
メニュー、外部ファイル、スクロール、
ダイアログボックス、アニメーション、
マルチデバイス対応など、
サイト構築に必要なパーツが学べる！ 電 子 版 特 別 編 集 シ リ ー ズ

現役エンジニアが教える
基礎講座JavaScript
77のサンプルで、サイト構築に
必要なUIパーツの実装を学ぶ
小平麻美、木村壮哉 著

JavaScript
      for 
Upskilling
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Index ロールオーバーの基本から応用までを学ぼう

ローテーションバナーを作成してみよう

ナビゲーションのカレント表示を学ぼう

画像のプリロードで一歩上の表現を

オリジナルのモーダルウインドウを実装してみよう

スクロールを自由自在に制御しよう

jQueryアニメーションを自在に操る

XMLとJSONでページ要素を生成しよう

SVGをJavaScriptで操作する

フローティングメニューでユーザビリティを向上させる

マルチデバイス対応のコンテンツスライダーを実装しよう

コンテンツを動的に並べ替える「ソート」を学ぶ

Gruntで自動化 ! 作業を効率化する環境を整えよう

メタ言語・代替言語で開発効率を向上させよう

JavaScriptとCSS3のアニメーションを究める

本書は、月刊『Web Designing』の2014年6月号～2015年8月号に掲載された連載「JavaScript • 

Lab」「基礎講座 JavaScript」「実践講座 JavaScript+CSS」 を集約し、再構成したものです。
記載されている内容は、基本的に連載当時のものです。• 

サンプルデータによっては、ローカル環境では動作しないものがあります。その場合は、サーバに• 

アップロードするなどしてご利用ください。

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、以下に記載した IDとパスワードが必要です。
ID：wdlib　パスワード：js77

ZIP

http://book.mynavi.jp/wd/wdlib/14.html
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JavaScript  Lab.
JavaScript
Lab.

WD

Webサイトを構成するユーザーインターフェイスの中で、クリックへの誘導を喚起させる手法として、もっとも基本とな
るテクニックの一つが「ロールオーバー」だ。ボタンやメニューにカーソルを乗せると色や形が変わるロールオーバーは、
HTML5とCSS3の登場にともなって、現在ではさまざまな手法で実装できる。今回は、ロールオーバーの実装から発展ま
でを jQueryを使って基本から説明していこう。

ロールオーバーの基本から応用までを jQueryを使って学んでいこう

Topic of the Month

004  Web Designing

ロールオーバーの基本から応用までを学ぼう

　ロールオーバーの実装方法は、Webのコーディング技術の変

遷と同様にさまざまな変化をたどっている。

　Dreamweaverなどのオーサリングツールが自動生成する

JavaScriptのコードによるものから始まり、CSSによるスプライ

トシートを使った実装方法が多く使われるようになった。

　現在では、jQueryライブラリを使用してスプライトシートを

動かしたり、JavaScriptからCSS3を制御することもできるので、

作り手側ではサイトの内容やボリュームに合わせて、さまざまな

手法から最適なものを選んで実装している。

　このように技術の変遷をたどってきている奥深いロールオー

バーについて、ここでは基本的な方法から学んでいこう。今回は、

jQueryを使用した JavaScriptコーディングで紹介している。

POINT

・シンプルな画像切り替えのロールオーバーと、スプライトシートを使ったロールオーバーを学ぶ。

・hoverイベント内でアニメーションを加えた、いろいろなロールオーバーを実装してみる。

・さらにカスタマイズを加えた発展形ロールオーバーを考えてみる。

Researcher of this Lab.

小平麻美＿KODAIRA Asami
ENTACL GRAPHICXXX開発部チーフテクニ
カルディレクター。デザイナー、モデル、ディレ
クターと経て現在はフロントエンドエンジニア
として、企画・設計・構築と幅広く活躍中。
http://www.entacl.com/

木村壮哉＿KIMURA Takeya
ENTACL GRAPHICXXX開発部テクニカルディ
レクター。デザイナーからシステムエンジニア
を経て、JavaScript／ActionScriptを得意と
するフロントエンドエンジニアとして活動中。
http://www.entacl.com/

01　Hover.css

http://ianlunn.github.io/Hover/
CSSによる実装だが、hoverのアニメーショ
ンのサンプルサイト

02　Original Hover Effects

http://tympanus.net/Tutorials/Original
HoverEffects/
こちらもCSSによるhoverのサンプルサイト

03　jRumble

http://jackrugile.com/jrumble/
hoverでブルブルと震える効果を実装できる
jQueryプラグイン

04　3D CSS Tester

http://thewebrocks.com/demos/3D-css-
tester/
CSSの3D効果をブラウザ上でテストできる
サイト
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サンプル01　画像の切り替え

　ここでは画像を_dと_onの名前に統一し、

2つの画像をロールオーバーさせる（01）。_d

はデフォルトの、_onはカーソルをボタンに

載せたときの画像とする（02）。

　単純に_dと_onの切り替えでも問題ないが、

ロールオーバーはa要素に内包されている場合

がほとんどなので、JavaScript側ではa要素

の中の画像を参照するようにしている（03）。

　これにより、a要素に括られていない_dの

画像はロールオーバすることはない。こうする

ことで、たとえば「Coming Soon」のように、

ボタンやメニュー自体はあっても押せないと

いった状態にも対応できる。

サンプル02　SpriteSheetを使用した 
 画像の切り替え

　スプライトシートによるロールオーバー

はCSSで実装することも多いが、ここでは

JavaScriptで背景に敷いたスプライトシート

を切り替えてみよう（04、05）。

　ここではHTML側でオプションとしてター

ゲットを設定し、JavaScript側でそのターゲッ

トのbackground-positionを動かすようにし

ている（06）。このオプション設定部分では、複

数を指定することもできるようにしている。

　見た目や挙動はサンプル01と変わらないが、

画像の管理ではスプライトシートがとても役

立つ。このようなシンプルな動きの場合には、

非常に有効だ。

　また、今回のサンプルでは複数のセレクタも

指定できるようにしているので、同サイズであ

れば一括でアニメーションを管理できる。

jQueryのhoverイベントを使ったシンプルなロールオーバーを実装してみよう。ここでは、画像
の単純な切り替えとスプライトシートを使用した方法を紹介する。

LESSON1 hoverイベントを使った
 ロールオーバー

JavaScrip
t

W
eb D

esig
n

in
g  Lab

o
rato

ry 

Lab
.

01　サンプル01の動き

ロールオーバーするとデフォルトの白い画像（_d）が
茶色い画像（_on）に切り替わるシンプルな動き

02　ロールオーバー部分

デフォルト時／ロールオーバー時の画像は別々に用意する

04　サンプル02の動き

見た目や挙動は、サンプル01と変わらない

05　スプライトシートで使う画像

デフォルト時／ロールオーバー時の画像を一枚にまとめる

03　メニュー部分の JavaScript

a要素の中に_dと
いう画像があるかど
うかを判別した上で
ロールオーバーの記
述を行う

$(function() {
  $("a").each(function() {
    if ($(this).find("img").attr("src").indexOf("_d") != -1) {
      $(this).hover(function() {
        var $img = $(this).find("img");
        $img.attr("src", $img.attr("src").replace("_d", "_on"));
      }, function() {
        var $img = $(this).find("img");
        $img.attr("src", $img.attr("src").replace("_on", "_d"));
      });
    }
  });
});

06　スプライトシートを制御

HTML側では、ターゲットとなるセレ
クタを指定し、JavaScript側では、そ
の中のCSSのbackground-position
を制御している

<script>
$(function() {
  rollover("nav");
});
</script>

・HTML

function rollover(selector) {
  selector = selector + " a";
  $(selector).hover(function() {
    var index = $(selector).index(this);
    $(this).css({"background-position":"-260px " + 
(index * -28) + "px"});
  }, function() {
    var index = $(selector).index(this);
    $(this).css({"background-position":"0 " + 
(index * -28) + "px"});
  });
}

・JavaScript

@

@
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サンプル03　CSS3を JavaScriptで 
 制御する

　CSS3のトランジションと JavaScriptを組み

合わせて、アニメーションを加えたロールオー

バーを実装してみよう（01、02）。少し変わっ

た方法ではあるが、覚えておいて損はないだろ

う。ここでは、マウスオーバーでメニューの横

幅を伸ばし、同時に色を変化させている。

サンプル04　CSS3を JavaScriptで 
 制御する　その2

　JavaScriptのcallback関数を使用して、ア

ニメーションに一工夫を加えてみよう（03、

04）。ここでは、CSSで幅を横に伸ばしきった

ら色を変化させるという動きを JavaScriptで

制御している。

サンプル05　背景画像を JavaScript 
 で制御する

　.animateを使用すれば、背景にポジション

アニメーションを加えることもできる（05、

06、07）。CSS3を使っても実現可能だが、

JavaScriptを使うことで、互換性の問題を気に

することなく、少しだけリッチな表現のロール

オーバーが可能になる。

サンプル06　スプライトシートを 
 JavaScriptで制御する

　背景を動かすという点ではサンプル05と同

様だが、スプライトシートを使用したアニメー

ションを施してみよう（08、09）。

　今までのサンプルよりも JavaScriptは長く

なるが、ここまでの応用編にもなっているの

で参考にしてみてほしい（10）。サンプルでは

矢印を動かしているだけだが、この方法を使え

ば、さまざまなアニメーションが実装可能だ。

hoverイベント内で、アニメーションを加えたロールオーバーを実装してみよう。ここでは、演出
を変えて、4つのサンプルを作成した。ロールオーバーというと、単に色や形を変えると思いがち
だが、ちょっとしたアイデアで目を惹くものにできる。たった数行で済むアニメーションもあるの
で、ぜひ有効活用してほしい。

LESSON2 hoverイベントでアニメーション

02　JavaScript

hoverファンクション内で、CSSを制御している

$(function() {
  $("nav a").hover(function() {
    $(this).css({width:400, background:"rgba(194,120, 
25,0.8)"});
  }, function() {
    $(this).css({width:260, background:"rgba(255,255, 
255,0.8)"});
  });
});

01　サンプル03の動き

マウスオーバーでボタンが伸びると同
時に茶色になる

04　JavaScript

サンプル03と同様のコード（02）に、callback関数での変化を追加している

$(function() {
  $("nav a").hover(function() {
    $(this).animate({width:400}, function() {
      $(this).css({background:"rgb(255, 0, 0)"});
    });
  }, function() {
    $(this).animate({width:260}, function() {
      $(this).css({background:"rgb(255, 255, 255)"});
    });
  });
});

03　サンプル04の動き

マウスオーバーで、ボタンが伸び切っ
てから、茶色に変わる

05　サンプル05の動き

マウスオーバーすると、背景の画像を
移動させてアニメーションさせている

07　JavaScript

基本的な書き方は、ほかのサンプルと同様。ここまで短いコードでも、一味違った
ロールオーバーとなる

$(function() {
  $("nav a").hover(function() {
    $(this).animate({"background-position-x":-720});
  }, function() {
    $(this).animate({"background-position-x":0});
  });
});

06　アニメーションさせる背景画像

サンプルとしてわかりやすいように細かいボーダーが入ったものを使用している
が、アイデア次第ではうまく使えるだろう

08　サンプル06の動き

背景の一部をロールオーバーでアニ
メーションさせている

10　JavaScript

実際にアニメーションを行っている関数。その前段階として別の関数もあるが、 
難しいことをしているわけではないので実際のコードを確認してほしい

// 実際にアニメーションを行う関数
function animate() {
  bgpos -= BGPOS_STEP;
      if (bgpos < BGPOS_END) bgpos = 0;
  if ($span) $span.css({"background-position-x":
bgpos});
}

09　アニメーションさせる背景画像

コマアニメ的なアニメーション用の背景画像

@

@

@
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いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。



「
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
」

1 2
豊富なイラストで「なぜ?」を解消! 
Javaの第一歩を踏み出そう

『スッキリわかるJava入門 第2版』は、Javaの基礎から初
学者には難しいとされるオブジェクト指向まで、膨らむ疑問
にしっかり対応しました。Javaプログラミングの「なぜ？」が
わかる解説と約300点の豊富なイラストで、楽しく・詳しく・
スッキリとマスターできる構成となっています。「なんとなく
Javaを使っているけれど、オブジェクト指向の理解には自
信がない」「学習の途中で挫折してしまった」という方にも
おススメです。

スッキリわかる
Java 入門 第2版

インプレス
中山清喬・国本大悟（著者）
658 ページ
価格：2,376 円（PDF）

Java

300ものイラストで楽しく・詳しく・スッキリとマスター!

体験型の本書でプログラミングの
第1歩を踏みだそう！

『やさしくはじめるiPhoneアプリ作りの教科書【Swift 3＆
Xcode 8.2対応】』は、iPhoneアプリを作ってみたい初心
者のための入門書です。プログラミングが初めての人、苦
手意識がある人でも楽しく学んでいけるよう、なるべくやさ
しく、イラストや図をたくさん使って解説しています。本書
では実際にサンプルアプリを作りながら学んでいきますが、
イラストによる解説で、一歩ずつ丁寧に、iPhoneアプリ作
りの基本と楽しさを学べます。

やさしくはじめる
iPhoneアプリ作りの
教科書【Swift 3＆Xcode 8.2 対応】 

マイナビ出版
森巧尚（著者）、 
まつむらまきお（イラスト）
312ページ　価格：3,002 円（PDF）

Swift
（iOS開発）

作成するサンプルアプリは

シンプルで、
意味を理解しながら作っていける

イラストによる解説で、プログラミングがはじめての人でも学べる

会話のやりとりの中にも、

開発現場でのヒントが

詰め込まれている

2017

3.6 おすすめ
電子書籍



プログラミング未経験でも
Androidアプリを開発 !
Android
開発

JavaScriptを網羅的に
取り上げた骨太の1冊
Java
Script

幅広いジャンルで活躍 !
C#がキホンから学べる本

C/C++

初歩から順に理解できる
PHPとデータベース

PHP

PHP5.4の基本から
MySQLとの連携まで!

PHP

初めてのウェブ開発も安心
Rubyの文法を基礎から解説

Ruby

イラストでよくわかる
Android アプリのつくり方

Android Studio 対応版

親しみやすいイラストや、ステップバイステップで
の丁寧な解説が基本コンセプト。開発環境
「Android Studio」に対応し、Android のプロ
グラムを作りながら、自然に Java というプログラ
ム言語の知識が身につきます。

インプレス
羽山博・めじろまち（著者）

価格：2,138 円（PDF）

JavaScript 逆引きハンドブック

JavaScript の逆引きリファレンスの決定版。
JavaScript の機能を網羅的に取り上げていて、骨
太の 1冊になっています。JavaScript の基本的な
処理や便利な Tips はもちろん、HTML5 の API
についても数多く掲載しています。

シーアンドアール研究所
古籏一浩（著者）

993 ページ　価格：3,694 円（PDF）

基礎からわかる C#

本書はプログラミングの経験がある人を対象とし
た、プログラミング言語「C#」の入門書です。C#の
概要から基本的な文法、特徴的な機能まで、わかり
やすく解説しています。C# 6.0 の新機能について
も解説しています。

シーアンドアール研究所
西村誠（著者）

168 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしいPHPの教本
PHPとデータベースの基本を順番に学んで、実践
的なプログラムを完成させていく PHP の入門書
です。大事なポイントや勘違いしやすいポイントは
講師がフォロー。セミナーを受けている感覚で読み
進められます。

インプレス
柏岡秀男・池田友子（著者）

240 ページ　価格：1,836 円（PDF）

PHP+MySQLマスターブック
この一冊で PHPと MySQL の基本とWeb アプ
リケーションの構築法について学習できる実践的
なプログラミング入門です。現場必須のプログラム
構築法、API の活用法から、セキュリティ技術まで
詳しく解説します。

マイナビ出版
永田順伸（著者）

384 ページ　価格：2,916 円（PDF）

改訂 3 版
基礎 Ruby on Rails 

Ruby の文法やオブジェクト指向の考え方を初歩
から解説。アプリケーションのモックアップ作り、
データベースを導入し、ログイン・ログアウト機能
を加え、最終的にはメンバーや記事の管理ページ
までできあがります。

インプレス
黒田努・佐藤和人（著者）

536 ページ　価格：3,240 円（PDF）
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プログラミングの基本から
手取り足取りじっくり解説
コンテスト
・学習

必ずアルゴリズムの意味が
わかるようになる入門書！

はじめてプログラミングに
触れる前に読んでおこう
コンテスト
・学習

Go 言語の基礎から応用まで
ポイントがよくわかる

その他
言語

R 言語の機能を
目的から見つけ出せる!
その他
言語

プログラミングの初心者が
Python 3を学ぶのに最適

その他
言語

目指せプログラマー！ 
プログラミング超入門

本書は Windows 開発の標準ツールとも言える
「Visual Studio」を使い、C#というプログラミン
グ言語でプログラミングの基本を学びます。最終
的には、ちょっとしたアクションゲームが作れるく
らいになるのが目標です。

マイナビ出版
掌田津耶乃（著者）

312ページ　価格：2,074 円（PDF）

楽しく学ぶ
アルゴリズムとプログラミングの図鑑

図解とイラストを豊富に使ったアルゴリズムの入門
書。アルゴリズムとは『問題を解決するための考え
方』です。それが分かってきたら、8 種類のプログラ
ミング言語を使ったサンプルプログラムを実際に
試しましょう。

マイナビ出版　森巧尚（著者）、まつむらまきお（イラスト）
300 ページ　価格：2,689 円（PDF）

プログラミングの世界へようこそ

全くの初心者がプログラミングを勉強したいとき、
さまざまな疑問が湧いてきます。「どの言語を覚え
ればいい?」「文系でも大丈夫 ?」本書はプログラミ
ングに触れる前に知っておきたい基本をイラスト付
きで解説します。

マイナビ出版
尾川一行・中川聡（著者）

192ページ　価格：1,933 円（PDF）

改訂 2 版
基礎からわかる Go言語

Google が開発したプログラミング言語「Go」の
基礎から応用までをわかりやすく解説した 1 冊で
す。最新の Go 1.4 のバージョンに対応して改訂し
ました。Linux、Mac OS X、Windows の各環境
に対応しています。

シーアンドアール研究所　古川昇（著者）
240 ページ　価格：2,138 円（EPUB）

改訂 3版
R言語逆引きハンドブック 

本書では、最新バージョンのR 3.3.0 に対応し、R
言語の機能を目的から探すことができます。統計
が注目を集めるなか、Rを利用するユーザーも増え
ています。初心者でも使えるように、導入から丁寧
に解説しています。

シーアンドアール研究所
石田基広（著者）

800 ページ　価格：4,860 円（PDF）

基礎 Python 基礎シリーズ

プログラミングの初心者を対象にした Python 3
の入門書です。変数の取り扱いから、リスト、タプ
ルといったPython 固有のデータの操作、制御構
造や関数などについて、初心者でも基礎から学習
できるように説明しました。

インプレス
大津真（著者）

312ページ　価格：2,894 円（EPUB）
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