
Flash
テクニック＆Tips

Scout、DragonBones、
Citrus Engine...など、
最新技術を解説！

エキスパートが教える
“Flashの可能性の引き出し方”
沖 良矢・池田泰延 著

電 子 版 特 別 編 集 シ リ ー ズ

Flash
Tech & Tips

Flash
Lab.

WD





外部ファイル読み込みに便利な「BulkLoader」

Adobe ScoutでFlashの最適化を行う

手軽なUIコンポーネント「MinimalComps」

パフォーマンス最適化TIPS

モバイルAIRアプリのパフォーマンス最適化

Flash Pro CCで強化された機能・失われた機能

効率良くなったモバイルAIR開発

モバイルAIRに役立つ「MadComponents」

直感的にゲーム制作できる「Citrus Engine」

DragonBonesでスケルトンアニメーションを作ろう

DragonBones＋Citrus Engineでゲームを作ろう

Citrus Engineの一歩進んだ使い方

Index 002

006

010

014

018

022

026

030

034

038

042

046

DOWNLOAD

本誌のサンプルデータは、特設サイトからダウンロードできます。
ただし、ダウンロードに際しては、以下に掲載している IDとパスワードが必要です。
ID：wdlib　パスワード：flash

ZIP

http://book.mynavi.jp/wd/wdlib/wdlib03/

本書は、Web Designingの2013年2月号～2014年1月号に掲載された連載「Flash Lab.」
をまとめたものです。なお、記載されている内容は、連載当時のものです。



002  Web Designing

Flash  Lab.
Flash
Lab.

WD

　外部ファイルを読み込む場合、通常のスクリプティングでは、読

み込むファイルの数が増えるほど必要なスクリプトの行数も増加

する。また、読み込むファイルの種類によっても、利用するクラス

や読み込み方が異なり、スクリプトが煩雑になってしまう。

　「BulkLoader」は、これらの問題を解決するための機能が詰め込

まれた、外部ファイル読み込みライブラリだ。大量の外部ファイ

ルがあっても、その種類を問わずシンプルなスクリプトで読み込

みを実装することができる。

　また、読み込む外部ファイルをXMLや JSONで管理したり、優

先度を設定したりと、より踏み込んだ使い方をするための機能も

多数用意されている。BulkLoaderの導入方法と使い方について

解説していこう。

「BulkLoader」の使い方を習得する

「BulkLoader」は、外部ファイルの読み込みとその管理をより簡単に行うためのライブラリだ。画像／サウンド／ビデオ
／SWF／XMLなど、さまざまなファイルタイプを扱えるうえ、読み込みに際してのイベントを取得することもできる。
ここでは、BulkLoaderの特徴と使い方を解説する。

Topic of the Month

沖 良矢＿OKI Yoshiya
http://ceroan.jp/　http://f-site.org/
インタラクションデザイナー。フリーランスとしてWebを中心としたテクニカ
ルディレクション、Flash／HTML5を用いたフロントエンド構築、スマートフォ
ンアプリ制作など、さまざまなプロジェクトに参加している。F-site代表。

Researcher of this Lab.

POINT

・BulkLoaderを使うと外部ファイルの読み込みを容易に扱える。

・BulkLoaderでは、読み込むファイルを外部XML／ JSONファイルで管理することもできる。

外部ファイル読み込みに便利な「BulkLoader」

■作成するサンプル

複数の外部画像ファイルを読み込み、ステージに表示するというシンプルなコンテンツ。通常は読み込むファイルの
数だけイベントリスナーを生成するなど、見た目の割には手間のかかる実装だが、BulkLoaderを使うと非常にシンプ
ルな構造にまとめることができる

【BulkLoaderの機能】
・複数ファイル読み込みの簡略化
・多様なファイルの種類への対応
・XML／ JSONで読み込むファイルや設定を管理
・変数を使ったファイルパスの切り替え
・読み込み状況レート（パーセンテージ）の調整
・優先度の設定
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SECTION1 BulkLoaderの基本的な使い方

まずは、複数の外部画像ファイルをステージに読み込んで表示するサンプルを制作しながら、BulkLoader

の基本的な使い方を習得しよう。

STEP 1  ライブラリの入手と設定

　GitHubからBulkLoader一式をダウンロー

ドし（01）、「bulk_loader.swc」にパスを通して、

BulkLoaderとflaファイルを紐付ける（02）。

STEP 2  読み込み処理

　BulkLoaderクラスで読み込み処理を実行

するには、まず引数に名前を指定した上で

BulkLoaderインスタンスを生成する（A）。こ

こで設定した名前を使えば、どこからでも同イ

ンスタンスを参照できる。

　続いてadd()メソッドで読み込む外部ファ

イルのURLを、文字列またはURLRequestで

指定する。ここでは、swfと同じ階層にある

photo1～4.jpgを読み込むように指定してい

る（B）。1つのBulkLoaderインスタンスには、

ファイルの種類を問わず、複数のファイルを追

加することができる。最後にstart()メソッドで、

追加したファイルの読み込みを開始する（C）。

STEP 3  イベントとファイル取得

　BulkLoaderでは、個別ファイル、または全体

でイベントを監視できる。ここでは、STEP2で

BulkLoaderインスタンスに登録したすべての

ファイルの読み込みが完了したかどうかを監

視するため、BulkLoader.COMPLETEイベン

トにイベントリスナーを登録する（D）。

　続いて、読み込んだファイルを取得する処理

を実装する。まず、Aで設定した名前を引数

に指定してgetLoader()メソッドを実行し、

BulkLoaderインスタンスを取得する（E）。こ

のインスタンスをもとに、ファイルの種類に合

わせてget～系のメソッドを使いわけ（04）、引

数にURL（文字列）を指定する。ここでは画像

ファイルを読み込んでいるため、getBitmap()

メソッドを実行して、Bitmapオブジェクトと

して読み込んだ画像ファイルを取得している。

最後に、読み込んだ4つのファイルをレイアウ

トしてステージに表示している（F）。

BulkLoaderは、Arthur Debert氏がMITライセンスで公
開しており、GitHubから入手できる。Gitを利用できる環
境がなくても、ページ上部のZIPボタンから入手可能だ
https://github.com/arthur-debert/BulkLoader
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「bulk_loader.swc」をflaファイルと同じディレクト
リに配置し、「ActionScript 3.0の詳細設定」ダイア
ログボックスの「ライブラリパス」タブで新規パスを
追加し、「bulk_loader.swc」と入力してOKボタン
をクリックする
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03　サンプルスクリプト（Section1.as）

package {
    import br.com.stimuli.loading.BulkLoader;
    import flash.display.Bitmap;
    import flash.display.Sprite;
    import flash.events.Event;
    
    public class Section1 extends Sprite {
        
        public function Section1() {
            var loader:BulkLoader = new BulkLoader("main");
            loader.add("photo1.jpg");
            loader.add("photo2.jpg");
            loader.add("photo3.jpg");
            loader.add("photo4.jpg");
            loader.addEventListener(BulkLoader.COMPLETE, completeHandler);
            loader.start();
        }
        
        private function completeHandler(e:Event):void {
            var loader:BulkLoader = BulkLoader.getLoader("main");
            var b:Bitmap = loader.getBitmap("photo1.jpg");
            addChild(b);
            b = loader.getBitmap("photo2.jpg");
            b.x = 480;
            addChild(b);
            b = loader.getBitmap("photo3.jpg");
            b.y = 320;
            addChild(b);
            b = loader.getBitmap("photo4.jpg");
            b.x = 480;
            b.y = 320;
            addChild(b);
        }
        
    }

}
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04　主なファイル取得用のメソッド

メソッド 主に利用するファイルの種類 取得される型
getBitmap 画像ファイル Bitmapオブジェクト
getBitmapData 画像ファイル BitmapDataオブジェクト
getNetStream ビデオファイル NetStreamオブジェクト
getSound 音声ファイル Soundオブジェクト
getText テキストファイル Stringオブジェクト
getXML XMLファイル XMLオブジェクト
getBinary バイナリファイル ByteArrayオブジェクト


