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はじめに 

この設定ガイドについて 

この設定ガドは、ArcGIS Viewer for Flex について、使用方法、設定方法を紹介するものです。本書を

お読み頂くことで、ArcGIS Viewer for Flex を使用したゕプリケーションの基本的な設定を行うことがで

きます。 

ArcGIS Viewer for Flex とは 

ArcGIS Viewer for Flex は、Web GIS ゕプリケーションの作成をより簡単に、プログラミング知識なし

で実現することができるテンプレート ゕプリケーションです。ゕプリケーションの設定は、xml フゔル

の設定のみで行うことができます。 

ArcGIS Viewer for Flex の実行環境 

 Web サーバ 

本書では、ンターネット ンフォメーション サービス（IIS）を使った環境で説明していま

す。 

 Flash Player 

クラゕントの Web ブラウザに、ゕドビ システムズ 社が無償で提供するブラウザ プラグ

ンである Flash Player (バージョン 11.1 以降)がンストールされている必要があります。Fl

ash Player のシステム要件については ゕドビ システムズ社の Flash Player ページ(http://

www.adobe.com/jp/products/flashplayer/tech-specs.html)をご参照ください。 

http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/tech-specs.html
http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/tech-specs.html
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アプリケーションの配置 

アプリケーションのダウンロード 

ArcGIS Viewer for Flex を設定するにはまず、必要なモジュール一式をダウンロードする必要があります。

以下の手順に従い、ArcGIS Resources から入手してください。 

1. ArcGIS Viewer for Flex のダウンロード ページにゕクセスします。 

http://www.esri.com/apps/products/download/index.cfm?fuseaction=download.all#Ar

cGIS_Viewer_for_Flex 

 

  

http://www.esri.com/apps/products/download/index.cfm?fuseaction=download.all#ArcGIS_Viewer_for_Flex
http://www.esri.com/apps/products/download/index.cfm?fuseaction=download.all#ArcGIS_Viewer_for_Flex
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2. ダウンロードするバージョンの zip フゔル名のリンクをクリックします。 

 

3. Esri グローバル ゕカウントをお持ちの方はゕカウント情報を入力してログンして下さい。

（すでにログン済みの場合はこの画面は表示されません。） 
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4. Esri グローバル ゕカウントをお持ちでない方は [ゕカウントの作成] をクリックして新規に 

Esri グローバル ゕカウントを作成してログンして下さい。 

 

5. ダウンロード ページに移動します。[flexviewer-3.1.zip] をクリックします。 
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6. ラセンス使用許諾条項を確認し、同意する場合は、[Accept] をクリックし、ダウンロードを

開始します。 

 

7. ダウンロードした zip フゔルを任意の場所に保存し解凍します。 
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アプリケーションの配置 

ここでは、実際に Web サーバにゕプリケーションを配置し、簡単な設定の例として、ブックマークの機

能を例に、簡単な設定変更を行う方法をご紹介します。詳細の設定方法は次章を参照してください。 

1. Web サーバに配置 

上記でダウンロードした zip フゔルを展開すると、flexviewer-3.1 フォルダの中に 

flexviewer フォルダが作成されるので、これを Web サーバに配置(コピー)します。例え

ば、Web サーバに IIS を使用し、ルートフォルダ(C:\Inetpub\wwwroot) にコピーしま

す。日本語表示の設定を行うために flexviewer フォルダ直下の index.html をテキスト 

エデゖタで開き、編集します。 

38 行目と 39 行目をコメントゕウトします。 

//flashvars.localeChain = "en_US"; 

//flashvars.resourceModuleURLs = "assets/locale/en_US.swf"; 

50 行目と 51 行目のコメントゕウトを外します。 

flashvars.localeChain = "ja_JP"; 

flashvars.resourceModuleURLs = "assets/locale/ja_JP.swf"; 

日本語用の設定フゔルを参照するために、以下の行を追加します。 

flashvars.config = "apps/ja_JP/config.xml"; 

Web ブラウザで以下のゕドレスにゕクセスするとゕプリケーションが起動します。 

http://<ホスト名>/flexviewer/index.html 
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ゕプリケーションはベースマップ(背景図)に ArcGIS Online のマップ サービスを使用す

るように設定されており、検索や編集などに使うサービスもオンランのサンプル サービ

スが設定されているため、この状態で、実際に機能を試してみることができます。 
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2. ブックマークについて 

ブックマークは、ヘッダ部分に並んでいるゕコンの左端にある本のゕコンをクリックす

ると起動します。起動するとブックマークの一覧が表示されます。例えば「日本」をクリッ

クすると、日本付近に地図が移動します。 

 

次に、この機能の設定変更を行っていきます。 

3. 機能名を「ブックマーク」から「お気に入り」へ 

まず、上記でゕクセスした、index.html をテキスト エデゖタで開きます。以下のコードで、

ゕプリケーションが参照する設定フゔル(config.xml)を設定しています。 

flashvars.config = "apps/ja_JP/config.xml"; 

※ 多言語に対応するために、このようなフォルダ構成になっていますが、この行が無い場

合は、ゕプリケーション直下(index.html と同じ場所)の config.xml が参照されます。ま

た、以下のように、ゕプリケーション実行時に URL でパラメータとして指定することもで

きます。 

http://<ホスト名>/flexviewer/index.html?config=apps/ja_JP/config.xml 

このように、 config.xml を複数使う方法は、1 つのゕプリケーションで複数のユーザ 

ンタフェースをもつゕプリケーションを実現させるときに、活用できる方法です。 
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ここでは、index.html で指定している、apps/ja_JP/config.xml をテキスト エデゖタで

開きます。 

39 行目の label="ブックマーク" を label="お気に入り" に変更します。 

    <widget label="お気に入り" 

        icon="assets/images/i_bookmark.png" 

        config="widgets/Bookmark/BookmarkWidget.xml" 

        url="widgets/Bookmark/BookmarkWidget.swf"/> 

※設定フゔルに日本語を含める場合、フゔルの文字コードは UTF-8 である必要があり

ます。Shift-JIS などの場合には、日本語が文字化けしてしまいますので、XML 設定フゔ

ルは、文字コードを UTF-8 に変更してください。 

 

 

4. 登録済みのブックマークを編集 

初期設定で、いくつかのブックマークが登録済みですが、これを編集します。apps/ja_JP/ 

BookmarkWidget.xml をテキスト エデゖタで開きます。name 属性はブックマークの名

称、その後の要素で表示範囲の座標を設定しています。ここでは、関東地方のブックマーク

を追加します。まず、座標値を取得するため、以下のページを開きます。 
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http://resources.arcgis.com/en/help/flex-viewer/helpers/FlexViewer_ExtentHelper

.html 

関東地方全域が表示されるように、移動/拡大します。拡大する際は、Shift キーを押しなが

らマウスでクリック & ドラッグすると、画面上に表示された矩形の範囲で拡大するので操

作しやすくなります。マップのすぐ上に表示されている 1 行が、ブックマークの設定形式に

なっているので、ここを選択してコピーし、<bookmarks>内に貼り付け、name 属性を「関

東地方」とします。 

 

 

5. メッセージの変更 

機能名を「お気に入り」にしたので、ブックマーク ウゖンドウ内のラベルやツールチップ、

メッセージに含まれる「ブックマーク」も「お気に入り」に変更します。そのためには以下

のように<labels>タグを追加します。設定方法の詳細は次章を参照してください。 

<?xml version="1.0" ?> 

<configuration> 

  <bookmarks> 

    <bookmark name="日本">13917200 3452300 16908700 5477600</bookmark> 

http://resources.arcgis.com/en/help/flex-viewer/helpers/FlexViewer_ExtentHelper.html
http://resources.arcgis.com/en/help/flex-viewer/helpers/FlexViewer_ExtentHelper.html
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    <bookmark name="関東地方">15235000 4136000 15851000 4466000</bookmark> 

  </bookmarks> 

  <labels> 

    <bookmarkslabel>お気に入り</bookmarkslabel> 

    <addbookmarkslabel>お気に入りの追加</addbookmarkslabel> 

    <addlabel>現在の範囲に名前を付けてお気に入りとして追加：</addlabel> 

    <submitlabel>お気に入りの追加</submitlabel> 

    <errorlabel>お気に入りの名前を入力してください。</errorlabel> 

  </labels> 

</configuration> 

編集した XML フゔルを全て保存してから、新しくブラウザを起動し、ゕプリケーション

に設定が反映されていることを確認します。 

 

このように、XML フゔルを編集することにより、ゕプリケーションの設定・カスタマズを行います。 
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アプリケーションの設定方法 

設定ファイルについて 

ArcGIS Viewer for Flex ゕプリケーションは、XML の設定フゔルを編集することにより、設定やカス

タマズができるようになっています。これらの XML フゔルは XML タグと属性をもったシンプルな

構造になっており、テキスト エデゖタでの編集が可能です。 

設定フゔルには、以下の 2 つのタプがあります。 

 ゕプリケーション レベルの設定フゔル(config.xml) 

ユーザ ンタフェースや、どの機能を使用するか、といったゕプリケーションの全般的な設定

を行います。 

 機能(ウゖジェット)単位の設定フゔル 

機能ごとの設定は、設定フゔルも機能ごとに別々に設定を行います。 

※ 個別の機能のことを以降「ウゖジェット」と表記します。 

ゕプリケーション レベルの設定フゔルは、ゕプリケーション実行時に URL のパラメータとして、どの

設定フゔルを参照するかを指定することができます(URL に「?config=設定フゔル名」を追加)。また、

前章で紹介したように、index.html 内で指定することもできます（flashvars.config = "設定フゔルの

相対パス";)。いずれも指定しない場合は、ゕプリケーションの最上位のフォルダにある、config.xml とい

うフゔル名の設定フゔルを参照することになります。 

 

ウゖジェットの設定フゔルは、各ウゖジェットのフォルダの中に配置されています。例えば、ブックマ
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ークの場合は、flexviewer/widgets/Bookmark/BookmarkWidget.xml がデフォルトの設定フゔルで

す。この設定フゔルのパスは config.xml の中で定義しているので、同じ機能を複数の設定で使用する

場合など、設定を変更することができます。 

 

初期設定について 

ArcGIS Viewer for Flex は、ダウンロードして Web サーバに配置するだけで実行できるように、各 XML 

設定フゔルはサンプルとして設定されています。検索や編集などで参照するサービスもサンプル用のオ

ンラン サービスを参照するように設定されています。実際に使用する際は、必要に応じて XML フゔ

ルの変更・追記を行うことになります。 

XML 設定ファイルの記述について 

XML 設定フゔルのタグは全て小文字で定義されています。全ての設定フゔルは、<configuration>を

ルート(最上位) タグとして定義しています。大文字が混在する、終了タグが無い、など、タグが正確に記

述されていないと、ゕプリケーションが動作しなくなる場合がありますので、編集する際はご注意くださ

い。 

本設定ガドでは、タグや属性については以下のように記述しています。 

タグについては「-」(ハフン)、属性については「@」を付け、タグの親子関係は、ンデントさせてい

ます。 

また、ウゖジェットの設定フゔルでは、<labels>というタグを追加で設定できます。各ウゖジェットの

ユーザ ンタフェースやメッセージは、日本語化されていますが、このタグを設定することにより、表示

内容を変更することができます。 
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以下に、設定内容の説明と XML フゔルの対応例を示します。 

項目 設定内容 既定値 

- タグ１ 設定内容 A  

- タグ２   

- タグ３ 設定内容 B  

- タグ４   

@ 属性１ 設定内容 C  

@ 属性２ 設定内容 D  

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

ラベル１ 設定内容Ⅰ テキスト１ 

ラベル２ 設定内容Ⅱ テキスト２ 

 

<?xml version="1.0" ?> 

<configuration> 

    <タグ１>設定内容 A</タグ１> 

    <タグ２> 

        <タグ３>設定内容 B</タグ３> 

        <タグ４ 属性１="設定内容 C" 属性２="設定内容 D"/> 

    </タグ２> 

    <labels> 

        <ラベル１>設定内容Ⅰ</ラベル１> 

        <ラベル２>設定内容Ⅱ</ラベル２> 

    </labels> 

</configuration> 

 既定値は、タグや属性を設定しない場合に適用される値です。 

 タグや属性は、実際には英字(小文字のみ)になります。 
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config.xml の設定方法 

config.xml は以下の 4 つの部分で構成されています。 

 ゕプリケーション全般の設定 

ゕプリケーションのタトルや、スタルなどを設定します。 

 ゕプリケーションのユーザ ンタフェース設定 

概観図やヘッダ、ナビゲーションなどの共通で使用するウゖジェットの配置や設定フゔルのパ

スを widget タグで設定します。 

 ベースマップ及び操作レヤのマップ設定 

ベースマップ(背景図)と操作レヤでそれぞれ使用するサービスを map タグで設定します。 

 ウゖジェット設定 

検索や編集など、個別のウゖジェットの名称、配置位置、初期起動の有無、設定フゔルのパス

などを widget タグで設定します。 

config.xml のタグの配置メージは以下の図のようになります。 
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config.xml の複数使用について 

config.xml はフゔル名を変更して複数作成することができます。これにより 1 つのゕプリケーションに

複数の設定を持たせることが可能です。例えばユーザによって使用できる機能を制限したり、ンタフェ

ースを変えたりすることができます。config.xml は、URL により指定します。例えば、config_test.xml 

という設定フゔルを作成して参照させる場合は、ゕプリケーションの URL に config= config_test.xml 

というパラメータを追加します。これを指定しない場合は、config.xml を参照します。 

例) http://<ホスト名>/flexviewer/index.html?config=config_test.xml 

以降、ゕプリケーションの設定フゔルは、config.xml と表記します。 

アプリケーション全般の設定 

項目 設定内容 既定値 

- title ゕプリケーション左上に表示されるタトル  

- subtitle タトルの下に表示されるサブタトル  
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項目 設定内容 既定値 

- logo タトルの左に表示されるロゴの参照パスを設定します。

サズは 48×48 ピクセルを超えないものを使用します。

PNG と GIF、JPG をサポートします。 

 

- httpproxy プロキシ サーバの URL。layer タグや各ウゖジェットで、

useproxy="true" とした場合に、ここで設定したプロキシ 

サーバが使われます。 

 

- style ゕプリケーション共通で使われるスタルを以下の子タグ

で設定します。 

 

- colors ゕプリケーションの色を設定します。以下の 6 種類の色を 

RGB の 16 進数でカンマ区切りで設定します。 

1.テキスト 

2.(ウゖジェットの)背景色 

3.リスト項目などのマウス オーバー時 

4.リスト項目などの選択時 

5.タトルのテキスト 

6.ゕプリケーションの背景色(オプション) 

6.ゕプリケーションの背景

色 のみ、設定しない場合

は、0xFFFFFF(白) 

- alpha UI コンポーネントの透過表示のレベル。0.0(透明)から

1.0(不透明)の間の値を設定します。 

0.8 

- font フォントについて、以下の属性で設定します。  

@ name フォント名。日本語では "MS UI Gothic" にすると、デフ

ォルトのフォントサズで画面サズに収まります。 

 

@ size フォントサズ 12 

- titlefont ゕプリケーション左上のタトルのフォントを以下の属性

で設定します。 

 

@ name フォント名  

@ size フォントサズ 20 

- subtitlefont タトルの下に表示されるサブタトルのフォントを以下

の属性で設定します。 

 

@ name フォント名  

@ size フォントサズ 12 

- geometryservice 共通で使用するジオメトリ サービスの設定  

- url ジオメトリ サービスの URL ArcGIS Online のジオメ

トリ サービス 
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項目 設定内容 既定値 

- token セキュゕな ArcGIS for Server のサービスのトークン  

- useproxy <httpproxy>タグで設定したプロキシ サーバを使用する

場合に、true を設定します。 

false 

- splashpage ゕプリケーション起動時に表示されるスプラッシュ・スク

リーンを以下の属性で設定します。 

 

@ label 名称  

@ config 設定フゔルの参照パス  

@ URL swf フゔルの参照パス  

- bing ベースマップに Bing Maps を使用する場合は以下の key 

属性を設定します。 

 

@ key bing のキー  

map タグの設定 

項目 設定内容 既定値 

- map マップ表示エリゕの基本設定を以下の属性で設定します。  

@ rotation マップの回転角度 0 

@ initialextent 初期の表示範囲。座標値の最小 X,最小 Y,最大 X,最大 Y の順に、

スペース区切りで設定します。 

 

@ fullextent ナビゲーション ツールの全体表示ボタンを押下した時の表示

範囲。座標値の最小 X,最小 Y,最大 X,最大 Y を順にスペース区

切りで設定します。 

 

@ center 初期表示の中心座標を X, Y の順に、スペース区切りで設定し

ます。 

※ 初期の表示範囲を上記の initialextent の代わりに中心座

標と縮尺を使用する場合に center 属性と level または 

scale 属性を使用します。 

 

@ level 初期表示時の縮尺レベル  

@ scale 初期表示時の縮尺値  

@ top ゕプリケーションの上端からマップまでのピクセル数。デフォ

ルトのヘッダを使用する場合は、ヘッダの高さが 40 ピクセル

なので、初期設定では、ここの値も 40 に設定されています。 

0 

@ bottom ゕプリケーションの下端からマップまでのピクセル数 0 
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項目 設定内容 既定値 

@ left ゕプリケーションの左端からマップまでのピクセル数 0 

@ right ゕプリケーションの右端からマップまでのピクセル数 0 

@ wkid 座標系の Well Known ID を設定。wkid と wkt のいずれか

を設定します。両方とも指定された場合は、wkid が優先しま

す。 

 

@ wkt 座標系の名称。名称を使用する場合は、使用している ArcGIS 

for Server のバージョンが 10.0 以上であることが必要です。 

 

@ itemid ArcGIS.com の WebMap の item ID  

@ zoomslidervisible 拡大/縮小のスラダーを表示するかどうか。デフォルトでは、

ナビゲーション ウゖジェットを使用するので通常は設定不要

です。ナビゲーション ウゖジェットを使用せず、拡大/縮小の

スラダーのみを使う場合に true を設定します。 

false 

@ scalebarvisible スケールバーの表示/非表示 true 

@ scalebar スケールバーに表示する縮尺記号を以下のいずれかに設定し

ます。km/m（キロメートル/メートル）と mi/ft（マル/フ

ゖート）の両方またはいずれかを設定可能です。 

1. default: km/m と mi/ft の両方を表示 

2. metric: km/m 

3. us: mi/ft 

default 

@ esrilogovisible Esri 社のロゴの表示/非表示 true 

@ openhandcursorvisible マウスカーソルを手の形にするかどうか。 

※バージョン 2.2 では既定値は true 

false 

@ paneasingfactor 地図移動時のージング(徐々に加速・減速する効果)を 0 から

1 の間の値で設定します。1 に設定すると、ージングが無効

になります。 

0.2 

@ wraparound180 日付変更線をまたいで連続的にマップを表示する場合に true 

に設定します。初期設定で true に設定されています。 

false 

@ addarcgisbasemaps ArcGIS Online のベースマップを一括で設定す場合に true 

に設定します。個別に設定する場合は basemaps タグを使用

します。 

false 

@ attributionvisible 使用しているマップサービスの著作権（コピーラト）を表示

するかどうか 

true 
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項目 設定内容 既定値 

- basemaps ベースマップのレヤを<layer>子タグで設定します。  

- layer 下記 layer タグの設定を参照  

- operationallayers 操作レヤを<layer>子タグで設定します。  

- layer 下記 layer タグの設定を参照  

- lods 縮尺のレベルを設定します。デフォルトでは、ベースマップの

縮尺レベルになります。独自に縮尺のレベルを定義する場合の

み設定します。下記の例を参照。 

 

lods の例： 

<lods> 

    <lod resolution="78271.5169639999" scale="295828763.795777"/> 

    <lod resolution="9783.93962049996" scale="36978595.474472"/> 

    <lod resolution="1222.99245256249" scale="4622324.434309"/> 

    <lod resolution="152.874056570411" scale="577790.554289"/> 

</lods> 

  

layer タグの設定 

項目 設定内容 既定値 

- layer 各レヤの設定を以下の属性または子タグで設定します。  

@ label レヤ名  
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項目 設定内容 既定値 

@ type マップ サービスのタプを以下のいずれかで設定します。 

1.tiled: マップ キャッシュ を使用した ArcGIS マップ 

サービス(バージョン 9.3 以上) 

2.dynamic: マップ キャッシュ を使用しない ArcGIS マ

ップ サービス(バージョン 9.3 以上) 

3.feature: 1 レヤの ArcGIS マップ サービスまたはフゖ

ーチャ サービス(バージョン 9.3 以上) 

4.bing: Microsoft Bing Maps のレヤ 

5.image: ArcGIS メージ サービス(バージョン 9.3 以

上) 

6.osm: OpenStreetMap のレヤ 

7.wms: WMS サービス 

8.kml: KML のフゖード 

9.wmts: WMTS サービス 

10.csv: テキストフゔル（.csv または .txt） 

11.georss: GeoRSS のフゖード 

 

@ alpha レヤの透過表示のレベル。0.0(透明)から 1.0(不透明)の

間の値を設定します。 

 

@ autorefresh レヤを定期的に更新する場合に更新間隔を秒で設定しま

す。 

type 属性が「dynamic」、「feature」または「wms」の

場合のみ有効。 

 

@ displaylevels 特定の縮尺レベルのみ表示する場合に、縮尺レベルをカン

マ区切りで設定します。type 属性が「tiled」、「bing」ま

たは「WMTS」の場合のみ有効。 

 

@ icon ベースマップを選択する際のゕコンの参照パス。ゕプリ

ケーション内の相対パスで参照することも可能。 

例）assets/images/layer.jpg 

 

@ imageformat メージの出力フォーマット。type 属性が「dynamic」,

「image」,「wms」,「wmts」の場合のみ有効。 

 

@ maxscale レヤの最大縮尺を設定する場合に、その縮尺値を設定し

ます。 

 

@ minscale レヤの最小縮尺を設定する場合に、その縮尺値を設定し

ます。 
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項目 設定内容 既定値 

@ token セキュゕな ArcGIS for Server のサービスのトークン。

ArcGIS for Server のサービスのみ有効。 

 

@ url マップ サービスの URL。type 属性が「bing」または「osm」

以外の場合に有効。type 属性が「feature」の場合は、レ

ヤの ID を指定します。(例えば一番最初のレヤであれ

ば、～/MapServer/0 のように指定します。) 

 

@ usemaptime 時間対応サービスとして使用するかどうか。時間対応のサ

ービスであっても、時間対応レヤとして使用しない場合

に false に設定します。 

true 

@ useproxy config.xml で設定したプロキシ サーバを使用する場合

に、true を設定します。 

false 

@ visible ゕプリケーション開始時にレヤを表示するかどうか。

false の場合、ゕプリケーション開始時には非表示ですが、

レヤ一覧のチェックを ON にすることで表示されます。 

false 

@ visiblelayers ゕプリケーション開始時に表示するサブ レヤをカンマ

区切りで設定します。 

設定しない場合

は、サーバで設

定されたデフォ

ルトのレヤが

表示されます。 

- sublayer 

(type="dynamic" または 

" tiles"の場合) 

レヤの属性情報を表示したり、レヤにフゖルタを設定

したりする場合は以下の属性を設定します。 

 

@ id マップ サービスのサブレヤの ID を設定します。  

@ popupconfig ポップゕップ ウゖンドウの設定フゔルの参照パス。設定

方法は次のセクションの「ポップゕップ ウゖンドウの設定

方法」を参照してください。 

 

@ definitionexpression 特定のデータのみ表示する場合は、その条件式を記述しま

す。 

 

@ mode 

(type="feature"の場合) 

使用するキャッシュモードを設定します。「onDemand」

または「snapshot」を設定します。 

 

@ definitionexpression 

(type="feature"の場合) 

特定のデータのみ表示する場合は、その条件式を記述しま

す。 
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項目 設定内容 既定値 

@ useamf 

(type="feature"の場合) 

クラゕント・サーバ間の通信フォーマット。true の場合

は AMF、false の場合は JSON となります。 

 

@ popupconfig 

(type="feature"の場合) 

ポップゕップ ウゖンドウで属性を表示する場合に設定し

ます。設定方法は次のセクションの「ポップゕップ ウゖン

ドウの設定方法」を参照してください。 

 

- clustering 

(type="feature"の場合) 

複数のポントをまとめて表示するクラスタリングを使用

する場合に設定します。設定方法は次ページの「clustering 

タグの設定」を参照してください。 

 

@ style 

(type="bing"の場合) 

Bing Maps の種類を設定します。「road」(道路地図)、

「aerial」(航空写真)、「aerialWithLabels」(名称つき航

空写真)、のいずれかを設定します。 

road 

@ culture 

(type="bing"の場合) 

Bing の言語・地域を設定。日本の場合は、「ja-JP」を設

定します。 

 

@ skipgetcapabilities 

(type=" wms "の場合) 

WMS サービスが cross domain policy フゔルを持っ

ていないか、プロキシページが無い場合は、true に設定し

ます。 

 

@ version 

(type=" wms "の場合) 

WMS のバージョン。「1.1.0」、「1.1.1」、「1.3.0」の

いずれかを設定します。 

 

@  longitudefieldname 

(type=" csv "の場合) 

経度のフゖールド名  

@ latitudefieldname 

(type=" csv "の場合) 

緯度のフゖールド名  

@ columndelimiter 

(type=" csv "の場合) 

区切り文字 ,(カンマ) 

 

widget タグの設定 

項目 設定内容 既定値 

- widget 各ウゖジェットの設定を以下の属性で設定します。  

@ label ウゖジェットの名称  

@ icon ウゖジェットのゕコンの参照パス  
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項目 設定内容 既定値 

@ preload ゕプリケーション開始時にウゖジェットをロードする場合に設定しま

す。以下のいずれかを設定します。 

open：ウゖンドウを開いた状態でロード 

minimized：ウゖンドウを最小化した状態でロード 

closed 

(ウゖジェットの

ゕコンをクリ

ック後にロード

されます。) 

@ config 構成フゔルの参照パス  

@ URL swf フゔルの参照パス  

@ height ウゖジェットの高さ ウゖジェットご

とに設定 

@ width ウゖジェットの幅 ウゖジェットご

とに設定 

@ left ゕプリケーション ウゖンドウの左端からのピクセル数  

@ right ゕプリケーション ウゖンドウの右端からのピクセル数  

@ top ゕプリケーション ウゖンドウの上端からのピクセル数  

@ bottom ゕプリケーション ウゖンドウの下端からのピクセル数  

clustering タグの設定 

項目 設定内容 既定値 

- clustering クラスタリングの設定を以下の属性またはプロパテゖで設定し

ます。 

 

@ mingraphiccount クラスタリングするポントの最小数。この数値より大きい場合

にまとめて 1 つのシンボルで表示されます。 

1 

@ sizeinpixels クラスタリングのサズ(ピクセル数) 70 

- clustersymbol クラスタリングのシンボルを以下の属性で設定します。  

@ type 「simple」または「flare」を設定します。flare に設定すると、

マウスオーバー時にシンボルが展開して表示されます。 

 

@ alpha 透過表示のレベルを 0.0(透明)から 1.0(不透明)の間の値で設定

します。 

1 

@ alphas weightｓ 属性に対応した透過表示のレベルを 0.0(透明)から

1.0(不透明)の間の値で設定します。 

 

@ bordercolor 枠部分の色を RGB の 16 進数で設定します。 0x000000(黒) 

@ color 塗りつぶし色を RGB の 16 進数で設定します。 0x76D100(緑) 
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項目 設定内容 既定値 

@ colors weightｓ 属性に対応した塗りつぶし色を RGB の 16 進数で設

定します。 

 

@ flaremaxcount マウスオーバー時に展開表示する最大ポント数。type 属性が

「flare」の場合に有効。 

30 

@ size シンボルのサズをピクセル数で設定します。 70 

@ sizes weightｓ 属性に対応したシンボルのサズをピクセル数で設

定します。 

 

@ textcolor ポント数を表す数値の色を RGB の 16 進数で設定します。 0x000000(黒) 

@ textsize ポント数を表す数値の文字サズを設定。 12 

@ weights 1 つのクラスタリングのシンボルに含まれるポント数の数値

により、シンボルの透過率、色、大きさを分類して表示する場合

にカンマ区切りの数値で設定します。具体的な設定はそれぞれ、

alphas、colors、sizes 属性で設定します。例えば「10,20」と

設定した場合、10 以下/11 以上 20 以下/21 以上 の 3 種類に分

類されて表示されます。 

 

ポップアップ ウィンドウの設定方法 

地図上のフゖーチャをクリックすることで属性をポップゕップ ウゖンドウで表示することができます。 

設定方法 

表示するフゖールドや表示形式を設定します。title、description、media タグの中にフゖールドの値を使

用する場合は、フゖールド名を{}で囲みます。例えばタトルに「name」というフゖールド名の項目を

使用する場合は、<title>{name}</title> のように設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- title ポップゕップ ウゖンドウのタトル  

- description 通常は fields タグを使用しますが、HTML 形

式で記述する場合に description タグを使用

します。HTML 形式については、下記ページを

参照してください。 

http://livedocs.adobe.com/flex/3_jp/html/

help.html?content=textcontrols_04.html 

 

http://livedocs.adobe.com/flex/3_jp/html/help.html?content=textcontrols_04.html
http://livedocs.adobe.com/flex/3_jp/html/help.html?content=textcontrols_04.html
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項目 設定内容 既定値 

- fields 使用するフゖールド毎に<field>子タグを設定

します。<description>タグを使用する場合

は、<fields>タグを使用することはできませ

ん。 

 

- field 以下の属性と<format>タグを設定します。  

@ name サーバ上で定義されたフゖールド名  

@ alias 画面上に表示する名称 設定しない場合は、

サーバ側で定義した

エリゕス名が表示

されます。 

@ visible 表示/非表示 false 

- format 日付や数値のフゖールドに対しては、以下の属

性を設定できます。 

 

@ dateformat 表示する日付のフォーマット。日付型のフゖー

ルドにのみ適用します。 

例) YYYY 年 M 月 D 日 

日付フォーマットの詳細は、Adobe Flex リフ

ゔレンスガド(http://help.adobe.com/ja_

JP/AS3LCR/Flex_4.0/mx/formatters/DateF

ormatter.html#formatString)を参照してく

ださい。 

デフォルトの曜日、

日付、時刻のストリ

ング表現 

例) Thu Feb 10 

2011 02:08:47 PM 

@ precision 小数点以下の桁数 -1 

@ usethousandsseparator 3 桁区切りをしない場合に false を設定しま

す。 

true 

- medias グラフや画像を表示する場合に設定します。

<media>タグは複数設定可能です。 

 

- media 表示形式を下記属性で設定します。  

@ title タトル  

@ caption グラフや画像の下に表示する文字列を設定し

ます。 

 

@ type グラフを設定する場合は、以下の 4 つのタプ

が設定可能です。 

・columnchart(縦棒グラフ) 

・piechart(円グラフ) 

・barchart(横棒グラフ) 

・linechart (折れ線グラフ) 

画像を設定する場合は「image」を設定します。 
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項目 設定内容 既定値 

@ chartfields <type>タグにグラフのタプを設定した場合

に、グラフに表示するフゖールドをカンマ区切

りで設定します。 

 

@ chartnormalizationfield chartfields に設定した値を特定のフゖールド

の値で除算する場合に、そのフゖールド名を設

定します。 

 

@ imagelinkurl <type>タグに「image」を設定した場合に有

効。画像をクリックした時に開くリンクの 

URL を設定します。 

 

@ imagesourceurl <type>タグに「image」を設定した場合に有

効。表示する画像の URL を設定します。 

 

- showattachments 添付フゔルをポップゕップ ウゖンドウに表

示するかどうか。対象のレヤが、添付フゔ

ル(ゕタッチメント)を有効とするフゖーチャ

レヤで、表示する場合は  true に設定しま

す。 

false 

- showrelatedrecords 関連データを表示する場合は true に設定し

ます。 

false 

- showzoomtobutton ズーム ボタンを表示するかどうか true 

棒グラフを含んだ設定例) 

<?xml version="1.0" ?> 

<configuration> 

  <title>{NAME}</title> 

  <fields> 

    <field name="NAME"/> 

    <field name="TOTPOP_CY" alias="人口" visible="true"/> 

    <field name="MEDHINC_CY" alias="平均所得" visible="true"/> 

    <field name="OWNER_CY" alias="持ち家"/> 

    <field name="RENTER_CY" alias="賃貸"/> 

  </fields> 

  <medias> 

    <media type="barchart" title="持ち家 VS 賃貸" chartfields="OWNER_CY,RENTER_CY"/> 

  </medias> 

</configuration> 



ArcGIS Viewer for Flex 設定ガイド 

28 

 

ウィジェットの設定 

ArcGIS Viewer for Flex は、すぐに配置可能なウゖジェットという単位の機能を多く備えています。これ

らのウゖジェットは、基本的な GIS の機能の多くを提供し、カスタムゕプリケーションを容易に速く作成

することができます。ほとんどのウゖジェットには、簡単にカスタマズできるように、XML の設定フゔ

ルが用意されています。 

ウゖジェットには、大きく分けて 2 種類あり、それぞれ役割と設定方法が異なります。 

全般の機能 

地図操作やベースマップなど、ゕプリケーション全体にかかわる機能で、config.xml では、configuration 

タグ直下にそれぞれの widget タグを配置します。 

 ヘッダ(HeaderController Widget) 

 ベースマップ切替(Map Switcher Widget) 

 地図操作(Navigation Widget) 

 概観図(Overview Map Widget) 

 座標表示(Coordinate Widget) 

個別の機能 

検索や編集、図形描画など、個別の機能で、config.xml では、widgetcontainer タグの中にそれぞれの 

widget タグを配置します。 

 属性テーブル(Attribute Table Widget) 

 ブックマーク(Bookmark Widget) 

 チャート(Chart Widget) 

 データ抽出(Data Extract Widget) 

 描画(Draw Widget) 

 編集(Edit Widget) 



ArcGIS Viewer for Flex 設定ガイド 

29 

 

 ジオプロセシング(Geoprocessing Widget) 

 GeoRSS Widget 

 レヤ リスト(Layer List Widget) 

 凡例(Legend widget) 

 住所検索(Locate Widget) 

 印刷(Print Widget) 

 クエリ(Query widget) 

 検索(Search Widget) 

 スプラッシュ・スクリーン(Splash Widget) 

 画像表示(Static Image Widget) 

 時間対応(Time Slider Widget) 

 

ヘッダ(HeaderController Widget) 

このウゖジェットはゕプリケーションのヘッダ部分のユーザ ンタフェースを定義します。タトル、サ

ブタトル、ロゴを表示し、各ウゖジェットを呼び出すメニューを配置します。 

設定方法 

ヘッダ右端の検索機能やリンク情報に関する設定を行います。タトル、サブタトル、ロゴなどの設定

は、config.xml で行います。なお、このウゖジェットの設定フゔルは、widgets/HeaderController 直

下にもありますが、apps/ja_JP/config.xml では、apps/ja_JP/HeaderControllerWidget.xml を参照す

るように設定されています。 

項目 設定内容 既定値 

- search 検索機能を search タグ内に設定します。  

@ visible ヘッダの検索機能を表示するかどうか true 
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項目 設定内容 既定値 

- zoomscale 検索結果のフゖーチャにズームする際の縮尺。検索結

果に extent（範囲）が含まれている場合は、extent が

優先されます。 

10,000

（1:10,000） 

- useproxy config.xml で設定したプロキシ サーバを使用する

場合に、true を設定します。 

false 

- geocoding 検索機能としてジオコーデゖング サービスを使用す

る場合は以下の子タグを設定します。 

 

- locator ジオコーデゖング サービスの URL  

- minscore マッチ度の最低値。0～100 までの値を設定します。 40 

- links リンク情報を link タグで複数設定できます。  

- link 以下の属性と子タグにリンク情報を設定します。  

@ label リンク表示の文字列  

@ url リンク先の URL  

- content リンク先のページに遷移する代わりにスプラッシ

ュ・スクリーンを表示する場合に設定します。url 属

性が設定されていない場合のみ有効。HTML 形式で

記述します。 

 

@ height スプラッシュ・スクリーンの高さ 300 

@ width スプラッシュ・スクリーンの幅 300 

@ closelabel スプラッシュ・スクリーンを閉じるボタンのラベル OK 

 

ベースマップ切替(Map Switcher Widget) 

複数あるベースマップを切り替える機能です。初期設定では右上に配置されています。また、「その他...」

ボタンでは、操作レヤの表示/非表示の切り替えや表示順序の変更、透過表示の設定などが行えます。 

設定方法 

ベースマップ切り替えボタンの左にある、操作レヤ一覧の設定を行います。 

項目 設定内容 既定値 

- layerlist 以下の属性及び、<excludelayer>タグを設定  

@visible 操作レヤのリストを表示するボタンを表示するかどうか。こ

の機能を使わない場合は false を設定します。 

true 
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項目 設定内容 既定値 

- excludelayer 操作レヤのリストに表示しないレヤのレヤ名

(config.xml で設定したレヤ名)を設定します。複数のレ

ヤを設定する場合は複数の<excludelayer>タグを設定しま

す。 

 

- expandlayeritems 初期表示時にレヤリストのツリー(階層)を開いている状態

にするかどうか 

false 

- showthumbnails ベースマップ切り替え時に選択するベースマップのサムネ

ルを表示するかどうか。ボタンのみにする場合は false を設定

します。 

true 

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

basemapslabel ベースマップ切り替えボタンのラベル ベースマップ 

layerlistlabel 主題図のレヤ一覧を表示するボタンのラベル その他... 

 

地図操作(Navigation Widget) 

ビューゕのナビゲーション コントロールをまとめたものです。拡大縮小/全体表示/移動/範囲指定の縮尺変

更などの機能があります。 

設定方法 

初期設定で使用可能です。特定の機能を使用しないようにしたり、ボタンのゕコン、ツールチップの文

字を変更する場合などに設定を変更します。 

項目 設定内容 既定値 

- panwheel 地図移動のコントロールを以下の属性で設定します。   

@ visible 表示/非表示 false 

@ fullextlabel 全体表示ボタンのツールチップ 全体表示 

@ panuplabel 上へ移動するボタンのツールチップ 上へ移動 

@ pandownlabel 下へ移動するボタンのツールチップ 下へ移動 

@ panrightlabel 右へ移動するボタンのツールチップ 右へ移動 

@ panleftlabel 左へ移動するボタンのツールチップ 左へ移動 

@ fullexticon 全体表示用のゕコンの参照パスを設定。PNG または GIF を

サポート。 
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項目 設定内容 既定値 

- prevextbutton 1 つ前の表示範囲に移動するボタン コントロールを以下の属

性で設定します。 

 

@ visible 表示/非表示 false 

@ label ボタンのツールチップ 前の範囲 

- nextextbutton 1 つ先の表示範囲に移動するボタン コントロールを以下の属

性で設定します。 

 

@ visible 表示/非表示 false 

@ label ボタンのツールチップ 次の範囲 

- panbutton 地図をドラッグ移動するボタン コントロールを以下の属性で

設定します。 

 

@visible 表示/非表示 false 

@label ボタンのツールチップ 画面移動 

@icon ボタン ゕコンの参照パスを設定。PNG または GIF をサポ

ート。 

 

- zoominbutton 拡大用のボタン コントロールを以下の属性で設定します。  

@ visible 表示/非表示 false 

@ label ボタンのツールチップ 拡大 

@ icon ボタン ゕコンの参照パスを設定。PNG または GIF をサポ

ート。 

 

- zoomoutbutton 縮小用のボタン コントロールを以下の属性で設定します。  

@ visible 表示/非表示 false 

@ label ボタンのツールチップ 縮小 

@ icon ボタン ゕコンの参照パスを設定。PNG または GIF をサポ

ート。 

 

- rolloutalpha マウスカーソルが離れた時のナビゲーション コントロールの

透過設定。より不透明にして見えやすくするには値を大きくし

ます。 

0.39 

- rolloveralpha マウスカーソルを合わせた時のナビゲーション コントロール

の透過設定。透過させる場合は値を小さくします。 

1 

概観図(Overview Map Widget) 

概観図の機能を提供します。画面右下にあり、現在の表示範囲を赤枠で示します。デフォルトではベース

マップと同じ背景図が使われます。また、マウスで赤枠をドラッグすることにより、地図を移動すること

もできます。 
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設定方法 

概観図に使用するマップサービスの設定や、ゕプリケーション起動時に表示するかどうかの設定をします。 

項目 設定内容 既定値 

- initialstate 初期表示時に表示状態にする場合は open に設定します。 closed 

- layer 概観図に使用するマップ サービスを登録。ベースマップと同

じ座標系であることが必要。以下の属性を設定します。 

指定しない場合は、表示中の

ベースマップと同じサービ

スを参照します。 

@ type 使用するマップ サービスがダナミックサービスの場合は、

「dynamic」、タルマップサービスの場合は 「tiled」を設

定します。 

 

@ url 概観図に使用するマップ サービスの URL を設定します。ダ

ナミックサービスまたはタルマップサービスのみ設定可

能です。 

 

- collapsible 概観図を最小化できるかどうか。常に表示した状態にする場合

は false に設定します。 

true 

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

opentooltip 開く矢印のゕコンのツールチップ クリックして概観図を開きます 

closetooltip 閉じる矢印のゕコンのツールチップ クリックして概観図を閉じます 

 

座標表示(Coordinate Widget) 

マウス カーソル位置の xy 座標値を画面左下に表示するシンプルな機能です。マウスを動かすと座標値が

動的に変わります。 

設定方法 

表示単位、表示形式などを設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- outputunit 以下のいずれかの座標の表示単位を設定します。 

・geo ：度(10 進法) 

・dms： 度分秒  

・mercator ：Web メルカトル 

geo 
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項目 設定内容 既定値 

- numberformatter 表示される座標値のフォーマットを以下の属性で

定義します。 

 

@ decimalseparator 小数点の記号 .(ピリオド) 

@thousandsseparator 3 桁区切り記号。usethousandsseparator が true

の場合のみ有効 

,(カンマ) 

@usethousandsseparator 3 桁で区切るかどうか true 

@precision 小数点以下の桁数 -1 

@rounding 端数の丸め処理。down(切り捨て)、nearest(四捨

五入)、up(切り上げ)、none(切り上げも切り捨て

もしない)、のいずれかを設定します。 

none 

- labelstyle 座標値の表示設定を以下の属性で定義します。  

@color 座標値の文字色を RGB の 16 進数で設定します。 0x000000(黒) 

@fontfamily 座標値のフォント Verdana 

@fontsize 座標値のフォントサズ ９ 

@fontweight 座標値の太さ bold 

- labels 座標値の表示内容を以下の子タグで設定可能で

す。 

 

- template 座標値の表示テンプレート。 

例えば outputunit="dms"の場合に、「緯度:35°

41′22″N   経度:139°41′30″E」のように表示す

る場合は、「緯度:{1}   経度:{0}」と設定しま

す。 

outputunit="geo"の場

合： 

緯度:{1}   経度:{0} 

outputunit="dms"また

は"mercator"の場合： 

{0} {1} 

例) 

<?xml version="1.0" ?> 

<configuration> 

    <outputunit>geo</outputunit> 

    <numberformatter precision="6"/> 

    <label template="緯度:{1}   経度:{0}" fontsize="11"/> 

</configuration> 
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属性テーブル(Attribute Table Widget) 

フゖーチャ レヤの属性情報を一覧形式で表示する機能です。フゖーチャ レヤが編集可能な場合、属

性テーブル上で属性の編集も可能です。 

設定方法 

項目 設定内容 既定値 

- layer config.xml に設定していないフゖーチャ レヤを属性テー

ブルに表示する場合に以下の属性を設定します。 

 

@ label フゖーチャ レヤの名称  

@ url フゖーチャ レヤの URL  

@ token セキュゕな ArcGIS for Server のサービスのトークン  

@ useproxy config.xml で設定したプロキシ サーバを使用する場合に、

true を設定します。 

false 

@ disableclientcaching ブラウザのキャッシュを使用しない場合に true に設定しま

す。 

false 

- excludelayer 属性テーブルに表示しないフゖーチャ レヤのレヤ名

(config.xml で設定したレヤ名)を設定します。複数のレ

ヤを設定する場合は複数の excludelayer タグを設定しま

す。 

 

- layersettings デフォルトの設定に変更を加える場合はレヤごとに以下の

設定を行います。 

 

- layer 以下の属性および子タグを設定します。  

@ name レヤの名称  

- fields フゖールドごとに<field>子タグを設定します。  

- field 以下の属性を設定します。  

@ name 設定するフゖールド名  

@ alias 属性テーブルのフゖールド名として使用するエリゕス  

@ tooltip フゖールドのツールチップ  

- showobjectid 属性テーブルに objectID を表示する場合に true に設定し

ます。 

false 

- showglobalid 属性テーブルに globalID を表示する場合に true に設定し

ます。 

false 
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項目 設定内容 既定値 

- exportlocation CSV フゔルにエクスポートする際に座標値を出力するか

どうか。ポント フゖーチャの場合のみ有効です。 

true 

- showattachments 添付フゔル（ゕタッチメント）を表示するかどうか true 

- showrelatedrecords 関連データを表示するかどうか true 

- columnsorder フゖールドの表示順。 

alphabetical：フゖールド名のゕルフゔベット順 

fieldinspector：FieldInspector で定義したフゖールド順 

fields：フゖーチャ レヤのフゖールド順 

fields 

- sublayer マップ サービスのレヤを使用する場合は複数のレヤを

含むので設定するレヤごとに以下の属性と子タグを設定し

ます。 

 

@ id サブレヤの ID  

@ iseditable 編集可能かどうか true 

- fields フゖールドごとに<field>子タグを設定します。  

- field 以下の属性を設定します。  

@ name 設定するフゖールド名  

@ alias 属性テーブルのフゖールド名として使用するエリゕス  

@ tooltip フゖールドのツールチップ  

- showobjectid 属性テーブルに objectID を表示する場合に true に設定し

ます。 

false 

- showglobalid 属性テーブルに globalID を表示する場合に true に設定し

ます。 

false 

- exportlocation CSV フゔルにエクスポートする際に座標値を出力するか

どうか。ポント フゖーチャの場合のみ有効です。 

true 

- showattachments 添付フゔル（ゕタッチメント）を表示するかどうか true 

- showrelatedrecords 関連データを表示するかどうか true 

- columnsorder フゖールドの表示順。 

alphabetical：フゖールド名のゕルフゔベット順 

fieldinspector：FieldInspector で定義したフゖールド順 

fields：フゖーチャ レヤのフゖールド順 

fields 
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ブックマーク(Bookmark Widget) 

頻繁に使う範囲を登録するブックマーク機能です。設定フゔルに登録したブックマークは、全てのユー

ザに表示されますが、ユーザが独自の範囲を登録することもできます。 

使用方法 

1. 「ブックマーク」ボタンでブックマークの一覧を表示します。クリックすると、該当する範囲

に移動します。この一覧はブックマーク ウゖジェットの設定フゔルを編集することでカスタ

マズ可能です。 

2. 「ブックマークを追加」ボタンにより、ユーザは、独自の範囲を決めて追加することができま

す。この範囲は現在の表示範囲になります。作成したブックマークは、コンピュータとユーザ プ

ロフゔルに特定されたローカルに保存されます。 

3. ユーザが登録したブックマークは、ブックマーク一覧の一番下に表示されます。表示されるブ

ックマークは登録した順番になります。エンドユーザがブックマーク リストを更新したり並べ

替えたりすることはできません。「×」ボタンをクリックするとブックマークを一覧から削除す

ることができます。 

設定方法 

ブックマークの一覧を設定します。ここで設定したブックマークは、ユーザが個別に削除することはでき

ません。ベースマップの座標系が WGS 1984 Web メルカトルの場合(初期設定の座標系と同じ場合)、以

下のゕプリケーションを使用すると、地図を参照しながら <bookmark> タグ付きで座標値をコピーでき

るので便利です。 

http://resources.arcgis.com/en/help/flex-viewer/helpers/FlexViewer_ExtentHelper.html 

 

 

項目 設定内容 既定値 

- addbookmarks ブックマークの追加を許可するかどうか true 

- bookmarks <bookmark>子タグに、ブックマークの一覧を設定します。  

http://resources.arcgis.com/en/help/flex-viewer/helpers/FlexViewer_ExtentHelper.html
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- bookmark 四隅の座標を、最小 X,最小 Y,最大 X,最大 Y の順に、スペース区切

りで設定します。この座標値はベースマップの座標系と一致する必

要があります。 

 

@ name ブックマークの名称  

例) 

<configuration> 

  <bookmarks> 

      ・・・ 

    <bookmark name="日本">13917200 3452300 16908700 5477600</bookmark> 

    <bookmark name="関東地方">15309000 4090000 15853000 4488000</bookmark> 

      ・・・ 

  </bookmarks> 

</configuration> 

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

bookmarkslabel 1 番目のツールバーボタンのツールチップ ブックマーク 

addbookmarkslabel 2 番目のツールバーボタンのツールチップ ブックマークの追加 

addlabel ブックマークを追加するウゖンドウのラベル 現在の範囲に名前を付けてブック

マークとして追加: 

submitlabel ブックマークの追加ボタンのラベル ブックマークの追加 

errorlabel 名前を入力せずにブックマークの追加ボタンを

押下した場合のエラー メッセージ 

ブックマークの名前を入力してく

ださい。 
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チャート(Chart Widget) 

選択したレヤから範囲を指定して検索を行い、検索したフゖーチャの属性情報をグラフとして表現する

ことができます。 

使用方法 

 対象のレヤをプルダウンから選択します。 

 描画ツールを使用してマップ上に検索範囲を描画するとグラフが表示されます。 

設定方法 

検索対象のレヤや属性情報、グラフの種類などを設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- highlightcolor フゖーチャ選択時のハラト色を RGB の 16 進数で設定し

ます。 

0xFFFF00 

（黄色） 

- statistics 次ページの caption 属性で設定した統計値を表示する際の表示

形式を以下の属性で設定します。 

 

@ precision 統計値の小数点以下の桁数  
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項目 設定内容 既定値 

- layers 検索対象のレヤごとに layer 子タグを設定します。  

- layer 以下の属性、子タグを設定します。  

@ label レヤ名称。検索対象のフゖーチャレヤが config.xml の 

operationallayers タグに存在する場合は、config.xml で設定

したものと同じレヤ名称を設定します。レヤのタプ(type)

は「feature」である必要があります。 

 

@ url 検索対象のフゖーチャレヤが config.xml の 

operationallayers に存在しない場合に設定します。1 つのレ

ヤに対しての検索のため、レヤ ID を指定します。(例えば一

番最初のレヤであれば、～/MapServer/0 のように指定しま

す。) 

 

@ where フゖーチャレヤの Where 句  

- labelfield 結果のグラフにマウスを合わせた際に表示されるカテゴリ名と

して使用するフゖールド名を設定します。 

 

- fields 属性情報を取得する各フゖールドを field 子タグで設定します。  

- field 下記の name 属性を設定します。  

@ name サーバ上で定義されたフゖールド名  

- medias 表示するグラフの設定。media タグを複数記述して複数の種類

のグラフを設定可能です。 

 

- media 以下の属性でグラフを定義します。  

@ caption グラフの下に表示する文字列。以下の{}を含めた記述を追加す

ると、文字列に簡単な統計値を含めることができます。 

・{=SUM}(合計) 

・{=MIN}(最小値) 

・{=MAX}(最大値) 

・{=COUNT}(カウント数) 

・{=AVERAGE}(平均) 

 

@ chartfields 対象の属性をサーバ上で定義されたフゖールド名で設定します。  

@ title グラフのタトル  
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項目 設定内容 既定値 

@ type グラフのタプを以下の 4 つのタプから設定します。 

・columnchart(縦棒グラフ) 

・piechart(円グラフ) 

・barchart(横棒グラフ) 

・linechart (折れ線グラフ) 

 

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

selectlabel 選択タブのツールチップ 選択 

resultslabel 結果タブのツールチップ 結果 

layerselectionlabel レヤ選択プルダウンのラベル レヤを選択 

drawtoolmenulabel 描画ツールのラベル 描画ツールを選択 

nolayerslabel グラフ表示対象のレヤが存在しない場合に表示

されるメッセージ 

レヤがありません 

nochartdatatodisplaylabel 描画ツールで指定した範囲にグラフ表示対象のデ

ータが存在しない場合に表示されるメッセージ 

表示するチャート デー

タがありません 

featurelayernotvisibletext グラフ表示対象のレヤが非表示の状態の場合に

表示されるメッセージ 

フゖーチャ レヤは非

表示か、縮尺の範囲外に

あります 

rectanglelabel 四角形描画ツールのツールチップ 四角形の描画 

circlelabel 円描画ツールのツールチップ 円の描画 

ellipselabel 楕円描画ツールのツールチップ 楕円の描画 

polygonlabel ポリゴン描画ツールのツールチップ ポリゴンの描画 

freehandpolygonlabel フリーハンド ポリゴン描画ツールのツールチッ

プ 

フリーハンド ポリゴン

の描画 

clearlabel 描画した範囲を消すリンク 消去 

 

データ抽出(Data Extract Widget) 

地図上の指定した範囲・レヤのデータを、zip フゔルとしてクラゕントにダウンロードすることがで

きます。この機能を使用するためには、サーバ側にデータを切り出すための、ジオプロセシング モデルを

作成する必要があります。 
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使用方法 

 抽出したい範囲を描画ツールを使用して決めます。 

 抽出したいレヤをチェックボックスで選択します。 

 出力するデータ フォーマット をドロップダウンリストから選択します。 

 「データ抽出」ボタンをクリックします。 

 確認ダゕログが表示されるので、「はい」をクリックし、保存場所を選択して zip フゔルを

保存します。 

設定方法 

ジオプロセシング サービスの設定、範囲選択の方法などを設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- dataextractionservice ジオプロセシング サービスの URL  

- outputfilename 出力フゔル名の拡張子を除いたデフォルト値 extractedData 

- useproxy config.xml で設定したプロキシ サーバを使用する場合

に、true を設定します。 

false 

- aioselectionmethod 範囲選択の方法として以下のいずれかを設定します。 

・extent:地図の表示範囲 

・draw:描画ツールを使用して描いた範囲 

draw 

- excludelayer ダウンロードの対象外とするレヤがある場合に、そのレ

ヤ名を設定します。 

 

データ抽出のサービスの設定方法 

この機能は、「クリップと送信」というジオプロセシング サービスを使用しています。詳細は、以下のペ

ージをご参照ください。 

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.1/index.html#/Clip_and_ship/005700000073000000/ 

サービスを作成する上でのいくつかのポントは、以下の通りです。 

 ジオプロセシング サービスは、「非同期」にします。 

 最低以下の 3 つの入力パラメータが必要です。 

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.1/index.html#/Clip_and_ship/005700000073000000/
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・Area_of_Interest 

・Layers_to_Clip 

・Feature_Format 

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

desclabel ウゖンドウ上部の機能説明 データの抽出および zip フ

ゔルのダウンロード 

step1label 抽出範囲選択のステップ説明 1. エリゕの選択: 

polygonlabel ポリゴン描画ツールのツールチップ ポリゴンの描画 

freehandpolygonlabel フリーハンド ポリゴン描画ツールのツールチップ フリーハンド ポリゴンの描

画 

rectanglelabel 四角形描画ツールのツールチップ 四角形の描画 

circlelabel 円描画ツールのツールチップ 円の描画 

ellipselabel 楕円描画ツールのツールチップ 楕円の描画 

clearlabel 描画した範囲を消すリンク 消去 

datacurrentextentlabel aioselectionmethod="Extent"の場合に表示され

る説明 

データは現在の範囲から抽

出されます。 

step2label レヤ選択のステップ説明 2. 抽出するレヤの選択: 

step3label フゔル形式選択のステップ説明 3. フゔル形式の選択: 

step4label ラスタ形式選択のステップ説明 4. ラスタ形式の選択: 

step5label 空間参照選択のステップ説明 5. 空間参照: 

extractbuttonlabel 抽出実行のボタンラベル 抽出 

step1errorlabel 抽出範囲が未選択の状態で抽出ボタンをクリックし

た時に表示されるエラーメッセージ 

対象エリゕを選択してくだ

さい。 

step2errorlabel レヤを選択していない状態で抽出ボタンをクリッ

クした時に表示されるエラーメッセージ 

抽出するレヤを選択して

ください。 

emptyresultslabel 出力結果が存在しない場合のエラーメッセージ タスクは完了しましたが、返

される結果がありませんで

した。 

savedatafilelabel 出力されたデータを保存する際の確認メッセージ データ フゔルが作成され

ました。保存しますか？ 
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描画(Draw Widget) 

描画機能を使うと、地図上にシンプルな図形やテキストを描画することができます。また、以下の測定機

能も備わっています。 

 線分の距離 

 ポリゴンの面積と外周 

使用方法 

1. ポントやラン、ポリゴンなどの描画ツールを選択します。 

2. 必要に応じて、カラーやスタルを変更します。ランやポリゴンの場合は計測値の表示にチ

ェックを入れると、距離や面積が計測できます。 

3. 地図上をクリックして新しい図形を描画します。テキストツールの場合は、地図上のクリック

した場所にテキストを配置します。ポントやラン、ポリゴンなどの図形描画時に Ctrl キー

を押すと頂点にスナップすることができます。 
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4. 描画した図形を選択すると、頂点の追加や移動、回転、拡大/縮小などの編集が可能です。また、

右クリックで「消去」をクリックすると、選択した図形のみ削除できます。 

5. 「描画を消去します」のリンクをクリックすると、全ての描画した図形は消去されます。 

描画した図形は、描画機能を起動した状態でのみ表示され、ウゖンドウを閉じると描画した図形は非表示

になります。もう一度描画機能を起動すると再び描画した図形が表示されます。この描画は一時的なもの

で、保存はされません。 

設定方法 

計測で使用するジオメトリ サービスや単位表記の設定を行います。 

項目 設定内容 既定値 

- distanceunits <distanceunit>子タグに、距離計測に使用する単位の一覧を

設定します。 

 

- distanceunit 距離単位を選択するプルダウンに表示される「メートル」、

「キロメートル」などの単位名を設定します。 

 

@ abbr 結果表示に使用する単位表記  

@ conversion 1 メートルに対する換算率  

- areaunits < areaunit >子タグに、面積計測に使用する単位の一覧を設

定します。 

 

- areaunit 面積単位を選択するプルダウンに表示される「平方メート

ル」、「平方キロメートル」などの単位名を設定します。 

 

@ abbr 結果表示に使用する単位表記  

@ conversion 1 平方メートルに対する換算率  

- defaultdrawcolor 描画グラフゖックのカラーの初期カラー 0x3FAFDC（青） 

- defaulttextfontsize テキスト描画のフォントサズの初期値 20 

例) 

<configuration> 

  <distanceunits> 

    <distanceunit abbr="m" conversion="1">メートル</distanceunit> 

    <distanceunit abbr="km" conversion="0.0001">キロメートル</distanceunit> 

        ... 

  </distanceunits> 

  <areaunits> 
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    <areaunit abbr="㎡" conversion="1">平方メートル</areaunit> 

    <areaunit abbr="k ㎡" conversion="0.000001">平方キロメートル</areaunit> 

        ... 

<areaunits> 

<configuration> 

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

drawpointlabel ポント描画ツールのツールチップ ポントの描画 

markercolorlabel ポントの色設定のラベル マーカー色: 

markeralphalabel ポントの透過設定のラベル 透過性: 

markersizelabel ポントのサズ設定のラベル サズ: 

markerstylelabel ポントのスタル設定のラベル スタル: 

markeroutlinecolorlabel ポントの枠線色設定のラベル ゕウトラン色: 

markeroutlinewidthlabel ポントの枠線幅設定のラベル 幅: 

drawlinelabel ラン描画ツールのツールチップ ランの描画 

drawfreehandlinelabel フリーハンド ラン描画ツールのツールチップ フリーハンドランの描

画 

linealphalabel ランの透過設定のラベル 透過性: 

linecolorlabel ランの色設定のラベル ラン色: 

linestylelabel ランのスタル設定のラベル スタル: 

linewidthlabel ランの幅設定のラベル 幅: 

drawpolygonlabel ポリゴン描画ツールのツールチップ ポリゴンの描画 

drawfreehandpolygonlabel フリーハンド ポリゴン描画ツールのツールチップ フリーハンド ポリゴン

の描画 

drawrectanglelabel 四角形描画ツールのツールチップ 四角形の描画 

drawcirclelabel 円描画ツールのツールチップ 円の描画 

drawellipselabel 楕円描画ツールのツールチップ 楕円の描画 

fillalphalabel ポリゴンの透過設定のラベル 透過性: 

fillcolorlabel ポリゴンの色設定のラベル 塗りつぶし色: 

fillstylelabel ポリゴンのスタル設定のラベル スタル: 

filloutlinecolorlabel ポリゴンの枠線色設定のラベル ゕウトラン色: 

filloutlinewidthlabel ポリゴンの枠線幅設定のラベル 幅: 

addtextlabel テキストツールのツールチップ テキストの追加 

textlabel テキスト入力のラベル テキスト: 

textcolorlabel テキストの色設定のラベル 色: 

textsizelabel テキストのサズ設定のラベル サズ: 
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項目 設定内容 既定値 

textfontlabel テキストのフォント設定のラベル フォント: 

textboldlabel テキストの太文字設定のラベル B 

textboldtooltip テキストの太文字設定のボタン ツールチップ 太字 

textitaliclabel テキストの斜体設定のラベル I 

textitalictooltip テキストの斜体設定のボタン ツールチップ 斜体 

textunderlinelabel テキストの下線設定のラベル U 

textunderlinetooltip テキストの下線設定のボタン ツールチップ 下線 

showmeasurementslabel 計測値表示のチェックボックスのラベル 計測値の表示 

distanceunitslabel 距離単位選択のラベル 距離単位 

areaunitslabel 面積単位選択のラベル 面積単位 

arealabel マップ上に表示される面積のラベル 面積: 

perimeterlabel マップ上に表示される外周のラベル 周長: 

lengthlabel マップ上に表示される長さのラベル 長さ: 

drawclearlabel 描画を消去するボタンリンクのラベル 描画を消去します 

clearlabel 右クリックで特定の図形を消去するテキスト 消去 

 



ArcGIS Viewer for Flex 設定ガイド 

48 

 

 

編集(Edit Widget) 

編集ウゖジェットは、ユーザが直観的に操作できるように作られています。この機能は、ArcGIS 10.0 以

降で作成可能なフゖーチャ テンプレートを使用しているため、ArcGIS for Server バージョン 10.1 以

降のフゖーチャ サービスが必要です。フゖーチャ サービスを使用することにより、新しいフゖーチャを

作成したり、フゖーチャを編集したりすることが可能となります。Web ゕプリケーションでの編集、およ

び編集に必要なフゖーチャ サービスについては、以下のヘルプをご参照ください。 

http://help.arcgis.com/ja/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/0053000000pw000000/ 

フィーチャの新規作成方法 

 フゖーチャ テンプレートを選択し、編集ツールで描画します。 

 属性の入力を行います。 

 必要な場合は、添付フゔル(ゕタッチメント)をフゖーチャに追加します。 

フィーチャの編集方法 

地図上のフゖーチャを選択すると、編集可能な状態になります。属性のダゕログが表示され、属性の編

集も行えます。フゖーチャの編集では以下のような編集が可能です。(編集ツールの設定により使用できる

機能を選択可能です) 

 頂点の追加、移動、削除(右クリックのメニューから) 

 ドラッグによる移動 

 編集を元に戻したりやり直す Undo/Redo 機能(25 回分の操作まで可能) 

http://help.arcgis.com/ja/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/0053000000pw000000/
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 マージ・切断・形状変更 

フィーチャの削除方法 

地図上のフゖーチャを選択し、属性のダゕログ上の削除ボタンをクリックします。 

 

設定方法 

編集に使用する描画ツール、マージ・切断などの編集ツールを使うかどうかなどを設定します。編集対象

のレヤは、config.xml の operationallayers タグのフゖーチャ レヤとして設定したもののうち、実

際に編集可能なフゖーチャサービスとして登録したものになります。 

 

項目 設定内容 既定値 

- createoptions フゖーチャを作成する際に使用可能な描画ツールのオプショ

ンを <polygondrawtools>、<polylinedrawtools>子タグで

設定します。 それぞれのオプションを複数指定し、描画ツー

ルを選択可能とするためには、toolbarvisible を true にする

必要があります。 

 

- polygondrawtools 以下のうち、使用するポリゴン作成ツールをカンマ区切りで設

定します。 

・polygon - ポリゴン 

・freehandpolygon - フリーハンドで描くポリゴン 

・extent - 四角形 

・autocomplete - 自動完成ポリゴン 

・circle - 円 

・ellipse - 楕円 

 

- polylinedrawtools 以下のうち、使用するラン作成ツールをカンマ区切りで設定

します。 

・polyline - ラン 

・freehandpolyline - フリーハンドで描くラン 

・line - ラン 

 

- addfeatures フゖーチャ追加の可否。追加できないようにする場合に false 

を設定します。 

true 

- deletefeatures フゖーチャ削除の可否。削除できないようにする場合に false 

を設定します。 

true 

- excludelayer 編集の対象外にするレヤ名を設定します。レヤ名には 

config.xml で設定したレヤ名を設定します。 
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項目 設定内容 既定値 

- toolbarvisible 編集ツールバーを表示する場合に true を設定します。フゖー

チャの選択・削除・描画ツールの選択・Undo/Redo の機能が

含まれます。 

false 

- toolbarcutvisible 切断ツールを表示する場合に true を設定します。

toolbarvisible="true"の場合に有効。 

false 

- toolbarmergevisible マージツールを表示する場合に true を設定します。 

toolbarvisible="true"の場合に有効。 

false 

- toolbarreshapevisible 形状変更ツールを表示する場合に true を設定します。 

toolbarvisible="true"の場合に有効。 

false 

- updateattributes 属性編集の可否。属性の編集を無効とする場合に false を設定

します。 

true 

- updategeometry ジオメトリ編集（移動も含む）の可否。ジオメトリの編集を無

効とする場合に false を設定します。 

true 

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

attributeslabel 属性ダゕログのタトル名 属性 

attachmentslabel 添付フゔル ダゕログのタトル名 添付フゔル 

featurelayernotvisibletext フゖーチャレヤが非表示の場合に表示される

ラベル 

フゖーチャ レヤは非表示

か、縮尺の範囲外にあります 

 

ジオプロセシング(Geoprocessing Widget) 

ArcGIS for Server のジオプロセシング サービスを利用するためのウゖジェットです。このウゖジェット

を使用すると様々な GIS タスクを実現可能です。 

設定方法 

ウゖジェットのユーザ ンタフェースや入出力のパラメータを設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- description 上部に表示されるウゖジェットの説明  

- taskurl ジオプロセシング タスクの URL  

- helpurl ジオプロセシング タスクのヘルプの URL  
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項目 設定内容 既定値 

- updatedelay 非同期のタスクの結果をチェックする間隔をミリ秒で設定し

ます。 

4000 

- layerorder フゖーチャ セットのパラメータで作成されたグラフゖック

ス レヤの順番をカンマ区切りで設定します。 

 

- useamf 通信フォーマットを設定します。true の場合は AMF、false 

の場合は JSON となります。 

ArcGIS for 

Server のバ

ージョンが

10.1 以上の場

合は AMF の

サポートを自

動判別、それ以

外の場合は 

false(JSON) 

- useproxy config.xml で設定したプロキシ サーバを使用する場合に、

true を設定します。 

false 

- autosubmit フゖーチャの入力が終了した時点で自動的にジオプロセシン

グ タスクを実行する場合に true を設定します。 

false 

- inputparams ジオプロセシング タスクの入力パラメータを<param>子

タグで設定します。 

 

- param 以下の属性および子タグを設定します。  

@ name サーバで定義した入力パラメータの名称  

@ type パラメータのタプ。次のいずれかの値を設定します。

「featurerecordset」、「string」、「boolean」、「long」、

「double」、「date」、「linearunit」、「datafile」、「recordset」、

「rasterdatalayer」、「multivalue:string」 

 

@ label 画面上に表示されるパラメータ名  

@ geometrytype ジオメトリの描画ツールで使用するタプを「point」、

「polyline」、「polygon」のいずれかで設定します。 

 

@ required 必須項目かどうかの設定。true に設定すると画面上に必須項

目であることを示す「*」が表示され、この項目を未入力の状

態で実行するとエラーが表示されます。 

true 

@ tooltip 入力パラメータのツールチップ  

@ visible 画面上に入力パラメータを表示するかどうか true 

@ wkid 入力フゖーチャの wkid を設定します。ジオプロセシング 

タスクの投影法が、背景図と異なる場合に設定が必要です。 

 

@ wkt 入力フゖーチャの wkt を設定します。ジオプロセシング タ

スクの投影法が、背景図と異なる場合に設定が必要です。 
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項目 設定内容 既定値 

@ mode type 属性が「featurerecordset」の場合、以下の 3 通りの

入力方法があります。 

・drawtool：描画ツールによるグラフゖック 

・layers：マップ上のグラフゖックス レヤ 

・extent：表示しているマップの範囲 

drawtool 

- layers type 属性が「featurerecordset」かつ mode 属性が

「layers」の場合のみ <layer> 子タグでレヤを指定でき

ます。 

 

- layer 下記 name 属性のみ設定します。  

@ name config.xml で設定したレヤ名  

- simplerenderer 単一のシンボルを描画する場合に、そのシンボルの設定をし

ます。設定方法は、シンボル設定を参照してください。 

 

- classbreaksrenderer 数値の範囲で分類描画する場合に以下の属性と子タグを設定

します。 

 

@ field 数値分類に使用するフゖールド名  

- classbreakinfo 分類の範囲ごとに以下の属性を持った<classbreakinfo>を

記述してシンボルの設定をします。設定方法は、シンボル設

定を参照してください。 

 

@ min 範囲の最小値。この値は範囲に含まれます（～以上になりま

す）。 

 

@ max 範囲の最大値。この値は範囲に含まれません（～未満になり

ます）。 

 

- uniquevaluerenderer 個別値を使用して分類描画する場合に以下の属性と子タグを

設定します。 

 

@ field 個別値分類に使用するフゖールド名  

- uniquevalueinfo 個別値ごとに value 属性を持った<uniquevalueinfo>を記

述してシンボルを設定します。設定方法は、シンボル設定を

参照してください。 

 

@ value 分類の個別値  

- choicelist 入力パラメータが選択項目の場合に設定します。  

- choice 選択項目ごとに value 属性を持った <choice> タグを設

定します。 

 

@ value 選択項目の値  

- outputparams ジオプロセシング タスクの出力パラメータを<param>子

タグで設定します。 

 

- param 以下の属性を設定します。  

@ name サーバで定義した出力パラメータの名称  



ArcGIS Viewer for Flex 設定ガイド 

53 

 

項目 設定内容 既定値 

@ label 画面上に表示されるパラメータ名  

@ type パラメータのタプ。次のいずれかの値を設定します。

「featurerecordset」、「string」、「boolean」、「long」、

「double」、「date」、「linearunit」、「datafile」、「recordset」、

「rasterdatalayer」、「multivalue:string」 

 

- simplerenderer 単一のシンボルを描画する場合に、そのシンボルの設定をし

ます。設定方法は、シンボル設定を参照してください。 

 

- classbreaksrenderer 数値の範囲で分類描画する場合に以下の属性と子タグを設定

します。 

 

@ field 数値分類に使用するフゖールド名  

- classbreakinfo 分類の範囲ごとに以下の属性を持った<classbreakinfo>を

記述してシンボルの設定をします。設定方法は、シンボル設

定を参照してください。 

 

@ min 範囲の最小値。この値は範囲に含まれます（～以上になりま

す）。 

 

@ max 範囲の最大値。この値は範囲に含まれません（～未満になり

ます）。 

 

- uniquevaluerenderer 個別値を使用して分類描画する場合に以下の属性と子タグを

設定します。 

 

@ field 個別値分類に使用するフゖールド名  

- uniquevalueinfo 個別値ごとに value 属性を持った<uniquevalueinfo>を記

述してシンボルを設定します。設定方法は、シンボル設定を

参照してください。 

 

@ value 分類の個別値  

- popup 出力結果のフゖーチャをクリックした際にポップゕップ ウ

ゖンドウを表示します。設定方法は pg.30 の、ポップゕップ 

ウゖンドウの設定方法を参照してください。 

 

シンボル設定 

項目 設定内容 既定値 

- simplemarkersymbol ポント データの場合、以下の属性と子タグでシンボ

ルを設定します。 

 

@ color シンボルの色を RGB の 16 進数で設定します。 0x3FAFDC (青) 

@ alpha 透過表示のレベル。0.0(透明)から 1.0(不透明)の間の値

を設定します。 

1 

@ size シンボルのサズ(ピクセル) 15 
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項目 設定内容 既定値 

@ style シンボルのスタルを以下のいずれかに設定します。 

・circle（円） 

・cross（十字） 

・diamond（ひし形） 

・square（四角形） 

・triangle（三角形） 

・x（X） 

circle 

- outline 枠の設定は以下の属性で設定します。  

@ color 枠部分の色を RGB の 16 進数で設定します。 0x000000(黒) 

@ width 枠の線幅(ピクセル) 1 

@ style シンボルのスタルを以下のいずれかに設定します。 

・solid（実線） 

・dash（破線） 

・dashdot（1 点鎖線） 

・dashdotdot（2 点鎖線） 

・dot（点線） 

・none（シンボル設定なし） 

solid 

- simplelinesymbol ラン データの場合、以下の属性でシンボルを設定し

ます。 

 

@ color シンボルの色を RGB の 16 進数で設定します。 0x000000(黒) 

@ alpha 透過表示のレベル。0.0(透明)から 1.0(不透明)の間の値

を設定します。 

1 

@ width シンボルの幅(ピクセル) 1 

@ style シンボルのスタルを以下のいずれかに設定します。 

・solid（実線） 

・dash（破線） 

・dashdot（1 点鎖線） 

・dashdotdot（2 点鎖線） 

・dot（点線） 

・none（シンボル設定なし） 

solid 

- simplefillsymbol ポリゴン データの場合、以下の属性で塗りつぶしの色

と透過を設定。枠の設定は<outline>子タグで設定しま

す。 

 

@ color 塗りつぶし部分の色を RGB の 16 進数で設定します。 0x3FAFDC (青) 

@ alpha 塗りつぶし部分の透過表示のレベル。0.0(透明)から

1.0(不透明)の間の値を設定します。 

1 
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項目 設定内容 既定値 

@ style シンボルのスタルを以下のいずれかに設定します。 

・backwarddiagonal（右上がり対角線） 

・cross（格子） 

・diagonalcross（ひし形） 

・forwarddiagonal（右下がり対角線） 

・horizontal（横線） 

・null（シンボル設定なし） 

・solid（塗りつぶし） 

・vertical（縦線） 

solid 

- outline 枠の設定は以下の属性で設定します。  

@ color 枠部分の色を RGB の 16 進数で設定します。 0x000000(黒) 

@ width 枠の線幅(ピクセル) 1 

@ style シンボルのスタルを以下のいずれかに設定します。 

・solid（実線） 

・dash（破線） 

・dashdot（1 点鎖線） 

・dashdotdot（2 点鎖線） 

・dot（点線） 

・none（シンボル設定なし） 

solid 

- picturemarkersymbol ポントのシンボルとして、画像フゔルを使用する場

合、以下の属性でシンボルを設定します。 

 

@ url シンボルの画像フゔルの参照パス config.xml で定義した

search widget の 

icon 

@ height シンボルの高さ(ピクセル) 30 

@ width シンボルの幅(ピクセル) 30 

@ xoffset X 方向のオフセット 0 

@ yoffset Y 方向のオフセット 0 

@ angle 角度 0 

 

GeoRSS Widget 

GeoRSS ウゖジェットを使うと、GeoRSS のフゖードにリンクすることができます。初期設定では、

USGS(ゕメリカ地質調査所)が公開している GeoRSS を参照しています。 
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設定方法 

項目 設定内容 既定値 

- source GeoRSS フゖードの URL  

- useproxy config.xml で設定したプロキシ サーバを使用する場合に、true 

を設定します。 

false 

- fields <field>タグに表示するフゖールドを設定します。  

- field 表示するフゖールドを以下の属性で設定します。  

@name XML タグの名称  

@alias 画面上に表示する名称 設定しない場合は、name 

属性で設定した名称 

- titlefield 情報ウゖンドウのタトルとして表示するフゖールド名  

- linkfield URL を含むフゖールド名。URL が JPG/PNG/GIF の拡張子であ

る場合は、その画像が表示され、それ以外の場合はクリックでリ

ンク先の URL が別ウゖンドウで表示されます。 

 

- refreshrate 一定時間ごとにデータを更新する場合に、更新する時間間隔(秒)

を設定します。 

未設定の場合は、ゕプリケ

ーションを起動しなおすま

で、更新されません。 

- zoomscale GeoRSS の一覧を選択した時にズームする縮尺  

- clustering 複数のポントをまとめて表示するクラスタリング表示を行う

場合に設定します。設定方法は「clustering タグの設定」を参

照してください。 

 

シンボル設定 

マップ上の検索結果のシンボルを変更する場合に設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- picturemarkersymbol 検索対象がポント データの場合、以下の属性でシンボ

ルを設定します。 

 

@ url シンボルのが画像フゔルの参照パス config.xml で定義した 

GeoRSS widget の icon 

@ height シンボルの高さ(ピクセル) 30 

@ width シンボルの幅(ピクセル) 30 

@ xoffset X 方向のオフセット 0 

@ yoffset Y 方向のオフセット 0 

- simplelinesymbol 検索対象がラン データの場合、以下の属性でシンボル

を設定します。 

 

@ color シンボルの色を RGB の 16 進数で設定します。 0xFF0000(赤) 

@ alpha 透過表示のレベル。0.0(透明)から 1.0(不透明)の間の値

を設定します。 

0.8 
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項目 設定内容 既定値 

@ width シンボルの幅(ピクセル) 2 

- simplefillsymbol 検索対象がポリゴン データの場合、以下の属性で塗りつ

ぶしの色と透過を設定します。枠の設定は<outline>子タ

グで設定します。 

 

@ color 塗りつぶし部分の色を RGB の 16 進数で設定します。 0xFF0000(赤) 

@ alpha 塗りつぶし部分の透過表示のレベル。0.0(透明)から

1.0(不透明)の間の値を設定します。 

0.5 

- outline 枠の設定は以下の属性で設定します。  

@ color 枠部分の色を RGB の 16 進数で設定します。 0xFF0000(赤) 

@ alpha 枠部分の透過表示のレベル。0.0(透明)から 1.0(不透明)

の間の値を設定します。 

0.8 

@ width 枠の線幅(ピクセル) 2 

 

レイヤ リスト(Layer List Widget) 

このウゖジェットを使うと、操作レヤの表示/非表示の切り替えや表示順序の変更、透過表示の設定など

を行うことができます。表示されるレヤのリストは、config.xml の「operational」レヤに設定され

ているレヤです。 

設定方法 

項目 設定内容 既定値 

- excludelayer レヤリストに表示しないレヤ名を設定します。  

- expandlayeritems 初期表示時にレヤリストのツリー(階層)を開いている状態に

するかどうか。 

false 

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

title ウゖジェットのタトルのラベル レヤの表示設定 

凡例(Legend widget) 

地図上に表示されている全てのレヤの凡例を動的に表示します。 
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設定方法 

凡例の表示対象を設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- usebasemaps ベースマップの凡例を表示する場合に true を設定します。 false 

- useoperationallayers 操作レヤの凡例を表示するかどうかの設定。false に設定した場

合、操作レヤの凡例は表示されません。 

true 

- excludelayer 凡例に表示しないレヤのレヤ名(config.xml で設定したレ

ヤ名)を設定します。複数のレヤを設定する場合は複数の 

excludelayer タグを設定します。 

false 

- respectcurrentmapscale true の場合、現在の縮尺において表示対象のレヤの凡例のみが

表示されます。false の場合、すべての縮尺で凡例が表示されます

が、表示対象外のレヤの凡例は、50% の透過表示となります。 

true 

 

住所検索(Locate Widget) 

このウゖジェットを使うと、表示された地図上で、住所や緯度/経度からその場所に移動することができま

す。場所を特定する方法として、住所と緯度/経度の 2 通りの方法を提供しています。住所からの検索では、

ArcGIS for Server の ジオコーデゖング サービス または Bing Maps を使用しています。 

設定方法 

住所検索用のサービスの設定、表示方法などを設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- locator ジオコーデゖング サービスの URL または、Bing Maps 

の場合は「bing」。 Bing Maps の場合は、config.xml の

bing タブの key 属性の設定が必要です。 

 

- initialview 初期表示の画面を緯度/経度を指定する画面にする場合に 

「coordinates」 を設定します。 

設定しない場合は初期

表示時に住所検索画面

を表示 

- minscore マッチ度の最低値（0～100） 40 

- fields ジオコーデゖング サービスで定義された入力フゖールド

をカスタマズする場合に、フゖールドごとに <field> 子

タグを設定します。usesingleline を false に設定した場

合のみ有効です。 

 

- field 以下の属性を設定します。  
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項目 設定内容 既定値 

@ name 入力フゖールドの名称  

@ alias 画面上に表示する名称  

@ defaultvalue 初期表示の設定 フゖールドのタプが

テキストの場合は空欄、

リストの場合は最初の

項目が選択されます。 

@ editable 入力できない項目にする場合は、false を設定します。 true 

@ visible 非表示の項目にする場合は、false を設定します。 true 

@ listvalues リストから選択する項目にする場合は、リストに表示する

項目をカンマ区切りで設定します。 

 

- zoomscale 検索結果のリストを選択したときの拡大縮尺 10,000 

- excludefield 表示から除外する入力フゖールド。usesingleline を false

かつ fields を設定しない場合のみ有効。 

 

- useproxy config.xml で設定したプロキシ サーバを使用する場合

に、true を設定します。 

 

- usesingleline 検索する住所を複数の項目で分けて入力して検索する場合

に false に設定し、fields タグに項目を定義します。 

true 

- usesearchextent マップの表示範囲内で検索するかどうかの設定。ArcGIS 

for Server のバージョンが 10.1 以上の場合に有効です。 

true 

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

addresslabel 1 番目のツールバーボタンのツールチップ 住所 

addresstitle 住所を入力するダゕログのサブタトル 住所を入力: 

coordinateslabel 2 番目のツールバーボタンのツールチップ 座標 

coordinatestitle 座標を入力するダゕログのサブタトル 座標を入力: 

resultslabel 3 番目のツールバーボタンのツールチップ 結果 

noresultlabel 検索した場所が見つからなかった場合に表示されるメッセ

ージ 

マッチする場所は見つ

かりませんでした。 

submitlabel 検索を実行するボタンラベル 送信 

clearlabel 入力値をクリゕするリンクのラベル 消去 

xlabel 経度の入力欄のラベル 経度 (X): 

ylabel 緯度の入力欄のラベル 緯度 (Y): 

xexamplevalue 経度の入力欄の初期値 -77.03655 

yexamplevalue 緯度の入力欄の初期値 38.89767 

loadinglabel 検索中のメッセージ 読み込んでいます... 

locationslabel 結果を表示するダゕログのサブタトル 場所が見つかりました: 
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シンボル設定 

マップ上の検索結果のシンボルを変更する場合に設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- picturemarkersymbol 検索対象がポント データの場合、以下の属性でシン

ボルを設定します。 

 

@ url シンボルの画像フゔルの参照パス config.xml で定義した

widget タグの icon 

@ height シンボルの高さ(ピクセル) 30 



ArcGIS Viewer for Flex 設定ガイド 

61 

 

項目 設定内容 既定値 

@ width シンボルの幅(ピクセル) 30 

@ xoffset X 方向のオフセット 0 

@ yoffset Y 方向のオフセット 0 

 

印刷(Print Widget) 

現在表示している地図の印刷を行う機能です。ArcGIS for Server の印刷サービスを使った出力方法とク

ラゕント側での簡易的な出力方法の 2 通りの設定が可能です。 

設定方法 

入力欄の初期値等を設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- taskurl ArcGIS for Server の印刷サービス（Export Web 

Map）を使用する場合に、その URL を設定します。 

設定しない場合は、クラゕン

ト側での簡易印刷機能となり

ます。 

- title タトル入力欄の初期値 マ マップ 

@ visible タトル欄を表示するかどうか true 

- subtitle サブ タトル入力欄の初期値。taskurl の設定をせ

ず、クラゕント側での簡易印刷を行う場合のみ有効

です。 

 

- author 作成者入力欄の初期値  

@ visible 作成者欄を表示するかどうか true 

- copyright コピーラト(著作権表示)の設定  

@ defaultvalue 入力欄の初期値  

@ visible 作成者欄を表示するかどうか true 

- usescale 出力時の縮尺  

@ defaultvalue 縮尺の初期値  

@ visible 縮尺値を表示するかどうか true 

- layouttemplates 使用するレゕウト テンプレートを特定のテンプレ

ートのみにする場合は、テンプレート名称を

<layouttemplate>に設定します。 

 

@ defaultvalue レゕウト テンプレートの初期値  

@ visible レゕウト テンプレートを表示するかどうか true 
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項目 設定内容 既定値 

- layouttemplate ArcGIS for Server の印刷サービスで設定されている

テンプレート名称。 

 

- formats 使用する出力フォーマットを特定のフォーマットのみ

にする場合は、フォーマット名称を<farmat>に設定

します。 

 

@ defaultvalue 出力フォーマットの初期値   

@ visible 出力フォーマットを表示するかどうか true 

- format ArcGIS for Server の印刷サービスで設定されている

出力フォーマット 

 

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

titlelabel タトル入力欄のラベル タトル 

subtitlelabel サブ タトル入力欄のラベル サブタトル 

authorlabel 作成者入力欄のラベル 作成者 

copyrightlabel 著作権入力欄のラベル 著作権 

layouttemplateslabel レゕウト フォーマット選択欄のラベル レゕウト フォーマット 

formatslabel フォーマット選択欄のラベル フォーマット 

scalelabel 縮尺入力欄のラベル この縮尺を使用 

submitlabel 印刷実行ボタンのラベル 印刷 

 

クエリ(Query widget) 

マップ サービスから、設定したクエリ条件式でフゖルタされた情報を表示する機能です。 
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設定方法 

クエリ用のマップサービスや表示項目などを設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- layer クエリを実行するレヤのマップサービス の REST URL。1

つのレヤに対してのクエリのため、レヤ ID を指定しま

す。(例えば一番最初のレヤであれば、 

～/MapServer/0 のように指定します。) 

 

- shareresults クエリの結果を操作レヤとして追加する場合に、true を設

定します。 

false 

- orderbyfields クエリの結果一覧をソートする場合に使用するフゖールド名  

- useamf 通信フォーマットを設定します。true の場合は AMF、false 

の場合は JSON となります。 

ArcGIS for Server のバ

ージョンが 10.1 以上の場

合は AMF のサポートを

自動判別、それ以外の場合

は false(JSON) 

- useproxy config.xml で設定したプロキシ サーバを使用する場合に、

true を設定します。 

 

- query クエリ条件式 

例) CITY_NAME like '%[value]%' 

1=1 

(全件が対象) 

- fields 取得するフゖールドを<field>子タグに設定します。  

@ all 全てのフゖールドを取得する場合に true を設定。false の場

合は、<field>子タグに設定したフゖールドのみ表示されま

す。 

false 

- field フゖールドごとに下記の属性を設定します。  

@ name サーバ上で定義されたフゖールド名  

@ alias 画面上に表示する名称 サーバ上で定義したエ

リゕス名 

@ dateformat 表示する日付のフォーマット。日付型のフゖールドにのみ適

用します。 

例) YYYY 年 M 月 D 日 

日付フォーマットの詳細は、Adobe Flex リフゔレンスガ

ド(http://help.adobe.com/ja_JP/AS3LCR/Flex_4.0/mx/

formatters/DateFormatter.html#formatString)を参照し

てください。 

デフォルトの曜日、日付、

時刻のストリング表現 

例) Thu Feb 10 2011 

02:08:47 PM 

- titlefield 情報ウゖンドウのタトルとして表示するフゖールド名  

- filterfield 取得した結果に対してさらに検索条件を追加する場合は、以

下の属性を設定します。 

 

http://help.adobe.com/ja_JP/AS3LCR/Flex_4.0/mx/formatters/DateFormatter.html#formatString
http://help.adobe.com/ja_JP/AS3LCR/Flex_4.0/mx/formatters/DateFormatter.html#formatString
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項目 設定内容 既定値 

@ name サーバ上で定義されたフゖールド名  

@ alias 画面上に表示する名称 サーバ上で定義したフゖ

ールド名 

- linkfield URL 値を格納しているフゖールド名。URL が JPG/PNG/GIF

の拡張子の場合は、その画像が表示されます。それ以外の場

合は、設定したフゖールドが URL のリンクとなります。 

 

- refreshrate 一定時間ごとにデータを更新する場合に、更新する時間間隔

(秒)を設定します。この値を設定すると、設定した時間間隔

でクエリが再実行されます。 

設定しない場合は、ゕプリ

ケーション起動時の状態

が保持されます。 

- zoomscale 検索結果を選択した時に拡大する縮尺  

- clustering 複数のポントをまとめて表示するクラスタリング表示を行

う場合に設定します。設定方法は「clustering タグの設定」

を参照してください。 

 

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

loadinglabel クエリ実行中にウゖンドウに表示されるメッセージ 読み込んでいます... 

filterbuttonlabel フゖルタを実行するボタン名 フゖルタ 

clearbuttonlabel フゖルタを消去するボタン名 消去 

filterresults 1 番目のタトルバー ボタンのツールチップ 結果のフゖルタ 

filterclear 2 番目のタトルバー ボタンのツールチップ すべて表示 

noresultlabel フゖルタ結果が 1 件もない場合に表示されるメッセー

ジ 

フゖーチャは見つかりませんで

した。 
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シンボル設定 

マップ上の検索結果のシンボルを変更する場合に設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- picturemarkersymbol 検索対象がポント データの場合、

以下の属性でシンボルを設定します。 

 

@ url シンボルのが画像フゔルの参照パ

ス 

config.xml で定義した query widget の 

icon 

@ height シンボルの高さ(ピクセル) 30 

@ width シンボルの幅(ピクセル) 30 

@ xoffset X 方向のオフセット 0 

@ yoffset Y 方向のオフセット 0 

- simplelinesymbol 検索対象がラン データの場合、以

下の属性でシンボルを設定します。 

 

@ color シンボルの色を RGB の 16 進数で設

定します。 

0xFF0000(赤) 

@ alpha 透過表示のレベル。0.0(透明)から

1.0(不透明)の間の値を設定します。 

0.8 

@ width シンボルの幅(ピクセル) 2 

- simplefillsymbol 検索対象がポリゴン データの場合、

以下の属性で塗りつぶしの色と透過

を設定。枠の設定は<outline>子タグ

で設定します。 

 

@ color 塗りつぶし部分の色を RGB の 16 進

数で設定します。 

0xFF0000(赤) 

@ alpha 塗りつぶし部分の透過表示のレベル。

0.0(透明)から 1.0(不透明)の間の値

を設定します。 

0.5 

- outline 枠の設定は以下の属性で設定します。  

@ color 枠部分の色を RGB の 16 進数で設定

します。 

0xFF0000(赤) 

@ alpha 枠部分の透過表示のレベル。0.0(透

明)から 1.0(不透明)の間の値を設定

します。 

0.8 

@ width 枠の線幅(ピクセル) 2 
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検索(Search Widget) 

この機能を使うと、ゕプリケーションで特定のレヤのフゖーチャを検索することができます。グラフゖ

ックツールを使ったフゖーチャ検索（空間検索）と、属性検索の 2 種類の検索方法があります。 

 

使用方法 

1. フゖーチャ検索か属性検索かを選択します。 

2. 検索レヤのドロップダウン リストから、検索するレヤを選択します。 

3. フゖーチャ検索では、ポントやラン、ポリゴンの描画ツールを使用して描画すると、描画

範囲のフゖーチャが検索されます。 

4. 属性検索では、検索するデータのフォーマットに合わせたテキストを入力して検索を行います。 

設定方法 

検索に使用するサービスの URL や検索対象のフゖールド、表示方法などを設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- zoomscale  検索結果を選択した時に拡大する縮尺  

- initialview 初期表示時にフゖーチャ選択と属性検索のどちらを表示させ

るかを設定します。属性検索を最初に表示させるときのみ、text 

に設定します。 

 

- shareresults クエリの結果を操作レヤとして追加する場合に、true を設

定します。 

false 

- layers <layer>子タグに検索対象のレヤ情報を設定します。  

- layer 検索対象のレヤ情報。レヤごとに<layer>タグを設定しま

す。以下の子タグを設定します。 

 

- name 検索レヤを選択するドロップダウン リストに表示する名称  

- url 検索レヤのマップサービスの REST URL。1 つのレヤに対

しての検索のため、レヤ ID を指定。(例えば一番最初のレ

ヤであれば、 

～/MapServer/0 のように指定します。) 

 

- useproxy config.xml で設定したプロキシ サーバを使用する場合に、

true を設定します。 
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項目 設定内容 既定値 

- useamf 通信フォーマットを設定します。true の場合は AMF、false の

場合は JSON となります。 

ArcGIS for Server 

のバージョンが

10.1 以上の場合は 

AMF のサポートを

自動判別、それ以外

の場合は 

false(JSON) 

- expression 属性検索で使用するクエリを定義します。 

例) CITY_NAME like '%[value]%' 

 

- titlefield  情報ウゖンドウのタトルとして表示するフゖールド名  

- linkfield  URL 値を格納しているフゖールド名。URL が JPG/PNG/GIF 

の拡張子の場合は、その画像が表示されます。それ以外の場合

は、設定したフゖールドが URL のリンクとなります。 

 

@ alias リンクの URL の代わりに表示する文字列を設定します。 設定しない場合はリ

ンク先の URL が表

示されます。 

- fields  取得するフゖールドの設定を<field>タグで設定します。  

@ all  全てのフゖールドを取得する場合に true を設定します。false 

の場合は、<field>子タグに設定したフゖールドのみ表示され

ます。 

false 

- field  フゖールドごとに下記の属性を設定します。  

@ name  サーバ上で定義されたフゖールド名  

@ alias  画面上に表示する名称 設定しない場合は、

サーバ側で定義した

エリゕス名が表示

されます。 

@ dateformat  表示する日付のフォーマット。日付型のフゖールドにのみ適用

します。 

例) YYYY 年 M 月 D 日 

日付フォーマットの詳細は、Adobe Flex リフゔレンスガド

(http://help.adobe.com/ja_JP/AS3LCR/Flex_4.0/mx/for

matters/DateFormatter.html#formatString)を参照してく

ださい。 

デフォルトの曜日、

日付、時刻のストリ

ング表現 

例) Thu Feb 10 

2011 02:08:47 PM 

- clustering 複数のポントをまとめて表示するクラスタリング表示を行

う場合に設定します。設定方法は「clustering タグの設定」を

参照してください。 

 

http://help.adobe.com/ja_JP/AS3LCR/Flex_4.0/mx/formatters/DateFormatter.html#formatString
http://help.adobe.com/ja_JP/AS3LCR/Flex_4.0/mx/formatters/DateFormatter.html#formatString
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ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

graphicalsearchlabel 空間検索タブのツールチップ フゖーチャ選択 

Textsearchlabel 属性検索タブのツールチップ 属性検索 

Resultslabel 結果タブのツールチップ 結果 

Layerlabel レヤ選択のラベル 検索するレヤ: 

nolayerlabel 検索レヤが定義されていない場合のエラーメ

ッセージ 

検索するレヤが定義されていませ

ん。 

submitlabel 検索ボタンのラベル 検索 

pointlabel ポント描画ツールのツールチップ ポントの描画 

linelabel ラン描画ツールのツールチップ ランの描画 

freehandlinelabel フリーハンド ラン描画ツールのツールチップ フリーハンドランの描画 

rectanglelabel 四角形描画ツールのツールチップ 四角形の描画 

polygonlabel ポリゴン描画ツールのツールチップ ポリゴンの描画 

freehandpolygonlabel フリーハンド ポリゴン描画ツールのツールチッ

プ 

フリーハンド ポリゴンの描画 

circlelabel 円描画ツールのツールチップ 円の描画 

clearlabel 検索結果を削除するボタンのラベル 消去 

loadinglabel 検索中のメッセージ 読み込んでいます... 

selectionlabel 結果タブに表示される検索件数のラベル 選択されたフゖーチャ: 
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シンボル設定 

マップ上の検索結果のシンボルを変更する場合に設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- picturemarkersymbol 検索対象がポント データの場合、以下の属

性でシンボルを設定します。 

 

@ url シンボルの画像フゔルの参照パス config.xml で定義した search 

widget の icon 

@ height シンボルの高さ(ピクセル) 30 

@ width シンボルの幅(ピクセル) 30 

@ xoffset X 方向のオフセット 0 

@ yoffset Y 方向のオフセット 0 

- simplelinesymbol 検索対象がラン データの場合、以下の属性

でシンボルを設定します。 

 

@ color シンボルの色を RGB の 16 進数で設定しま

す。 

0xFF0000(赤) 

@ alpha 透過表示のレベル。0.0(透明)から 1.0(不透明)

の間の値を設定します。 

0.8 

@ width シンボルの幅(ピクセル) 2 

- simplefillsymbol 検索対象がポリゴン データの場合、以下の属

性で塗りつぶしの色と透過を設定。枠の設定は

<outline>子タグで設定します。 

 

@ color 塗りつぶし部分の色を RGB の 16 進数で設定

します。 

0xFF0000(赤) 

@ alpha 塗りつぶし部分の透過表示のレベル。0.0(透

明)から 1.0(不透明)の間の値を設定します。 

0.5 

- outline 枠の設定は以下の属性で設定します。  
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項目 設定内容 既定値 

@ color 枠部分の色を RGB の 16 進数で設定します。 0xFF0000(赤) 

@ alpha 枠部分の透過表示のレベル。0.0(透明)から

1.0(不透明)の間の値を設定します。 

0.8 

@ width 枠の線幅(ピクセル) 2 

 

スプラッシュ・スクリーン(Splash Widget) 

ゕプリケーション起動時のスプラッシュ・スクリーンをポップゕップ画面で表示します。 

設定方法 

スプラッシュ・スクリーンの内容を設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- width スプラッシュ・スクリーンの幅(ピクセル) 500 

- height スプラッシュ・スクリーンの高さ(ピクセル) 500 

- content スプラッシュ・スクリーンの内容。HTML 形式で記述します。  

- btnlabel スプラッシュ・スクリーンのポップゕップ画面を閉じるボタンのラベル OK 

画像表示(Static Image Widget) 

あらかじめ用意された画像を地図上に表示するシンプルな機能です。凡例や会社のロゴなどを地図上に配

置する際などに用いることができます。 

サポートされる画像のフォーマットは PNG、JPEG、GIF となります。 

設定方法 

画像の表示する位置は、config.xml の widget タグで設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- imageurl 画像フゔルの URL またはパスを設定します。  

- linkurl 画像をクリックした時の遷移先の URL のゕドレスを指定しま

す。URL は完全パスでも相対パスでも設定可能です。 

設定しない場合は、画像表示の

みの機能になります。 

- tooltip 画像のツールチップ  
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時間対応(Time Slider Widget) 

時間の経過とともに変化するデータを視覚的に表現する機能で、ArcGIS 10.0 以降のサービスに対応しま

す。ArcGIS for Server における時間対応サービスに関しては、以下のヘルプをご参照ください。 

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.1/#/na/01540000028q000000/ 

設定方法 

タム スラダの時間間隔や表示設定を行います。 

項目 設定内容 既定値 

- dateformat 表示する日付のフォーマット。 

例) YYYY 年 M 月 D 日 

日付フォーマットの詳細は、Adobe Flex リフゔ

レンスガド(http://help.adobe.com/ja_JP

/AS3LCR/Flex_4.0/mx/formatters/DateF

ormatter.html#formatString)を参照してく

ださい。 

デフォルトの曜日、日

付、時刻のストリング表

現 

例) Thu Feb 10 2011 

02:08:47 PM 

- loop 繰り返し実行する場合に true に設定します。 false 

- singlethumbastimeinstant ある時点のみの状態を再生する場合に true を設

定します。累計表示を行う場合は、デフォルトの 

false を設定します。 

false 

- thumbcount タム スラダのコントロールの数。1 または 2

を設定します。 singlethumbastimeinstant が 

true の場合は 1 を設定します。 

 

- thumbmovingrate タム スラダの時間間隔。1 つの時間ステップ

から次の時間ステップまでの時間。 

1000(ミリ秒) 

- timeextent タム スラダの開始時間と終了時間を以下の

属性とタグで設定します。 

 

@ setfromlayer レヤ名を設定します。config.xml で設定したレ

ヤ名と同じものを設定します。この属性を設定

しない場合は、以下の starttime と endtime を

設定します。 

 

- starttime タム スラダの開始時間  

- endtime タム スラダの終了時間  

- timestops タム スラダの時間ステップ間隔を以下のタ

グで設定します。 

 

- timestopsinterval 時間ステップ間隔 

単位は、timestopsunits タグで設定します。 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.1/#/na/01540000028q000000/
http://help.adobe.com/ja_JP/AS3LCR/Flex_4.0/mx/formatters/DateFormatter.html#formatString
http://help.adobe.com/ja_JP/AS3LCR/Flex_4.0/mx/formatters/DateFormatter.html#formatString
http://help.adobe.com/ja_JP/AS3LCR/Flex_4.0/mx/formatters/DateFormatter.html#formatString
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項目 設定内容 既定値 

- timestopsunits 時間ステップ間隔の単位 

以下の値が有効。 

years(年), months(月), days(日), hours(時), 

minutes(分), seconds(秒) 

 

- timestopscount timestopsinterval と timestopsunits を設定し

ない場合にみ使用します。 

10 
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