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はじめに 

この設定ガイドについて 

この設定ガイドは、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

ア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 ア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 アプリケーショ

ンです。アプリケーションの設定は、xml ファイ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、インターネット インフォメーション サービス（IIS）を使った環

境で説明しています。 

 Flash Player 

クライアントの Web ブラウザに、アドビ システムズ 社が無償で提供する

ブラウザ プラグインである Flash Player (バージョン 11.1 以降)がインス

トールされている必要があります。Flash Player のシステム要件については 
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アドビ 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


ArcGIS Viewer for Flex 設定ガイド 

pg. 4  

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved. 

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 ページにアクセスします。 

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
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 ファイル名のリンクをクリックします。 

 

3. Esri グローバル アカウントをお持ちの方はアカウント情報を入力してログ

インして下さい。（すでにログイ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 アカウントをお持ちでない方は [アカウントの作成] をク

リックして新規に Esri グローバル アカウントを作成してログインして下さ

い。 

 

5. ダウンロード ページに移動します。[flexviewer-3.0.zip] をクリックします。 
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6. ライ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. ファイルのダウンロード ダイアログにて [保存] ボタンをクリックし、任意

の場所に保存します。 

 

8. 保存した zip ファイルを展開します。 
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アプリケーションの配置 

ここでは、実際に Web サーバにア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 ファイルを展開すると、flexviewer-3.0 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 エディタで開き、編集

します。 

45 行目と 46 行目をコメントアウトします。 

//flashvars.localeChain = "en_US"; 

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

57 行目と 58 行目のコメントアウトを外します。 

flashvars.localeChain = "ja_JP"; 

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

日本語用の設定ファイ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 ブラウザで以下のアドレスにアクセスするとアプリケーションが起動

します。 
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http://<ホスト名>/flexviewer/index.html 

 

ア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

ンラインのサンプル 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アイコンの左端にある本のアイコ

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。 
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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、上記でアクセスした、index.html をテキスト エディタで開きます。

38 行目、以下のコードで、アプリケーションが参照する設定ファイル

(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、ア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、ア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 つのアプリケーションで複数

のユーザ インタフェースをもつア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。 

ここでは、index.html で指定している、apps/ja_JP/config.xml をテキス

ト エディタで開きます。 

40 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"/> 

※設定ファイルに日本語を含める場合、ファイルの文字コードは 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
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いますので、XML 設定ファイルは、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 エディタで開きます。

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。 

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

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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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 ウィ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> 

    <bookmark name="関東地方">15243000 4138000 15860000 4466000</bookmark> 

  </bookmarks> 
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  <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 ファイルを全て保存してから、新しくブラウザを起動し、ア

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 ファイルを編集することにより、アプリケーションの設定・カ

スタマイズを行います。 
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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 アプリケーションは、XML の設定ファイルを編集する

ことにより、設定やカスタマイズができるようになっています。これらの XML フ

ァイルは 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

ィタでの編集が可能です。 

設定ファイルには、以下の 2 つのタイプがあります。 

 アプリケーション レベルの設定ファイル(config.xml) 

ユーザ インタフェースや、どの機能を使用するか、といったアプリケーショ

ンの全般的な設定を行います。 

 機能(ウィジェット)単位の設定ファイル 

機能ごとの設定は、設定ファイ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「ウィジェット」と表記します。 

アプリケーション レベルの設定ファイルは、アプリケーション実行時に URL の

パラメータとして、どの設定ファイルを参照するかを指定することができます

(URL に「?config=設定ファイル名」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 = "設定ファイルの

相対パス";)。いずれも指定しない場合は、アプリケーションの最上位のフォルダ

にある、config.xml というファイル名の設定ファイルを参照することになります。 
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ウィジェットの設定ファイルは、各ウィジェットのフォルダの中に配置されてい

ます。例えば、ブックマークの場合は、

flexviewer/widgets/Bookmark/BookmarkWidget.xml がデフォルトの設定フ

ァイルです。この設定ファイルのパスは 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 設定ファイ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イン サービスを参照す
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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 ファイル

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 設定ファイルのタグは全て小文字で定義されています。全ての設定ファイル

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、アプリケー

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。 

本設定ガイドでは、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「-」(ハイフン)、属性については「@」を付け、タグの親子関係

は、インデントさせています。 

また、ウィジェットの設定ファイルでは、<labels>というタグを追加で設定でき

ます。各ウィジェットのユーザ イ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。 

以下に、設定内容の説明と XML ファイ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  
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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。 

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。 

 アプリケーション全般の設定 

アプリケーションのタイトルや、スタイルなどを設定します。 

 アプリケーションのユーザ インタフェース設定 
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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ィジェットの配置

や設定ファイルのパスを widget タグで設定します。 

 ベースマップ及び操作レイヤのマップ設定 

ベースマップ(背景図)と操作レイヤでそれぞれ使用するサービスを map タ

グで設定します。 

 ウィジェット設定 

検索や編集など、個別のウィジェットの名称、配置位置、初期起動の有無、

設定ファイルのパスなどを widget タグで設定します。 

config.xml のタグの配置イメージは以下の図のようになります。 

 



ArcGIS Viewer for Flex 設定ガイド 

pg. 20  

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved. 

config.xml の複数使用について 

config.xml はファイ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

つのア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、イ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

設定ファイルを作成して参照させる場合は、アプリケーションの 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、アプリケーションの設定ファイルは、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 

- httpproxy プロキシ サーバの URL。layer タグや各ウィジ

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。 

 

- title アプリケーション左上に表示されるタイトル  

- subtitle タイトルの下に表示されるサブタイトル  

- logo タイトルの左に表示されるロゴの参照パスを設

定。サイズは 48×48 ピクセルを超えないもの

を使用します。PNG と GIF をサポートします。 

 

- style アプリケーション共通で使われるスタイルを以

下の子タグで設定します。 
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項目 設定内容 既定値 

- colors ア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.(ウィジェットの)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.タイトルのテキスト 

6.アプリケーションの背景色(オプション) 

6.アプリケーション

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イズで画面サイズ

に収まります。 

 

@ size フォントサイズ 12 

- titlefont アプリケーション左上のタイトルのフォントを

以下の属性で設定します。 

 

@ name フォント名  

@ size フォントサイズ 20 

- subtitlefont タイトルの下に表示されるサブタイトルのフォ

ントを以下の属性で設定します。 

 

@ name フォント名  

@ size フォントサイズ 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 

- token セキュアな ArcGIS for Server のサービスのト

ークン 
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項目 設定内容 既定値 

- 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 ア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 設定ファイルの参照パス  

@ URL swf ファイルの参照パス  

- 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 マップ表示エリアの基本設定を以下の属性で設定し

ます。 

 

@ 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  
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項目 設定内容 既定値 

@ top ア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 アプリケーションの下端からマップまでのピクセル

数。 

0 

@ left ア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 ア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 以上であ

ることが必要です。 

 

@ itemid ArcGIS.com の WebMap の item ID  

@ zoomslidervisible 拡大/縮小のスライ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 ウィ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 ウィジェ

ットを使用せず、拡大/縮小のスライダーのみを使う

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 

@ 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 地図移動時のイージング(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、イージングが無効になります。 

0.2 
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項目 設定内容 既定値 

@ 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 

- basemaps ベースマップのレイヤを<layer>子タグで設定しま

す。 

 

- layer 下記 layer タグの設定を参照  

- operationallayers 操作レイヤを<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 各レイヤの設定を以下の属性または子タ

グで設定します。 

 

@ label レイヤ名  
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項目 設定内容 既定値 

@ type マップ サービスのタイプを以下のいずれ

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 レイヤの ArcGIS マップ サ

ービスまたはフィーチャ サービス(バー

ジョン 9.3 以上) 

4.bing: Microsoft Bing Maps のレイヤ 

5.image: ArcGIS イメージ サービス(バ

ージョン 9.3 以上) 

6.osm: OpenStreetMap のレイヤ 

7.wms: WMS サービス 

8.kml: KML のフィード 

 

@ alpha レイ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 レイ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」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」または「bing」の場

合のみ有効。 

 

@ imageformat イメージの出力フォーマット。type 属性

が「dynamic」,「image」,「wms」の場

合のみ有効。 

 

@ maxscale レイ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。 
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項目 設定内容 既定値 

@ minscale レイ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。 

 

@ token セキュアな 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、レイヤ

の ID を指定します。(例えば一番最初の

レイヤであれば、～/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

対応レイ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 アプリケーション開始時にレイヤを表示

するかどうか。false の場合、アプリケー

ション開始時には非表示ですが、レイヤ一

覧のチェックを ON にすることで表示さ

れます。 

true 

@ visiblelayers アプリケーション開始時に表示するサブ 

レイ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

のレイヤが表示さ

れます。 

- sublayer 

(type="dynamic" または 

" tiles"の場合) 

レイヤの属性情報を表示したり、レイヤに

フィルタを設定する場合は以下の属性を

設定します。 
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項目 設定内容 既定値 

@ id マップ サービスのサブレイヤの ID を設

定します。 

 

@ popupconfig ポップアップ ウィ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「ポップアップ ウィンドウの設

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。 

 

@ useamf 

(type="feature"の場合) 

クライアント・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) 

ポップアップ ウィンドウで属性を表示す

る場合に設定します。設定方法は次ページ

の「ポップアップ ウィンドウの設定方法」

を参照してください。 

 

- clustering 

(type="feature"の場合) 

複数のポイ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。 
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項目 設定内容 既定値 

@ skipgetcapabilities 

(type=" wms "の場合) 

WMS サービスが cross domain policy 

ファイ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。 

 

 

widget タグの設定 

項目 設定内容 既定値 

- widget 各ウィジェットの設定を以下の属性で設定します。  

@ label ウィジェットの名称  

@ icon ウィジェットのアイコンの参照パス  

@ preload アプリケーション開始時にウィ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：ウィンドウを開いた状態でロード 

minimized：ウィンドウを最小化した状態でロード 

closed 

(ウィジェット

のアイコンをク

リック後にロー

ドされます。) 

@ config 構成ファイルの参照パス  

@ URL swf ファイルの参照パス  

@ height ウィジェットの高さ 各ウィジェット

ごとに設定 

@ width ウィジェットの幅 各ウィジェット

ごとに設定 

@ left アプリケーション ウィンドウの左端からのピクセル数  

@ right アプリケーション ウィンドウの右端からのピクセル数  

@ top アプリケーション ウィンドウの上端からのピクセル数  

@ bottom アプリケーション ウィンドウの下端からのピクセル数  



ArcGIS Viewer for Flex 設定ガイド 

pg. 29  

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved. 

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

ティで設定します。 

 

@ mingraphiccount クラスタリングするポイントの最小数。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イズ(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) 

@ 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イント数。

type 属性が「flare」の場合に有効。 

30 

@ size シンボルのサイ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イズをピ

クセル数で設定します。 

 

@ textcolor ポイント数を表す数値の色を RGB の 16 進数で

設定します。 

0x000000(黒) 
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項目 設定内容 既定値 

@ textsize ポイント数を表す数値の文字サイズを設定。 12 

@ weights 1 つのクラスタリングのシンボルに含まれるポイ

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 

地図上のフィーチャをクリックすることで属性をポップアップ ウィンドウで表

示することができます。 

設定方法 

表示するフィールドや表示形式を設定します。title、description、media タグの

中にフィールドの値を使用する場合は、フィールド名を{}で囲みます。例えばタ

イトルに「name」というフィ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 ポップアップ ウィンドウのタイ

トル。 
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項目 設定内容 既定値 

- 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/fl

ex/3_jp/html/help.html?cont

ent=textcontrols_04.html 

 

- fields 使用するフィールド毎に

<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ィール

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

義したエイリアス

名が表示されま

す。 

@ visible 表示/非表示 false 

- format 日付や数値のフィールドに対し

ては、以下の属性を設定できま

す。 

 

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 

@ dateformat 表示する日付のフォーマット。日

付型のフィ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、Ad

obe Flex リファレンスガイド

(http://help.adobe.com/ja_J

P/AS3LCR/Flex_4.0/mx/form

atters/DateFormatter.html#f

ormatString)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 タイトル  

@ 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 つのタイプが設定可能です。 

・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>タグにグラフのタイプ

を設定した場合に、グラフに表示

するフィールドをカンマ区切り

で設定します。 

 

@ imagelink <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。 

 

@ imagesource <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 添付ファイルをポップアップ ウ

ィンドウに表示するかどうか。対

象のレイヤが、添付ファイル(ア

タッチメント)を有効とするフィ

ーチャレイヤで、表示する場合は  

true に設定します。 

false 

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> 
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ウィジェットの設定 

ArcGIS Viewer for Flex は、すぐに配置可能なウィジェットという単位の機能を

多く備えています。これらのウィジェットは、基本的な GIS の機能の多くを提供

し、カスタムア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

のウィジェットには、簡単にカスタマイズできるように、XML の設定ファイルが

用意されています。 

ウィジェットには、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、ア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



ArcGIS Viewer for Flex 設定ガイド 

pg. 35  

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved. 

グの中にそれぞれの widget タグを配置します。 

 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) 

 ジオプロセシング(Geoprocessing Widget) 

 GeoRSS Widget 

 レイヤ 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) 
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ヘッダ(HeaderController Widget) 

このウィジェットはアプリケーションのヘッダ部分のユーザ インタフェースを

定義します。タイトル、サブタイトル、ロゴを表示し、各ウィジェットを呼び出

すメニューを配置します。 

設定方法 

ヘッダ右端の概要リンクに関する設定を行います。タイトル、サブタイトル、ロ

ゴなどの設定は、config.xml で行います。なお、このウィジェットの設定ファイ

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 

- about 以下の子タグで、概要リンクを設定します。  

- visible 概要を表示するためのリンクを表示するかどうかの設定。

概要を表示する機能を使用しない場合は、false に設定しま

す。 apps/ja_JP フォルダにある設定ファイルの初期設定

では、false になっています。 

true 

- label 概要のリンクのラベル 概要 

- content ウィンドウの表示内容を定義します。HTML 形式で記述し

ます。 

 

- btnlabel ポップアップ ウィンドウを閉じるボタンのラベル OK 

- width ポップアップ ウィンドウの幅。初期設定では 375 に設定さ

れています。 

500 

- height ポップアップ ウィンドウの高さ。初期設定では 375 に設定

されています。 

500 
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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、操作レイヤの表示/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、操作レイヤ一覧の設定を行います。 

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 主題図のレイヤ一覧を表示するボタンのラベル その他... 

 

項目 設定内容 既定値 

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

@visible 操作レイ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 

- excludelayer 操作レイヤのリストに表示しないレイヤのレイヤ名

(config.xml で設定したレイヤ名)を設定します。複数

のレイヤを設定する場合は複数の excludelayer タグ

を設定します。 

 

- expandlayeritems 初期表示時にレイヤリストのツリー(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

ムネイ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 
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地図操作(Navigation Widget) 

ビューアのナビゲーション 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、ボタンのアイ

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 全体表示用のアイコンの参照パスを設定。PNG

または GIF をサポート。 

 

- 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 
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項目 設定内容 既定値 

@label ボタンのツールチップ 画面移動 

@icon ボタン アイ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 アイ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 アイ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、ア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 サービスがダイナミックサービスの

場合は、「dynamic」、タイ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。ダイナミックサービスまたはタイルマップサー

ビスのみ設定可能です。 

 

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

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

closetooltip 閉じる矢印のアイ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。 
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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 

 

- 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 桁で区切る場合に true を

設定します。 

false 

@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 

- label 座標値の表示設定を以下の属

性で定義します。 
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項目 設定内容 既定値 

@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} 

@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イズ ９ 

@fontweight 座標値の太さ bold 

例) 

<?xml version="1.0" ?> 

<configuration> 

    <outputunit>geo</outputunit> 

    <numberformatter precision="6"/> 

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

</configuration> 

 

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。設定ファイルに登録したブッ

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。 
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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 ウィジェットの設

定ファイルを編集することでカスタマイズ可能です。 

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 プロファイ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)、以下のア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_Exte

ntHelper.html 

 

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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項目 設定内容 既定値 

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

- 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ィンドウのラベ

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) 

選択したレイヤから範囲を指定して検索を行い、検索したフィーチャの属性情報

をグラフとして表現することができます。 

使用方法 

 対象のレイ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。 
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設定方法 

検索対象のレイヤや属性情報、グラフの種類などを設定します。 

項目 設定内容 既定値 

- highlightcolor フィーチャ選択時のハイライト色を 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  

- layers 検索対象のレイヤごとに 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 レイヤ名称。検索対象のフィーチャレイヤが 

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イヤ名称を

設定します。レイヤのタイプ(type)は「feature」であ

る必要があります。 

 

@ url 検索対象のフィーチャレイヤが config.xml の 

operationallayers に存在しない場合に設定します。1

つのレイヤに対しての検索のため、レイヤ ID を指定し

ます。(例えば一番最初のレイヤであれば、～

/MapServer/0 のように指定します。) 

 

- 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ィールド名を設定します。 

 

- fields 属性情報を取得する各フィールドを 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ィールド名  

- 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。 
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項目 設定内容 既定値 

- 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ィールド名で設

定します。 

 

@ title グラフのタイトル  

@ type グラフのタイプを以下の 4 つのタイプから設定します。 

・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 レイヤ選択プルダウンのラベル レイヤを選択 

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イヤが存在しな

い場合に表示されるメッセージ 

レイヤがありません 

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 
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項目 設定内容 既定値 

featurelayernotvisibletext グラフ表示対象のレイヤが非表示の

状態の場合に表示されるメッセージ 

フィーチャ レイヤは

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・レイヤのデータを、zip ファイルとしてクライアントにダ

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。 

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。 

 抽出したいレイ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。 
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 確認ダイア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 ファイルを保存します。 

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 

- 

dataextractionservic

e 

ジオプロセシング サービスの URL  

- outputfilename 出力ファイ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イヤがある場合に、

そのレイヤ名を設定します。 

 

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://help.arcgis.com/ja/arcgisdesktop/10.0/help/002v/002v00000019000

000.htm 

サービスを作成する上でのいくつかのポイントは、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://help.arcgis.com/ja/arcgisdesktop/10.0/help/002v/002v00000019000000.htm
http://help.arcgis.com/ja/arcgisdesktop/10.0/help/002v/002v00000019000000.htm
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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 ウィンドウ上部の機能説明 データの抽出および 

zip ファイルのダウン

ロード 

step1label 抽出範囲選択のステップ説明 1. エリアの選択: 

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 レイヤ選択のステップ説明 2. 抽出するレイヤの選

択: 

step3label ファイル形式選択のステップ説明 3. ファイル形式の選

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 

対象エリアを選択して

ください。 
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項目 設定内容 既定値 

step2errorlabel レイ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 

抽出するレイヤを選択

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 ファイルが作成

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. ポイントやライン、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、カラーやスタイルを変更します。ライ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。ポイントやライン、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。 

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、ウィンドウを閉じる

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。 
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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  

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> 

    <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 ポイント描画ツールのツールチッ

プ 

ポイントの描画 
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項目 設定内容 既定値 

markercolorlabel ポイントの色設定のラベル マーカー色: 

markeralphalabel ポイントの透過設定のラベル 透過性: 

markersizelabel ポイントのサイズ設定のラベル サイズ: 

markerstylelabel ポイントのスタイル設定のラベル スタイル: 

markeroutlinecolorlabel ポイントの枠線色設定のラベル アウトライン色: 

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

drawlinelabel ライン描画ツールのツールチップ ラインの描画 

drawfreehandlinelabel フリーハンド ライン描画ツールの

ツールチップ 

フリーハンドラインの描

画 

linealphalabel ラインの透過設定のラベル 透過性: 

linecolorlabel ラインの色設定のラベル ライン色: 

linestylelabel ラインのスタイル設定のラベル スタイル: 

linewidthlabel ライ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 ポリゴンのスタイル設定のラベル スタイル: 

filloutlinecolorlabel ポリゴンの枠線色設定のラベル アウトライン色: 

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 テキストのサイズ設定のラベル サイズ: 

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 太字 
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項目 設定内容 既定値 

ールチップ 

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 
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編集(Edit Widget) 

編集ウィジェットは、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ィーチャ 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 以降のフィーチャ サービスが必

要です。フィーチャ サービスを使用することにより、新しいフィーチャを作成し

たり、フィーチャを編集したりすることが可能となります。Web アプリケーショ
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ンでの編集、および編集に必要なフィーチャ 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/00530

00000pw000000/ 

フィーチャの新規作成方法 

 フィーチャ 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、添付ファイル(アタッチメント)をフィーチャに追加します。 

フィーチャの編集方法 

地図上のフィーチャを選択すると、編集可能な状態になります。属性のダイアロ

グが表示され、属性の編集も行えます。フィ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) 

 マージ・切断・形状変更 

フィーチャの削除方法 

地図上のフィーチャを選択し、属性のダイアログ上の削除ボタンをクリックしま

す。 

http://help.arcgis.com/ja/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/0053000000pw000000/
http://help.arcgis.com/ja/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/0053000000pw000000/
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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。編集対象のレイヤは、config.xml の operationallayers タグのフ

ィーチャ レイヤとして設定したもののうち、実際に編集可能なフィーチャサービ

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 フィ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、使用するライン作成ツールをカンマ区切りで

設定します。 

・polyline - ライン 

・freehandpolyline - フリーハンドで描くライン 

・line - ライン 

 

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

false を設定します。 

true 
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項目 設定内容 既定値 

- deletefeatures フィーチャ削除の可否。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イヤ名を設定します。レイヤ名には 

config.xml で設定したレイヤ名を設定します。 

 

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

ィーチャの選択・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 属性ダイアログのタイトル名 属性 

attachmentslabel 添付ファイル ダイアログのタ

イトル名 

添付ファイル 

featurelayernotvisibletext フィーチャレイヤが非表示の

場合に表示されるラベル 

フィーチャ レイヤは非表示

か、縮尺の範囲外にあります 
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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ィジェット

です。このウィ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 

ウィジェットのユーザ イ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ィジェットの説明  

- 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  

- 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 フィーチャ セットのパラメータで作成された

グラフィックス レイ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 フィ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。  
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項目 設定内容 既定値 

@ name サーバで定義した入力パラメータの名称  

@ type パラメータのタイプ。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」 

 

@ 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イプを

「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。 

false 

@ tooltip 入力パラメータのツールチップ  

@ visible 画面上に表示するかどうか。 false 

@ wkid 入力フィーチャの 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 入力フィーチャの 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。 

 

- renderer 入力するジオメトリのレンダリングを設定し

ます。入力パラメータのタイプが

「featurerecordset」の場合のみ指定可能。下

記「renderer タグの設定」を参照してくださ

い。 

 

- choicelist 入力パラメータが選択項目の場合に設定しま

す。 

 

- 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。  
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項目 設定内容 既定値 

@ name サーバで定義した出力パラメータの名称  

@ label 画面上に表示されるパラメータ名  

@ type パラメータのタイプ。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」 

 

- renderer 出力するジオメトリのレンダリングの設定。出

力パラメータのタイプが「featurerecordset」

の場合のみ指定可能。下記「renderer タグの

設定」を参照してください。 

 

- popup 出力結果のフィーチャをクリックした際にポ

ップアップ ウィンドウを表示します。設定方

法は pg.30 の、ポップアップ ウィンドウの設

定方法を参照してください。 

 

 

renderer タグの設定 

項目 設定内容 既定値 

- renderer   

@ attribute レンダラを適用する属性名を設定します。  

@ type レンダラのタイプ。次のいずれかの値を設定し

ます。「simple」、「uniquevalue」、

「classbreaks」 

 

- defaultsymbol 入出力に使用するフィーチャのシンボルを以

下の属性で設定します。 

 

@ 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。 

 

@ color シンボルの色を RGB の 16 進数で設定しま

す。 
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項目 設定内容 既定値 

@ size シンボルの大きさ(ピクセル数)を設定。type 

属性が simplemarker の場合のみ有効。 

 

@ type ポイントの場合は「simplemarker」または

「picturemarker」、ラインの場合は

「simpleline」、ポリゴンの場合は「simplefill」

を設定します。 

 

- outline type 属性が simplefill (ポリゴン)の場合は以

下の属性で枠を設定します。 

 

@ width 枠の線幅(ピクセル)  

@ color 枠部分の色を RGB の 16 進数で設定します。  

 

GeoRSS Widget 

GeoRSS ウィジェットを使うと、GeoRSS のフィードにリンクすることができま

す。初期設定では、USGS(アメリカ地質調査所)が公開している GeoRSS を参照

しています。 

設定方法 

項目 設定内容 既定値 

- info 情報ウィンドウに使用するテンプレートの swf の

パス 

 

- source GeoRSS フィードの 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。 

false 

- fields <field>タグに表示するフィールドを設定します。  

- field 表示するフィールドを以下の属性で設定します。  

@name XML タグの名称  
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項目 設定内容 既定値 

@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 情報ウィンドウのタイトルとして表示するフィー

ルド名 

 

- linkfield URL を含むフィールド名。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

ウィ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、アプ

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  

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 検索対象がポイント 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ァイルの参照パス 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 検索対象がライン 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) 
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項目 設定内容 既定値 

@ 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) 

このウィジェットを使うと、操作レイヤの表示/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。表示されるレイヤのリストは、

config.xml の「operational」レイヤに設定されているレイヤです。 

設定方法 

項目 設定内容 既定値 

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

- expandlayeritems 初期表示時にレイヤリストのツリー(階層)を開いて

いる状態にするかどうか。 

false 
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ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

title ウィジェットのタイトルのラベル レイヤの表示設定 

凡例(Legend widget) 

地図上に表示されている全てのレイヤの凡例を動的に表示します。 

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 操作レイヤの凡例を表示するかどうかの設定。false 

に設定した場合、操作レイヤの凡例は表示されませ

ん。 

true 

- excludelayer 凡例に表示しないレイヤのレイヤ名(config.xml で

設定したレイヤ名)を設定します。複数のレイヤを設

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イヤ

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、表示対象外のレイ

ヤの凡例は、50% の透過表示となります。 

true 
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住所検索(Locate Widget) 

このウィジェットを使うと、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

ーディング 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 ジオコーディング 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。 

 

- minscore マッチ度の最低値。0～100 までの値を設定し

ます。 

40 

- fields 表示するフィールドを<field>子タグに設定し

ます。 

 

- field 以下の属性を設定します。  

@ name フィールドの名称  

@ alias 画面上に表示する名称  

@ defaultvalue 初期表示の設定 フィールドのタイプ

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 
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項目 設定内容 既定値 

@ 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  

- excludefield 表示から除外するフィールド  

- 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。 

 

- usesingleline 検索する住所を 1 行で入力する場合に true に

設定します。 

false 

- 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 

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 住所を入力するダイアログのサブタイトル 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 座標を入力するダイアログのサブタイトル 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 入力値をクリア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 結果を表示するダイアログのサブタイトル 場所が見つかりました: 
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印刷(Print Widget) 

現在表示している地図の印刷を行う機能です。印刷時にタイトルとサブタイトル

が入力可能です。 

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 

- title タイトル入力欄の初期値 マイ マップ 

- subtitle サブ タイトル入力欄の初期値  

- copyright コピーライト(著作権表示)  

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

titlelabel タイトル入力欄のラベル タイトル: 

subtitlelabel サブ タイトル入力欄のラベル サブタイトル: 

submitlabel 印刷実行ボタンのラベル 印刷 
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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ィルタされた情報を表示する機

能です。 

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イヤのマップサービス の 

REST URL。1 つのレイヤに対してのクエリの

ため、レイヤ ID を指定します。(例えば一番最

初のレイヤであれば、 

～/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。 

 

- query クエリ条件式 

例) CITY_NAME like '%[value]%' 

1=1 

(全件が対象) 

- fields 取得するフィールドを<field>子タグに設定し

ます。 

 

@ all 全てのフィ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

たフィールドのみ表示されます。 

false 

- field フィ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ィールド名  

@ alias 画面上に表示する名称 サーバ上で定義したエイ

リアス名 
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項目 設定内容 既定値 

@ dateformat 表示する日付のフォーマット。日付型のフィー

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

ァレンスガイド(http://help.adobe.com/ja_

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

Formatter.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 情報ウィンドウのタイトルとして表示するフ

ィールド名 

 

- 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。 

 

@ name サーバ上で定義されたフィールド名  

@ alias 画面上に表示する名称 サーバ上で定義したフィ

ールド名 

- linkfield URL 値を格納しているフィールド名。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

ィールドが 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、アプ

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  

ラベル設定 

項目 設定内容 既定値 

loadinglabel クエリ実行中にウィンドウに表示されるメ

ッセージ 

読み込んでいます... 

filterbuttonlabel フィルタを実行するボタン名 フィルタ 

clearbuttonlabel フィルタを消去するボタン名 消去 

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 

filterresults 1 番目のタイトルバー ボタンのツールチッ

プ 

結果のフィルタ 

filterclear 2 番目のタイトルバー ボタンのツールチッ

プ 

すべて表示 

noresultlabel フィルタ結果が 1 件もない場合に表示され

るメッセージ 

フィーチャは見つかりませ

んでした。 

 

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 検索対象がポイント 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ァイルの参照パ

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 
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項目 設定内容 既定値 

@ yoffset Y 方向のオフセット 0 

- simplelinesymbol 検索対象がライン 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、アプリケーションで特定のレイヤのフィーチャを検索するこ

とができます。グラフィックツールを使ったフィーチャ検索（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. フィーチャ検索か属性検索かを選択します。 

2. 検索レイヤのドロップダウン リストから、検索するレイヤを選択します。 

3. フィーチャ検索では、ポイントやライン、ポリゴンの描画ツールを使用して

描画すると、描画範囲のフィ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 や検索対象のフィールド、表示方法などを設定し

ます。 

項目 設定内容 既定値 

- layers <layer>子タグに検索対象のレイヤ情報を設

定します。 

 

- layer 検索対象のレイヤ情報。レイヤごとに

<layer>タグを設定します。以下の子タグを

設定します。 
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項目 設定内容 既定値 

- name 検索レイヤを選択するドロップダウン リス

トに表示する名称 

 

- url 検索レイヤのマップサービスの REST URL。

1 つのレイヤに対しての検索のため、レイヤ

ID を指定。(例えば一番最初のレイヤであれ

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。 

 

- expression 属性検索で使用するクエリを定義します。 

例) CITY_NAME like '%[value]%' 

 

- fields  取得するフィールドの設定を<field>タグで

設定します。 

 

@ all  全てのフィ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

に設定したフィールドのみ表示されます。 

false 

- field  フィ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ィールド名  

@ 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

エイリアス名が表示

されます。 

@ dateformat  表示する日付のフォーマット。日付型のフィ

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

ファレンスガイド

(http://help.adobe.com/ja_JP/AS3LCR/F

lex_4.0/mx/formatters/DateFormatter.ht

ml#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  情報ウィンドウのタイトルとして表示するフ

ィールド名 

 

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 

- linkfield  URL 値を格納しているフィールド名。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

したフィールドが 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。 

- zoomscale  検索結果を選択した時に拡大する縮尺  

- initialview 初期表示時にフィ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。 

 

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 フィーチャ選択 

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 レイヤ選択のラベル 検索するレイヤ: 

nolayerlabel 検索レイヤが定義されていない場

合のエラーメッセージ 

検索するレイヤが定義されてい

ません。 

submitlabel 検索ボタンのラベル 検索 

pointlabel ポイント描画ツールのツールチッ

プ 

ポイントの描画 

linelabel ライン描画ツールのツールチップ ラインの描画 

freehandlinelabel フリーハンド ライン描画ツールの

ツールチップ 

フリーハンドラインの描画 

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 
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項目 設定内容 既定値 

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 

選択されたフィーチャ: 
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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 検索対象がポイント データの場合、

以下の属性でシンボルを設定しま

す。 

 

@ url シンボルの画像ファイルの参照パス 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 検索対象がライン 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 



ArcGIS Viewer for Flex 設定ガイド 

pg. 80  

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved. 

項目 設定内容 既定値 

- 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 

 

 

スプラッシュ・スクリーン(Splash Widget) 

ア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アップ画面で表示

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。 
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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ア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 画像ファイルの 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 のアドレスを

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://help.arcgis.com/ja/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/00530

000003v000000/ 

設定方法 

タイム スライ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 F

lex リファレンスガイド(http://hel

p.adobe.com/ja_JP/AS3LCR/

Flex_4.0/mx/formatters/Date

Formatter.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 タイム スライ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。 

 

http://help.arcgis.com/ja/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/00530000003v000000/
http://help.arcgis.com/ja/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/00530000003v000000/
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
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 

- thumbmovingrate タイム スライダの時間間隔。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 タイム スライ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 レイヤ名を設定します。config.xml で

設定したレイ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 タイム スライダの開始時間  

- endtime タイム スライダの終了時間  

- timestops タイム スライ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。 

 

- 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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