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は、 のメジャーバージョンアップとして、 年度中の仕様策定が予定

されている ）。 ページの文書書式を設定する （

）、 ページのデザインを担当する （ ）、 ページ

でのプログラミング言語 の つを有機的に結びつけ、高度なアプリケーション

の開発が可能なものにするよう、現在仕様の作成中である。

さまざまな新しい機能の追加が予定されているが、特に注目が高いのは画像に関する機能

である。 で 次元図形が動的に描画できるようになっている。この他にアニメー

ションを動的に作成する機能も追加されている。

ページで動画を表示するには、アニメーション や ファイルの利用など、

動画を別のファイルとして ページに組み込むのが主流である。他には、 の

プログラムを利用して、画像ファイルを動かすなどの動的なアニメーションの作成も行われ

ている。

しかし、 では、 ページのソースファイル内に図形描画のプログラムやア

ニメーションの設定を書き込むことができるようになり、より効率的なアニメーション作成

が可能となる。また、 によるアニメーション機能も予定されており、こちらは本格的

なプログラミングを知らなくても、より直感的にアニメーションが作成できるようになって

．序論

．ブラウザでの動的なアニメーションの作成について

．従来のアニメーションの方法 （）関数を用いる方法

．新しい方法 （）の利用

． を用いた新しいアニメーションの方法

． を用いる方法… コマのアニメーション

． を用いる方法… コマ以上のアニメーション

．結論

と動的なアニメーション
ー物理シミュレーションへの適用事例─

佐 藤 仁

） の （草案）



いる。

これらの の新しい機能は、 、 、 といったブラウ

ザで実験的に実装され、 年ころから使えるようにはなっていたが、

（以下、 と略記する）への搭載は遅れていた。しかし、ようやく

（以下、 と略記する）において本格的に搭載されるようになった。 年の

アップデートにより、 がほぼすべての マシンに搭載されるようになったの

で、新しいアニメーションの機能は、ほとんどの マシンで利用できるような環境

となってきている。また、 年度中に予定されている、 の への

アップデートで、 の登場が予定されている。 ではより進んだ への対応

が期待されている。

ページ作成の基本言語である で動画作成の標準仕様が定まれば、それにし

たがって作成された動画は、 や などの ブラウザの違いを超えて利用可能

となる。また、 は、タブレット端末やスマートフォンでの ブラウザでも対応

が考えられている。こうした対応が進めば、パソコン・タブレット端末・スマートフォンす

べてで実行可能な動画プログラムの作成が期待できる ）。

本論文では、 でようやく実験可能となってきた ）、 の新しいアニメーション

の機能をテストし、そこから得られた知見を報告する。紹介する動的なアニメーションの機

能は、 （）、 、 である ）。これ

らは、 の仕様を決めている （ ）によると、まだ

（ 草案）状態である。しかし、 をはじめとして多くのブラウザで

実験的に実装されているので、これらの機能はこのまま採用されると考えられるが、正式な

勧告時に機能の大幅変更があるかもしれない（最悪の場合、正式採用が見送られる可能性が

無いわけではない）。

各機能の の を示しておく。

・ （）最新版は ）、

・ 最新版は、

・ 最新版は、
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）スマートフォン用の新しい として、 や の開発が進められているが、これら
はいずれも の利用を前提としている。
）本稿は 年 月に執筆している。
） ではこの他、 次元のベクトル画像描画機能 でのアニメーションも可能だが、これは特別
なファイル形式であり、データ形式などが全く違うのでここでは取り上げない。
）本稿執筆の 年 月時点



と動的なアニメーション（佐藤）

．ブラウザでの動的なアニメーションの作成について

アニメーションの基本原理は、古くからある パラパラ漫画 である。パラパラ漫画は、

少しだけ内容の違う画を一枚ずつ描いたものを複数枚準備して、それらを次々切り替えて見

せることにより、動いているように見せている。

コンピューター上では、静止画を切り替えて連続して描画することによりアニメーション

を実現する。パラパラ漫画の コマにあたる静止画を フレーム（ ） と呼ぶ。ま

た、 秒間に描画するフレームの数を フレームレート（ ） と呼び、単位とし

て （ ） を用いる。一般に、フレームレートが高いほど、動画は滑

らかな動きとなる。現在の標準では、地デジテレビのフレームレートが で、映画が

程度である。これに対して、 を含む多くの ブラウザでは、最大 と

なっている。

ブラウザの の値は、コンピューターのマシンスペックと、表示する動画のサイ

ズや内容に大きく依存する。 においては、簡単に の値を表示させて確認すること

はできないが、例えば 社が、次のようなベンチマーク用のサイトを作成している

ので、そこで確認できる。

社の ブラウザの 確認用のサイト

最近のデスクトップコンピューターであれば、ほとんど全てのマシンで、 の最高値

を実現するようである。

なお、 の次期バージョンである では、ブラウザ上で簡単に 値を確認できるよ

うになる予定である ）（ では、ショートカット で出てくる

タスクマネージャの 欄で確認できる）。

を実現するには、動画のあるフレームから次のフレームまでを、 （秒）

…（秒） （ ミリ秒）間隔で切り替えることになる。これより早い時間間隔で

フレームの切り替えを指定すると、不具合が生じることになる。

たとえば、 （）関数を利用すれば、 ミリ秒間に コマずつ描画することを

回繰り返すようにプログラムすることができる。理論的には 秒で終了するはずである

が、 コマの描画に ミリ秒以上かかるため、全体が終了するまで 秒以上かかってしま

う。

こうしたことを防ぐために、今までは のプログラムを工夫してきたが、

では、新しく追加された機能を用いることにより、より簡単に最適なアニメーショ

ンを作成できるようになる。

本格的な物理シミュレーションを行うためには、ブラウザ上でのこうしたアニメーション

の仕組みを考慮する必要がある。本稿では、簡単な物理学的な運動のシミュレーションとし

）参考サイト
の新機能その ういはるかぜの化学



て、地球上での物体の自由落下運動を取り扱う。ただし、正確なシミュレーションを行うに

は、ブラウザ画面上にきちんとした座標系を設定しなければならず、この部分のプログラミ

ングが煩雑となる。本論文では、 で予定されているいくつかの新しいアニメーショ

ン機能の特徴を検証することを主な目的としているので、座標を定義した正確なシミュレー

ションは行わないことにする。物体の自由落下の特徴、すなわち 落下中、下向きにどんど

ん加速していく 様子の実現にとどめる。

自由落下運動の基本的な考え方は、次のようになる。

古典力学の結果によると、質量 （ ）の物体を自由落下（初速度ゼロで落とす）させた

時の移動距離 （ ）は、質量によらず

という式で表される。

この式では、時刻 で 座標の原点 にいるとし、時間 が経過したときの 座標

の値を求めている。 は重力加速度（ （ ））である。これは、鉛直下方を 軸

の正の向きに取った時の式であるが、パソコンの画面上では左上の角を原点 として、右

向きに 軸、下向きに 軸が設定されているので、この式での計算が適している。

このモデルの物体の運動を表現する基本的な量は、時間 （ ）と位置座標 （ ）であ

る。パソコン上でこの運動をシミュレートするには、これらをパソコンのプログラムで扱え

る量に変換しなければならない。

この変換方法は、どのような機能を使ってアニメーションさせるかによって違ってくる。

この論文では、動的なアニメーション作成の方法として、

（）関数を用いる方法

（）を用いる方法

の機能を用いる方法

の つを考える。 は以前から使われている を用いたアニメーションの方法

であるが、 と の方法が、 で導入される予定の新しい方法である。

本論文では、同じ自由落下運動を、これら 種類の方法それぞれでプログラミングし、そ

れぞれの考え方の違いを考察する。詳しくは以下に述べるが、運動を表現する基本的な量、

すなわち位置 （ ）と時間 （ ）は、次の表のような対応関係を元に考えていくことに

なる。

（）と では、 時間 というより、 フレームを

切り替えるタイミングの指定 というニュアンスである。
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と動的なアニメーション（佐藤）

．従来のアニメーションの方法 （）関数を用いる方法

現在、 を利用してアニメーションを作成するときには、 （）関数を

用いることが多い ）。

（）関数は、指定した関数を、ある時間間隔（ミリ秒単位で指定できる）で繰

り返し呼び出して実行する。基本書式は次のようになる。

これを用いて、ボール（ 次元アニメーションの画像としては、円）の自由落下運動をア

ニメーションとして実現したのが次のプログラム（サンプルプログラム ）である。このプ

ログラムでは、ボールの画像をクリックすると落下を始めるようにしている。

できるだけ正確なシミュレーションを行う際には、画面上にきちんとした位置座標系を考

えねばならない。 では 次元画像の描画機能である を使えばこれが可能と

なるが、本稿では、いくつかのアニメーションの仕組みの違いを比較するの目的なので、

は使用せずに、短いサンプルプログラムとした。

きちんとした座標系を設ける代わりに、開いているブラウザの画面の大きさを ％とし

て、ある時間間隔で、一番上から一番下までボールが自由落下する様子をアニメーションに

した。 一番上 は、ボールの上端がブラウザの画面の一番上の辺に接している状態で、

のプロパティでは、 ％ と記述する。 一番下 は、ボールの上端がブラウザ

の画面の一番下の辺に接している状態で、 のプロパティでは、 ％ と記述

する。 一番下 の時、ボールの全体はブラウザの画面外に隠れて見えなくなるが、この部

分を補正するプログラムを加えると条件分岐の構造が少しわかりにくくなるので、あえてこ

のままにしてある。

以上の考え方は、以下に述べる他のアニメーションの方法による自由落下のサンプルプロ

）この他に、 （）関数もよく用いられる。書式は、 （関数名、時間）であるが、関数
を 回呼び出せば終了する。関数として、 （）を含む関数を呼び出すことにより、何度も繰り
返すプログラムを作成できる。

時間（ ） 位置（ ）

（）
時間（ または ） ピクセル（ ）または 相対位

置（％）

（）
フレーム数（各フレーム間は、

での繰り返し）

ピクセル（ ）または 相対位

置（％）

キーフレーム数（キーフレーム

の間隔は、アニメーションの進

行度（％）で指定）

ピクセル（ ）または 相対位

置（％）



グラムでも同じである（サンプルプログラムでは、アニメーション作成方法の説明に重点を

置き、 、 、 の基本事項は説明しない）。

次のサンプルプログラム では、 （）関数を用いてボールの描画を繰り返して

いる。全体を （ 秒）のアニメーションにまとめている。前節で述べたように、

（）関数は最も短くて （ ミリ秒）間隔で処理の繰り返しを行うが、この時間で

は短すぎてボールの描画が終わらない。今のブラウザの最大処理能力 は、アニメー

ションのひとコマの時間間隔にすると （ ミリ秒）である。サンプルプログラム で

は、 （）関数の繰り返しの時間間隔を にしてある。

また、 開いているブラウザの画面の大きさを ％とする としたことにより、上下の移

動距離と時間の取り扱い方にも工夫が必要となる。自由落下の際の移動距離の式が な

ので、

を補正として追加している。

サンプルプログラム
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と動的なアニメーション（佐藤）

．新しい方法 （）の利用

繰り返しの時間間隔の調整という面倒を避けることのできる、新しいアニメーションの作

成方法として で採用されるのが、 （）である。これは、

（ ）と呼ばれる、プログラミングの仕組みの

ひとつである。

（）の機能は、以下の書式でループする関数を作成する。 回の

ループ処理で コマの静止画を描き、これを繰り返すことによりアニメーションを表現す

る。特徴となるのは、このループ処理の回数を、ブラウザのフレームレート（最大 ）

で実行することである。この性質により、先の （）関数を用いたときのような、

時間指定の困難は無くなる。ただし、 コマ分の静止画の描画に多くの時間を要する場合、

フレームレートが より下がる現象が起こる（これを フレーム落ち という）。この

時は、動きがゆっくりとなるなどのパフォーマンスの低下を感じることになる。

現時点では、 （）に正式に対応しているブラウザは だけであ

る ）。

（）の使用例

（）関数の中から、 （）関数を呼び出して、無限ループさせる例

）正式採用していないと、ベンダープリフィックスを付けた関数名での実装となる。たとえば、
では、 という名前で呼び出す。



実際には、このままでは無限ループとなるので、 （）文などでループを終了させるプ

ログラムを適宜追加して利用する。

次のサンプルプログラム が、サンプルプログラム と同様の動作をする、ボールの自由

落下のプログラムである。画面描画と繰り返しの基本的な考え方は、サンプルプログラム

と同じである。

サンプルプログラム
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と動的なアニメーション（佐藤）

． を用いた、新しいアニメーションの方法

では、 を用いた新しいアニメーション作成の機能が搭載される予定である。

この方法は のプロパティを変化させるものである。アニメーションの設定としては、

本質的に最初と最後のコマの プロパティを指定するだけでよく、直感的にわかりやす

い。必要なら、途中のコマの設定もできる。 のプログラミングの知識が無くて

もアニメーションを作成できることが特徴のひとつとして挙げられる。

短所としては、 内で細かい計算をさせることができないので、アニメーションのひ

とコマひとコマの を先に設定しておかねばならないことが挙げられる。そのため、テ

キストボックスからパラメーターを入力して、それに動的に対応したアニメーションさせる

には工夫が必要となる。この時は、 のプログラムと組み合わせることが必要と

なるので、結果的に先に述べた （）のみを用いた方がわかりやすい

プログラムとなる。

． を用いる方法… コマのアニメーション

は、最初のコマと最後のコマの のプロパティを設定し、その間の

アニメーションを自動的に生成してもらうタイプのアニメーションである。

指定するできる項目（プロパティ）は、以下の 種類である。

アニメーションさせるきっかけとして、マウスカーソルを乗せる（ 、次の例参

照）などがある。クリック操作など、 のイベント処理と組み合わせると利用範

囲が広くなる。



代表的な書式は、次のようになる。 の設定のところにほとんどすべてを記述してい

るところが特徴的である。

次の例は、文字 商 の上にマウスカーソルを載せると、 秒かけて、 商 のフォント

サイズが から まで拡大しながら、下方向と右方向に、それぞれブラウザの大きさ

の ％だけ移動する例である。
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トランジションを適用する のプロパティの名前を指定す

る。複数指定することもでき、ここに指定したプロパティだけ

が、アニメーションする。

トランジションの実行に必要な全体の所要時間を指定する。プロ

パティごとに異なった時間を指定することもできる。

トランジション中の値をどのように変化させるかを制御する。次

の種類が用意されている。 直線的（同じペースで変化）、

だんだん加速する、 だんだん減速する、

ゆっくり 高速 減速、 かなりゆっくり やや高速

かなり減速（ より細かくは で 次ベジェ曲線を

指定して制御することができる。詳しいことは仕様書を参照。）。

トランジションの実行が開始されるまでの待ち時間。

これらには、 …という短縮表記も存在する。



と動的なアニメーション（佐藤）

サンプルプログラム

スタイルシートの設定の部分が カ所あり、 の部分がアニメーションの最初のコ

マの の設定、 の部分が最後のコマの の設定である。 は、

オブジェクトに マウスカーソルを載せた時 というタイミングに反応するしくみで、

の擬似クラスと呼ばれるもののひとつである。

自動作成されるアニメーションの部分は、細かく制御することが難しい。そのため、ここ

で取り上げてきた自由落下運動などのシミュレーションには向かない。一方、 ページ



上のオブジェクトにカーソルを乗せたときなど、ちょっとしたイベント発生時に簡単なアニ

メーションを取り入れるようなときには、作成が非常に容易である。

シミュレーションには、次に述べる、途中のコマの制御ができる の利用

が必要となる。

． を用いる方法… コマ以上のアニメーション

の機能を用いると、途中のコマを追加できる。この機能を用いた、ボー

ルの自由落下のアニメーションの作成法について考えてみる。

で指定するできる項目（プロパティ）は、以下の 種類である。

の代表的な書式は、次のようになる。やはり、 のところにすべて

の設定を記述している。
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指定するアニメーションの名前。アニメーションのキーフレーム

を示す＠ のところに記述する。

トランジションの実行に必要な全体の所要時間を指定する。プロ

パティごとに異なった時間を指定することもできる。

トランジション中の値をどのように変化させるかを制御する。次

の種類が用意されている。 直線的（同じペースで変化）、

だんだん加速する、 だんだん減速する、

ゆっくり 高速 減速、 かなりゆっくり やや高速

かなり減速（ より細かくは で 次ベジェ曲線を

指定して制御することができる。詳しいことは仕様書を参照。）。

トランジションの実行が開始されるまでの待ち時間。

アニメーションを繰り返す回数を指定する。デフォルトは 。無

限に繰り返す もある。

アニメーションを繰り返す時、どの方向から繰り返すか指定す

る。デフォルトは同じ方向（ ）だが、逆方向から繰り返す

などが指定できる。



と動的なアニメーション（佐藤）

＠ のところで、最初のコマ（ ％）、最後のコマ（ ％）以外のコマの設定

ができるのが、 の特徴である。途中のコマの設定をうまく行えば、前章

で考えた、ボールの自由落下のアニメーションも作成できる。

ただし、途中のコマは、アニメーション全体の経過の割合（％）で指定されているので、

これと時間との対応関係をきちんと求めねばならない。また、同時に によるひとコマ

ひとコマのデータ（プロパティの値）を先に指定しておかねばならない。

自由落下運動の場合の、このデータの作成方法の一例を考えてみよう。まず、古典力学の

有名な結果である、自由落下の際の鉛直方向の移動距離の公式をもう一度思い出そう。これ

は、鉛直下向きを正の方向（ちょうどこの向きがパソコン画面上の 軸の正方向となってい

る）とすると、

・・・

となる。ここで、 は、時刻 での 座標の値、 は重力加速度（ （ ））

である。

先の例でも用いたが、自由落下運動の様子をシミュレートするもっとも簡単な方法は、ブ

ラウザの画面上にきちんとした位置座標系を設けるのではなく、ブラウザの画面の大きさを

％として、相対的に指定する方法である。

この方法によると、ボールを開いているブラウザの画面の一番上から自由落下させるに

は、 の縦位置を指定するプロパティ を ％とすればよい。これにより と

取ったことに対応する。 での指定の利点として、ボールの半径がいくらであっても、



ボール全体を一番上に表示させた状態から、スタートさせることができる。

次に、時間変化によるボールの位置の計算に移る。位置座標系を設けないため、各時間に

おけるボールの位置は、相対的な位置関係、つまり式 に基づく比例関係を表現しておけば

よい。自由落下の公式より、 座標の値は、時刻 の 乗に比例する。したがって、たとえ

ば時間が （ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、…と経過したとき、 座標の比は 、

、 、 、 、…となっていけばよい。

これを で表現するには、一番下の位置では、プロパティ の値が ％であること

を考慮して計算すればよい。たとえば、最初のコマを 番めとして、 番めのコマで終わる

アニメーションにするには、次の様に計算する。

＠ での指定に直すと、次のようになる。

このとき、ブラウザの画面の一番下の位置が の ％の位置となるため、ボールは

見えなくなる。

以上をもとに、サンプルプログラム 、 と同様のボールの自由落下運動のアニメーショ

ンを作成すると、次のサンプルプログラム となる。

サンプルプログラム

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

経過時間（ ）

の値（％）

コマの番号

＠ で

の経過の割合の

指定（％）

の値（％）



と動的なアニメーション（佐藤）

ここでのアニメーションの指定

は、次の内容の短縮記法である。



．結論

で追加予定の新しい機能で、動的なアニメーションをより簡単に実現できるよう

になった。追加されたアニメーションの機能はいくつかあるが、シミュレーションなどの細

かい指定が必要なアニメーションは、 （）を とともに利用

するのがよい。より簡易な表現でよい場合には、 や を利

用するのが簡単である。

どちらを利用するにしても、経過時間（コマの切り替えのタイミング）と図形の位置（コ

マのプロパティの設定）の関係を正しく設定しなければならない。この時の基本的な考え方

は、次の様になる。

年度中には、 のマイナーバージョンアップ がリリース予

定であるが、それとともに、 がリリースされる予定である。（ の 版は、

年 月現在、すでにダウンロードできる）。 では、 への全面対応が予定さ

れており、それとともに、 次元でのアニメーションも含めて、 ページ上での動的な

アニメーションの作成環境も強化されることが期待される。
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トウェア 年 月号

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

時間（ ） 位置（ ）

（）
フレーム数（各フレーム間は、

での繰り返し）

ピクセル（ ）または 相対位

置（％）
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（％）で指定）
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