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1. ラブラリーとは？

2. BetweenAS3を使ってみよう

3. サンプルFlash(作例)の解説
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ラブラリーとは？
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特定の機能がまとめられたツール群。
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動きを作るためのラブラリー

ゲームを作るためのラブラリー

画面遷移を管理するラブラリー

etc…

様々なものがあります。
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まずはダ゙ンロードから。
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BetweenAS3をダ゙ンロード

【ダ゙ンロード】
・ソースフゔル(ZIP), SWCのダ゙ンロード（初心者向け）

http://www.libspark.org/svn/as3/BetweenAS3/tags/alpha-
r3022/release/

・SVNを使ってソースフゔルをダ゙ンロード（中級者向け）

http://www.libspark.org/svn/as3/BetweenAS3/tags/alpha-
r3022/

【設定方法】
・ソースフゔルの場合

1. ZIP解凍後、libデゖレクトリにorgフォルダを置く。

2. プロジ゚クトプロパテゖ→ClassPathタブ→Add ClassPath
→libフォルダを指定。

・SWCの場合

1. libフォルダにSWCフゔルを置く。

2. SWCフゔルを右クリック→Add To Library

※いずれもFlashDevelopを使った場合
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BetweenAS3を使ってみよう
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BetweenAS3とは、

Shindo Yoshihiro氏が開発されたActionScript3.0

トーンラブラリです。

高速 & 省メモリ、直感的な制御が可能。



11

基本的な使い方

BetweenAS3.tween( オブジ゚クト, 目標値, 

初期値, 時間(秒), ージング).play();

オブジ゚クト：動かす対象

目標値：動かす場所

初期値：はじめの場所

時間:秒で指定

ージング：動き方(徐々に早くとか)
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BetweenAS3チュートリゕル

wonderfl に投稿されたチュートリゕルを元に解説します。
http://wonderfl.net/tag/BetweenAS3Tutorial
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Lesson1. 基本的なTween

//box1のx座標を、現在地から220まで進ませる。

BetweenAS3.tween(box1, {x: 220}).play();

//box2のx座標を、120から220まで進ませる。

BetweenAS3.tween(box2, {x: 220}, {x: 120}).play();

//box3のx座標を、220から現在地まで進ませる。

BetweenAS3.tween(box3, null, {x: 220}).play();

//box4のx座標を、現在地+100から現在地+200まで進ませる

//相対座標を使う場合は、$を使います。

BetweenAS3.tween(box4, {$x: 200}, {$x: 100}).play();

フゔル：Lesson1.as
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Lesson2. 時間指定、ージング

を使ったTween

// 時間を2.5秒に指定

BetweenAS3.tween(box1, {x: 220}, null, 2.5).play();

// ージングを指定： Bounce.easeOut

BetweenAS3.tween(box2, {x: 220}, null, 0.5, 
Bounce.easeOut).play();

// ージングをパラメーターと共に指定

BetweenAS3.tween(box3, {x: 220}, null, 0.5, 
Back.easeOutWith(2.5)).play();

// 延滞時間を指定

BetweenAS3.delay(BetweenAS3.tween(box4, {x: 220}, null, 1.5), 
1.0).play();

フゔル：Lesson2.as
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Lesson3. Tweenの加工

// Tweenの反転

BetweenAS3.reverse(t1).play();

// Tweenの拡大縮小

BetweenAS3.scale(t2, 2.0).play();

// Tweenの切り取り

BetweenAS3.slice(t3, 0.4, 0.8).play();

// Tweenの繰り返し

BetweenAS3.repeat(t4, 3).play();

//例：t5 というTweenオブジ゚クトを、0.4秒から0.8秒まで切り取って、3倍に拡
大し、反転したものを繰り返す。

BetweenAS3.repeat(

BetweenAS3.reverse(

BetweenAS3.scale(

BetweenAS3.slice(t5, 0.4, 0.8),

3.0

)

), 3).play();

フゔル：Lesson3.as
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Lesson4. Tweenのグループ化

// 並列的にグループ化

BetweenAS3.parallel(

BetweenAS3.tween(box1, {x: 220}, null, 1.2, Cubic.easeOut),

BetweenAS3.tween(box2, {x: 220}, null, 1.2, Cubic.easeOut)

).play();

// 直列的にグループ化

BetweenAS3.serial(

BetweenAS3.tween(box3, {x: 220}, null, 1.2, Cubic.easeOut),

BetweenAS3.tween(box4, {x: 220}, null, 1.2, Cubic.easeOut)

).play();

フゔル：Lesson4.as
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Lesson5. Tweenのコントロール

// Tweenを作成

_t = BetweenAS3.parallel(

BetweenAS3.tween(box1, {x: 220}, {x: 20}, 1.2, Bounce.easeOut),

BetweenAS3.tween(box2, {x: 20}, {x: 220}, 1.2, Bounce.easeOut)

);

// 停止しないようにする

_t.stopOnComplete = false;

// Tweenを再生

_t.play();

// Tweenが再生中の場合は、停止。停止中の場合は再生させる。

_t.togglePause();

_t.gotoAndPlay(time); //指定した時間から再生

_t.gotoAndStop(time); //指定した時間で停止

フゔル：Lesson5.as
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Lesson6. 各種フゖルターのTween

// ぼかし, グロー、ドロップシャド゙

BetweenAS3.tween(box, 

// 目標値

{

_blurFilter: {blurX: 0, blurY: 0},

_glowFilter: {blurX: 32, blurY: 32}

},

// 初期値

{

_blurFilter: {blurX: 32, blurY: 32},

_dropShadowFilter: {distance: 32}

},

// 時間

2.0,

// ージング

Cubic.easeOut

).play();

フゔル：Lesson6.as
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Lesson7. 様々な動作をするTween

//Tweenの前に、thisにオブジ゚クトをaddChildさせる。

//Tween終了後、removeChildする

_t = BetweenAS3.serial(

BetweenAS3.addChild(box1, this),

BetweenAS3.tween(box1, {x: 220}, {x: 20}, 1.2, Bounce.easeOut),

BetweenAS3.removeFromParent(box1),

BetweenAS3.addChild(box2, this),

BetweenAS3.tween(box2, {x: 20}, {x: 220}, 1.2, Bounce.easeOut),

BetweenAS3.removeFromParent(box2)

);

//重要：Tweenがリピートされる場合、前の状態を引き継いでいます。

// 停止しないようにする

_t.stopOnComplete = false;

// Tweenを再生

_t.play();

フゔル：Lesson7.as
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Lesson8. ベジ゚曲線を使ったTween

//ベジ゚曲線を使って動かす

// Tweenの作成

_t = BetweenAS3.bezier(box,

{x: 400, y: 400}, // 目標値

{x: 0, y: 0}, // 初期値

{

x: [400, 0],

y: [0, 400]

}, // コントロールポント

3.0, // 時間

Cubic.easeOut // ージング

);

// Tweenを複製し反転させたものと直列でつなぐ

_t = BetweenAS3.serial( _t, BetweenAS3.reverse(_t.clone()));

_t.stopOnComplete = false; // 停止しないようにする

_t.play(); // Tweenを再生

フゔル：Lesson8.as
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Lesson9. 物理的なTween

// Tweenの作成

_t = BetweenAS3.parallel(

//常に10pxずつ動かす。Physical.uniform(速度(移動量)、フレームレート)

BetweenAS3.physical(box1, {x: 400}, null, Physical.uniform(10)),

//加速的に動かす。 Physical.accelerate(加速度, 初速)

BetweenAS3.physical(box2, {x: 400}, null, Physical.accelerate(2.0, 4.0)),

//指数関数的に動かす。Physical.exponential(因子, 閾値)

BetweenAS3.physical(box3, {x: 400}, null, Physical.exponential(0.8))

);

_t.stopOnComplete = false; // 停止しないようにする

_t.play(); // Tweenを再生

フゔル：Lesson9.as
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Lesson10. 色変化をさせるTween

// 色を変更する

BetweenAS3.tween(box, 

{

transform: {

colorTransform: {

redOffset: 255

}

}

}, // 目標値

null, // 初期値

2.0, // 時間

Cubic.easeOut // ージング

).play();

フゔル：Lesson10.as
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作例の解説
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シンプルなフォトゕルバムを作ってみよう。
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どんなフォトゕルバム？

・動きをBetweenAS3で作る

・XMLフゔルを使って読み込む画像を決める

・サムネル一覧と、拡大画面を作る。

・次へ、前へボタンを作る。

その他

・フッターにタトルを入れる

・゙ゖンド゙サズによって位置をきめる

・BGMを入れる
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画面が変化する仕組みは？ その１

モデル(画像情報、画面情報を管理する入れ物)と、 ビュー(表示するもの)を分ける。

ボタンなどのUI

コンテンツ倉庫

(コンテンツの状態を決めている)

実際の見た目

倉庫の状態を変更

2.状態が変更されま
した。(ベント発行)

3.倉庫の情報が更新された
のでこっちも反映しよう。

1.ボタンがクリック
された。

倉庫の更新ベント
を取得
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画面が変化する仕組みは？ その2

1. 各UI のマ゙スベントを取得し、倉庫の状態を変更。

ContentsModel.instance.prev(); など。

2. 倉庫のゕップデートを行い。ベントを発行する。
dispatchEvent(new Event("update"));

3. 各ビューは倉庫から発行されたupdateベントを取得し、自身のビュー
を更新する。

ContentsModel.instance.addEventListener("update", 
updateHandler);
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各クラスの役割は？

ContentsModel クラス： コンテンツの状態を決める。

PhotoModel クラス： すべての画像の情報を格納する。

(XMLからの情報取得)

PhotoVo クラス： 単一の画像情報をもつオブジ゚クト。

viewの各クラス： ContentsModelが更新された時にビューを更新させる。

UI に従い、ContentsModelの状態を変更させる。
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各ビュークラスの役割は？

Footerクラス：タトルロゴ、フッターのリンクがおかれているビュー

MediumViewクラス：拡大画像が置かれているビュー

NavigationViewクラス：左右のナビゲーションが置かれているビュー

TableViewクラス：全サムネルを保持するビュー

Thumbnailクラス：各サムネルのビュー（PhotoVo のンスタンスを保持）
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サムネルを一つ一つ表示するには？

TableViewクラス

for (var i:int = 0; i < _thumbnails.length; i++) 

{

var thumbnail:Thumbnail = _thumbnails[i];

//延滞時間を個別に設定

thumbnail.open(0.04 * i);

}

Thumbnailクラス (サムネル単体)

function open(time:Number):void

{  

if(_t)_t.stop();

_t = BetweenAS3.tween( _base, { scaleX:1, scaleY:1, alpha:1 }, null, 0.5, 
Expo.easeOut);

_t = BetweenAS3.delay(_t, time);

_t.play();

}

TableViewクラスでは、各サムネルへの表示メソッドを実行。

実際のモーションを、各Thumbnailｌクラスが請け負う。
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拡大画像のモーションの仕組みは？

MediumViewクラス

//一旦縮小させる

_t = BetweenAS3.tween( this, { scaleX:0.8, scaleY:0.8, alpha:0 }, null, 0.5, 
Expo.easeOut);

_t.onComplete = function():void {

//読み込みさせる

var vo:PhotoVo = ContentsModel.instance.photoVo;

var url:String = "asset/"+vo.medium;

var req:URLRequest = new URLRequest(url);

_loader.load(req);

}

_t.play();

↓

読み込み完了

↓

//拡大の動き

_t = BetweenAS3.tween( this, { scaleX:1, scaleY:1, alpha:1 }, null, 0.8, Cubic.easeOut);

_t.play();
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゙ゖンド゙サズによって配置を決めるには？

Mainクラス

//ステージのリサズベントを取得

stage.addEventListener(Event.RESIZE, resizeHandler);

//ベントハンドラ

private function resizeHandler(e:Event):void 

{

resize();

}

//リサズさせる

private function resize():void

{

var w:Number = stage.stageWidth;

var h:Number = stage.stageHeight;

_footer.onResize(w, h);

_navigation.onResize(w, h);

_thumbnails.onResize(w, h);

_medium.onResize(w, h);

}

//各ビューによって位置を決める
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BGMを入れるには？

SoundManagerクラス: 音(MP3フゔル)を読み込んでいるクラス

var sound:Sound = new Sound();

sound.addEventListener(Event.COMPLETE, loadCompleteHandler );

sound.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR, loadErrorHandler );

sound.load(new URLRequest( url ));

var channel:SoundChannel;

function loadCompleteHandler(event:Event):void

{

channel = sound.play( 0, 10000 );

channel.soundTransform = new SoundTransform(0.3);

dispatchEvent( new Event("loadComplete"));

}

function loadErrorHandler(event:IOErrorEvent):void

{

dispatchEvent( new Event("loadError"));

}



34

おわり
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