
第１３章　スプライト（Sprite）を扱う

第 1 節　スプライト（Sprite）を扱う

本章では ActionScript3.0 から新しく搭載されたスプライト（Sprite）クラスについて学習します。

図形を描いたり、描いた図形を動かしてアニメーションを作成することができます。

第 1 項　スプライト（Sprite）
本章で使用する素材ファイルをダウンロードしましょう。

第          13          章素材ファイル  

・Windows をご使用の方:

ファイル名をクリックすると自動的にダウンロードが開始されます。ダウンロード先をデスクトップに指定してください。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍しましょう。解凍したフォルダを学習用サーバの「ご自分のフォルダ」へ保存し、デスクトップから削除しておきましょう。

・Macintosh をご使用の方:

ファイル名をクリックするとデスクトップに解凍された状態でダウンロードされます。ダウロードしたファイルを学習用サーバの「ご自分のフォルダ」へ保存し、デスクトッ

プから削除しておきましょう

スプライト（Sprite）について

スプライト「Sprite」は ActionScript3.0 から新しく搭載されたクラスです。

グラフィックを表示することができ、表示オブジェクトコンテナとなって子の要素を持つこともできます。（下図参照）

また MovieClip クラスと違いタイムラインを持たないので、タイムラインを必要としない表示オブジェクトを作成する場合にも

Sprite クラスを使用した網が効率が良くなります。

クラスで見ると Sprite クラスは MovieClip クラスの 1 つ上のスーパークラスとなります。

 

スプライトクラスからインスタンスを生成すると、空のコンテナが作成されます。 

この空のコンテナの中に図形を描いたり、描いた図形を動かしたりすることができます。

スプライトクラスに図形を描く

スプライトクラスから空のコンテナを作成し、その中に図形を描く方法は、

flash.display.Graphics クラスのメソッドを使って描きます。

書式は下記のようになります。

グラフィックオブジェクト.graphics.メソッド();

となります。 上記のメソッド()にあたるスクリプトは下記のようなものがあります。

メソッド 解説

lineTo() 直線を描画するメソッド。moveTo()で線の始点

を定義し、lineTo()で線の終点を定義します。

http://www.netrecorder.jp/nrs_pca/upload/pcassist/16/13/sozai/AS3_13.zip
http://www.netrecorder.jp/nrs_pca/upload/pcassist/16/13/sozai/AS3_13.zip
http://www.netrecorder.jp/nrs_pca/upload/pcassist/16/13/sozai/AS3_13.zip


続けて線を描く場合はさらに lineTo()を呼び出

します。その際は前回の終点が自動的に始点

となります。

moveTo() 直線または曲線を描画するためのメソッド。

moveTo()で線の始点を定義します。

curveTo()

曲線を描画するメソッド。moveTo()で曲線の始

点を定義し、curveTo()で曲線の終点を定義し

ます。続けて線を描く場合はさらに lineTo()を
呼び出します。その際は前回の終点が自動的

に始点となります。

drawCircle() 円を描画。座標は親コンテナの左上隅からの

相対値で指定。

drawEllipse() 楕円を描画。座標は親コンテナの左上隅から

の相対値で指定。

drawRect() 四角形を描画。座標は親コンテナの左上隅か

らの相対値で指定。

drawRoundRect() 角丸矩形を描画。座標は親コンテナの左上隅

からの相対値で指定。

lineStyle(太さ, 色, 透明度)

単色の線を定義。このメソッドの後に Graphics
クラスの lineTo()や drawCircle()などの描画メ

ソッドを呼び出すと定義したスタイルの線が描

画されます。

beginFill()

塗りの開始を指示。このメソッドの後に

Graphics クラスの lineTo()や drawCircle()など

の描画メソッドを呼び出すとその描画領域に

塗りが適用されます。

endFill()
塗りの終了を指示。begin メソッドで開始した塗

をこのメソッドが呼び出された時にレンダリング

する。

beginGradientFill()

グラデーションによる塗りを定義。このメソッド

の後に Graphics クラスの lineTo()や
drawCircle()などの描画メソッドを呼び出すと

その描画領域にグラデーションが適用される。



第 2 項　スプライト（Sprite）図形の描画

スプライト（Sprite）図形の描画

本項ではスプライトクラスで図形を描き、その図形をアニメーションさせるムービーを作成します。

スプライトクラスのインスタンスの作成は、今までの「埋め込みアセット」クラスなどでインスタンスを作成してきた方法と同じです。

たとえばインスタンス「mySprite」というスプライトクラスのインスタンスを作成する場合は、下記のようなスクリプトになります。

var mySprite:Sprite = new Sprite();

この上記のインスタンスに前項で説明しました「graphics」メソッドで図形を描いていきます。

それでは順に解説を踏まえてスプライトオブジェクトを作成してい見ましょう。

フラッシュを立ち上げ、

[ファイル]-[新規]-[Flash ファイル（AS3.0）]で新規ファイルを開きましょう。

「as」レイヤーを新規で追加作成し、1 フレーム目に以下のコードを記述しましょう。

var mySprite:Sprite = new Sprite();

mySprite.graphics.beginFill(0x000000);

mySprite.graphics.drawCircle(0,0,20);

解説

・スプライトクラスからインスタンス：「mySprite」を作成

・インスタンス：「mysprite」を黒く塗りつぶす

・インスタンス：「mysprite」を中心の座標（0,0）の位置に半径 20px の円を描く 

　→グラフィックオブジェクト.drawCircle(中心の x 座標, 中心の y 座標, 円の半径)

 
上記の式でスプライトオブジェクトは作成されました。

しかしここで【Ctrl+Enter】[Cmmand+Enter]キーでプレビュー画面を開いてもステージ上には何も表示されません。

上記の式は単にメモリ内にスプライトオブジェクトが作成されただけなのです。

ステージ上に配置してムービー内で見れるようにするためには「addchild()」メソッドを使用して、

表示リストに追加する必要があります。

下記の青文字のコードを追加しましょう。

var mySprite:Sprite = new Sprite();

mySprite.graphics.beginFill(0x000000);

mySprite.graphics.drawCircle(0,0,20);

addChild(mySprite);



青文字部分の解説

「mySprite」をステージ上に配置する

 

上記作成後プレビュー画面で確認すると確かに黒色の円図形が左上に確認ができました。

（※この段階では mySprite のプロパティ値の x,y 座標の値を設定していないので初期値の（0,0）にオブジェクトが配置されま

す。） 

 

それではここでインスタンスの配置に少し工夫をしてステージ上のランダムな位置に配置する設定を行ってみましょう。

下記の青文字のコードを追加しましょう。

var mySprite:Sprite = new Sprite();

mySprite.graphics.beginFill(0x000000);

mySprite.graphics.drawCircle(0,0,20);

addChild(mySprite);

mySprite.x = Math.random() * 550;



mySprite.y = Math.random() * 400;

青文字部分の解説

・インスタンス：「mySprite」の x 座標を 0～550 の間のランダムな数値を取得してステージ上に配置する。

・インスタンス：「mySprite」の y 座標を 0～400 の間のランダムな数値を取得してステージ上に配置する。

ワンポイント

ランダムな値を返す Math.random()

Math.random()は 0～1 の範囲内の数値を返します。

上記の式 Math.random()*550 は 0～550 の値を mySprite の x 座標にあてはめる式になります。 

同様に y 座標の値に関しても Math.random()*400 より 0～400 の範囲内の数値が代入されます。

では次に、先ほど作成した黒丸内に新しく小さな白丸を黒丸内部に追加します。

これは表示オブジェクトの表示オブジェクトコンテナにオブジェクトを追加するというスクリプトの復習となります。

では下記のように続きで新しくスプライトクラスからのインスタンス：「mySprite2」を作成しましょう。

var mySprite:Sprite = new Sprite();

mySprite.graphics.beginFill(0x000000);

mySprite.graphics.drawCircle(0,0,20);

addChild(mySprite);

mySprite.x = Math.random() * 550;

mySprite.y = Math.random() * 400;

var mySprite2:Sprite = new Sprite();

mySprite2.graphics.beginFill(0xffffff);



mySprite2.graphics.drawCircle(10,10,5);

次にこのインスタンス：「mySprite2」をはじめに作成したインスタンス：「mySprite」の中に配置します。

表示オブジェクトコンテナの中にオブジェクトを追加する方法は、表示オブジェクトコンテナ（今回の場合は「mySprite」）に「.」ドッ

トを続けて記述します。

下記の青文字の部分を追加しましょう。

var mySprite:Sprite = new Sprite();

mySprite.graphics.beginFill(0x000000);

mySprite.graphics.drawCircle(0,0,20);

addChild(mySprite);

mySprite.x = Math.random() * 550;

mySprite.y = Math.random() * 400;

var mySprite2:Sprite = new Sprite();

mySprite2.graphics.beginFill(0xffffff);

mySprite2.graphics.drawCircle(10,10,5);

mySprite.addChild(mySprite2);

青文字部分の解説

・インスタンス：「mySprite」の中にインスタンス：「mySprite2」を配置する

プレビューで確認してみましょう。黒丸の中に白丸が配置されました。



 

では次にステージ上に配置されているオブジェクトをクリックしたら回転し始め徐々に消えていく設定を行います。

スクリプトの構造自体は今まで学習してきた内容でできます。

以下のスクリプトの青文字の部分を追加しましょう。

var mySprite:Sprite = new Sprite();

mySprite.graphics.beginFill(0x000000);

mySprite.graphics.drawCircle(0,0,20);

addChild(mySprite);

mySprite.x = Math.random() * 550;

mySprite.y = Math.random() * 400;

var mySprite2:Sprite = new Sprite();

mySprite2.graphics.beginFill(0xffffff);

mySprite2.graphics.drawCircle(10,10,5);

mySprite.addChild(mySprite2);

mySprite.buttonMode = true;



mySprite.addEventListener(MouseEvent.CLICK, xRot);

function xRot(e:MouseEvent):void {

        mySprite.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, yRot);

        function yRot(e:Event):void {

                mySprite.rotation += 45;

                mySprite.alpha -= 0.03;

        }

}

青文字部分の解説

・インスタンス：「mySprite」をボタンモードを「true」にしてクリックが出来るようにする。

・インスタンス：「mySprite」にクリックしたら関数：「xRot」を呼び出す用にイベントリスナーを登録する

・インスタンス：「mySprite」をクリックすると 45 度づつ回転し、透明度の値を 0.03づつ下げて行き、徐々に見えなくするアニ

メーションを設定。

それでは最後に繰り返しのスクリプト：「while」を使ってステージ上にランダムに複数のインスタンス「mySprite」を配置するムー

ビーを作成します。



「while」の構文は、

while (条件) {

        //処理

}

でした。

また今回は表示オブジェクトコンテナのプロパティである「numChildren」を使って 20個インスタンスを配置する条件を設定します。

下記の青文字の部分を追加してスクリプトを完成させましょう。

while (this.numChildren < 20) {

        addBall();

}

function addBall() {

        var mySprite:Sprite = new Sprite();

        mySprite.graphics.beginFill(0x000000);

        mySprite.graphics.drawCircle(0,0,20);

        addChild(mySprite);

        mySprite.x = Math.random() * 550;

        mySprite.y = Math.random() * 400;

        var mySprite2:Sprite = new Sprite();

        mySprite2.graphics.beginFill(0xffffff);

        mySprite2.graphics.drawCircle(10,10,5);

        mySprite.addChild(mySprite2);

        mySprite.buttonMode = true;



        mySprite.addEventListener(MouseEvent.CLICK, xRot);

        function xRot(e:MouseEvent):void {

                mySprite.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, yRot);

                function yRot(e:Event):void {

                        mySprite.rotation += 45;

                        mySprite.alpha -= 0.03;

                }

        }

}

青文字部分の解説

・ユーザー定義関数：「addBall()」を 20回繰り返し実行する。

・while構文で実行されるユーザー定義関数：「addBall()」を定義する。

 

ムービーの設定は以上になります。

【Ctrl+Enter】[Cmmand+Enter]キーを押してプレビュー画面で確認してみましょう。



第３項　スプライトクラスを使ったマウスアニメーション

スプライトクラスを使ったマウスアニメーション

本項ではさらに応用的な要素を含めたスプライトクラスのアニメーションを作成します。

ここでは今までの知識で十分作成できるアニメーションの内容となっているので、詳しい解説は省きます。

（※スクリプト内に「//」以降に解説がありますので各自で確認してみましょう。） 

 

素材フォルダ「AS3_13」から、素材ファイル AS3_13_2.fla を開きましょう。

「シーン１」、「as」レイヤーの[1 フレーム目]にすでに完成のスクリプトが記述されています。

下記にも同様の解説を記載しますので、各自内容を確認しましょう。

//↓ステージ上にマウスが動いたときとクリックしたときにイベントを呼び出すようにリスナー登録をする

02.stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, mouseCircle);

03.stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, mouseCircle);

//上記イベントリスナーで呼び出される関数：「mouseCircle」の設定

06.function mouseCircle(e:MouseEvent):void {

07.     for (var i:Number = 1; i<=4; i++) {//輪を 4 つ作成するための設定

//↓戻り値がスプライトの値をもつ変数：「myCircle」を生成し関数：「makeCircle」を代入する

08.             var myCircle:Sprite = makeCircle();

//↓drawCircle()メソッドの引数にインスタンス：「myCircle」を設定し、

//↓myCircle の戻り値のプロパティの値で円を描く

09.             drawCircle(myCircle);

10.     }

11.}

12.function makeCircle():Sprite {//戻り値がスプライトの関数：「makeCircle」を定義する

//↓スプライトクラスからインスタンス：「mySprite」を生成する

13.     var mySprite:Sprite = new Sprite();

14.     addChild(mySprite);//先に生成されたインスタンス「mySprite」をステージ上に配置する

15.     mySprite.x = stage.mouseX;//インスタンス「mySprite」の x 座標をマウスの x 座標値にする

16.     mySprite.y = stage.mouseY;//インスタンス「mySprite」の y 座標をマウスの y 座標値にする



//↓スプライトの円の半径をアニメーションで作成させるために ENTER_FRAME で値を出す

17.     mySprite.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterF);

//mySprite の値を返す。これによって 9行目の drawCircle()の引数の値が出るので円が描ける

18.     return mySprite;

19.}

//↓9行目で発動させる関数：「drawCircle」（引数に 8行目の値をもつ）を定義する

20.function drawCircle(mySprite:Sprite):void {

//↓21～25行までは 27行目に設定する「lineStyle（）」の引数を設定する

21.     var thickness:Number = 0.1;

22.     var color:Number = 0x666666;

23.     var alpha:Number = 0.5;

24.     var pixelHinting:Boolean = true;

25.     var scaleMode:String = "none";

//↓スプライトの円の半径をランダムに生成する。1+Math.random()*4 とすると輪の大きさが調整でる

26.     var xCircle:Number =Math.random()*4;

//↓スプライトの円の線の情報を設定。

27.     mySprite.graphics.lineStyle(thickness,color,alpha,pixelHinting, 
scaleMode);

//↓スプライトの円を描く。26行目のランダムな値によってランダムな半径を生成。

28.     mySprite.graphics.drawCircle(0, 0, xCircle);

29.}

30.function onEnterF(e:Event):void {//17行目でスプライトの円をアニメーションさせる設定。

//↓17行目の Event の値はスプライトのプロパティ値で、

//↓その値をスプライトクラスのインスタンス：「xSprite」に代入する

31.     var xSprite:Sprite = e.target as Sprite;

//↓31行目で「xSprite」がスプライトのプロパティをもったので、



//↓その中の「alpha」プロパティの値を条件式として扱う

32.     if (xSprite.alpha > 0) {

33.             xSprite.scaleX += 2;//x 方向に 2pxずつ拡大していく

34.             xSprite.scaleY += 2;//y 方向に 2pxずつ拡大していく

35.             xSprite.alpha -= 0.05;//透明度を 0.05ずづ減らして、透明に近づけていく

36.     } else {//xSprite の alpha値が 0（＝透明）だった場合

//↓インスタンス：「xSprite」をステージ上から消去する

37.             xSprite.graphics.clear();

//↓関数：「onEnterF」を呼び出すイベントリスナー登録を消去する。

38.             xSprite.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterF);

39.             removeChild(xSprite);//表示リストからインスタンス：「xSprite」を消去する

40.     }

41.}



キーポイント 1

関数の定義方法

スクリプト中 8 行目や 12行目に戻り値の型を設定する関数の設定があります。

関数の定義方法にはいくつかの方法がありますが、一般的な設定方法は、function キーワードを使った設定方法と代入式

を使った関数定義の方法があります。

function 関数名(引数):戻り値の型　 {

　　処理内容 ;

　　return　戻り値 ;

} 

→まず function キーワードを記述し、処理の内容が分かるような関数名をつけましょう。それに続く「()」内に引数を指定しま

す。戻り値を返す場合は引数の後に戻り値の型を指定します。戻り値を返さないときはデータ型の代わりに「void」を指定しま

す。関数内に return ステートメントを記述すると、関数の呼び出し元に戻り値の値を返すことができます。

var 変数名　= function(引数):戻り値の型 {

　　処理の内容 ;

　　return 戻り値

} 

次に代入式を使った定義で、変数またはプロパティにユーザー定義関数を代入する方法です。

基本的に「＝」を使用することと関数名を指定しないことを除けば、定義方法は function キーワードと同じ設定ができます。

キーポイント 2

for構文の繰り返し

7 行目にある for構文は変数：「i」を使って 4 回処理を繰り返す設定を行っています。以前学習した for構文は「 { }」内にも変

数：「i」を使用して繰り返す分オブジェクトを生成して処理を行ってきましたが、今回のように単に「 { }」内の処理を 4 回繰り返

すような設定も可能です。

キーポイント 3

戻り値の扱い方

8 行目から 29 行目にかけて戻り値を利用する関数を使用しています。

まず 8 行目で「makeCircle()」という関数をスプライト型の変数：「myCircle」に代入します。これは 12行目で「makeCircle()」

の関数をスプライトのデータ型として戻り値に設定している（関数が最終的にスプライトの値として変換される）ので、8 行目

のように同じデータ型の変数に関数を代入して、関数を変数として扱うことができるのです。 

次に 9 行目で drawCircle()の引数に「myCircle」を設定しています。

drawCircle()は引数に drawCircle(円の中心の x 座標, 円の中心の y 座標, 円の半径)と 3 つの値を引数に設定して円を描き

ます。「myCircle」も 12行目～19 行目までで x 座標、y 座標、半径（onEnterF でアニメーションする半径を 30行目で生成）

のプロパティを持つので、drawCircle(myCircle);の設定で動きのある円が描けるのです。

また 20行目の設定は drawCircle()メソッドの定義です。関数の定義ではなくメソッドの定義なので戻り値は返さないので

function の定義では「void」となるのです。

キーポイント 4

lineStyle()

27 行目では円のラインのプロパティを lineStyle()で設定します。

lineStyle は、

グラフィックオブジェクト.lineStyle(太さ、カラー、アルファ値、ヒンティング、拡大/縮小モード）で設定しています。

（※ヒンティングとは 1 ピクセル以下のラインに対して部分的に透明効果を使い、モニター上で 1 ピクセルより細いラインを表

現するために使います。）

以上でスプライト（Sprite）クラスの学習を終了します。

次回最終章では今まで学習してきた内容を踏まえたフラッシュサイトを作成します。
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