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はじめに 

このスタートアップ ガイドについて 

このスタートゕップ ガドは初めて ArcGIS API for Flex を使用して Web マッピング ゕプリケーショ

ンを構築する開発者の方にもっとも基本的な開発手順の流れを紹介するものです。本書をお読みいただく

ことで、ArcGIS API for Flex を使用した Web マッピング ゕプリケーション開発の基礎を理解すること

が出来ます。 

ArcGIS API for Flex とは 

ArcGIS API for Flex とは ArcGIS が提供する Web ゕプリケーション開発 API の 1 つであり、 

Adobe Flex の高い操作性・表現力と ArcGIS for Server や ArcGIS Online などのオンラン GIS リ

ソースを統合したゕプリケーションを開発するために提供される API ラブラリです。 

ArcGIS API for Flex の開発環境 

本ガドでは以下の環境にて ArcGIS API for Flex を用いた Web マッピング ゕプリケーションの開発

手順を紹介します。本ガドの手順を実行する前に以下の環境がご使用のマシンに適切にセットゕップさ

れている必要があります。 

 Adobe Flash Builder 4.7 

 ンターネット ンフォメーション サービス（IIS） 

本ガドで使用する Adobe Flash Builder 4.7 (以下 Flash Builder) は、Flex ゕプリケーションのユー

ザ ンターフェースを設計するための統合開発環境です。 

ンターネット ンフォメーション サービス（IIS）は Microsoft Windows で提供される Web サーバ

のコンポーネントです。 

ArcGIS API for Flex がサポートする最新の動作環境につきましては下記をご参照ください。 

ArcGIS API for Flex 動作環境： 

http://www.esrij.com/products/arcgis-api-for-flex/environments/ 

http://www.esrij.com/products/arcgis-api-for-flex/environments/
http://www.esrij.com/products/arcgis-api-for-flex/environments/
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Web マッピング アプリケーションの開発 

API ライブラリのダウンロード 

ArcGIS API for Flex を用いて Web マッピング ゕプリケーションを開発するには、まず API ラブラ

リを入手する必要があります。以下の手順に従い ArcGIS for Developers から API を入手して下さい。 

1. ArcGIS for Developers の開発者ゕカウントの作成 

ArcGIS API for Flex を使用するためには ArcGIS for Developers の開発者ゕカウントまたは 

ArcGIS Online 組織向けプランのゕカウントが必要です。ArcGIS for Developers の開発者ゕ

カウント作成方法については下記ページの「ArcGIS for Developers 開発者ゕカウント作成ガ

ド」をご参照ください。 

http://www.esrij.com/products/arcgis-api-for-flex/documents/ 

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

ArcGIS for Developers の開発者ゕカウントまたは ArcGIS Online 組織向けプランのゕカウ

ントでのサン ンが必要になります。 

ダウンロード ページ: 

https://developers.arcgis.com/en/downloads/ 

  

http://www.esrij.com/products/arcgis-api-for-flex/documents/
https://developers.arcgis.com/en/downloads/
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3. ArcGIS API for Flex の [DOWNLOAD] ボタンをクリックしてラブラリをダウンロードし

ます。 

過去のバージョンをダウンロードする場合は右側にあるプルダウンからバージョンを選択して

からダウンロードしてください。 
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4. ダウンロードした zip フゔルを展開します。API のラブラリを含めて以下のようなフゔ

ルが含まれています。 

 libs フォルダ：ArcGIS API for Flex の API ラブラリ 

 locale フォルダ：ローカラズ用のプロパテゖフゔルが各国語ごとに入っています。ラ

ブラリに含まれている、UI コンポーネントのラベル、メッセージなどのストリングをカ

スタマズする際に使用します。 

 oauth フォルダ：OAuth2.0 を実装する際に使用するフゔルです。（バージョン 3.5 以

降） 

 src フォルダ：API のスキン フゔルです。API ラブラリに含まれるユーザ ンター

フェースをカスタマズする際に使用します。（バージョン 3.4 以前は skins フォルダ） 
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5. サンプル コードをダウンロードする場合は GitHub から入手することができます。

https://github.com/Esri/arcgis-samples-flex/releases 

使用するバージョンの [Source code(zip)] もしくは [Source code(tar.gz)] ボタンをクリッ

クし、サンプル コードをダウンロードします。ダウンロードしたフゔルは任意のフォルダに

解凍、保存してください。 

 

  

 

https://github.com/Esri/arcgis-samples-flex/releases


 

7 

 

 

Web マッピング アプリケーションの開発 

以下の手順では Flash Builder を用いて ArcGIS API for Flex を使用した Web マッピング ゕプリケー

ションのサンプルを作成します。 

API ライブラリ参照の追加 

1. Flash Builder を起動し、[フゔル] > [新規] > [Flex プロジェクト] をクリックします。 
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2. [新規 Flex プロジェクト] ダゕログボックスにて、 [プロジェクト名] を指定し [次へ] ボ

タンをクリックします。ここではプロジェクト名を MyFlexApp とします。 
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3. [サーバーを設定] ではデフォルトの設定のまま [次へ] ボタンをクリックします。 
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4. 新しいプロジェクトに ArcGIS API for Flex のラブラリ参照を追加します。 [ラブラリパ

ス] タブを選択し [SWC の追加] ボタンをクリックします。 

 

 

[SWC の追加] ダゕログにて、上述した 「API ラブラリのダウンロード」にて入手した 

API ラブラリを格納しているデゖレクトリ内の [agslib-3.7-2014-11-06.swc] を選択して 

[OK] ボタンをクリックします。 
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5. [終了] ボタンをクリックして新しいプロジェクトの作成を終了します。 
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6. 新しいプロジェクトが作成されると Flex のエデゖタ領域に MXML ゕプリケーション フゔ

ルのコードが表示されます。作成したプロジェクト名を右クリックして [プロパテゖ] を選択し

ます。 
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7. Flex コンパラー メニューをクリックし、追加コンパラー引数を -locale ja_JP に変更し

ます。この設定を行うことで、ArcGIS API for Flex を使用する際に、自動的に日本語のリソー

スが使われるようになります。 
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Map コントロールの追加 

次に Web マッピング ゕプリケーション上に地図を表示させるためのコードを記述します。 

1. application タグ内に [Map] コントロールを配置します。さらに、map タグ内に ArcGIS 

Online の背景地図をレヤとして追加します。追加するコードは以下のようになります。 

<esri:Map> 

  <esri:ArcGISTiledMapServiceLayer  

url="http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Ma

p/MapServer"/> 

</esri:Map> 

また、application タグ内に ArcGIS API for Flex の名前空間を設定します。 

xmlns:esri=”http://www.esri.com/2008/ags” 

全体のコードは以下のようになります。 
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2. プロジェクトを実行します。 Flash Builder の [実行] メニューから [実行] > [Web ゕプリ

ケーション] を選択します。 
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プロジェクトの実行が開始され Web マッピング ゕプリケーションがブラウザに表示されま

す。 
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この時点でマウスによるドラッグやマウスホールで地図のナビゲーション操作が可能です。 

Web マッピング ゕプリケーションが正常に実行されていることが確認できたらブラウザを閉

じてゕプリケーションを終了して下さい。 

マップ操作に関する主なショートカット機能： 

ドラッグ 移動 

マウス ホールを前方に回転 拡大 

マウス ホールを後方に回転 縮小 

SHIFT + ドラッグ 拡大 

SHIFT + CTRL + ドラッグ 縮小 

SHIFT + クリック クリックした位置を中心に表示 

ダブル クリック クリックした位置を中心に拡大 

矢印キー（上下左右） キーの方向へ移動 

 

3. 地図の初期表示範囲が日本付近になるように変更します。 <esri:Map> 内に以下のコードを

追記し、プロジェクトの実行を行います。 

<esri:extent> 

  <esri:Extent 

    xmin="12829000" 

    ymin="2650000" 

    xmax="17799000" 

    ymax="5972000"/> 

</esri:extent> 
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ゕプリケーション起動時の表示範囲が日本付近になることが確認できます。 

 

※Map コントロールの詳細についてはトピックスをご参照ください。 
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アプリケーションの配置 

以下では作成したゕプリケーションをネットワーク上で公開するための手順を紹介します。ここでは、 OS 

が Windows 7、Web サーバとしてンターネット ンフォメーション サービス (IIS) を使用した場合

の紹介となります。異なる OS、 Web サーバをご使用の場合は適宜設定を行ってください。 

1. Flash Builder のメニューから [プロジェクト] > [リリースビルドのエクスポート]を選択しま

す。 
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2. [リリースビルドの書き出し] ダゕログにて、内容を確認し [終了] ボタンをクリックします。

リリースビルドの書き出し先フォルダはデフォルトで [bin-release] となりますが、必要に応

じて変更して下さい。 

 

3. IIS のデゖレクトリにゕプリケーションを配置するフォルダを作成します。Windows エクスプ

ローラを開き C:\Inetpub\wwwroot に移動します。 wwwroot 直下にフォルダを作成しま

す。ここではプロジェクト名と同じ MyFlexApp フォルダを作成します。 

4. 書き出し先フォルダ (デフォルトでは <ユーザ フォルダ>\Adobe Flash Builder 4.7\プロジ

ェクト名\bin-release) を Windows エクスプローラで開きます。フォルダ内のすべてのフォ

ルダとフゔルをコピーし上記で作成した IIS のフォルダ直下に貼り付けます。 
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5. Web ブラウザを開きゕドレスバーに以下の URL を記述しゕプリケーションにゕクセスしま

す。 

http://localhost/MyFlexApp/MyFlexApp.html 

ブラウザでゕプリケーションが表示されることを確認してください。 

 

http://localhost/MyFlexApp/MyFlexApp.html
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ローカルの ArcGIS for Server サービスを追加する 

ArcGIS for Server ユーザは、 ArcGIS Online から提供されている背景地図のマップ サービスの上に、

自身で公開している ArcGIS for Server マップ サービスを重ね合わせることができます。ここでは、ロ

ーカルの ArcGIS for Server マップ サービスを追加する手順を説明します。 

この手順では、あらかじめ ArcGIS for Server のダナミック マップ サービスを公開しておく必要があ

ります。 

ローカルの ArcGIS for Server サービスを追加するにはまず ArcGIS for Server の REST サービスにゕ

クセスする必要があります。 

1. Windows のプログラムとして登録されている [Services Directory] を起動するか、Web ブ

ラウザ上で直接 URL を入力して ArcGIS Services Directory を表示します。 

http://{hostname}:6080/arcgis/rest/services 

2. [Services:] セクションに、公開している GIS サービスが一覧表示されます。 

3. この中からダナミック マップ サービスとして公開しているものを選択します。以下のサン

プルでは一覧からサービス名が ”japan” というダナミック マップ サービスを選択しまし

た。選択したマップ サービスに関する情報が表示されます。 
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4. ここでゕドレスバーの URL を確認します。この URL が現在公開しているマップ サービスの 

REST サービスのエンドポントとなります。この URL をクリップボードにコピーします。 

 

 

5. URL をクリップボードにコピーしたら、 Flash Builder で開いているプロジェクトに戻ります。 
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6. 「Map コントロールの追加」 のステップ 3 と同様に、表示させるサービスを追加するタグを

追加します。この例ではダナミック サービスへのゕクセスを行うために 

<esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer> を追加します。プロパテゖとしてステップ 4, 5 

で確認した REST サービスのエンドポントの URL を指定します。 （赤字がコード追加部

分です。） 

<esri:Map x="0" y="0" width="500" height="500"> 

 <esri:extent> 

  <esri:Extent  

   xmin="12664.701.873"  

   ymin="1966722.781"  

   xmax="18149425.343"  

   ymax="6356169.06"/> 

 </esri:extent> 

 <esri:ArcGISTiledMapServiceLayer 

url="http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest 

/services/World_Street_Map/MapServer"/> 

 <esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer  

url="http://localhost/arcgis/rest/services/japan 

/MapServer" /> 

 </esri:Map>  

 

 公開しているマップサービスの種類によっては別のレヤ クラスを使用する必要があり

ます。公開できるマップサービスの種類およびクラスについては、後述の 「マップ サー

ビス レヤ」 をご参照ください。 

 

7. 「ゕプリケーションの配置」 と同様にリリースビルドのエクスポートと配置を行います。 
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8. Web ブラウザからゕプリケーションにゕクセスし ArcGIS Online の World Street Map サ

ービスと、ローカルの ArcGIS Server で公開されたマップ サービスが重ね合わさって (マッ

シュゕップされて) 表示されることを確認します。 
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ローカルの ArcGIS for Server サービスのプロパティを変更する 

次にローカルの ArcGIS for Server マップ サービス レヤのプロパテゖを変更します。ここではレヤ

の透過率を変更します。 

1. <esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer> タグの行を以下のように変更します。 (赤字がコ

ード追加部分です。) 

<esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer 

url=http://localhost/arcgis/rest/services/japan/MapServer 

alpha="0.6" /> 

「ゕプリケーションの配置」 と同様にリリースビルドのエクスポートと配置を行います。

ローカルの ArcGIS Server で公開されたマップ サービス レヤ付近を拡大表示すると、

指定した透過率でレヤが透過表示されているのが確認できます。

 

http://localhost/arcgis/rest/services/japan/MapServer
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2. 上記ステップ 2 で透過の設定を確認しましたが、さらにスラダーを使用して透過率を動的に

変更できるようにゕプリケーションを変更します。以下のように 

<esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer> タグの変更と <s:HSlider> タグの追加をします。 

ここではスラダーは Panel を使用しています。<s:Panel> タグ以降がそのソースです。(赤

字がコード追加・変更部分です。) 

<esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer 

url=”http://localhost/arcgis/rest/services/japan/MapServer” 

alpha="{mapAlpha.value}" /> 

</esri:Map> 

<s:Panel left="50" top="5" title="透過" height="60" width="200"> 

<s:HGroup top="10" left="10"> 

<s:Label text="0" /> 

<s:HSlider id="mapAlpha" 

      minimum="0.00" 

 maximum="1.00" 

      value="1" 

      liveDragging="true" 

      snapInterval="0.01" 

      width="150" 

/> 

<s:Label text="1" /> 

</s:HGroup> 

</s:Panel> 
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3. 「ゕプリケーションの配置」 と同様にリリースビルドの書き出しと配置を行います。ゕプリケ

ーション左下にスラダーバーが表示され、スラドさせることで透過率の変更が可能なこと

を確認してください。 

 

以上でサンプルゕプリケーションの開発は終了です。より高度なゕプリケーションの開発に

関する参考ドキュメントやサンプルの詳細については次のステップをご参照ください。 
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次のステップ 

本スタートゕップ ガドでは ArcGIS API for Flex を用いた Web マッピング ゕプリケーションを開発

するための最も基本的な開発手順について紹介しました。今後、より高度なゕプリケーションを開発する

ためには ArcGIS for Developers をご参照ください。ArcGIS for Developers には API の開発に必要と

なる参考ドキュメントやサンプルがすべて集約されています。 

ArcGIS for Developers : ArcGIS API for Flex 

https://developers.arcgis.com/en/flex/ 

 

②  ①  ③  ④  

https://developers.arcgis.com/en/flex/
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Guide (①) 

API を利用した開発手順や、レヤの追加やシンボル表現、編集、解析などの各機能の実装方法、セキュ

リテゖやサーバへの配置方法などをカテゴリごとに解説しています。 
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API Reference (②) 

API のリフゔレンスです。 API に含まれるクラスの各種プロパテゖ、メソッド等を確認することが出来ま

す。 
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Samples (③) 

API を用いたサンプル集です。実際にゕプリケーションを操作可能で、ソースコードも確認できます。 

 

ここで公開されているサンプルのソースコードは GitHub からまとめてダウンロードできます。 

https://github.com/Esri/arcgis-samples-flex  

 

https://github.com/Esri/arcgis-samples-flex
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Forums (④) 

ArcGIS API for Flex に関するフォーラムが用意されており、世界中の開発者に利用されています。 

 

 



 

34 

 

 

トピックス 

レイヤの種類 

Map に追加できるレヤはそのデータ ソースの違いから、マップ サービス レヤとフゖーチャ レヤ

の 2 種類に分けることができます。 

Map 内のレヤのデータ ソースの多くは、GIS サーバが提供するマップ サービスです。マップ サービ

ス自身もほとんどの場合、複数のレヤから構成されており、あらかじめサーバ管理者によって各マップ 

サービス内のレヤがどのようなシンボルや色を使用して地図上に表示されるかが定義されています。マ

ップ サービスはこの定義に従い、サーバ上で地図画像を生成しクラゕントに配信します。 

 

 

 

 

 

 

 

マップ サービス内のレヤではこのサーバ側で生成された地図画像をデータソースとして Map コント

ロールに表示します。 

 

 

 

 

 

マップ サービス レヤでは、あらかじめサーバ側で生成された地図画像をデータソースとして使用する

ため、サーバ側で定義されたシンボルや色と異なる方法で地図を表現することができません。一方で、フ

 

GIS サーバ 

マップ サービス 

地図画像の生成 

地図画像の配信 

マップ サービス レイヤ 

Map コントロール 

GIS サーバ 
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ゖーチャ レヤではクラゕント ゕプリケーション上で動的にシンボルや色を設定することができます。

フゖーチャ レヤはマップ サービスを構成する複数のレヤの 1 つに直接ゕクセスし、そのレヤ内の

地物の座標および属性情報を取得して、ゕプリケーション上で動的に描画を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS API for Flex のゕプリケーションでは多くの場合において、シンボル情報等の変更が必要ない背景

地図にマップ サービス レヤを使用し、ユーザの操作に応じて表示を対話的に変更する必要がある主題

図にフゖーチャ レヤを使用します。 

 

GIS サーバ 

マップ サービス 
Map コントロール 

フィーチャ レイヤ 

 
特定のレイヤから、 

座標、属性情報を取得 

 
クライアント側で 

動的に描画 
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マップ サービス レイヤ 

ArcGIS API for Flex は ArcGIS for Server が公開する REST サービスを利用します。 ArcGIS for 

Server はダナミック マップ サービスやキャッシュ マップ サービスなど様々なマップ サービスを 

REST 形式で公開できるため、 API ラブラリには ArcGIS for Server が公開するマップ サービスの形

式にあわせた以下のようなマップ サービス レヤ クラスが用意されています。 

おもなマップ サービス レイヤ クラス： 

ArcGISTiledMapServiceLayer 
ArcGIS for Server のキャッシュ マップ サービスをデータ ソー

スとして使用します。 

ArcGISDynamicMapServiceLayer ArcGIS for Server のダイナミック マップ サービスをデータ ソ

ースとして使用します。 

ArcGISImageServiceLayer ArcGIS for Serverのイメージ サービスをデータ ソースとして使

用します。 

OpenStreetMapLayer OpenStreetMap のマップ イメージ サービスをデータ ソースと

して使用します。 

 

マップ サービス レヤ クラスのデータ ソースを指定するには、 URL 属性にマップ サービスの REST 

エンド ポントを指定します。本スタートゕップ ガドで紹介したコードでは、新規作成した 

ArcGISTiledMapServiceLayer の URL  属性に、Esri 社がホストしている ArcGIS Online の世界道路

地図の REST エンド ポントを指定しています。 

マップ サービスの REST エンド ポイント 

ArcGIS for Server が公開しているマップサービスの REST エンド ポントは ArcGIS for Server を

ンストールするとサーバに構成される ArcGIS Services Directory と呼ばれる簡易 Web ゕプリケーシ

ョンから確認することができます。以下の URL より Esri 社が公開しているマップ サービスの REST エ

ンド ポントを確認することができます。 

ArcGIS Online ArcGIS Services Directory 

http://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services 

 

「Services:」 セクションに表示される GIS サービスの一覧から使用したいサービスをクリックします。

例えば World Street Map サービスの REST エンド ポントを確認する場合は [World_Street_Map] 

http://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services
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をクリックします。 
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World_Street_Map のページに移動します。サービスの REST エンドポントはブラウザに表示される 

URL です。 
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フィーチャ レイヤ 

前述した通り、フゖーチャ レヤはマップ サービス レヤと異なり、マップ サービス内の 1 つのレ

ヤから座標と属性情報を取得し、クラゕント側で動的に描画を行います。以下は ArcGIS Online の衛星

画像のマップ サービス レヤ上にポント フゖーチャ レヤを描画した例です。 

 

フゖーチャ レヤを使用することで、上図のようなグラフゖック表現に加えて、レヤ上の地物の動的な

選択、 ArcGIS for Server のサービスと連携した Web 編集、時間遷移によるゕニメーション表現などを

実装することができます。以下はマップ サービス レヤ上のフゖーチャ レヤの選択された地物（ポリ

ゴン）のシンボルを動的に変更した例です。 
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フィーチャ レイヤの REST エンドポイント 

フゖーチャ レヤもマップ サービス レヤと同様に ArcGIS for Server の REST  サービスを利用し

ます。しかしマップ サービス レヤと異なり、サービス内の個別のレヤをリソースとして指定します。

以下では、 Esri 社が公開しているサンプル サーバからマップ サービスの個別のレヤの REST エンド

ポントを確認します。 

1. Esri 社のサンプル サーバに接続し、 [Specialty] フォルダをクリックします。 

http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/ 

 

 

  

http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/
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2. Specialty フォルダ内の [ESRI_StatesCitiesRivers_USA] マップ サービスをクリックしま

す。 
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3. ESRI_StatesCitiesRivers_USA のマップ サービス詳細が表示されます。このマップ サービス

には、Cities (都市)、 Rivers （河川）、 States （州） の 3 つのレヤが含まれていること

がわかります。 [Cities] レヤをクリックします。 
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4. Cities レヤの詳細が表示されます。 Cities サービスの REST エンドポントはブラウザに

表示される URL です。マップ サービス レヤが使用する  REST エンドポントと異なり、 

URL の最後にマップ サービス内のレヤ  ID （/0） が指定されている点に注目してくださ

い。 
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5. 以下の例では、上記手順で確認した、 Cities レヤを ArcGIS Online の世界道路地図の上に

重ねています。フゖーチャ レヤ クラス （FeatureLayer） の Url 引数に REST エンドポ

ントを指定しています。その他に、FeatureLayer の setDefinitionExpression プロパテゖ

を使用して Cities  レヤの POP1990 列の値が 100000 よりも大きいレコード （人口が 

10  万人以上） のみを取得するという条件句を設定しています。 

<esri:Map x="0" y="0" width="800" height="600"> 

 <esri:ArcGISTiledMapServiceLayer  

url="http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services 

/World_Street_Map/MapServer"/> 

 <esri:FeatureLayer 

url="http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/s 

ervices/Specialty/ESRI_StatesCitiesRivers_USA/MapServer/ 

0"  

definitionExpression = "POP1990 > 100000"> 

  <esri:symbol> 

   <esri:SimpleMarkerSymbol  

color="0xFF0000"  

size="10"  

style="circle"  

alpha="0.5"/>  

  </esri:symbol>  

 </esri:FeatureLayer> 

</esri:Map> 
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FeatureLayer クラスにはその他にもサーバからのデータの取得方式を設定する mode プロ

パテゖや、個別値分類や数値分類などレヤを色分け表示するための renderer プロパテゖな

どが用意されています。詳細は API Reference をご参照ください。 

API Reference：FeatureLayer 

https://developers.arcgis.com/en/flex/api-reference/index.html 

 

  

https://developers.arcgis.com/en/flex/api-reference/index.html
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ArcGIS API for Flex を利用した iOS・Android 用アプリの作成方法 

Adobe AIR を使うと、ArcGIS API for Flex で作成したゕプリケーションを iOS や Android デバス

用のネテゖブ ゕプリにパッケージ化することができます。 

ここでは ArcGIS API for Flex のサンプル コードである BasicMap を例に ArcGIS Online のベースマ

ップを表示し、デバスの GPS 機能で現在地にズームするシンプルなゕプリの作成手順を紹介します。 

サンプル コードの入手方法は「API ラブラリのダウンロード 7.」をご参照ください。 

 

1. Flash Builder を起動し、[フゔル] メニューから [ンポート] を選択します。 

 

  

http://www.adobe.com/jp/products/air.html
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2. [Flash Builder] - [Flash Builder プロジェクト] を選択し、[次へ]をクリックします。 

 

3. [プロジェクトを読み込み] で [プロジェクトフォルダー] を選択しダウンロードしたサンプル コードの

パスを [参照] ボタンを使用して指定します。BasicMap のソースコードは、「\\ mobile\BasicMap」に

入っています。 

  

4. 次に、ラブラリの設定を行います。作成されたプロジェクトを右クリックしてプロパテゖを開きます。 

5. [Flex ビルドパス] で [SWC の追加] ボタンをクリックしてラブラリを選択します。ラブラリは

「\\ArcGIS_Flex\libs」にある、「agslib-3.6-2013-12-13.swc」を選択します。下図のようにラブラ

リが追加されたことを確認します。 
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6. その他、Flex SDK に含まれる mx.swc と sparkskins.swc を追加します。 

 ${PROJECT_FRAMEWORKS}/libs/mx/mx.swc 

 ${PROJECT_FRAMEWORKS}/libs/sparkskins.swc 

 [SWC の 追 加 ] ボ タ ン を ク リ ッ ク し 、「 SWC の 追 加 」 ウ ゖ ザ ー ド

に ”${PROJECT_FRAMEWORKS}/libs/mx/mx.swc”と記述し、 [OK] をクリックします。 
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同様の手順で ”${PROJECT_FRAMEWORKS}/libs/sparkskins.swc” も追加します。 

  

 

7. これでゕプリを実行する準備が整いました。まずは Flash Builder に付属するシミュレータで実行してみ

ます。BasicMap.mxml を右クリックして [実行] - [実行の構成] を選択します。 
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① [モバルゕプリケーション] を選択して左上の [新規] ボタンをクリックします。 
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作成された起動構成「BasicMap」を選択し、ターゲットプラットフォームと起動方法を選択します。ここで

は、ターゲットプラットフォームを「Google Android」、起動方法をデスクトップ上の「AIR シミュレーター」

に設定しています。 
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8. 実行ボタンをクリックするとシミュレータが起動します。（このシミュレータでは GPS の機能は使えま

せん） 
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9. 実機で実行する場合は、実行構成の起動方法で「デバス上」を選択します。実際の端末で実行すると画

面下にボタンが表示され、端末の GPS 機能を使って現在地にズームできます。下図は Android で動作

させたときのキャプチャです。また、指を使ったピンチン/ピンチゕウト、スワプなどでマップの拡

大/縮小、移動が可能です。 
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10. なお、iOS デバスで実行する場合は、証明書やプロビジョニングフゔルが必要です。詳細は、ゕドビ 

システムズ社のヘルプをご参照ください。また、Adobe AIR や iOS のバージョンによっては現在地にズ

ームするボタンが表示されないことがあります。その場合は、BasicMapHomeView.mxml の 

myMap_loadHandler フゔンクション内の if 文をコメントゕウトしてください。 

 

 

ここでは背景図を表示するだけの簡単なサンプルの紹介でしたが、ArcGIS API for Flex の様々な機能が 

iOS や Android デバス上でも実現できます。 

 

http://help.adobe.com/ja_JP/flex/mobileapps/WS064a3073e805330f6c6abf312e7545f65e-8000.html#WSe4e4b720da9dedb5-27e02e9a12ee20e4a60-7fff
http://help.adobe.com/ja_JP/flex/mobileapps/WS064a3073e805330f6c6abf312e7545f65e-8000.html#WSe4e4b720da9dedb5-27e02e9a12ee20e4a60-7fff
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