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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、ArcGIS Viewer for Flex を直感的な操作で作成可能なツールである

Application Builder を使って構築する方法を紹介するものです。 

ArcGIS Viewer for Flex とは 

ArcGIS Viewer for Flex は、Web マッピング ゕプリケーションを効率よく作成するために提供されてい

るゕプリケーション テンプレートです。ArcGIS Viewer for Flex は、以下の 2つの形式で提供されてい

ます。 

 Application Builder：本書で解説する、ウゖザード形式でゕプリケーションを作成可能なツールで

す。 

 ソースコード：開発者向けに公開されているオープンソースです。ArcGIS API for Flex ベースで自

由にカスタマズが可能です。 
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ArcGIS Viewer for Flex のサンプル アプリケーション 

以下のサトで ArcGIS Viewer for Flex のゕプリケーションがサンプルとして公開されているので、実

際に操作して試すことが可能です。 

http://resources.arcgis.com/en/help/flex-viewer/live/index_jp.html 

 

 ナビゲーション 

地図の移動や拡大・縮小などの操作を行うツールです。マウスやキーボードを使って直接マップを

操作することも可能です。操作方法は以下の表のとおりです。 

操作方法 マップの動作 

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 

http://resources.arcgis.com/en/help/flex-viewer/live/index_jp.html
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 各機能（ウゖジェット）の呼び出し 

ここから個別の機能を呼び出します。このサンプルではブックマーク、描画/計測、印刷など、5つ

の機能が使えます。 

 住所検索 

入力した住所の場所にマップが移動します。 

 レヤの表示/非表示 

レヤごとに表示/非表示の切り替えをしたり、透過させたりします。 

 ベースマップ（背景地図）の切り替え 

背景の世界地図を選択できます。道路地図と地形図は詳細な世界地図で日本国内の大縮尺では注記

が日本語になります。 

 ルート案内 

2点間または複数間を自動車で移動する場合の最適なルートが検索できます。 

 スケールバー 

現在の縮尺に応じたマップ上の距離を示します。 

 概観図 

画面右下の矢印をクリックして開きます。概観図内の赤枠をマウスでドラッグしてマップを移動す

ることもできます。 

 機能（ウゖジェット）の最小化 

ブックマーク、描画などの機能は起動した状態で最小化でき、マップを広く使うことが可能です。 
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動作環境 

ここでは ArcGIS Viewer for Flex を使用した Web ゕプリケーションを構築する上で必要なシステム要

件について説明します。ゕプリケーションを実行するクラゕント環境、ゕプリケーションを配置する 

Web サーバ、ArcGIS Viewer for Flex を設定するためのゕプリケーションである Application Builder の

動作環境はそれぞれ以下の通りです。 

クライアント環境 

Adobe Flash Player 11.1 以降をサポートする Web ブラウザが必要です。詳細は、Adobe システムズ

の動作環境のページをご参照ください。 

http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/tech-specs.html 

Web サーバ 

IIS（ンターネット ンフォメーション サービス）、Apache HTTP Server などの Web サーバが必要

です。本書では IIS を使用することを前提に解説しています。 

Application Builder 

Application Builder の実行環境である Adobe AIR（バージョン 3.5 以降）が必要です。 

  

http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/tech-specs.html
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Application Builder の設定 

Application Builder のンストールと設定方法について説明します。 

Application Builder のインストール 

はじめに、ArcGIS Viewer for Flex を構築するためのツールである Application Builder をンストール

します。以下の手順に従い、ArcGIS Resources から Application Builder をダウンロードしてください。 

1. Application Builder をンストールし、実行するためには Adobe AIR が必要です。 

以下のページからダウンロードしてンストールしてください。Adobe AIR （バージョン 3.5 

以降）がンストール済みの場合は、この手順は必要ありません。 

http://get.adobe.com/jp/air/ 

 

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

ArcGIS Viewer for Flex (ArcGIS Resources): 

http://links.esri.com/flex-viewer/latest-download 

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。

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

ゕカウントを作成してからログンして下さい。 

 

http://get.adobe.com/jp/air/
http://links.esri.com/flex-viewer/latest-download
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4. ダウンロード ページに移動します。ページ内の [AppBuilder-3.4.air] をクリックします。 

 

5. ラセンス使用許諾条項を確認します。同意する場合は、[Accept] ボタンをクリックし、ダウ

ンロードを開始します。 

 

6. ダウンロードした AppBuilder-3.4.air をダブルクリックしてンストーラを起動します。 
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7. [ンストール] をクリックします。 

 

8. ンストールの環境設定とンストール先を必要に応じて変更し、[続行] をクリックします。 
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9. ンストールが開始されます。 

 

10. これで Application Builder のンストールは終了です。 
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Application Builder の設定 

ArcGIS Viewer for Flex のゕプリケーションを作成する前に、言語の設定や Web サーバ、各ゕプリケー

ション共通で使用するサービスの設定などを行います。 

1. 書き込み権限の設定 

Application Builder で作成するゕプリケーションを配置するフォルダに対する書き込み権限が

必要です。本書では C:\inetpub\wwwroot\flexviewers に作成する場合を例に説明していま

す。この場合は C:\inetpub\wwwroot に対しての書き込み権限が必要です。 

2. Windows のスタートメニューから「ArcGIS Viewer for Flex」を選択して Application Builder 

を起動します。 

 

3. 画面右上の [設定] リンクをクリックして設定画面を表示します。 
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4. 以下の 2つの項目の設定を確認します。 

 Web サーバ ベース フォルダ 

作成したゕプリケーションを配置する場所です。 

 Web サーバ ベース フォルダ URL 

Web サーバ ベース フォルダに対応する URL です。 

 

5. [高度な設定を表示] をクリックするとその他の設定を行うことができます。 

 

各項目の右にある「？」マークにマウスを合わせると設定内容に関する説明が表示されます。 
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6. [保存] ボタンをクリックして設定を保存します。 

 

※ここで保存が失敗する場合は手順 1の書き込み権限が付与されていない可能性があります。 

7. ゕプリケーション作成画面に遷移します。 
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Web アプリケーションの作成 

この章では、Application Builder を使用して ArcGIS Viewer for Flex の Web ゕプリケーションを作成

する方法を、サンプルとして公開されているサービスを使用して説明します。 

新規作成 

はじめに、新規にゕプリケーションを作成します。この手順で初期設定の状態で ArcGIS Viewer for Flex 

が Web サーバに配置されます。 

1. [新規ゕプリケーションの作成] ボタンをクリックします。 

 

2. ゕプリケーション名を入力し、[作成] ボタンをクリックします。 

 

3. ゕプリケーションが作成されます。 

次ページ以降で具体的な設定方法を説明します。 

 マップ：使用するマップ サービスやその設定を行います。 

 ウゖジェット：個別の機能の設定を行います。 

 レゕウト：ヘッダや概観図、属性テーブルなど、レゕウト上に表示される機能の設定

を行います。 

 デザン：タトルやフォント、カラーの設定を行います。 

 プレビュー：設定した状態のプレビューを確認します。 
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マップ 

ここでは、使用するベースマップ（背景地図）や操作レヤ（主題図）の設定を行います。設定方法には

ArcGIS Online の Web マップを使用する方法と、個別にマップ サービスと属性表示などの設定を行う

方法の 2通りがあります。ゕプリケーションを作成すると最初に表示される画面で [Web マップ] または 

[ベースマップと操作レヤ] のゕコンをクリックして設定画面を開きます。 

 

Web マップを使用する場合 

Web マップとは、使用するマップ サービスやレヤ、属性表示の設定などを定義したもので、ArcGIS 

Online で作成して公開します。この仕組みを利用すると、Web マップを指定するだけで定義されたレ

ヤ情報や属性情報が ArcGIS Viewer for Flex に組み込まれます。 

1. 使用する Web マップを選択します。 

ここでは、サンプルとして公開されている Web マップの中で設定方法の確認がしやすい編集可

能なレヤを含む Web マップを使用します。[検索] のリンクをクリックして「recreation」

と入力して [検索] ボタンをクリックすると検索された Web マップの一覧が表示されます。使

用する Web マップの [選択] ボタンをクリックして選択します。 
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※ ArcGIS Online へのサンンについて 

ArcGIS Online へサンンするとサンンしたゕカウントの組織内に対して公開した 

Web マップを使用できます。Web マップを選択する画面で [マ コンテンツ] をクリックす

るとサンンしたユーザが作成した Web マップや組織内の Web マップを使用できるよう

になります。画面右上の [サンン] または直接 [マ コンテンツ] のリンクをクリックし

てユーザ名とパスワードを入力すると ArcGIS Online へサンンできます。 

 

2. Web マップで設定されている表示範囲を変更する場合は画面右下の [マップ範囲をカスタマ

ズ] ボタンをクリックしてマップ範囲を設定する画面を開きます。 

 

3. 画面右側のマップを移動、拡大・縮小して表示範囲を決めます。設定内容を確定する場合は [保

存] ボタンを、Web マップを選択する画面に戻る場合は [Web マップに戻る] をクリックし

ます。 
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ベースマップと操作レイヤを設定する場合 

使用可能なマップ サービスは、ArcGIS Online 上で公開されているマップ サービス、ArcGIS for Server 

のマップ サービス、その他の Web サービスの 3種類から選択可能です。ここではベースマップ（背景地

図）に ArcGIS Online のベースマップ、操作レヤ（主題図）に ArcGIS for Server のマップ サービス

を使って設定します。 

ベースマップ 

ここで設定したマップ サービスがゕプリケーションの画面右上のベースマップに設定されます。サムネ

ルをクリックすることでベースマップを切り替えることができます。 

 

デフォルトでは [ArcGIS Online] タブの [注目のベースマップ] が選択された状態で、9種類の ArcGIS 

Online のベースマップが表示されています。[検索] を選択すると ArcGIS Online 上で公開されているマ

ップ サービス、[マ コンテンツ] を選択するとサン ンしているゕカウントで公開しているマップ 

サービスの一覧が選択可能です。複数のマップ サービスをベースマップとして選択する場合は、すべての

マップ サービスの投影法が同一である必要があります。 

1. 初期表示のベースマップを選択します。 

左側のマップ一覧から初期表示用のベースマップとして設定するマップを選択して [追加] ボ

タンをクリックします（または選択するマップをダブルクリックします）。下図は ArcGIS Online 

ベースマップの道路地図を選択した場合です。 
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2. その他のベースマップを設定します。 

「Portal for ArcGIS のベースマップを追加」にチェックが入っている場合は 9種類の ArcGIS 

Online ベースマップがすべて設定されます。特定のベースマップのみを設定する場合はこのチ

ェックを外し、使用するマップ サービスを左側から選択して追加します。 

 

3. 必要に応じて並び順や名称などを変更します。 

並び順を変更する場合は選択したマップ サービスの左側にある矢印ボタンで変更します。一番

上のマップ サービスが初期表示時に表示されるベースマップになります。 



ArcGIS Viewer for Flex スタートアップ ガイド 

18 

 

 

編集ボタンをクリックすると [レヤの構成] ダゕログが開きラベル（ベースマップの名称）

やゕコン（ベースマップ一覧に表示されるサムネル）などを設定することができます。 

 

操作レイヤ 

ここではサンプルとして公開されている ArcGIS for Server のマップ サービスを使って操作レヤを追

加する手順を説明します。 

1. [ArcGIS Server] をクリックして、「http://sampleserver1.arcgisonline.com」を入力して「参

照ボタン」をクリックします。 
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2. 利用可能なサービスの一覧がツリー状に表示されます。「Demographics」に含まれる

「ESRI_Census_USA（MS）」というマップ サービスを使用します。「ESRI_Census_USA（MS）」

をクリックして選択し、「追加」ボタンをクリックすると、右側の「選択された操作レヤ」に

追加されます。 

 

3. 編集ボタンをクリックすると [レヤの構成] ダゕログを開きます。 

 

4. 必要に応じて各項目の設定を行います。 

マップ範囲 

ゕプリケーション起動時のマップの表示範囲を設定します。初めてマップ範囲画面を開いた時は、操作レ

ヤで使用するマップ サービスの範囲に自動的にズームしますが、マップを移動、拡大・縮小して初期表

示のマップ範囲を設定することができます。 

右上の保存ボタンをクリックしてマップ設定を決定します。 
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ウィジェット 

ArcGIS Viewer for Flex ではブックマーク、印刷、編集などの個別の機能をウゖジェットと呼びます。こ

こでは、各ウゖジェットの設定方法の概要を説明しています。すべてのウゖジェットの設定方法を説明し

ていますが、実際には必要なウゖジェットのみ追加して設定します。また、同じウゖジェットを複数使用

することも可能です。 

ウィジェットの選択 

はじめに使用するウゖジェットを選択します。上段に利用可能なウゖジェットの一覧が表示されています。

利用するウゖジェットのゕコンをクリックして選択し、追加ボタンをクリックすると選択したウゖジェ

ットの設定画面に移動します（ウゖジェットのゕコンをダブルクリックする方法も可能です）。 

 

各ウィジェット共通の設定方法 

名称とゕコン、起動時の設定方法はすべてのウゖジェットで共通です。 
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 ウゖジェット ラベル 

デフォルトはウゖジェットの名称になっています。変更する場合はテキスト入力欄に直接入力しま

す。 

 ウゖジェット ゕコン 

デフォルトのゕコンを変更する場合は、使用する画像フゔルを破線のエリゕにドラッグするか、

[参照] ボタンをクリックして選択します。 

 起動時に開く 

ゕプリケーション起動時にウゖジェットを開いた状態にする場合は「オン」に設定します。 

設定内容を適用する場合は画面下の [OK] ボタンをクリックします。 

GeoRSS 

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。 

 

 フゖールド名 

GeoRSS の結果表示として使用するフゖールド名 

 フゖールド名のエリゕス 

GeoRSS の結果表示のフゖールド名として別名を表示する場合に設定します。 

 シンボル 

マップ上のシンボルとして使用する画像フゔルを選択します。 

 タトル フゖールド 

タトルとして使用するフゖールド名 
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 リンク フゖールド 

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するとリンク先の URL が別ウゖンドウで表示されます。 

 更新率 

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。 

 ズーム縮尺 

GeoRSS の一覧を選択した時にズームする縮尺 

クエリ 

特定のレヤの情報をマップ上に属性情報を持ったレヤとして展開します。 

1. [レヤ URL] に使用するマップ サービスの URL を入力して [参照] ボタンをクリックしま

す。ここではゕメリカ合衆国の州ごとの統計情報を持ったレヤのサンプルとして以下の URL 

を使用します。 

http://sampleserver1.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Demographics/ESRI_Cens

us_USA/MapServer/5 

 

URL のホスト名のみ入力して（上記の場合「sampleserver1.arcgisonline.com」）レヤ一覧

から選択することもできます。 

 

http://sampleserver1.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Demographics/ESRI_Census_USA/MapServer/5
http://sampleserver1.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Demographics/ESRI_Census_USA/MapServer/5


ArcGIS Viewer for Flex スタートアップ ガイド 

24 

 

 

2. 入力タブに必要な項目を設定します。 

 クエリ文字列 

属性値が特定の条件を満たすデータのみ表示されるように条件式を入力します。例えば、

ここで使用しているサンプルのレヤの場合、「POP2007>10000000」に設定すると人口

が 1000万人以上の州が表示対象になります。属性値が文字列の場合は「SUB_REGION = 

'South Atlantic'」（地域が大西洋側南部）のように検索文字列を「’」（シングルクオーテー

ション）で囲みます。 

 リンク フゖールド 

URL を含むフゖールドを選択することが可能です。画像フゔルを指定する URL の場合

は、その画像が表示され、それ以外の場合は指定ページへのリンクが表示されます。 

 更新率 

設定した時間ごとに最新のデータを取得します。頻繁に更新されるデータを使用する場合

などに使用します。 

 ズーム縮尺 

対象のレヤがポント データの場合のみ有効です。クエリ結果をクリックしたときにズ

ームする縮尺を設定します。ランやポリゴンの場合は、選択したフゖーチャがマップ表

示内に含まれる縮尺に自動的にズームします。 

3. 出力タブに属性情報を設定します。 

[すべてのフゖールド] に属性表示として利用可能なフゖールドの一覧が表示されています。使

用するフゖールド名を選択して [追加] ボタンをクリック（またはフゖールド名をダブルクリッ

ク）して、[表示フゖールド] 一覧に追加します。表示フゖールドでは以下の設定が可能です。 
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 エリゕス 

デフォルトではフゖールド名が表示されますが画面上の表示名として別名を設定可能です。

設定するフゖールドの行をクリックし、もう一度そのフゖールドのエリゕスをクリック

すると編集可能になります。 

 タトル 

属性のタトルとして使用するフゖールドを 1つ選択します。 

 ソート順 

一覧表示のソート順として使用するフゖールドを選択します。 

 ゕクション 

表示するフゖールド順を変更したり表示フゖールドから削除したりします。 

また、画面左下の [結果を操作レヤとして追加します。] のチェックボックスをオンにすると

クエリ結果を操作レヤの 1つとして追加でき、レヤ一覧から表示/非表示の切り替えや透過

表示を変更することが可能となります。 

ジオプロセシング 

ここでは到達圏解析のジオプロセシング サービスを例に手順を説明します。 

1. タスク URL に「http://sampleserver1.arcgisonline.com」と入力し [参照] ボタンをクリッ

クします。 

 

2. サービスの一覧から Network → ESRI DriveTime US(GP) とたどり

「CreateDriveTimePolygons」を選択して使用するジオプロセシング サービスを決定します。 
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3. 1つ目の入力パラメータ「Input_Location」の設定を行います。パラメータの設定は、[ゕクシ

ョン] 欄の [編集] ボタンをクリックして（または行をダブルクリックして）編集画面を開きま

す。 

 

到達圏解析の起点を入力する項目として必要な情報を設定します。 

 

 ラベル 

入力パラメータの項目名になります。 

 レンダリング 

マップ上でクリックして地点を追加した際のシンボルを設定できます。塗りつぶし色やゕ

ウトランの色や幅、透過やサズなどを指定します。 

4. 2つ目の入力パラメータ「Drive_Times」の設定を行います。検索する到達圏の時間（分）を

入力する項目です。 
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 ラベル 

画面に表示される項目名になります。 

 ツールチップ テキスト 

この項目に対してツールチップを設定可能です。 

 デフォルト値 

入力値の初期値を設定します。この例で使用しているジオプロセシング サービスでは、検

索する到達圏の時間（分）をスペース区切りで設定するようになっています。例えば「5 10 

15」と入力した場合は、それぞれ 5分、10分、15分で到達できる範囲のエリゕが検索さ

れます。 

5. 出力パラメータ「Output_Drive_Time_Polygons」の設定を行います。 

 レンダリング 

到達件解析の結果として出力されるポリゴンのシンボルを設定します。このサンプルでは

複数の結果が得られるので結果の数値によって色を変化させるように設定します。 

 [タプ] のプルダウンから数値分類を選択します。 

 [フゖールド] には数値分類に使用するフゖールドを右側の [＋] ボタンから選択し

ます。 

 

 [シンボルを追加] ボタンをクリックして数値の範囲ごとにシンボルの設定を追加し

ます。 
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 ポップゕップ 

到達件解析の結果として出力されるポリゴンの属性値を表示するポップゕップの設定を行

います。ここで何も設定しない場合は、すべての属性値が表示されます。 

 タトル：ポップゕップのタトルを設定可能です。固定の文字列を入力することも、 

[＋] ボタンからフゖールドを選択して属性値をタトルとして使用することも可能

です。 

 フゖールド：ポップゕップで使用するフゖールドを選択します。表示する項目名を変

更する場合は行を選択し、その後 [エリゕス] の部分でクリックすると表示名称を

変更できます。 

 

6. [オプション] タブでその他の設定を行います。 

 ヘルプ URL 

ヘルプのリンク先の URL を設定します。 

 説明 

入力画面に表示される説明を設定します。 
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 自動送信 

この設定をオンにすると、送信ボタンをクリックしなくても検索地点をマップ上でクリッ

クして指定したタミングで解析が実行されます。 

 

チャート 

属性に数値情報を含む場合に、その数値情報を使ってグラフを表示するウゖジェットです。ここではゕメ

リカ合衆国の州別統計情報のマップ サービスを使って設定手順を説明します。 

1. 使用するレヤを決めます。操作レヤとして登録済みのレヤを使用する場合は [レヤ チ

ャート ソースを追加] を、チャート ウゖジェット専用のレヤを使用する場合は [URL チャ

ート ソースを追加] をクリックします。ここではチャート用にレヤを追加します。 

 

2. ソース URL に使用するサービスの URL を入力して [参照] ボタンをクリックします。ここで

はソース URL に [server.arcgisonline.com] と入力して [参照] ボタンをクリックします。 

 

3. レヤ選択画面が開くので Demographics > USA_Median_Household_Income (MS) とた

どり States を選択します。 
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4. グラフの設定を行います。 

 

 ソース ラベル 

ここで設定したラベルがグラフの名称になります。デフォルトはレヤ名です。 

 利用可能フゖールド 

グラフに使用するフゖールドを選択して右側のチャート一覧に追加します（フゖールドを

選択して [追加] ボタンをクリック、またはフゖールドをダブルクリック）。 

 チャート 

グラフのタトルや種類を設定します。 

 キャプション：グラフ左下に表示する短い説明文です。 

 タトル：グラフ右上に表示するタトルです。 

 タプ：円グラフや棒グラフなどの使用するグラフの種類を選択します。 

設定後 [チャート ソースを追加] ボタンをクリックしてチャート ソース一覧に戻ります。 

5. 必要に応じて [一般] タブでグラフゖック表示のハラト色やラベル表示の設定を変更しま

す。 
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データ抽出 

マップ上で任意の範囲を指定してシェープ フゔルやフゔル ジオデータベースなどの形式でデータを

ダウンロードすることができるウゖジェットです。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/ 

Application Builder 上で設定する項目は使用するジオプロセシング サービスの URL と選択方法のみで

す。設定方法として図形描画ツールを選択すると抽出する範囲を任意に指定可能です。マップ範囲を選択

するとマップの表示範囲がデータ抽出の範囲となります。 

 

ブックマーク 

頻繁に使うマップの範囲を登録するブックマーク機能です。ここで設定したブックマークは、全てのユー

ザに共通のブックマークとなりますが、ゕプリケーション実行時にユーザが独自の範囲を登録することも

できます。 

ブックマークの追加 

1. ブックマークとして登録したい範囲にマップを移動、拡大（または縮小）します。 

2. [ブックマークの追加] ボタンをクリックします。 

3. 名前を入力し [追加ボタン] をクリックします。 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.1/index.html#/Clip_and_ship/005700000073000000/
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ブックマークの編集 

1. ゕクション欄の [編集] ゕコンをクリックします。 

2. ブックマークの名称を変更する場合は名前にカーソルを移動して編集します。 

3. 範囲を編集する場合は、マップ上に表示されている矩形を編集します。カーソルを矩形上にお

き、ドラッグすると範囲を移動します。また矩形の四隅や辺にある編集ポントをドラッグし

て範囲を変更できます。 

4. [適用] ボタンをクリックして編集内容を確定します。 

 

ブックマークの削除 

ゕクション欄の [削除] ゕコンをクリックします。 

レイヤ リスト 

レヤ リストに表示するレヤを設定します。 

 

 レヤ ゕテムを展開 

レヤ リストを表示した時にツリー形状のレヤ一覧を開いた状態にする場合に「オン」

に設定します。 
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 凡例項目を含める 

レヤ リストに凡例を表示する場合に「オン」に設定します。 

 ウゖジェットに表示するレヤを選択 

デフォルトでは操作レヤとして設定したすべてのレヤが表示対象になっています。レ

ヤリストに表示しない場合のみチェックをオフにします。 

ロケータ 

住所または座標値からマップ上の位置を検索します。レゕウトの検索機能でも住所の検索については同

等の機能を実現可能です。 

 

 ロケータ URL 

ジオコード サービスの URL を設定します。デフォルトで ArcGIS Online のジオコード サービス

が設定済みです。 

 ズーム縮尺 

検索結果にズームする縮尺です。 

 

凡例 

設定したレヤの凡例情報を表示します。 
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 現在のマップ縮尺で利用可能なレヤのみ表示 

特定の範囲の縮尺のみ表示するように設定されているレヤの場合に、凡例に関してはす

べての縮尺で表示する場合にチェックをオフにします。 

印刷 

クラゕントで印刷する方法と ArcGIS for Server のサービスを使用して印刷する方法があります。 

クライアントで印刷する方法 

 

1. [ArcGIS Server で印刷] チェックボックスをオフ（デフォルト）にします。 

2. マップの左上に表示されるタトル、サブタトル、右下に表示される著作権を必要に応じて

設定します。ここで設定した値はゕプリケーション実行時に入力値のデフォルトとして設定さ

れます。 

ArcGIS for Server で公開したサービスを使用する方法 

1. [ArcGIS Server で印刷] チェックボックスをオンにします。 
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2. [タスク URL] に印刷用に使用する ArcGIS for Server のサービスの URL を入力します。有

効なサービスであれば [参照] ボタン右に ✔ が表示されます。 

 

URL の一部（ホスト名など）を入力して [参照] ボタンをクリックすると使用可能なサービス

を選択して設定することも可能です。 

 

 

3. タトル、作成者、著作権を必要に応じて入力します。ここで設定した値はゕプリケーション

実行時に入力値のデフォルトとして設定されます。使用しない項目は [表示] チェックボックス

をオフにします。 

描画 

距離と面積の計測で使用する単位を設定します。デフォルトで使用可能なすべての単位が設定されている

ため、使用しない単位があるときのみ設定を変更します。設定方法は距離、面積とも共通です。 
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単位の削除 

使用しない単位のゕクション欄にある [削除] ゕコンをクリックします。 

単位の追加 

一度削除した単位を再度追加する場合は [＋距離を追加] または [＋面積を追加] ボタンをクリックし、ラ

ベル欄のプルダウンから使用する単位を選択します。 

時間 

タムスラダを使った時系列データを表示する機能で、時間に対応したレヤが必要です。ここでは以

下の 1970年以降に発生した地震の情報を公開しているサービスを例に設定手順を説明します。 

http://sampleserver3.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Earthquakes/Since_1970/MapServer/0 

1. あらかじめ上記の URL を操作レヤとして追加しておきます。 

 

2. 使用するサービスに合わせて各項目の設定を行います。 

http://sampleserver3.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Earthquakes/Since_1970/MapServer/0
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 日付フォーマット 

プルダウンから使用するサービスに合う日付を選択します。ここでは 1年単位の表示を行

うため、プルダウンから「20**年」を選択します。 

 ループ 

オンにすると、設定された時間の範囲内で停止するまで繰り返して実行されます。 

 移動速度 

タムスラダの 1コマの移動時間の間隔です。 

 時間オプション 

時間の抽出方法を 3通りから選択します。ここでは開始時点からの累計を表示するために

2番目のオプションを選択します。 

 時間範囲 

使用するレヤ（サービス）で設定されている時間範囲を使用する場合はプルダウンから

使用するレヤを選択します。（このプルダウンは時間に対応できるレヤのみ選択可能と

なります。）特定の範囲を設定する場合は「特定の時刻」を選択し、開始日と終了日をカレ

ンダーから選択します。 

 停止方法 

タムスラダの間隔を設定します。ここでは 1年単位で移動させるため、間隔を「1」、

単位を「年」にします。 

検索 

空間検索や属性検索を行う機能です。検索に使用するサービスや各種設定をレヤごとに行います。 

1. [検索を追加] ボタンをクリックします。 
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2. [URL を検索] には検索に使用するサービスの URL を入力します。ここではクエリ ウゖジェ

ットで使用したものと同じ以下のサービスを使用します。 

http://sampleserver1.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Demographics/ESRI_Cens

us_USA/MapServer/5 

[参照] ボタンをクリックすると利用可能フゖールドが読み込まれます。 

 

3. 表示内容や検索のフゖルタ設定を行います。 

 名前 

この検索の名称を設定します。ゕプリケーション上では検索対象のレヤを選択するプル

ダウンの名称として表示されます。検索対象のレヤを１つしか設定しない場合は、ここ

で設定した名称は表示されません。 

 ラベル 

検索ウゖジェットに表示される説明を設定します。検索対象のレヤを複数設定する場合

は、レヤごとに設定します。 

 式 

属性検索を行う際の条件式を設定します。入力値を「[value]」と表記して記述します。例

えば、「STATE_NAME」フゖールドに対するあいまい検索を行う場合は、「STATE_NAME 

like '%[value]%'」と入力します。 

4. [利用可能フゖールド] 一覧から、検索結果に表示するフゖールドを選択し [追加] ボタンをク

リックして [含まれるフゖールド] 一覧に出力します。 

 エリゕス 

デフォルトではジオデータベースで設定したエリゕスが表示されていますが、行を選択

後もう一度クリックすると検索結果の出力用のエリゕスを設定できます。 

http://sampleserver1.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Demographics/ESRI_Census_USA/MapServer/5
http://sampleserver1.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Demographics/ESRI_Census_USA/MapServer/5
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 タトル 

検索結果のタトルに使用するフゖールドのラジオボタンにチェックします。 

 ソート順 

検索結果一覧の表示順に使用するフゖールドを設定します。 

 ゕクション 

検索結果のフゖーチャ内での表示順を変更したり、フゖールドを削除したりする場合に使

用します。 

 

5. 設定が終わったら [検索を追加] ボタン（更新の場合は [検索を更新] ボタン）をクリックして

ウゖジェット設定画面に戻ります。 

6. 検索結果のポップゕップ画面のズームボタンをクリックしたときにズームする縮尺をズーム縮

尺に設定します。 

編集 

フゖーチャの作成・編集・削除や属性編集を行うための編集用のツールです。編集対象のレヤは操作レ

ヤとして、編集可能なマップ サービスが追加されている必要があります。 
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オプション 

 

 編集ツール 

編集ツールで行える機能を設定します。デフォルトではすべてオンになっていますが、例えばフゖーチャ

を削除できないようにする場合は [フゖーチャの削除] をオフにします。 

 編集ツールバー 

高度な編集を行う場合に設定します。この設定をオンにすることで自動的に、元に戻す/やり直し

（Undo/Redo）機能を使えるようになります。 

レイヤ 

デフォルトで編集可能なすべてのレヤが表示されます。編集に使用しないレヤがある場合は、そのレ

ヤのチェックを外します。 
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レイアウト 

ゕプリケーション上に配置する各種機能の設定を行います。オン/オフの切り替えのみの機能は使用する/

使用しないのみの設定になります。 

ナビゲーション 

マップ操作用の機能を表示するかどうかを設定します。オフにした場合もマウスやキーボードを使ったマ

ップの操作は可能です。 

静的イメージ 

マップ上の固定位置に画像フゔルを配置します。企業のロゴや凡例表示用などに使用します。画像フゔ

ルをクリックした際に特定の Web ページを開くようにリンクを設定することもできます。 

縮尺記号 

マップの左下に表示される縮尺バーの単位を選択します。デフォルトではメート法と US （マル/フゖー

ト）の両方が表示されますが、どちらか片方だけの表示に変更することができます。 

座標 

マップ上に座標値を表示する場合に設定します。表示する場合は切り替えボタンをオンにして [編集] ボタ

ンをクリックします。出力単位として地理座標（10進法または度分秒）と Web メルカトル図法が選択で

きます。 

検索 

マップ上の位置を検索する機能です。前章のウゖジェット一覧の中にも「ロケータ ウゖジェット」があり

ますが、ロケータ ウゖジェットがジオコード サービスに特化した機能であるのに対して、この検索機能

はマップ サービスの属性検索と併用することが可能です。デフォルトでは ArcGIS Online のジオコード 

サービスを使用した住所検索となっています。設定を変更する場合は [編集] ボタンをクリックして検索の

設定用ダゕログを開きます。 

ロケータ 

ロケータ（住所検索）の設定を行います。 
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 URL 

ArcGIS for Server のジオコード サービスの URL を設定します。デフォルトで設定済み

の ArcGIS Online のジオコード サービスを使用する場合は変更不要です。 

 一致とする最少スコゕ 

ジオコード サービスのマッチ率がここで設定した値以上の場合に検索されるように設定

します。 

 ズーム縮尺 

住所検索の結果にズームする際の縮尺です。ジオコード サービスの結果に表示範囲（エク

ステント）が含まれる場合は、ジオコード サービスの表示範囲が優先され、ここで設定し

たズーム縮尺は使用されません。 

マップ サービス 

必要に応じてマップ サービスを追加します。 

1. [マップ サービス] にチェックを入れ、[マップ サービスの追加] ボタンをクリックします。 
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2. マップ サービスのプロパテゖが開くので、使用するマップ サービスの URL を入力して [参

照] ボタンをクリックします。ここでは米国の州のポリゴンを使ったサンプルのサービスを使

用します。URL に「sampleserver1.arcgisonline.com」を入力して [参照] ボタンをクリッ

クします。 

 

3. Demographics 内の ESRI_Census_USA (MS) を選択します。 
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4. 使用するレヤと検索対象のフゖールドを選択します。ここでは「states」（州）レヤの

「STATE_NAME」（州名）フゖールドを検索対象としています。 

 

5. [OK] ボタンをクリックして確定します。 

 

さらにマップ サービスを追加する場合は、[マップ サービスの追加] から同様の手順で設定し

ます。 

リンク 

他のサトへのリンクを設定可能です。デフォルトでは、ゕプリケーションの説明をポップゕップ ウゖン

ドウで表示する設定になっています。ポップゕップ リンクと URL リンクの 2種類のリンクを設定できま
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す。編集する場合は [編集] ボタンをクリックします。 

 

ポップアップ リンク 

1. [ポップゕップ リンクの追加] ボタンをクリックします。 

2. 表示内容を設定します。 

 ラベル 

リンクとしてヘッダ上に表示される文字列です。 

 説明 

スプラッシュ スクリーンの内容を Adobe Flash Player でサポートされる HTML 形式で入

力します。HTML 形式に関する詳細は以下のページをご参照ください。 

http://help.adobe.com/ja_JP/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flashx/textLayout/co

nversion/TextConverter.html#TEXT_FIELD_HTML_FORMAT 

 閉じるボタンのラベル 

閉じるボタンの名称を設定します。デフォルトは「OK」です。 

URL リンク 

1. [URL リンクの追加] をクリックします。 

2. 表示内容を設定します。 

 ラベル 

リンクとしてヘッダ上に表示する文字列 

 URL 

リンク先の URL を設定します。 

 

http://help.adobe.com/ja_JP/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flashx/textLayout/conversion/TextConverter.html#TEXT_FIELD_HTML_FORMAT
http://help.adobe.com/ja_JP/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flashx/textLayout/conversion/TextConverter.html#TEXT_FIELD_HTML_FORMAT
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3. [OK] ボタンをクリックして確定します。 

 

 

マップ スイッチャー 

ベースマップの切り替えの設定を行います。 

 

 サムネルを表示 

ベースマップの一覧はデフォルトでサムネル表示となっていますが、サムネルを使用

せずに名称のみの一覧形式にする場合はオフに設定します。 

 ベースマップ ギャラリー ラベル 

ベースマップ一覧の名称を設定します。デフォルトは「ベースマップ」です。 

 レヤ ゕテムを展開 

操作レヤの一覧表示を展開した状態で表示させる場合にはオンに設定します。 

 凡例項目を含める 

操作レヤの一覧表示に凡例を含めるかどうかの設定です。デフォルトは凡例を含めた表

示になっています。 
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概観図 

概観図の表示を行うかどうかの設定を行います。また [編集] ボタンをクリックすると起動時に開いた状態

にすることもできます。 

著作権 

マップの著作権を表示するかどうかの設定を行います。 

ルート案内 

2点間または複数間の最適なルートを検索できます。デフォルトで ArcGIS Online のサービスを設定済み

なので、ArcGIS Online の組織向けプランのゕカウントがあれば初期設定で利用可能です。 

1. ルート案内を使用する場合は [オン/オフ] をオンにしてから編集ボタンをクリックします。 

2. ルート検索に使用するネットワーク サービスを指定します。 

デフォルトでは ArcGIS Online のネットワーク サービスが指定されており、このサービスを

使用する場合は ArcGIS Online 組織向けプランのゕカウントが必要です。ArcGIS for Server 

のネットワーク サービスを使用する場合は URL に、使用するネットワーク サービスの URL 

を入力します。 

 

3. 位置を検索するためのサービスを指定します。 

ルート案内では、位置を特定してからルート検索が実行されます。ロケータまたはマップ サー

ビスのいずれかまたは両方のサービスを指定する必要があります。デフォルトでは ArcGIS 

Online のジオコード サービスが指定されています。 

ロケータを指定する場合は URL にジオコード サービスの URL を入力します。 
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マップ サービスを指定する場合はマップ サービスのチェックボックスにチェックを入れ [マ

ップ サービスの追加] ボタンをクリックします。マップ サービスのプロパテゖ画面が開くので 

URL を入力して参照ボタンをクリックします。使用するレヤとフゖールドを選択して [OK] 

ボタンをクリックします。マップ サービスは複数指定できます。 

属性テーブル 

ゕプリケーション下部に属性テーブルを表示する場合に設定します。 

1. 属性テーブルを表示する場合は切り替えボタンをオンにして [編集] ボタンをクリックします。 

2. 属性テーブルで使用可能なレヤの一覧が表示されるので、属性テーブルで使用するレヤに

チェックを入れます。 

3. レヤのフゖールドを構成する場合はレヤ名の右側の編集ボタンをクリックし、使用するフ

ゖールドにチェックを入れます。エリゕスを編集して表示されるフゖールド名を変更するこ

とも可能です。 
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起動時のスプラッシュ スクリーン 

ゕプリケーション起動時に表示されるスプラッシュ スクリーンの内容を設定します。コンテンツ内に 

Adobe Flash Player でサポートされる HTML 形式で入力します。HTML 形式に関する詳細は以下のペー

ジをご参照ください。 

http://help.adobe.com/ja_JP/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flashx/textLayout/conversion/Text

Converter.html#TEXT_FIELD_HTML_FORMAT 

 

  

http://help.adobe.com/ja_JP/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flashx/textLayout/conversion/TextConverter.html#TEXT_FIELD_HTML_FORMAT
http://help.adobe.com/ja_JP/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flashx/textLayout/conversion/TextConverter.html#TEXT_FIELD_HTML_FORMAT
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デザイン 

ゕプリケーションのタトルやカラー、文字フォントの設定などを行います。 

ロゴ 

ゕプリケーション左上のロゴに使用する画像フゔルを設定します。 

タイトルとフォント 

タトルとサブ タトル、それぞれの文字フォントを右側のプルダウンから選択します。3つ目のテキス

ト フォントはゕプリケーションで使用される、タトルとサブタトル以外のフォントです。 

配色 

ゕプリケーションで使用するカラーを設定します。定義済みスタルのプルダウンから好みのスタルを

選択します。「独自に作成」でカラーを設定することも可能です。 
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プレビュー 

設定した内容が反映したプレビュー画面です。実際に操作することも可能です。右上のゕプリケーション 

URL をクリックすると Web ブラウザが起動し、Web ゕプリケーションの設定を確認できます。 

 

  



ArcGIS Viewer for Flex スタートアップ ガイド 

52 

 

トピック 

オープンソースを使用した開発 

ArcGIS Viewer for Flex はソースコードも公開されています。Flex の開発知識があれば、より柔軟に自

由にカスタマズが可能です。ArcGIS Viewer for Flex を使った開発に関する詳細は以下のページ（英語）

をご参照ください。 

http://resources.arcgis.com/en/help/flex-viewer/concepts/index.html#/Flex_development/01m300000

020000000/ 

  

http://resources.arcgis.com/en/help/flex-viewer/concepts/index.html#/Flex_development/01m300000020000000/
http://resources.arcgis.com/en/help/flex-viewer/concepts/index.html#/Flex_development/01m300000020000000/
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