‘；

｝，true)；

／／ぺー ジ全体を細築可能に股定

docuInent,getE1ementBy工｡("enablePageEditu）.addEventListGner("clickl‘，function()｛

document､designl1ode＝｡,ｏｎ,‘；

）‘true)；

／／ぺｰジ全休の網雄を恭止

docuInent･getElementByｴ。('‘disablePageEdit，.).addEvGntListener('‘click.‘，function(）｛

document・designMode＝ｌｌｏｆｆｌＩＦ

），true)；

／／編集状態を調べる

document・getE1enlentByｴ。(’℃heckEditMode''）.addEventListenex，("clickm，function()（

ｖａｒｅｌｅ屋document･getE1GmentByｴ。(川result!‘）；

ele・innerHrML回，‘細築可能状雌:!,+editArea・contentEditable；

ele・innerHTMI‘+言，‘<br>全体の掴集状態:"十document-designMode；

），true)；

），true)：
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図３:I編集可能にする｣ボタンをクリックすると、

2段目の行も編集できるようになる
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旦旦、家銅I準ずる
j画宰冨冨曙｢ろｌ÷
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感面に譜G"'vc陽…n唾ヤＣｌ【劉・ｃ･･･，ｑ〕介画．』面目

図１，図２:簸初の状態では最上段の行が自由に細典でき愚

曲『肉、

この躯劣はスクリプト塁傍わずとも飼涛でnrdL1j

脈クン蓬クリックしないと麗累できません

踊振可龍桃露true

全伴の蝿薩状塁ｏｆｌ

図４:｢紹集可能状態を調べる｣ボタンをクリックすると、

縄集状態が表示される

、灸、家蔑叩準ずる
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隅挨可飽状駐Ｉｒｕ６

全体の餌笑狼鰹

図５R｢ページ全体を耀築可能にする｣ボタンをクリソクすると､ページ内に袈示されている内容を縄薬することができる

ｌｉＰｈｏｎｅやＡｎｄｒｏｉｄでは文字の編集はできない
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liPhoneやAndroidでは編集状態を調べたり､編集モードを設定したりすることができます｡ただし､文字

｜の編集などは行うことができません。

剛８

この節分はスクリプトを盤わずとも口醐に縄蔑でさます

|この圃分肱下のポクンモクリックしないと画質で哩誕せん

〔1z雨壷ﾏ、(石孟言瓦干司
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この節分はスクリプトを盤わずとも口醐に縄鼠でさます

この圃分肱下のポクンモクリックしないと興蔑で哩甑せん

胆墨…匡了ろ＆土Ｌ

､洞画側‘"7V雨",''･値・Cl師．…｡〕l灸'､麺･I面同

この尋分はスクリプトを鯉ｂずとも鯛実で庖喚す
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この尋分はスクリプトを鯉ｂずとも鯛実で庖喚す

ボタンをクリックし怠いと濁隻でさません
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この園分はスクリプト老使わずとも胴貰でＵ戦す

この麓分は下のボタンをクリックし感いと賜挨で心或せん
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四隻可姐状駐Ｉｒｕｅ

全体の餌実状唾

盲?11万rｌ



１２．０２幅鯉コマンド狂サポートしているか狐ぺ愚

１ＺｐＯＺ
編集コマンドをサポートしているか調べる

ページ内容の編集を行う際に編築コマンドをサポートしているかどうか、

また現在使用できる状況かどうかを調べることができます。

【書式／例】
〆

［Ｍ]document､ｑｕｅｒｙＣｏｍｍａｎｄＳｕｐｐｏ『ted(cmd）

［Ｍ]ｄｏｃｕｍｅｎｔ､ｑｕｅ｢ｙＣｏｍｍａｎｄＥｎａｂＩｅｄ(ｃｍｄ）

I対応ブラウザ１

③Fireioxa6

③SaIari5

oOpera,O

lPGoogleChrom･１０
篭IntornotExpIorer9

(対応スマートフォン】

lWIAndroid
glPhonc

函

ｌｃｍｄ:コマンド
、 ノ

【解説】

編集コマンドをサポートしているかどうか訓くるには､ｑｕｅｒｙＣｏｍｍａｎｄＳｕｐｐｏｒｌｅｄ()メソッドを使い

ます｡パラメータにはコマンド名を指定します｡･サポートしている場合にはtrue,'けポートしていない場合には

ｆａｌｓｅを返します。

コマンドが現在実行可能か､有効かどうかはｑｕｅ｢ｙＣｏｍｍａｎｄＥｎａｂｌｅｄ()メソッドで調べることができ

ます｡パラメータにはコマンド名を指定します｡使用可能な状況であればｔｒｕｅ,サポートしていない場合には

ｆａｌｓｅを返します。

【ＨＴＭＬｌ

＜1DOCTYPEhtml＞

<ｈｔｍｌ＞

〈head＞

<metacharset="ｕｔ:E-8M＞

〈title>編集ｺﾏﾝドをｻボー ﾄしているか調べる</title＞

〈1inkrel=,Istylesheet'１１１ｴ，ef宮馴ＣＳＳ/main・Ｃｓs“type言‘'text/ＣＳＳ“Inedia=,‘ａＵ''＞

〈scripttype="text/javascript‘Ｉｓｒｃ二"js/sample・js‘‘></script＞

〈/head＞

くｂｏｄｙ＞

<歪or､＞

ｃｍｄユｄ:くinputtyｐｅ＝‘､ｔｅｘｔ卿ｉｄ＝''clnd,，va1ue＝‘‘ｂｏｌｄ,‘＞<br＞

くinputtype＝’･ｂｕｔｔｏｎ'ｌｉｄ＝Mexec”value=，'コマンドをチェック"＞

</Eorm＞

<divid="result．'></div＞

</body＞

〈/html＞

1２
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刑Ｉ

第１２章Ｔｅx〔Editing

【JavaScnpt】

／／編集ｺﾏﾝドをサポートしているか鯛ぺる

Window・addEventListenGr(‘､loadI､，runction()｛

document・getE1ementByｴ｡(！，exec!‘).addEventListener(‘'click01，function(）｛

varcommand＝document､getE1ementByｴ｡("cmdn).value；

varr1ag＝document・queryCommandSuppoｴ､fed(Command)；

document・getE1elnentByｴ。(‘‘result叩)．innerHTML＝flag；

：flag宮docuul唖止,queryCoInI11andEnabled(coIIunand)；

document・getE1ementByｴ。(mresultI.）．innerHTML十＝！‘<br>!‘+flag；

｝，true)；

｝，true)：

⑨ハ｡掘蔑コマンドをサポートしているか罰べろ

１．kＩＤＣｌ(qPcoo91ED÷Ｄ Ｃ

CnXlld:ｂｏＩｄ

(コマンドﾓデｪｯｸ〕

Ｉｍｌｇ

ｈＩｓｃ

フジ

謀狼

図１８bｏｌｄコマンドをチェックするとサポートしているが､使えない状況であることが分かる。

ボタンの下の簸初の行はサポートしていればtrue,していなければfalseとなる。

2行目は現在使える状況にあればlrue直使えない状況であればfaIseとなる

|鰯，繍蕊ｺﾏﾝド裁蒜~…か震べ・ｃｌｒｑ・Goo91eD沙塾 にｃ

pE6001じmdid8pE6001

（コマンド噂チェック）

fhl鎚

剛Sｃ

回２:全く対応していないコマンドをチェックすると対応していないことを示すｆａｌｓｅが表示される

'------‐---‐ー .~‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐．.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐．.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐一‐ー‐-‐‐‐１

１Ｆi｢efox4とＯｐｅｒａｌｌの不具合
レーーーーーー－－－－－－－再一一＝－＝一一－－－－－－－－－－一一ー~＝一一一一一一一一一一一一一一一＝一一ー＝－－＝－－－－－ー-ー一一一一一一一一＝一一一一－－‐ー＝ーｑ

ｌＦｉ｢efox4ではｑｕｅ｢ｙＣｏｍｍａｎｄＳｕｐｐｏｒｔｅｄ()､ｑｕｅ｢ｙＣｏｍｍａｒｌｄＥｎａｂｌｅｄ()とも実行すると例｜

｜外が発生します｡このため､肋作するかどうかのチェックは行うことができません｡また､Ope『ａ１１．１では．’

｜マンドに対応していてもｑｕｅｒｙＣｏｍｍａｎｄＳｕｐｐｏ｢ｔｅｄ()はｆａｌｓｅを返すことがあります。


