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Altova MobileTogether Designer
MobileTogether Designer は希望通りモバイル ソリューションを作成する、Windows マシンのた
めの無料製品です。理解しやすいアプローチにより、ドラッグ アンドドロップ機能を使用してエレガン
トなモバイル ソリューションを作成することができます。MobileTogether Designer には、完全なモバ
イル シミュレーターが搭載されており、モバイル ソリューションをデザイナーで即時実行することがで
きます。また、モバイル ソリューションを直接モバイルデバイスで実行しプロジェクトをリアルタイムで
見ることができます。

MobileTogether Designer ビデオデモ
Altova Web サイトでMobileTogether Designer を使用して多種のMobileTogether ソリューショ
ンの作成方法
のビデオデモを観ることができます。これらのビデオは MobileTogether Designer のパワフルな機能性への簡単手短な
紹介です。

このドキュメントについて
このドキュメントは MobileTogether Designer のユーザーマニュアルです。このドキュメントは以下のセクショ
ンにより整理
されています:
はじめに
チュートリアル
ユーザーインターフェイス
プロジェクト
ページ
データソース
コントロールとコントロールイベント
アクショ
ン
デザインオブジェクトと機能

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer
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Altova MobileTogether Designer
XPath/XQuery: 式、関数、変数
データベース
Altova グローバルリソース
シミュレーショ
ン
埋め込まれたWeb ページソリューショ
ン
自動化されたテスト
AppStore App
サーバーサービス
メニューコマンド
よく
ある質問
付録

現在のバージョン: 4.1
最終更新日: 2018年02月26日
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(C) 2018 Altova GmbH
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新機能
MobileTogether Designer バージョン4.1 の新規機能は以下にリストされるとおりです。バージョ
ン4 の前のリリースの
新規の機能を含むリストが後にリストされています。

バージョン 4.1
MobileTogether Designer バージョン4.1 の新機能とアップデートは以下の通りです。
サーバーサービスはソリューショ
ン(.mtd ファイル) としてMobileTogether Server Advanced Edition
にデプロイされるMobileTogether Designer アクショ
ンのセットです。MobileTogether Server 条件のセット
が満たされるとサービスはサーバー上で実行されます (これらのサーバー条件は MobileTogether Server
Advanced Edition の管理者インターフェイス内で定義されます) 。
MobileTogether Designer の「ファイル | 新規のサービス」を使用して開く
ことのできるサーバーサービスデザ
イン内でサーバーサービスは定義されます。
MobileTogether Designer 内でサーバーサービスを作成する方法は、サーバーサービスのセクショ
ンで説明され
ています。
$MT_SERVICE ページソースは、サービスデザインが作成されると
自動的に作成されます。これはサービストリガー
に関するランタイムのデータを保持しています。
$MT_SERVICE ページソースはサービストリ
ガーに関するランタイムデータをシミュレートするために手動でファイルす
ることができます。
リッチテキスト
新規のリッチテキストコントロールにより、ページソースからのテキストを(すべてのクライアント上での)書式設定と
(Windows とWeb クライアント上での)編集と共に表示することができます。書式設定は XML ページソース内
でのスタイルマークアップを基に、または、追加することができます。どちらの場合でも、リッチテキストスタイルシート
内でルールは指定されています。
各プロジェクト(デザイン) のために、リッチテキストスタイルシートダイアログを使用して複数のリッチテキストスタイル
シートを定義することができます。リッチテキストコントロールにこれらのスタイルシートを割り当てることができ、コントロ
ール内に表示されるテキストは、選択されたスタイルシートのルールに従い書式設定することができます。
この機能に関する詳細に関しては、リッチテキストのセクショ
ンを参照してく
ださい。
アクショ
ン
サブページへ移動 アクショ
ンは、サーブページをモーダルダイアログとして開く
オプショ
ンを持つように拡張されました(具
体的には、現在のページの上に個別のウィ
ンドウを表示します)。これは、サブページをもつ現在のページを置き換え
る代替の表示です。
ページソース保存/
復元 アクショ
ンにより、仮にページソースを保存することができ、条件が満たされるか否かにより更
に変更を受け入れるか破棄するかを決定することができます。
カレンダーへのアクセスアクショ
ンにより、デバイスのカレンダーに関する情報および$MT_CALENDAR ページソースへ
のカレンダーイベントに関する情報を保存することができます。デバイス上のカレンダーにイベントを書き込むことができ
ます。シミュレーショ
ンに関しては、Microsoft Outlook のカレンダーまたは XML ファイルを使用することができま
す。
ノードの置換 アクショ
ンは、ページソースのノードからノードを削除するし新規のノードを追加するメカニズムを提供し
ます。
コントロール
(コントロール複数の選択 プロパティ
を使用して)コンボボックスコントロールは.
ユーザーが複数のオプショ
ンを選択で
きるように拡張されました。
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コントロールには、コントロールの幅にテキストサイズが調整されるテキストサイズ プロパティとテキストサイズの自動
調整 プロパティ
が追加されました。コントロールは、グループに割り当てられ、すべてのコントロールが自動的に統一
された、適切なサイズに調整されます。自動調整プロパティ
が設定されているページのすべてのコントロールは、メニュ
ーコマンドテキストサイズの自動調整グループを使用してメッセージペイン内にリストすることができます。
(Web とWindows クライアント上で)デザイン内でコントロールの一部は、エンドユーザーがTab キーを繰り返し
クリックすると、タブの順序のシーケンスに割り当てられます。ソリューショ
ンのフォーカスは指定されたタブ順序内のコン
トロールに移動されます。タブ順序の全体は、「ページ | タブの順序の表示/
定義」メニューコマンドにより設定され
ます。個別のコントロールのシーケンス内の位置は、コントロールのタブの順序 プロパティ
内で設定することができま
す。タブの順序シーケンス内で位置を割り当てることのできるコントロールは以下のとおりです: ボタン チェックボック
ス コンボボックス 日付 編集フィ
ールド ラジオボタン 切り替えコントロール 時刻コントロール.。
(Web およびWindows クライアント上では)クリック時 イベントを持つコントロール(ボタン チャート イメージ
およびラベル) はクライアントの入力 または エスケープキーを使用してクリックイベントをトリガーすることができま
す。設定は、コントロールの 入力/エスケープ プロパティ
を使用して、または、コントロールのクリック時 イベントアク
ショ
ンを定義するダイアログ内でおこなうことができます。対応するコントロールの各セクショ
ンを参照してく
ださい。
XPath 拡張関数
2つの新規のMobileTogether XPath 拡張関数: (i) mt-client-ip-address (デバイスのIP アドレス
を取得するため); (ii) mt-image-width-and-height (与えられたBase64-インコードイメージのディ
メン
ショ
ンを取得するため)。
新規のAltova XPath 拡張子 generate-guid は、ID として使用することのできる一意のGUID 文字列
を生成します。
その他
ライトのテーマの強制: プロジェクトプロパティペイン内で、プロジェクトのページがライトの背景(薄い背景に濃いテキス
ト)を持つかを指定することができます。デフォルトの値のfalse は、クライアント固有のテーマを指定します。
連絡先マネジャーとMicrosoft Outlook のカレンダーは、連絡先の読み取りとカレンダーへのアクセスアクショ
ン
のシミュレーショ
ンに使用することができます。オプショ
ンダイアログ内で対応するアイテムを選択してこれをおこなうこと
ができます。

バージョン 4.0
MobileTogether Designer バージョン4.0 の新機能とアップデートは以下の通りです。
プッシュ通知
プッシュ通知 (PN) は MobileTogether ソリューショ
ンがインストールされているモバイルデバイスから送信されるテ
キストメッセージです。プッシュ通知が受信されると、受け取るソリューショ
ン内でこのアクショ
ンのセットがトリガーされま
す。プッシュ通知 機能の概要に関しては、次を参照してく
ださい: プッシュ通知.
プッシュ通知の送信 アクショ
ンはソリューショ
ンの送信時に指定されています。送信されるプッシュ通知の多種のパラ
メーターを定義します。
ソリューショ
ンを受け取る場合、プッシュ通知の受信時 イベントのためのこのアクショ
ンはプッシュ通知が受信されると
実行されます。
テキストメッセージ以外にも、プッシュ通知はペイロードを実行することができます。ペイロードは自動的に受け取るソ
リューショ
ン$MT_PUSHNOTIFICATION ページソースに転送されます。
プッシュ通知にはボタンが含まれています。プッシュ通知ボタンは送信するソリューショ
ンのプッシュ通知の送信 アクショ
ン内で指定されています。プッシュ通知の送信 アクショ
ン内で直接非 iOS デバイスのためのボタンを定義することが
できますが、iOS デバイスでは、ボタンは 「プロジェクト| iOS プッシュ通知 ボタンセットコマンドによりソリュー
ショ
ン内で定義することができます。
外部 プッシュ通知キーはモバイルデバイスを識別するために使用されるテキスト文字列です。外部プッシュ通知キ
ーの登録 アクショ
ンは、モバイルデバイスを指定する文字列と関連付けます。外部 プッシュ通知キーはプッシュ通知
を受信するモバイルデバイスのセットを識別するために使用されます。逆のアクショ
ン外部プッシュ通知キーの登録の
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解除 も使用することができます。
プッシュ通知 トピックはトピックの名前を与えるテキスト文字列です。プッシュ通知トピックの登録 アクショ
ンはモバイ
ルデバイスを1つまたは複数のプッシュ通知に関連付けます。プッシュ通知がプッシュ通知トピックに送信されると、ト
ピックに関連する全てのデバイスはそのプッシュ通知を受信します。逆のアクショ
ンプッシュ通知トピックの登録の解除
を使用することもできます。
プッシュ通知が異なるソリューショ
ンの受け取り先に送信される場合、ソリューショ
ンの受け取りのシミュレーショ
ンを成
功させるために、プッシュ通知をシミュレートする必要があります。シミュレーター内でプッシュ通知の受信をシミュレート
することができます。詳細は、セクショ
ンプッシュ通知のシミュレーショ
ンを参照してく
ださい。
プッシュ通知を使用するMobileTogether ソリューショ
ンをAppStore App にコンパイルすることができます。
AppStore Apps をコンパイルするには追加ステップが必要になります。AppStore Apps 内のプッシュ通知 内
でこれらのステップは説明されています。
埋め込まれた Web ページ ソリューショ
ン
新規の埋め込まれたWeb ページソリューショ
ン機能は IFrames を使用してWeb ページ内にソリューショ
ンを
埋め込むことができます。Web ページと埋め込まれたソリューショ
ン間でデータを交換することができ、ソリューショ
ン
自身は MobileTogether Server とデータをやり取りし、データをWeb ページに送り返します。JSON Web
Tokens (JWT) を使用した認証 により埋め込まれたWeb ページソリューショ
ンが既存のシステムに統合されま
す。
埋め込まれたメッセージ イベントは、サーバー上のソリ
ューショ
ンのワークフローが埋め込まれたソリューショ
ンからメッセ
ージを受け取るとトリガーされます。
$MT_EMBEDDEDMESSAGE JSON ページソース(構造と
データ) は 埋め込まれたメッセージ イベントがトリガー
されると作成されます。
文字列からロードアクショ
ンは文字列を解析し、(JSON/XML) ページソースを生成します。
文字列に保存 アクショ
ンは選択された(JSON/XML) ページソースをシリアル化し、シリアル化された文字列を指
定された場所に保存します。
埋め込まれたメッセージのバックアクショ
ンは、シリアル化されたJSON 文字列を現在のソリューショ
ンをロードした
IFrame へのメッセージイベントとして送信します。
新規のアクショ
ン
MapForce 転送 アクショ
ンは MapForce Server Execution ファイル(MFX ファイル) をMapForce
Server に処理のために提供します。入力データ構造のセットは、このように、データ構造 ( MapForce Server
の出力)の新規のセットに転送されます。変更することのできないレガシーデータ構造?または、他のデータ構造を
MobileTogether デザイン内で使用することができるようになります。
フォルダーの読み取りアクショ
ンは、指定されたフォルダーのコンテンツを読み取り、各フォルダーアイテムに関するメタデ
ータを$MT_FILEINFO ページソースの個別のノードにパスします。
言語の設定 アクショ
ンによりユーザーはソリューショ
ンの言語を変更することができます。これにより、ソリューショ
ンは
特定のイベントがトリガーされると、代替の言語で表示されます。
文字列からロードアクショ
ンは文字列を解析し、(JSON/XML) ページソースを生成します。
文字列に保存 アクショ
ンは、選択された(JSON/XML) ページソースをシリアル化します。シリアル化された文字
列を指定された場所に保存します。
埋め込まれたメッセージをバックアクショ
ンはシリアル化されたJSON 文字列をメッセージイベントとして、現在のソ
リューショ
ンをロードしたメッセージイベントとしてIFrame に送信します。
プッシュ通知の送信 アクショ
ンは、送信されるプッシュ通知の多種のパラメーターを定義します。
外部プッシュ通知キーの登録（
登録の解除）アクショ
ンは、文字列をモバイルデバイス上のソリューショ
ンの外部プッ
シュ通知キーとしてテキスト文字列を登録します。 詳細に関しては、プッシュ通知を参照してく
ださい。
外部プッシュ通知キーの登録（
登録の解除）アクショ
ンは、1つまたは複数のトピックのプッシュ通知を受け取るため
にデバイスを登録します。詳細に関しては、プッシュ通知を参照してく
ださい。
その他
MobileTogether Server インストールにはサーバー上の統計にアクセスし表示する既にデプロイ済みのパワフルな
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ソリューショ
ンが含まれています。例えば、特定のソリューショ
ンにアクセスしているデバイスの数、とデバイスの種類など
が表示されます。Statistics ソリューショ
ンに関する詳細は、MobileTogether Server ドキュメントを参照
してく
ださい。
カスタマイズダイアログのツールタブ内でユーザー定義ツールを作成することができます。「ツール | ユーザー定義ツ
ール」メニュー内のコマンドからアクセスすることができます。
テーブルに関連したコマンドを提供する新規のテーブルメニューは素早く
デザインし、テーブル構造を編集する手助
けを行います。
新規コマンドスタイルシートのすべての使用方法をリストするは、プロジェクト内で定義されている全てのスタイル
シートを表示し、これらの(使用されていないスタイルシートを含む)スタイルシートを使用するページ、テーブル、およ
び、コントロールインスタンスを表示します。使用されていないスタイルシートのリストは使用されていない関数、ユー
ザー関数、スタイルシートとアクショングループをリストコマンドがクリックされると表示されます。
ビューポートよりも広範囲の水平スクロールテーブルを左右にスクロールして確認することができます。
シミュレーターメニューは次のモバイルデバイス機能をシミュレートするオプショ
ンを提供します: (i) カメラアプリ、(ii)
ギャラリー、(iii) マイクロフォン、(iv) NFC、(v) GPS ロケーショ
ン、(vi) 連絡先、(vii) 通話サービス、(viii)
SMS サービス。これらのオプショ
ンにより、デバイス上で使用することのできるサービスを必要とするデザインシナリオを
テストすることができます。
抑制、または、必要に応じて有効化が可能な特定のイベントの特定のアクショ
ンに関連する(メッセージペインに表
示される)メッセージのログ。
ページソースデータはソリューショ
ンがページを移動すると自動的にリセットされます。データソースのコンテキストメニュー
内で使用することのできるデータのリセットコマンドを使用して行います。
(全ての型の) ファイルを保存する場合、任意で、デフォルトのファイル拡張子を指定することができます。ファイル名
と共に拡張子が指定されていない場合、この拡張子が使用されます。
シミュレーショ
ン中に、ソースノードのXPath ロケーター式をクリップボードにコピーすることができます。
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2.1

バージョン 3

バージョン 3

バージョ
ン3 リリースの新機能のリストは以下のとおりです。

バージョン 3.2
MobileTogether Designer バージョン3.2 の新機能とアップデートは以下の通りです。
近距離無線通信 (NFC)
新規のNFC 機能 は、NFC を使用してメッセージを受信し送信することができます。また、Android デバイスで
は、Android ビームを使用してファイルを送信することができます。この機能を実装したデザインコンポーネントの概
要に関しては、NFC のためのデザインコンポーネントを参照してく
ださい。
アクショ
ンをトリガーするためのNFC に関連したイベント: メッセージのプッシュの完了時 とNFC タグの検出時。
新規のMobileTogether 拡張関数 は、NFC が開始されたかをチェックします: mt-nfc-started。更
に、テキストとBase64 をhexBinary に変換する関数 ( NFC メッセージペイロードは hexBinary でエンコー
ドされているため)。
NFC サンプルファイルは NFC タグの検出するシミュレーショ
ンを可能にします。
テキストの読み上げ
テキストの読み上げアクショ
ンをベースにした、新規のテキストの読み上げ機能 により、テキスト文字列がスピーチ
に変換され、再生されます。
テキストの読み上げ機能 に関連した、情報を提供する新規のMobileTogether 拡張関数 : mt-text-tospeech-is-language-available とmt-text-to-speech-is-speaking。
その他の新規のアクショ
ン
新規の連絡先の読み取りアクショ
ンにより、データソースツリー内のデバイスのアドレス帳の連絡先を保管することが
できます。
新規のファイル情報の取得アクショ
ンにより指定されたファイルのファイル(サイズ、作成日時、などの)情報をデータ
ソースツリー内に保管することができます。
新規の待機カーソルにより、プラットフォーム特有の待機カーソルをアクショ
ンの実行中に表示することができます。こ
れは、完了に時間のかかるアクショ
ンに対して使用すると役にたちます。
新規のユーザーによる日付選択 とユーザーによる時刻選択 アクショ
ンによりエンドユーザーが日付と時刻を選択す
ることができ、それぞれ、ページソースノードに保存されます。
イメージの表示 アクショ
ンによりクライアントデバイス、または、データソースノード、または、イメージ/
チャート/
署名 コン
トロールからイメージを使用することができます。
サーバーの接続エラーのトライ/
キャッシュアクショ
ンは特定のサーバートランザクショ
ン上の例外に対して使用すること
ができます。接続エラーが発生した際に取られる適切なアクショ
ンを定義することができます。
既存のアクショ
ンの機能の強化
新規のコマンドは、デザイン内ので使用されているすべてのアクショ
ンまたは アクショ
ングループの使用を表示 しま
す。
オーディ
オアクショ
ンではクライアントデバイスで使用することのできる定義済みのサウンドの再生ができるようになりま
した。現在、16種類の定義済みのサウンドから選択することができます。
(サーバーを使用して) 電子メールを送信アクショ
ンに返信の設定が含まれるようになりました。これにより「
架空の」
および「
実際の送信者のアドレス」
を用いてMobileTogether Server を使用して電子メールを選択することがで
きます。
リセットアクショ
ンは、(クライアント上の永続データのための) $PERSISTENT ツリーを含む全てのデータソースのリ
セットを有効化します。
位置情報の表示 アクショ
ンは、クライアントデバイスのマップアプリ上の位置情報のための住所を受け入れる事がで
きます。以前の機能は、緯度と経度の座標のみを使用していました。
前のリリースの一番下にスクロールするアクショ
ンはスクロールアクショ
ンに置き換えられています。新しい機能は、特
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定のコントロール、または、指定できることのできるテーブルの上、または、下にスクロールすることができます。デザイン
内で古い下にスクロールするアクショ
ンを使用し、新しいMobileTogether Designer のバージョ
ンで開く
場合
は、アクショ
ンは、自動的に新しいアクショ
ンに置き換えられます。
新規のMobileTogether 拡張関数 は、位置情報のトラッキングの開始をチェックします: mtgeolocation-started.
ページへ移動 とサブページへ移動 のターゲットページアクショ
ンは、XPath を使用して設定することができます。
カスタムボタンを含むことのできるメッセージボックスを使用して、デバイスの「戻る」ボタンがタップされると、実行される
アクショ
ンを指定することができます。
前のリリースのトライ/
キャッチ式は、例外のトライ/
キャッチに名前が変更されました。
テーブルの新機能
動的な列 をテーブルに挿入することができます。これは、デザイン内の列フィ
ールドに対するインスタンスの数に基づい
てテーブルの右側に列を動的に追加することができることを意味します。
動的な、ローカル変数 MT_TableColumnContext が追加されました。テーブルの生成中現在の列のコンテ
キストノードを与えます。使用方法に関しては、次を参照してく
ださい: 動的な列 。
スクロールすることのできるテーブル内にロードすることのできる行数
を行グループチャンクサイズ テーブルプロパティを使用して設定することができます。
コントロールの機能強化
有効化/
無効化することのできるコントロールのために2つの新規のコントロールプロパティを使用することができます :
テキストの色 (無効化済み) と背景色 (無効化済み)。これらにより、(有効化済み、または、無効化済み)状態に
より、コントロールのために異なる色を使用することができます。
追加されたボタンの外観 を使用することができます: インポートエクスポート、カレンダー、および時刻
Base64 データとしてデザインファイル内に埋め込まれたイメージは、簡単に再度埋め込むことができます。これは、
バイナリからBase64 に変換し、デザイン内に保管することができます。これはイメージコントロールのコンテキストメ
ニューから行う事ができます。この機能は、イメージが変更されると埋め込まれたイメージファイルの更新を簡単に行う
ことができます。
その他
ページペイン内では、コンテキストメニューコマンドアクションの使用のリストを選択して、(デザイン内の)ページへの
参照をチェックすることができます。
XPath 式の編集ダイアログからコピーされるテキストは、XPath としてスタイル&プロパティ
ペイン内に貼り付けら
れます。
アイテムの表示を管理するためのスタイルシートダイアログ内の追加ツールバーアイコンは以下のとおりです: (i) 全
てのアイテムの展開、(ii) 全てのアイテムの折りたたみ、(iii) 空ではないアイテムの表示。

バージョン 3.0
MobileTogether Designer バージョン3.0 の新機能とアップデートは以下の通りです。
スタイルシート機能 により、プロジェクト、ページ、テーブルおよびコントロールレベルで適用することのできるグローバル
なスタイルを定義することができます。これにより、プロジェクトのためのカスケードスタイルのレポジトリのステップを作成
することができます。
印刷 アクショ
ンでは、Altova StyleVision Server を使用して、PDF、Word、およびRTF をXML データ
から生成することができます。
URL を開く
アクショ
ンは、機能が強化され、URL/ファイルを開く
アクショ
ンと改められました。以前は、このアクショ
ン
は、クライアントデバイスのブラウザーでWeb ページを開く
ために使用されていました。このアクショ
ンを使用して、ク
ライアントデバイス上のデフォルトのアプリケーショ
ンからそのファイルの型のファイルを開く
ことができるようになりました。
ユーザーによりバーコードのスキャンアクショ
ンを使用して、クライアントのカメラのアプリケーショ
ンを開き、ユーザーがバ
ーコードをスキャンできるようになりました。バーコードのデータは XML データツリーに入力され、更に処理されます。
2つの新規のプロパティ
により、コントロールのレイアウトがより簡単になりました: (i)(スタイル&プロパティ
入力ヘルパー
内で設定することのできるプロジェクトプロパティ
内のプロジェクト設定で使用することができる) プロジェクトプロパティ
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バージョン 3
トップレベルの余白 を使用して、ページのためのマージンを設定します。(ii) テーブルプロパティテーブルパディング

により、iOS デバイス上のパディ
ングをオン、または、オフに切り替えることができます。
自動化されたテスト機能により2 件のテストケースを比較し、デザイン、ページソースデータ、およびソリューショ
ンの
環境内の差異を検出できるようになりました。
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バージョン 2
バージョ
ン2 リリースの新機能のリストは以下のとおりです。

バージョン 2.2
MobileTogether Designer バージョン2.2 の新機能とアップデートは以下の通りです。
エンドユーザーが選択することのできる、クライアントデバイス上の、クライアントファイルのロードおよび保存が以下のア
クショ
ンで使用することができます: ファイルのロード/
保存 イメージのロード/
保存 、およびバイナリのロード/
保存。
ビデオコントロールによりページでビデオを再生することができます。コントロールのプロパティ
とビデオに関連した
MobileTogether 拡張関数 により再生とコントロールをカスタム化することができます。ビデオ機能の概要に関し
ては、オーディ
オ、ビデオのセクショ
ンを参照してく
ださい。
ビデオアクショ
ンによりビデオを開始、一時停止、再開、停止、および検索することができます。特定の時間を定義さ
れたセグメントも定義することができます。ビデオ機能の概要に関しては、オーディ
オ、ビデオのセクショ
ンを参照してく
ださい。
オーディ
オアクショ
ンによりオーディ
オを開始、一時停止、再開、停止、および検索を5つのチャンネルから実行するこ
とができます。特定の時間を定義されたセグメントも定義することができます。オーディ
オ機能の概要に関しては、オ
ーディ
オ、ビデオのセクショ
ンを参照してく
ださい。
$MT_AudioChannel グローバル変数 には多種のアクショ
ンをトリガーするオーディ
オチャンネルがあります。
オーディ
オの録音アクショ
ンによりクライアントデバイス上のファイルにオーディ
オを録音することができます。オーディ
オ機
能の概要に関しては、オーディ
オ、ビデオのセクショ
ンを参照してく
ださい。
オーディ
オとビデオファイルについての情報、および、オーディ
オとビデオに関連するアクショ
ンのための新規
MobileTogether 拡張関数 。
オーディ
オの録音アクショ
ンによりオーディ
オクライアントデバイスのファイルに録音することができます。オーディ
オの機能
の概要に関しては、オーディ
オ、ビデオを参照してく
ださい。
オーディ
オとビデオファイルに関する情報を提供する新規 MobileTogether 拡張関数 と、オーディ
オおよびビデオに
関連したアクショ
ン: mt-audio-get-current-position, mt-audio-get-duration, mtaudio-is-playing, mt-audio-is-recording, mt-video-get-current-position, mtvideo-get-duration, mt-video-height, mt-audio-is-playing, とmt-video-width.
最後に使用されたクライアントファイルの情報を提供する新規 MobileTogether 拡張関数 : mt-lastfile-path mt-extract-file-extension およびmt-extract-file-name。
バイナリのロード/
保存アクショ
ンにより以下が可能になります: (i) Base64 エンコードXML コンテンツとしてすべ
ての種類のバイナリファイルをソリューショ
ンにロードすることができます、また(ii) Base64 エンコードXML コンテン
ツをバイナリファイルとして保存することができます。
電子メールの送信 アクショ
ンにより、XML およびバイナリファイルに加え、テキストの添付を送信することができます。
シミュレーターは、LAN 接続の有無をシミュレートできるように設定できます。接続の型の数 に追加され、現在使
用できる接続の型は以下の通りです: モバイルネットワーク、WiFi、およびLAN。関連するMobileTogether
拡張関数 も搭載されています: (i) mt-connected-via-lan.
テーブルのコンテキストメニューを使用してテーブルヘッダーとフッターを動的テーブルに追加することができます。

バージョン 2.1
MobileTogether Designer バージョン2.1 の新機能とアップデートは以下の通りです。
XML とイメージファイルなどのデータファイルがクライアントデバイスからロードされ、クライアントデバイスに保存されま
す。
2つの新規コントロールが追加されました: 垂直線 と水平スライダー。
次のアクショ
ンが追加されました:
共有
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バージョン 2
アクショ
ンのキャンセルの実行
ユーザーキャンセルの振る舞い
タイマーの再開/
停止
ファイル/
フォルダーの削除
DB バルク挿入
Let
トライ/
キャッチ
スロー
リターン
アクショ
ングループの結果: アクショ
ングループ内のリターンアクショ
ンは、Let アクショ
ン内で定義される変数の値と
して使用することのできるアクショ
ングループの結果を生成します。
アクショ
ングループはパラメーターを取ることができます。また、アクショ
ングループ自身はパラメーターの値として設定さ
れることができます。
サブページを閉じるアクショ
ンは、Let アクショ
ン内で定義される変数の値と使用できる値を返すように拡張されまし
た。
(地図上で)位置情報を表示 アクショ
ンは、2 箇所の場所のルートを表示するように強化されました。
クライアントからの電子メールの送信 は HTML フォーマットであることができます。
タイマーの正確性 は、ミリ秒の正確性まで向上されたページの更新イベントのために使用する事ができます。
次のプロパティ
のXPath 定義: (フィ
ールドの編集コントロールの) Keyboard Horizontal Alignment
およびVertical Alignment。
コントロールとテーブル列 の幅はピクセルで設定する事ができます。
テーブル: テーブル全体またはテーブルの一部をスクロール可能にデザインすることができます。スクロールすることので
きるテーブルは、スクリーン全体に表示されるように指定することができます。
テーブル: スパンされた列と行のための個別の可視性の設定。
テーブル: (セルに追加して)個別の行と列に背景色を割り当てることができます。
テーブル: ネストされたテーブルは、水平方向の配置と垂直方向の配置プロパティ
の値に割り当てられることができま
す。
フィ
ールドの編集コントロールのキーボードプロパティ
は、表示されるパスワードの値と共に強化されました。この結
果、エンドユーザーが編集フィ
ールドにパスワードを入力する場合、パスワードの表示と非表示を定義する事ができま
す。
(ボタンの外観 プロパティ
で指定することのできる) ボタンコントロールには、透明なボタンを含む定義済みの外観が追
加されました。
新しいMobileTogether 拡張関数: (i) mt-connected-via-wifi (ii) mt-control-width (iii)
mt-font-height。mt-font-height 関数を使用する、 XPath 式により
フォントサイズとピクセルの値は生
成されます。
DB に保存する場合、データが更新または挿入されるかにより、列を個別にフィ
ルターする事ができます。
ページタイトルバーの表示 ページプロパティ
はページのタイトルバーを表示または非表示にする事ができます。
ユーザーにより生成されたAppStore App: アプリのUI 言語 は、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、日本
語から選択する事ができます。
カスタムローカライズされた文字列の複製

バージョン 2.0
MobileTogether Designer バージョン2.0 の新機能とアップデートは以下の通りです。
デザイナーは、エンドユーザーがモバイルデバイスにダウンロードすることのできるMobileTogether カスタムアプリを作
成することができます。これらのアプリは AppStore App と呼ばれます。AppStore App のセクショ
ンは、
MobileTogether Designer からそのようなアプリのためのプログラムコードの生成方法を説明します。コードは、
Android、iOS、Windows (タッチスクリーンが有効化されたデバイスとPC)、Windows Phone のために生
成することができます。コードが生成された後、対応するAppStore App にコンパイルされることができます。
モバイルデバイス上のソリューショ
ンを中断 (一時停止して最小化)することができます。新しいプロジェクトプロパティ
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他のソリューショ
ンに切り替え時は、エンドユーザーが他のソリューショ
ンに切り替えると継続的にソリューショ
ンを中
断するように設定することができます。エンドユーザーは MobileTogether Client の実行タブ内のアイコンをクリック
してソリューショ
ンを切り替えることができます。ソリューショ
ンをキャンセルまたは中断するには、ソリューショ
ンの実行ア
クショ
ンを利用して指定します。
署名フィ
ールドコントロールは、エンドユーザーの署名をイメージとしてデータソースノードに保管することを有効化しま
す。
サーバー接続エラーが発生すると取るアクショ
ンを定義してテストすることができます。
デザイン内定義されたアクショ
ンを列挙するシミュレーショ
ン機能が向上されました。例えば、サーバーの接続エラー
は サーバーアクセスを回避するオプショ
ンでシミュレートすることができます。
JSON データソースはページソースとして使用できます。
REST リクエストを使用して、ページデータにアクセスまたはページデータを保存することができます。このようなデータ
はページソース内で使用することができ、ページソースアクショ
ンを使用してアクセスまたは保存することができます。
REST リクエストは OAuth 認証 をサポートします。各デザインには、ドキュメント内のすべての箇所で使用すること
のできる設定のプールがあります。設定は [OAuth 設定の維持] ダイアログで管理することができます。更に、設定
は、他の開かれているMobileTogether Designer ドキュメントからアクティ
ブなドキュメントにインポートすることが
できます。
SOAP リクエストを使用してページデータにアクセスすることができます。このようなデータは、ページソースおよびペ
ージソースアクショ
ンで使用することができます。
新規アクショ
ン: SOAP リクエストの実行 REST リクエストの実行
ページイベントサーバーの接続エラーが追加されました。
ページソースのためのデータの保持 を使用することによりデータをクライアントまたはサーバーに保持する柔軟性が追
加されました。
次の2 つの動的、ローカル変数 が追加されました: MT_HTTPExecute_Result および
MT_ServerConnectionErrorLocation.
すべてのファイル、ディ
レクトリ、および外部データソースのリストの作成コマンドをプロジェクト内で使用することができ
ます。
繰り返しテーブルと動的テーブルのセルはページソールノードとXPath 式を使用して、関連付けることができます。
この結果以前読み取り専用であったセルコンテンツを編集することができます。
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2.3

バージョン 1
バージョ
ン1 リリースの新機能のリストは以下のとおりです。

バージョン 1.5
MobileTogether Designer バージョン1.5 の新機能とアップデートは以下の通りです。
電子メールの送信 アクショ
ンによりソリューショ
ンの実行中に電子メールの送信が有効化されます。
MobileTogether 拡張関数 mt-email-attachment により、電子メールの送信 アクショ
ンにより送信される
電子メールのテキストとイメージの添付ファイルが作成されます。
HTML であるリンクを電子メールの本文へ挿入することができます。これらのリンクは、インターネットのページまたは
MobileTogether ソリューショ
ンをターゲットにすることができます。
MobileTogether ソリューショ
ンに移動するリンクはコントロールイベントとページイベントによりトリガーされます。
MobileTogether ソリューショ
ンをポイントするURL は、表示される特定のページコンテンツを許可するURL クエ
リ文字列を含むことができます。ソリューショ
ンへのハイパーリンクを参照してく
ださい。
ターゲットのソリューショ
ンにURL クエリパラメーターをパスするハイパーリンク。これらのパラメーターは、参照することが
可能な場所から$MT_InputParameters グローバル変数に保管されることができます。
リンクに関連した3 つのMobileTogether 拡張関数が追加されました: mt-run-solution-url mtrun-solution-url-parameter、および mt-html-anchor。
パワフルな Loop アクショ
ンにより、ノードのセットが反復され、この結果、デザインの可能性とソリューショ
ン機能を与
えることができます。
2 つの他のアクショ
ンが追加されました: キーボードの非表示 および表示の更新。
新しいラジオボタンコントロールが導入されました。
ソリューショ
ンが特定の言語にローカライズされている場合、ソリューショ
ンの文字列はモバイルデバイスの言語に自
動的に表示されます。このバージョ
ンでは、デフォルトとローカライズされた文字列は各言語のためにプロジェクト間お
よび個別のXML ファイル間でエクスポート/
インポートされることができます。この機能により、各翻訳家は独自にデ
フォルトの言語の文字列をターゲットの異なる言語に翻訳することができます。翻訳された各ファイルは個別にプロ
ジェクトにインポートし直すことができます。
[XPath/XQuery 式の編集] ダイアログ内のXPath 式にmt-load-string 関数を入力する時、プロジェ
クト内で定義されたすべてカスタム文字列のがポップアップで表示されます。現在 MobileTogether Designer
で選択されている、シミュレーショ
ンする言語内の値も表示されます。
新しい関数 mt-localized-string-name は、提出された(ローカライズされた) 文字列のコントロール名ま
たは文字列名を返します。
ボタンコントロールには、既に定義されたアイコンの選択肢からボタンにアイコンを追加することのできる、新しいボタン
ルックプロパティ
があります。
水平線 コントロールには以下の新しいプロパティ
があります: ボタンルック、余白、上余白、下余白。
全ての幅のコントロールは、(コントロールのコントロールの幅 プロパティ
を介して) ページの幅 のパーセントを指定す
ることができます。
クリックに関するイベントをユーザーがコントロールをクリックする時間により区別されるようになりました。コントロールの
タップは クリック時 (クリック) イベントで、長押しは 長いクリック時 (長いクリック) イベントです。クリックに関するイベ
ントは以下のコントロールで使用することができます: ボタン チャート イメージ、およびラベル。
ノードの挿入 およびノードの追加 アクショ
ンには、挿入された/
追加されたノードをプロジェクトデータソース内の元の
場所から削除するオプショ
ンがあります。
アクショ
ンの追加のためのキーボードショ
ートカットはイベントの定義に与えることができます。
デザイン内のコントロールには、ブラウザー CSS クラス プロパティ
により割り当てられた1 つ以上のクラス名が存在す
る場合があります。外部 CSS ファイル内で、サーバーにデプロイする必要のあるクラスセレクターのルールを定義す
ることができます。この外部 CSS ファイルへの参照はプロジェクトの内でブラウザーの設定で定義されます。
プロジェクトのブラウザーの設定 の新しいダイアログは、クライアントモバイルデバイス内でのブラウザーの振る舞いを定
義する設定を収集します。
カスタムフォントはデザイン内に埋め込まれることができます。
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[XPath/XQuery 式] ダイアログへの拡張機能は、ポップアップで表示される関数と演算子の情報、およびグロー
バル変数 とカスタム文字列に関する情報です。
ユーザー定義 XPath/XQuery 関数 は関数名の昇順/
降順/
ダイアログ順に並び替えることができます。
クライアントデバイス上でサーバー設定を更新する。

バージョン 1.4
MobileTogether Designer バージョン1.4 の新機能とアップデートは以下の通りです。
交通ベースのモバイルソリューショ
ンには欠かせない機能である、位置情報の取得と処理へのサポート。位置情報
データをトラック、読み込み、表示するアクショ
ンがイベントのために定義することができます。更に、位置情報を操作
するためのAltova XPath 拡張関数がデザインのXPath 式に対して使用できます。位置情報はデザイナーとサ
ーバーシミュレーショ
ンに設定 することができ、位置情報の入力がシミュレーターでテストすることができます。
JSON フォーマットのマップ、列挙、データなどを使用する新機能を提供するXQuery 3.1 をサポートします。
[XPath/XQuery 式の編集] ダイアログを使用して式を作成および確認することができます。
文字列のローカライズ(追加言語への翻訳)によりソリューショ
ンの文字列の翻訳をプロジェクトに保管することができ
ます。ソリューショ
ンが実行される言語は、モバイルデバイスで選択されている言語と同じになるように自動的に選択
されます。特定の言語でソリューショ
ンを実行することでローカライズされたソリューショ
ンをテストすることができます。
HTTP リクエストに特定のヘッダーを追加することができます。これは、リクエスト内で指定することのできるパラメータに
追加しての機能です。
ソリューショ
ンは順々に連鎖的に実行することができます。[次へ] ソリューショ
ンはソリューショ
ンのキャンセルアクショ
ン
のオプショ
ンで指定されているソリューショ
ンを実行します。[ソリューショ
ンのキャンセルアクショ
ンは、v2.0 でソリュー
ショ
ンの実行 アクショ
ンが搭載されているため、使用することができません。]
iOS7/8 レンダリングおよびXML ツリー編集のためにソリューショ
ン機能が拡張されました。シミュレーター内でツリ
ーを変更し、シミュレーショ
ンで即時、変更結果を確認することにより、テストスピードを向上することができます。
プロジェクトメニュー以下を表示するコマンドを含みます: (i) 使用されるグローバルおよびページソース変数; (ii) 使
用されるユーザー定義 XPath/XQuery 関数; (iii) 使用されるアクショ
ングループ; (iv) および使用されていない
変数、関数、アクショ
ングループ。この機能により大規模かつ複雑なソリューショ
ンの保持および開発を向上すること
ができます。
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3

はじめに
このセクショ
ンは MobileTogether とMobileTogether Designer の概要を説明し、以下のセクショ
ンから構成されてい
ます:
MobileTogether 概要
用語 Q&A
デザインのステップ
MobileTogether 内のXPath
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MobileTogether 概要
MobileTogether は以下のモジュールにより構成されています:
MobileTogether Designerは、モバイルクライアントのためのMobileTogether ソリューショ
ン(MTD ファイル
は拡張子.mtd を持ちます) を作成します。これらのMobileTogether ソリューショ
ンは、MobileTogether
Server にアップロードされます。
MobileTogether Server は MobileTogether ソリューショ
ンをモバイルクライアントにサーブします。
( iOS、Android、Windows Phone 8、Windows RT、Windows Metro、Web クライアント、Web ベ
ースのスマートフォン/
タブレットのための) MobileTogether Client アプリはエンドユーザーに受け取られ、
MobileTogether ソリューショ
ン(.mtd ファイル) と相互作用し、MobileTogether Server により配信されま
す。

システム必要条件
MobileTogether Designer
Windows

プラットフォーム更新済みのWindows 7 SP1、
Windows 8 Windows 10

Windows Server

プラットフォーム更新済みのWindows Server 2008
R2 SP1 または以降
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MobileTogether Server
Windows

プラットフォーム更新済みのWindows 7 SP1、
Windows 8 Windows 10

Windows Server

プラットフォーム更新済みのWindows Server 2008
R2 SP1 または以降

Linux

(Mac) OS X,
macOS

CentOS 6 または以降
RedHat 6 または以降
Debian 7 または以降
Ubuntu 12.04 または以降
OS X10.10、10.11、macOS 10.12 または以降

MobileTogether Client
iOS

Apple モバイルデバイスには 9 以上

Android

Android モバイルデバイスには 4.0 以上

Windows Mobile

Windows Phone には Windows Phone 8.1

Windows RT
Metro

Windows 8.1 10; Windows RT
タッチが有効化されているPC とタブレットコンピューター

HTML

その他すべてのモバイルデバイスには HTML ブラウザー

Altova MobileTogether Designer
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用語 Q&A
MobileTogether システムのしくみ
MobileTogether Designer で.mtd の拡張子を持つMobileTogether デザインファイル(MTD ファイル)
を作成します。
これらのファイルは MobileTogether Server にデプロイされ、モバイルクライアントデバイスにMobileTogether
ソリューショ
ンとしてサーブされます。
MTD ファイル内のデザインテンプレートを作成するために使用されるデータファイルは、元の場所に存在するか、
MTD ファイルと共にMobileTogether Server にデプロイすることができます。
モバイルクライアントでは、エンドユーザーはMTD ファイルに定義されたフォーマットでレポートを閲覧することができ
ます。エンドユーザーは、( MobileTogether ソリューショ
ンを介して) データファイルをモバイルクライアントデバイ
スからアップデートすることもできます。

MobileTogether プロジェクトの MTD ファイルの内容
MTD ファイルはネイティ
ブのMobileTogether Designer ドキュメントです。
各 MTD ファイルはそれぞれ 1 つのMobileTogether プロジェクトを含んでいます。
MobileTogether プロジェクトは 1 つ以上のページから構成されます。ページはエンドユーザーによりモバイルクライ
アントデバイスで閲覧されます。
MTD ファイル内にページが1 枚以上ある場合、ページは簡単なシーケンスで、最初のページから最後のページま
で、つながっています。
サブページは定義することができます。メインページのサブページへ移動 アクショ
ンによりサブページへアクセスすること
ができます。

ページの構成
ページは、モバイルクライアントデバイスおよびユーザイントラアクショ
ンのセットアップで閲覧できるようにフォーマットされ
ている、ページコントロール(略して[コントロール] ) により構成されています。
各コントロールは異なるプロパティ
を持ちます。イベントのコントロール(略してコントロールイベント) がトリガーされて
いる場合、これらのプロパティ
は関連したコンテンツ、フォーマット、およびアクショ
ンを定義します。
各ページは、ページの[ページソース] ペインでデータソースのセットが定義することができます。
コントロールに関連付けられたコンテンツはこれらのデータソースから由来します。この様なデータは XPath または
XQuery 言語を使用してアクセスすることができます。
コントロールを介して、ページはデータをエンドユーザに提示され、データソースへの変更を受け入れることができます。

デザイン内の異なるイベントとアクション
コントロール イベントとアクション: ページの各コントロールは、指定することのできるアクショ
ンをトリガーするイベント
を持つことができます。例えば、コンボボックスのコントロールには、コンボボックスのドロップダウンリストからアイテムが
選択された場合、発生する編集の終了時 イベントがあります。このイベントは、コンボボックスの選択の結果変更さ
れるデータなど、希望するアクショ
ンをトリガーする場合、定義することができます。
ページ イベントとアクション: (単一エントリとして) ページ自身は、アクショ
ンをトリガーするイベントに関連付けられ
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ます。例えば、ページのロード時 はページイベントです。このイベントは、特定のデータファイルからページにデータをロ
ードするなどの、希望するアクショ
ンをトリガーするように定義することができます。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

はじめに

3.3

デザインのステップ

25

デザインのステップ
以下にMobileTogether デザインファイル(MTD ファイル)の大まかな作成方法が順序を追って説明されています。
1. 新しい MTD ファイルの作成
各 MTD ファイルは、簡単なシーケンスの1 枚以上のページで構成されたプロジェクトを提示しています。
新しいMTD ファイルが作成されると、データソースの無いデフォルトのページが1 枚作成されます。デフォルトのペ
ージにデータソースを追加して、更にプロジェクトにページを追加することができます (下記の点を参照してく
ださ
い)。 [ファイル | 新規作成] コマンドを使用して新しいMTD ファイルを作成します。ファイルはメモリで作成さ
れるので、[ファイル | 保存] コマンドを使用してディ
スクに保存されなければなりません。プロジェクトプロパティを
定義し、他のプロジェクトに関連した設定を指定します。

2. ページ (ページソース) にデータソースを追加する
各ページは、ページに表示されるデータの取得元であるデータソースに割り当てられています。ページのデータソース
は[ページソース] ペインを介して追加され、ノードツリーとして表示されます。これらのノードからのデータは、表示ま
たは、通常 (チャートまたはイメージなどの) データのプレゼンテーショ
ンにつながる処理のためページデザインのコント
ロールで使用されます。データソースツリーのノードは XPath 式を用いてアドレス指定されます。希望する場合、ク
ライアントデータ入力もデータソースに保存されることができます。詳細に関してはページソース のセクショ
ンを参照
してく
ださい。

3. ページにコントロールを追加し、プロパティとイベントアクションを定義する
ページコントロールは[コントロール] ペインからページに追加されます。各コントロールは ([スタイル&プロパティ
]ペ
インで定義された) プロパティ
のセットを持ち、関連した(データソースツリーからの) データを持ちます。コントロール
には 1 つ以上の定義済みのイベントが存在する場合もあります。イベントのコントロールがトリガーされた場合実
行されるアクショ
ンを指定することができます。例えば、ボタンコントロールがボタンのクリック時 というイベントを持つと
します。そして、このイベントは関連した URL を開くというアクショ
ンを持つことができます。詳細に関しては、ペー
ジイベントとアクショ
ンを参照してく
ださい。更に、ページにはイベントがあり、ページイベントがトリガーされた場合
実行されるアクショ
ンを指定することができます。例えば、ページが(ページイベントを) ロードして、指定された
XML ファイルからデータを与えられたページデータソースにロードするアクショ
ンを指定することができます。

4. 必要な場合、プロジェクトに追加ページを追加してデザインする
初期ページに追加ページを追加することができます。新しいページは [ページ] ペインのツールバーにある[ページ
の追加 ] アイコンをクリックして、トップページまたはサブページとして追加することができます。[ページ] ペイン内の
トップページのシーケンスが、ワークフローのシーケンスを定義します。

5. トップページとサブページの間でのフローの作成
サブページを使用して、ソリューショ
ンのワークフローを更に構成することができます。これらは、トップページ内から(コ
ントロールまたはページイベントの) [サブページへ移動] アクショ
ンを使用してアクセスされます。他のページに関連
したアクショ
ンにページ間の動きについて説明されています。

6. オプションとして、プロジェクトにユーザーに追加デザインと関連した機能性を追加する
すべてのページが追加され、ワークフローの構成が完成すると、ページデザインとワークフローを修正することができま
す。追加デザインコンポーネントおよびアクショ
ンをプロジェクトに挿入することができます。

7. MobileTogether ソリューションのシミュレーションの実行
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MobileTogether Designer 内で、ワークフローのシミュレーショ
ンを実行することによりデザインをテストすること
ができます。シミュレーショ
ンは ( MobileTogether Designer 自身で) ワークフローがどのようにクライアントデ
バイスで実行されるか表示します。[プロジェクト| ワークフローのシミュレーション] を選択、または [F5] を押
してシミュレーショ
ンを開始します。[メッセージ] ペインには、ワークフローアクティ
ビティ
の詳細とステップバイステップ
のレポートが表示され、効果的かつ簡単なデバッグを行うことができます。

8. MTD ファイルをMobileTogether Server へデプロイする
最終修正、ファイルの再テスト、および保存後、MobileTogether Server へファイルをデプロイします。
MobileTogether ソリューショ
ンがモバイルクライアントデバイスからアクセスされる準備が整いました。

9. オプションでソリューションを AppStore App として作成する
エンドユーザーがモバイルデバイスにダウンロードすることのできるMobileTogether カスタムアプリを作成することが
できます。これらのアプリは AppStore App と称されます。AppStore App のセクショ
ンでMobileTogether
Designer プロジェクトからアプリのためのプログラムコード生成の方法が説明されています。コードは Android、
iOS、Windows (タッチ有効化されたデバイスとPC) とWindows Phone のために生成されます。コード
が生成された後、対応するAppStore App にコンパイルすることができます。
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MobileTogether 内の XPath
XPath 言語は MobileTogether ソリューショ
ンのデザインの重要な役割を果たしています。XPath は、データを、ロケー
ト、アクセス、操作、生成、および保存するために使用される多種のデータツリーで使用され、異なるデザインコンポーネントの
機能を定義するために使用されます。MobileTogether デザイン内でXPath が使用される重要な使用方法は以下に
説明されています。この概要は XPath の広義での柔軟性とMobileTogether デザイン内での使用方法を説明していま
す。
に関する詳細は、MobileTogether Designer でサポートされる言語の最新のバージョ
ンである「
W3C のXPath
3.1 に関する勧告」を参照してく
ださい。学習ベースのアプローチを使用するためには、以下を参考にすることができます:
Altova のXPath の簡単な説明
Altova のXPath 3.0 トレーニング（
英語）
W3C のXPath チュートリアル（
英語）

ロケーター式
XPath 言語のロケーター式はツリー内のノードを検索するために使用されます。ロケーター式は通常、必要なノードを検索
するパスにより構成されています。以下にいく
つかのサンプルを紹介します:
/Company/Office: は、トッ
プレベルのドキュメントノードであるCompany 要素のすべてのOffice 子要素
を検索します。 ルートノードの下で直接発生するため、最初のスラッシュで示される、Company 要素はトップレベ

ルの要素です。
/Company/Office[3]: は、Company要素の3 番目のOffice 子要素を検索します。
/Company/Office[3]/@location: は、Company 要素の3 番目のOffice 子要素の
location 属性を検索します。
//Office[@location='US']: は、US の値を持つlocation 属性を持つすべてのOffice 要素を

検索します。
上のリストは基本的なロケータ式の例です。ロケータを構築するには、多種の方法があります。

演算子
演算子により、フィ
ルターの適用、条件の構築、選択とデータの操作を行うことができます。2 つの演算子の例を紹介します
:
if (Selection='US') then, //Office[@location='US'] else //
Office[@location!='US']: このif 演算子は、Selection 子要素のコンテンツによりUS または

非US オフィ
スを選択します。
for $i in //Office return $i[@location='US']: このfor 演算子は、US の値を持つ
location 属性を持つすべてのOffice 要素を返します。

XPath 関数
XPath 関数によりデータを操作、計算、生成することができます。例えば、関数は文字列を(関数の引数)入力とし、小文
字に変換または文字列の一部を削除します。 MobileTogether デザイン内で使用することのできるXPath 関数には以
下の種類があります:
内蔵された関数
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XPath 言語は、データおよびXML ツリーに関連したメタデータを抽出し、データを生成することのできる、大規模な内
蔵された関数のライブラリを含んでいます。例えば:
count(Office): は、Office 子要素の数を返します。
day-from-date("2015-04-26"): は、関数の日付引数の一部である、数字 26 を返します。

内蔵された関数に関してのユーザーガイドと参照はインターネットで広く
利用することができます。関数の完全なリストは
「
W3C のXPath 3.1 に関する勧告」
で見つけることができます。

Altova 拡張関数
Altova が開発するXPath 拡張関数のセットは、開発者にXPath 内での機能性を提供します。現在、位置情報
を提供する関数や整数を16進数に変換する関数、または16進数を整数に変換する関数など、およそ60 の拡張
関数があります。例えば:
format-geolocation(33.33, -22.22, 2) は、xs:string "33.33N 22.22W" を返しま

す。
hex-string-to-integer('1') は、1 を返します。

Altova 拡張関数はすべてのMobileTogether デザインで使用することができます。使用方法の情報に関しては、
MobileTogether Designer ユーザーマニュアルのAltova 拡張関数 セクショ
ンを参照してく
ださい。

MobileTogether 拡張関数
これらのXPath 拡張関数は、Altova により、MobileTogether デザイン内の具体的な使用のためにのために開
発されました。例えば:
mt-has-server-access(10) は、サーバーへのアクセスが関数の引数と
して指定されている秒内で可
能な場合 true を返します。その他の場合は false を返します。
mt-load-string('MyCourier') は、ソリ
ューショ
ンの文字列プール内に保管されたローカライズされ
たMyCourier 文字列を返します。ローカライズの言語は、モバイルデバイスの言語に従い自動的に選択さ

れます。
MobileTogether 拡張関数は、すべてのMobileTogether デザインで使用することができます。使用方法の情報
に関しては、MobileTogether Designer ユーザーマニュアルのMobileTogether 拡張関数 セクショ
ンを参照し
てく
ださい。

ユーザー定義拡張関数
ユーザーは、上にリストされる関数ライブラリに適切な関数が見つからない場合、ユーザーは、XPath 拡張関数の一
部を、具体的な目的のために定義することができます。例えば、セ氏と華氏の気温の違いを定義する関数が必要とし
ます。ユーザー定義関数は、単一のMobileTogether プロジェクト内で定義され、その具体的なプロジェクト内で
使用されます。この様なカスタム関数を定義する方法は MobileTogether Designer ユーザーマニュアルのユーザ
ー定義 XPath/XQuery 関数 セクショ
ンで説明されています。

グローバル関数
グローバル関数はクライアントモバイルデバイスに関する情報を含んでいます。例えば、デバイスの種類を示す変数が1つあ
り、もう一つの変数はそのディ
メンショ
ンを示し、もう一つはデバイスの現在の向き(横長または縦長) を示します。これらの変
数の値は、通常のモバイル通信の手順の一部としてクライアントデバイスから実行時に取得されます。その後、変数は
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XPath/XQuery 式内で使用されることができます。結果、(サイズなど)デバイス固有の静的プロパティ
または(向きなどの)
変更可能な動的プロパティ
に対して条件的に、処理を指定することができます。
MobileTogether のグローバル関数は、グローバル関数 のセクショ
ンに定義済みで各変数の説明と使用可能な値と共に
リストされています。下にリストされているMT_iPad グローバル変数 (使用可能な値: true(), false()) のサンプル
はどの様にグローバル変数がXPath 式内でよびだされるかを示しています。 $ シンボルは、XPath 内の変数を示す通
常の方法である、グローバル変数の名前の後に何が続く
かを示すために使用されます。
if ( $MT_iPad=true() ) then "Apple" else ""
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チュートリアル
このセクショ
ンは、MobileTogether デザインを作成するために必要な基本ステップをガイドし、更に高度な
MobileTogether の機能を理解するための手助けをするチュートリアルを含みます。
クイックスタートチュートリアルは、基本から、MTD ファイルと関連ファイルをMobileTogether Server にデプロイ
するまでのステップをガイドします。
シンプルなデータベースのチュートリアルでは、DB をベースにしたデザインの作成と、ユーザーの選択をベースにした
DB 記録をロードする方法が説明されています。
データベースとチャートのチュートリアルは既に完成したデザインファイルを使用して、データベースとの作業とチャート
の作成を説明します。
サブページと可視性 のチュートリアルは、トップページからサブページの開きかた、およびVisible プロパティ
を使用
してデータ構造の表示のフィ
ルターの方法を説明します。
レコードの追加と編集 のチュートリアルでは、MobileTogether Designer を使いこなすために一連の中間レベ
ルの概念について説明されています。
SOAP リクエストチュートリアルは Web サービスからデータを取得するためのSOAP の作成方法、またデザイン
内で返されたデータを使用する方法を説明します。
位置情報の共有 チュートリアルは、位置情報機能の使用方法について説明しています。他の機能に関しては、
共有 とエラーのキャッチで説明されています。
スクロールすることのできるテーブルチュートリアルはスクロールすることのできるテーブルの主な機能について説明し、テ
ーブルの作成方法を紹介します。
クイックスタートチュートリアルは、基本から、MTD ファイルと関連ファイルをMobileTogether Server にデプロイするま
でのステップをガイドします。データベースとチャートのチュートリアルは既に完成したデザインファイルを使用して、データベースと
の作業とチャートの作成を説明します。
チュートリアルで使用される既に完成したデザインファイル、およびデータソースとイメージファイルは、(マイ) ドキュメントフォ
ルダーにあります: Altova\MobileTogetherDesigner4\MobileTogetherDesignerExamples
\Tutorials。
C:\MobileTogether フォルダーを作成し、チュートリ
アルにあるフォルダーとファイルをコピーして C:
\MobileTogether フォルダーに保存すること
が奨励されます。この手順の理由は、与えられたデザインファイル(.mtd
ファイル) の一部は、C:\MobileTogether フォルダー内のターゲットソースに絶対 URL を使用するからです。デザイン

ファイルをサーバーにデプロイ中、(イメージファイルなどの) デプロイするリソースの一部を正確にロケートできない場合、(i) 各
当するリソースファイルをデプロイするファイルのリストから削除し、(ii) 保存されているロケーショ
ンリソースを参照し、(iii) デプ
ロイするファイルのリストにリソースファイルを(正確な場所と共に) 追加します 。
チュートリアルを完了した後、MobileTogetherDesignerExamples フォルダーから、更に高度なデザインファイル
(.mtd ファイル) の例を開く
ことができます。これらの例は MobileTogether Designer の多種の機能の使用法を表示
し、自身のデザインの基準点として使用することができます。

Windows 7、 Windows 8 および Windows 10 でのファイル パス
このドキュメントのファイルパスはすべてのオペレーティ
ングシステムで同じではありません。以下の通信に注意してく
ださい:
(マイ) ドキュメントフォルダー: デフォルトでは以下の場所に存在します。Example ファイルはこのフォルダのサブ
フォルダに存在します。
Windows 7/8/10

C:\Users\<username>\Documents

アプリケーショ
ンフォルダー: アプリケーショ
ンフォルダーには Altova アプリケーショ
ンが存在します。デフォルトでの、
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アプリケーショ
ンフォルダのパスは以下の通りです。
Windows 7/8/10

C:\Program Files\Altova\

64-bit OS 上での32 bit バージョ
ン C:\Program Files (x86)\Altova\

Example ファイル内のファイル URL
Example ファイル内のファイルURL は絶対 URL である可能性があります。その場合は、作業環境のディ
レクトリ構
成に対応していない場合があります。与えられたExample ファイルを使用する場合、ファイル内のファイルURL ?とそ
のような URL を構築するXPath 式が?マシンまたはネットワークの正しいファイルの場所をポイントしていることを確認
してく
ださい。
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クイックスタート (パート1)

クイックスタート(パート1)

このクイックスタートチュートリアルは、MobileTogether デザインのMobileTogether ソリューショ
ン作成ための基本ス
テップを案内します。ソリューショ
ンは、エンドユーザーがコンボボックスから選択するAltova 製品のスプラッシュスクリーンを表
示しています。チュートリアルは、ページ、データソースのセットアップ、コントロールの追加、エンドユーザーの入力による条件付
きスプラッシュスクリーンの表示などを説明します。また、検証、MobileTogether Server へのデザインファイルのデプロイ
方法、シミュレーショ
ンの実行方法についても説明します。このクイックスタートチュートリアルを終了すると、
MobileTogether デザインの大まかな作動原則について十分理解できるはずです。この後、更に複雑なデザインに取り組
むことができます。
このチュートリアルは、MobileTogether デザインの重要な側面を構成する以下のセクショ
ン別に整理されています。
新しいデザインの作成
ページのセットアップ
ページデータソースの追加
デザインのフォーマット
コントロールの追加: コンボボックス
コントロールの追加: イメージ
コントロールアクショ
ンの定義
プロジェクトの検証
シミュレーショ
ンの実行
サーバーにデプロイ

チュートリアル ファイル
このチュートリアルのファイルは(マイ) ドキュメント MobileTogether フォルダーにあります:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\QuickStart。チュートリ
アルで使用されるスプラッシュスク
リーンのイメージファイルは他の場所に保存して使用することができます。
使用するファイルは以下に類似しています: QuickStart01.mtd
チュートリアルで使用されるイメージファイルは、フォルダーの*.bmp ファイルです。
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新しいデザインの作成
このパートでは以下を行います:
新しいMobileTogether デザインの作成
デザインファイルの保存
デザインのプレビュープロパティ
の設定: プレビューデバイスと拡大率のレベル
MobileTogether Designer のGUI に慣れ親しむ

MobileTogether Designer ネイティ
ブの.mtd の拡張子を持つMobileTogether デザインは MTD
(MobileTogether デザイン) ファイルで作成されます。
新しいMobileTogether デザインを作成するには、以下を行います:
1. [ファイル | 新規作成] をクリックします。これにより、新たしいデザインファイルがGUI (以下の図) のメインウィ
ンド
ウに開かれます。このファイルはデフォルトで[新しいページ1]という名前を持ちます。

2. 新しいデザインは[新規デザイン1]というタブにあります。[ファイル | 保存] をクリックして、ファイルを希望する名前で
希望する場所に保存します。デザインファイルが、スプラッシュスクリーンのイメージが保存されているフォルダーと同じ
フォルダーに保存されていることを確認してく
ださい。デザインが完成すると、Altova 製品のスプラッシュスクリーンを
表示するので、例えば、AltovaSplashScreens.mtd. と名付けることができます。 .mtd の拡張子を持つ
新しいファイル名は、ファイルタブの[新規デザイン1] を置き換えます。ファイル名はアプリケーショ
ンのタイトルバーに
も表示されます。
3. MobileTogether Designer 主要なツールバーで[プレビューデバイス] を選択して、デザインの[拡大率] を
設定できます。希望するオプショ
ンを選択します。モバイルデバイスは異なる背景の色とディ
メンショ
ンを持つので、適
切なプレビューデバイスを選択することは、デザインをビジュアル化する際、役に立ちます。プレビューデバイスはデザイ
ンを他のデバイスでビジュアル化を希望すると随時変更することができます。これらの設定はシミュレーショ
ンにも適用
されます。
4. メインウィ
ンドウとタブおよびメインウィ
ンドウの周りに存在する異なるペインに慣れ親しんでく
ださい。ユーザーインター
フェイスに関しては、ユーザーインターフェイスのセクショ
ンで説明されています。
5. メインウィ
ンドウのページデザインとDB クエリタブを切り替えて、ペインの内容の変化を確認してく
ださい。
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ページのセットアップ
MobileTogether デザインは 1 枚以上のページから構成されています。ページとはエンドユーザーがモバイルクライアントデ
バイスで閲覧するものです。デザインに複数ページある場合、ページシーケンスは [ページ] ペインのシーケンスの順序により定
義されます。ページ内で、(通常再利用可能なモジュールを含む) サブページへ移動するためのコントロールを設定することが
できます。チュートリアルのこのパートでは、手順を簡単にするために、1 ページから構成されるプロジェクトを作成します。ペー
ジに関する詳細は、[ページ] ペインに説明されています。
1 枚のページのデザインを作成します。このパートでは以下を行います:
デフォルトのページに名前を与える
ページのタイトルを表示するためにラベルのコントロールを追加する
このラベルをフォーマットする

ページ名とラベルのコントロール
新しいデザインのデフォルトのページに以下の手順で名前を与えます:
1. [ページ] ペイン(下のスクリーンショ
ット) で、新しいページ1 をダブルクリックしてSplashScreens に名前を変更
します。

2. [コントロール] ペイン から、[ラベル] コントロールをデザインにドラッグアンドドロップします。ページ上部にコントロー
ルが置かれます。赤い感嘆符が表示されます。感嘆符をポイントすると、ラベルにコンテンツが無いことを知らせるメッ
セージが表示されます。
3. ラベルのコンテンツは静的または動的であることができます。動的な場合、コンテンツは XPath 式または、ページのデ
ータソース1 つのノードから得ることができます。( SplashScreens ページのデータソースはまだ定義されていませ
ん。この手順は次のパートで行われます。) 静的コンテンツはラベルをダブルクリックしてテキスト、Altova Splash
Screens を入力し、[Enter] を押します。
4. テーブルツールバーで、[中央揃え] をクリックして、テキストを中央に揃えます。[テキストの色] および/
または [背
景色] をクリックして(またはテーブルツールバー内でも)、これらのプロパティ
を設定します。
5. 選択された[ラベル] コントロールにより、ラベルのプロパティ
は [スタイル&プロパティ
] ペインに表示されます。希望す
る場合、このペインで、ラベルの下に余白を作成する下余白プロパティ
などの利用可能なラベルのフォーマットプロパ
ティ
を変更します。
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ページ データソースの追加
ここまでの手順で、ページを作成し、タイトルを付けました。このパートでは以下を行います:
このページに空白のXML データソースを追加する
このデータソースには構成またはコンテンツがないため、直接 [ページソース] ペインに構成を作成する。
デフォルトのXPath コンテキストノードを設定する。
このセクションのボタン
ソースの追加

ページはデータの取得先であるページソースを1 つ以上持つことができます。データソースは、[ページソース] ペインで定義さ
れ、読み取り専用または編集可能を指定できます。データソースは外部ソース、または直接[ページソース] ペインで作成さ
れ静的データを含むことができます。使用できるデータソースの種類は、データソースのセクショ
ンで説明されています。このチュ
ートリアルでは、編集可能な空白のXML ソースである1 種類のデータソースを追加し、直接 [ページソース] ペインで構
成のコンテンツを作成します。
ページのデータソースを追加するには、以下を行います:
1. [ページソース] ペインの[ページソースの追加] ボタンをクリックして、ページソースの追加ダイアログを表示します
(下のスクリーンショ
ット)。
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2. 新しい、空白のXML を選択して[次へ] をクリックします。
3. 次のスクリーンでデフォルトの設定を保持します(編集可能として、データソースが作成されると、含まれるデータを変
更することができます)。[OK] をクリックします。$XML1 と呼ばれるルートノードが[ページソース] ペインのページ
ソースツリーに追加されます(下のスクリーンショ
ット)。
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4. ルートノード$XML1 のあるXML ツリーが空白なことに気が付きます。$XML1 を右クリックして、[子の追加 | 要
素] を選択し、要素名 Products を入力します。
5. (右クリックして[子の追加 | 要素] を選択して）Products に子要素を追加し、子要素をProduct と名付
けます。要素の名前の変更を希望する場合は、要素の名前をダブルクリックして編集します。
6. 要素を右クリックして、[ページのロード時に存在することを確認 (固定値)] を選択します。Product 要素を
右クリックして、xmlspy を入力します(下のスクリーンショ
ット参照)。ページロード時のProduct 要素のデフォ
ルトのコンテンツとなります。

$XML1 に割り
当てられたXML デフォルトのファイルは存在しません。デフォルトのファイルは、データソースツリーのノ

ードに入るデータを提供します。デフォルトのファイルから提供されるデータは、手動でツリーノードに入力されるデータ
に上書きされます。このケースの場合、単一のデータノード: $XML1/Products/Product があり、文字列
xmlspy をデフォルトコンテンツと
して持ちます。XML データ構成は以下の通りです:
<Products>
<Product>xm lspy</Product>
</Products>

ページ XPath コンテキスト ノードの設定
各ページは、そのページで定義された、相対 XPath 式 のコンテキストノードとして使用される、ページXPath コンテキスト
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ノードを持っています。ページXPath コンテキストノードは、ラベル、XPath コンテキスト 付きの[ページソース] ペイン内
で指定されています (下のスクリーンショ
ット参照)。各ページは自身のページXPath コンテキストノードを持ちます。
ページXPath コンテキストノードをProducts ノードに変更します。Products を右クリックして、[XPath コンテキス
トとして設定] を選択します。この要素 Products がページXPath コンテキストノードとして設定され、XPath コンテ
キスト(下のスクリーンショ
ット参照) とラベルされて表示されます。

メモ:

希望する場合、XPath 式内で、ページXPath コンテキストノードではない、データソースツリーのノードを参照し、
そのノードの絶対パスを使用し、ツリーのルートノードから開始することができます。 例えば: $XML2/
SomeRootElement/SomeOtherElement。
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デザインのフォーマット
デザインペインは (スプラッシュスクリーン) と呼ばれており、ディスプレイタイトル (Altova Splash Screens) とデータ
ソース($XML1)を表示しています。このパートでは以下を行います:
プレゼンテーショ
ンのためのテーブルコントロールの追加
フォーマットの追加: 水平線コントロール、スペース、および色
デザインの他の部分のコピー貼り付けコントロール

テーブルの追加
プレゼンテーショ
ンのためにテーブルを追加します。
1. [コントロール] ペインから、[テーブル] コントロールをデザインにドラッグして、ラベルの下にドロップします。
2. 表示された新しい[テーブルダイアログ] で、テーブルには 2 つの静的な列と1 つの静的な行があるように指定し、
[OK] をクリックします。作成されたテーブルには 2 つの列と1 つの行があります。
3. [コントロール] ペインから、[ラベル] コントロールを左側のセルにドラッグアンドドロップし、静的テキストの値
Altova Product を与えます(テーブルがハイライトされている下のスクリ
ーンショ
ット参照 )。

水平線、スペースおよび色の追加
タイトルとテーブルを分ける水平線の追加は以下の通り行います:
1. [コントロール] ペインから、水平線コントロールをタイトルとテーブルの間にドラッグアンドドロップします(下のスクリー
ンショ
ット参照。深い青色の水平線を、タイトルとテーブルの間にドラッグアンドドロップします )。

2. デザインで選択するラインは、[スタイル&プロパティ
] ペインで色と幅を設定することができます。
3. [Ctrl+C] を押して、ラインをコピーし、([Ctrl+V] 使用して)テーブルの下に貼り付けます。ラインは定義したすべ
てのプロパティ
と共にコピーされます。
4. ラベル、テーブル、テーブルの個別のセルの背景色を変更することができます。カーソルをそれぞれのコンポーネントにあ
て、[スタイル&プロパティ
] ペインで異なる背景色を選択します。
5. ラベルコントロールを選択して、[上余白] と[下余白] のプロパティ
を[スタイル&プロパティ
] ペインで設定します。
6. デザインの色々なパートの異なるコンポーネントのコピーを試してく
ださい。
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コントロールの追加 : コンボ ボックス
前のセクショ
ンで作成されたテーブルの右側のセルにコンボボックスを追加します。その後、コンボボックスのプロパティ
を定義
します。コンボボックスには 2 つの重要なプロパティ
定義が必要です:
コンボ ボックスの値: これらの値はコンボボックスのドロップダウンリストを設定し、ユーザーが選択できるオプショ
ン
(可視エントリ) を提供します。各可視エントリには、関連したXML ノードに入るために対応するXML 値がありま
す。
関連した XML ノード: このデータソースノードはコンボボックスのセクショ
ンと同期されています。コンボボックスセク
ショ
ンから値を受け取ります。初期の値は初期コンボボックスの選択を決定します。
このセクションのボタン
追加ダイアログ

コンボボックスの追加
コンボボックスを追加し、そのプロパティ
を定義するには以下を行います:
1. [コントロール] ペインからコンボボックスコントロールをテーブルの右側のセルに ドラッグアンドドロップします(下のス
クリーンショ
ット参照)。

2. [ページソース] ペインからProduct ノードをドラッグしてコンボボックスにドロップします。Product ノードにコンボ
ボックスを関連付け、いわゆる[ソースノード] (またはページソースリンク)を作成します。エンドユーザーがコンボボッ
クスからオプショ
ンを選択する際、選択されたオプショ
ンのXML 値がProduct ノードにパスされ、Product ノー
ドのコンテンツとなります。
3. コンボボックスのドロップダウンリストのアイテムを定義するには、コンボボックスを選択して、[スタイル&プロパティ
]ペ
イン内の[コンボボックス入力値]プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックします。コンボボックスの編集ダイア
ログ(下のスクリーンショ
ット) が表示されます。
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4. [値のリストを使用] を選択して、[異なるテキストとXML 値を使用] を選択します。(コンボボックスのドロップダ
ウンリストの)可視エントリの値と( Product ノードに書き込まれる)対応するXML 値を入力します。イメージコン
トロールの追加 の際、XML 値が小文字で記入されている理由を説明します。(ヒント: イメージ名は、例えば
xmlspy.bmp の様に、小文字で記載されています。) 9 つあるAltova 製品を好きな順序で入力します:
XMLSpy Authentic StyleVision MapForce DiffDog Databesespy MobileTogether
SchemaAgent、UModel。

5. ダイアログ下部の[値を並べ替え] のチェックボックスをチェックして、リストを並べ替え表示されるとを[OK] クリックし
て終了します。
完成したソリューショ
ンが実行され、または、完成したプロジェクトのシミュレーショ
ンが実行される際、ドロップダウンリスト(下
のスクリーンショ
ット) は、可視入力列の定義にリストされた値を表示します。(上のスクリーンショ
ット参照)。

このプロジェクトの目的:エンドユーザーがドロップダウンリストからエントリを選択する際、(上記コンボ ボックスの定義のスク
リーンショ
ット参照 ) エントリに対応するXML 値がデータソースのProduct ノードにパスされます。Product のデフォル
トのコンテンツは(ノード作成時に定義された) xmlspy であることに注意してく
ださい。 ノード内の値を使用して、スプラッ
シュスクリーンのイメージを表示するURL を作成することができます。この点に関しては、チュートリアルの次のパートコントロ
ールの追加:イメージで説明されます。
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コントロールの追加 : イメージ
デザインにイメージを追加します。このイメージはエンドユーザーがコンボボックス(前のセクショ
ン参照) を選択するAltova
製品のスプラッシュスクリーンとなります。最も重要なイメージのプロパティ
は イメージ URL プロパティ
と呼ばれ、表示されるイ
メージを選択します。作成されるURL は デザインファイルと同じフォルダー内のイメージファイルを探します。もちろん、絶対
ファイルURL またはインターネットのロケーショ
ンでのイメージを使用することもできます。
このパートでは以下を行います:
イメージコントロールの追加
イメージ ソースプロパティ
を、コンボボックスの選択で動的に変更するURL を許可するXPath 式を使用して定義
します。このチュートリアルで参照されるイメージは、(マイ) ドキュメントフォルダー内のフォルダーの以下の場所にあり
ます、MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials 。希望する場合は、イメージを他のフォルダ
ーに保存することができます。
このセクションのボタン
XPath

イメージの追加
イメージを追加、しそのプロパティ
を定義するには以下を行います:
1. [コントロール] ペインからイメージコントロールをテーブルの下にドラッグアンドドロップします。
2. [スタイル&プロパティ
] ペインでイメージの名前を、[名前]プロパティ
を[Image: SplaschScreen] と設定
します。 .
3. [イメージ ソース]プロパティ
を選択して、[スタイル&プロパティ
] ペインのツールバーの[XPath] ボタンをクリックす
ると、[XPath/XQuery 条件式の編集] ダイアログが表示されます。
4. XPath 式を入力します: concat(Product,'.bm p')、[OK] をクリックします。
このXPath 式は、デザインファイルと同じフォルダー内の.bmp ファイルを見つける[相対 URL] を作成します。イメージ
ファイルが保存されている、正しい場所を指定する必要があります。 必要に応じて、絶対 URL (下部の例を参照) を使
用することができます。ファイル名 (例えば、xmlspy) は、エンドユーザーのコンボボックスからの選択のコンテントを取得する
Product ノードから取得すること
ができます。のデフォルトのProduct ノード値は xmlspy に設定されていますので、
XPath 式とイメージURL の開始は以下の通りになります:
この XPath 式:
はこの絶対 URL
を作成します:
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エンドユーザーがコンボボックス(上のスクリーンショ
ット参照)のドロップダウンリストから製品を選択すると、例えば、
MobileTogether、の場合、MobileTogether のスプラッ
シュスクリーンが表示されます(下のスクリーンショ
ット)。これ
は、MobileTogether の選択がmobiletogether であることに対応したXML 値のためです。このXML 値は、
Product ノードにパスされ、XPath 式が動的に対応イメージURL: mobiletogether.bmp を作成するために使
用されます。

イメージが再ロードされたことを確認するために、コンボボックスの選択がなされると、アクショ
ンの再ロードがコンボボックスで設
定されていなければなりません。手順は次のセクショ
ンコントロールアクショ
ンの定義で説明されています。

Altova MobileTogether Designer
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コントロール アクションの定義
コントロールアクショ
ンは ボタンのクリック、コンボボックスの選択などのイベントに対して、どのようなアクショ
ンをコントロールがと
るか定義します。アクショ
ンは以下を含みます: データノードのアップデート、ページソースの再ロードまたは保存、データベース
コマンドの実行。
このパートでは以下を行います:
ページのために定義されたページアクショ
ンとコントロールを確認する
コンボボックスが編集されるとイメージをアップデートするコンボボックスアクショ
ンを追加する

ページアクションの概要
SplashScreens ページのすべてのアクショ
ンの概要に移動するには、[ページ | アクションの概要] をクリックします。ペ
ージアクショ
ン概要ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) が表示されます。すべてのイベントとそのアクショ
ンが現在ページのため
に定義されている通り表示されます。ページイベントとコントロールイベント、およびこれらの対応するアクショ
ンなどが表示され
ます。下のスクリーンショ
ットのSplashScreens 要素はページを参照します。他の全ての要素はページデザインの異なる
コントロールです。現在イベントのアクショ
ンは定義されていません。

コンボ ボックス コントロールの再ロード アクションの定義
コントロールアクショ
ンの定義は 2 部から構成されています: (i) アクショ
ンをトリガーするコントロールイベントの選択; と(ii)
イベントが起こると、実行されるアクショ
ンの指定。例では、以下を行います: ユーザーがコンボボックスの選択を行うと、イメー
ジを再ロードする。これは、イメージURL が(コンボボックスで選択された)新しいProduct ノードの値と再評価されるため
です。ですから、コンボボックスの編集が完了すると、イメージを再ロードする再ロードアクショ
ンが必要になります。このコン
ボボックスイベントとアクショ
ンの定義は以下の通り行います。
1. XML:Product コンボボックスを右クリックして、[編集の終了時 のコントロールアクション] を選択する。このオプ
ショ
ンによりコンボボックスのコントロールアクショ
ンダイアログが開かれます(下のスクリーンショ
ット参照)。コンボボックス
イベントは1つしかありません: 編集の終了時 (右側のペイン参照)。もし、追加イベントが利用可能な場合、右
側のペインの追加タブとして表示されます。左側のペインに、グループ分けされたイベントのすべての利用可能なアク
ショ
ンがリストされます。
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2. 再ロード アクショ
ンをページソースグループからドラッグし、編集の終了時 タブ(下のスクリーンショ
ット) にドロップし
ます。これによりコンボボックスが編集されると再ロードアクショ
ンが実行されることが指定されます。
3. ドロップダウンの($XML1 の横の) 矢印をクリックして、Image: SplashScreen を選択し、[OK] をクリックし
ます。これによりコンボボックスの値が変更されるとイメージコントロールが更新されます。

ページアクショ
ン概要ダイアログを見ると、[再ロードイメージ] アクショ
ンがコンボボックスの編集の終了時 イベントに定義さ
れていることが確認できます。

Altova MobileTogether Designer
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プロジェクトの検証
デザインページが完成したので、プロジェクトを[プロジェクト| 検証] で検証してエラーを確認します。検証では、エラーまた
は警告の有無を知らせるメッセージが表示されます。
警告とは、注意が必要なデザイン問題ですが、致命的ではなく
、ソリューショ
ンの実行を防ぐものではありません。
エラーメッセージとは、一方警告の反対で、致命的である可能性があり、解決されることが奨励されます。
メモ:

メッセージウィ
ンドウの複数のメッセージは展開することができる詳細を含んでいます。また詳細を提供するクリックする
ことのできるリンクも含まれています。
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シミュレーションの実行
MobileTogether Designer 内で直接プロジェクトワークフローのシミュレーショ
ンを実行することができます。シミュレーショ
ンデバイスはメインツールバーのプレビューデバイスコンボボックスで現在選択されているデバイスです。異なるデバイスでシ
ミュレーショ
ンを確認するためプレビューデバイスを変更することができます。シミュレーショ
ンを実行するには [プロジェクト| ワ
ークフローのシミュレーション] または [F5] を選択します。これによりシミュレーターを開きシミュレーショ
ンが開始します。

Product のデフォルトの値がxmlspy に設定されているため、XMLSpy スプラッ
シュスクリーンが表示されます。$XML1

ノード(下のスクリーンショ
ット) を展開すると、右のページソースペインに表示されます。

シミュレーショ
ンでは、ドロップダウンリストを表示するためコンボボックスをクリックします(下のスクリーンショ
ット)。

Altova MobileTogether Designer
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リストから製品を選択するとイメージとProduct ノードの値が変更されることが確認できます。([セット] を押して選択を確
認する必要があります。)

終了すると[閉じる] または [Esc] を押して、シミュレーターを閉じます。

サーバーシミュレーションの実行
MobileTogether Server の[プロジェクト| ワークフローのシミュレーションにサーバーを使用]を使用してサーバーシ
ミュレーショ
ンを行うことができます。MobileTogether Server のWeb UI の([設定 | サーバー側ソリューション作業
ディレクトリ] によりソリューショ
ンの作業ディ
レクトリを設定します。 下のスクリーンショ
ット参照)。デザインのすべての相対
パスはこの設定で指定されたディ
レクトリに相対して解決されます。サーバーシミュレーショ
ンが正しく
作動するためには、レファ
レンスファイルが保存されているディ
レクトリのパスを入力します。スクリーンショ
ット(C:\MobileTogether\) で表示され
ているディ
レクトリの設定は、(デザイン内の相対イメージがイメージファイルとデザインが同じディ
レクトリに存在するよう指定す
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るため) デザインとイメージファイルがフォルダーC:\MobileTogether\に存在しなく
てはならないことを意味します。
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サーバーにデプロイ
プロジェクトの検証とシミュレーショ
ンのテストに成功すると、プロジェクトをMobileTogether Server にデプロイすることがで
きます。プロジェクトがサーバーにデプロイされると、MobileTogether Client アプリが作動できるソリューショ
ンとなります。プ
ロジェクトとファイルのデプロイの詳細については、プロジェクトのデプロイおよびプロジェクトファイルの場所のセクショ
ンを参照
してく
ださい。
MobileTogether Server にプロジェクトをデプロイするには、デザイナーからのワークフローの保存の特権を持つユーザー
としてサーバーにアクセスする必要があります。MobileTogether Server のユーザーのアクセス権に関しては、
MobileTogether Server のWeb UI に説明されています。ユーザーの特権の設定に関する情報は
MobileTogether Server ユーザーマニュアルを参照してく
ださい。

MobileTogether Server にプロジェクトをデプロイ
プロジェクトと関連した(イメージ) ファイルのMobileTogether Server へのデプロイは以下の通り行います:
1. [ファイル] ペイン(下のスクリーンショ
ット) 内イメージファイルを右クリックし、表示されるコンテキストメニューの[ファイ
ルの追加] を選択します。

2.
3.
4.
5.

イメージファイルを参照して、イメージファイルリストに追加します。
ファイルを右クリックし、「相対的なパスにする」を選択します。
ステップ1 と2 を繰り返し、必要なイメージファイルすべてを追加します。
[ファイル | MobileTogether Server へデプロイ] を選択すると、MobileTogether Server へデプロイダ
イアログが表示されます (下のスクリーンショ
ット)。
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6. MobileTogether Server アドレスと、管理者ポート(デフォルトHTTP ポートは 8085 HTTPS ポートは
8086) を入力します。
7. MobileTogether Server にアクセスするための、ユーザー名とパスワードを入力します。このユーザーは、デプロイ
を成功させるためデザイナーからワークフローの保存の特権を持つ必要があることに注意してく
ださい。ユーザーの
特権に関しては MobileTogether Server ユーザーマニュアルを参照してく
ださい。
8. デプロイ| パスのフィ
ールドに、サーバーでこのソリューショ
ンがデプロイされる名前を入力します。例えば、上部のス
クリーンショ
ットで、ワークフローは、/public コンテナーに保存され、QuickStart01 という名前を持ちます。
MobileTogether Serverでは、 QuickStart01 というエントリのみが表示されます。このエントリに含まれるイ
メージファイルは異なるファイルとしては表示されません。
9. [OK] をクリックして完了します。デプロイに選択されたプロジェクトとファイルは MobileTogether Server に
QuickStart01 と
いう名前のワークフローとしてデプロイされます。
以上です!

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

チュートリアル

4.2

クイックスタート(パート2)

55

クイックスタート (パート2)
このクイックスタートのパート2 はパート1 の最後からの続きです。パート2 はデータソースとしての外部 XML ファイルの使
用に焦点をあてます。コンボボックスのための動的なドロップダウンリストをXML ファイル内のデータから生成する方法、ペ
ージへの動的リンクの作成する方法、ファイルへデータを戻して保存する方法などをこのパートで学習することができます。
このリュートリアルは以下のセクショ
ン別に整理されており、各セクショ
ンは MobileTogether デザイン作成の重要な側面を
取り扱っています。
ファイルからデータをロード
ソースノードの変更
シミュレーショ
ンの実行
コンボボックスエントリにファイルデータを使用
データファイルをデフォルトファイルとして設定
Web ページへの動的リンクの作成
データをファイルに戻して保存

チュートリアル ファイル
このチュートリアルのファイルは(マイ) ドキュメント内のMobileTogether フォルダーにあります:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\QuickStart。Tutorials フォルダーはチュートリ
アル
で参照されるスプラッシュスクリーンイメージも含みます。これらのイメージを保存して、他の場所にあるXML ファイルを希望
する場合使用することができます。
パート1 で作成したファイルを使用して開始します。代わりに、提供されるデザインファイル
QuickStart01.mtd を使用すること
もできます。
完成されるファイルは、QuickStart02.mtd に類似したものです。
XML データファイルは AltovaProducts.xml です。
イメージファイルは *.bmp です。
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ファイルからデータをロード
このパートでは以下を行います:
ソリューショ
ンページがロードされた際、ソリューショ
ンのためのデータがXML ファイルから取得されることを指定しま
す。チュートリアルフォルダーにあるファイルは、AltovaProducts.xml と呼ばれ、リストは下部にあります。
パート1 で作成されたデータソースに類似した構成を持ちますが、唯一の違いは新しい要素 Selection を持
つことです。
データソースのツリー構造を変更して、XML データファイルの異なる構造にマッチさせます。
XML ファイルのリスト、AltovaProducts.xml
(マイ) ドキュメントフォルダーでMobileTogether フォルダーを探します:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\AltovaProducts.xml
<?xm lVersion="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Products>
<Selection></Selection>
<Product>XM LSpy</Product>
<Product>M apForce</Product>
<Product>StyleVision</Product>
<Product>M obileTogether</Product>
<Product>DatabaseSpy</Product>
<Product>DiffDog</Product>
<Product>Schem aAgent</Product>
<Product>UM odel</Product>
<Product>Authentic</Product>
</Products>

ページのロード時に使用するデータファイルの指定
XML ファイルから抽出されるページデータソースのデータを指定するには、以下を行います:
1. (マイ) ドキュメントフォルダーのMobileTogether フォルダーにあるQuickStart01.mtd を開きます:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\.
2. [ページ | ページアクション] をクリックします。ページアクショ
ンダイアログが表示されます(下のスクリーンショ
ット)。
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3. ファイルのロード/保存 アクショ
ンをドラッグして、ページのロード時 イベントのタブにドロップします。
4. ファイルからロードのボタンが選択されていることを確認しページソースが$XML1 であることを確認してく
ださい(下の
スクリーンショ
ット参照)。
5. 設定 エントリの[追加ダイアログ] ボタンをクリックすると、ファイル指定ダイアログが表示されます。
6. 「
パスをデザインに対して相対的にする」
を選択して、AltovaProducts.xml ファイルを参照します。
7. デザインファイルと共にMobileTogether Server にデプロイするか問われます。[はい] をクリックします。ページが
ロードされる際、ファイルはデータファイルとしてセットされデータソース$XML1 のためにロードされます(下のスクリーン
ショ
ット)。

8. [OK] をクリックして終了します。

ページソースのデータ構成の変更
XML データファイルには特別のSelection 要素があります。この要素からXML ツリーが、データを得るためには、[ペー
ジソース] ペインのデータソースのXML ツリーにSelection 要素を追加します(下のスクリーンショ
ットと上のリスト参
照 )。 ツリーに Selection 要素をProduct または Products を右クリックして追加し、それぞれ [子の追加]
または [追加]、[要素] を選択します。 要素をダブルクリックして名前を編集して、要素をSelection に名前変更し
ます。
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Selection にデフォルトの値を追加しません。この理由は、ページがロードされた際、ページのデータが
AltovaProducts.xml より
来るようにするためです。これは、このページのページのロード時 イベントのために定義され
たアクショ
ンです(上部参照)。 Selection のデフォルトの値を設定すると、このデフォルトの値は、
AltovaProducts.xml のSelection ノードから得られた値を上書きします。 [ページソース] ペインでデフォルトの
値が割り当てられていない場合、ページがロードされると、 Selection ノードは空白になります。これは
AltovaProducts.xml のSelection ノードが空白であるからです (上部のファ
イルリストを参照)。チュートリアル

の後半でこのシミュレーショ
ンを行います。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

チュートリアル

クイックスタート(パート2)

59

ソース ノードの変更
このパートでは以下を行います:
コンボボックスのソースノードの変更
イメージのXPath 式の保存

コンボ ボックスのソースノードの変更
各ページコントロールは、データソースの1 つのノードである、[ソースノード] （またはページソースリンク）を持つことができま
す。リンクは、データソースノードを[ページソース] ペインからデザインのコントロールにドラッグすることで作成できます。 基
本的に、ソースノードは、XML ノードからコントロールにデータを送信します。XML ノードのデータがどのようにコントロールに
関係するかは、コントロールの種類によります。例えば、: コンボボックスのセクショ
ンはソースノードを更新します XML ノー
ド?そしてその値がコンボボックスのディ
スプレイに反映されますが、イメージのソースノードは、イメージのURL を提供しま
す。コントロールをポイントすると、ソースノードの使用方法がポップアップします。例えば、(コンボボックスの) XML ノードとし
て編集する、または、(イメージの)データ元として編集するなど。
コンボボックスのソースノードリンクをProduct からSelection に変更します。Selection ノードを[ページソース]
ペインからコンボボックスのコントロールへドラッグします(下のスクリーンショ
ット参照)。

エンドユーザーのコンボボックスの選択を、Product 要素ではなく
、Selection 要素に入れるための手順の理由は以
下の通りです:
複数の兄弟 Product 要素がAltovaProducts.xml にはあり、各要素には変更を希望しないデータが含
まれています。
Product のページソースリ
ンクが、最初のProduct 要素 (Product[1]) である場合、コンボボックスの選択
で最初のみが更新されます。
最善の解決法はエンドユーザーの選択を別の要素に保管することです。
ページソースリンクをProduct からSelection に変更した後、コンボボックスの選択は、Product ノードではな
く
、Selection ノードを更新します。

イメージ URL の XPath 式の変更
コンボボックスの選択のXML 値がSelection ノードに入るため、このノードは、イメージURL を作成するXPath 式に
使用される必要があります。デザインで、イメージを選択し、 ([スタイル&プロパティ
] ペイン内の) Image URL プロパティ
の[XPath] ボタンをクリックします。[XPath/XQuery 条件式の編集] ダイアログが表示されるので、XPath 式を変更
し、Product をSelection と置き換えます。例えば:
以下を:
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concat(Selection, '.bm p')

このXPath 式は、( Selection ノードに保管されている) エンドユーザーのコンボボックスの選択を使用しイメージファイ
ル名を生成します。イメージファイルとデザインファイルは同じフォルダーにあり、XPath 式により生成されるファイル名は、デザ
インファイルの場所からのイメージへの相対パスです。
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シミュレーションの実行
[プロジェクト| ワークフローのシミュレーション] または [F5] でシミュレーショ
ンを実行することができます。以下が表示され
ます:

表示

理由

XML データツリー内の
Selection ノードが空白

値がページ開始時にロードされたファイルのAltovaProducts.xml
の空白のSelection ノードから来るため

コンボボックスが空白

Selection ノードが空白のため

ドロップダウンリストに空のエン 現在のコンボボックスの選択 (=空白)の結果として空白のエントリが追
トリが存在する
加されたため。
スプラッシュスクリーンが表示さ 空白のSelection ノードを使用したイメージURL の作成
れていない

ドロップダウンリストから製品(例えば MobileTogether) を選択すると、その製品のスプラッシュスクリーンが表示されま
す(下のスクリーンショ
ット)。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

62

チュートリアル

クイックスタート(パート2)

理由:
1. コンボボックスの選択 ( MobileTogether) が対応する値 (mobiletogether) をSelection ノードに
与えます。
2. Selection ノードの値は正しく
イメージURL を作成するために使用されます。
今後コンボボックスのドロップダウンリストには空白のエントリは存在しません。これは、ノードが空白ではなく
、定義されたコン
ボボックスのエントリのため、エントリがもう空白ではなく
なったからです。
完了すると、[閉じる] または [Esc] をクリックしてシミュレータを閉じます。
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コンボ ボックス エントリにファイル データを使用
このパートでは以下を行います:
データツリー構造を使用してコンボボックスエントリを生成する
変更の効果をテストするためシミュレーショ
ンを実行する
XML ファイルのリスト、AltovaProducts.xml
(マイ) ドキュメントフォルダー のMobileTogether フォルダーを探す :
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\AltovaProducts.xml.
<?xm lversion="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Products>
<Selection></Selection>
<Product>XM LSpy</Product>
<Product>M apForce</Product>
<Product>StyleVision</Product>
<Product>M obileTogether</Product>
<Product>DatabaseSpy</Product>
<Product>DiffDog</Product>
<Product>Schem aAgent</Product>
<Product>UM odel</Product>
<Product>Authentic</Product>
</Products>

コンボ ボックスエントリの編集
コンボボックスのエントリの編集は以下の通り行います:
1. コンボボックスを選択して、[スタイル&プロパティ
] ペインのコンボ ボックス入力値 のプロパティ
の追加ダイアログボ
タンをクリックします。コンボボックスの編集ダイアログ(下のスクリーンショ
ット)が表示されます。

2. 条件式の使用を選択し、[XML の値とエントリーに対して異なるXPath を使用] を選択します。
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3. 上のスクリーンショ
ットに表示されるように、可視エントリとXML の値に対するXPath 式を入力します。
4. ダイアログの下部にある[値を並べ替え]チェックボックスをチェックして、ディ
スプレイ時のリストを並べ替えます。
5. [OK] をクリックして終了します。
Products ノードはこのページのデフォルトのXPath コンテキストノードと
して定義されています。 for 式のXPath は
Products (コンテキストノード) のProduct 子ノードに繰り
返し適用され すべての一意かつ明確な値のシーケンスを

アルファベット順に返します。この場合のXML 値のシーケンスでは、値は一意性をフィ
ルターする前に、値が小文字に変換
されます。これらの2 つのシーケンスはドロップダウンリストのエントリで、対応するXML (可視エントリ) は、(XML 値)の
値です。コンボボックスのエントリ作成およびデータのロードにデータソースファイルにツリー構造を使用する利点は、コンボ
ボックスのエントリは、データソースファイルから動的に生成され、デザインのアイテムのリストのようにコード化されていないからで
す。従って、新しい製品がファイルに追加されると、ドロップダウンリストのエントリとして自動的に表示されます。

シミュレーションの実行
シミュレーショ
ンを実行すると、コンボボックスのエントリがリスト通り実行されます(前のセクショ
ンシミュレーショ
ンの実行参
照)。唯一の違いは、ドロップダウンリストのエントリがAltovaProducts.xml のProduct 要素の値であることです
(上のリスト参照)。ドロップダウンリストのエントリが選択されると、対応する(小文字の) XML 値がSelection ノード
に入力され、イメージURL が正確に評価されます。

データソースファイルのデータの変更
データソースファイルAltovaProducts.xml (上のリスト参照)に以下の2 つの変更を加えます :
下のリストに表示されるSelection ノードに小文字の製品名を追加します。
ファイルからいく
つかのProduct 要素を削除、またはファイルにProduct 要素を追加し、要素の順番を変更し
ます。コンボックスダイアログ(上を参照)、値の並べ替えを選択することにより、選択/
選択の解除の効果をテストす
ることができます。
<?xm lversion="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Products>
<Selection>databasespy</Selection>
<Product>XM LSpy</Product>
...
...
<Product>DatabaseSpy</Product>
</Products>

これらの変更を加えた後、ファイルを保存してシミュレーショ
ンを実行します。初期のスプラッシュスクリーンは、Selection
のノード内の製品です。また、コンボボックスのドロップダウンリストには空白のエントリがあり、ドロップダウンリストのエントリの
数は、XML ファイルの一意のProduct 要素の数と同じです。
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データファイルをデフォルトファイルとして設定
このパートでは以下を行います:
ページデータソースのデフォルトのファイルの指定
シミュレーショ
ンの実行
このセクションのボタン
追加ダイアログ

ページ データ ソースのデフォルトのファイルの指定
データソースに入るデータはデータソースのデフォルトファイルを選択することで指定できます。以下を行います :
1. $XML1 デフォルトファイル(下のスクリーンショ
ット) の[追加ダイアログ] ボタンをクリックします。

2. サーバーと[絶対/
相対 Path] を選択して、ファイルAltovaProducts.xml を参照します。
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3. [OK] ファイルがデフォルトファイルとして追加され、データはデータソースツリーを作成します。
4. [ページ | ページアクション] をクリックしてページアクショ
ンダイアログを開きます。
5. ページのロード時 タブで、[ファイルエントリからロード]を選択して削除します。これは、AltovaProducts.xml
ファイルがページの唯一のデータソースのデフォルトのファイルとして指定されているため、 ファイルからロードアクショ
ンが重複するからです。
6. デフォルトのファイルが使用されているか確認するためシミュレーショ
ンを実行します。
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Web ページへの動的リンクの作成
このパートでは以下を行います:
( XPath 式を使用して) Web ページへ動的にリンクするボタンの追加
シミュレーショ
ンの実行

Web ページにリンクするボタンの追加
コンボボックスで選択された製品の説明ページにリンクするボタンを追加します。これには以下を行います:
1. [コントロール] ペインからボタンコントロールをドラッグして、イメージの下にドロップします (シミュレーターと下のスク
リーンショ
ット参照)。
2. テキスト製品の説明を入力します。
3. ボタンを右クリックして、[ボタンのクリック時 に対するコントロール アクション] を選択します。
4. 表示されるアクショ
ンダイアログで(下のスクリーンショ
ット) [URL/ファイル を開く
] アクショ
ンをボタンのクリック時 タ
ブにドラッグし、下のスクリーンショ
ットに表示されるように、クリック時 および長いクリック時 イベントにドロップします。
双方のクリックの型にアクショ
ンが指定されていないため、2 つのうちのどちらかのイベントがトリガーされたのちに次の
(追加) アクショ
ンが実行されるように、URL を開く
アクショ
ンが実行されます。
表示されるアクショ
ンダイアログで(下のスクリーンショ
ット) [URL を開く
] アクショ
ンをボタンのクリック時 タブにドラッグし
ます。
5. [XPath] ボタンをクリックすると、[XPath/XQuery 条件式の編集] ダイアログが表示されます。以下のXPath
式を入力します: concat('http://w w w .altova.com /', Selection, '.htm l')

6. [OK] をクリックして終了し、ファイルを保存します。

シミュレーションの実行
[F5] または [プロジェクト| ワークフローのシミュレーション] をクリックしてシミュレーショ
ンを実行します。シミュレーショ
ンが
開始すると、コンボボックスの製品を選択して[製品の説明] ボタンをクリックします(下のスクリーンショ
ット参照)。これによ
りAltova Web サイトの製品の説明ページへ移動します。
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データをファイルに戻して保存
このパートでは以下を行います:
コントロールアクショ
ンを使用して変更されたデータをファイルに戻す。
ファイルに保存 アクショ
ンをテストするシミュレーショ
ンの実行

コンボ ボックス編集後データをファイルに保存する
コンボボックスの編集が行われるとファイルに戻して保存することを指定できます。コンボボックスのソースノードは
Selection 要素で、コンボボッ
クスの選択はこの要素に保存されます。コンボボックスには、Selection へのページソ
ースリンクが存在するため、コンボボックスの選択はこの要素に保存されます。変更が デフォルトファイルのSelection
要素に保存されるように指定するには、コンボボックスの 編集の終了時 イベントに保存アクショ
ンを追加します。これは
以下の通り行います。
1. コンボボックスを右クリックして、[編集の終了時 に対するコントロール アクション] をコンテキストメニューから選択
します。
2. これにより、すでにイメージをターゲットにした再ロードアクショ
ンをもつコンボボックスのコントロールアクショ
ンダイアログ
が表示されます。
3. 保存 アクショ
ンをドラッグして、再ロードアクショ
ンの下にドロップします(下のスクリーンショ
ット参照)。

4. [OK] をクリックして終了して、ファイルを保存します。
5. デフォルトのファイルに変更が保存されたか確認するには、デフォルトファイルをエディ
ターで開き、シミュレーショ
ンを実
行し、コンボボックスのエントリを選択し、エディ
ターにデフォルトファイルを再ロードします。新しいコンボボックスの選
択が、デフォルトファイルのSelection 要素として表示されます。
メモ:

ファイルをデフォルトファイル以外で保存することを希望する場合、(保存 アクショ
ンの代わりに)ファイルに保存アク
ショ
ンを使用します。Web ページの保存を希望する場合は、HTTP/FTP に保存アクショ
ンを使用します。(この
場合、ユーザーがHTTP URL でページを変更することを許可する認証の詳細を提供する必要があります。)

以上です!
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シンプルなデータベース

このチュートリアルでは以下について説明されています: (i) DB データソースを基にしたシンプルなデザインの作成、および
(ii) ユーザーの選択をベースにしたDB 記録のロードと表示。デザインのためのデータは Microsoft Access データベース
内に保管されている車種のデータベースをソースにしています。ソリューショ
ン内では、ユーザーは製造業者を選択することがで
きます。自動車の製造業者はテーブル内に表示されています (下のスクリーンショ
ット参照)。

チュートリアルのファイル
マイドキュメントMobileTogether フォルダー内にこのチュートリアルに必要なファイルは存在しています:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\Databases。
車種の戻るの記録を含んでいるAccess データベースは自動車の製造業者のリストにより構成されています:
MyCars.mdb

デザインファイルは、SimpleDatabase.mtd と同様の結果を表示します。

チュートリアルの構成
このチュートリアルは以下のように構成されています:
DB データソース
ユーザーの入力を保管するための永続的なツリー
ユーザーの選択に基づきDB データをロードする
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DB データソース
このセクショ
ンでは、新規のMobileTogether デザインが作成されます。Microsoft Access データベース
MyCars.mdb をデータソースと
使用しています。
下のスクリーンショ
ット内に
DB の構造が表示されています。(DB の最初の記録の一部のみがスクリーンショ
ットに表示されていることに注意してく
ださ
い)

デザイン内で DB データソースをセットアップする
DB データソースのセットアップは、以下のとおりです:
新規のデザインを作成します (ファイル | 新規作成)
ページソースペイン内のソースの追加アイコンをクリックしてデータソースを作成します。
表示されるページソースの追加ダイアログから、「
新規のDB 構造」
を選択して、「次へ」をクリックします。
ダイアログの次のスクリーン内で、デフォルトの設定を保持し、「完了」をクリックします。
表示される接続ウィ
ザードダイアログから、Microsoft Access (ADO)を選択し、「次へ」をクリックします。
次のスクリーンから「
既存のデータベースを使用する」
を選択して、MyCars.mdb DB を参照し、「接続」をクリック
します。
7. 接続が作成され、データベースオブジェクトの挿入ダイアログが表示されます (下のスクリーンショ
ット) 。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cars テーブルをスクリ
ーンショ
ット内のとおり表示されるように選択し、OK をクリックします。
Cars テーブルは、デザインページのDB データソースと
して作成され、ページソースペイン内で表示されます (下のスクリー

ンショ
ット)。
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次のセクショ
ンでは、デザイン内でコンボボックスが作成され、エンドユーザーが表示される自動車の製造業社名を選択するこ
とができます。
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ユーザーの入力を保管するための永続的なツリー
エンドユーザーの選択を反映するには、自動車製造業者名がリストされているコンボボックスを使用します。$PERSISTENT
ツリーは、ノード内にユーザーの選択が保管できるように作成される必要があります。このノードの値は、DB からのデータの
選択が後に製造業者の自動車を表示するために使用されます (次を参照：次のセクショ
ン)。
$PERSISTENT ツリ
ーとコンボボックスについてこのセクショ
ンでは説明されています。

$PERSISTENT ツリーを作成する
デザインが作成されると、$PERSISTENT ツリーが自動的にページソースペイン内でRoot と呼ばれるルート(またはドキュ
メント) と共に作成されます(下のスクリーンショ
ットを参照 )。ユーザーの選択を保管するには、単一のノードのみが必要
で、子要素または子属性要素のみが必要とされます。Manufacturer と呼ばれる属性ノードをRoot 要素に以下のよ
うに追加します。$PERSISTENT ツリー内からRoot を選択し、ツールバー内の属性の追加 アイコンをクリックして、子
属性の追加 を選択します。Manufacturer に属性の名前を変更します(下のスクリーンショ
ットを参照)。

属性 Manufacturer には空白の文字列 ("") が開始の値として存在しています (スクリーンショ
ットを参照)。これによ
り、$PERSISTENT ツリーがリセットされると、Manufacturer 属性が空白の文字列である値を持つようになります。

ユーザーの選択のためにコンボボックスを作成する
ページのデザインが以下のようになるようにデザインします:

この時点でのデザインは以下を含んでいますデザイン:
ラベルコントロールにはこのページのタイトルが表示されます。
静的テーブルコントロールには2つのセルが含まれています。
左側のテーブルセルには、文字 (Select manufacturer) を含んだラベルが含まれています。
右側のテーブルセルには、自動車製造業者のリストからエンドユーザーが選択するオプショ
ンが表示されるコンボボック
スが含まれています。
ラベル テーブル、とコンボボックスコントロールを追加するには、コントロールのペインから対応するコントロールをドラッグし
ます。コントロールのプロパティ
に関する詳細は、対応するコントロールの詳細を参照してく
ださい。
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コンボボックスの設定
コンボボックスの設定には3つの重要な点があります:
コンボボックスが表示する値、および、ユーザーの選択として保管される値。これらの値を定義するには、コンボボックス
をダブルクリックします。表示さえるコンボボックスの編集ダイアログ内で(下のスクリーンショ
ット)、スクリーンショ
ット内
で表示されているように、値を追加します。これらの値は、コンボボックスのドロップダウンリストのアイテム、および、対
応するXML 値となります。

コンボボックスの選択を保管するためのデータソースリンク。$PERSISTENT/Root/Manufacturer 属性をペ
ージソースペインからコンボボックスにドラッグします。これにより、データソースリンクが構築されます。この結果、エンド
ユーザーがコンボボックス内のドロップダウンリストのアイテムを選択すると、選択されたアイテムの対応するXML 値
が$PERSISTENT/Root/Manufacturer ノードに保存されます。
コンボボックス内の新規のドロップダウンリストアイテムをエンドユーザーが選択すると、$DB1 ツリーが再ロードされま
す (これは、DB データソースからロードされたデータがコンボボックスの選択をベースに選択される必要があるからで
す。コンボボックスの値が変更されると、データの選択も変更される必要があります。コンボボックスの選択をベースに
するDB データの選択は、次のセクショ
ンで更に詳しく
説明されています。$DB1 ツリーを再ロードするには、再ロ
ードアクショ
ンをコンボボックスの編集の完了時イベントに追加します。これはコンボボックスを右クリックして、編集の
完了時のためのコントロールアクションを選択して行います。表示されるアクショ
ンダイアログでは、下のスクリーン
ショ
ットに示されるように再ロードアクショ
ンを追加します。

次に、選択された自動車製造業者の自動車名をDB からソリューショ
ンにロードし、テーブルに自動車名を表示します。
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ユーザーの選択に基づき DB データをロードする
車種のDB レコードはロードされ、エンドユーザーにより選択された自動車製造業者に従い(コンボボックス内で)テーブル内
に表示されます。セットアップの方法に関しては、前のセクショ
ンを参照してく
ださい。このセクショ
ンでは、記録を表示するた
めにテーブルの作成、$DB1 ツリーにロードするレコードの選択方法、おいよび表示方法についての説明が行われます。

レコードの表示のためのテーブル
DB 内では、各レコード(または 行) は異なる車種に対応しています。各テーブル行がDB 行に対応するデザインへ繰り
返し行を使用したテーブルを追加することがこれらのレコードを表示するために最適なアプローチです。テーブルには3つの列
（
自動車の製造業者、モデル、自動車の馬力）
が存在し、また、ヘッダー行も存在します (下のスクリーンショ
ット参照)。ユ
ーザーがコンボボックス内の選択を変更すると、新しい自動車製造業者の車種がロードされ、表示されます。

上記のプロパティ
を持つテーブルを挿入するには、下のスクリーンショ
ット内で表示されるとおりの仕様を持つ、テーブルコントロ
ールを追加します。
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テーブル内で以下を行います:
DB 行へのテーブルの主要繰り返し行。要素 $DB1/DB/RowSet/Row をテーブルの繰り返し行 アイコンへドラッ
グして行います。$DB1 ツリー内の各 (レコード) 行に対して、テーブル内に対応する行が存在するように指定しま
す。
ラベルコントロールを、3つそれぞれのヘッダーセルにドラッグアンドドロップして、3つの列ヘッダーに適切なテキストを与
えます(下のスクリーンショ
ット参照)。
3つの列のコンテンツに関しては、それぞれ、ページソースペインから行 要素の次の属性ノードをドロップし、以下のラ
ベルコントロールを作成します: Manufacturer Model Horsepower (下のスクリーンショ
ット参照)。
完了すると、デザイン内のテーブルは以下のようになります:
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ロードして表示するために DB レコードを選択する
作成されたテーブルは、DB からロードされた全ての記録を表示します。$DB1 ツリーが現在定義されているように、DB
内の全ての記録がロードされます。全ての自動車の製造業者の車種が表示されます。しかしながら、このチュートリアルの
目的は、コンボボックス内でユーザーが選択する自動車製造者の車種のみロードし、表示することです。
選択された自動車製造業者の車種のみをロードするには、$DB1 ツリー上でSELECT ステートメントを作成します。以
下を行います:
1. $DB1 ツリーレジェンドの右のDB アイコンをクリックします (下のスクリーンショ
ット内のカーソルを参照してく
ださ
い)。

2. 表示されるデータベースオブジェクトの挿入ダイアログ内で、SELECT ステートメントを追加/
編集するをクリックし
ます。

3. SQL SELECT ステートメントダイアログに、以下のSELECT ステートメントを入力します: SELEC T
[M anufacturer], [M odel], [H orsepow er] FRO M C ars W H ERE M anufacturer =
:M anufacturer。このステートメントは、M anufacturer パラメーターにより
与えられた値にManufacturer フィ
ールドが一致する箇所のこれらのレコードのManufacturer Model、およびHorsepower フィ
ールドのみ
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を、選択し、ロードします。SELECT ステートメントにはパラメーター (:M anufacturer) が含まれており、パラメー
ターの定義のための行がダイアログの下のペインに自動的に追加されます (スクリーンショ
ットを参照).

4. :M anufacturer パラメーター値の定義として、次のXPath 式を入力します: $PERSISTENT/Root/
@Manufacturer。これにより
、SQL SELECT ステートメントがユーザーにより選択される$PERSISTENT/
Root/@Manufacturer ノード内の現在の値にManufacturer フィ
ールドが一致するDB レコードを選択
するように設定します。
$DB1 データソース上で定義されているSELECT ステートメントがDB からデータを選択し、$DB1 ツリ
ーにロードすること

は重要であることに注意してく
ださい。作動のからく
りは以下のとおりです:
コンボボックス内の値をユーザーが変更すると、編集の完了時 イベントの再ロードアクショ
ンは、$DB1 ツリーを再ロ
ードします (コンボボックスの定義を参照してく
ださい)。
$DB1 ツリ
ーは、SELECT ステートメントを前提にしてロードされます。
このSELECT ステートメントは、新規のユーザーの選択を保管する$PERSISTENT/Root/@Manufacturer
属性の値としてを持つパラメーターを使用しています。パラメーターにより、ユーザーが選択する自動車製造業者と
同じ値を持つManufacturer フィ
ールド値を持つこれらのDB 行のみが選択されるようになります。
$DB1 ツリ
ーにロードされるすべての DB 行は、テーブルに表示されます。しかし、ユーザーによる選択に対応する
行のみが$DB1 ツリーにロードされ、テーブルはユーザーによる選択に対応する車種のみを表示します (下のスクリ
ーンショ
ット参照)。
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詳細データベース

このチュートリアルでは DB ベースのデザインの主要な機能について説明されています (下のスクリーンショ
ット)。SQLite
DB は書籍のカタログです。デザインで以下を行うことができます:
書籍のカバーのイメージと共に(書籍) レコードを表示することができます。
(DB 内のカバーイメージの変更を含む)レコードを編集することができます。
(カバーイメージを含む) 新規のレコードを追加することができます。
DB を検索し、検索の結果を表示することができます。
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チュートリアルのファイル
このチュートリアルに必要なファイルは マイドキュメントMobileTogether フォルダーで見つけることができます:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\Databases.
書籍のレコードを含むSQLite データベース: Books.sqlite
デザインファイル: Books.mtd
これらのファイルをフォルダーにコピーし、ないでデザインファイルを開き、MobileTogether Designer、MobileTogether
Designer 内でシミュレーショ
ンを実行することができます。

チュートリアルの構造
このチュートリアルは次のセクショ
ンに整理されています:
ページソース: DB とPersistent
可視性の管理
DB 内のイメージ
レコードの編集
レコードの追加
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ページソース: DB と Persistent
デザインには以下の2つのページが存在します: (i) Main Page という名前のトップページ(ii) Edit Book という名前のサ
ブページ
Main Page は以下の種類の書籍を表示します (i) フィ
ルター無し、または (ii) 検索用語に従いフィ
ルターされた
書籍。Main Page 上では、エンドユーザーは以下を行うことができます: (i) 編集のためにレコードをクリックしま
す。(ii) 新規のレコードを追加するためにボタンをクリックします。これらのクリック両方によりEdit Book サブページ
にアクセスすることができます。Main Page には以下のページソースが4つ存在します (下のスクリーンショ
ット参
照): $PERSISTENT $BOOKS $BOOKS-SEARCH $EDIT-BOOK。
Edit Book サブページには、レコードのフィ
ールドが含まれているテンプレートが含まれています。レコードが追加され
ると、テンプレートは空になります。Edit Book には2つのページソースが存在します: $PERSISTENT と
$EDIT-BOOK。Main Page を持つ$EDIT-BOOK を共有しています。

$PERSISTENT
$PERSISTENT ページソースは動的なデータを保管するために使用されます。Root と
いう名前の単一の要素が存在し
ており、複数の属性を持ちます(下のスクリーンショ
ット参照)。ユーザーアクショ
ンによりその値は決定されます。例えば、属
性 show-as-list はユーザーがリスト または テーブル ラジオボタンを選択するかにより、1 または 0 の値を取ります。
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$PERSISTENT ページソースの値は、デザインの異なるアスペクトを条件付きで決定するために使用されます。 例えば、
show-as-list の値が1 の場合、書籍のカタログはテーブルと
してではなく
リストとして表示されます。

$BOOKS
$BOOKS ページソースは、Books テーブルをSQLite DB Books.sqlite から選択します。各書籍のレコードは
Row 要素の属性に対応する各 DB 行のフィ
ールド(または列) と共にページソース内のRow 要素に対応します。これは、
下のスクリーンショ
ット内のデザイン(左) とシミュレーショ
ン(右)で表示されています。

$BOOKS ページソースは書籍のカタログ全体を表示するために使用されます。
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$BOOKS-SEARCH
$BOOKS-SEARCH ページソース(左下のスクリ
ーンショ
ット) は、SQLite DB Books.sqlite からBooks テーブル
をフィ
ルターし、部分的に検索予後に一致するレコード内のフィ
ールドの値を選択します。左下のスクリーンショ
ットでは、ルー
ト要素 DB. 上のページソース内でフィ
ルターが定義されていることに注意してく
ださい。スクリーンショ
ットで表示されるフィ
ルタ
ーのSQL SELECT ステートメントは右下に表示されるとおりです。SELECT ステートメント内の:SearchLike パラメー
ターは、エンドユーザーにより入力される検索用語に対して解決されます。

検索中にトップページの表示内で、$BOOKS-SEARCH ツリーは、$BOOKS ツリーを置き換えます。

$EDIT-BOOK
$EDIT-BOOK ページソースは、Books.sqlite からBooks テーブルをフィ
ルターする$BOOKS-SEARCH ページソー
スに類似しています。フィ
ルターのSQL SELECT ステートメントは下のスクリーンショ
ットで表示されています。SELECT ステ
ートメント内の:iD パラメーターは、編集、または、追加される書籍のレコードのID であるノード$PERSISTENT/
Root/@edit-book-id 内の値に対して解決されます。

$EDIT-BOOK ページソースは、Edit Book サブページ内の編集テンプレートのデータリ
ンクとして使用されます。
RowSet が現在の(編集済み) データを保持中に元のデータを保つため $EDIT-BOOK ページソースは、(コンテキストメ
ニューを使用して作成される) OriginalRowSet ノードも含んでいます (下のスクリーンショ
ット参照)。
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可視性の管理
Main Page は、テーブルとテーブル列の可視性プロパティ
を使用して、エンドユーザーアクショ
ンに従いテーブルコンポーネント
の表示をオンとオフに切り替えることにより、レイアウトを管理します。

セット内の1つのテーブルのユーザーを優先した表示
Main Page のデザインは、上下の3つのテーブルにより構成されています:
データの表示を決定するユーザーインタラクショ
ンのためのコントロールをホールドする。
エンドユーザーがリストラジオボタンを選択すると表示される、書籍カタログをリストとして表示する。
エンドユーザーがテーブル ラジオボタンを選択すると表示される、書籍カタログをテーブルとして表示する。
書籍のカタログはリスト、または、テーブルとして表示されますが、リストとテーブルの両方としては表示されません。これは、次
のメカニズムを使用して定義されます:
1. (リストまたは テーブル)ラジオボタンが選択されると、ノード$PERSISTENT/Root/@show-as-list は、
List のために1 Table のために 0 の値を受け取ります。
2. (デザイン内で) 書籍カタログをリストとして表示するテーブルのVisible プロパティ
は次に設定されます:
$PERSISTENT/Root/@show-as-list = 1. ラジオボタンの選択がリ
ストの場合のみテーブル画表示されます。
3. 書籍カタログをテーブルとして表示するテーブルのVisible プロパティ
は次に設定されます: $PERSISTENT/
Root/@show-as-list = 0. ラジオボタンの選択がテーブル の場合のみこのテーブルの可視性はオンに切り
替えら
れます。

テーブル列の条件付き表示
Main Page の一番上のテーブルは(下のスクリーンショ
ット) は2つの一行からなるテーブルにより構成されます。これら2つ
のテーブル内での複数の列の表示は、特定のユーザーの選択により条件付けられています。この設定を確認するには、行内
をクリックして、そのテーブル列のVisible プロパティ
のXPath 式を確認してく
ださい。

これらの列の可視性の条件の一部は、以下のとおりです:
リストラジオボタンが選択されている場合、水平スライダーの列が表示されます (上記で水色で表示されていま
す) テーブル ラジオボタンが選択されている場合、
Fit to Screen チェックボックスの列は、テーブル ラジオボタンが選択されている場合、表示され、リストラジオボタ
ンが選択されている場合表示されません。
Search How コンボボックスの列と、編集フィ
ールドは、検索 チェックボックスが選択されている場合表示され、選
択されていない場合、表示されません。
チェックボックスが選択されていない場合、レコードの追加 ボタンは表示され、選択されている場合表示されませ
ん。
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DB 内のイメージ
Base64 エンコードテキスト文字列としてDB とページソースノード内に保管されルことに注意してく
ださい。
メモ:

サーバー上のページソースノードをファイルがパススルーしない場合イメージをイメージファイル(PNG or JPEG など
の) から直接クライアントにロードすることもできます。詳細に関しては、 (i) イメージコントロールと(ii) セクショ
ンイ
メージを参照してく
ださい。

DB からイメージを表示する方法
Base64 エンコード文字列としてイメージはデータベース保管されるため、表示は簡単です: 書籍カタログのリストの表示内
のイメージコントロールは以下を決定します (下のスクリーンショ
ット参照) (i) コントロールのImage Source Type
プロパティ
の値としてのbase64 および(ii) Base64 エンコード文字列を含むノード

(下に表示される)シミュレーショ
ンでは、(ハイライトされている) Base64 エンコード文字列 はページソースツリー内で表
示されています。

DB にイメージを保存する方法
DB にイメージを保存するには、以下のステップに従ってく
ださい。Base64 エンコード文字列としてイメージは DB に保存さ
れなければならないことに注意してく
ださい。 Edit Book サブページのアクショ
ンを検索してこれらのステップに従ってく
ださ
い。
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1. デバイスのギャラリーから選択されたイメージ、または、デバイスのカメラにより撮影された写真。ユーザーによるイメージ
の選択 アクショ
ンがこのステップで使用されます。ギャラリー とカメラボタンのアクショ
ンを参照してく
ださい(上のス
クリーンショ
ット参照)。
2. イメージコントロールの左側のボタンは mt-transform-image 機能を使用して、イメージを逆時計進行方
向、または、進行方向に90度回転することができます。
3. Base64 エンコード文字列として$EDIT-BOOK ページソースのノードにイメージは保存されます。ユーザーによるイ
メージの選択 アクショ
ンは、自動的にイメージデータをBase64 エンコード文字列として保存します。
4. ページソースノード内にイメージデータが保存されると、DB にノードが保存されます。デザイン内では、これはページ
ソース($EDIT-BOOK) をDB に保存することにより行うことができます。レコードが編集されている既存のレコード
の場合、既存のレコードが上書きされます。「保存」ボタンのアクショ
ンを参照してく
ださい(下のスクリーンショ
ット
参照)。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

チュートリアル

詳細データベース

89

レコードの編集
トップページで表示されるレコードを編集するには、表示フィ
ールドの1つをクリックしてレコードを選択します。各フィ
ールドに
は、Edit Book サブページに基本的に移動する定義済みのアクショ
ンのセットが存在します (下のスクリーンショ
ット参
照)。1つまたは複数のフィ
ールドのアクショ
ンを確認してフォローすることができます。

選択された書籍は Edit Book サブページの編集テンプレート内で表示さます(下のシミュレーター内で表示されていま
す)。

以下の点に注意してく
ださい:
Edit Book サブページのページソースは、DB のレコードをフィ
ルターし、選択された書籍のみを表示する $EDITBOOK です。
ページソースは OriginalRowSet ノードをオリジナルのデータを保つために含みますが、RowSet は編集される
データを保ちます。上のスクリーンショ
ットでは、Publisher フィ
ールドは "Signet" から"Signet Classics" に
編集されています。OriginalRowSet とRowSet の発行者フィ
ールドを比較します。
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「保存」ボタンがクリックされると、RowSet からのデータがDB に保存されます。「保存」ボタンのアクショ
ンを参
照してく
ださい。
「破棄」ボタンがクリックされると、RowSet からのデータが破棄されます。「破棄」ボタンのアクショ
ンを参照してく
ださい。
イメージの処理に関しては、セクショ
ンDB 内のイメージ内で説明されています。
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レコードの追加
レコードを追加するには、トップページのレコードの追加ボタンをクリックします (下のスクリーンショ
ット参照)。

レコードの追加 ボタンのアクショ
ンにより、新規の書籍のレコードの詳細を追加し、選択されたイメージをDB 内に保管する
ことのできるEdit Book サブページに移動することができます (下のスクリーンショ
ット)。
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以下の点に注意してく
ださい:
Edit Book サブページのページソースは、DB のレコードをフィ
ルターし、選択された書籍のみを表示する $EDITBOOK です。
ノードがページソースのために定義されているためページソースには、OriginalRowSet ノードが含まれますが、ノ
ードは空です。 既存のレコードが編集される場合このノードは使用されます。
「保存」ボタンがクリックされると、RowSet からのデータがDB に保存されます。「保存」ボタンのアクショ
ンを参
照してく
ださい。
「破棄」ボタンがクリックされると、RowSet からのデータが破棄されます。「破棄」ボタンのアクショ
ンを参照してく
ださい。
イメージの処理に関しては、セクショ
ンDB 内のイメージ内で説明されています。
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データベースとチャート
データベースとチャートチュートリアル(DBAndCharts.mtd) はデータベース(DB) とチャートとの作業について説明しま
す:
テーブルをデータソースとしてセットアップすることにより、DB テーブルデータを表示また編集する方法。
エンドユーザの選択をベースにしてのDB データの表示方法。
DB データをベースにするチャートの作成方法。
下部のスクリーンショ
ットは DBAndCharts.mtd ソリューショ
ンの最初のページを表示しています。エンドユーザーは表示さ
れるセールスのオフィ
スと年度を選択することができます。デザインのトップにあるコンボボックスでこれらの選択ができます。年
度の総売り上げは、コンボボックス下の結果テーブルのLicenses 列に表示されます。コンボボックスで新しい年度またはオ
フィ
スが選択されると、結果テーブルは新しい選択を自動的に更新し反映します。さらに、選択されたオフィ
スの円グラフが表
示されます。各領域は、年度の売り上げ量とこれまでの総売り上げに対するその年度のパーセンテージを表します。新しいオ
フィ
スが選択されると、その特定のオフィ
スの統計が反映された円グラフが表示されます。

チャートの下には、関連するDB テーブルデータを編集することのできるページに移動する2 つのボタンがあります。

チュートリアル ファイル
このチュートリアルのファイルは(マイ) ドキュメントの MobileTogether フォルダーにあります:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\DBAndCharts。
デザインファイルは DBAndCharts.mtd. です。ファイルを開いて、チュートリアルを開き、デザインの作成と機能の
説明を読みます。
MS Access データベースOfficeSales_DB.mdb は、デザインのデータソースとして使用されたテーブルを含
みます。
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プロジェクトの構造
DBAndCharts.mtd を開き、[プロジェクト| 検証] で正確にAccess DB、OfficeSales_DB.mdb に接続で

きるか検証します。接続エラーが発生した場合、継続する前にエラーを訂正してく
ださい。(詳細に関しては メインページの
データソースを参照してく
ださい。)
[ページ] ペイン(下のスクリーンショ
ット) に表示されるように、プロジェクトは 3 つのトップページから構成されています:
DB セールスメインページ (Sales Main Page): スタートページです。DB データを表示し、他のトップペー
ジに移動する2つのボタンがあります。
オフィステーブルの編集 (Edit Offices Table): メインページのボタンをクリックすることで、このページにたどり着
けます。 DB オフィ
ステーブルの編集を有効化することができます。
セールステーブルの編集 (Edit Sales Table): メインページのボタンをクリックすることで、このページにたどり着け
ます。DB セールステーブルの編集を有効化することができます。

ソリューショ
ンが実行されると、最初のトップページDB Sales Main Page がクライアントアプリにロードされることに注意し
てく
ださい。
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メインページ
DB セールスメインページ のデザインは以下に表示されています。コンポーネントは番号付き吹き出しになっていて、下部
に説明があります。

すべてのコンポーネントは、[コントロール] ペインからドラッグして、デザインにドロップするコントロールです。各コントロールは、
[スタイル&プロパティ
] ペインでプロパティ
を割り当てられています。データソースのデータに関連付ける必要のあるコントロール
は、データソースノードをコントロールにドラッグすることにより適切なソースノードが割り当てられています。コンボボックスとボタ
ンには追加してイベントに関連したアクショ
ンがあります。アクショ
ンは、コントロールを右クリックして、[に対するコントロール
アクション...] コマンドを選択することによりアクセスされる、アクショ
ンダイアログでコントロールに割り当てられます。
1
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タイトルページを表示するラベルコントロール; スタイルプロパティ
が適用されています
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2
3

Office とYear のエンドユーザーの選択のコンボボッ
クス。詳細を参照
5

4
6
8

データベースとチャート

7

レイアウトコンポーネントとしての水平線; スタイルプロパティ
が適応されます。
DB データを含むセル付きテーブルコントロール。詳細を参照

9

チャート形式でDB データを表示するチャートコントロール。詳細を参照
Edit Offices とEdit Sales ページに移動するボタンのクリック時 アクショ
ン付きのボタンコ
ントロール。

DB Sales Main Page には、データソースノードをアップデートする、ページのロード時 イベント[ページ | ページ アクショ
ン] のために定義されたアクショ
ンがあります。このアクショ
ンは次のセクショ
ンメインページのデータソースで説明されています。
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メインページのデータソース
メインページには次の3 つのデータソースがあります: $XML1 $DB1 と$DB2。これらは [ページソース] ペイン(下のス
クリーンショ
ット参照)で表示され管理されます。

ページのXPath コンテキストはルートノード$XML1 です。これは、このページのすべてのXPath 式が、をコンテキストノー
ドとして持っていることを意味します。他のツリー(これらのツリーのルートノードである$DB1 と$DB2) で、ノードをみつけるに
は、各ルートノードのXPath ロケーターパスを開始します。

第 1 のデータソース: $XML1
このデータソースは編集可能な空白のXML として作成されています。ルートノード$XML1 は、2 つの属性
(DesiredOffice とDesiredYear) を持つルート要素 (ルート) を含んでいます。このルートノード$XML1 は(コン
テキストメニューを介して)ページ2 のXPath コンテキストノードとして設定されています。デフォルトのファイルは設定されて
いないため、ツリーにデータはインポートされません。

このデータソース($XML1) はユーザーのコンボボックスの選択 を保つために作成されています:
DesiredOffice 属性はエンドユーザーのOffice の選択を保ちます。
DesiredYear 属性はエンドユーザーの Year の選択を保ちます。

コンボボックスで選択されたデータを保つために、2 つの属性ノードがコンボボックスにページソースリンクとして関連づけられ
ています。2 つのページソースリンクは各自、属性ノードを各コンボボックスにドラッグすることで作成されます (下部のシ
ミュレーターのスクリーンショ
ット参照)。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

98

チュートリアル

データベースとチャート

各ノードは、(コンテキストメニューコマンドにより[ページロード時に存在することを確認 (XPath 値)])ページロード時に
初期の値を与えられています。これは、ノードの値が関連したコンボボックスに表示されるため、コンボボックスに初期の値が必
要だからです(上のスクリーンショ
ット参照)。XPath 式に与えられる初期の値は次の通りです:
@DesiredOffice: if (count($DB1/DB/rowset/Row) > 0) then $DB1/DB/RowSet/Row[1]/@id else
""
$DB1, に1つ以上の記録がある場合、最初の記録の @id の値を@DesiredOffice の値にセッ
トしま
す。記録がない場合、@DesiredOffice の値を空白の文字列に設定します。
@DesiredYear: m in(distinct-values($DB2/DB/RowSet/Row[@O ffice=$XM L1/root/
@DesiredO ffice]/@Year))
$DB2 では、@DesiredOffice で選択されたすべての記録を選択して、記録から一意の年度を集め、

最低限の数値を持つ年度を選択します。
更に、メインページがロードされる都度、@DesiredOffice ノードが正確にフィ
ルされるように指定します。これは、メインペ
ージのページのロード時 イベントのノードの更新アクショ
ン[ページ | ページ アクション] により行われます。

アクショ
ンは @DesiredOffice ノードをアップデートします。これが、ページの最初のロードである場合、最初のオフィ
スの
ID は @DesiredOffice のコンテンツとしてパスされます。それ以外の場合、値は @DesiredOffice 内の既存の値
となります。結果は、実行中、@DesiredOffice の値は変更されず、ページが最初にロードされる都度、値は初期化
されます。

第 2 のデータソース: $DB1
第 2 のデータソース($DB1)は、MS Access データベースOfficeSales_DB.mdb 内のOffices テーブルです。こ
のデータツリーのデータは、DB のOffice テーブルから得られます。
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Offices のテーブルには、自身は、DB テーブル内の行と関連している要素のRow 属性のツリーとして表示されている列
が2 つあります (id とCity)。id 列は、主キーで値は変更できないため、この列は編集できません。しかし、新しい行の
ために、id 値を作成する必要があります。これを、XQuery 式を作成し、作成されたすべての新しい行のためにid 値
を生成し自動化します。XQuery 式をコンテキストメニューコマンド[ページロード時に存在することを確認 (XPath
値)] を使用して挿入します:
let $all := $D B 1/D B /Row Set/Row /@ id
let $ids := rem ove($all, index-of($all, ""))
let $id := if (em pty($ids)) then 1 else m ax($ids) + 1
return $id
id 値は、オフィ
スの一意のID 番号ですが、City 値は、オフィ
スがある都市の名前です。($XML1/root/
@DesiredOffice ノードを介して) id はオフィ
スを一意的に識別するために使用されますが、エンドユーザーのオフィ
スを

識別するために都市の名前を使用するため重要です。
データソース内のノーが編集される必要がある場合、(コンテキストメニューを介して) OriginalRowSet ノードを作成する
必要があります。これは、OriginalRowSet がオリジナルのデータを保ち、RowSet が現在の(編集された)データを保
つために必須です。
2つのデータのセット(オリジナルおよび編集された)は必須です。これは、 MobileTogether Designer は、何が新しく
、
アップデートされているか、または削除されたかを識別し、正しいタイミングで必要な変更を加えるために確認します。また、
XQuery let ステートメントを使用して新しい主キーを作成するためにも必要です。データベースが更新されると、更新さ
れたデータは、新しいオリジナルデータとなり、OriginalRowSet ノードに入力されます。

第 3 のデータソース: $DB2
第 3 のデータソース($DB1) は、MS AccessデータベースOfficeSales_DB.mdb 内のSales テーブルです。この
データツリーのデータは、DB のSales テーブルから得られます。
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Sales テーブルの各行には5つの列 (id Licenses Month Year およびOffice) があります。テーブルの列
は、Row 要素の属性に対応します。id 属性は XQuery 式を持ち、すべての作成された行にid 値を生成します。
XQuery 式をコンテキストメニューコマンド[ページロード時に存在することを確認 (XPath 値)] を使用して挿入しま
す:
let $all := $D B 1/D B /Row Set/Row /@ id
let $ids := rem ove($all, index-of($all, ""))
let $id := if (em pty($ids)) then 1 else m ax($ids) + 1
return $id

データソース内のノードが編集される必要がある場合、(コンテキストメニューを介して) OriginalRowSet ノードを作成す
る必要があります。これは、OriginalRowSet がオリジナルのデータを保ち、RowSet が現在の(編集された) データを
保つために必須です。
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コンボ ボックス
ページトップの2 つのコンボボックスは、エンドユーザーの選択を受け入れるため、また、これらの選択を基にしたデータを表示
するために使用されます。下のスクリーンショ
ットは、ソリューショ
ンが実行される時のコンボボックスを表示しています。表形式
のレポートでは、コンボボックスはコンボボックスの選択をベースにしています。

次のスクリーンショ
ットでは、デザインのコンボボックスを表示しています。コンボボックスはテーブルの個別セルにレイアウトする
ために使用されます。

DesiredOffice コンボ ボックス

以下が設定されます:
ソースノードリンクがコンボ ボックスと$XML1/root/@DesiredOffice ノードの間にノードをコンボボックス
にドラッグすることにより作成されました。これによりコンボ ボックスの選択がノードにパスされ、ノードの値がコンボ ボッ
クスにパスされます。
コンボ ボックスのドロップダウン リストのアイテムは、([スタイル&プロパティ
] ペイン内の) コンボ ボックス入力値 プロ
パティ
の[追加ダイアログ] ボタンからアクセスできる、コンボ ボックスの編集ダイアログで定義されます(下のスクリー
ンショ
ット)。
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ドロップダウンリストの値は $DB1/DB/RowSet/Row/@City ノード(すなわち、都市の名前)から取得されるこ
とに気づいてく
ださい。$XML1/root/@DesiredOffice ノードに入る値は、(ソースノードリンクのため)
$DB1/DB/RowSet/Row/@id ノードから取得されます。値を並べ替えチェ
ックボックスが選択されているため、
ドロップダウンリストのアイテムは並べ替えられます。
ノードの更新 アクショ
ンが編集の終了時 イベントにセットされています。コンボボックスを右クリックして、[編集の
終了時 に対するコントロール アクション] を選択しアクショ
ンの定義を表示します。更新されるノードは、
root/@DesiredYear です。更新された値は XPath 式により
提供されます: m in(distinct-values($DB2/
DB/RowSet/Row[@O ffice=$XM L1/root/@DesiredO ffice]/@Year)) 。この式は、コンボボッ
クスで選択された
すべての記録を選択して、記録から一意の年度を集め、最低限の数値を持つ年度を選択します。

ですから、最初のコンボボックスでVienna が選択された場合 (上部のスクリーンショ
ット)、
@Office='Vienna'を持つ $DB2 内の全ての記録が検索され、記録が作成された一意の年度別のシーケン
スが作成されます。最小の数値を持つ?この場合 2010?がノードにパスされます?この場合 $XML1/root/
@DesiredOffice。このノードは 2 番目のコンボ ボックス(@DesiredYear コンボボッ
クス) のソースノードであ
るため、このコンボ ボックスは最小年度の値を表示します ?この場合 2010?。

DesiredYear コンボ ボックス

以下が設定されます:
ソースノードがコンボ ボックスと $XML1/root/@DesiredYear ノードの間にノードをコンボ ボックスにドラッグ
することにより作成されました。これによりコンボ ボックスの選択がノードにパスされ、ノードの値がコンボ ボックスにパ
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スされます。
コンボ ボックスのドロップダウン リストのアイテムは、([スタイル&プロパティ
] ペイン内の) コンボ ボックス入力値 プロ
パティの[追加ダイアログ] ボタンからアクセスできる、コンボ ボックスの編集ダイアログで定義されます(下のスクリー
ンショ
ット)。

ドロップダウンリストの値は XML ノードと同じことに気づいてく
ださい。これらは、選択されたオフィ
スが記録されたセー
ルスを持つ一意の年度のシーケンスです。値を並べ替えチェックボックスが選択されているため、ドロップダウンリス
トのアイテムは並べ替えられます。
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表形式レポート
表形式のレポートは以下の2 つのコンボボックスにテーブルで表示されています。エンドユーザーがレポートに必要なオフィ
スと
年度を選択すると、表形式のレポートでその年度の総売り上 (ライセンスの数) が表示されます。下のスクリーンショ
ットは実
行されたソリューショ
ンを表示します。

次のスクリーンショ
ットは、デザイン内の表形式レポートを表示します。テーブルは 1 列目は余白として使用される2 つの行
と4 つの列から構成されています。残りの6 つのセルはテキストの値を持つラベルを含み、直接入力または XPath 式により
計算されます。[スタイル&プロパティ
] ペイン内の各ラベルのテキストプロパティ
を参照してく
ださい。

XPath 式は以下の通りです:
希望するオフィス（
DesiredOffice : は $DB1 から取得されます。これは、@id がコンボ ボックスの選択の
id の値と
同じ値の 行 の@City の値です。
$D B 1/D B /Row Set/Row [@ id=$XM L1/root/@ D esiredO ffice]/@ C ity

希望する年度 （
DesiredYear : は $XML1 から取得されます。これは、@DesiredYear の値です。年度
はエンドユーザーによりコンボボックスから、または、そのオフィ
スの一意の売り上げの最小値を持つ年度です。
$XM L1/root/@ D esiredYear

販売されたライセンス（
Licenses Sold : $DB2 はから取得されます。これはコンボ ボックスの選択と同じ値を
持つ@Office と@Year 属性付きの行 要素のすべての@Licenses 値をまとめます。( $DB2 の
@Office 値 はオフィ
スのID 値であり、都市の名前ではないことに注意してく
ださい。)
sum ($D B 2/D B /Row Set/Row [@ O ffice= $XM L1/root/@ D esiredO ffice][@ Year= $XM L1/
root/@ D esiredYear]/@ Licenses)
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チャート
デザインには 2 つのチャートがあります。最初のチャートはコンボボックスで選択されたオフィ
スの全ての売り上げの内訳を表
示しています (下のスクリーンショ
ットのシミュレーター参照)。

XPath コンテキスト ノード
メインのチャートの定義は、X軸 とY軸で何が発生するかです。これらは XPath 式で定義されており、チャートの
XPath コンテキストを正確に選択することは重要です。コンテキストノードに関しては、X軸 とY軸で使用されるノードセッ
トの直接の親を選択することが最善策です。Sales データテーブルからデータを使用するため、$DB2 ツリーをチャート作成
に使用します(下のスクリーンショ
ット)。両軸のノードセット行要素から構成されるため、RowSet をXPath のコンテキスト
ノードとして選択します。RowSet ノードをチャートにドラッグして行います。ノードは太字で表示され、ソースノードがあること
を表示します。
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チャートの軸の定義
チャートの軸を定義します。チャートをダブルクリックまたは、( [スタイル&プロパティ
] ペイン内の) チャート設定 プロパティ
の
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、チャートのチャート構成ダイアログを開きます (下のスクリーンショ
ット)。チャートの種
類が円グラフであることに注意してく
ださい。

円グラフには 2 つのシリーズ(X軸 とY軸)が必要です。フレキシブルオプショ
ンは 2 つのシリーズの軸を定義するときに理想
的です。For-Each 設定に関しては、現在のノード(RowSet) を選択します。2 つの軸のため以下のXPath 式を定
義します:
X-軸: 選択されたオフィ
スの記録されたセールスの一意の年度のシーケンスを作成する。
for $i in distinct-values(Row [@ O ffice=$XM L1/root/@ D esiredO ffice]/@ Year) return $i

Y-軸 : 選択されたオフィ
スと各一意の年度のセールスをまとめる(@Licenses 属性に保管されます)。
for $i in distinct-values(Row [@ O ffice=$XM L1/root/@ D esiredO ffice]/@ Year) return
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sum (Row [@ O ffice= $XM L1/root/@ D esiredO ffice][@ Year=$i]/@ Licenses)

追加定義
更に、以下が設定されます:
チャート構成ダイアログで、[動的 XPath 設定] をクリックして、XPath 式を使用してタイトルを設定します。こ
れによりタイトルに選択されたすべてのオフィ
スが表示されます。
チャート構成ダイアログで、[すべての設定] をクリックすると、外観の変更ダイアログが表示されます。[円グラフ] を
選択して、[値をラベルに追加とパーセントをラベルに追加] を選択します。

第 2 のチャート
第 2 のチャートは第一のチャートに類似していますが、3D 円グラフです(下のスクリーンショ
ット)。総売り上げの一部として
各オフィ
スの売り上げが表示されています。
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XPath 式は以下の通りです:
X-軸: $DB1. から取得した都市の名前を持つ(IDではない) オフィ
スの名前のシーケンスを作成する。
for $i in distinct-values(Row /@ O ffice) return $D B 1/D B /Row Set/Row [@ id=$i]/@ C ity

Y-軸: (@Licenses 属性に保管される) 選択されたオフィ
スの売り上げをまとめる。
for $i in distinct-values(Row /@ O ffice) return sum (Row [@ O ffice=$i]/@ Licenses)
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オフィス テーブルの編集
オフィ
ステーブルの編集 (Edit Offices Table) が別のトップページに作成されます。ソリューショ
ンが実行されると、このペ
ージにメインページからアクセスすることができます (下部左スクリーンショ
ット参照)。[オフィステーブルの編集(Edit
Offices Table)] ボタンをクリックすると、オフィ
ステーブルの編集をロードします (下部右スクリーンショ
ット参照)。オフィ
ス
テーブルは 7 つの行があり、各行には編集不可能な ID 列、編集可能な都市の列、および削除コントロールがあります
(下部右スクリーンショ
ット参照)。更に、行の追加コントロールが最後の行の下にあり、[送信] ボタンがオフィ
ステーブルの
編集バーにあり、前のページ(この場合メインページ)に戻る[戻る] ボタンがあります。

デザインの[編集] ボタン(下部第 1 スクリーンショ
ット参照) には、ボタンのクリック時 イベントに対して、ページへ移動ア
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クショ
ンが割り当てられています。(ボタンを右クリックして[ボタンのクリック時 に対するコントロール アクション] を選択す
る)。これらのページへ移動アクショ
ンは対応するターゲットページをロードします (下部第 2 スクリーンショ
ット参照)。

編集可能なオフィステーブルの作成
DB のオフィ
ステーブルには、データツリー$DB1 に表示された構成があります(下のスクリーンショ
ット)。@id 属性が主キー
なため、変更することはできません。これは、新しい記録が追加されると、エンドユーザーはソリューショ
ンを介して@id の値を
入力できないことを意味します。@id の値は、自動的にXQuery 式を使用して生成される必要があります。 XQuery
式はコンテキストメニューコマンド[ページロード時に存在することを確認 (XPath 値)] を使用して挿入されます:
let $all := $D B 1/D B /Row Set/Row /@ id
let $ids := rem ove($all, index-of($all, ""))
let $id := if (em pty($ids)) then 1 else m ax($ids) + 1
return $id

デザインでは以下を行います:
すること.
.
.

方法

すべての(Office) 行を表
示する

Office 行を繰り
返し要素とする繰り返しテーブルを追加する。

行の追加および削除のコントロ テーブルを追加する時、削除/
追加コントロールの自動的な包括を有効
ールを含む
化する。
@City の値の編集を有効化 @City にソースノードを持つフィ
ールドの編集コントロールを追加する。

する
DB に変更を保存する

Altova MobileTogether Designer
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ンをページの送信ボタンのクリック時 イベントに追加する;
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$DB1 を右クリ
ックして、元の行セットの作成に切り替えます。

メインページに戻る

ページに移動アクショ
ンをページの戻るボタンのクリック時 イベントに追加
する。

追加/削除コントロールを持つ繰り返しテーブルの追加
[コントロール] ペインから[テーブル] コントロールをドラッグして、デザインにドロップすると、新しい[テーブル] コントロール
ダイアログが表示されます(下のスクリーンショ
ット)。

テーブルの繰り返しを指定します。行数 (4) と列数 (1)を入力して、自動追加/
削除コントロール チェックボックス
を選択して、[OK] をクリックします。下のスクリーンショ
ットに表示されるように、行の最初の3 つのセルにラベルが追
加されます。$DB1 の@id ノードへのソースノードリンクが3 番目のラベル(DB:id) のために作成されます。
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$DB1 内の @City の編集を有効化する
A4番目のセルにフィ
ールドコントロールが追加され、ソースノードリンクが作成され、$DB1 の@City ノードが
(DB:City) のために作成されます。エンドユーザーが@City 値を編集できるように、このセルでフィ
ールドの編集を使
用します; その他すべてのセルには[ラベル] コントロールがあります。

ページアクション: [保存]して[ページへ移動]
[ページ | ページ アクション] クリックしてページアクショ
ンダイアログを開く(下のスクリーンショ
ット)。

以下のイベントでアクショ
ンは定義されます:
送信ボタンのクリック時: DB ($DB1) の全ての列を保存して、メインページに移動する。DB に記録が保

存されていない場合、修正されていないデータと共にDB が再ロードされるため、再ロードアクショ
ンの追加が
奨励されます。(上のスクリーンショ
ットを参照)。
戻るボタンのクリック時: メインページに移動する。

データソースのツリーは、RowSet 要素のコピーである OriginalRowSet 要素を含む必要があります。RowSet
要素 が編集できるように、オリジナルのデータは、OriginalRowSet 要素に保存されます。OriginalRowSet
要素は、新しいデータがに保存された際に新しい値と共に更新されます。
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セールステーブルの編集
セールステーブルの編集 (Edit Sales Table) がオフィ
ステーブルの編集 (Edit Offices Table) 同様、別のトップページ
に作成されます。ソリューショ
ンが実行されると、このページはメインページからアクセスすることができます (下部左側スクリーン
ショ
ット)。 [セールステーブルの編集 (Edit Sales Table)] ボタンをクリックすると、セールステーブルをロードします (下
部右側スクリーンショ
ット)。セースルテーブルには、複数の行があり、各行には編集できない(セールスアイテム) ID 列、編
集できるオフィ
ス、月、年度、ライセンス列があります (下部右側スクリーンショ
ット参照)。更に、行の追加コントロールが最
後の行の下にあり、[送信] ボタンがオフィ
ステーブルの編集バーにあり、前のページ(この場合メインページ)に戻る[戻る]
ボタンがあります。
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デザインの[編集] ボタン(下部第 1 スクリーンショ
ット参照) には、ボタンのクリック時 イベントに対して、ページへ移動ア
クショ
ンが割り当てられています。(ボタンを右クリックして[ボタンのクリック時 に対するコントロール アクション] を選択す
る)。これらのページへ移動アクショ
ンは対応するターゲットページをロードします (下の第 2 スクリーンショ
ット参照)。
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編集可能なセールス テーブルの作成
DB のセールステーブルには、データツリー$DB2 に表示された構成があります(下のスクリーンショ
ット)。@id 属性が主キ
ーなため、変更することはできません。これは、新しい記録が追加されると、エンドユーザーはソリューショ
ンを介して@id の値
を入力できないことを意味します。@id の値は、自動的にXQuery 式を使用して生成される必要があります。
XQuery 式はコンテキストメニューコマンド[ページロード時に存在することを確認 (XPath 値)] を使用して挿入され
ます:
let $all := $D B 2/D B /Row Set/Row /@ id
let $ids := rem ove($all, index-of($all, ""))
let $id := if (em pty($ids)) then 1 else m ax($ids) + 1
return $id

デザインでは以下を行います:
すること.
.
.

方法

すべての(Sales) 行を表示す
る

Sales 行を繰り
返し要素とする繰り返しテーブルを追加する。

行の追加および削除のコントロー テーブルを追加する時、削除/
追加コントロールの自動的な包括を有
ルを含む
効化する。
編集可能な値の編集を有効化
する

コンボボックスを追加して、ページソースリンクを持つ編フィ
ールドを編集
する。

DB に変更を保存する

保存 アクショ
ンをページの戻るボタンのクリック時 イベントに追加する;
$DB2 を右クリ
ックして、元の行セットの作成 (Create
OriginalRowSet) に切り替えます。
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ページに移動アクショ
ンをページの戻るボタンのクリック時 イベントに追
加する。

追加/削除コントロールを持つ繰り返しテーブルの追加
[コントロール] ペインから[テーブル] コントロールをドラッグして、デザインにドロップすると、新しい[テーブル] コントロール
ダイアログが表示されます(下のスクリーンショ
ット)。

テーブルの繰り返しを指定します。行数 (5) と列数 (2)を入力して、自動追加/
削除コントロール チェックボックス
を選択して、[OK] をクリックします。最初の行のセルにヘッダーへラベルを追加します。2番目の行の最初のセルの編
集不可能な@id 値のラベルを追加します。 $DB2 の@id ノードへのソースノードリンクがこのラベル(DB:id) のた
めに作成されます。

編集可能なノードの編集の有効化
オフィ
スのために(@Office へのページソースリンクと共に) コンボボックスが追加され、対応するノードへのソースノード
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リンク付きの月、年度、ライセンスセルの編集フィ
ールドが追加されます。

ページアクション: [保存]して[ページへ移動]
[ページ | ページ アクション] クリックしてページアクショ
ンダイアログを開く(下のスクリーンショ
ット)。

以下のイベントでアクショ
ンは定義されます:
送信ボタンのクリック時: DB ($DB1) の全ての列を保存して、メインページに移動する。DB に記録が保

存されていない場合、修正されていないデータと共にDB が再ロードされるため、再ロードアクショ
ンの追加が
奨励されます。(上のスクリーンショ
ットを参照)。
戻るボタンのクリック時: メインページに移動する。

データソースのツリーは、RowSet 要素のコピーである OriginalRowSet 要素を含む必要があります。RowSet
要素 が編集できるように、オリジナルのデータは、OriginalRowSet 要素に保存されます。OriginalRowSet
要素は、新しいデータがに保存された際に新しい値と共に更新されます。
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サブページと可視性

このチュートリアルは、トップページからサブページの開きかた、およびVisible プロパティ
を使用してデータ構造の表示のフィ
ルターの方法を説明します。また、動的テーブル、アクショ
ングループ、更新ノードアクショ
ン、XPath 関数内の小数点など
の使用方法も説明します。トップページ( 最初のスクリーンショ
ット) は、現在データベースに保存されているすべてのカスタ
マーを表示しています。エンドユーザーがカスタマーの詳細 (name、city、etc) をクリックすると、カスタマーの現在のオーダ
ーを表示するサブページが表示されます (2 番目のスクリーンショ
ット)。

デザインのデータは、以下の2 つのデータソースに保管されています: カスタマーデータを保管するデータソースおよびオーダ
ーの詳細を保管するデータソース。2 つのデータソースには、カスタマーデータをオーダーの詳細とつなぐ共通のカスタマーコー
ド列 があります。このチュートリアルでは、XML ファイルを使用しますが、カスタマーコード列 が主キーとして使用されてい
るデータベースをデータソースとして使用することもできます。

チュートリアルファイル
このチュートリアルのファイルは(マイ) ドキュメント内のMobileTogether フォルダーにあります:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\SubPagesAndVisibility。

カスタマーデータを含むXML データファイルは、 Customers.xml です。
オーダーデータを含むXML データファイルは、Orders.xml です。
完了時のデザインファイルは、以下に類似します: SubPagesAndVisibility.mtd 。

チュートリアルの構造
このチュートリアルは以下のセクショ
ンに整理されています:
デザイン構成
データソースリスト
トップページ: データソース
トップページ: カスタマーテーブル
トップページ: アクショ
ングループ、サブページへ移動
トップページ: すべてのオーダーアクショ
ンを表示する
サブページ: データソース
サブページ: オーダーテーブル
サブページ: 可視性プロパティ
サブページ:XPath 内の総額
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シミュレーショ
ンおよびテスト
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デザイン構成
デザインファイルは、トップページ(名前の付けられたカスタマー) およびサブページ(名前の付けられたオーダー) 含みます。
トップページ(カスタマー:下のスクリーンショ
ットの最初のページ) は、データベースに現在保管されているすべてのカスタマー
を表示します。エンドユーザーがトップページのカスタマーの詳細 をクリックすると、サブページ(下のスクリーンショ
ットの2番
目のオーダー ページ) が開かれます。このページは、カスタマーの現在のオーダーを表示します。 トップページは、サブペー
ジ、データベース内の現在のオーダー、すべてのカスタマーのオーダーを表示するオプショ
ンも表示します。
このデザインの主要なメカニズムは、トップページで選択された(サブページ内の) 特定のカスタマーのオーダーを表示することで
す。これは、現在のオーダーすべてを表示するデーブルのプロパティ
と共にアーカイブされています。 プロパティ
は、どの要素が
可視されるかを指定し、また、表示フィ
ルターとして振る舞います。XPath 式を介して、選択されたカスタマーのそのオーダー
のみが可視できるように指定します。このフィ
ルターされたテーブルは、選択されたカスタマーのオーダーのみを含むカスタマー固
有のテーブルの作成の簡単および効果的な代替となります。

デザインステップ
デザインは、以下で説明されるとおり作成されます。 (スクリーンショ
ットは、完成されたデザインのシミュレーショ
ンを表示
しています。)
トップページ: カスタマー
トップページおよび2 つのデータソースの作成: $XML1 および$CUSTOMERS
$CUSTOMERS のカスタマーデータを含む動的テーブルの作成 。テーブルの各行は、XML データソース
$CUSTOMERS 内のカスタマーに対応します。
サブページ名前の付けられたオーダーの作成
アクショ
ングループの作成 には以下を行います: (i) ユーザーがクリックするカスタマーノードに関するデータを使用し
て、$XML1 内のノードを更新する。(ii) オーダーと名前の付けられたサブページへ移動する。
カスタマーデータを含む各ラベルへのアクショ
ングループの割り当てこの結果、カスタマーデータがクリックされると、アク
ショ
ングループが実行されます。
すべてのオーダーの作成を表示するラベル。このラベルアクショ
ン(すべてのオーダーの表示)は、他のサブページへ
移動 アクショ
ンとは対照的に、選択された単一のカスタマーのオーダーを表示します。

サブページ: オーダー
サブページのために3 つのデータソースを作成する:(トップページと共有された) $XML1 (トップページと共有され
た) $CUSTOMERS 、および(トップページと共有された) $ORDERS。
データファイル内のオーダーの詳細を表示する動的テーブルを作成する(下のスクリーンショ
ットは、テーブル (i) 選
択されたカスタマー,および (ii) すべての カスタマーのオーダーを表示します )。テーブルの各行は、XML デー
タソース$ORDERS 内のオーダーに対応します。
繰り返し行グループのテーブルの可視性プロパティ
のセットアップ を行い、以下の項目を表示します(i) トップページ
で選択されたカスタマーのみ、または (ii) すべてのカスタマー。
総額を生成するためのXPath 式の作成 (i) 選択されたカスタマーのすべてのオーダー、または (ii) 現在のすべて
のオーダー。
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データソース リスト
デザインには、3 つのXML データソースがあります:
$XML1 は、デザイン内に直接作成されたツリ
ーです。目的は、サブページ内にカスタマーのオーダーの詳細を表示す
るためのエンドユーザーの選択を保管することです。$XML1 データソースは、デザインの両方のページで共有されて

います。
$CUSTOMERS は、3人のカスタマーの詳細を含んでいます。XML ツリ
ー構造およびカスタマーデータは、XML
ファイルCustomers.xml からインポートされます。$CUSTOMERS データソースは、トップページとサブページ両

方で使用されます(下のリストを参照)。
$ORDERS は、Customers.xml の3 人のカスタマーの6つのオーダーに詳細を含みます。XML ツリ
ー構造 お
よびオーダーの詳細は、XML ファイルOrders.xml からインポートされます(下のリストを参照)。$ORDERS デ
ータソース内のオーダーは、オーダーサブページのテーブル内に表示されます。

XML データソースのリスト、Customers.xml
(マイ) ドキュメントフォルダーのMobileTogether フォルダー内の検索のMobileTogether フォルダー内の検索
: MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\Customers.xml.
<?xm lversion="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Custom ers>
<C ustom er code="123">
<Nam e>New Fashion</Nam e>
<AddressLine01>56 Trom er Street</AddressLine01>
<AddressLine02></AddressLine02>
<City>Stockholm </City>
<ZipCode>1000</ZipCode>
<Country>Sweden</Country>
<Em ail>contact01@newfashion.dum m y</Em ail>
<Phone/>
</Custom er>
<C ustom er code="456">
<Nam e>HiDeHo</Nam e>
<AddressLine01>7 Norsk Street</AddressLine01>
<AddressLine02></AddressLine02>
<City>O slo</City>
<ZipCode>7065</ZipCode>
<Country>Norway</Country>
<Em ail>contact02@hideho.dum m y</Em ail>
<Phone/>
</Custom er>
<C ustom er code="789">
<Nam e>JuniorsRV</Nam e>
<AddressLine01>81 Bjork Street</AddressLine01>
<AddressLine02></AddressLine02>
<City>Copenhagen</City>
<ZipCode>4538</ZipCode>
<Country>Denm ark</Country>
<Em ail>contact03@juniorsrus.dum m y</Em ail>
<Phone/>
</Custom er>
</Custom ers>

XML データソースのリスト、order.xml
(マイ) ドキュメントフォルダーのMobileTogether フォルダー内の検索:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\AltovaProducts.xml.
<?xm lversion="1.0" encoding="UTF-8"?>
<O rders>
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<O rder num ber="001">
<Custom erCode>456</Custom erCode>
<O rderDate>2015-04-03</O rderDate>
<O rderAm ount>4906.38</O rderAm ount>
<Currency>EUR</Currency>
</O rder>
<O rder num ber="002">
<Custom erCode>789</Custom erCode>
<O rderDate>2015-04-03</O rderDate>
<O rderAm ount>8345.60</O rderAm ount>
<Currency>EUR</Currency>
</O rder>
<O rder num ber="003">
<Custom erCode>123</Custom erCode>
<O rderDate>2015-04-04</O rderDate>
<O rderAm ount>5645.20</O rderAm ount>
<Currency>EUR</Currency>
</O rder>
<O rder num ber="004">
<Custom erCode>123</Custom erCode>
<O rderDate>2015-04-05</O rderDate>
<O rderAm ount>3805.68</O rderAm ount>
<Currency>EUR</Currency>
</O rder>
<O rder num ber="005">
<Custom erCode>789</Custom erCode>
<O rderDate>2015-04-06</O rderDate>
<O rderAm ount>2786.45</O rderAm ount>
<Currency>EUR</Currency>
</O rder>
<O rder num ber="006">
<Custom erCode>456</Custom erCode>
<O rderDate>2015-04-07</O rderDate>
<O rderAm ount>7460.50</O rderAm ount>
<Currency>EUR</Currency>
</O rder>
</O rders>
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トップページ: データソース
このセクショ
ンでは、トップページおよびそのデータソースを作成します。以下を行ってく
ださい:
1. [ファイル | 新規作成] コマンドで、新しいデザインファイルを作成します。
2. ファイルを希望する名前で保存します。
3. [ページ] ペインで、トップページ(デフォルトで作成される、) のページ名をダブルクリックして、編集をし
Customers に名前変更します。
4. [ページソース] ペインで、ソースの追加 アイコンをクリックして、新しい空白の XML を選択することにより新しい空
白のXML ソースを追加します。2番目のスクリーンでデフォルトの選択を維持します。$XML1 という名前の、デー
タソースが作成されます (下のスクリーンショ
ット参照)。
5. このデータソースの構造を手動で下のスクリーンショ
ットのように作成します。これは、($XML1 から始まる) ツリー内
のノードを右クリックし、子の追加、コンテキストメニューの追加 および挿入のコマンドを使用して行います。
6. CustomerCode ノードを右クリックして、コマンドページのロード時に存在することを確認(固定値) を選択し
ます。ノードのために表示される値ボックス内で、値を入力せず [Enter] を押します。CustomerName ノードに
対しても同様の手順を行います。これにより、ページのロード時に$XML1 ツリー内の2つのノードが空白で作成さ
れることを保証されます。

ランタイムでは、このページこのページに表示されるカスタマーのリストからエンドユーザーにより選択されたカスタマーの
データ(コードおよび名前) と共に$XML1 ツリーのノードが更新されるようにします。
7. ソースの追加 アイコンをクリックすることにより2番目のデータソースを作成します。ファイルからインポートされた新し
い XML または HTML 構造を選択します。 ファイルCustomers.xml を検索して、[開く] をクリックします。
ファイルをデプロイするか問うプロンプトが表示されますので、[はい] を選択します。$XML2 という名前のデータソー
スが作成されます(下のスクリーンショ
ット参照)。
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8. ルートノード$XML2 ダブルクリックして、名前を$CUSTOMERS に編集します(下のスクリーンショ
ット参照)。
9. $CUSTOMERS デフォルトのファイルの追加 ダイアログ ボタンをクリックします。表示されるダイアログから、相対パ
スのチェックボックスを選択して、デザインへのファイルのパスを相対にします (下のスクリーンショ
ット参照)。
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トップページ: カスタマーテーブル
XML データソースCustomers.xml に現在保管されているすべてのカスタマーの詳細を表示するテーブルを作成します。
以下の通りテーブルを作成してく
ださい。
1. [コントロール] ペインから[テーブル] コントロールをドラッグして、デザインにドロップします。
2. 表示される新しいテーブルダイアログ内で、 (下のスクリーンショ
ット参照) テーブルを動的な行数を選択して動
的 テーブル.として作成します。行います。これにより、データソース内の行要素に対応した数の行と共にテーブルが
作成されます。テーブルには、4 つの列と1 つのヘッダー行が作成されるように指定します(下のスクリーンショ
ット
参照)。 [OK] をクリックしてテーブルを作成します。

3. [ページソース] ペインから、Customer 要素 を、デザイン内のテーブルの繰り返し行 アイコンにドロップします。
各 customer 要素 は、テーブルの行に対応します。また、 customer 要素は、テーブルのXPath コンテキス
トノードとなります。
4. [コントロール] ペインから[ラベル] コントロールをドラッグして、ヘッダー行の最初の列にドロップします。ラベルのテキス
トとして、カスタマーを入力します (下のスクリーンショ
ット参照)。同様に以下を含む他の列のためにもヘッダーを作
成します: City Zip およびCountry。
5. (各 ラベルの選択中に[Ctrl] を押して) 4 つのラベルすべてを選択します。そして、([スタイル&プロパティ
] ペイ
ンを使用して)ラベルフォーマットを適用します。
6. [コントロール] ペインから、[ラベル] コントロールをドラッグして、テーブルボディ
行の最初の列にドロップします。[ペ
ージソース] ペインから、$CUSTOMERS データソースのCustomer/Name 要素をドラックして、ラベルにドロップ
します (下のスクリーンショ
ット参照)。このラベルは、カスタマーのName 要素のコンテンツを表示します。
7. 他のテーブル列のコンテンツを同様に作成します: City ZipCode およびCountry 要素 を対応するラベル
にドラッグします(下のスクリーンショ
ット参照)。

8. すべての4 つのラベルを(各 ラベルの選択中に[Ctrl] を押し)選択して、( [スタイル&プロパティ
] ペインを使用
して) ラベルフォーマットを適用します。
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トップページ: アクショングループ、サブページへ移動
前のセクショ
ンでは、個別のテーブル行内で各カスタマーの詳細を表示するテーブルが作成されました。カスタマーの現在の
オーダーを表示するには、エンドユーザーは、カスタマーの詳細 (名前 または 都市名など)をクリックすることにより、詳細が
表示されます。方法としては、選択されたカスタマーのみの現在のオーダーをフィ
ルターするサブページを作成することにより行
います。エンドユーザーがトップページ内のカスタマーを選択すると、共有される$XML1 データソースを介して、サブページに
伝達されます。 サブページ内で選択されたカスタマーデータは、テーブル行 グループのVisible プロパティ
内で、オーダー
をフィ
ルターするために使用されます。 ですから、以下を行う必要があります。 カスタマー詳細 ラベルをクリックすることにより
エンドユーザーは選択を行います:
クリックされたラベルのカスタマー詳細を(トップページおよびサブページで共有される) $XML1 ツリーに伝達しま
す。
選択されたカスタマーのオーダーを表示するサブページへ移動する。
これらは、カスタマー行内のラベルがクリックされると実行されるアクショ
ンです。同じアクショ
ンのシーケンスが各ラベルのために
実行される必要があり、アクショ
ンのシーケンスを共通のアクショ
ングループに保存し、このアクショ
ングループを、各 ラベルの
ラベルのクリック時 イベントに割り
当てることができます。アクショ
ンのシーケンスを定義する前に、サブページへ移動 アクショ
ンが
ターゲットにするサブページを作成する必要があります。

サブページの作成
[ページ] ペイン内のアイテムをクリックして、サブページの追加 を選択します。をクリックします。追加されたサブページをオー
ダーに名前変更します (下のスクリーンショ
ット参照)。サブページの名前をダブルクリックして編集することができます。

アクショングループの作成
次のアクショ
ンから構成されるアクショ
ングループを作成します:
2 つのノードの更新 アクショ
ンは、$XML1 データソースの2 つのノードをアップデートします。
サブページへ移動 アクショ
ンは、オーダーをサブページへ移動します。
アクショ
ングループを作成後、2つのテーブルボディ行 ラベルのラベルのクリック時 イベントに割り当てることができます。 ラン
タイムでは、アクショ
ンシーケンスは、エンドユーザーがカスタマーの詳細のラベルをクリックした時に実行されます。
アクショ
ングループを以下の通り作成します:
1. 4 つのテーブルボディ
行 ラベルを右クリックして、ラベルクリックの時のためのコントロールアクションを選択しま
す。
2. 表示されるアクショ
ンダイアログ内の左側のペイン内の、アクショ
ングループの管理 ボタンをクリックします。
3. 表示される管理 グループアクショ
ンダイアログ内の(下のスクリーンショ
ット) メニューバーの、グループの追加 アイ
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コンをクリックします。オーダーを表示するため追加されたグループの名前を変更します。名前を編集するために名前
をダブルクリックします。(下のスクリーンショ
ット)。

4. オーダーの表示の追加 ダイアログ ボタンをクリックして、アクショ
ングループダイアログを表示します (下のスクリーン
ショ
ット)。
5. 2 つのノードの更新 アクショ
ンとサブページへ移動 アクショ
ンを下のスクリーンショ
ットに表示されているとおり定義し
ます。XPath 式 を表示されているとおり入力してく
ださい。サブページへ移動 アクショ
ンに関しては、コンボボックス
のドロップダウンリストからを選択してく
ださい。

6. 完了すると[OK] をクリックします。
次のアップデートが設定されました: (i) $XML1//CustomerCode 要素は選択されたカスタマー( Customers.xml
から) のCustomer/@code 値 とともに更新されます。および(ii) $XML1//CustomerName 要素は、選択された
カスタマー(Customers.xml から) のCustomer/Name 値 とともに更新されます。

アクショングループをイベントに割り当てる
ラベルがクリックされるとオーダーの表示アクショ
ングループが表示されるように指定する必要があります。以下のとおり行います.
1. テーブルボディ
行の最初の列の名前ラベルを右クリックして、ラベルクリックの時のためのコントロールアクションを
選択します。
2. 表示されるアクショ
ンダイアログからオーダーの表示アクショ
ングループを、下のスクリーンショ
ットに表示されるようにド
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ラッグして、長いクリックイベントの下にドロップします。 [OK] をクリックして終了します。

3. テーブルボディ行の他の3 つのラベルそれぞれにステップ2 を繰り返します。これにより、アクショ
ンのオーダーの表
示シーケンスが、行の4 つのラベルのいずれかがクリックされた時に実行されます。
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トップページ: すべてのオーダー アクションを表示する
前のセクショ
ンでは、エンドユーザーがカスタマーのテーブル内のカスタマーをクリックすると行われるアクショ
ンのシーケンスを作成
しました。このようなイベントでは、その顧客のオーダーがサブページで表示されます。(オーダーテーブルの可視プロパティ
を使
用して実行する予定です。) このセクショ
ンでは、エンドユーザーが、Orders.xml データベース内の(すべてのカスタマー
の) すべてのオーダーを閲覧する場合、クリックすることのできるラベルを作成します。
すべての オーダー ラベルの表示の追加は以下のとおり行います:
1. [コントロール] ペインから[ラベル] コントロールをドラッグして、カスタマーテーブルにドロップします。すべてのオーダー
を表示するとラベルのテキストとして入力します (下のスクリーンショ
ット参照)。
2. [スタイル&プロパティ
] ペインからのプロパティ
と共にラベルをフォーマットします。
3. [アクショ
ン] ダイアログをコントロールのコンテキストメニューコマンドコントロール アクションラベルのクリック時 ア
クション使用して開き、ラベルのクリック時イベントのためのアクショ
ンのシーケンスを追加します (下のスクリーンショ
ット
参照)。

$XML1/Root/CustomerCode 要素は、エンドユーザーがすべての オーダー ラベルをクリ
ックすると、'All'を

アップデートするために定義されていることに注意してく
ださい。
4. [OK] をクリックして終了します。
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サブページ: データソース
サブページへ移動 アクショ
ンを定義する際にこのステップはで必須であったため、サブページはすでに作成されています。サブ
ページはオーダーという名前で、次のデータソースを有することになります:
$ORDERS は、構造 およびOrders.xml.のコンテンツを有します。このデータソースは、Orders.xml 内で

含まれるオーダーを表示するために必要です。
$XML1: このデータソースは、トッ
プページと共有されています。このデータソースは、エンドユーザーが閲覧を必要と
することを示す情報を含むため、サブページで必要とされます。特に、トップページでユーザーが選択したカスタマーの
コードを含んでいるためこのデータソースは重要です。
$CUSTOMERS: このデータソースは、トッ
プページで使用されているものと同じで、トップページと共有されています。
このデータソースは、カスタマーの名前などのカスタマー情報を取得するためにサブページで使用されています。

データソースの追加
3 つのデータソースの追加は以下のとおり行います:
1. [ページソース] ペイン内のソースの追加 アイコンをクリックして、既存の 構造の再利用 を選択します(下のスク
リーンショ
ット参照)。
2. オプショ
ンのコンボボックス(下のスクリーンショ
ット) から、 $XML1 を選択して、[OK] をクリックします。

$XML1 ソースが追加されます。名前の横には、他のページと
共有されていることを知らせるメッセージが表示されま
す。 トップページ内の$XML1 の構造 およびコンテンツは既に存在します。
3. 共有される第2番目のデータソース$CUSTOMERS を同様に追加します。構造、コンテンツ、およびデフォルト

ファイルは、トップページ内に作成されることに注意してく
ださい。
4. [ページソース] ペイン内のソースの追加 アイコンをクリックして、ファイルからインポートされた新しい XML または
HTML 構造.を選択します。ファイルOrders.xml を検索して、[開く] をクリックします。ファイルをデプロイする
か問われると、[はい] を選択します。 $XML2 という名前のデータソースが作成されます。
5. ルートノード$XML2 をダブルクリックして、名前 を$ORDERS に編集します(下のスクリーンショ
ット参照)。
6. $ORDERS デフォルトファイルの[追加ダイアログ] ボタンをクリックします。表示されるダイアログから、ファイルパスを
デザインに相対させるために相対パスのチェックボックスを選択し、[OK] をクリックします (下のスクリーンショ
ット参
照)。
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データソースが追加されると、サブページのデザインを作成する準備が整いました。
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サブページ: オーダー テーブル
エンドユーザーにより、トップページ上で選択されたカスタマーのオーダーを表示するテーブルを作成します。オーダーは、
XML データソースOrders.xml に保管されます。オーダーテーブルを以下のとおり作成します。
1. [コントロール] ペインから[テーブル] コントロールをドラッグしてデザインにドロップします。
2. 表示される新しいテーブルダイアログは、テーブルを動的 テーブルとして作成します(下のスクリーンショ
ット参照)。
これは、動的な行数 を選択することで行います。これにより、データソース内の対応する行要素が必要なだけテー
ブルに作成されます。テーブルに3 つの列 および1つのヘッダー行が作成されるように指定します(下のスクリー
ンショ
ット参照)。 [OK] をクリックして、テーブルを作成します。

3. [ページソース] ペインからOrder 要素 をデザイン内のテーブルの繰り返し行 アイコンにドラッグします。各
order 要素は、テーブルの行に対応します。order 要素は、テーブルのXPath コンテキストノードになり
ま
す。
4. [コントロール] ペインから[ラベル] コントロールをドラッグして、ヘッダー行の最初の列にドロップします。ラベルのテキス
トにカスタマーと入力します (下のスクリーンショ
ット参照)。同様に以下の他の列のためにもヘッダーを作成します:
オーダー および数量.
5. (各ラベルを選択中に[Ctrl] を押す)ことで、3 つすべてのヘッダーラベルを選択し、[スタイル&プロパティ
] ペイ
ン内でラベルフォーマットを適用します。
6. [コントロール] ペインから[ラベル] コントロールをドラックして、テーブルボディ行の3 つの列 にそれぞれドロップしま
す。
7. (各ラベルを選択中に[Ctrl] を押す)ことで、3 つすべてのテーブルボディ行 ラベルを選択し、[スタイル&プロ
パティ
] ペイン内でラベルフォーマットを適用します。
テーブルボディ行のラベルは、テーブルセルに入力されました。XPath 式 を使用して指定するテキストは次のセクショ
ンで
説明されています。

ラベルテキストのための XPath 式 の作成
テーブルの出力は以下に表示されています。異なる列のコンテンツに注意してく
ださい。
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ラベルのテキストのためのXPath 式を作成するには、最初にラベルを選択します。[スタイル&プロパティ
] ペイン内から、
ラベルのText プロパティ
を選択して、ペインのメニューバー内のXPath アイコンをクリックします。 表示されるXPath ダイ
アログに、XPath 式 対応するを入力します。XPath コンテキストノーは、対応するド$ORDERS/Orders/Order
要素であることに注意してく
ださい。
カスタマー 列のため
if ($XM L1/Root/C ustom erC ode!='All')
then concat(C ustom erC ode, ': ', $XM L1/Root/C ustom erN am e)
else concat(C ustom erC ode, ': ', for $i in C ustom erC ode return $C U STO M ERS/C ustom ers/
C ustom er[@ code=$i][1]/N am e)

選択されたカスタマーのオーダーのテーブルのためには、カスタマーの名前は、$XML1 ツリーより取得されます。
すべてのオーダーを表示するテーブルのためには、カスタマーの名前は、$ORDERS ツリー内のカスタマーコードをキー
として使用し$CUSTOMERS ツリーより取得されます。 (カスタマーコードは両方のツリーに存在します。)

オーダー 列のため
concat(@ num ber, '/', O rderD ate)

数量列のため
concat(C urrency, ' ', O rderAm ount)

オーダー テーブルの作成の完了
各列のコンテンツを定義した後、[スタイル&プロパティ
] ペインからプロパティ
を使用してラベルをフォーマットします。テーブル
行 グループの可視プロパティ
を指定して、トップページで選択されたカスタマーのみがテーブルに表示されるようにします。 可
視プロパティ
に関しては、次のセクショ
ンで説明されています。
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サブページ: 可視性プロパティ
オーダーサブページ内に作成されたオーダーテーブル は、データソースOrders.xml 内の、各 Order 要素のために行
を生成する 動的 テーブルです。Order 要素は、データファイル内で発生する順序で表示されています。しかし、
Order 要素 が表示される順序を管理すること
もできます。これは、テーブル行 グループのVisible プロパティを使用し
て行います。プロパティ
は、表示するOrder 要素を選択するXPath 式を取ります。
Visible プロパティ
のXPath 式 を設定するには、デザイン内の繰り返し行を選択してく
ださい。そして、[スタイル&プロ
パティ
] ペイン内で、テーブル行グループのプロパティ
に移動し、Visible プロパティ
のXPath アイコンをクリックします。表

示される[ XPath/XQuery 式の編集] ダイアログに次のXPath を入力します:
if ($XM L1/Root/Custom erCode!='All') then Custom erCode=$XM L1/Root/Custom erCode else
Custom erCode

このXPath 式 は以下のように作動します:
1. 式のif 句は、要素 $XM L1/Root/Custom erCode が文字列 Allを含むかをテストします。
2. 要素 $XM L1/Root/Custom erCode が文字列 Allを含まない場合、$XM L1/Root/Custom erCode 要素
のコンテンツに等しいCustomerCode 要素 コンテンツを持つすべてのOrder 要素のOrderAmount 要素
はが選択されます。これは、エンドユーザーにより選択されたカスタマーのOrder 要素の数量になります。カスタマー
のCustomerCode は、$XML1 データソースに保管されています (トップページ: アクショ
ングループ、サブペー
ジへ移動を参照)。
3. 要素 $XM L1/Root/Custom erCode 文字列 Allを含む場合、子 CustomerCode 要素を持つすべての
Order 要素 が選択されます。実質上、これはデータファ
イル内のすべてのOrder 要素です。
メモ:

Visible プロパティを使用する利点は、選択された要素のみを含むテーブルを生成する他の方法より
も、簡単か
つ効果的な代替であることです。
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サブページ:XPath 内の総額
デザインを完了するには、総額を表示するラベルを表示されたオーダーに追加します。以下のとおり行います:
1. [コントロール] ペインから、[ラベル] コントロールをドラッグしてオーダーテーブルにドロップします (下のスクリーン
ショ
ット参照)。
2. [スタイル&プロパティ
] ペイン内のコントロールのText プロパティ
のコントロールのXPath アイコンをクリックしま
す。
3. 表示される[XPath/XQuery 式の編集] ダイアログに、総額を計算するXPath 式 (式 は下に与えられてい
ます)を入力します。そして、[OK] をクリックします。

総額を計算する XPath 式
以下の2 つのイベントの総額を計算します: (i) 選択されたカスタマーのオーダー、および(ii) すべてのオーダー。これは、
次のXPath 式を使用して行うことができます:
if ($XM L1/Root/Custom erCode!='All')
then concat('Total:',xs:decim al(sum ($O RDERS//O rder[Custom erCode=$XM L1/Root/Custom erCode]/
O rderAm ount)))
else concat('Total:',xs:decim al(sum ($O RDERS//O rderAm ount)))

このXPath 式 は、以下のとおり作動します:
1. 式のif 句は、要素 $XM L1/Root/Custom erCode が文字列 Allを含むかをテストします。
2. 要素 $XM L1/Root/Custom erCode が文字列 Allを含まない場合、$XM L1/Root/Custom erCode 要素
のコンテンツに等しいCustomerCode 要素 コンテンツを持つすべてのOrder 要素のOrderAmount 要素
はが選択されます。これは、エンドユーザーにより選択されたカスタマーのOrder 要素の数量になります。カスタマー
のCustomerCode は、$XML1 データソースに保管されています (トップページ: アクショ
ングループ、サブペー
ジへ移動を参照)。
3. 要素 $XM L1/Root/Custom erCode が文字列 Allを含む場合、すべてのOrderAmount 要素が選択され
ます。
選択されたOrderAmount 要素 は、XPath のsum() 関数を使用して集計されます。sum() 関数は、
xs:double 型 を使用するため、 xs:double 数値を返します。数量は通貨が必要と
する、2 つの小数点とともに表
示されます。ですから、xs:decimal 型コンバーターを使用して、xs:double に四捨五入し、2 つの小数点を使用し
ます。
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シミュレーションとテスト
デザインが完了すると、( [F5] を押して) シミュレーショ
ンを実行して、デザインをテストします。下のスクリーンショ
ットは、
MobileTogether Designer シミュレーター内のトップページおよびサブページを表示しています。
トップページ:カスタマー

サブページ: (選択されたカスタマー および すべてのカスタマーのための )オーダー

これだけです!
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レコードの追加と編集

このチュートリアルの目的は以下のとおりです:
顧客の記録をカスタマーデータベースに追加する
データベース内のレコードを編集する

デザインのプラン
デザインは以下のとおり構成されています:
XML データソースが使用されます。$PERSISTENT ツリーは、カスタマーデータベースを保管するために使用され
ます。$EDIT ツリーは、現在編集されている1つのレコード(Customer 要素) を保管するために使用されます。
$EDIT/Customer 要素は、「
新規を追加」ボタンがクリックされると作成されます。
「保存」ボタンがクリックされると、$EDIT/Customer 要素が$PERSISTENT ツリーの最後の要素として追加
されます。レコードは、(記録が後に新規として追加、または、編集のために使用できるようにロードされ) $EDIT ツ
リーから削除されます。.
カスタマーデータベースは、$PERSISTENT ツリー内でCustomer 要素を表示するテーブルとして表示されます
(上のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい).
カスタマーデータベース内のレコードのフィ
ールドがクリックされると、編集を実行する$EDIT ツリー内に記録がロード
されます。
記録がこのように編集された後、「
保存」ボタンがクリックされると、レコードは、$PERSISTENT ツリーの元の場所
に保存されます。

チュートリアルファイル
完成したチュートリアルファイルは マイドキュメントMobileTogether フォルダー:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\AddEditRecords\AddAndEditRecords.mtd

内にあります。このチュートリアルを読みながら、このファイルを開きデザインの設定をチェックしてく
ださい。
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デザインページ
ソリューショ
ンが開始すると、「
All Addresses」 という名前のメインページが表示されます。このページには以下が含まれ
ます: (i) ($PERSISTENT ツリー内に含まれる)顧客のデータベース内の全ての記録を表示するテーブル、および(ii) ユーザ
ーが顧客のデータベースに新規のレコードを追加することのできる「新規を追加」ボタン。

「新規を追加」ボタンがユーザーによりクリックされると、ボタンのアクショ
ンにより「
Edit Address」
という名前のサブページに
移動します(下のスクリーンショ
ットを参照)。このページでユーザーは新規の顧客の情報を入力することができます。サブペー
ジはワークフローが2つの個別のページ間を移動するために必要とされます。

新規の顧客のデータがEdit Address ページ内に入力されると、ユーザーは、「保存」をクリックすることができます。また
は、ユーザーは、「キャンセル」をクリックして中断することができます。どちらかのボタンがクリックされると、ワークフローはサブペ
ージを終了し、メインページに戻ります。これらのボタンがクリックされた時に実行されるアクショ
ンに関しては、新規のレコード追
加するを参照してく
ださい。

ページの作成
トップページとサブページは、ページペイン内で作成されます (下のスクリーンショ
ットを参照)。
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データソース
カスタマーデータベースのレコードは、$PERSISTENT ツリー内に保管されています。新規のレコードが既存のレコードに追
加され、または、編集される場合、このレコードは、$EDIT ツリー内にロードされます。両方のツリーで、各レコードは、
Customer 要素内に保管されます。 ツリ
ーはページソースペインのツールバーアイコンを使用して手動で作成、または、ツ
リー内のノードのコンテキストメニューを使用して作成されます (下のスクリーンショ
ットを参照) 。

以下の点に注意してく
ださい:
両方のツリー内で、Customer 要素は、単一の顧客の記録に対応します。
各顧客のデータは、顧客のCustomer 要素の属性内に保管されます。
$EDIT ツリ
ーは、デザインの両方のページにより共有されます。これは、ツリー内のデータが両方のページに対して使
用できることを意味します。
$EDIT ツリ
ー内で、これらの属性のそれぞれは、ツリーがロードされた時に空白の文字列の固定値を持つように設
定されます。この設定 「ロード時に存在を確認する」は、各属性のコンテキストメニュー内で使用することができ
ます(属性を右クリックすることにより実行することができます)。この切り替えには以下を意味します: 「新規を追加」
ボタンがクリックされると、空白の属性の値を持つこのツリーを（
再）
ロードする必要があります。新規の顧客の詳細
は、ですから、空白の顧客の記録に追加することができます。
Customer 要素と
その子属性が太字で表示されている理由は、これらがデザイン内のページソースリンクとして作
成されているからです。これらは、メインページ上のテーブルの列内の顧客のデータベースを表示しています (下のスク
リーンショ
ットを参照)。
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新規レコードを追加する
ユーザーがソリューショ
ンを開く
と、カスタマーデータベースは空白です。レコードを追加するには、「新規を追加」ボタンをク
リックします (下のスクリーンショ
ットを参照)。

「新規を追加」ボタンには、下のスクリーンショ
ット内で表示される2つのボタンのクリック時 アクショ
ン(再ロードとLet) が存
在します。

これらの2つのアクショ
ンは以下のステップのシーケンスで実行されます:
1. 再ロードアクショ
ンは、$EDIT ツリーを再ロードします。このツリーのノードは、空白の文字列の固定値と共にロー
ドされるように定義されているため、顧客の記録の全てのフィ
ールドは空白です。
2. Let アクショ
ンはサブページEdit Address に移動し、結果を取得する、$save という名前の変数を作成しま
す (下のスクリーンショ
ットを参照)。
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サブページの結果は、ページの「保存」ボタンがクリックされると返されます。「保存」ボタンは、サブページを閉じる
アクショ
ンを実行し、Customer ノード。である結果を返します。その後、このノードは、$save 変数に保管されま
す。
3. If-Then アクショ
ンは、次に$save 変数が存在するかをチェックします。
4. $save 変数が存在すると、アクショ
ンのThen 句が実行されます。これにより( ノードの追加 アクショ
ンを使用し
て) $PERSISTENT/Root 要素の最後の子ノードとして$EDIT/Customer 要素が追加されます。このよう
にして、Edit Address に追加内に新しい顧客のデータが追加されると、サブページが保存されます。顧客の記
録全体は、$PERSISTENT ツリー内の顧客のデータベースの最後の記録として追加されます。
5. 「キャンセル」ボタンは、結果を返すことなく
サブページを閉じるアクショ
ンを実行します。顧客のデータベースを変更
することなく
メインページに戻ることができます。
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新規レコードデータを入力する
Edit Address (サブ) ページは、下で説明されている心気の顧客のデータを入力するために使用されます (下のスクリー
ンショ
ットを参照) :

各顧客のデータ編集フィ
ールドは、$EDIT ツリー内のノードであるページソースリンクに関連付けられています。
「保存」ボタンがクリックされると、$EDIT/Customer 要素全体が$PERSISTENT/Root 要素の最後の子
として追加されます。このメカニズムについては、前のセクショ
ン新規レコードを追加するで説明されています。
「キャンセル」ボタンは、結果を返すことなく
サブページを閉じます。「キャンセル」ボタンのサブページを閉じるアクショ
ンを使用して定義することができます。
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全てのレコードを表示する
顧客のデータベースの記録は、動的な行が存在するテーブル内で表示されている$PERSISTENT ツリー内で表示されます
(下のスクリーンショ
ットを参照)。

テーブルは以下のように定義されます:
テーブルには、動的な行の外に存在するシンプルなヘッダー行があります。
動的な行は、$PERSISTENT/Root/Customer データソース要素にリンクされている繰り返し行です。ソリュ
ーショ
ン内の結果、新規の行が各 Customer 要素のために作成されます。
各テーブル列のセルには、それぞれ Customer 要素: name、street、zip、とcity の異なる属性ノードに
リンクされているラベルコントロールが含まれています。
各ラベルは、ラベルのクリック時 イベントのために定義されている同じアクショ
ンのセットを有しています (下のスクリーン
ショ
ットを参照)。これらのアクショ
ンは、各顧客の記録が個別に編集でき、顧客のデータベースに保存できるように
なっています (既存のレコードの編集のセクショ
ンを参照してく
ださい)。アクショ
ンのセットは、4つ全てのラベルと同
じのため、4つのラベルのために再利用する事のできる単一のアクショ
ングループ内で定義されています。

住所を編集するアクショングループ
各レベルのラベルのクリック時 イベントのために追加されるアクショ
ングループは、下のスクリーンショ
ット内で表示され、説明さ
れ提案す。
メモ:

アクショ
ングループ内に追加されたノードは、$PERSISTENT/Root/Customer ノードです。これは アクショ
ン
グループ内の全てのXPath 式のコンテキストノードです。
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アクショ
ングループ内のアクショ
ンは以下を行います:
ノードの削除 アクショ
ンは、$EDIT/Customer を削除します。このデータソーには、現在編集されている顧客の
記録が含まれています。
$EDIT/Customer ノードの削除された属性ノードは、編集する記録の属性ノードと
置き換えられます。これらの
ノードは、現在のコンテキストノード( $PERSISTENT/Root/Customer )の属性ノードです。この置換えは、ノ
ードの追加 アクショ
ンを使用する事におこなうことができます。
Let アクショ
ンは、サブページEdit Address に移動する$save という変数を作成し、結果を取得します (下
のスクリーンショ
ットを参照) 。サブページの結果は、ページの「保存」ボタンがクリックされると返されます。「保存」
ボタンは サブページを閉じるを実行し、Customer ノードである結果を返します。このノードは、$save 変数に
保管されます。
If-Then アクショ
ンは、$save 変数が存在するかをチェックします。
$save 変数が存在する場合、アクショ
ンのThen 句が実行されます。これにより、顧客のデータベースの現在の
Customer 要素の属性ノードが削除され、(ノードの追加 アクショ
ンを使用して) $EDIT/Customer 要素から
の属性ノードが顧客のデータベースの顧客のデータに追加されます。
「キャンセル」ボタンがクリックされると、結果を返すことなくサブページを閉じるが実行されます。顧客のデータベース
を変更することなく
メインページへ戻る事ができます。
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既存のレコードを編集する
顧客の記録内のフィ
ールドをユーザーがクリックすると、ソリューショ
ンは、ユーザーが特定の記録を編集することのできるEdit
Address サブページに移動します(下のスクリーンショ
ットを参照)。

「保存」をクリックすると、顧客のデータベースに編集された記録が保存され、ソリューショ
ンはメインページに移動しま
す。
ユーザーが「
キャンセル」
をクリックすると、元の記録は変更されず、ソリューショ
ンはメインページに戻ります。
これら2つのボタンのボタンのクリック時 アクショ
ンは、新規のレコード追加するのセクショ
ンで説明されています。サブページは以

下の場合呼び出されます (i) 新規の記録が追加された場合、または、(ii)記録が変更された場合。両方のデータへの変
更は、$EDIT ツリー内に保存されます。ボタンアクショ
ンは両方の場合とも同じです。
顧客のデータベース内の古い顧客のデータと変更されたデータの置換えに関しては、関連するアクショ
ンを実行するアクショ
ン
グループの説明を参照してく
ださい。
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このチュートリアルは、SOAP によるデータを使用し構築されたデザイン(CityTimesViaSOAP.mtd)の作成方法を説
明します。デザインは WSDL ファイル(TimeService.wsdl)からSOAP リクエストを生成します。リクエストは Web
サービス(http://www.nanonull.com/TimeService)に送信され、サービスのSOAP レスポンスが使用されデザ
インのXML ツリー内のノードを更新します。
Web サービスは以下を提供します (i) 現在のUTC 時刻、(ii) 特定のタイムゾーン内の現在の時刻。タイムゾーンは
関連するSOAP リクエストのパラメーターとして提供されます。デザインの目的はインターフェイスの以下の項目を更新するこ
とです (i) UTC 時刻、(ii) 選択された都市の時刻。UTC 時刻に関しては、(パラメーター無しの) SOAP リクエストが
Web サービスに送信されます。レスポンスは XML ノードを更新するために使用されます。都市の時刻に関しては、都市の
タイムゾーンがSOAP リクエストのパラメーターとして送信されます。ノードはレスポンスにより更新されるため、また更新され
たノードは特定のコントロールのページソースリンクのため、更新された時刻はすぐにソリューショ
ン内に表示されます。
インターフェイスの外観は下のスクリーンショ
ットのようになります。スクリーンの下の部分は選択された都市のリストを含んでいま
す。UTC 時刻の更新ボタンまた<City> ボタンをクリックすることにより、対応する時刻を更新します (スクリーンショ
ットを
参照)。コンボボックス内の都市を選択することにより、表示される都市の時刻を更新します。ページが更新されると、都市の
時刻も自動的に更新されます。このメカニズムはページの更新のセクショ
ンで説明されています。

チュートリアルファイル
マイドキュメントMobileTogether フォルダーにこのチュートリアルで使用されるファイルを検索することができます:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\SOAPRequests。
CityTimes.xml: これは、都市と
タイムゾーンのリストを含んだXML データファイルです。デザインによりリクエスト
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されたデータの構築のために使用されます。
TimeService.wsdl: これは、SOAP リ
クエストによりWeb サービスが生成されるためのWSDL ファイルで
す。
CityTimesViaSOAP.mtd: これは完成されたMobileTogether デザインファ
イルです。このファイルを開き、こ
のチュートリアルの説明を読む際に参照してく
ださい。 MobileTogether Designer シミュレーショ
ンは[ F5] を
押すことで行うことができます。

デザイン内のファイルパスは相対的です、またXML とWSDL データファイルはサーバーにデプロイされていません。ですか
ら、これら3つファイルをフォルダーにコピーすると、MobileTogether Designer 内で正確にシミュレーショ
ンを行うことができ
ます。

チュートリアルの構造
このチュートリアルは以下のセクショ
ンに整理されています:
XML ページソースは、デザインの構造とデータのために使用されるXML データソースについて説明しています。
デザインコンポーネントは、デザインの異なるコントロールとアクショ
ンについて説明しています。
ページの更新 は、ページ更新のためのアクショ
ンにより定義されている、表示される値がどのように自動的に更新され
るかについて説明しています。
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XML ページソース
1つのXML ページソース($XML1) が、デザインのために必要なデータを保管し構築するために必要です。以下から構成
されるXML ファイルCityTimes.xml を使用します (下のリスト参照):
ユーザーがボタンを押すと、SOAP リクエストを介してUTC 時刻 と共にアップデートされるUTC 要素 (下のリス
ト参照)。このノードはユーザーにUTC 時刻を表示するために使用されます。
自動的なページの更新の間で秒単位の時間を保留するためのRefreshTime 要素(下のリスト参照)。ユーザ
ーはこのノードの値を選択することができます。
ユーザーが選択する都市の詳細(Name TimeZone およびTime) を含むSelectCity 要素(下のリスト
参照)。ユーザーがコンボボックスのドロップダウンリストから選択したSelectCity 要素のName 子要素が都市
名と共に更新されます。コンボボックスの選択が行われると、 SelectCity/TimeZone 要素がCities デー
タベースより更新されます。 SelectCity/TimeZone 要素は、ユーザーが都市を選択すると送信される
Web サービスのSOAP リクエストに対するレスポンスにより更新されます。
Cities 要素 は、選択された都市の詳細(Name TimeZone とTime) (下のリ
スト参照)を含むデータベー
スです。(希望する場合は都市を追加することもできます)。Web サービスは都市のタイムゾーンを選択された都
市の現在の時刻を返すためにアクセスします。データベースはですから、タイムゾーンの情報を含む必要があります。
City 要素のTime 子要素は、現在の時刻を保管するために使用され、SOAP リ
クエストのレスポンス内の
Web サービスより取得されます。上のUTC 時刻では、ユーザーがボタンを押すと(またはコンボボックス内の都市を
選択すると)、SOAP リクエストが送信されます。

ドキュメントの構造を表示するXML ページデータソースCityTimes.xml の短いバージョ
ン
<CityTim e xm lns="http://www.Nanonull.com /Tim eService/">
<U TC >12:00 AM </U TC >
<RefreshTim e>60</RefreshTim e>
<SelectCity>
<City>
<Nam e>UTC Tim e</Nam e>
<Tim eZone>GM T</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>
</City>
</SelectCity>
<Cities>
<City>
<Nam e>Beijing</Nam e>
<Tim eZone>UTC+8</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>
</City>
...
</Cities>

XML ページデータソースのフルリストCityTimes.xml
マイドキュメントフォルダーのMobileTogether フォルダー内: MobileTogetherDesignerExamples
\Tutorials\AltovaProducts.xml.
<?xm lversion="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CityTim e xm lns="http://www.Nanonull.com /Tim eService/">
<UTC>12:00 AM </UTC>
<SelectCity>
<City>
<Nam e>UTC tim e</Nam e>
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<Tim eZone>GM T</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>
</City>
</SelectCity>
<Cities>
<City>
<Nam e>Beijing</Nam e>
<Tim eZone>UTC+8</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>
</City>
<City>
<Nam e>Boston</Nam e>
<Tim eZone>UTC-6</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>
</City>
<City>
<Nam e>London</Nam e>
<Tim eZone>GM T</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>
</City>
<City>
<Nam e>Los Angeles</Nam e>
<Tim eZone>UTC-8</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>
</City>
<City>
<Nam e>M adrid</Nam e>
<Tim eZone>UTC+1</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>
</City>
<City>
<Nam e>M oscow</Nam e>
<Tim eZone>UTC+3</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>
</City>
<City>
<Nam e>Paris</Nam e>
<Tim eZone>UTC+1</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>
</City>
<City>
<Nam e>Sydney</Nam e>
<Tim eZone>UTC+11</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>
</City>
<City>
<Nam e>Tokyo</Nam e>
<Tim eZone>UTC+9</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>
</City>
<City>
<Nam e>Vienna</Nam e>
<Tim eZone>UTC+1</Tim eZone>
<Tim e>12:00 AM </Tim e>

</City>
</Cities>
</CityTim e>
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XML ページソースの追加:
1. ページソースペイン内の[ページソースの追加] アイコンをクリックします(上のスクリーンショ
ット参照)。ファイルから
インポートされた新規 XML、HTML または JSON 構造 を選択します。次のスクリーンでページソース設定
を確認し、 (デフォルトを変更することなく
) [完了]をクリックします。

2. 開く
ダイアログが表示されます。CityTimes.xml ファイルを参照します (ロケーショ
ンを確認して) [開く] をク
リックします。$XML1 ツリーが作成されます。このツリーは、CityTimes.xml ファイルがデフォルトファイルとして
設定されており、XML ツリーはデフォルトのファイルの構造を持ちます。

SOAP レスポンスとXML ツリー内のノードの名前空間
この特別な Web サービスからのSOAP レスポンス内のノードにはプレフィ
ックスはなく
、以下の名前空間に属します:
http://www.Nanonull.com/TimeService/。ですから、SOAP レスポンスノードに正確にターゲッ
トするには、
デザインのXPath 式は この名前空間に対するXPath デフォルト名前空間 に設定されている必要があります(下のスク
リーンショ
ット)。

この名前空間をXPath デフォルトの名前空間として設定することは、デザインのXPath 式内の全てのプレフィックス無し
のノードがこの名前空間内に存在すると考えられます。XML ツリーのノードにプレフィ
ックスがない場合 (XML ツリーの場
合のように)、これらのツリーノードがプレフィ
ックス無しにXPath 式に入力された場合、これらのノードは、XPath デフォル
トの名前空間と考えられます: http://www.Nanonull.com/TimeService/。
このため、名前空間 http://www.Nanonull.com/TimeService/ をノードXML ツリーにも割り当てます。上
のXML リストでも、ドキュメントのルート要素が名前空間に割り当てられていることに気が付く
でしょう:
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<CityTim e xm lns="http://www.Nanonull.com/TimeService/">

この名前空間がXML ドキュメント全体のスコープであるため、また子孫要素の他の名前空間マッピングにより上書
きされていないため、名前空間は ドキュメント全体に適用されます。
ドキュメントの名前空間宣言にはプレフィ
ックスが無く
、この名前空間がXML ドキュメントのデフォルトの名前空間
になります。この結果、プレフィ
ックス無しのノードがこの名前空間内に存在します。
メモ:

XML ドキュメントがSOAP レスポンスノードの名前空間以外にある場合はプレフィ
ックスがあります。XML ドキュメ
ント内でドキュメントの名前空間をプレフィ
ックスと共に宣言することが奨励されます。デザイン内で、同じ
prefix:namespace 値がデザインの名前空間のコレクショ
ン内に入力されていることを確認してく
ださい。デザ
インのXPath 式内では、XML ツリーノードを参照する際宣言されたプレフィ
ックスを使用する必要があります。代
わりに、XPath 式内では、*:NodeName のような星印プレフィ
ックスを持つノードをアドレスすることができます。こ
れにより、ノードの持つ名前空間に関わらず、ローカル名 NodeName を持つ全てのノードをマッチすることができま
す。
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デザインコンポーネント
以下のスクリーンショ
ット内では、デザインコンポーネントには番号が付けられ、コールアウトのセクショ
ンで更に詳しく
説明され
ています。左側のスクリーンショ
ットは、シミュレーショ
ンを、右のスクリーンショ
ットはデザインを表示しています。コールアウトをク
リックして、対応するデザインコンポーネントの詳細を確認してく
ださい。

ランタイムソリューショ
ンのシミュレーショ
ン

ページデザイン

1: UTC 時刻を更新するためのボタン
UTC 時刻の更新 ボタンがランタイムでクリックされた場合、ボタンのクリック時 イベントは2つのアクショ
ンをトリガーし
ます (下のスクリーンショ
ット参照)。最初に、 SOAP リクエストの実行 アクショ
ンがSOAP リクエストをUTC 時刻
のためにWeb サーバーに送信します。Web サービスからのSOAP レスポンスは、
$MT_HTTPExecute_Result 変数に保管されています (下のスクリ
ーンショ
ットで青い枠に囲まれています)。
次に、ノードの更新 アクショ
ンは UTC 時刻を使用して $XML1/CityTime/UTC ノードを更新します。このノード
のコンテンツは即にラベルに表示されます (下のコールアウト2 を参照)。

Web サービスは、現在のUTC 時刻を取得するオペレーショ
ン(getUTCTime) を提供します。SOAP リクエスト
がどのように定義されるかを確認するには、SOAP リクエストの実行アクショ
ンの[編集](上のスクリーンショ
ットで赤い
枠で囲まれていますをクリックします ) 表示されるSOAP リクエストダイアログ内のプレビューペインにSOAP リクエス
トのテキストが表示されています。
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2: UTC 時刻を表示するラベル
このラベルはページソースノード$XML1/CityTime/UTC (ラベルのページソースリンク)と関連しています。このノード
からのデータがラベル内に表示されます。ノード$XML1/CityTime/UTC がUTC 時刻の更新 ボタンがクリックさ
れる際に更新されるため (上のコールアウト1 参照) 更新されたUTC 時刻 がこのラベル内に表示されます。

3: 都市を選択するためのコンボボックス
コンボボックスの目的は、以下のとおりです:
1. XML ページソースのCities 要素にリストされる都市の名前を表示するため
2. ユーザーが都市を選択すると、その都市の現在の時刻をSOAP リクエストに送信するため
3. ユーザーの選択により影響を受けるすべての//Time と//Timezone ノードを更新するため(下のスクリー
ンショ
ット内の更新アクショ
ン'
を参照)
コンボボックスのドロップダウンリスト内のアイテムの選択
デザイン内でコンボボックスコントロールをダブルクリックして、[コンボボックスの編集]ダイアログを表示します。コンボボックス
ドロップダウンリストのアイテムは、XML ページソースのCities 要素内の都市名です。これらの都市名は、
XPath 式 $XML1/CityTime/Cities/City/Name と一緒に選択されます。これらの都市名のXML 値
は、都市名のテキスト(コンボボックスのドロップダウンリストの表示されるエントリ)と同じになるように設定されています。
ユーザーが都市をコンボボックス内から選択すると、(コンボボックスエントリと同じ)選択のXML 値がノード$XML1/
CityTime/SelectCity/City/Name にパスされます。 これは、コンボボッ
クスとこのXML ツリーノード間にペ
ージソースリンクを作成し、ページソースペインからツリーノードをコントロールにドラッグアンドドロップすることにより、アー
カイブされます)。
都市の現在の時刻を取得するために SOAP リクエストを定義する
コンボボックスのアクショ
ンダイアログを開く
ためにコンボボックスの左上のコントロールアクショ
ンシンボルをダブルクリックしま
す。(下のスクリーンショ
ット)。 SOAP リクエストの実行 アクショ
ンはコンボボックスの[編集の完了時]イベントのため
に定義されています。Web サービスは、指定されたタイムゾーンの現在の時刻を取得する
(getTimeZoneTimeResult)オペレーショ
ンを提供します。時刻がリクエストされるタイムゾーンは、SOAP リクエ
ストのパラメーターとして送信されます。SOAP リクエストがどのように定義されたか確認するには、SOAP リクエスト
の実行アクショ
ンの実行の[編集] ボタン(下のスクリーンショ
ット出赤い枠でかこまれています)をクリックします。
SOAP リクエストダイアログが表示されます。
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SOAP リクエストダイアログ内の、プレビューペインにSOAP リクエストのテキストが表示されます。タイムゾーンパラメー
ターは、パラメーターペインに表示されます。 パラメーターのXPath ボタンをクリックして、m:timezone パラメーター
の値を選択するXPath 式を確認します:
for $i in $XM L1/C ityTim e/SelectC ity/C ity/N am e return $XM L1//C ities/C ity/
Tim eZone[../N am e=$i]

XPath 式 は、最初にユーザーがコンボボックス内から選択した都市名を選択し、値を式の$i 変数内に保管しま
す。式は、次に(XML ページソースのCities 要素から) $i 内の値にマッチするName 要素を持つ都市の
Timezone 要素を選択します。このよう
にして、m:timezone パラメーターのSOAP リクエストとしてユーザーが選
択した都市のタイムゾーンが設定されます。このリクエストを受け、 Web サービスは、リクエストされたタイムゾーンの現
在の時刻を返します。
SOAP レスポンスを変数内に保管する
Web サービスからのSOAP レスポンスは、$MT_HTTPExecute_Result 変数に保管されており、(上のスクリ
ーンショ
ット出青い枠でかこまれています)。XML ドキュメントであるSOAP レスポンス全体が変数に保管されてい
ることに注意してく
ださい。タイムゾーンの時刻を含むノードを選択するためにSOAP レスポンスの構造を知る必要が
あります。下のサンプルの場合、次のXPath 式 がSOAPレスポンス内に保管されたタイムゾーンの時刻を検索しま
す:
$M T_HTTPExecute_Result//getTim eZoneTim eResult

メモ: getTimeZoneTimeResult ノードは、SOAP レスポンス内でプレフィ
ックスが無く
、 http://
www.Nanonull.com/TimeService/ 名前空間内にあり
ます。デザインのXPath デフォルトの名前空間は、
ですからのこ名前空間に変更されます。これが行われない場合、SOAP レスポンス内のタイムゾーンの時刻が次の
XPath 式でアクセスすることができます:他の名前空間内で要素ノードを検索する$MT_HTTPExecute_Result//
*:getTimeZoneTimeResult。要素ノードを名前空間内で検索するgetTimeZoneTimeResult。以下も参照
: SOAP レスポンス内のノードの名前空間とXML ツリー。
タイムゾーンの時刻付きのノードの更新
ノードの更新 アクショ
ンは、2つのXML ツリーノードを受け取ったタイムゾーンの時刻を使用して更新します: (i)
$XM L1/C ityTim e/SelectC ity/C ity/Tim e と(ii) $XM L1/C ityTim e/C ities/City[Name=$XML1/
CityTime/SelectCity/City/Name]/Tim e。ハイライトされた部分は、2番目の式で、ユーザーが選択した
都市の名前に一致するCities データベース内の都市がアップデートされるように指定します。これらの更新されたノ
ードのコンテンツは、ページソースリンクを介して、すぐに表示されます (下の コールアウト5 と9 を参照)。タイムゾー
ンの時刻の値は、$MT_HTTPExecute_Result 変数を使用したSOAP レスポンスから取得されます。

選択された都市のタイムゾーンの表示
ノードの更新 アクショ
ンは、$XML1/CityTime/SelectCity/City/TimeZoneノードを更新するために使用
されます。ノードが更新されるために使用する値は、次の式で選択されるノードのコンテンツです: $XM L1/
C ityTim e/C ities/City[Name=$XML1/CityTime/SelectCity/City/Name]/Tim ezone。この式
は、Cities データベース内でユーザーが選択した都市の名前に一致する名前を持つ都市のTimeZone 要素を
選択します。更新されたノードのコンテンツは、ページソースリンクを介して編集フィ
ールドに表示されます (下のコール
アウト4 を参照)。

4: ユーザーが選択下都市のタイムゾーンを表示する編集フィールド
この編集フィ
ールドはページソースノード$XML1/CityTime/SelectCity/City/TimeZone (編集フィ
ールド
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のページソースリンク)と関連しています。ですから、ユーザーがコンボボックス内から都市を選択すると、その都市のタイ
ムゾーンが編集フィ
ールド内で表示されます。一連のアクショ
ンは、以下のとおりです: ユーザーが都市を選択すると、
SelectCity//TimeZone ノードが更新されます ( コンボボッ
クス内の更新アクショ
ンのため。上のコールアウト3
を参照)。そして、SelectCity//TimeZone ノードが編集フィ
ールドのページソースリンクであるため、編集フィ
ー
ルドは自動的にSelectCity//TimeZone ノードの更新した値を表示します。

5: ユーザーが選択した都市の現在の時刻を表示するラベル
このラベルはページソースノード$XML1/CityTime/SelectCity/City/Time (ラベルのページソースリンク)と
関連しています。ユーザーが都市をコンボボックス内から選択すると、(i) SOAP リクエストがその都市のタイムゾーンの
現在の時間を取得するために送信されます、そして(ii)そのタイムゾーン内の現在の時刻と共にSelectCity//
Time ノードが更新されます (コンボボッ
クスの更新アクショ
ンのため。上のコールアウト3 参照)。ラベルは、更新され
たSelectC ity//Tim e ノードのページソースリンクのため更新された時間を自動的に表示します。

6: 都市のデータベースを表示するテーブル
XML ページソースのCities 要素内の都市は、City 要素内でそれぞれ定義されています。City 要素はです
から、3つのカラムと動的な行のテーブル内の繰り返し行として作成されます。それぞれの都市が行に表示されます。列
はそれぞれ、各都市の名前、タイムゾーン、と時刻を表示します。列で使用されるコントロールは、それぞれ、ボタン
(ページソースリンクとしての都市のName 要素)、編集フィ
ールド、(ページソースリンクとしての都市のTimezone 要
素) とラベルです ( ページソースリンクとしての都市のTime 要素)。下のコールアウト7、8 と9 参照。

7: 都市の時刻を更新するボタン
ボタンは、$XML1/CityTime/Cities/City/Name に対するページソースリンクとして都市名を表示します。ラ
ンタイムでは、都市のボタンがクリックされると、SOAP リクエストが都市の(タイムゾーン) 時刻を取得するために送信
されます (下のスクリーンショ
ット参照)。リクエストされたm:timezone パラメーターの値は、都市のTimeZone 要
素から取得されます。コンテキストノードがCity のため、都市のタイムゾーンを取得するXPath 式は、以下の通り
です: TimeZone. SOAP レスポンスは、$MT_HTTPExecute_Result 変数内に保管されます。次に、ノード
の更新 アクショ
ンは、タイムゾーンの時刻付きの$XML1/CityTime/Cities/City/Name ノードを更新しま
す。この更新ノードの内容は即ラベルに表示されます (下の コールアウト9 参照)。

8: データベース内の都市のタイムゾーンを表示するフィールドを編集する
編集フィ
ールドはXML ノード$XML1/CityTime/Cities/City/TimeZone (編集フィ
ールドのページソースリ
ンク)と関連付けられます。このノードの内容は変更されません。
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9: 都市の現在の時刻を表示するラベル
ラベルは XML ノード$XML1/CityTime/Cities/City/Time (ラベルのページソースリンク)と関連付けられま
す。このノードからのデータは、ユーザーが対応するCity ボタンをクリックするとラベル内に表示されます (上のコールア
ウト7)。これは、 (i) ボタンにはこのノードを更新するアクショ
ンがあり (上のコールアウト7 参照)、 (ii) このノード
がラベルのページソースリンクであるからです。

ページアクション
ページアクショ
ンを確認するには、ページ内を右クリックして[ページアクション] を選択します。表示されるダイアログ内でペー
ジのロード時イベントのための3つのアクショ
ンが定義されています。これらのアクショ
ンは、ページがロードされる際に更新されま
す。これらのアクショ
ンは最初のページの表示のためのデータを提供します。
以下のアクショ
ンが定義されています:
SOAP リクエストの実行: アクショ
ンは、Web サービスからのUTC 時刻をリクエストし、レスポンスを
$MT_HTTPExecute_Result 変数に保管します。リ
クエストは、UTC 時刻 ボタン(コールアウト1)と同じよ
うに定義されます。
ノードの更新: UTC 時刻と共にノード$XML1/CityTime/UTC をアップデートします。ノードがUTC 時刻ラベ
ルのページソースリンクであるため、(コールアウト2)、現在のUTC 時刻と共にラベルは初期化されます。
ノードの更新: UTC 時刻と共にノ$XML1/CityTime/SelectCity/City/Time ードを更新します。選
択された都市 (SelectC ity//N am e) の初期の値は、UTC 時刻 (XML ファイル参照)であり、現在のUTC
時刻と共にSelectC ity//Tim e ノードを初期化します。
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ページの更新
上記で紹介されたデザインコンポーネントは、(ボタンをクリックまたはコンボボックス内で都市を選択することにより)イベントがト
リガーされるとSOAP リクエストを実行します。これは、表示されるUTC 時刻と都市の時刻は手動で更新されない限りす
ぐに不正確な時刻を表示することになります。しかしながら、継続的に表示される時刻を更新する方法があります。これ
は、ページの更新時 イベントを使用すると行うことができます。
表示される都市の時刻を自動的に更新するには、以下のメカニズムを使用します。
XML ファイル内のノードは、更新の間の一定の時間を、秒の単位で保留するように定義されています: $XML1/
CityTime/RefreshTime
ページの更新時 イベントはページで以下が行われると
更新されるように定義されています: (i) ユーザーがデバイスの
[更新] ボタン(下のスクリーンショ
ット参照) を押した場合、および(ii) X が$XML1/CityTime/
RefreshTime ノード内での数値である場合、毎 X 秒後。 各ページの更新の都度、表示内での都市の時刻

が更新されるように一連のアクショ
ンが定義されています。
ラジオボタンによりユーザーはページの更新を10/20/30/45/60 秒の間隔で行うことができます。

このメカニズムの主要な点は以下に説明されています.

ページの更新時イベントとそのアクション
3つのメソッドを使用してページの更新を定義することができます (下のスクリーンショ
ット参照)。サンプルでは以下の2つの方
法を用いてページを更新します:
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タイマーは、毎 X 秒です。秒数は、$XML1/CityTime/RefreshTime 要素のコンテントとして定義されてい
ます。(下のスクリーンショ
ットでは、赤いサークルで囲まれています)。
手動で、ユーザーが[更新] ボタンを押すと更新されます (上のスクリーンショ
ット参照)。

ディ
スプレイ内で各都市の現在の時刻を更新するには、以下を行います:
ループの作成 は、各都市を反復します (定義は緑のサークルで囲まれています)。ループは整数のシーケンスを返し
ます。各整数は、そのCity ノードのインデックスであることにより、City ノードに繋がっています。ループ内でこれら
のノードを更新しないため、直接City のノードを反復することはしません。またノードが反復されている間は更新を
行うことはできません。
ループ内では、それぞれの都市のために以下が実行されます (i) (青いサークルで囲まれた)その都市の
TimeZoneTime を取得するためにSOAP リ
クエストが実行されます、そして(ii) (黄色いサークルで囲まれた)そ
の都市のタイムゾーン内の現在の時刻を使用してその都市のTime ノードを更新します。
Loop アクショ
ンは、双方の方の更新に同様に使用することができ、データベース内の都市の現在の時刻を更新します。

ユーザーによる更新の間隔の選択の有効化
(都市の時刻が更新される)ページの更新の間隔をユーザーが行うことを有効化するために、5つセットのラジオボタンを作成し
ました (下のスクリーンショ
ット参照)。
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ラジオボタンには、以下の設定があります:
テキスト プロパティ
の値とチェックされた値 プロパティ
の値は、共に更新の間隔を設定します: 10/20/30/45/60
秒。テキスト プロパティの値は、ラジオボタンの近く
の値を表示します (上のスクリーンショ
ット参照)。チェックされ
た値 プロパティ
の値は、ラジオボタンが選択された時に使用されるXML データ値です。
5つすべてのラジオボタンには、$XML1/CityTime/RefreshTime 要素へのページソースリンクがあります。こ
れは、それぞれ相互的に排他的なセットを作成し、選択されたラジオボタンのチェックされた値は RefreshTime

要素のコンテンツとなります。
各ボタンには、編集の終了時 イベントのために定義されたページタイマーの再開/
停止アクショ
ンがあります。これ
は、ページの更新時 イベント内で定義されたページタイマーを新しい更新の間隔を使用して再開するために必要
です (上を参照) 。タイマーは、$XML1/CityTime/RefreshTime 要素から更新の間隔を取得することに
注意してく
ださい (上を参照)。 (ノードへのページソースリンクのため) ラジオボタンの選択は、この要素ノードを更
新します。

ページの更新のテストのシミュレーションの実行
MobileTogether Designer 内でのシミュレーショ
ンを実行するために[F5] を押します。$XML1/CityTime/
RefreshTime ノードから取得された値を使用して、ページ更新のためのタイマーが開始されます。元のデータツリ
ー内では
60 (秒) です。
ラジオボタンの1つを選択すると、ボタンのチェックした値は $XML1/CityTime/RefreshTime ノードノードにパ
スされ、(ボタンイベントのページタイマーの再開/
停止 アクショ
ンで定義されたとおり)ユーザーにより選択されたページ
更新時間を使用して、タイマーが再開されます。
また、都市の時刻を手動で更新するために、シミュレーターの右上にある[更新] ボタンをクリックすることができます
(このトピックの最初のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。
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位置情報の共有

このチュートリアルは以下について説明します:
モバイルデバイスの現在の位置情報データを読み込み、このデータをデザインの$MT_GEOLOCATION ツリーにこの
データを書き込む方法。
モバイルデバイス内で位置情報データを表示するために、$MT_GEOLOCATION ツリーにアクセスする方法。
デバイスのメッセージとソシアルネットワーキングアプリを使用して連絡先と位置情報データを共有する方法。
エラー発生時に例外をスローして、この例外を表示する方法。

ソリューションが表示する項目と表示しない項目
下のスクリーンショ
ットは MobileTogether Designer 内のデザインのシミュレーショ
ンを表示しています。デザインの機能は
2つのボタンによりアクセスすることができます:
Send: デバイスの位置情報のトラッキングを開始し、$MT_GEOLOCATION ツリーに位置情報データを書き込み
ます。また、主な位置情報アイテムをソリューショ
ンに書き込み、デバイスの共有メニューを開きます。
Try/Catch/Throw: 位置情報の座標が米国外の場合、警告メッセージを表示します。

チュートリアルファイル
このチュートリアルのファイルは(マイ) ドキュメントの MobileTogether フォルダーにあります:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\Geolocations。
SharingGeolocations.mtd: これは、完成されたMobileTogether デザインファ
イルです。このファイルを

開き、このチュートリアルを実行中に参照してく
ださい。MobileTogether Designer 内のシミュレーショ
ンは
[F5] を押すことにより行うことができます。
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LondonLocations.xml: これは、ロンドンのロケーショ
ンの位置情報データを含むXML データファイルです。シ

ミュレーショ
ンは、デスクトップで行われるため、このファイルをモバイルデバイスの位置情報データのために使用しま
す。
デザインファイル内のパスを使用することができ、XML データファイルはサーバーにデプロイされていません。ですから、これら2
つのファイルをフォルダーにコピーすることにより、MobileTogether Designer 内で正確にシミュレーショ
ンを行うことができま
す。
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位置情報の読み込みと共有
デザインの上の部分は (下のスクリーンショ
ット) デバイスの位置情報データを表示しています。

一番上の行は、[Send] ボタンと4つのラベルにより構成されています。青い枠によりハイライトされている2つのラベ
ルは、ラベルテキスト(Latitude: とLongitude: ) のための静的なテキストです。他の2つのラベルには、
$MT_GEOLOCATION ツリ
ーの経度と緯度ノードへのページソースリンクがあります: $GEOLOCATION/Root/
Location/@Latitude と$GEOLOCATION/Root/Location/@Longitude。この結果、ノードが更
新されると、これら2つのラベルも更新されます。
第2および第3番目の行は、合計4つのを編集フィ
ールド含んでいます。これらのコントロールはそれぞれページソースリ
ンクで、$MT_GEOLOCATION ツリーの最初の4つのAddressLine ノードです。: $GEOLOCATION/Root/
Address/AddressLine。4つすべての編集フィ
ールドは、ですから、対応するノードが更新されると、更新され
ます。
残るは [Send] ボタンです。ボタンのボタンのクリック時 アクショ
ンは、以下に必要なすべてのアクショ
ンを定義しま
す: (i) モバイルデバイスの位置情報を取得し表示する、(ii) デバイスのアプリを使用して位置情報を共有する。
[Send] ボタンのアクショ
ンは以下で定義されています。
メモ:

位置情報のトラッキングの開始/
停止 アクショ
ン、または、位置情報データの読み取りアクショ
ンがデザインに追加さ
れると、$MT_GEOLOCATION ツリーは自動的にページのデータソースに追加されます。

[Send] ボタン アクション
ボタンのアクショ
ンダイアログを開く
ために、[Send] ボタンの左上のアクショ
ンダイアログアイコンをダブルクリックします (上の
スクリーンショ
ット参照) (下のスクリーンショ
ット) 。

次のアクショ
ンは ボタンのクリック時 イベントのために定義されています。これは、ボタンがクリックされると、ボタンのために定義
されている全てのアクショ
ンが、1つずつ順番に実行されることを意味します。
位置情報のトラッキングの開始 は、デバイスのトラッキングを開始します。XML ファイルがシミュレーショ
ンファイルと
して使用されるように定義されています。このファイルは LondonLocations.xml と呼ばれ、MTD ファイルと同
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じフォルダーにあります。MobileTogether Designer を作動しているデスクトップでシミュレーショ
ンを実行中、を
実際の位置情報データを使用することができないため、このファイルがモバイルデバイスの位置情報の代替として使
用されます。
位置情報の読み込み アクショ
ンは、トラッキングにより与えられる位置情報データを取り込み、
$MT_GEOLOCATION ツリ
ーのXML フォーマットに構成します。アクショ
ンの定義内では、モバイルデバイスの
Location 要素とAddress 要素の両方からのデータが$MT_GEOLOCATION ツリ
ーに書き込まれるように指
定しています。シミュレーショ
ンの場合、Location とAddress データが、LondonLocations.xml ファイ
ルから取り込まれます。$MT_GEOLOCATION ツリーは、新しい位置情報データと共に更新され、ソリューショ
ン内
の全てのラベルと編集フィ
ールドが更新されたデータを自動的に表示します。これは、コントロールと更新されたノード
の間にページソースリンクが存在するからです。
共有 アクショ
ンは、My Location というタイトルのテキストメッセージを作成します。メッセージの内容は、(緯度と
経度の連結の値である) $GEOLOCATION/Root/Location/@Geolocation 属性の値です。実際の場
合の実行では、共有アクショ
ンによりモバイルデバイスの共有メニューが開かれ、エンドユーザーがモバイルデバイスの
共有アプリを使用して現在の位置情報を送信することができます。シミュレーショ
ンでｈ、タイトルとメッセージの内容を
含むメッセージボックスが表示されます (下のスクリーンショ
ット参照)。

更に詳しい情報に関しては、それぞれのアクショ
ンの詳細を参照してく
ださい。
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Try/ Catch/ Throw 例外の使用
米国外の場所の位置情報の座標の場合、警告を表示するためにトライ/
キャッチとスローアクショ
ンを使用しました。これ
らのアクショ
ンは [Try/Catch/Throw] ボタンがクリックされると実行されます (下のスクリーンショ
ット参照)。

Try/Catch/Throw アクション
デザイン内の[Try/Catch/Throw] ボタンの左上にあるアクショ
ンダイアログアイコンをダブルクリックして、ボタンのアクショ
ン
ダイアログを開きます (下のスクリーンショ
ット)。

アクショ
ンは以下のように定義されています:
1. トライ/
キャッチアクショ
ンが追加されました。
2. 例外メッセージを保留する変数 $Not-USA-Warning が設定されました。
3. トライパートは、位置情報がUSA でないかをテストする条件をセットアップします。この条件は、スローアクショ
ン
のXPath 式内で指定されています。条件がtrue の場合、例外がスローされます。例外メッセージは、$NotUSA-Warning 変数に保管されます。条件がfalse の場合、例外はスローされません。空のシーケンスが生成さ
れ、$Not-USA-Warning 変数内には何も保管されません。XPath 式の詳細は下で説明されています。
4. トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチパートは、例外がスローされた場合のみ処理されます。(これは、テストされた上
記の条件がtrue を評価した場合のみです)。キャッチパート内では、$Not-USA-Warning 変数のコンテンツ
を表示するメッセージボックスを表示します。

アクションの XPath 式
スローアクショ
のXPath 式は、以下のとおりです:
if ($M T_GEO LO CATIO N/Root/Address/@CountryNam e != 'USA')
then (concat( 'W arning:Device location is outside the US:',$M T_GEO LO CATIO N/Root/Address/
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@CountryNam e))
else ()

この式は以下のように動作します:
if 句 は、$MT_GEOLOCATION/Root/Address/@CountryName ノードの値が'USA'でないかをチェッ
クします。
then 句 は、国名が'USA'でない場合、処理されます。この句は文字列を生成します。
else 句 は、国名が'USA'である場合、処理されます。この句は空のシーケンスを生成します。

位置情報の国が、'USA'でない場合、条件は true で、式はこのthen 句により生成された文字列を評価します。こ
の結果は空のシーケンスではないため、例外がスローされ、生成された文字列は トライ/
キャッチ変数 $Not-USAWarning 内に保管されます。
位置情報の国が、'USA'である場合、条件は false で、(else 句により生成された)式は空のシーケンスを評価しま
す。結果が空のシーケンスであるため、例外はスローされません。ですから、トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチパートは実
行されません。
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スクロールすることのできるテーブル

スクロールすることのできるテーブル

このチュートリアルではスクロールすることのできるテーブルについて説明されています。デザインファイル
(ScrollableTables.mtd) は、いかに表示されている2つのトップページを含んでいます:
スクリーンの下に表示される内容をページの最後に指定するスクロールすることのできるテーブルの設定 (下のスクリ
ーンショ
ット参照)
スクリーンの高さのパーセンテージである高さで表示されているテーブル。

チュートリアルファイル
このチュートリアルのファイルは(マイ) ドキュメント内のMobileTogether フォルダーにあります:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\ScrollableTables。
ScrollableTables.mtd: これは、完成されたMobileTogether デザインファ
イルです。チュートリアルを実

行中にこのファイルを開いてく
ださい。MobileTogether Designer 内でシミュレーショ
ンを行うには、[F5]を押し
ます。
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ScrollableTables-01.xml: これは簡単かつ短い7人の顧客の記録のデータベースを含むXML ファ
イルで
す。ファイルの構成は上のスクリーンショ
ットの$XML1 ツリー内で確認することができます。
ScrollableTables-02.xml: ScrollableTables-01.xml の長いバージョ
ンです。29 の記録が含

まれています。
このデザインファイルのパスは相対的であり、XML ファイルはサーバーにデプロイされていません。ですから、これら3つのファイ
ルをフォルダーにコピーすることにより、MobileTogether Designer 内で、正確にシミュレーショ
ンを実行することができま
す。

チュートリアルの構造
このチュートリアルは以下のセクショ
ンに整理されています:
スクリーン全体の高さで表示されるテーブルでは、ページがスクリーン全体で表示されるように高さを自動調整する設
定について説明されています。
特定の高さを持つテーブルでは、テーブルの高さの特定の率を表示するテーブルの作成方法について説明されてい
ます。表示するテーブルの行の高さがテーブルで設定された高さよりも高い場合、テーブルをスクロールすることができま
す。
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スクリーン全体の高さで表示されるテーブル
デザインの最初のページUse Full Page Height には、$XML1/Customers/Customer 要素が繰り返し要素とし
て使用されている動的 テーブルが含まれています (下のスクリーンショ
ット参照)。これは各 Customer 要素がテーブル行
グループとして作成されており、自身の行として表示されていることを意味します。テーブルには(オレンジ色の背景の) ヘッダ
ーおよび(緑の背景色の)フッターがあります(下のスクリーンショ
ット参照)。テーブルのためのXML データは XML ファイル
ScrollableTables-01.xml から取得されています。
テーブルの下に2つのボタンが作成されています: 次のページに移動するボタン、ソリューショ
ンを終了するボタン。

テーブルの高さに関わらず、つまり、テーブルにスクリーンの下に届く
までの行が存在しない場合でも、スクリーンの下に2つのボ
タンが常に表示されるデザインを作成します。以下を使用して設定します:
テーブルのテーブルの高さの最大値プロパティをスクリーンの高さにリセットに設定します (常に)。これにより、追加スペ
ースがテーブルの下に追加され、ページの最後のコンポーネントがスクリーンの一番下に表示されます。
テーブルの上下にスクロール プロパティ
をテーブル全体に設定します。これにより、フッターがテーブルのボディ
に含まれま
す (下のスクリーンショ
ット参照)。それ以外の場合、フッターはページのその他のコンテンツの上に表示され、テーブ
ルの最後の行とフッターの間にギャップが生じる可能性があります。

以下の点に注意してく
ださい: テーブルのテーブルの高さの最大値 プロパティ
がスクリーンの高さのリセット(常に)に設定されて
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いる場合、テーブルの高さは自動的に調整されページのコンポーネントがスクリーン全体に表示されます。
多種の可能性をテストするためにプロパティ
の値を変更することができます。スクロールすることのできるテーブルプロパティ
の詳
細に関しては、テーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
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特定の高さを持つテーブル
デザインの第2ページの50 パーセントでのテーブルには、繰り返し要素として使用されている$XML2/Customers/
Customer 要素により
作成された動的な行が存在するテーブルが含まれています(下のスクリーンショ
ット参照)。このテー
ブルは、前のページで作成されたテーブルに類似しています。違いは、前のページで作成されたページは、自動的に高さを調
節するため、ページのコンポーネントすべてのがスクリーン全体に表示され、このテーブルは、スクリーンの高さの50% に設定
されている点です (テーブルの テーブルの高さの最大値プロパティを参照してく
ださい)。

テーブルの高さの最大値の 50% 設定の結果、テーブルの下に作成された2つのボタンは、出力内で、50% テーブルの下に
表示されます(下のスクリーンショ
ット参照)。テーブルの上下にスクロールプロパティをヘッダーとフッターを除く行に設定することが
できます。これにより
、行の内容がスクロールされても、ヘッダーとフッターが固定された高さのテーブル内で固定することができま

す(下のスクリーンショ
ット参照)。
メモ:

MobileTogether Designer シミュレーター内では、スクロールホイールを使用して上下にスクロールし、クリックアン
ドドラッグを使用して左右にスクロールします。

多種の可能性をテストするためにプロパティ
の値を変更することができます。スクロールすることのできるテーブルプロパティ
の詳
細に関しては、テーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
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5

ユーザー インターフェイス
グラフィ
カルユーザーインターフェイス(GUI) は(ページデザイン DB クエリビュータブから構成される) メインウィ
ンドウと
複数のペインから構成されています(下のスクリーンショ
ット参照)。デフォルトでは、ペインはメインウィ
ンドウの周囲にあり、
GUI 周辺を移動、縮小化、また非表示に設定することができます。

このセクショ
ンのサブセクショ
ンは以下にリストされたペインについて説明しています:
[ページ] ペイン
[ファイル] ペイン
[コントロール] ペイン
[ページソース] ペイン
[概要]ペイン
[スタイル&プロパティ
] ペイン
[メッセージ] ペイン

ペインの表示/非表示
[表示] メニューでオンとオフに切り替えることによりペインは、表示または非表示できます。表示されたペインはタイトルバーを
右クリックして、[隠す] コマンドを選択することにより非表示になります。

ペインのフロートとドッキング
各ペインは GUI から自由にフロートまたは、GUI に(固定ドッキング) することができます。フロートするペインは、最後に
ドッキングされた場所にドッキングします。ペインは他のウィ
ンドウ内でタブとしてドッキングすることができます。
次の方法を使用してウィ
ンドウをフロートまたはドッキングすることができます:
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ペインのタイトルバーを右クリックして、必要なコマンド[フロート] または [ドッキング] を選択します。
ペインのタイトルバーを右クリックします。ドッキングされている場合は、ペインはフロートします。フロートしている場合、
ペインは最後にドッキングされた場所にドッキングします。
(タイトルバーをハンドルとして)ペインをドラッグし、フロートさせます。フロートしているペイン(のタイトルバー) をドッキ
ングしたい場所にドラッグします。 2 組の矢印が表示されます。外側の4 つ矢印のセットは、アプリケーショ
ンのウィ
ンドウに相対して(GUI の上下左右の端に合わせて) ドッキングを有効化にします。内側の矢印のセットは、現
在カーソルが置かれているウィ
ンドウに相対して、ドッキングを有効化にします。ドラッグされたペインを内側の矢印の
セット(またはペインのタイトルバー) の中央のボタンにドロップすると、ドラッグされたウィ
ンドウのタブされたペインとして
ドキングします。
タブされたペインをフロートするには、タブをダブルクリックします。タブされたペインをタブグループから移動する場合はタブをドラッ
グしてく
ださい。

ペインを自動的に隠す
自動的に隠す機能は、ドックされたペインをアプリケーショ
ンウィ
ンドウの端に並ぶボタンに縮小化します。これにより、メイン
ウィ
ンドウと他のペインにスペースができます。縮小化されたペインをスクロールすると、そのペインが表示されます。
ペインを自動的に隠して、復元するには、ペインのタイトルバーの押しピンアイコンをクリックしています(または、タイトルバーを
右クリックして[自動的に隠す] を選択します)。
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5.1

メイン ウィンドウ

メイン ウィンドウ

メイン ウィンドウ(下のスクリーンショット) で、MobileTogether Designer プロジェクトのページをデザ
インし、テーブルデータを閲覧するため直接データベースをクエリします。メイン ウィンドウは、一度
に 1 つのみアクティブ化できる、次の 2 つのビューから構成されています: ページ デザイン と DB ク
エリ。

メイン ウィンドウの MobileTogether デザイン (.mtd) ファイル
以下の点に注意してく
ださい:
MobileTogether デザイン(*.mtd) ファイルはいく
つでも同時に開く
ことができます。開かれているドキュメント間の
切り替えをして編集することができます。
開かれた各ドキュメントは、自身のウィ
ンドウとタブを持ち、メインウィ
ンドウの下に名前が表示されます。
複数のファイルが開かれている場合、ドキュメントタブバーのスペースが足りない場合、見えない場合があります。ド
キュメントタブは以下の方法で表示できます: (i) ドキュメントタブバーの右横のスクロールボタンを使用する、また
は、(ii) ウィ
ンドウメニューの下のリストから必要なドキュメントを選択します。
[Ctrl+Tab] または [Ctrl+F6] を使用してシーケンスの開かれているファイルをアクティ
ブ化できます。
ファイルタブを右クリックして、[ 印刷 ] と[ 閉じる] などのファイルコマンドを含むコンテキストメニューを開きます。
メインウィ
ンドウのコンポーネントにカーソルをポイントすると、コンポーネントの機能についての更なる説明を表示する
ポップアップが表示されます。
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ページ デザイン
[ページ デザインビュー] ( 略してページ ビュー) は、モバイルデバイスにデプロイされるページがデザインされるビューです
(下のスクリーンショ
ット参照)。

ページをデザインするには、コントロールを[コントロール] ペインからデザインにドラッグアンドドロップし、[プロパティ
] ペインでコ
ントロールの設定を指定します。ページにコントロールをドラッグすると、ドロップできる可能性のある場所が矢印で表示されま
す。コントロールの設定は、デザインのコントロールを[プロパティ
] ペインから選択して編集することにより後で編集することがで
きます。デザインのコントロールは選択し[削除] を押すことにより削除できます。

ページビューの設定
下のスクリーンショ
ットには、メインツールバーのページビュー設定が表示されています。

デバイス選択: デザインを特定のデバイスでプレビューするため、このコンボボックスから、多種のモバイルデバイスが
選択することができます。
縦長/
横長 プレビューの切り替え: 横長と縦長のデザインプレビューを切り替えます。
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拡大率のレベル: 拡大率レベルを10% から100% の10 のステップで選択することができるコンボボックス。ズーム
レベルは[ 表示メニュー] からも変更できます。
すべてのページビューを同じ拡大率とプレビュー デバイスにロック: すべての開かれているドキュメントが現在選択
されているデバイスと拡大率にロックされます。
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DB クエリ
DB クエリビュー (下のスクリーンショ
ット) により、MobileTogether Designer GUI 内のメジャーなデータベースに直
接クエリを行うことができます。データベースはアクティ
ブドキュメントまたは外部データベース内で参照されるデータソースとな
る可能性があります。各 DB クエリペインは現在アクティ
ブなデザインに関連付けられています。単一デザインは複数のデー
タベースの接続を持つことができます。 MobileTogether Designer で複数のデザインを開く
ことができます。クエリとアク
ショ
ンは DB クエリビューで定義されており、クエリビューは MobileTogether Designer タブから独立していて、.mtd
ファイルの一部として保存されません。

詳細はデータベースクエリを参照してく
ださい。
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5.2

ページ ペイン

ページ ペイン

[ページ] ペインは、新しいページをプロジェクトに追加し、プロジェクトの全てのページのツリーを表示します(下のスクリーン
ショ
ット参照)。ページのデフォルトのロケーショ
ンを確認するにはグラフィ
カルユーザーインターフェイス(GUI) に移動しま
す。

ページを表示するには、[ページ] ペインのエントリをクリックしてく
ださい。

トップページ、サブページ、タブされたページ
プロジェクトページには 3 つの種類があります:
トップページ: トップページはワークフローを構成するページのシーケンスです。ソリューショ
ンが開始されると、最初か
ら最後のページに、[ページ] ペインのリスト順に進みます。リストのページの位置をページの新しいポジショ
ンにドラッグ
して変更することができます。タブされたページもワークフローシーケンスの一部ですが、サブページは異なります。
サブページ: サブページはプロジェクトのワークフローを構成するページのシーケンスの一部ではありません。トップペ
ージ(またはタブされたページ) 内のコントロールから呼び出されるモジュールと類似しています。例えば、トップページ
のボタンコントロールの ボタンのクリック時 イベントは サブ ページへ移動 アクショ
ンを使用して、特定のサブページ
に移動し、トップページに戻る(または他のページに移動する)ことができます。
タブされたページ (またはタブ分割): タブされたページ(またはタブ分割)はページを含むタブ付きページです。例え
ば、下のスクリーンショ
ットは、タブされたページ(タブ分割プロセス) は Office Contact 詳細 およびOffice
Personnel のページを含む2 つのタブを持つと定義されています。タブされたページはプロジェクトのワークフローを
構成するページシーケンスの一部です。

ページの追加、名前変更、および削除
以下のテーブルにリストされた方法以外にも、コンテキスト メニュ― コマンドを他のタスクに使用することができます (更に下
を参照)。
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すること.
.
.

方法.
.
.

ページの追加

パネルのツールバーの[ページの追加(Add Page)] アイコンをクリックします。ド
ロップダウンメニューから、[トップページの追加] [タブ分割の追加]、またはr
[サブページの追加] を選択します。[ページ] ペインにPage X または
Process Tab Split という名前の新しいページを追加しすると、空の新しいペ
ージがメインウィ
ンドウに表示されます。

ページの名前変更

[ページ] ペインの名前をダブルクリックして、名前を編集します。

ページの削除

削除したいページを選択して、ペインのツールバーの[削除] アイコンをクリックまた
は [削除] を押す。
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コンテキスト メニュー
[ページ] ペインのコンテキストメニューにより、選択されたアイテムの前にページを挿入 [挿入] することができ、またトップペー
ジのシーケンスとサブページのリストにページを追加 [追加] することができます。子ページはタブされたページにタブされたペー
ジアイテムのコンテキストメニューを介して、タブされたページに追加されます。
すること.
.
.

方法.
.
.

トップページ、サブページ、タブされたページ、また ページを右クリックして、[ページの挿入] を選択す
はタブされたページの子ページの前にページを追加 る。
する。
トップページ リストの最後にトップページを追加 アイテムを右クリックして、[トップページの追加] を
選択する。
する
サブページ リストの最後にサブページを追加す アイテムを右クリックして、[サブページの追加] を
選択する。
る。
タブされたページの子ページリストの最後に子ペー タブされたページを右クリックして、[ページを子とし
ジを追加する。
て追加] を選択する。
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5.3

ファイル ペイン

ファイル ペイン

[ファイル] ペイン(下のスクリーンショ
ット) は、サーバーにデプロイすることのできるプロジェクトのファイルをリストします。デフォ
ルトファイルまたはデータソースなどの、ファイルの一部は、これらのファイルがプロジェクトに関連付けられると、デプロイ可能
なファイルのリストに自動的に追加されます。しかし、ファイルをデプロイ可能なファイルに([ファイル] ペイン内を右クリックして
取得することのできる) コンテキストメニューを介して直接追加することもできます。デプロイ可能なファイルはイメージファイル
または、XML ファイルなどの、その他のファイルで、次の2 つの見出しの下に整理されています: イメージファイル とその他
のファイル (下のスクリーンショ
ット参照)。

各ファイルの横にはチェックボックスがあります。ファイルをデプロイするには、このチェックボックスをチェックします。デプロイを取り
消すにはチェックボックスのチェックを解除します。
次の情報とアクショ
ンが[ファイル] ペインで使用することができます:
ペインのコンテキストメニューのコマンドを介してファイルを追加または削除します (下を参照)。
ファイルのコンテキストメニュー内の対応するコマンドを使用してファイルパスを相対または絶対にします。
ファイルがページ全体で使用された回数がファイル名の横に表示されます。
プロジェクトをサーバーにデプロイするには、各ファイル名の前のチェックボックスをチェックして、MobileTogether
Server にファイルをデプロイします。デプロイを取り消す場合は、ボックスのチェックを解除します。
デプロイされたファイルについて
デプロイされたファイルは、サーバーに保存された読み取り専用ファイルです。デプロイはデフォルトのXML ファイル、イ
メージファイル、データ読み取り専用に使用される他のデータファイルには理想的です。データファイルが書き込まれサ
ーバーに保存される場合、デプロイせずに、MTD が正しく
参照する、サーバーの場所に保存します (詳細はプロ
ジェクトファイルの場所 を参照してく
ださい)。ソリューショ
ンがデプロイされると、デプロイされるファイルがサーバーに送
信されます。(詳細は プロジェクトのデプロイを参照してく
ださい。) ファイルがデプロイされると、そのデザインに保管さ
れます。その後の他のデザインを使用してのファイルのデプロイは、前のファイルのデプロイに影響しません。
+
+
+
+
-

ファイルが読み取り専用として使用されている場合のみデプロイしてく
ださい。
何らかの理由で、クライアントがファイルの URL にアクセスできない場合、デプロイしてく
ださい。
クライアントが同じ変更無しの状態にアクセスすることを希望する場合、デプロイしてく
ださい。
ファイルのロードの速度を速く
したい場合、デプロイしてく
ださい。
ファイルへの書き込みが必要な場合、デプロイしないでく
ださい。
サーバでの大きなファイルのサイズが問題の場合、デプロイしないでく
ださい。
ファイルが継続的に変更され、ソリューショ
ンが最新バージョ
ンである必要がある場合、デプロイしないでく
ださい。
デザインが他に送信される場合、デプロイしないでく
ださい。この場合、データファ
イルをデザインに埋め込むことを

考えてく
ださい。

[ファイル] ペイン内のファイルへのファイルの追加と削除
すること.
.
.
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ファイル ペイン

ファイルの追加

[ファイル] ペインを右クリックして、表示されるコンテキストメニューから、[ファイルの
追加] をクリックし、希望するファイルを参照します。追加されたファイルは、ファイル
の種類に応じて、イメージファイルまたはその他のファイルのリストに表示されま
す。

ファイルの削除

削除したいファイルを右クリックすると、表示されるコンテキストメニューから[ファイル
の削除] をクリックします。

185

デプロイ可能なファイルをファイル ペインの外部からプロジェクトに追加する
[ファイル] ペインの外部からファイルを以下の方法でデプロイすることができます:
ファイルがページソースとして、またはイメージファイルとしてページデザインに追加されると、ファイルを
MobileTogether Server にデプロイするかを問うダイアログが表示されます。[はい] をクリックすると、チェックボッ
クスがチェックされたファイルが[ファイル] ペインに追加されます。[いいえ] をクリックすると、チェックボックスがチェックさ
れていないファイルが[ファイル] ペインに追加されます。[ファイル] ペインのファイルの選択/
解除チェックボックスを後か
ら選択することもできます(上のスクリーンショ
ット参照)。
[ページソース] ペインのデータソースのルートノードのコンテキストノード。
関連項目
MobileTogether Server にデプロイ
プロジェクトファイルの場所
プロジェクトのデプロイ
サーバー上のデータストレージ
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5.4

コントロール ペイン

コントロール ペイン

[コントロール] ペインは、ページデザインまたはワークフローに追加することができ、すべてのコントロールを表示します。コン
トロールパネルのデフォルトのロケーショ
ンを確認するには、グラフィ
カルユーザーインターフェイス(GUI) に移動してく
ださい。

ページ デザイン コントロール
ページデザインコントロールは、ページデザインタブがメインウィ
ンドウで選択されていると使用可能です。[コントロール] ペイン
の外観とコントロールは、現在選択されているデバイスに対応しています。例えば、下のスクリーンショ
ットで表示されている[コ
ントロール] ペインは、Android LG Optimus 7 (左) とiPhone 6 Plus (右)です。

ペインのコントロールは一般 セクショ
ンとデバイス特有の セクショ
ンに整理されています。コントロールをページデザインに追
加するには、ページデザイン内の希望する場所にコントロールをドラッグアンドドロップします。
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ページソース ペイン

187

ページソース ペイン
[ページ ソース] ペイン(下のスクリーンショ
ット) でページデータソースが管理されます。データソースは、(i) デザインで使
用されたデータツリーの構成と(ii) データツリーに保管されているデータの両方を与えられています。

ペインには以下のメイン機能があります:
[ページ] ペインで現在選択されているページの全てのデータソースを表示する。
アクティ
ブなプロジェクトのために宣言されているすべての名前空間を表示する。
ツールバーの[ソースの追加] アイコンを介して、ページへデータソースの追加を有効化する。
ツールバーの[名前空間の追加] アイコンを介して、プロジェクトへの名前空間の追加を有効化する。
データセットのデフォルトのファイルの設定を有効化する。データファイルは、データソースのノードへ入るデータを提供
します。
選択されたノードに対応して、ツリーへの要素および属性の追加を有効化する。
要素と属性に固定された値または XPathにより生成された値をページのロード時に追加することを有効化します。
デフォルトのXPath コンテキスト(上のスクリーンショ
ットのハイライトされたノード) ノードの設定を有効化する。
選択されたノードは、ページで定義されている、すべてのXPath 式のコンテキストノードとなります。
ページデザインのコントロールに関連したノードを有効化する。これは、ノードをコントロールにドラッグすることにより行
います。(ページソースリンクと呼ばれる)関連したノードは、太字で表示されます。データソースツリー内のこの様なノー
ドにマウスをポイントすると、デザイン内の関連したコントロールに関する情報がポップアップされます。ページソースリン
クに関連したコントロールにはコントロールの左上にアイコンが表示されます。アイコンにマウスをポイントすると関連し
たページソースリンクの情報が表示されます。
ペインのアイテム(名前空間、ツリー、要素、および属性) の削除を有効化する。
ページソースとの作業方法の詳細に関しては、セクショ
ンページデータソースを参照してく
ださい。
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手動によるツリー構造の作成
要素と属性は(ルートノードを含む)ツリー構造のノードに対応して追加することができます。データソースのノードを選択して、
適切なツールバーコマンドをクリックします (下部のツールバーのスクリーンショ
ット参照)。一時的な要素と属性は、計算の
ためにデータを保つ、または他の理由のためにファイルに保存されません。一時的ノードのデータは保存されません。

アイコン コマンド
ソースの追加

方法.
.
.
ページソースの追加ダイアログを表示します。ルートノードが追加されたデー
タソースのために作成されます。ルートノードには子要素 1 つだけ追加できま
す。

名前空間の追加 名前空間宣言を名前空間 エントリの下に挿入または追加します。デフォル
トのプレフィ
ックスを必要に応じて編集して、名前空間を入力します。
要素の追加

選択されたノードに関連した子要素を挿入、追加します。

属性の追加

選択されたノードに関連した子要素を挿入、追加します。

削除

選択されたノードを削除します。
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概要ペイン
[概要]ペイン(下のスクリーンショ
ット) は ページデザインビューの小さいバージョ
ンを表示します。[概要]ペインのデフォルト
の場所を確認するには、グラフィ
カルユーザーインターフェイス(GUI)に移動します。

上のスクリーンショ
ットの[概要]ペインでは、デザインの範囲は黒のエリアで示されています。赤枠の四角はビューポートです。
これは、ページデザインビューで、現在見える、デザインの部分を示していて、デザインの表示されている部分のディ
メンショ
ン
に相当します (上と下のスクリーンショ
ットを比較してく
ださい)。デザイン内のコンポーネントが選択されていると、選択され
たコンポーネントが[概要]ペイン内で表示されます(スクリーンショ
ット参照)。デザインの一部がビューポートで表示されていな
い場合、[概要]ペインの赤い四角をつかみ移動させることにより、デザインの必要な部分がビューポートに表示されます。上の
スクリーンショ
ットは、ビューポート内のデザイン全体を表示していますが、下のスクリーンショ
ットでは、デザインの一部がビュー
ポートの外部にあります。これらの部分は赤枠の四角をドラッグすることにより移動することができます。

[概要]ペインは、大きなダイアグラムを閲覧する場合とても役に立ちます。
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5.7

スタイル &プロパティ ペイン

スタイル &プロパティペイン

[スタイル &プロパティ] ペイン(下のスクリーンショ
ット) では、現在選択されている[ページ] コントロール、ページ、プロジェ
クトのプロパティ
を表示して、1 つの場所で便利に編集することができます。[スタイル&プロパティ
] ペインは次のサブペイン
に分けることができます: (i) デザインで現在選択されている[ページ] コントロールのプロパティ
のためのコントロール (ii) 現
在のページのプロパティ
のためのページ と(iii) 現在のプロジェクトのプロパティ
のためのプロジェクト。テーブルコントロールとそ
のパート(セル、列、行) は個別のペインを与えられています (下のスクリーンショ
ット参照)。テーブルとテーブルパートのサブ
ペインはデザインでテーブルの一部分が選択されている場合表示されます。
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[スタイル & プロパティ] ペインツールバー
スタイル&プロパティツールバー(下のスクリーンショ
ット) で使用可能なコマンドは以下のテーブルにリストされています:

アイコン コマンド

方法

空でない者の表
示

すべてのプロパティ
と値が定義されているプロパティ
の表示を切り替えます。デ
フォルトの値を持つプロパティ
は空と見なされます。

すべて展開

すべてのサブペインを展開します。

すべて縮退

すべてのサブペインを縮退します。

XPath の編集

XPath 式を必要とするプロパティ
が選択されると有効化されます。[XPath/
XQuery 条件式の編集] ダイアログを表示します。

リセット

プロパティ
をリセットして、デフォルトの値を空にします。

プロパティの値の入力と編集
プロパティ
の値はプロパティ
のエントリフィ
ールドの種類によって入力されます:
エントリフィールドの種類

方法.
.
.

テキストフィールド

ダブルクリックして入力または、プロパティ
の値を入力または編集します。

コンボ ボックス

ドロップダウンリストから値を選択します。

カラー パレット

カラーパレットをポップアウトして色の選択を有効化します。

XPath の編集

XPath/XQuery 式の編集ダイアログをポップアップして、XPath/XQuery
式の入力を有効化します。式はプロパティ
の値を提供します。

追加ダイアログ

関連したダイアログをクリックして開きます。これには、例えば、アクショ
ンダイア
ログまたはファイルを開く
ダイアログなどがあります。
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5.8

メッセージ ペイン

メッセージ ペイン

[メッセージ] ペイン(下のスクリーンショ
ット) は次のコンテキストのメッセージを表示します:
現在アクティ
ブなプロジェクトの検証の結果を報告します。プロジェクトの全てのページが含まれます。エラーが報告さ
れた場合、エラーを生成したコンポーネントをポイントするリンクをエラーメッセージは含みます。
シミュレーショ
ン実行中、ワークフローの詳細と進行状況のステップバイステップのレポートが提供されます。

[メッセージ] ペインのツールバーは以下のアクショ
ンを有効化するコマンドを含みます: メッセージのフィ
ルター、メッセージのナビ
ゲート、メッセージのコピー、メッセージの検索、サーバーおよびクライアントログメッセージの背景の色の設定、現在のタブのクリ
ア。9 つのメッセージタブがあります。ですから、新しいタブでシミュレーショ
ンを実行しながら、タブ内で検証の結果を保持する
ことができます。
メッセージのフィルター
メッセージペイン内に表示されるメッセージを指定することができます。これを行うには、メッセージペイン内のツールバーの[フィ
ルター] ボタンをクリックします (上のスクリーンショ
ット)。これによりフィ
ルターの設定ダイアログ(下のスクリーンショ
ット)が表示
されます。表示するメッセージの種類を選択し、[閉じる] をクリックします。この機能は、例えば、メッセージが多すぎる場合に
1つの種類のメッセージに注目する場合に役に立ちます。

色の設定
シミュレーショ
ン中に表示されるメッセージに、サーバーとクライアント上で行われるアクショ
ン別に異なる色を設定することができ
ます。見分けのつきやすい色を設定すると、メッセージペイン内のワークフローを簡単にフォローすることができます。この機能
はデバッグにとても役に立ちます。カスタム化された色を設定するには、メッセージペインのツールバー内の[色] ボタンをクリッ
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クします (上のスクリーンショ
ット)。これにより色を設定することのできる色設定ダイアログ(下のスクリーンショ
ット)が表示され
ます。
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プロジェクト
このセクショ
ンでは、プロジェクトレベルで相対するオプショ
ンについて説明されています:
クライアントとサーバー間のインタラクショ
ン
プロジェクトファイルのロケーショ
ン
プロジェクトのデプロイ
プロジェクトプロパティ
ローカライズ
名前空間
グローバルリソース
パフォーマンス
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クライアントとサーバー間のインタラクション
このトピックでは、クライアントデバイスとMobileTogether Server 間のインタラクショ
ンのレベルを決定する機能と設定
について説明されています。

MobileTogether Client アプリまたは MobileTogether AppStore App
まず、プロジェクトがMobileTogether Client アプリのためのソリューショ
ンとして、MobileTogether Server に配布
されるか、または MobileTogether AppStore App のためのソリューショ
ンとして配布されるかを決定します:
エンドユーザーはアプリストアからMobileTogether Client アプリをダウンロードすることができます。エンドユーザー
デバイスでは、MobileTogether Client は、1つまたは複数のMobileTogether Server にアクセスできるよう
に構成されています。セキュリティ
の設定により、サーバーに匿名、または、パスワードを使用するユーザーログインに
よりアクセスすることができます。エンドユーザーは、サーバーの構成とアクセスの詳細に関する情報が必要です。エン
ドユーザーがサーバー上のフォルダーへのアクセスを許可されると、フォルダーのソリューショ
ンとしてデプロイされている、
MobileTogether プロジェクトにエンドユーザーはアクセスすることができます。MobileTogether Server の管理
者によりアクセスに関する権限は管理されています。詳細に関しては、次を参照してく
ださい：MobileTogether
Server ドキュメント。
MobileTogether AppStore App は、他方、スサーバー上に存在する単一のソリューショ
ンに特化したタンドアロ
ンのアプリです。AppStore App は、アプリストアからダウンロードされ、エンドユーザーのデバイスから直接開始する
ことができます。MobileTogether Client が、この種類のアプリを実行するためにインストールされている必要はあり
ません。しかしながら、ソリューショ
ンにアクセスするために、適切な MobileTogether Server への接続が必要に
なります。アプリには、サーバー上のソリューショ
ンと接続するためのキーが含まれています。サーバーとのインタラクショ
ンは、ですから、サーバーアクセス設定の値により異なります。詳細に関しては、次を参照してく
ださい：
AppStore App。

プロジェクトのサーバーアクセス 設定
プロジェクトのサーバーアクセス設定は、ソリューショ
ンの実行中にサーバーアクセスのレベルを指定します。 3つのオプショ
ン
から選択することができます: 「
常に」
、「
オンデマンド」
、と「
無し」
。適切なオプショ
ンをサーバー上のリソースの種類に従い、ソリュー
ショ
ンの必要に従い選択します。「
無し」オプショ
ンが選択されると、1度サーバーへの接続が作成されると、サーバーにアクセスす
ることはできません。設定の詳細に関しては、次を参照してく
ださい：プロジェクトプロパティ
。

MobileTogether Client のための匿名 ログイン
MobileTogether Client アプリが、MobileTogether Server に接続されると、エンドユーザーは、サーバーに識別され
ているユーザー、または、匿名でログインすることができます。ユーザーとしてログインするには、MobileTogether Server に
より識別されているユーザー名とパスワードが使用される必要があります。または、サーバー管理者は、MobileTogether
Server を構成して、匿名のログインに対してフォルダーへのアクセスを許可することができます。詳細に関しては、次を参照
してく
ださい：MobileTogether Server ドキュメント。
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6.2

プロジェクト ファイルの場所

プロジェクトファイルの場所

.mtd 拡張子を持つプロジェ
クトファイル(いわゆるデザインまたは MTD ファイル) は、サーバーにデプロイされます。

MobileTogether Client アプリによりアクセスされるソリューショ
ンのファイルです。プロジェクトファイルがサーバーにデプロイさ
れると、MobileTogether Server データベースに保管され、サーバーはファイルを名前で参照します。プロジェクトファイル
は、データを読み込み、さらに、データを書き込むことのできる、(XML ファイルおよびイメージファイルなどの)他のファイルを使
用します。これらの関連したファイルは以下の場所に保管することができます:
プロジェクトファイルのサーバーへのデプロイ
これらのデータファイルはサーバー上では読み取り専用です。
ファイルはサーバーのデータベースに保管されます。データファイルへのアクセスがプロジェクト内部で行われることが利
点です。
ファイルはデザイン内で相対または絶対パスを使用して参照されることができます。ファイルがデプロイされると、デザイ
ン内でファイルパス(相対または絶対) を構築する文字列がサーバーデータベース上で内部ファイルの参照として使
用されます。
デプロイに関する詳細はプロジェクトのデプロイ [ファイル] ペイン MobileTogether Server へのデプロイを参照
してく
ださい。

プロジェクトファイルへの埋め込み
これは XML データファイル(通常、データソースのデフォルトファイル)に適用されます 。
利点は、XML データとイメージがプロジェクトファイルと共に運ばれるため、プロジェクト内で正確にアクセスすること
ができます。ですから、これらのファイルのためのサーバーアクセスは必要ありません。
デプロイされたファイルに関しては、埋め込まれたXML ファイルは読み取り専用です。
不利な点は、プロジェクトファイルのサイズが増えることです。
ファイルを埋め込むには、[ページソース] ペインのルートノードを右クリックして、[デザインファイルに XML を埋め
込む] を選択します。ユーザーがソリューショ
ンを開始またはソリューショ
ンをサーバにデプロイする時、ファイルが自動
的に再埋め込みされるかどうかを選択できます。

サーバー上でのディレクトリ
サーバー上でのディ
レクトリで保管することのできるファイルの種類。ファイルは読み取り専用です。
しかし、正確に以下の構成を設定する必要があります (i) 追加された時のファイルの場所 、および(ii)
MobileTogether Server のサーバー側の作業ディレクトリの設定。
ファイルが相対パスにより参照されている場合、相対パスは作業ディ
レクトリに相対して解決されます。
ファイルが絶対パスで参照されている場合、ファイルを含んでいるディ
レクトリは作業ディ
レクトリの子孫ディ
レクトリであ
る必要があります。例えば:
参照されたファイルの絶対パスが次の場合: C:\Altova\MobileTogether\Test\First.xml
そして、作業ディ
レクトリが次に設定されている場合: C:\Altova\MobileTogether
XML ファイルは正確にアクセスすることができます。
作業ディ
レクトリが次に設定されている場合は、正確にアクセスすることができません: C:\Altova
\MobileTogether\files または C:\Altova\MTD
サーバ上のディ
レクトリを使用してデータファイルを保存する利点は、ソリューショ
ンによりアクセスされるデータが常に最
新であるという点です。

インターネットによりアクセスすることのできるURL
インターネットでサーバがアクセスすることのできるURL に保管されているすべての種類のファイル。
ファイルがデータソースとして追加された場合、データソースのプロパティ
を指定するセキュリティ
の認証を設定すること
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ができます。
インターネットのロケーショ
ンを使用する利点は以下のとおりです: (i) ソリューショ
ンによりアクセスされるデータが常に
最新であること、および(ii) ソリューショ
ンがポータブルであること。

関連項目
MobileTogether Server へデプロイ
[ファイル] ペイン
プロジェクトのデプロイ
サーバー上のデータストレージ
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プロジェクトのデプロイ

プロジェクトのデプロイ

MobileTogether Designer でプロジェクトのデザインを完成させると、プロジェクト(またはデザイン) を1 つ以上の
MobileTogether Serverにデプロイすることができます。MobileTogether Server にデプロイするには、ターゲットの
MobileTogether Server が作動しているコンピューターへのHTTP 接続が必要です。プロジェクトがデプロイされると、
MobileTogether Client アプリケーショ
ンがモバイルデバイスでアクセスすることのできる、MobileTogether ソリューショ
ン
として使用することができます。

デプロイとアクセスコントロール
使用することのできるデプロイオプショ
ンにより、ソリューショ
ンへのアクセスを管理する柔軟性を得ることができます。アクセスコン
トロールには 2 つのレベルがあります。
最初のレベルでは、アクセスは、許可されるサーバーアクセス(内部/
外部) の種類によるサーバーレベルで管理することができ
ます:
ファイアウォールの背後での社内サーバーへのデプロイは、自動的にアクセスを例えば、社員などの、内部ユーザーに
制限します。
外部アクセスサーバーへのデプロイは、例えば、カスタマーまたは会社のクライアントなどの、外部エンドユーザの
MobileTogether ソリューショ
ンへのアクセスを許可します。
第 2 のレベルでは、各サーバーに対して、そのサーバー上にあるソリューショ
ンにアクセスすることのできるユーザーを定義するこ
とができます。アクセスは適切なユーザー名とパスワードを持つクライアントのみに与えられます。サーバーのユーザーと特権は
MobileTogether Server の設定で定義されます。ユーザー、ロール、ユーザーの特権の設定方法に関する詳細は
「
MobileTogether Server ユーザーマニュアル」
を参照してく
ださい。

プロジェクトのデプロイ方法
プロジェクトは [ファイル | サーバーへデプロイ] コマンドを使用してデプロイすることができます。このコマンドは、サーバー接続
の詳細を指定し、また、サーバーがSSL 通信を使用するかを指定するMobileTogether Server へデプロイダイアログを
表示します (下のスクリーンショ
ット)。
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デプロイとは?
[ファイル | サーバーへデプロイ] コマンドを利用して、次のファイルをプロジェクトにデプロイすることができます:
.mtd 拡張子を持つプロジェクトファイル(いわゆるデザインまたは MTD ファイル) は、サーバーにデプロイされます。
MobileTogether Client アプリによりアクセスされるソリューショ
ンのファイルです。
[ファイル] ペインのデプロイ可能なすべてのファイルのチェックボックスのチェックが選択されています。これらのファイルは
通常イメージファイルとデータソースのデフォルトのファイルです。
デプロイされたすべてのファイルはサーバーに保存され、ソリューショ
ンファイルにより自動的に正確にアクセスすることができま
す。これにより、ファイルパスが正確であるか確認する必要がなく
、とても役に立ちます。しかし、これらのファイルは読み取り専
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用であることに注意してく
ださい。ですから、書き込みが必要なファイルはデプロイすることができないため、サーバーに手動で
保存される必要があります。書き込み可能なファイルにアクセスできるように、サーバとデザインファイルは正確に構成される必
要があります。この点に関する詳細はプロジェクトファイルの場所 | サーバー上のディ
レクトリのセクショ
ンを参照してく
ださい。
メモ:

オーディ
オ/
ビデオファイルは、MobileTogether Designer プロジェクトのサーバーメカニズムにデプロイを使用して
MobileTogether Server にデプロイすることはできません。しかしながら、URL を使用してストリームすることは
できませんが、サーバーに手動でオーディ
オ/
ビデオファイルをコピーすることができます。MobileTogether Server
に存在する、オーディ
オ/
ビデオファイルをストリームするには、以下を行います : (i) バイナリのロードアクショ
ンを使用
して、バイナリのオーディ
オ/
ビデオデータをデータソースノードにロードします。(ii) バイナリの保存 アクショ
ンを使用し
て、このノード内のデータをクライアント上のファイルに保存します。(iii) オーディ
オ/
ビデオの再生アクショ
ンを使用し
て、クライアントデバイス上に保存されたファイルを再生します。または、オーディ
オ/
ビデオファイルを
MobileTogether Server に保存する代わりにWeb サーバーに保存し、URL を使用して、Web サーバー
からオーディ
オ/
ビデオファイルをストリームします。

デプロイされたファイルとプロジェクトファイルの場所
デプロイされたファイルは読み取り専用です。([ファイル] ペイン内で)デプロイがマークされているファイルに保存アクショ
ンが定
義されている場合、ファイルはデプロイ時読み取り専用であり、書き込むことができないためデザインは無効になります。デプロ
イされたファイルはデザイン内に保存され、デザインから読み取ることができます。
デプロイされていないファイルは、デザインで正確に参照されているサーバーの場所に保管される必要があります。ファイルに正
確な参照を作成するには、以下を正確に構成する必要があります (i) 追加時のファイルの場所 および(ii)
MobileTogether Server のサーバー側のソリューショ
ンの作業ディレクトリの設定。詳細はプロジェクトファイルの場所
| サーバー上のディ
レクトリのセクショ
ンを参照してく
ださい。

クライアントデバイス上のサーバー設定を更新する
クライアントデバイスでソリューショ
ンを実行するには、サーバーのアクセス設定は、そのデバイスで構成される必要があります。
サーバー設定が変更された場合、例えば、 MobileTogether Server が、異なるIP アドレスを有する他のマシンに移
動された場合、クライアントデバイス上のサーバー設定は必要に応じて変更されなければなりません。MobileTogether 関
数 mt-server-config-url は、以下に類似した、新しいサーバー設定を含むURL を生成します:
mobiletogether://mt/change-settings?settings=<json encoded settings> 。このURL は
電子メールリンクとしてMobileTogether Client デバイスに送信されることができます。リンクがタップされると、クライアント上
のサーバー設定は、自動的に更新されます。
URL に含まれている、JSON-エンコードサーバー設定 mt-server-config-url 関数 (ここで説明されている) の
引数により提供されます。この関数の使用方法の例は、MobileTogetherExamples/SimpleApps フォルダー
MobileTogether Designer インストール内にあるサンプルソリューショ
ンClientConfiguration.mtd を参照して
く
ださい。
メモ:

サーバー設定の更新を行うリンクは Gmail 内および他の電子メールアプリケーショ
ン内では、作動しませんが、
AquaMail、K9、およびMailWise などのよく
使用されるクライアントでは作動します。AquaMail およびK9
内でテスト済みでこれらのアプリケーショ
ンでは正常に作動します。

関連項目
MobileTogether Server へデプロイ、サーバーへデプロイの詳細 (上のスクリーンショ
ット)
プロジェクトファイルの場所
[ファイル] ペイン
サーバー上のデータストレージ
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プロジェクトプロパティ

プロジェクトのプロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインで定義され、以下で説明されています。マウスをプロパティ
名にポイント
すると、プロパティ
の説明を表示するポップアップが表示されます。

サーバーアクセス
このオプショ
ンはソリューショ
ン実行中のサーバーのアクセスレベルを指定します。デフォルトは常にです。
常に : ソリューショ
ンの実行にはサーバへの接続が必要であり、ソリューショ
ンの実行中は常にサーバーにアクセ
スされています。
オンデマンド: MobileTogether Client アプリは自身のソリューショ
ンを実行します。サーバーにはサーバーと
のデータの交換が必要な場合だけ接続します。ソリューショ
ンを実行するには、アプリは内部の
$PERSISTENT ツリ
ー、他の永続データ、または埋め込みデータを使用します。XPath 関数 mt-hasserveraccess を使用して、サーバー接続を確認して、適切に保存するアクショ
ンを使用します。例え
ば、接続が存在しない場合、データはクライアントに永続データとして保存されることができます。サーバーへの
接続が確立されると、データはデータベースおよびまたはサーバー上のファイルに保存することができます。
なし: MobileTogether Client アプリは、インターネットへ空のデータを必要することなく
自身でソリューショ
ン
を実行します。

タイムアウト: クライアントがサーバーからの応答待ちする際のタイムアウト
クライアントがサーバーからの応答待ちする際の待ち時間。値は整数の秒数で、入力またはコンボボックスのドロップダウ
ンリストから選択されます。 デフォルトの値は 15 秒です。タイムアウトが過ぎると、クライアントにメッセージが表示され
ます。

タイムアウト: データを取得する際のサーバーのタイムアウト
サーバーの外部のソース( DB または URL など) からデータを取得する際のサーバーの待ち時間。値は整数の秒数
で、入力またはコンボボックスのドロップダウンリストから選択されます。 デフォルトの値は 10 秒です。タイムアウトが過
ぎると、クライアントにメッセージが表示されます。例外は、ロードアクショ
ンのエラー時の 設定がContinue となって
いる場合です。この場合、Continue 設定のエラー時 ツリー内で定義されているアクショ
ンが実行されます。

ライトのテーマを強制
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ライトのテーマはライトの背景に表示さえる暗いテキストを指します。このプロパティ
の値をtrue に設定し、プロジェクト
全体のためにライトのテーマを調整することができます。false (デフォルトの値) に値を設定すると、クライアントデバイ
スの現在のテーマが使用されます。

オーディオアクション
オーディ
オアクショ
ンはプロジェクト全体のためにグローバルに定義することができます。このアクショ
ンは次の3つのイベント
で使用することができます: オーディオの開始時 オーディオのエラー時 およびオーディオの完了時。これらのイベントの
ために定義されるアクショ
ンはプロジェクト内のすべてのオーディオ再生イベントに適用することができます。プロジェク
トのオーディ
オイベントの定義を含むオーディオダイアログボタンのプロパティ
をクリックすることで、それぞれのイベントのた
めに、左側のアクショ
ンペインからアクショ
ンをイベントタブにドラッグアンドドロップして行われるアクショ
ンを定義することが
できます。詳細に関しては、オーディオ(再生) 機能に関する説明を参照してく
ださい。

読み上げアクション
プロパティ
の追加ダイアログボタンをクリックすると、プロジェクトアクショ
ンダイアログの読み上げアクショ
ンが表示されます
(下のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい).

次の読み上げイベントを使用することができます:
読み上げの開始時: このペインで指定されるアクショ
ンは、読み上げアクショ
ンが開始されるとシーケンスで実行さ

れます。例えば、上のスクリーンショ
ットで表示されるようにオーディ
オの記録アクショ
ンは、ファイル内の読み上
げの再生を記録するために開始することができます。
読み上げのエラー時: テキストが見つからないなどの、読み上げのエラーが発生すると
、実行されるアクショ
ンで
す。
読み上げの完了時: 読み上げの再生が完了すると
実行されるアクショ
ンです。例えば、このイベントのための読
み上げアクショ
ンを指定することにより他の読み上げの再生を開始することができます。

NFC アクション
2つのNFC に関連したイベントのために定義されたアクショ
ンを有効化します:
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NDEF メッセージのプッシュの完了時 は、(NFC プッ
シュを使用して) NFC データの転送が完了すると実

行されるアクショ
ンを指定します。
NFC タグの検出時 は、NFC タグが検知されると
実行される(追加) アクショ
ンを指定します。
プロパティ
の「追加ダイアログ」ボタンをクリックして、2つのイベントの定義に移動してく
ださい。詳細に関しては、
NFC に関連したイベントを参照してく
ださい。

プッシュ通知 アクション (プッシュの通知の受信時)
デザイン時で、プッシュ通知が受信された時に実行されるアクショ
ンを指定するプッシュの通知の受信時 イベントタブを
開きます。イベントにアクショ
ンが追加されると、$MT_PUSHNOTIFICATION ページソースが自動的にデザインに追
加されます。
プッシュ通知 (PN) がデバイスで受信されると、受信先でソリューショ
ンが既に実行されている場合の設定により2
つのうちの1 つの選択肢が実行されます:
受信されるソリューショ
ンの$MT_PUSHNOTIFICATION ページソースが通知無しに、プッシュ通知ペイロード
と共に更新され、プッシュの通知の受信時 イベントタブ内のアクショ
ンが実行されます。これらはプッシュ通知を
表示することなく
直接行われます。
プッシュ通知の表示。ユーザーがPN (または、PN 内のボタン) をタップすると、次の状態が発生します: (i)
実行されていない場合、開始するソリューショ
ンが開始されます。(ii) ソリューショ
ン
の$MT_PUSHNOTIFICATION ページソースがプッシュ通知ペイロードからのデータと共に更新されます。
(iii) プッシュの通知の受信時 イベントタブ内のアクショ
ンが実行されます。
詳細に関しては、プッシュ通知 を参照してく
ださい。

ワークフローの終了をユーザーに確認する
ブール値設定で、ユーザーにソリューショ
ン(ワークフロー) の終了をユーザーに確認します。true または false をコン
ボボックスから選択します。デフォルトの値は true です。もしの場合、true 場合、テキストは次のプロパティの値とし
て定義され、ソリューショ
ンが終了する前にワークフローの終了メッセージが表示されます。ユーザーが、ソリューショ
ンの最初のペ
ージで戻るボタンを押すことを問われることが通常考えられます。ユーザーは、送信 ボタンが押されると
、または、キャッシュ

アクショ
ンの実行が処理されると終了の確認を問われません。

ワークフローの終了メッセージ
(ワークフロー) ソリューショ
ンの終了を確認するメッセージが表示されます。メッセージは、前のプロパティ
のワークフローの
終了をユーザーに確認するがtrue と設定されている場合のみ表示されます。デフォルトのメッセージは:ソリューショ
ンを終了しますか?

他のソリューションに切り替え時
ソリューショ
ンの実行中、エンドユーザーは、他のソリューショ
ンに切り替えることができます。これが発生すると、他のソ
リューショ
ンへの切り替えの設定は、元のソリューショ
ンが継続的に背景で実行されるかキャンセルされるかを決定しま
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す。ソリューショ
ンが背景で実行され、中断されると、それ以上は実行されません: 例えば、タイマーが実行されず、位置
情報が使用されません。ソリューショ
ンが再開されると、ページ更新時 イベントの再開オプショ
ンが実行されます。設定の
オプショ
ンは、以下のとおりです:
このソリューショ
ンをキャンセルする: デフォルトの値。ソリューショ
ンがキャンセルされます。保存されていないデ
ータはすべて削除されます。
継続的に実行: ソリューショ
ンが背景で継続的に実行されます。アイコンはデバイスの実行タブで使用すること
ができます。元のソリューショ
ンに切り替えるには、エンドユーザーは実行タブ内のソリューショ
ンのアイコンをクリック
します。
メモ: このプロパティ
をテストするには、ソリューショ
ンはサーバーにデプロイされている必要があり、そこから実行することが
できます。
メモ: ソリューショ
ンのキャンセルまたは縮小化を指定する他の方法であるソリューショ
ンの実行 アクショ
ンも参照してく
ださい。
メモ: Web クライアントは、保留されているソリューショ
ンをサポートしません。アクティ
ブなソリューショ
ンのみがサポート
されます。

ワークフローアイコン
プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、PNG イメージファイルをプロジェクトのアイコンとして使用できる参照
ダイアログを表示します。デフォルトでは、クライアントアプリ上のMobileTogether のアイコンが使用されます。

ブラウザーの設定
ブラウザー設定プロパティ
の追加ダイアログボタンをクリックすることにより、ブラウザー設定ダイアログ(下のスクリーン
ショ
ット) が表示され、モバイルデバイスのブラウザーに関連した特定の設定を定義することができます。これらの設定は
以下で説明されています。
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以下の設定を定義することができます:
デスクトップブラウザーの向き: コンボボックスのオプショ
ンにより、ブラウザーの向きを選択することができます:
縦向きと横向きの強制。デフォルトは、縦向きの強制です。
タイプ間隔のコントロール アクショ
ンのトリガー: (モバイルデバイス上のMobileTogether Client アプリとは
対照的に) この設定は Web クライアントのみに適用することができます。Web クライアントで編集されるソ
リューショ
ンページの更新は、サーバーで処理するために送信される必要があるため、更新されたデータが何時
サーバーに送信されるかを指定することは役に立ちます。ここで選択される値は、更新されたデータが送信され
た後の時間の間隔です。サーバーは、すべての影響されるページのコンポーネントが更新されるように、更新さ
れたデータを処理し、返します。この設定のデフォルトは 1000 ミリ秒 です。(コンボボックスのドロップダウンリ
ストから無効化を選択することにより)設定が無効化され、エンドユーザーがページ内をクリックするなどして、コン
トロールアクショ
ンがトリガーされたます。XPath 式は、文字列'disabled'または MobileTogether
Designer により、ミリ秒の数値で読み込まれた数値である必要がある設定の値を取得するために使用する
ことができます。
CSS ファイル: デザイン内のコントロールのクラスセレクターに割り当てられた外部 CSS プロパティ
を評価する
ために読み込まれるCSS ファイルの指定。デザイン内の各コントロールは、そのコントロールに特有のクラス名
を定義するブラウザー CSS クラスと称されるプロパティ
を持ちます。これらのクラスセレクターのCSS プロパティ
は、サーバーにデプロイされている、外部 CSS ファイル内で定義されます。クラスルールを検索するCSS ファ
イルはこの(CSS Fileファイル) 設定で指定されています。ファイルパスまたはグローバルリソースエイリアスを
使用してCSS ファイルを選択することができます。XPath 式を使用して、ファイルパスを生成することもできま
す。異なるクライアントの代替 CSS ファイルは、if...then...else 等のXPath の条件構文を用い
て指定することができます。(上のスクリーンショ
ット参照)。外部 CSS ファイル内で定義されたCSS ルー
ルは、コントロールのプロパティ
で作成された定義よりも低い優先順位が与えられる点に注意してく
ださい。
フォントファイル: システムフォントに追加して、デザイン内で埋め込むフォントファイルを指定します。フォントファ
イルを参照、グローバルリソース内で検索、または XPath 式によりファイルパスを生成することができます。デザ
イン内でこの方法で埋め込まれたフォントは CSS のfont-family プロパティ
を使用して参照されることが
できます。
ブラウザーウィンドウ/
タブを閉じる際にユーザーに確認する: ページから移動するかユーザーに問うメッセージ
ボックスが表示されます。変更が保存されていない場合、メッセージはユーザーが移動をクリックすると、ユーザー
に変更が保存されていないことを伝えます。ユーザーは更に、追加ダイアログを作成することを避けるかを決定
することができます。
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他のプロジェクト設定
他のプロジェクト設定のプロパティの[追加ダイアログ] ボタンをクリックすることで、他のプロジェクト設定ダイアログ(下
のスクリーンショ
ット) が表示されます。ユーザーがシミュレーショ
ンを開始またはサーバーにソリューショ
ンをデプロイする
時、ファイルが自動的に再埋め込みされるかどうか選択できます。

以下の設定を定義することができます:
再デプロイタイムアウト: 新しいソリューショ
ンのバージョ
ンがデプロイされ他後に、前のバージョ
ンがサーバーに保
持される時間です。この時間のオーバーラップにより、古いソリューショ
ンを使用しているクライアントは作業を完
了することができます。デフォルトは 5 時間です。
XPath 互換モード: true に設定されている場合、XQuery は XPath で無効なものを解決して、これら
のを含むXQuery ステートメントがXPath と互換性を持つようにして、XPath が許可されている場所で使
用できるようにします。現在 XQuery のみ、しかしXPath では許可されていない、エンティ
ティ
と文字参照の
みに関連しています。XPath 互換性モードがtrue に設定されている場合、XQuery エントリと文字参
照は XPath でテキストとして読み込まれ、解決されません。この設定のデフォルトの値は true です。
HTML ドキュメントのデフォルトの名前空間を無視する: XML ドキュメント内では 1 つの名前空間だけ
が許可されていて、HTML ドキュメントのデフォルトの名前空間を無視しないことは XML データソースを読
み込む際エラーを引き起こす可能性があります。デフォルトは true で、HTML のデフォルトの名前空間は無
視されます。
自動再埋め込み: 埋め込み はプロジェクト(デザイン)ファイル内のデータソースを埋め込むことを意味します。
自動再埋め込み が有効化(true) されていると、デプロイ時またはシミュレーショ
ン時に、ページデータソー
スは再埋め込みされ、最新のデータソースファイルが埋め込まれ、データが最新であることが保証できます。デ
フォルトは true です。
トップレベルの余白: トップレベルのコントロールは、デザイン内に存在するコントロールを指します。すなわち、
テーブル内に存在しないコントロールを指します。トップレベルコントロールのためにこのオプショ
ン内で設定する
余白は、デフォルトのデバイス固有の余白をオーバーライドします。 プロジェクトの各ページのために余白を設
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定することはレイアウトをよりよく
管理するために重要です。例えば、Android デバイス上で、現在設定されて
いるデフォルトの余白は、9px ですが、プロジェクトページで他の余白を使用する場合、これらのページプロパティ
を余白に対して使用し、余白を調整します。トップレベルの余白のコントロールプロパティ
はデフォルトで４辺全
てのマージンを指定された値に設定します。上下左右の余白をそれぞれ設定することもできます。マージンの
設定が空白の場合、デバイス特有のデフォルトの値が使用されます。(メモ: Android 上のラベルコントロー
ルは 0px の余白が設定されています。この設定を変更するためには、トップレベルの余白の設定 (この設定)
を変更、または、ラベルコントロールの下の余白を変更します。)
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ローカライズ
ソリューショ
ンはデフォルトの言語で作成されます。しかし、ソリューショ
ン内で使用されるテキスト文字列は複数の言語にロー
カライズ(翻訳)されることができます。ソリューショ
ンがモバイルデバイスで実行されると、モバイルデバイスと同じ言語にソリュー
ショ
ンの言語が自動的に選択されます。ソリューショ
ンがモバイルデバイスの言語にローカライズされていない場合、ソリューショ
ンのデフォルトの言語が使用されます。(下のスクリーンショ
ット参照)。
新しく
追加される各言語に列を追加し、この列にローカライズされた文字列を定義することで、ローカライズされた文字列はロ
ーカライズダイアログに定義されています (下のスクリーンショ
ット) 。詳細に関しては、メニューコマンド[プロジェクト| ローカ
ライズ] を参照してく
ださい。更に、名前の付けられたテキスト文字列もローカライズすることができ、その後、XPath 式
mt-load-string(NameOfString') 内のmt-load-string 拡張関数を使用してデザインの任意の場所で
参照することができます。

ローカライズされたソリューショ
ンは、[プロジェクト| シミュレーションする言語] コマンドを利用してシミュレーショ
ンする言語
を選択して、シミュレーショ
ンを実行しテストすることができます。
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名前空間

名前空間はノードを正確に認識するため、また、式を使用してノードの位置を正確に決めるために重要です。[ページソー
ス] ペイン(下のスクリーンショ
ット) の名前空間 アイテムには、ページデザインビューで現在アクティ
ブなページに関わりな
く
、プロジェクトで宣言されたすべての名前空間が含まれています。

名前空間を宣言するには次の2 通りの方法があります:
データのインポート時に自動的に宣言する: 外部 XML ファイルがページソースとして追加された場合、ソースの
名前空間は自動的にデザインにインポートされ、プロジェクト全体のスコープのために宣言されます。[ページソース]
ペイン(上のスクリーンショ
ット参照) の名前空間アイテムの下に表示されます。デザイン内にあいまいさを引き起こ
さない場合、名前空間プレフィ
ックスは、自動的にオリジナルのプレフィ
ックスに一致するように設定されています。名
前空間の宣言に割り当てられたプレフィ
ックスは、ノード名に使用されており、ページソース内のノードの場所を決定
するためのXPath 式に使用される必要があります。
ユーザーによる定義: [ページソース] ペイン(上のスクリーンショ
ット) のツールバーの[名前空間] アイコンをクリッ
クして、名前空間を追加することができます。自身の名前空間をプロジェクトに追加することにより、1 人以上のユ
ーザーにより宣言されるノードを作成することができます。同じローカル名を持つノードのあいまいさをなく
すためにこれ
は有用です。
名前空間を削除するには、ペインのツールバーの[削除]を選択します。
メモ:

名前空間のプレフィ
ックスは、デザインのプロセス中いつでも、[ページソース] ペイン内の名前空間プレフィ
ックスをダブ
ルクリックして編集することにより、名前変更することができます。デザインのXPath 式内の古いプレフィ
ックスへのす
べての参照は、新しいプレフィ
ックスに変更されます。

メモ:

XPath のデフォルトの名前空間 (xpath-default-ns='') は、拡張関数や ユーザー定義関数を含むすべ
てのXPath/XQuery 関数に使用されています。
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グローバル リソース
MobileTogether のグローバルリソースにより、異なるデータベースサーバ名、ファイルの場所、または他の構成特有のパラメ
ーター構成を、簡単に開発から生産システムに切り替えることができます。そして、各モバイルソリューショ
ン別に設定を行うこ
とができます。グローバルリソースにより、デザインやテストを素早く
行うことができ、結果時間を節約することができます。
MobileTogether Designer でモバイルソリューショ
ンを開発するにあたり、グローバルリソースダイアログは各ファイル、デ
ータベース接続、またはユーザーに定義された名前付きディ
レクトリを識別し、リソースをソリューショ
ンで参照するために使用
します。グローバルリソースにより、異なる構成をセットアップし、モバイル ソリューショ
ン モードを異なるグローバル リソースを
選択することで簡単に切り替えることができます。
MobileTogether Server にモバイルソリューショ
ンをデプロイすると、この構成をソリューショ
ンと共にアップロードすることに
より、デプロイ後にも、ソリューショ
ンが特定のサーバーにアクセスすることをコントロールできます。管理者はモバイルソリューショ
ンのリソース構成を素早く
行うことができ、モバイルソリューショ
ンをテストモードから生産環境にクリック1 つで切り替えることが
できます。
グローバルリソースに関する詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。
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MobileTogether Server とMobileTogether Client アプリが共にどのように作動するか、MobileTogether
Server を使用して、データ集中処理を行い多量のデータを保存するか、どのようにMobileTogether Designer のプロ
ジェクトデザインでパフォーマンスの最適化のための設定をするかを理解することによりMobileTogether ソリューショ
ンのパ
フォーマンスを最適化することができます。
デザインファイルにXML を埋め込む
XQuery 3.1 を使用したデータクエリ
サーバー上のデータストレージ
クライアント上の永続的データストレージ
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デザイン ファイルに XML を埋め込む
ソリューショ
ンが外部 XML データソースを参照する代わりに、XML データはデザインファイルに直接埋め込まれることができ
ます。このオプショ
ンは、コンボボックスの選択のリストまたは静的データなどの、クライアント側が必要とする小さいデータセット
に最適です。このデータは、クライアントにデザインファイル全体の一部として送信され、アプリを実行するたびに、クライアント
側で即時使用することができます。ですから、クライアントとサーバー間の追加データの送信は必要ありません。
デザインファイル内にデータソースを埋め込むには、データソースを右クリックして[デザインファイルに XML を埋め込む] を
選択します。
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XQuery 3.1 を使用したデータ クエリ
パワフルな XQuery 3.1 言語を使用し式を書く
ことにより、サーバーとクライアント間で送信されるデータの量を大幅に減ら
すことができます。データベース ビュー、クエリまたは外部データ ソースへのWeb サービス コールにより、モバイルアプリケー
ショ
ンのための生データを取得することができます。これはよく
重複またはモバイルアプリケーショ
ン内で想定されたデータ表示で
はない理想的ではないデータ構成が含まれている可能性があります。XQuery のFLWOR 式によりデータを簡単に再構
成、再グループ化することにより、サーバーからクライアントへの最も効率のいいデータ送信およびクライアントアプリケーショ
ンで
最も役に立つプレゼンテーショ
ンを保証します。
この新しいバージョ
ンのXQuery には、JSON フォーマットのマップ、配列およびデータへのサポートなどを含む、複数の新
機能が搭載されています。
[XPath/XQuery 式の編集] ダイアログを使用してXQuery 式を作成および確認することができます。
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サーバー上のデータ ストレージ
ソリューショ
ンのデータが処理されるスピードは、特定の種類のデータをサーバー上に保管することで強化することができます:
イメージであるチャートやグラフを生成するために使用されるデータはクライアントに送信される必要はなく
、イメージの
みが送信される必要があります。ですから、チャートやグラフを生成するために使用されたデータは、サーバに保管す
ることができ、送信される必要はありません。

パワフルな [データをサーバー上に保存] の設定
モバイルソリューショ
ンのパフォーマンスを改善する、モバイルデータネットワーク上でのデータの送信量を減らすために、
MobileTogether では、どのデータをクライアントデバイスに送信し、どのデータをサーバーに保持するかを選択することがで
きます。例えば、特定のデータセットはグラフの表示のみに必要な場合、そのデータはサーバー上に保管することができます。
グラフのイメージはサーバーでレンダーされ、基になるデータをモバイルネットワークで送信することなく
クライアントに送信されま
す。大きなデータセットに関しては、大幅なパフォーマンスの向上につながります。
(クライアントにデータを送信せず、サーバー上にデータを保管する) この設定は、データソースを追加する際に、データソース
のために行われます。ページソースの追加ダイアログのデータの保持ペイン(下のスクリーンショ
ット)で設定することができま
す。また、[ページソース] ペインのルートノードのコンテキストメニューコマンドでも使用できます。

キャッシュ
MobileTogether Designer とMobileTogether Server の設定を使用して、すべてのデータ ソースのキャッシュの振
る舞いを指定することができます。これは、サーバーが既に使用できるデータを持つモバイルアプリからリクエストを受けるため、
MobileTogether のスピードを大幅に向上します。キャッシュの作成には 2 つの主な理由があります: (i) ページデータソ
ースがレポートをゆっく
り作成する場合 (例えば大きなデータベースの場合) および(ii) データソースが頻繁に変更されない場
合。上記の場合、データがサーバからではなく
データ キャッシュより取得された方が、ソリューショ
ンの実行は速く
なります。
キャッシュを最新状態に保つため、キャッシュが作成される際にキャッシュの更新頻度を設定することができます。
MobileTogether Designer でキャッシュが定義されると、異なるデザインのデータ ソースにより使用されることができ、基
になるデータ構成に互換性を持たすことができます。
Altova MapForce とFlowForce Server で最初に開発されたキャッシュ機能同様、MobileTogether は、有効期
限や更新頻度などの通常のキャッシュ パラメーター以上の機能を搭載しています。手動で次のキャッシュを設定することが
でき、また、(データベースおよびWeb サービスのための) 複数のクエリパラメーターの一意の組み合わせが自動的にキャッ
シュされるかなどを定義することができます。データをリクエストしているクライアントはすぐにキャッシュからデータを取得すること
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ができますが、サーバーからの場合、キャッシュが経過してからのみデータを取得することになります。MobileTogether は、
デザイナーが指定する間隔通りに自動的にクエリを実行し、これは単純なキャッシュ機能を超えるものです。パラメーター付き
クエリの場合、デザイナーはキャッシュされるパラメーターの一意の組み合わせを指定することがで、サーバーは、指示に従いま
す。
MobileTogether Designer で、データソースのための新しいキャッシュを定義することができます。[ページソース] ペイン
のデータソースを右クリックして、[キャッシュ設定] を選択し、キャッシュのプロパティ
を指定します。
データソースがキャッシュを持つと定義されている場合、キャッシュされたデータがソリューショ
ンを実行する際に使用されます。
ソリューショ
ンがサーバにデプロイされると、キャッシュを使用することができます。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

プロジェクト

パフォーマンス

219

クライアント側の永続データ ストレージ
ユーザーにより入力されたデータと頻繁に変更されないデータに関しては、各デバイスにこれらのデータを永続的に保存するこ
とを選択できます。これにより、サーバーとクライアント間で送信されるデータの量を減らし、パフォーマンススピードを向上するこ
とができます。また、サーバーとクライアント間の往復時間を（
同じユーザーの数時間間隔のあいた異なるセッショ
ン間の時間
でさえも）
減らすことにより、パフォーマンスを強化します。これは、クライアントデバイスにデータが永続的に保存されているから
です。永続データは以下の方法で定義することができます:
デフォルトの永続ツリー: デフォルトでは、$PERSISTENT ツリーがデザイン中のすべてのページのために定義され
ています。すべての$PERSISTENT ツリーデータはクライアント上に保管されています。データは静的または動的
であることができます。ツリー内のノードがエンドユーザー入力を受け入れるコントロールに関連付けられている場合、
ツリーのノード内のデータは、エンドユーザーにより編集されることができます。
永続にすることのできるツリー: [ページソース] ペイン内の永続ではないツリーのルートノードを右クリックします。表
示されるコンテキストメニュー内から[クライアント上の永続データ] を選択します。そのツリーは永続に設定されま
す。ツリー内のデータは、クライアントに保管され、ソリューショ
ンが開始するとロードされます。
オンデマンドのサーバーアクセス: この設定は、[スタイル&プロパティ
] ペインで定義することができます。クライアン
トデバイスおよびサーバー間の接続を指定し、必要に応じて行うことができます。これは、ソリューショ
ンが、クライア
ント上で永続データを使用すること、またはデータがソリューショ
ンに埋め込まれることを意味します。サーバーへの接
続は、デザインに必要とされる詳細に合わせて行われます。 例えば、デザインがデータをサーバー上のデータベース
に保存すると指定することがあります。このアプローチは、データベースとの作業のパフォーマンスを向上するために役に
立ちます。
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データソース
各ページはページデータソース(またはページソース) の組み合わせを持つことができます。これらのソース(下部左側スクリー
ンショ
ット参照) はページのコントロールで使用することができ、そのページのみで使用することができます。しかし、複数ページ
間で単一のページソースは再利用することができます。
[ページソース] ペインのソースの追加コマンドで新しいページソースを追加することができます。新しいソースの追加
方法はデータソースの追加のセクショ
ンに説明されています。
ページは他のページのページソースを再利用することができます。再利用するページソースの指定のオプショ
ンは新し
いデータソースが追加された場合です(下部右側スクリーンショ
ット)。

以下の点に注意してく
ださい:
ページソースは[ページソース] ペインに一度に1 つずつ追加します(下のスクリーンショ
ット) 。
XML、HTML、JSON、XQuery、または DB データソースであることのできるデータソースからページソースを追
加します。データソースは、HTTP、FTP、REST、SOAP またはプロジェクトの他のページソースからアクセスする
ことができます。詳細に関してはデータソースの種類 のセクショ
ンを参照してく
ださい。
各ページは、複数の異なる種類のデータソースをベースにするページソースを持つことができます。例えば、上のスクリ
ーンショ
ットでは、ページは XML ベースのソース1 つDB をベースにするページソース2 つ持っています。
ページソースは編集可能または編集不可能(読み取り専用)である場合があります。プロパティ
はページソースが追加
された時に指定され、ルートノードのコンテキストメニューの切り替えコマンド[読み取り専用] で切り替えることがで
きます。

このセクションの構成
このセクショ
ンの構成は以下の通りです:
ページデータソースの追加: ページソースの追加方法の説明をします
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データソースの種類:ページに追加することのできる多種のデータソースをリストしその説明をします。
ページソースオプショ
ン: ページソースのプロパティ
について説明します。
HTTP/FTP、REST およびSOAP リクエスト: これらのリクエストの作成方法を説明します。
ルートノード: ルートノードとユーと要素の概念について説明し、これらがどの様にデータソースのツリーに使用される
か説明します。このセクショ
ンは、ルートノードの名前に関する規則についても説明します。
ページソースツリー: ソースツリーの構成とページ内でのツリーノードのデータについて説明します。
プロジェクト内の名前空間:プロジェクト内での名前空間の重要性と名前空間の使用方法について説明します。
キャッシュ: サーバーワーク上でのデータのキャッシュの仕組みについて説明します。
コンテキストメニュー: [ページソース] ペインのコンテキストメニューコマンドについて説明します。
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7.1

ページデータソースの追加

ページデータソースの追加

ページにデータソースを追加するには、[ページ] ペインでページを選択して、次の手順を踏みます。
[ページソース] ペインのツールバーの[ソースの追加] アイコンをクリックし、ページソースの追加ダイアログを表示します(下
のスクリーンショ
ット)。追加するデータソースの種類を選択して、(以下リストされる) このデータソースのプロパティ
を指定し、
[次へ] をクリックします。異なる種類のデータソースに関しては、データソースの種類の次セクショ
ンで説明されています。
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データソースの種類
ページソースとして追加 することのできるデータソースの種類は下にリストされています:
新しい空の XML、HTML または JSON
新しい空のXML、HTML または JSON ページソースが[ページソースの追加] ダイアログに追加される場合、XML
ページソースとして作成されます。[ページソースの追加] ダイアログの次のスクリーン内で、データソースがXML、
HTML または JSON ファイルであるかを指定します。$XML という名前を持つルートノードが新しいページソースのた
めに作成されます (下のスクリーンショ
ット参照)。データソースがXML または HTML として指定されている場合、ツリ
ー内に他のノードまたは名前空間は作成されません。データソースがJSON として指定されている場合、 json と
呼ばれるルート要素がルートノードの下に作成されます。以下の方法のどちらかまたは両方を使用してルートノードの下
にXML ドキュメント構造を作成することができます:
(ツールバーコマンドを使用して)ルートノードに要素および属性ノードを追加する。詳細は、ツリー構造のセク
ショ
ンを参照してく
ださい。
XML、HTML、または JSON ファイルから構造を、ルートノードのコンテキストメニューの[インポート] コマ
ンドを使用してインポートします。

(デフォルトファイルの割り当ても含む)ツリーへデータを追加する方法は、ツリーデータのセクショ
ンに説明されています。
メモ:

データソースのデータ型をルートノードのコンテキストメニューコマンドデータの型を使用して変更することができま
す。

既存の構造を再利用する
このオプショ
ンは、プロジェクトの他のページで既に作成された構造を再利用したい場合役に立ちます。このオプショ
ン
は、プロジェクトの他のページで既に作成された構造を再利用したい場合役に立ちます。再利用可能なページソース
は、プロジェクトの同じページではなく
、他のページに存在しなく
てはならず、ページはトップページまたはサブページで
あることができます。ページソースがプロジェクトの他のページに存在する場合のみ再利用オプショ
ンを有効化することが
できます。
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使用可能なページソースは、オプショ
ンのコンボボックスのドロップダウンリストのルートノードの名前の横にリストされま
す(上のスクリーンショ
ット参照)。再利用したいページソースを選択して、[OK] をクリックします。同じ名前のルート
ノードと再利用されたページソースの構造が作成されます(下のスクリーンショ
ット参照)。データソースが共有されてい
るページ数がリストされます(下のスクリーンショ
ット参照)。マウスをツリーのノードの名前にポイントするとページを共有す
る名前がリストされます。ルートノードの名前の横のコンボボックスから他の再利用可能なページソースを選択すること
により、他のページソースのデータ構造に変更することができます(下のスクリーンショ
ット参照)。

(デフォルトファイルの割り当ても含む)ツリーにデータを追加する方法は、ツリー構造のセクショ
ンで説明されています。ツリ
ーの変更方法は、ツリー構造のセクショ
ンに説明されています。

ファイルからインポートされた新規の XML、HTML または JSON/ JSON- 5 構造
このオプショ
ンが選択された場合、(下のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい) [次へ] をクリックすると選択されたデ
ータソースの使用方法のオプショ
ンを設定することのできる[ページソースの追加] ダイアログが表示されます。
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[ページソースの追加] ダイアログの次のスクリーンでデータソースがXML、HTML または JSON ファイルであるかを指
定します。ダイアログの[完了] ボタンをクリックすると、その後の結果は、XPath-ベースのファイル名を使用 オプショ
ン
が選択されているか否かにより異なります (上のスクリーンショ
ット参照) 。
チェックボックスがチェックされている場合、[XPath/XQuery 式の編集] ダイアログが表示されます。ここで必
要とするファイルURL を生成するためのXPath 式 を構築します。
チェックボックスがチェックされていない場合、XML、HTML または JSON ファイルを選択し、ページソースの
構造を与えるダイアログが表示されます。ファイルを参照、ファイルURLを使用、またはグローバルリソースを
使用することができます。
XML/HTML/JSON ファイルの構造は、ページソースの構造としてインポートされます(下のスクリーンショ
ット参照)。
XML およびJSON ファイル構造は、$XML ルートノードの下に表示されています。HTML ファイル構造は、$HTML
ルートノードの下に表示されています。HTML または JSON データソースの構造は、XML ツリー構造としてインポー
トされます。インポートされたJSON 構造は、json という名前のルート要素を持ちます。XML/HTML/JSON
(データソース) ファイルは、自動的にページソースのデフォルトのファイルとして定義されます。これは、ファイルからのデー
タが新しいページソースのノードのデータとして使用されていることを意味します。ファイルがURL と共に選択されている
場合、ファイルを取得するために、HTTP または FTP プロトコールを使用することができます。デフォルトファイルのパス
をXPath 式と共に指定することができます。これによりファイルパスの動的構成を許可することができます。例えば、他
のページソース内のノードコンテンツをベースにしたパスの場合などがあげられます。

ファイルURL を変更するには、URL エントリをダブルクリックするか、エントリの右にある[追加ダイアログ] アイコンをク
リックします。他のプロジェクトページからの再利用可能な構造がある場合、ルートノードの名前の横のコンボボックス
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により、再利用可能な構造を選択することができます (上のスクリーンショ
ット参照)。ツリー構造の変更方法はツリー
構造のセクショ
ンで説明されています。
HTML の取得は修正パーサを使用して行います。この結果、インポートされたHTML 構造が、不足している要素の
ため、無効なデータオブジェクトモデルを持つ場合、(HTML 5 仕様に従い)、これらの不足している要素は、[ページソ
ース] ペインのデータソースツリーに追加されます。例:
<table>
<tr/>
<tr/>
</table>

以下に修正されます:
<table>
<tbody>
<tr/>
<tr/>
</tbody>
</table>

新しいパラメーターつきの HTTP/ FTP リクエスト
データを含むデータソースは、HTTP または FTP リクエストとその後追加された構造によりにより追加することができま
す。 HTTP/FTP、REST または SOAP を使用してデータソースが取得されるか指定するオプショ
ンを選択します
(下のスクリーンショ
ット参照)。HTTP/FTP または REST を選択した場合、[ページソースの追加] ダイアログの次の
スクリーン内で、データソースがXML、HTML または JSON ファイルであるかを指定します。後に、対応する設定ダイ
アログ(HTTP/FTP または REST)内で選択を変更することもできます。(SOAP を選択した場合、データソースは、
XML として解析される必要があります。このオプショ
ンは自動的に設定され変更することはできません)。

[ページソースの追加] ダイアログの[完了] ボタンをクリックすると、(HTTP/FTP リクエストのための) [ Web アクセス
設定の編集] ダイアログ、(REST リクエストのための) [RESTful API リクエスト] ダイアログ、または (SOAP リク
エストのための) [WSDL ファイル選択] ダイアログが表示されます。これらのリクエストの設定の指定に関する詳細
は、HTTP/FTP、REST、およびSOAP リクエストのセクショ
ンを参照してく
ださい。
リクエストの実行に成功すると、ページソースが(ルートノードとして)追加され、データソースからデータがロードされます。
ツリー構造は、しかしながら作成されません。ツリー構造はインポートまたは手動で作成することができます。ツリー構造
の作成方法はツリー構造のセクショ
ンを参照してく
ださい。

新しい DB 構造
このオプショ
ンにより、構造を作成しデータベースからデータを追加することができます。このオプショ
ンを選択し、[OK] を
クリックすると、データベース(DB) 接続ウィ
ザードが表示されます。DB に接続した後、データソース構造とデータコン
テンツのためのインポートするテーブルデータを選択することができます。ルートノード名の横のデータベース名にノードが
挿入されます。ルートノードの下には DB 構造があります。詳細はデータベースを参照してく
ださい。構造があります。
DB の例はデータベースとチャートのチュートリアルを参照してく
ださい。
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新しい XQuery ツリー
このオプショ
ンを選択し、[OK] をクリックすると、[XPath/XQuery 条件式の編集] ダイアログが開かれます。必要
なデータを検索するXQuery ステートメントを入力して、[OK] をクリックします。XQuery ステートメントにより取得
されたデータの構造を持つデータソースが作成されます。XQuery ステートメント内で指定された構造を持つ$XQ と
いう名前のルートノードを持つページデータソースが作成されます。このルートノードを右クリックして、データのロードコマ
ンドを選択し、必要に応じて、オプショ
ン「
最初の使用時」または 「
全てのページ」
をまたはに設定します。例えば、次
のXQuery ステートメントは、シミュレーショ
ンのスクリーンショ
ット内で表示されているツリーを表示しています。
elem ent weather {
elem ent location{
elem ent city {attribute id{"01"},attribute nam e{"London"}},
elem ent tem perature {attribute value{"10"},attribute m in{"5"},attribute m ax{"14"},attribute unit{"C"}}
}
}

$XQ ツリ
ーからノードをデザイン内で使用するには、XPath 式を使用してノードを見つけることができます。(例は以下
のとおりです: $XQ 1/weather/location/city/@nam e)。または、ページソースペイン内で、XQuery ステートメントに

より作成されるツリーの構造に一致する一時的なツリーを作成することができます(下のスクリーンショ
ットを参照してく
だ
さい)。そして、ツリーからノードをデザインにドラッグすることができます。ツリーへのデータのロードと作成は、XQuery デ
ータソースのデータのロードオプショ
ン(最初の使用時、全てのページ、手動)により異なることに注意してく
ださい。
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新しい FlowForce ジョブ
このオプショ
ンを選択し、[OK] をクリックすると、FlowForce 設定の編集ダイアログが開かれます。FlowForce サ
ーバーに接続するためFlowForce の設定を入力して、ジョ
ブを指定します。[OK] をクリックすると、FlowForce
ジョ
ブを実行して取得されたデータを含む新しいデータソースが作成されます。データソースの構造は後で変更すること
ができます。ツリー構造の変更方法はツリー構造のセクショ
ンで説明されています。Altova のFlowForce 製品に関
しての詳細は Altova Web サイトのFlowForce のページを参照してく
ださい。
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ページソースオプション
追加するデータソースの型を選択すると、[次へ] をクリックします、[ページソースの追加] ダイアログは、選択されたデータソ
ースの使用オプショ
ンを表示します (下のスクリーンショ
ット参照)。使用するオプショ
ンを選択して、[完了] をクリックします。

オプショ
ンの一部は一部のページソースの型に使用できない可能性があることに注意してく
ださい。使用することのできるすべ
てのオプショ
ンは以下にリストされています。
データ型
追加されるデータソース内のデータのフォーマット。XML HTML または JSON から選択します。ページソースが追加され
ると、ページソースノード(コンテキストコマンドデータ型)のコンテキストメニュー内のデータ型を変更することができます。ページ
ソースのルートノードはすべて$XML です。ですが、が選択されている場合、ルート要素は json という名前が付けられま
す。ですが、そのページソースは、JSON と読み込まれ、(XML ではなく
) JSON として保存されます。これはデータの保
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存プロジェクトプロパティ
を使用して保存アクショ
ン保存に適用される点に注意してく
ださい。
データの変更
編集可能な XML または読み取り専用 XML を選択します。データソースが編集可能に作成されると、ツリーノード内
のデータは変更することができます。読み取り専用のデータソースは変更することができません。両方のタイプのデータはデータ
の表示に使用することができます。しかし、ユーザーがデータノードを書き込むには、データソースを編集可能な XMLに作
成する必要があります。
データの保持
以下の場合データを指定します: (i) サーバーからクライアントのコピーされる場合、(ii) クライアントに保持される場合、また
は (iii) サーバー上に保持される場合。この選択を行う場合2つの問題点が挙げられます : (i) クライアントとサーバーでそれ
ぞれ計算が行うことが可能、(ii) プロセスをスピードアップするために、どこにデータを保管するか。
計算に一部は、クライアント側でのみ行われ、(例えば、SMS を送信するためにXPath 式を解決する場合 )。また、一
部の計算はサーバー側でのみ行われます (例えば、チャートの作成、最後のチャートのイメージのみがクライアントに送信さ
れます)。また、計算の一部では、計算はサーバ側とクライアント側両方で行われます (例えば、XML ツリーノードの更
新の場合)。すべての計算は最初にクライアントで試みられます。クライアントで計算が可能でない場合、計算はサーバーに
パスされます。ですから、処理時間を削減するために、データに最も速く
アクセスできる場所にデータを保管することが奨励され
ます。すべての計算がクライアントで行われる場合、データをクライアント上に保管します。その他の場合は、他の2つのオプ
ショ
ンを選択してく
ださい。
クライアント上の永続エータオプショ
ンは、ソリューショ
ンが最後に閉じられたときのクライアントのデータを持つソリューショ
ンを
ロードします。クライアントのデータは2つのソリューショ
ンが実行される間、永続中と考えられます。
データのロード
ページが初回ロードされる時、ページがロードされる都度、またはページアクショ
ンに指定された場合、データがロードされるか
選択します。後で、ソースツリーのルートノードの選択オプショ
ンはコンテキストメニューから変更することができます。
データの保存
データソースが(XML、HTML、または DB などの)外部ファイルである場合、このオプショ
ンを有効化することができます。デ
ータを以下の場合に保存することを選択します (i) ページ移動時、(ii) ソシューショ
ン終了時、(iii) ユーザーが最後の送信
オプショ
ンをクリックした時、(iv) ページまたはコントロールアクショ
ンで定義されている時。ページ ソースアクショ
ンを参照して
く
ださい。
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HTTP/ FTP、 REST および SOAP リクエスト
このセクショ
ンは、HTTP/FTP、REST、およびSOAP リクエストに必要な設定について説明します。これらのリクエスト
は、外部ソースからデータをロードまはた外部ソースにデータを保存するためのリクエストです。リクエストは、以下のシチュエー
ショ
ンで作成されます:
ページソースを追加する場合: この場合、リクエストは通常外部ソースからデータをロードするために作成されます。
ページソースに関連したアクショ
ンを定義する場合: ページイベントおよびコントロールイベントのためにアクショ
ンを指
定することができます。これらのアクショ
ン内のリクエストは、外部データソースからロードまたは外部データソースに保存
するリクエスト内で使用することができます。
このセクショ
ンは以下の各ダイアログについて説明しています:
HTTP/FTP リクエスト設定
REST リクエスト設定
SOAP リクエスト設定

ページソース 構造の作成
これらの設定ダイアログで定義されるリクエストは、デザイン内で保存され、ランタイムで実行されます。ページソースは作成さ
れますが、ツリー構造を含みません。構造を作成するためには、XML ファイルから構造をインポートするか、構造を手動で作
成する必要があります。例えば、SOAP 応答をXML ファイルとして保存して、ページソースツリー構造を生成するために
XML ファイルをインポートすることができます。詳細は、ページソースツリーのセクショ
ンを参照してく
ださい。
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HTTP/ FTP リクエスト設定
HTTP/FTP リクエストのための設定は、[ Web アクセス設定の編集] ダイアログ内で定義されます (下のスクリーンショ
ッ
ト)。リクエストの種類、ターゲットリソースのURL 、ターゲットリソースのデータフォーマット(XML、HTML、または
JSON)、ユーザー認証情報、オプショ
ンでクエリパラメーターとヘッダーを入力します。下のスクリーンショ
ットでは、例えば、
GET リ
クエストは XPath 式を使用して構成されています: http://www.ndbc.noaa.gov Web サイトの.rss
ページをターゲットとしています。RSS ページの名前は、/NDBC/buoy ノードから取得されており、ターゲットページは、
XML として解析されます。Query パラメーターとヘッダーはリクエストに追加することができます。charset ヘッダーは、し
かしながら、MobileTogether Designer により自動的に生成され、このダイアログで入力するcharset ヘッダーにより
上書きはされません。

[OK] をクリックすると、リクエストが実行されます。
HTML の取得は修正パーサを使用して行います。この結果、インポートされたHTML 構造が、不足している要素のため、
無効なデータオブジェクトモデルを持つ場合、(HTML 5 仕様に従い)、これらの不足している要素は、[ページソース] ペイン
のデータソースツリーに追加されます。例:
<table>
<tr/>
<tr/>
</table>

以下に修正されます:
<table>
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<tbody>
<tr/>
<tr/>
</tbody>
</table>
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REST リクエスト設定
REST リクエストのための設定は、[RESTful API リクエスト] ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) 内で定義されます。以
下を選択することができます (i) 自身の設定の定義、(ii) URL のインポート、または (iii) WADL ファイルの使用。独
自の設定を選択する場合、個別の設定のために独自の定義を指定することができます。URL をインポートまたは WADL
ファイルを使用する場合、設定の一部は URL または WADL ファイルにより定義され、変更することはできません。

異なる設定に関しては以下に説明されています:
$MT_HTTPExecute_Result を含むテンプレートと
結果の解析

リクエストメソッド
URL
認証
パラメーター
HTTP コンテンツ
HTTP ヘッダーフィ
ールド
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テンプレートと結果の解析
テンプレートを使用して、3つのフレームワーク内(ユーザー自身の設定、URL、または WADL。上のスクリーンショ
ット参
照) で設定が定義することができます。適切なラジオボタンを選択して、いつでもテンプレート間を切り替えることができます。
URL または WADL テンプレートオプショ
ンが既に選択されている場合、異なるURL または WADL ファイルを使用する
場合は、それぞれ [URL からインポート] または [WADL からインポート] をクリックします。URL または WADL オプ
ショ
ンを選択することにより、(またはそれぞれの[インポート] ボタンをクリックすることにより) 使用するURL または WADL
ファイルを指定するダイアログが開かれます。
自身の設定の定義
ユーザー自身の設定を定義する場合、URL としてREST サーバーにリクエストを入力します。ターゲットリソース(XML、
HTML または JSON) のデータフォーマットを指定し、適切な場所にユーザー認証情報、クエリパラメーターとHTTP コンテ
ンツとヘッダーを入力します。これらの設定に関しては下の詳細を参照してく
ださい。
URL の使用
URL が長く
複雑な場合、URL の使用 テンプレート内のURL をインポートすることが自身の設定の定義 テンプレート
を入力するよりも奨励されます。例えば、URL は、下のサンプル(5つのパラメーターを含むGoogle クエリ)で示されるよう
に複数のパラメーターを含む場合があります :
https://www.google.at/search?q=REST+WADL&ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=89cDVrDHMIP0Up_5vcAB

このURL をインポートする場合、テンプレートのURL フィ
ールドに入力しますが、パラメーターは自動的にテンプレートのパ
ラメーターテーブルに入力されます。ターゲットリソース(XML、HTML または JSON) とリクエストメソッド(GET PUT
POST または DELETE)。のデータフォーマッ
トを選択することができます。パラメーターの値を入力することができますが、パ
ラメータを削除またはパラメーターの型を変更することはできません。URL を変更する場合は、[URL からインポート] をク
リックします。パラメーターに関する詳細は、下のパラメーターセクショ
ンを参照してく
ださい。
WADL ファイルの使用
WADL ファイルは、Web サービス取りソース間のリレーショ
ンシップにより与えられたリソースを定義するXML ドキュメント
です。リソースは resource 要素により定義されます。各リソースは以下を含みます: (i) リソースの入力を説明する
param 要素 と
、(ii) リソースのリクエストと応答を説明するmethod 要素。リクエスト要素は、入力の示し方を指定
し、特定のヘッダーに必要な型を指定します。 応答要素はサービスの応答とエラー情報を説明します。
WADL オプショ
ンを選択すると、使用するWADL ファイルを問うプロンプトが表示されます。 [OK] をクリックした後、メ
ソッドの選択ダイアログが表示されます (下のスクリーンショ
ット)。このダイアログは、WADL ファイル内で定義されたメソッ
ドを表示します。
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使用するメソッドを選択して、[OK] をクリックします。リソースのURL は、テンプレートのURL フィ
ールドに、リソースのため
にWADL ファイル内で定義されたパラメーターとHTTP コンテンツとヘッダーは、テンプレートのそれぞれのテーブルに入力
されます (下のスクリーンショ
ット参照)。テンプレート内では、パラメーターとHTTP コンテンツとヘッダーの値とを入力すること
ができますが、パラメーター名は編集することができず、パラメーターを削除することもできません。

以下として結果を解析
結果は、リクエストへの応答内でWeb サービスにより返された内容です。自身の設定 とURL テンプレートでは、
MobileTogether が結果を正確に処理できるように、結果が(XML、HTML または JSON として) どのように解析され
るかを指定する必要があります。WADL テンプレート内では、結果フォーマットに関する情報は、WADL ファイル内の定
義から取得され、自動的に選択されます。この結果このテンプレートではラジオボタンは無効化されています。
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結果が $MT_HTTPExecute_Result 内に保管されるかを選択すること
ができます。保管される場合は、この変数を使

用して結果をデザイン内の他の場所で使用することができます。

リクエストメソッド
自身の設定 とURL テンプレート内では、リクエストメソッド(GET, PUT, POST, または DELETE) を指定する必要があ
ります。WADL テンプレートでは、リクエストメソッドは、[リソースのためのメソッドを選択] ダイアログでの選択により決定され
(上のスクリーンショ
ット参照) 自動的にテンプレート内で選択されます。この結果このテンプレートではラジオボタンは無効
化されています。

URL
URL フィ
ールドは、自身の設定の定義 テンプレート内で編集することができます。このテンプレート内に、URL を直接また
は XPath 式として入力することができます。[リセット] ボタンを使用してURL フィ
ールド内のエントリを消去します。

認証
サーバーへのアクセスで認証情報が必要な場合は、必要な情報を提供してく
ださい。認証が必要ない場合は、[RESTful
API リクエスト] ダイアログで無しを選択してく
ださい(上のスクリーンショ
ット参照)。
認証 情報は、以下の方法で提供することができます:
Basic: ユーザー名とパスワード(下のスクリーンショ
ット参照)
OAuth 1.0
OAuth 2.0
認証 情報をセットアップするには、[RESTful API リクエスト] ダイアログ内の[認証] をクリックしてく
ださい(上のスクリー
ンショ
ット参照)。これによりサーバーが必要とする認証の型を選択して、必要な認証情報を入力することのできる[認証設
定] ダイアログが表示されます(下のスクリーンショ
ット)。

OAuth 認証
OAuth は基本的にMobileTogether Designer を認証し、URL により識別されたWeb サービスのリソースへのアク
セスを認証します。これにより、Web サービスは、OAuth をサポートします。OAUTH をサポートするWeb サービスの例
として、BitBucket documentation about OAuth 1.0 が挙げられます。
OAuth システムは広い意味で以下のとおり作動します:
1. Web サービスでは、OAuth キー(または ID) と秘密キーを作成します。これらは合わせてOAuth コンシュー
マーとして知られています。
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2. Web サービスのOAuth エンドポイントに注意してく
ださい。これらは、OAuth 1.0 のための3つのエンドポイント
(最初のエンドポイント 認証 エンドポイント、およびトークンエンドポイント) とOAuth 2.0 のための2つのエンド
ポイント(認証 エンドポイントとトークンエンドポイント)です。エンドポイントは通常すべてのコンシューマーのための
定数です。
3. Web サービスにアクセスするためのアプリケーショ
ンを、5つの(OAuth 1.0) および4つの(OAuth 2.0) 認証情
報を使用してセットアップします。
Web サービスからキーと秘密キーおよび必要なエンドポイントを取得した後、MobileTogether Designer をWeb
サービスへアクセスするセットアップの準備が整いました。以下の手順を行ってく
ださい:
1. 認証 設定 ダイアログ(上のスクリーンショ
ット) 内の[OAuth 1.0 のセットアップ] または [OAuth 2.0 のセッ
トアップ] をクリックするとOAuth 設定 ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) が表示されます。

2. コールバックのアドレスをhttp://localhost:8083 に設定します。このアドレスは固定されており、現在作
業中のマシンのアドレスです。
3. 新しい設定の作成: 設定に名前を付けてく
ださい。これにより(設定の再利用コンボボックスオプショ
ンを使用し
て) 同じリソースを使用する他のソリューショ
ンで設定を再利用することができます。
4. Web サービスにより宣言されているエンドポイントを入力します。これらは通常 Web サービスのすべてのコンシュ
ーマーのためサービス上で同じです。
5. キー(または ID) と秘密キーを入力します。
6. [認証] をクリックして完了します。

パラメーター
自身の設定の定義 テンプレート内で、パラメーターを自由に追加、編集、および削除することができます。URLの使用 と
Use WADLファイルの使用 テンプレート内では、パラメーターの値のみ編集することができます。パラメーターを追加または
削除することはできず、また名前を編集することもできません。次のパラメータの型(またはスタイル)を追加することができます
(下のスクリーンショ
ットの '
スタイル'
列を参照してく
ださい.
):
テンプレート: テンプレートパラメーターは、ランタイム中にURL 内の値を代替するためにプレースホルダーを使用し
ます。例えば、下のスクリーンショ
ット内では、プレースホルダー{product}を持つ、テンプレートパラメーターが1つ
あります。このプレースホルダーは、URL (下のスクリーンショ
ット参照)内で使用されています。周りの中かっこはプ
レースホルダーであることを示します。URL がランタイムで使用されると、プレースホルダは URL 内の対応する箇所で
代替されます。URL の対応する箇所は以下に対して解決されます: https://docs.altova.com/
XMLSpy.../features.
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マトリックス: マトリックスパラメーターの場合、URL 内のプレースホルダーは、name=value ペアと置き換えられま
す。下のサンプルのスクリーンショ
ットでは、プレースホルダー{language} と{version}によりURL 内に与えら
れた2つのマトリ
ックスパラメーターがあります。URL 内のこれらのプレースホルダーは青色では以来とされた箇所で表
示されています: https://docs.altova.com/XMLSpy;lang=en;ver=2016.../features。セ
ミコロンセパレーター; は代替の一部としての各パラメーターのプレフィ
ックスです。
マトリックスブール値: マトリックスブールパラメーターの値がtrue に設定されている場合、パラメーターのプレース
ホルダーはパラメーターの名前と置き換えられます。値がfalse に設定されていると、パラメーターのプレースホルダー
は空の文字列(つまり空)と置き換えられます。ですから、下のスクリーンショ
ットのサンプルでは、マトリックスブール値
のプレースホルダーはハイライトされている箇所で解決されます: https://docs.altova.com/
XMLSpy;lang=en;ver=2016;sort/features。セミコロンセパレーター ; は、代替の一部と
しての各パラ
メーターのプレフィ
ックスです。
クエリ: クエリパラメーターはプレースホルダーを使用しません。すべてのクエリパラメーターは、クエリ文字列に集めら
れ、この文字列は URL のパスの一部としてランタイムに追加されます。以下で解決されます。例えば、下のスクリー
ンショ
ットに表示されるURL は以下に対してランタイムに解決されます: https://docs.altova.com/
XMLSpy;lang=en;ver=2016;sort/features?type=PDF。疑問符セパレーター? は、クエリ
文字
列のプレフィ
ックスです。追加クエリはアンパサンドセパレーター& がプレフィ
ックスです。2つのクエリを持つクエリ文字列
はいかのようになります: ?type=PDF&about=json.

パラメーターテーブルの列
パラメーターテーブルには4つの列があります。最初の3列の使用方法は上記のパラメーターの型で説明されています。テンプ
レート、マトリックスとマトリックスブール値のパラメーターはプレースホルダーを使用していることに注意してく
ださい。テンプレー
トパラメータープレースホルダーは、値とおきかえられていますが、マトリックスとマトリックスブール値のパラメータープレース
ホルダーはそれぞれ名前値ペアと名前と置き換えられています。クエリパラメーターにはプレースホルダはなく
、その名前値
ペアがURL パスの一部として追加されています。詳細列は MobileTogether Designer ユーザーのためのパラメータの
詳細を含みます。
パラメーターテーブルアイコンとテーブルの編集
パラメーターテーブルの右上に、テーブル内のエントリを[管理] することを有効化するアイコンがあります。
パラメーターの追加および挿入: Use [追加] を使用して、新しいパラメーターをテーブル内の最後のパラメーターと
して追加します。[挿入] を使用して現在選択されているパラメータの上に直接パラメータを挿入します。テーブル内
のパラメーターの入力順序は重要ではありません。ですが、URL 内のプレースホルダーの順番は重要です。すべて
のクエリパラメーターは、ランタイムでのURL のパスの一部として追加されるクエリ文字列に集められます。
パラメーターの削除: [削除] をクリックして、選択されたパラメーターを削除します。
パラメーター 値のための XPath 式 : パラメーターが選択されると、[XPath] をクリックして[XPath/XQuery
式の編集] ダイアログを開き、文字列に対して解決される式を入力します。この文字列は、パラメーターの値として
入植されます。この場合、[XPath] アイコンがパラメーターの値列内に表示されます。このアイコンをクリックすること
によりXPath 式を編集することができます。
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パラメーター 値のリセット: [パラメーターのリセット] をクリックしてパラメーターの値を削除します。
パラメーター 名前と値の編集: 対応するフィ
ールドをクリックして編集します。

HTTP コンテンツ
HTTP PUT およびPOST リクエストを使用して、送信するコンテンツを指定することができます。コンテンツをリクエストの本文
内の単一アイテムとして送信 (コンテンツを本文として送信)または複数のアイテムとしてマルチパートのリクエスト内で(コンテン
ツをマルチパートとして送信)送信することができます。これらの2つのオプショ
ンから適切なラジオボタンを選択してく
ださい。

コンテンツエントリを右上のアイコンを使用して追加または挿入します。そして、送信されるコンテンツの部分とコンテンツパート
のコンテンツ型を入力します。コンテンツの値は実際に送信されるコンテンツです。上のスクリーンショ
ットでは、コンテンツは
XPath 式を使用して取得されます。イメージは Base64 フォーマットとして送信されます。

HTTP ヘッダーフィールド
HTTP ヘッダーフィ
ールドは、コロンにより区切られた名前値ペアです。 例えば、: Accept:text/plain。各ヘッダーにエント
リを追加または挿入し、ヘッダー名と値を入力します (下のスクリーンショ
ット参照)。
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SOAP リクエスト設定
MobileTogether Designer は、WSDL を使用してSOAP リクエストを作成することを有効化します。WSDL ファイ
ルは、どのオペレーショ
ンが与えられたWeb サービスで提供されるかを説明します。SOAP プロトコールは、HTTP 越にこ
れらのオペレーショ
ンを呼び出すために使用されます。リクエストを作成するためのMobileTogether Designer での手順
は、以下のとおりです:
1. ページソースペイン内の[ページソースの追加] をクリックして、ページソースを追加します。 パラメーター付きの新規
HTTP/FTP 要求を選択して、SOAP ラジオボタンを選択 します。次のスクリーンでページソース設定を完了し
て[完了]をクリックします。
2. WSDL ファイルを参照または入力するよう促すダイアログが表示されます(下のスクリーンショ
ット)。リクエストする
Web サービスオペレーショ
ンを定義するWSDL ファイルを選択し、[OK] をクリックします。

3. [OK] をクリックすると、SOAP オペレーショ
ンの選択 (下のスクリーンショ
ット) が表示されます。このダイアログは
WSDL ファイル内で説明されるWeb サービスオペレーショ
ンを表示します。リクエストするオペレーショ
ンを選択し
て、[OK] をクリックします。

4. SOAP リクエストダイアログ(下のスクリーンショ
ット) が表示されます。フィ
ールド内のURL は、Web サービス
のURL です。[プレビュー] ペインは、SOAP リクエストのテキストを表示します。リクエストがパラメーターを含む場
合、これらは [パラメーター] ペインにリストされ、パラメータの値を生成するXPath 式 を入力することができます。
下のスクリーンショ
ットでは、例えば、パラメーターm:city は XPath 式 "Boston" により生成された値を与え
られています。 Web サービスにアクセスするための認証情報を入力する必要がある場合、ユーザー名とパスワード
をそれぞれのフィ
ールドに入力します。URL フィ
ールドの右横は [参照] ボタンです。他のWSDL ファイルを選択
するためにクリックして、他のSOAP リクエストを作成します。
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5. 完了すると[OK] をクリックします。SOAP リクエストは保存され、ランタイム時に送信されます。
6. SOAP 応答を確認するためにシミュレーショ
ンを実行します。
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ルートノード
各ページデータソースはツリーとしてコンセプト化されています。各ツリーの各ツリーの[ルートノード] は、各
MobileTogether デザイン(プロジェクト) 内で一意の変数名により識別されます。この用語は以下に示されるページソース
ツリーの基本的部分に焦点をあて説明するために使用されます。プロジェクトのすべてのページソース変数のリストは、[プロ
ジェクト| すべてのページソース変数の使用方法のをリスト] コマンドをクリックするとユーザーコントロールおよびアクショ
ンと
共にメッセージウィ
ンドウに表示されることができます。

/ =
$RootNodeName

<RootElement>
<Element-1/
>
...
<Element-N/
>

[ルートノード] はツリーの最も外側にあるのノードです。
RootNodeName が特定のツリ
ーのルートノードを識別する箇所で、ルートノードはフォ
ーム$RootNodeName の変数により表示されます。下のルートノードの名前 を参照
してく
ださい。
[ルート要素] は XML ドキュメントの最も外側にある要素で、ドキュメントのその他すべ
ての要素を含みます。(XML 言語では、ルート要素は、[ドキュメント要素] と呼ばれる
こともあります。)
ルート要素はルートノードの子と考えられています。

</
RootElement
>

XPath を使用してツリーノードにアクセスする
ツリーのノードは XPath 式を使用してアクセスすることができます。XPath 式を使用する際、コンテキストノードが何である
か確認してく
ださい。ページのすべてのページソースの1 つのノードがページのXPath コンテキストとして設定できます(そのノ
ードを右クリックして、[ページをXPath コンテキストとして設定] を選択します)。このノードがページの全てのXPath 式
のコンテキストノードとなります。例外は、対応するページソースリンクが式のコンテキストノードとしてコントロール内で使用され
ている、チャートおよび繰り返しテーブルコントロールなどのコントロールです。ページコンテキストノードが設定されている
かに関わらず、ツリーのノードは、ツリーのルートノードのXPath 式を開始することで常にアクセスすることができます。例:
$XML1/root/element1。

ルートノードの名前
ページデータソースが追加されると、ルートノードの名前は自動的に生成されます。下のスクリーンショ
ットは、例えば、
$PERSISTENT と$XML1 と
いう名前の2 つのルートノードを表示しています。ルートノードの名前はダブルクリックして編
集することができます。
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自動的に生成されるルートノードの名前はページソースの型に左右されます: XML、HTML、HTTP-にアクセスされた、
DB、XQuery、または FlowForce ジョ
ブ。
$PERSISTENT

$PERSISTENT ツリ
ーはクライアント上に保存されたツリーです。
Root と
呼ばれる空のルート要素付きの新しいデザインに、このツリーは作成されます

(下のスクリーンショ
ット参照)。手動またはコンテキストメニューの[インポート] コマン
ドを使用して、XML 構造をインポートしてツリーのために構造を作成する必要がありま
す。
$PERSISTENT ツリ
ーのノードに静的または動的なデータを割り当てることができます。
(XPath 式を使用して、またはコントロールに $PERSISTENT ノードを割り当てること
により)
(ページソースリンクとして) として割り当てられた $PERSISTENT ツリーノードは、クライ
アントで更新することができます。これは、クライアントでソリューショ
ンがロードされると、コ
ントロールに割り当てられているノードが、他のデータソースではなく
、$PERSISTENT
ツリーからデータを取得するからです。
$XML

手動で作成された、またはインポートされたXML ドキュメント。デフォルトのデータソースは任
意です。

$HTML

手動で作成された、またはインポートされたHTML ドキュメント。デフォルトのデータソースは任
意です。

$HTTP

HTTP/FTP、REST、または SOAP を使用してアクセスされたドキュメント。リクエストされた
リソースは データを提供します。

$DB

選択されたデータベーステーブルが構造とデータを提供します。

$XQ

XQuery ドキュメント。

$FLOWFORCE

FlowForce ジョ
ブ。

$MT_CONTACTS

連絡先の読み取りアクショ
ンが追加されると追加されます。クライアントのアドレスブックからのデ
ータを使用してフィ
ルされます。

$MT_CALENDAR

カレンダーへのアクセスアクショ
ンが追加されると追加されます。クライアントのカレンダーからのデー
タと共に記入されます。

$MT_EMBEDDEDM
ESSAGE

埋め込まれたメッセージ イベントが有効化されると
、または、埋め込まれたメッセージをバックす

$MT_FILEINFO

ファイルの情報の取得 または フォルダーの読み取りアクショ
ンが追加されると追加されます。こ
れらのアクショ
ン内で指定されたファイルとフォルダーに関する情報を保管します。
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$MT_GEOLOCATI
ON

位置情報のトラッキングの開始/
停止 アクショ
ンまたは 位置情報の読み取りアクショ
ンがデザイ
ンに追加されると追加されます。

$MT_NFC

NFC 開始/
停止 アクショ
ンが追加されると追加されます。最後に検出されたNFC タグからの
データを使用してフィ
ルされます。

$MT_PUSHNOTIF
ICATION

プッシュ通知の受信時 イベントにアクショ
ンが追加されるとデザインタイムに作成されます。受信

$MT_SERVICE

サービスデザインが作成されると作成されます。サービストリガーに関するランタイムデータを保持
します。

メモ:

されたプッシュ通知 (PN) のペイロードからのデータがフィ
ルされます。次を参照してく
ださい:プッ
シュ通知: 受信されるソリューショ
ン.

[ページソース] ペインの名前をダブルクリックして編集することで、デザインプロセス中いつでもルートノードの名前を
変更することができます。XPath 式の古い名前への参照はデザイン全体で新しい名前に変更されます。
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ツリー構造
ページソースは XML ツリー構造を持ちます。下のスクリーンショ
ットは、DB テーブルであるページソースのXML ツリー構造
を表示しています。

ページソースの構造は次の手順で作成されます:
ページソースが追加された時に、XML またHTML ドキュメント、または XQuery ステートメントからインポートされ
ます。(ページ データソースの追加を参照してく
ださい)。
要素と属性を新しい空のXML ツリーに追加することにより、( ペインのツールバーアイコンを使用して) [ページソ
ース] ペインで手動で作成されます。

ツリー ノードへのアクセス
ページのすべてのページソースのノードは、XPath 式によりページ内のどの場所でもアクセスすることができます。
各ページで、(ノードを右クリックして、[ページをXPath コンテキストとして設定] を選択することにより)すべてのノードが
ページの XPath コンテキストノードとして設定することができます。ページの全てのXPath 式は、ノードのコンテキスト内
で評価されます。ページのXPath コンテキストノードは、テキストXPath コンテキストと表示されています。下のスクリーン
ショ
ットでは、$XML1 がページのXPath コンテキストノードです。ページのすべてのXPath式は $XML1 に対応して評
価されます。
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ページコンテキストノードが設定されているにかかわらず、特定のツリーのルートノード付きロケーター式を開始することによ
り、すべてのノードをアドレスすることができます。例えば、このページの最初のスクリーンショ
ットでハイライトされている
XQuery ステートメント内で、2番目のラインには、ルートノード$DB2 から始まるロケーター式付きの@id ノードを検索す
るlet 式があります。
ソースノード(またはページソースリンク) は、コントロールに関連したツリーノードです。
ソースノードをツリーからドラッグすることでソースノードはコントロールに関連付けることができます。
ソースツリーノードがページソースリンクとして定義づけられるとページソースツリー内で太字で表示されます。
通常、ページソースリンクはコントロール内のソースノードのコンテンツを表示されるために使用されます。例えば、ラベ
ルコントロールは、関連したページソースリンクのコンテンツを表示します。
チャートと繰り返しテーブルの場合、コントロールのソースノードは、コントロールのプロパティ
を定義するために使用され
たすべてのXPath 式のコンテキストノード(XPath オリジン) として役割を持ちます。

ツリー データ
MobileTogether ソリューショ
ンで使用されたデータは、プロジェクトのページソースツリーのノードに保管されています。この
データは以下の方法で取得することができます:
データソースのデフォルトファイルとしてファイルは指定されます。このファイルは、ページソースの構造に対応する必要が
あります。ファイルのデータは、その後ページソースのデータをして使用することができます。
ノードのコンテキストメニューの[ページのロード時に存在することを確認(固定値)] コマンドを使用して、ノードに
固定した値を与えることができます。
ノードのコンテキストメニューの[ページのロード時に存在することを確認(XPath 値)] を使用して、ノードに
XPath 式を与えることができます。XPath 式はノードのコンテンツを生成します。この値は、デフォルトのファイルから
インポートされた値を上書きします。
イベントがをノードの更新アクショ
ンをトリガーするように、または、ノードが機能を編集できるコントロールのソースノー
ド(例えば、コンボボックスとフィ
ールドの編集コントロールなど)であると定義されると、ノードは更新されます。

ページソースリンク
ソースノード(またはページソースリンク) は、コントロールに関連したページソースツリーノードです。コンボボックスや編集
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フィ
ールドコントロールなど、編集機能を与えるコントロールの場合、エンドユーザーにより編集されたデータは、ツリーノードに
パスされます。ソースノードは、[ページソース] ペインからコントロールにドラッグすることでコントロールに割り当てることができま
す。
コントロールのページソースリンクは、データソースツリー内で太字で表示されています。ページソースリンクをポイントすると、デ
ザイン内で関連付けられたコントロールについての情報がポップアップします。一方、ページソースリンクに関連付けられたコン
トロールは、コントロールの左上にアイコンが表示されます。アイコンをポイントすると関連付けられたページソースリンクについて
の情報が表示されます。
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ツリー構造
ページにデータソースを追加すると、[ページソース] ペインにページソースのルートノードが作成されます(下のスクリーンショ
ッ
ト)。追加されたページデータソースの種類 により、ツリー構造は自動的に作成される/
されない可能性があります。例え
ば、外部 XML ファイルからインポートされた構造で新しいXML ツリーが作成されると、ページソースが追加される時に、構
造は自動的に作成されます。一方、HTTP リクエストを介してページソースが追加された場合、たとえば、ツリー構造は作
成されません。

ページソースが追加されて、ルートノードが作成された後、ツリー構造は以下の方法で追加することができます:
外部 XML ファイルからXML 構造をインポートすることにより追加
[ページソース] ペインのツールバーのコマンドを使用して、手動でツリーを構築することにより追加
これらの方法は下で説明されています。

XML 構造のインポート
[ページソース] ペインのルートノードを右クリックして、[XML から構造をインポート] をクリックして、使用するXML ファ
イルを参照します。以下が可能な結果です:
ルートノードに子孫ツリー構造がない場合、XML ファイルのルート要素とツリー構造はインポートされます。XML
ファイルのルート要素は、ページソースのルート要素として追加されます。
ルートノードがルート要素を持つ場合、このルート要素とそのすべての子孫は、XML ファイルのルート要素とツリー
構造により置換えられます。
インポートされたツリーの構造は、下に述べられている通り、手動で変更することができ、データはノードに割り当てられることが
できます。(この点については、次のセクショ
ンツリーデータで説明されています)。
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手動によるツリー構造の作成
要素と属性は(ルートノードを含む)ツリー構造のノードに対応して追加することができます。データソースのノードを選択して、
適切なツールバーコマンドをクリックします (下部のツールバーのスクリーンショ
ット参照)。一時的な要素と属性は、計算の
ためにデータを保つ、または他の理由のためにファイルに保存されません。一時的ノードのデータは保存されません。

アイコン コマンド
ソースの追加

方法.
.
.
ページソースの追加ダイアログを表示します。ルートノードが追加されたデー
タソースのために作成されます。ルートノードには子要素 1 つだけ追加できま
す。

名前空間の追加 名前空間宣言を名前空間 エントリの下に挿入または追加します。デフォル
トのプレフィ
ックスを必要に応じて編集して、名前空間を入力します。
要素の追加

選択されたノードに関連した子要素を挿入、追加します。

属性の追加

選択されたノードに関連した子要素を挿入、追加します。

削除

選択されたノードを削除します。

ノードコンテンツを手動で追加する
選択されたノードのコンテキストメニューの2 つのコマンドにより個別ノードにコンテンツを手動で追加することができます:
ページのロード時に存在することを確認 (固定値): 固定された文字列の値がノードのコンテンツとして追加され
ツリーに表示されます。
ページのロード時に存在することを確認 (XPath 値): XPath 式によりノードのコンテンツが提供されます。
XPath 式とXPath の編集アイコンがツリーに表示されます。
ノードのコンテンツはページがロードされる前に生成され、ページはこのノードコンテンツと共にクライアントにパスされます。
この方法で手動により追加されたコンテンツは、デフォルトファイルまたはページのロード時に存在することを確認コマンドに
より追加されたコンテンツをオーバーライドします。
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ツリーデータ
編集可能なおよび読み取り専用データ
ツリーが編集可能なデータソースまたは読み取り専用ページソースであるかにより、ツリーのデータは 編集可能 または 編集
不可能 (読み取り専用)であることができます。ページソースが編集可能または読み取り専用であるかは、ページソースが追
加される際に定義されます。編集可能/
読み取り専用の定義を変更したい場合、ページソースを削除して、新しい定義で
再作成してく
ださい。
クライアントアクショ
ンにより編集可能ノードのコンテンツを変更することができます。例えば、コンボボックスは編集可能なデー
タソースのノードに関連付けられていて、エンドユーザーのコンボボックスの選択は、関連するノードにパスされ、変更された
値となります。この場合、読み取り専用データソースは、関連したノードのコンテンツは表示目的のみに使用されます。これら
の関連したノードはページ ソースリンクとして知られています。ソースノードリンクは、ツリーノードをコントロールにドラッグし
てコントロールに追加することができます。

データソースにデータを割り当てる
データは、(編集可能 と読み取り専用 データソースツリー両方に)次の方法でノードに割り当てられます:
デフォルトのファイルの割り当て: デフォルトのファイルのデータはツリーのノードにパスされ、ノードのコンテンツとなりま
す。デフォルトのファイルの構造はページソースツリーの構造と同じである必要があります。
ノードコンテンツを手動で追加する: 各ノードのコンテキストメニューには、ノードのコンテンツを指定するを許可する
([存在することを確認] コマンド)コマンドがあります。ノードにすでに(デフォルトファイルの使用などの)他の方法で
割り当てられたコンテンツがある場合、手動で追加されたノードコンテンツにより、既に割り当てられたコンテンツは上
書きされます。

デフォルトファイルを割り当てる
XML データソースは、割り当てられたデフォルトファイルを持つことができます。デフォルトファイルのデータは、データ ツリーとし
てページソースにパスされます。デフォルトファイルを割り当てるには以下を行います: ページソースのルートノード名の下が、
デフォルトファイルのエントリです(下のスクリーンショ
ット参照)。

[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、ファイル指定ダイアログ(下のスクリーンショ
ット)を表示し、必要なファイルを選択し
て、[OK] をクリックします。割り当てが行われ、デフォルトファイル エントリにファイルパスがに表示されます。デフォルト
ファイルが割り当てられると、デフォルトファイル エントリをダブルクリックして、新しいデフォルトファイルを参照して、割り当てを
変更することができます。
デフォルトファイルからのデータはページソースのデータをして使用されます。しかし、データが使用されるためには、デフォルト
ファイルは、ページソースと同じ構造を持つ必要があります。デフォルトファイルがページソースに割り当てられると、その構造は
自動的にインポートされます。 XML ファイルの構造をインポートするには、XML から構造をインポートのコンテキストメ
ニューコマンドを使用します。デフォルトファイルの構造に一致させるためにデータソースの構造を手動で作成することもでき
ます。
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ファイルがサーバーに存在する場合
デフォルトのファイルがサーバーに存在する場合、サーバーのラジオボタンを選択します (下のスクリーンショ
ット参照)。このダ
イアログにより、ファイルを参照することができます (絶対/
相対パス) またはグローバルリソースを使用してファイルを指定する
こともできます (ファイルエイリアスまたはフォルダーエイリアス)。希望するオプショ
ンを選択してく
ださい。

絶対/
相対 パス: ファイルを参照するために、絶対および相対パスを入力します。ソリューショ
ンがデプロイされると、
デフォルトファイルの場所は、MobileTogether Server 設定で定義されているとおり、作業ディレクトリ への参
照で解決されていることに注意してく
ださい。ファイル指定ダイアログのパスが相対の場合、作業ディレクトリ に対応
して解決されます。ファイル指定ダイアログのパスが絶対の場合、デフォルトファイルを含むフォルダーは作業ディレク
トリ の子孫である必要があります。詳細はプロジェクトファイルの場所を参照してく
ださい。パスを入力またはファイ
ルを参照することができます。パスはデザインに対して相対または絶対であることができます。ファイルがデザインファイル
と共にサーバーにデプロイされると、ダイアログで指定された相対/
絶対パスがファイルにアクセスするために(サーバーの
データベース) 内部で使用されます。ファイルがデプロイされていない場合、ファイルは直接サーバーに保管される必
要があります。この場合: (i) ファイルの指定ダイアログで相対パスが選択されている場合、ランタイム時に、この相対
パスはサーバー上で(MobileTogether Server 設定で定義された) 作業ディレクトリ を参照して解決されま
す。(ii) ファイルの指定ダイアログで絶対パスが選択されている場合、サーバー上でのファイルのフォルダーは作業
ディレクトリ の子孫である必要があります。詳細に関してはプロジェクトファイルの場所のセクショ
ンを参照してく
ださ
い。ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任意で指定することができます。この拡張子はファイル名
と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する:ファイルパス内で中間フォルダーが存在しない場合、ファ
イルが保存される時に作成されます。このオプショ
ンは保存する場合のみ関連性があります 。アクショ
ンがファイルの
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ロードのみに制限される場合は、このオプショ
ンは、存在しません。
グローバル リソースファイル エイリアス: コンボボックス内で使用可能なファイルエイリアスを選択します。使用可
能なファイルエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで定義されたものです。各ファイルエイリアスは、異なるファ
イルリソースを( [ツール | アクティブな構成] により選択された) MobileTogether Designer で現在アクティ
ブ
な構成に応じてマップします。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。

パス断片化されたグローバル リソースフォルダエイリアス: コンボボックスの使用可能なフォルダーエイリアスから
フォルダーエイリアスを選択します (下のスクリーンショ
ット参照)。

使用可能なフォルダーエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで現在定義されているものです。各フォルダーエ
イリアスは、( [ツール | アクティブな構成] コマンドにより選択された) MobileTogether Designer で現在アク
ティ
ブな構成に応じて異なるフォルダーリソースをマップします。パス断片化はリソースファイルへの残りのパスを指定
します。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。
ファイルがクライアントに存在する場合
デフォルトのファイルがクライアント上に存在する場合、場所を選択することによりパスを指定します。または XPath 式を使
用してパスを構築します。[リセット] ボタンを使用して現在のエントリを削除します。
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デザイナーがロード/
保存するファイルを指定することができ、また、エンドユーザーもこれらのファイルを指定することができます。
ファイル指定すると、この情報はソリューショ
ンに保存され、ファイルはアクショ
ンがトリガーされると、ロードまたは保存されます。
ユーザーがロードまたは保存されるファイルを選択する場合、アクショ
ンがトリガーされると、クライアントデバイスで参照ダイアロ
グが開かれ、ユーザーがロード/
保存するファイルを入力または選択することができます。
メモ:

エンドユーザーがファイルをロードして保存するオプショ
ンは以下のアクショ
ンに対して使用することができます:印刷 (ソ
ースファイル とターゲットファイル オプショ
ンがあります)、ファイルのロード/
保存、イメージのロード/
保存 バイナリの
ロード/
保存 。

メモ:

クライアント上のファイルもモバイルデバイス上のSD カードに保存することができます。

ファイル名は(ソリューショ
ンのデザイナーにより)以下で定義されます
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任
意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: ファイルパス内の中間のフォルダーが、クライアントで不
在の場合、ファイルが保存される際に作成されます。このオプショ
ンは、保存する際にのみ関連するオプショ
ンです。
アクショ
ンがファイルのロードのみに制限されている場合、不在の場合があります。
デバイスに依存するリソース: ファイルが存在するディ
レクトリを選択します。 Windows Phone/RT とiOS デ
バイスでは、許可されるディ
レクトリは既に決まっています。Android デバイスでは、Android コンボボックスのドロッ
プダウンリスト内のディ
レクトリに追加して、ファイルを入力することができます。Android とWindows Phone/RT
で、デフォルトである、デフォルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選択されま
す。iOS デバイスでは、MobileTogether は2つのディ
レクトリを作成します: (i) iCloud に保存される再度ダ
ウンロードすることのできるバックアップディ
レクトリ、(ii) バックアップを必要としないファイルのためのバックアップしない
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ディ
レクトリ。必要に応じてバックアップディ
レクトリまたはバックアップされないディ
レクトリを選択します。Web ブラウザ
ー内では、ファイルはブラウザーのサンドボックスに相対して検索されます。
シミュレーションのためのファイルのロケーション: ファイルがクライアントに存在するため、シミュレーショ
ンに中に使用
することはできず、シミュレーショ
ン中にクライアントフォルダー内でスタンドインするフォルダーを指定することができます。
このスタンドインフォルダーは、もちろん、デザイン内で指定されたファイルと同じ名前を持つ必要があります。このフォル
ダーはオプショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンタブ( ツール | オプション)内で指定されていなければなりません。
エンドユーザーにより(クライアントデバイス上で)ファイル名が定義される場合
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任
意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
任意のファイルフィルター: クライアントデバイス上で開かれる参照ダイアログは、定義された拡張子が許可されるよ
うに、ロードまたは保存されるファイルの型をフィ
ルターします。以下を入力することが可能です: (i) カンマで区切られ
た、または、セミコロンで区切られた拡張子のリスト(例: txt,html;xml)、または (ii)各文字列アイテムがファイ
ル型の拡張子である文字列アイテムのシーケンスを返す XPath 式 (例えば、ここでは以下の3つの文字列アイテム
を含む1つのシーケンス: 'txt' 'html 'xml')
オプショ
ンのデフォルトのファイル: 直接または式を使用して、エンドユーザーを導く
ためにデフォルトのファイル名を入
力します。
Web メッセージボックス: ファイルを開く
/
保存 ダイアログが開かれる前に、メッセージボックスが表示されます。直接
テキストを入力するか、または XPath 式を使用して、メッセージボックスのデフォルトのテキストを上書きするテキスト
を入力します。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: もし、ファイルパス内の中間フォルダーが不足している場
合、ファイルが保存される際に作成されます。オプショ
ンは保存時に関係し、アクショ
ンがファイルのロードアクショ
ンの
場合使用できません。
メモ: iOS デバイスでは、ユーザーがデバイス上のファイルを選択できる唯一の方法は iCloud から、または、
iCloud へファイルをインポートまたはエクスポートすることにより行うことが出来ます。バックアップフォルダー、または、
バックアップされないフォルダーをユーザーは参照することはできません。

ノードコンテンツを手動で追加する
選択されたノードのコンテキストメニューの2 つのコマンドにより個別ノードにコンテンツを手動で追加することができます:
ページのロード時に存在することを確認 (固定値): 固定された文字列の値がノードのコンテンツとして追加され
ツリーに表示されます。
ページのロード時に存在することを確認 (XPath 値): XPath 式によりノードのコンテンツが提供されます。
XPath 式とXPath の編集アイコンがツリーに表示されます。
ノードのコンテンツはページがロードされる前に生成され、ページはこのノードコンテンツと共にクライアントにパスされます。
この方法で手動により追加されたコンテンツは、デフォルトファイルまたはページのロード時に存在することを確認コマンドに
より追加されたコンテンツをオーバーライドします。
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プロジェクト内の名前空間

名前空間はノードを正確に認識するため、また、式を使用してノードの位置を正確に決めるために重要です。[ページソー
ス] ペイン(下のスクリーンショ
ット) の名前空間 アイテムには、ページデザインビューで現在アクティ
ブなページに関わりな
く
、プロジェクトで宣言されたすべての名前空間が含まれています。

名前空間を宣言するには次の2 通りの方法があります:
データのインポート時に自動的に宣言する: 外部 XML ファイルがページソースとして追加された場合、ソースの
名前空間は自動的にデザインにインポートされ、プロジェクト全体のスコープのために宣言されます。[ページソース]
ペイン(上のスクリーンショ
ット参照) の名前空間アイテムの下に表示されます。デザイン内にあいまいさを引き起こ
さない場合、名前空間プレフィ
ックスは、自動的にオリジナルのプレフィ
ックスに一致するように設定されています。名
前空間の宣言に割り当てられたプレフィ
ックスは、ノード名に使用されており、ページソース内のノードの場所を決定
するためのXPath 式に使用される必要があります。
ユーザーによる定義: [ページソース] ペイン(上のスクリーンショ
ット) のツールバーの[名前空間] アイコンをクリッ
クして、名前空間を追加することができます。自身の名前空間をプロジェクトに追加することにより、1 人以上のユ
ーザーにより宣言されるノードを作成することができます。同じローカル名を持つノードのあいまいさをなく
すためにこれ
は有用です。
名前空間を削除するには、ペインのツールバーの[削除]を選択します。
メモ:

名前空間のプレフィ
ックスは、デザインのプロセス中いつでも、[ページソース] ペイン内の名前空間プレフィ
ックスをダブ
ルクリックして編集することにより、名前変更することができます。デザインのXPath 式内の古いプレフィ
ックスへのす
べての参照は、新しいプレフィ
ックスに変更されます。

メモ:

XPath のデフォルトの名前空間 (xpath-default-ns='') は、拡張関数や ユーザー定義関数を含むすべ
てのXPath/XQuery 関数に使用されています。
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キャッシュ
ページソースにリンクされている外部リソース(XML ファイルおよびDB) のデータは、サーバーでキャッシュされることができま
す。データソースがサーバーでキャッシュされたかは、ページソースのキャッシュアイコンの色で表示されます (下のスクリーン
ショ
ット参照)。赤いキャッシュのシンボルはページソースがまだキャッシュされていないことを表示します。緑のシンボルはキャッ
シュがページソースのために作成されていることを示します。ページソースが(例えば、デフォルトファイルを介して) 外部ソース
にリンクされていない場合、キャッシュシンボルは (下のスクリーンショ
ットの$XML1 に表示されているように) 表示されませ
ん。

キャッシュする理由
キャッシュの作成には 2 つの主な理由があります: (i) ページデータソースがレポートをゆっく
り作成する場合 (例えば大きな
データベースの場合) および(ii) ページソースが頻繁に変更されない場合。上記の場合、データがサーバからではなく
データ
キャッシュより取得された方が、ソリューショ
ンの実行は速く
なります。
キャッシュを最新状態に保つため、キャッシュが作成される際にキャッシュの更新頻度を設定することができます。
MobileTogether Designer でキャッシュが定義されると、異なるデザインのページソースにより使用されることができ、基に
なるデータ構成に互換性を持たすことができます。ページソースがキャッシュを持つと定義されている場合、キャッシュされたデー
タがソリューショ
ンを実行する際に使用されます。ソリューショ
ンがサーバにデプロイされると、キャッシュを使用することができま
す。

キャッシュの作成
ページソースのキャッシュを作成、または既に作成された、キャッシュの設定を編集するには、ページソースの[キャッシュ] アイ
コンをクリック、または、ページソースのルートノードのコンテキストメニューから[キャッシュ設定] を選択します。これにより、
キャッシュの構成ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) が表示されます。
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このダイアログでは、以下を行うことができます:
このページソースにマッチする最新のキャッシュを確認するためにサーバーへの接続を更新します。
このページソースに新しいキャッシュを追加します。
キャッシュ設定の変更をクリックして、既存のキャッシュの設定を編集します。
キャッシュをアクティ
ブ化/
非アクティ
ブ化します。
ソリューショ
ンを実行する際、キャッシュがない場合、エラーを表示するか指定します。
キャッシュの頻度を指定します。

キャッシュの概要
キャッシュの概要ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) は、[プロジェクト| キャッシュの概要] メニューコマンドからアクセスす
ることができます。
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ダイアログは、サーバー上の全てのキャッシュの概要を提供します。ダイアログにより以下を行うこともできます:
キャッシュのアクティ
ブ化/
非アクティ
ブ化
キャッシュの削除
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コンテキスト メニュー

コンテキストメニュー

[ページソース] ペインのアイテムのコンテキストメニューのコマンドは以下で説明されていて、2 つのグループに整理されます:
ルートノードのコンテキストメニュー
ツリーノードのコンテキストメニュー。

ルートノードのコンテキストメニュー
以下にリストされたコマンドは、ルートノード($XML $DB $HTML など) のコンテキストメニューで使用することができます。
データソース(XML、DB、HTML など) の全ての種類に共通するコマンドに加え、ページソースの一部の種類はその種類
(例えば、DB ページソースのコマンド) に特有のコマンドをもちます。そのようなコマンドの特有性に関しては、関連のある個
所で説明されています。
子の挿入、追加、および追加
選択されたノードに対応した要素と属性の追加を有効化します。[挿入] はノードを選択されたノードの前に追加しま
す。[追加] はノードをその種類の最後のノードの後に追加します。選択されたノードの直後にノードの追加を希望する
場合、直後のノードに移動して[挿入] コマンドを使用します。

サーバー上にデータを保存
モバイルデータネットワーク上で送信されるデータの量の減量は、モバイルソリューショ
ンのパフォーマンスを向上させま
す。MobileTogether はどのデータをクライアントデバイスに送信し、どのデータをサーバーに保持するかを指定すること
ができます。例えば、グラフを表示するために特定のデータセットのみが必要な場合、そのデータはサーバー上に保持す
ることができます。グラフのイメージはサーバーにより表示され、基となるデータがモバイルネットワークに送信されることな
く
、クライアントに送信されます。大きなサイズのデータセットではこの設定はパフォーマンスの向上につながります。
この切り替えコマンドは、ツリーのデータがサーバーに保存されるかを指定します。サーバに保存される場合、永続と定義
することはできません。下の[データをクライアント上に保持] コマンドを参照してく
ださい。

読み取り専用のデータ
ツリーのデータが読み取り専用かを指定する切り替えコマンドです。読み取り専用データツリーは表示と計算のためのデ
ータを提供します。編集が必要なデータを保持することはできません。

クライアント上の永続データ
ツリーを永続ツリーに切り替えるコマンドです。いく
つでも永続ツリーとして定義することができます。ツリーが永続と定義さ
れると、ソシューショ
ン終了後、ツリー内のデータはクライアントデバイスに保留されます。ソリューショ
ンがそのクライアント
で次回開かれると、永続データが表示されます。ツリーが永続と定義されていると、サーバーにデータを保存することはで
きません。上の[データをサーバー上に保持] コマンドを参照してく
ださい。

データのロード
このコマンドは、次の共通した排他的オプショ
ンのサブメニューのロールアウトです。( 1 つのみ選択できます):
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最初の使用時: 使用されているページに入るとツリーをロードします。一度ロードされると、自動的には再ロー
ドされません。複数のページで同じツリーを共有する場合、ページが初回開かれた際 (トップページまたは、サ
ブページに関わりなく
)、ツリーはロードされメモリに残ります。
すべてのページ: トップページまたは、サブページに関わりなく
、ページを開く
たびにツリーをロードします。この
オプショ
ンは、ロードに時間がかかるため処理が遅く
なる場合があるので注意してく
ださい。しかし、このオプショ
ン
によりデータが各ページより新しく
取得されることを保証できます。
自動ではない: ツリーは自動的にロードされません。再ロード ファイルからロード、または HTTP からロードア
クショ
ンを使用してロードする必要があります。代わりに、ノードの追加 とノードの挿入 アクショ
ンを使用して、
ソースからデータをロードすることなく
、最初から作成することもできます。これらの5 つのアクショ
ンをデータのロー
ドの設定に関わりなく
使用することができます。これらのアクショ
ンは、[データのロード] が、最初の使用時また
はすべてのページに設定されていても、特定の瞬間にツリーを再ロードするために使用することができます。
デフォルトの設定は最初の使用時です。

データの保存
[データの保存] コマンドは、サブメニューのロールアウトで、(一度に1 つのみ選択可能な) 次の相互に排他的なオプ
ショ
ンを表示します :

すべてのページ移動時: ツリーのデータはツリーを含むページから移動する際保存されます。
ソリューショ
ンの完了時: ソシューショ
ンの状態、または終了方法に関わらず、ソリューショ
ンを完了するとツリー
のデータは保存されます。
最後の送信時: ツリーのデータは、ワークフローの処理がデザインされたとおり、最初のページから最後のページ
まで、最後の[送信時] ボタンがタップされた時まで保存されます。もしこのオプショ
ンが選択されていて、ソリュ
ーショ
ンが最後の[送信時] ボタンがタップされる前に終了した場合、ツリーのデータは保存されません。
自動ではない: ツリーは自動的に保存されません。保存 ファイルに保存 、または HTTP/FTP をロード保
存 アクショ
ンを使用してデータを保存します。
デフォルトの設定は、自動ではない。

データをリセットする
このコマンドにより、選択されたルートノード(ページソース)のデータをページを移動する都度リセットできるようになり
ます。2つのオプショ
ンから選択することができます: (i) ページソースデータをページを移動する都度リセットする。
(ii) ページを移動する際にページソースデータを自動的にリセットしません。(後者の場合、ページの移動以外の
条件以外の場合にデータのリセットが必要される場合、リセットアクショ
ンを使用してく
ださい)。
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ページをXPath コンテキストとして設定する
選択されたノードをページのXPath コンテキストノードとして設定します。効果の注釈がノード(下のスクリーンショ
ッ
ト参照) の下に表示されます。ページのXPath コンテキストは、ページのすべてのXPath 式のコンテキストノードで
す。

このコマンドは切り替えることができます。ですから、ノードをページのXPath コンテキストノード、または、ページの
XPath コンテキストノードとしてのノードの設定をオフに切り替えることができます。ノードがXPath コンテキストノード
と設定され、他のノードが既にこの設定をされている場合、設定は前に割り当てられたノードの設定をオフに切り替え、
新しく
割り当てられたノードの設定をオンに切り替えます。

デフォルトファイルの選択[デフォルトファイルを持つルートノード]
デフォルトファイルとして使用されるファイルを指定する、ファイル指定ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) が表示されま
す。デフォルトファイルからのデータは、データソースのデータとして使用されます。しかし、データが使用されるには、デ
フォルトファイルは、データソースと同じ構造を持つ必要があります。デフォルトファイルがデータソースに割り当てられる
と、その構造は自動的にインポートされません。XML ファイルの構造をインポートするには、コンテキストメニューコマン
ド[ XMLから構造をインポート] を使用します。以下を参照してく
ださい。データソースの構造を手動で作成して、
デフォルトファイルの構造にマッチすることができます。
ファイルがサーバーに存在する場合
デフォルトのファイルがサーバーに存在する場合、サーバーのラジオボタンを選択します (下のスクリーンショ
ット参照)。こ
のダイアログにより、ファイルを参照することができます (絶対/
相対パス) またはグローバルリソースを使用してファイルを
指定することもできます (ファイルエイリアスまたはフォルダーエイリアス)。希望するオプショ
ンを選択してく
ださい。
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絶対/
相対 パス: ファイルを参照するために、絶対および相対パスを入力します。ソリューショ
ンがデプロイされ
ると、デフォルトファイルの場所は、MobileTogether Server 設定で定義されているとおり、作業ディレクト
リ への参照で解決されていることに注意してく
ださい。ファイル指定ダイアログのパスが相対の場合、作業ディ
レクトリ に対応して解決されます。ファイル指定ダイアログのパスが絶対の場合、デフォルトファイルを含むフォ
ルダーは作業ディレクトリ の子孫である必要があります。詳細はプロジェクトファイルの場所を参照してく
ださ
い。パスを入力またはファイルを参照することができます。パスはデザインに対して相対または絶対であることがで
きます。ファイルがデザインファイルと共にサーバーにデプロイされると、ダイアログで指定された相対/
絶対パスが
ファイルにアクセスするために(サーバーのデータベース) 内部で使用されます。ファイルがデプロイされていない場
合、ファイルは直接サーバーに保管される必要があります。この場合: (i) ファイルの指定ダイアログで相対パス
が選択されている場合、ランタイム時に、この相対パスはサーバー上で(MobileTogether Server 設定で
定義された) 作業ディレクトリ を参照して解決されます。(ii) ファイルの指定ダイアログで絶対パスが選択さ
れている場合、サーバー上でのファイルのフォルダーは作業ディレクトリ の子孫である必要があります。詳細に
関してはプロジェクトファイルの場所のセクショ
ンを参照してく
ださい。ファイルを保存する場合、デフォルトのファイ
ル拡張子を任意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合
使用されます。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する:ファイルパス内で中間フォルダーが存在しない場
合、ファイルが保存される時に作成されます。このオプショ
ンは保存する場合のみ関連性があります 。アクショ
ン
がファイルのロードのみに制限される場合は、このオプショ
ンは、存在しません。
グローバル リソースファイル エイリアス: コンボボックス内で使用可能なファイルエイリアスを選択します。使
用可能なファイルエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで定義されたものです。各ファイルエイリアス
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は、異なるファイルリソースを( [ツール | アクティブな構成] により選択された) MobileTogether
Designer で現在アクティ
ブな構成に応じてマップします。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを
参照してく
ださい。

パス断片化されたグローバル リソースフォルダエイリアス: コンボボックスの使用可能なフォルダーエイリア
スからフォルダーエイリアスを選択します (下のスクリーンショ
ット参照)。

使用可能なフォルダーエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで現在定義されているものです。各フォルダ
ーエイリアスは、( [ツール | アクティブな構成] コマンドにより選択された) MobileTogether Designer で
現在アクティ
ブな構成に応じて異なるフォルダーリソースをマップします。パス断片化はリソースファイルへの残り
のパスを指定します。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。
ファイルがクライアントに存在する場合
デフォルトのファイルがクライアント上に存在する場合、場所を選択することによりパスを指定します。または XPath 式
を使用してパスを構築します。[リセット] ボタンを使用して現在のエントリを削除します。
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デザイナーがロード/
保存するファイルを指定することができ、また、エンドユーザーもこれらのファイルを指定することができ
ます。ファイル指定すると、この情報はソリューショ
ンに保存され、ファイルはアクショ
ンがトリガーされると、ロードまたは保
存されます。ユーザーがロードまたは保存されるファイルを選択する場合、アクショ
ンがトリガーされると、クライアントデバイ
スで参照ダイアログが開かれ、ユーザーがロード/
保存するファイルを入力または選択することができます。
メモ:

エンドユーザーがファイルをロードして保存するオプショ
ンは以下のアクショ
ンに対して使用することができます:印
刷 (ソースファイル とターゲットファイル オプショ
ンがあります)、ファイルのロード/
保存、イメージのロード/
保
存 バイナリのロード/
保存 。

メモ:

クライアント上のファイルもモバイルデバイス上のSD カードに保存することができます。

ファイル名は(ソリューショ
ンのデザイナーにより)以下で定義されます
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子
を任意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されま
す。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: ファイルパス内の中間のフォルダーが、クライアント
で不在の場合、ファイルが保存される際に作成されます。このオプショ
ンは、保存する際にのみ関連するオプ
ショ
ンです。アクショ
ンがファイルのロードのみに制限されている場合、不在の場合があります。
デバイスに依存するリソース: ファイルが存在するディ
レクトリを選択します。 Windows Phone/RT と
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iOS デバイスでは、許可されるディ
レクトリは既に決まっています。Android デバイスでは、Android コンボ
ボックスのドロップダウンリスト内のディ
レクトリに追加して、ファイルを入力することができます。Android と
Windows Phone/RT で、デフォルトである、デフォルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボッ
クスディ
レクトリが選択されます。iOS デバイスでは、MobileTogether は2つのディ
レクトリを作成します: (i)
iCloud に保存される再度ダウンロードすることのできるバックアップディ
レクトリ、(ii) バックアップを必要としな
いファイルのためのバックアップしないディ
レクトリ。必要に応じてバックアップディ
レクトリまたはバックアップされない
ディ
レクトリを選択します。Web ブラウザー内では、ファイルはブラウザーのサンドボックスに相対して検索されま
す。
シミュレーションのためのファイルのロケーション: ファイルがクライアントに存在するため、シミュレーショ
ンに中に
使用することはできず、シミュレーショ
ン中にクライアントフォルダー内でスタンドインするフォルダーを指定すること
ができます。このスタンドインフォルダーは、もちろん、デザイン内で指定されたファイルと同じ名前を持つ必要があ
ります。このフォルダーはオプショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンタブ( ツール | オプション)内で指定されていなけ
ればなりません。
エンドユーザーにより(クライアントデバイス上で)ファイル名が定義される場合
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子
を任意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されま
す。
任意のファイルフィルター: クライアントデバイス上で開かれる参照ダイアログは、定義された拡張子が許可さ
れるように、ロードまたは保存されるファイルの型をフィ
ルターします。以下を入力することが可能です: (i) カンマ
で区切られた、または、セミコロンで区切られた拡張子のリスト(例: txt,html;xml)、または (ii)各文字
列アイテムがファイル型の拡張子である文字列アイテムのシーケンスを返す XPath 式 (例えば、ここでは以下
の3つの文字列アイテムを含む1つのシーケンス: 'txt' 'html 'xml')
オプショ
ンのデフォルトのファイル: 直接または式を使用して、エンドユーザーを導く
ためにデフォルトのファイル名
を入力します。
Web メッセージボックス: ファイルを開く
/
保存 ダイアログが開かれる前に、メッセージボックスが表示されます。
直接テキストを入力するか、または XPath 式を使用して、メッセージボックスのデフォルトのテキストを上書きす
るテキストを入力します。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: もし、ファイルパス内の中間フォルダーが不足して
いる場合、ファイルが保存される際に作成されます。オプショ
ンは保存時に関係し、アクショ
ンがファイルのロード
アクショ
ンの場合使用できません。
メモ: iOS デバイスでは、ユーザーがデバイス上のファイルを選択できる唯一の方法は iCloud から、または、
iCloud へファイルをインポートまたはエクスポートすることにより行うことが出来ます。バックアップフォルダー、また
は、バックアップされないフォルダーをユーザーは参照することはできません。

デザインファイルに XML を埋め込む
デフォルトファイルが割り当てられているXML ページソースのルートノードが選択されると、このコマンドは有効化されま
す。選択することにより、デザイン(.mtd)ファイルのXML データソースは埋め込まれます。データソースが埋め込まれ
ると、埋め込まれたプロパティ
がルートノードの注釈に追加されます。(i) 埋め込みの長所と短所、および(ii) 埋め込
みの代替手段に関する詳細は、プロジェクトファイルの場所 とデザインファイルのXML の埋め込み を参照してく
ださ
い。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

データソース

コンテキストメニュー

269

ファイルをデザインと共にデプロイする
この切り替えコマンドはデータソースがデプロイ可能なファイル、通常はデフォルトファイル、に関連付けられると有効化さ
れます。デプロイが可能なファイルは既に[ファイル] ペインにリストされています。
コマンドを[オン] に切り替えると、[ファイル] ペインのファイルのチェックボックスを選択し、デプロイします。
コマンドを[オフ] に切り替えると、[ファイル] ペインのファイルのチェックボックスの選択を解除し、ファイルはデプロ
イされません。
ファイルが最初にデザインに追加されると、ファイルのデプロイを問うプロンプトが表示されることに注意してく
ださい。

変数の使用方法のリスト
各ページソースのルートノードは、変数です。例えば、$XML1 または $DB1。 変数の使用方法 コマンドは、[メッセ
ージ] ペイン内に選択されたルーとノード変数の使用方法をリストします。リスト内のアイテムは変数が使用されるコント
ロールとアクショ
ンです。(変数は通常 XPath 式で使用されます。) リスト内のアイテムをクリックすることにより、コントロ
ールがハイライトされるか変数の使用を含むアクショ
ンダイアログが開かれます。

データの型
ロールアウトするサブメニューからXML HTML およびJSON を選択します。選択によりターゲットとするデータソース
の型が指定され、MobileTogether Designer が受信および発信するデータを正確に処理できるようにします。この
選択はいつでも変更することができます。変更によりデータソースが新しいデータ型のために再解析されます。

構造の再ロード
選択されたページソースの構造を再ロードします。コマンドは構造が、XML ファイルまたは DB などの外部リソースをベ
ースにする場合のみ有効化されます。XML ファイルの場合、デフォルトのファイルがある場合、はコマンドが有効化され
ます。

XML から構造をインポートする
ページソースツリーからXML 構造をインポートするXML または HTML ファイルを選択することのできる参照ダイアログ
を開きます。ツリーに既に構造が含まれる場合、既存の構造の複数のノードを保持するか問われます。既存の構造を
保持することを選択すると、新しい構造が既存の構造にマージされることができず、新しい構造は既存の構造の兄弟と
してインポートされます。このコマンドは、json という名前のルート要素を持ちJSON データソースからデータを期待す
るツリー構造のために使用することはできません。
メモ: 構造がXML ファイルからインポートされると、ファイルはデフォルトファイルと設定され、ファイルのデータもインポー
トされます。
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XML に構造をエクスポートする
ページソースツリーのXML 構造をエクスポートするXML ファイルを選択することのできる参照ダイアログを開きます。既
存のXML ファイルを選択または新しいファイルを作成することができます。既存のファイルを選択する場合は、ファイル
の既存のデータがエクスポートされた構造により上書きされます。このコマンドはツリー構造のために使用することができま
せん。このコマンドは、json という名前のルート要素を持ちJSON データソースからデータを期待するツリー構造の
ために使用することはできません。

JSON から構造をインポートする
ページソースツリーからXML 構造をインポートするJSON ファイルを選択することのできる参照ダイアログを開きます。
ツリーに既に構造が含まれる場合、既存の構造の複数のノードを保持するか問われます。既存の構造を保持すること
を選択すると、新しい構造が既存の構造にマージされることができず、新しい構造は既存の構造の兄弟としてインポー
トされます。このコマンドは、json という名前のルート要素を持ちJSON データソースからデータを期待するツリー構
造のためにのみ使用することができます。

メモ: 構造がXML ファイルからインポートされると、ファイルはデフォルトファイルと設定され、ファイルのデータもインポ
ートされます。

JSON に構造をエクスポートする
ページソースツリーのXML 構造をエクスポートするXML ファイルを選択することのできる参照ダイアログを開きます。既
存のXML ファイルを選択または新しいファイルを作成することができます。既存のファイルを選択する場合は、ファイル
の既存のデータがエクスポートされた構造により上書きされます。このコマンドはツリー構造のために使用することができま
せん。このコマンドは、json という名前のルート要素を持ちJSON データソースからデータを期待するツリー構造のた
めにのみ使用することができます。

DB データソースを選択する [$DB のみ]
このコマンドはデータベース($DB) 型のルートノードに対して有効化されます。このコマンドは、DB データソースに接
続できる、MobileTogether Designer のデータベース接続ウィ
ザードを開きます。 DB に接続後、データソースと
して追加されるテーブルを選択することができます。新しいテーブルデータが既存の構造にマージできない場合、新しい
テーブル構造が既存の構造の兄弟として作成されます。
DB が、(データソースとして) デザイン内で共有される場合、次のオプショ
ンからの選択が問われます:

共有された構造の修正: このページに追加されるページソース構造の修正は、DB 構造が使用される他の
ページで共有されます。
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構造のコピー: 構造は新しいページソースにコピーされ、ルート要素は異なる名前が与えられます。元のページ
ソースは削除されます。新しいデータ構造はこれ以上、他のページ上の構造とは共有されません。他のページ
のデータソースをそのままに残し、このデータソースを修正することができます。
キャンセル: 修正プロセスをキャンセルします。

DB テーブルとビューを選択する [$DB のみ]
このコマンドはデータベース($DB) 型のルートノードに対して有効化されます。このコマンドは、DB テーブルとビューを
選択して、ページソースとしてインポートする、MobileTogether Designer データベースオブジェクト選択ウィ
ンドウを
開きます。

OriginalRowSet の作成 [$DB のみ]
データを編集し、保存するには、ツリーはページソースに、RowSet 要素のコピーであるOriginalRowSet 要素
を含む必要があります。オリジナルのデータは OriginalRowSet 要素に保存され、編集されたデータは RowSet
要素に保存されます。データソースが保存されると、OriginalRowSet とRowSet の 2 つのツリーの差異が計
算され、ページソースは差異を基に更新されます。修正に成功すると、修正されたデータは、OriginalRowSet に
コピーされ、OriginalRowSetが新しく
保存されたDB データを含み、修正プロセスが繰り返すことができます。
ページソースのOriginalRowSet を作成するには、ページソースのルートノードを右クリックして、コマンド
[OriginalRowSet の作成] を切り替えます。
[OriginalRowSet の作成] コマンドは、データベース型 ($DB) ルートノードのために有効化されています。ページ
ソースの元のデータを含むデータ構造を作成/
削除する切り替えコマンドです。ユーザーにより修正されたデータはデータ
ソースにより作成されたメインの構造に保存されています。修正されたデータがDB に保存されると、
OriginalRowSet 構造は新たにDB に保存されたデータを含むために修正されます。これにより
元のDB データ
はツリーで使用可能となります。

列のフィルター [$DB のみ]
このコマンドはデータベース($DB) 型のルートノードのために有効化されます。このコマンドは、DB データソースに保
存される列を指定することのできる、データベース列の保存設定ダイアログを開きます。
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ダイアログは、DB データソースのための列を表示します。その列が更新され、または、挿入された値を取ることができる
かを指定することができます。(更新は、既存の行要素内の変更されたデータを指します。挿入された値は、新規に追
加された行要素を指します)。デフォルトでは、各列の挿入と更新のオプショ
ンはペアとして選択されます。ですが、異な
るオプショ
ンを列の挿入と更新オプショ
ンのために指定する場合、挿入慮更新ステートメントのために個別のフィ
ルター
設定を使用するチェックボックスをチェックしてく
ださい。DB のカラム内のNULL チェックボックスをチェックすることで、空
の値を持つ属性は、内でNULL 値に変換されることができます。不足する属性は常にNULL として保存できることに
注意してく
ださい。
(ユーザーにより定義されているため、固定されているため、または計算されているため) 更新することのできない列は、挿
入、更新またはオプショ
ンチェックボックスを使用することができません。 上のスクリーンショ
ットでは、固定値を持つた
め、ID 列は、更新されることができません。更新しない列の選択を解除します。全ての列を更新するために、保存設
定をリセットする場合は、[デフォルトにリセット] をクリックします。

HTTP/ FTP リクエスト設定
コマンドは、HTTP/FTP 型のルートノード( つまり$HTTP ルートノード) のために有効化されます。HTTP/FTP、
REST、または SOAP を使用して作成された現在のページソースのリクエストに応じて、適切な設定ダイアログが開
かれます: Web アクセス設定の編集 RESTful API リクエスト設定 WSDL ファイルの選択。

キャッシュの設定
ルートノードとルーとロールアウトサブメニューにロードと保存の2 つのオプショ
ンが使用できます。
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ロードのオプショ
ン: ページソースが最初にロードされる場合、ページソースがロードまたはロードされないように
自動設定することができます。ページアクショ
ンを介して指定することができます。デフォルトは、データソースが
初回使用される際にロードされる、最初の使用時です。
保存のオプショ
ン: ページを移動する場合、ソリューショ
ンが完了した場合、最後の送信アクショ
ンが実行され
た場合、および自動的ではない場合、データは自動的に保存されることができます。後者の場合、保存はペー
ジアクショ
ンを介して指定することができます。デフォルトは自動ではないです。

ツリーノードのコンテキストメニュー
下にリストされるコマンドはツリー ノード(ルートノードを除く
すべての要素と属性) のコンテキストメニューで使用可能です。
すべての種類のデータソース(XML、DB、HTML、など) で共通のコマンドに付け加え、一部のデータソースは種類 (DB
データソースのコマンド) に特有なコマンドを持ちます。そのようなコマンドの仕様については、関連のある個所で説明されてい
ます。
子の挿入、追加、および追加
選択されたノードに対応した要素と属性の追加を有効化します。[挿入] はノードを選択されたノードの前に追加しま
す。[追加] はノードをその種類の最後のノードの後に追加します。選択されたノードの直後にノードの追加を希望する
場合、直後のノードに移動して[挿入] コマンドを使用します。

ロード時に存在することを確認 (固定値)
このコンテキストメニューアイテムはツリーノードに対して使用することができます。ページのロード時に選択されたノード
に固定値を与えることができます。コマンドをクリックして値を入力します。このコマンドは切り替えコマンドです。ですか
ら、固定値が既に与えられている場合にクリックすると、値が削除されます。

ロード時に存在することを確認 (XPath 値)
このコンテキストメニューアイテムはツリーノードに対して使用することができます。 ページのロード時に選択されたノー
ドにXPathにより生成された値を与えることができます。コマンドをクリックすると[XPath/XQuery 条件式の編集] ダ
イアログが表示されます。XPath 式を入力して、ノードの値を生成します。このコマンドは切り替えコマンドです。です
から、XPath 値が既に与えられている場合にクリックすると、値が削除されます。

一時的
選択されたノードを一時的なノードと設定します。ツリーが保存される場合、一時的なノードのデータは保存されませ
ん。一時的なノードは、有効なワークフローのデータのフレームワーク外であるため、一時的なノードは、計算または最
後のデータの一部として使用されないデータの保管に使用されます。

DB フィールド
このコンテキストメニューアイテムは、DB ノードに対して使用することができ、2 つのコマンドを持つサブメニューを持ち
ます:
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主キー: 主キーがDB からの取得中に自動的に検出されていない場合、選択されたノードを主キー列として
設定します。
自動インクリメント: 選択されたノードを自動インクリメントに設定します。ノードはその後読み取り専用となりま
す。
MobileTogether Designer の主キー
DB の主キーは通常、自動インクリメントです。この場合、新しい行がテーブルに追加され、追加された行の主キー列
は自動的にインクリメントされます。MobileTogether Designer では、主キーからテーブルが取得されると、自動イ
ンクリメント情報が自動的に取得され[ページソース] ペインに表示されます(下のスクリーンショ
ット参照)。

この情報の自動取得が成功しなかった場合、切り替えコマンドを含むツリーノードのコンテキストメニューによりノードに
正確な注釈をつけることができます (下のスクリーンショ
ット参照)。

主キー列が自動インクリメントでない場合、追加された行の新しい主キーの値は XQuery 式を使用して自動的に生
成されなければなりません。これは、主キー列を編集することができないからです。XQuery 式は、主キーノードのコン
テキストメニューコマンド[ページのロード時に存在することを確認 (XPath 値)] を使用して挿入されます。下の例
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では、次のXQuery 式を使用して新しい値が主キー@id のために生成されます:
let $all := $DB1/DB/RowSet/Row/@id
let $ids := remove($all, index-of($all, ""))
let $id := if (empty($ids)) then 1 else max($ids) + 1
return $id

ページをXPath コンテキストとして設定する
選択されたノードをページのXPath コンテキストノードとして設定します。効果の注釈がノード(下のスクリーンショ
ッ
ト参照) の下に表示されます。ページのXPath コンテキストは、ページのすべてのXPath 式のコンテキストノードで
す。

このコマンドは切り替えることができます。ですから、ノードをページのXPath コンテキストノード、または、ページの
XPath コンテキストノードとしてのノードの設定をオフに切り替えることができます。ノードがXPath コンテキストノード
と設定され、他のノードが既にこの設定をされている場合、設定は前に割り当てられたノードの設定をオフに切り替え、
新しく
割り当てられたノードの設定をオンに切り替えます。

XPath のコピー
ノードのXPath ロケーター式をクリップボードにコピーします。ロケーター式はルートノードから開始します。例:
$XML1Products/Product がProduct ノードのロケーター式です。
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関連付けられたコントロールの選択
選択されたノードに関連付けられたデザインダイアグラムのコントロールを選択します。この様な関連は、通常、ノードと
[ページ] コントロールの間のページソースリンクです。
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ページ
MobileTogether プロジェクトは、順序付けられたシーケンス内で定義される1つまたは複数のページから構成されていま
す。MobileTogether アプリケーショ
ンがクライアントデバイスで開始されると、ワークフローはシーケンスの最初のページから
開始され、最後のページまで継続されます。ワークフローシーケンスのトップレベルのページはサブページに分岐され、メインのワ
ークフローに戻ることができます。複数のページを含むプロジェクトにより複雑なワークフローをユーザーに取り更に包括的な部
分に構成することができます。プロジェクトのページは、ページペインで管理されています。ページの概要に関しては、 サブセ
クショ
ンプロジェクトのページを参照してく
ださい。
通常ページに追加される コントロールであるページのデザインコンポーネントは、指定されたデータソースから来ます。これら
のデータソースは、ページソースペイン内で定義されています。データソースが定義された後、そのページのコントロールとアク
ショ
ンにより使用されることができます。これらの「
ページデータソース」
がどのように使用されるかに関しては、ページのデータソー
スを参照してく
ださい。
名前や背景色などのページのアスペクトを定義するページプロパティ
は多種存在します。これらのプロパティ
は サブセクショ
ン
ページプロパティ
.でリストされ説明されています。
ページの重要な機能は、ページに関連したイベントがトリガーされると、アクショ
ンを実行する機能です。例えば、ページが
ロードされる都度、データソースが更新されるなどです。異なるページイベントとその設定の詳細は、サブセクショ
ンページイベ
ントで説明されています。

このセクション
このセクショ
ンは以下サブセクショ
ンに整理されています:
プロジェクトのページ
ページのデータソース
ページプロパティ
ページイベント
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プロジェクトのページ
MobileTogether プロジェクトは、順序の付けられたシーケンス内で定義されている1つまたは複数のページにより構成され
ています。MobileTogether アプリケーショ
ンがクライアントデバイスで開始されると、ワークフローは、シーケンスの最初のペ
ージから開始し、シーケンスの最後のページまで継続されます。ワークフローシーケンスのトップレベルのページは、サブページに
分岐し、メインのワークフローに戻ります。複数のページを含むプロジェクトは、ですから、複雑なワークフローをユーザーが理
解しやすい方法で部分的に構成することができます。

ページペイン: プロジェクトのページの管理
プロジェクトのページは、ページペインで管理します (下のスクリーンショ
ットを参照)。プロジェクトに3つの種類のページを追
加することができます: (i) トップページ、(ii) タブ付けされたページ(タブの分割)、と(iii) サブページ。これはメニューバーの追
加 アイコンを、または、各ページのコンテキストメニューを使用して行います (コンテキストメニューを確認するにはページを右ク
リックしてく
ださい)。ページペイン内でページがリストされる順番は、プロジェクトのシーケンスです。ソリューショ
ンがクライアント
上で実行されていると、送信 ボタンをクリックすると、フローは次のページに移動します。プロジェクトのページのシーケンスを変
更するには、他のページに相対して、ページを新しい場所にドラッグします。

ページの管理に関しては、ページペインの詳細を参照してく
ださい。

タブ付けされたページ (タブの分割)
プロジェクトのページのシーケンスにタブ付けされたページを追加するには、シーケンスにタブの分割を追加します (上のスクリ
ーンショ
ットを参照)。タブの分割のコンテキストメニューを使用して、タブの分割に子ページを追加します。例えば、上のスク
リーンショ
ットでは、タブの分割には Branch-1 とBranch-2 と名前の付けられた2つの子ページが含まれます。下のスクリ
ーンショ
ットで示されるように、デザイン内のタブの分割の子ページはソリューショ
ンにのタブ付けされたページになります。下のス
クリーンショ
ット内で表示されているように、ソリューショ
ン内でタブ付けされたページのタブはソリューショ
ン内では、ユーザーはタ
ブを選択して、対応するページを確認することができます。タブ付けされたページの送信 ボタンをクリックすると、ワークフロー
はシーケンスの次のページに移動します。ページの管理に関する詳細は、ページペインを参照してく
ださい。
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サブページ
ページペインのメニューバー内の追加 アイコンを使用して、または、各ページのコンテキストメニューを使用してサブページを追
加します (コンテキストメニューを確認するためにページを右クリックします)。サブページへの移動 アクショ
ン(例えば、ボタンコ
ントロール)を使用してトップページからサブページへフローを移動することもできます。トップページに移動するには、ユーザー
MobileTogether Client アプリの戻るボタンをクリックすることができます。または、ページへの移動 アクショ
ンによりデザイン
内のページに移動することを定義できます。ページの管理に関する詳細は、ページペインを参照してく
ださい。
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ページのデータソース
デザインの全てのページには、ページソースペイン内で管理されるデータソースのセットが存在します。データソースを追加する
には、ペインのソースの追加 ツールバーアイコンをクリックします。これは、ページソースの追加 ダイアログを表示します (下
のスクリーンショ
ットを参照)。ここで追加するデータソースの型を選択します。既存のページで使用されている同じデータソー
スを追加するには、既存の構成オプショ
ンから再利用を選択して、コンボボックス内に表示されている既存のデータソースから
選択します。

ページソースの追加ダイアログの2番目のページのにより以下のオプショ
ンを設定することができます: (i) データがデータソースか
らロードされた時、またはデータソースに保存された時、データソースを編集することができるか、そして、データがクライアント、ま
たは、サーバーに保管されるか。データソースオプショ
ンの詳細に関しては、ページソースオプショ
ンを参照してく
ださい。
データソースとそのノードのための設定の多く
は、個別に設定することができます。異なるノードのコンテキストメニューコマンド
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の完全なリストに関しては、データソースの)コンテキストメニューを参照してく
ださい。
データソースに関する詳細は、ページソースペインとデータソースを参照してく
ださい。
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ページ プロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインでプロジェクトのプロパティ
は定義され、以下に説明されています。下のスクリーンショ
ットはデフォ
ルトの値を表示しています。

名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。ページタイトルプロパティ
(下を
参照) が指定されていない場合、ソリューショ
ンのページのタイトル名を指します。値フィ
ールドの内側をダブルクリックして
編集します.

ページタイトルバーの表示
ページのタイトルバーの設定が表示 (true) または非表示 (false) に設定されるかを指定します。デフォルトの値
は true です。このプロパティ
は、タイトルバー全体の存在に関しての表示です。タイトルバーの内容に関してではな
く
、タイトルバーの内容はページタイトルプロパティ
で指定されます。

ページタイトル
ソリューショ
ンのページのタイトルです。値フィ
ールドの内部をクリックして、名前を入力します。または、ペインのツールバー
内のXPath アイコンをクリックしてXPath 式を入力します。このプロパティ
の値が存在しない場合は、名前 プロパ
ティ
の値がソリューショ
ン内のページのタイトルとして使用されます。

自動追加送信ボタン
ブール値の設定で、送信 ボタンが自動的にページに追加されるかを定義します。true または false をコンボボック
スから選択します。デフォルトの値は true です。(ソリューショ
ン内のページの送信 ボタンは、通常、ページの右上にあ
り、アクショ
ンのためにページのデータを送信します。通常、ワークフローは次のページに移動します。)

アサーション時に送信
ページに無効なアサーショ
ンが存在するとページの送信を許可または許可しません。以下から値を選択してく
ださい:
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無効: 送信 ボタンは、ページに無効なアサーショ
ンが存在する場合、無効化されます。デフォルトの設定です。
有効: 送信 ボタンは、ページに無効なアサーショ
ンが存在しても、有効化されます。
確認: 送信 ボタンは、ページに無効なアサーショ
ンが存在しても有効化されます。しかし、無効なアサーショ
ン

が存在する場合し、送信ボタンがクリックされると、エンドユーザーに対して、送信を実行するか確認するダイア
ログが表示されます。
デフォルトは無効です。

ページアクション
プロパティ
の追加アクショ
ンダイアログボタンをクリックし、ページイベントを選択し、ページイベントがトリガーされた際に実
行されるアクショ
ンを定義するページアクショ
ンダイアログを表示します。詳細は ページイベントとアクショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。アクショ
ンのため定義された、ページイベントはプロパティ
の値フィ
ールドにリストされています。

オーディオの録音アクション
オーディ
オの録音イベントは各ページで定義されます。次の2つのイベントを使用することができます: オーディオの録音
時のエラー とオーディオの録音の完了時 。これらのイベントのために定義されるアクショ
ンは、このページのすべてのオ
ーディオの録音に適用されます。プロパティ
の追加ダイアログボタンをクリックすることにより、現在のページのオーディ
オ
の録音イベントの定義を含むダイアログが表示されます。それぞれのイベントのために、左側のアクショ
ンペインからイベン
トタブにアクショ
ンをドラッグして実行されるアクショ
ンを定義します。オーディ
オの録音イベントダイアログはデザイン内を右
クリックして、オーディオの録音ページを選択することによりアクセスすることができます。 詳細に関しては、 オーディオ
の録音の機能についての説明を参照してく
ださい。

アサーション
コントロールのアサーショ
ンを有効にするための条件を設定します。アサーショ
ンが無効な場合、アサーション メッセージの
プロパティ(下を参照) のテキストはアサーショ
ンメッセージコントロールにより表示されます。(複数のアサーショ
ンメッ
セージコントロールがある場合、すべてのコントロールは Assertion Message プロパティ
のテキストを表示しま
す。)
Assertion プロパティ
のXPath アイコンをクリックしてアサーショ
ンを定義するXPath 式を入力します。例えば:
XPath 式 LastName != "" がノードLastName は空であってはならないとアサートするとします。もしこのノー

ドが空の場合、コントロールのアサーショ
ンメッセージがページのアサーショ
ンメッセージコントロールが挿入された箇所に
表示されます。複数の無効なアサーショ
ンがページに存在する場合、(ページにアサーショ
ンが表示される順番の) 最初
の無効なアサーショ
ンのアサーショ
ンメッセージが表示されます。
アサーショ
ンは複数のコントロールに対して定義することができます。ですから、複数のアサーショ
ンメッセージが(アサーショ
ンが表示されるページのシーケンス内の)最初の無効なアサーショ
ンで表示されます。コントロールアサーショ
ンはページが
アサートする前に評価され、コントロールアサーショ
ンはデザイン内に発生する順序で評価されます。

アサーションメッセージ
コントロールのアサーショ
ンが有効でない場合、アサーショ
ンメッセージが表示されるように設定します。プロパティ
の値フィ
ールドの内側をダブルクリックしてアサーショ
ンメッセージを編集します。または、XPath ツールバーボタンをクリックして、
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XPath 式を入力し必要なテキストを生成します。アサーション メッセージのプロパティ(下を参照) のテキストはアサー
ショ
ンメッセージコントロールにより表示されます。アサーショ
ンの条件は XPath 式により指定されます。例えば:
XPath 式 LastName != ""がノードLastName は空であってはならないとアサートするとします。もしこのノード
が空の場合、コントロールのアサーショ
ンメッセージがページのアサーショ
ンメッセージコントロールが挿入された箇所に表
示されます。複数の無効なアサーショ
ンがページに存在する場合、(ページにアサーショ
ンが表示される順番の) 最初の
無効なアサーショ
ンのアサーショ
ンメッセージが表示されます。
アサーショ
ンは複数のコントロールに対して定義することができます。ですから、複数のアサーショ
ンメッセージが(アサー
ショ
ンが表示されるページのシーケンス内の) 最初の無効なアサーショ
ンで表示されます。コントロールアサーショ
ンはペー
ジがアサートする前に評価され、コントロールアサーショ
ンはデザイン内に発生する順序で評価されます。

背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、XPath 式を入力し、(色のコード)テキストを生成します。

スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコンボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのた
めに使用するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択し
ます。後者の方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成し
たスタイルシートを適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。

ブラウザーの幅
ブラウザーの幅を画面の幅または絶対ピクセルの値で指定します。ドロップダウンリストから値を選択します。デフォルト
の値はブラウザで自動的に計算されます。

ブラウザー CSS クラス
このページと関連付けるCSS クラスの名前を入力します。このクラスは (プロジェクトプロパティ
で指定されている)
CSS ファイルでこのコントロールに対して、個別にプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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8.4

ページイベント
MobileTogether デザイン内の各ページには、関連する特定の定義済みのイベントがあります:
ページのロード時: ページがロードされると
実行される一連のアクショ
ンを定義することができます。
ページの更新時: ページが更新されると
以下について定義することができます: (i) ページが再度開かれたとき、(ii)

間隔タイマーの最中、(iii) [更新] ボタンがユーザーにより手動でタップ/
クリックされた時、または ( iOS では) 更
新するためにプルダウンされた時。これらのメソッドのそれぞれに対してアクショ
ンを定義することができ、1つまたは全て
を使用することができます。
戻るボタンのクリック時: ソリ
ューショ
ンの[戻る] ボタンがタップ/
クリックされると、実行されるアクショ
ンです。
送信ボタンのクリック時: ソリ
ューショ
ンの[送信] ボタンがタップ/
クリックされると、実行されるアクショ
ンです。
サーバーへの接続エラー時: サーバーに接続できないと
きに実行されるアクショ
ンです。エラーは、初期の接続の確立
中、または、その後接続が失われたときに怒る可能性があります。
MT_ServerConnectionErrorLocation 変数を使用してこのよう
なエラーをデバッグします。このイベントの
使用方法の概要に関しては、サーバー接続エラーのセクショ
ンを参照してく
ださい。
埋め込まれたメッセージ: Webpage 内に埋め込まれたIFrame からサーバー上のワークフローにポストされたメッ
セージを生成したアクショ
ンです。この機能に関する詳細は、埋め込まれたWeb ページソリューショ
ンを参照してく
ださい。
これらのイベントは( コントロールイベントとは対照的に) [ページイベント] と呼ばれ、各アクショ
ンには1つ以上のアクション
(ページ アクション) があります。

ページ イベントがトリガーされると実行されるアクションの定義
ページイベントのアクショ
ンを定義するには、ページアクショ
ンダイアログ(下のスクリーンショ
ット)にアクセスしてく
ださい。イベン
トのタブを選択して、アクショ
ンを定義します。
ページアクショ
ンダイアログ(下のスクリーンショ
ット) に以下の方法でアクセスすることができます:
[ページ | ページ アクション] をクリックします
ページ内を右クリックして、[ページ アクション] を選択します
[スタイル &プロパティ] ペイン内のページセクショ
ンに移動します。ページ アクション プロパティ
の[追加ダイアロ
グ] ボタンをクリックします。
[ページ | アクションの概要] をクリックしてアクショ
ンの概要ダイアログを表示します。定義したいページイベントの
[追加ダイアログ] をクリックします。
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ページ アクションの定義
ページイベントのアクショ
ンを定義するには、左側のペインからアクショ
ンをドラッグして、右側のペインのイベントタブにドロップし
てく
ださい。ページアクショ
ンダイアログについての詳細および異なる種類のページアクショ
ンに関しては、アクショ
ンのセク
ショ
ンを参照してく
ださい。
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ページのロード時
ページのロード時 イベントは、(トッ
プページとサブページの)全てのページで使用することができます。アクショ
ンページのロード時

イベントのために定義されたアクショ
ンは、ページがロードされた時に実行されます。 これらのアクショ
ンは、データの値の初期
化、また表示内でコンポーネントセットアップする際に役に立ちます。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

ページ

ページイベント 289

ページの更新時
ページの更新時 イベントは全てのページで使用すること
ができます。以下の場合には、1回または複数回に渡り発生するよ

うに定義することができます (下のスクリーンショ
ット参照)。
ページがもう一度開かれた時 (一時停止した状態から再開した時)。
ページが最初にロードされた時にタイマーにより決められた間隔に到達した時。間隔は、静的または動的な値であ
ることができ、タイマーは他の(ページまたはコントロール) イベントがトリガーされた時停止また再開することができま
す。
ユーザーが手動で、ページの上部分にある[更新] ボタンをタップまたはクリックする時、または ( iOS で) プルダウン
して更新する時。

オプショ
ンを選択すると、そのオプショ
ンのためのノードがツリー内に表示されます (タイマーの更新時、手動の更新時)。対
応するノードでこれらのオプショ
ンのために1つまた複数のアクショ
ンを定義することができます。上のスクリーンショ
ットでは、ペ
ージは、2つのシチュエーショ
ンでの更新のために設定されています: (i) ページが開かれる都度、そして (ii) 10 秒毎。両
方の場合、同じ再ロードアクショ
ンが定義されています。同じまたは異なるアクショ
ンを各ノードのために指定することができま
す。
もう一度開く
時の更新
このオプショ
ンのために定義されているアクショ
ンはページがもう一度開かれると実行されます。また、一時停止され (背景で実
行されていた) ソリューショ
ンがもう一度開かれると実行されます。プロジェクトプロパティ他のソリューショ
ンへの切り替え時
とソリューションの実行 アクショ
ンを参照してく
ださい。
タイマーの更新時
タイマー間隔は、XPath 式 を使用して選択されます。値は数値である必要があります。更新の間隔は秒単位
です。 (許可される制度はミリ秒です。ですから、1.002 の値は許可されており、更新間隔を1 秒と2 ミリ秒に
設定します)。デフォルトは、10 (秒)の静的の値です。動的な値も設定することができます (例えば、データソース
ノードからの数値、または計算から生成された値など)。
タイマーは、ページがロードされると開始されます。タイマーの更新時 アクショ
ンは、開始時からの間隔で実行されま
す。更新間隔を変更すると、タイマーは再起動される必要があります。これは、更新間隔を変更するイベントへペー
ジタイマーの再開 アクショ
ンを追加することで行うことができます。SOAP リクエストチュートリアル をサンプルとして
参照してく
ださい。
更新アクショ
ンは、指定された間隔で、タイマーが実行されている限り継続されます。タイマーを停止するには、適切
なイベントにページタイマーの停止 アクショ
ンを追加してく
ださい。
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手動の更新
このオプショ
ンが選択されている場合、ページは [更新] ボタンを表示します。ユーザーがこのボタンをタップ/
クリックすると、ま
たは ( iOS で) プルダウンして更新する時、手動での更新アクショ
ンが実行されます。 SOAP リクエストチュー
トリアル をサンプルの参照としてく
ださい。
ページ更新のサンプルに関しては、SOAP リクエストチュートリアル を参照してく
ださい。

ページの更新のシミュレーション
シミュレーター内では、(下のスクリーンショ
ット) ページの更新を次の方法で影響することができます:
ページの更新ページがもう一度開かれるときに定義されている場合、[シミュレーション再開/
停止] ボタンが有効
化されます。ページがもう一度開かれるとシミュレーショ
ンを再開するためにクリックします。
時間をベースにした更新が定義されていると、[タイマーの終了] ボタンが有効化されます。シミュレーショ
ンが開始
すると、ページが自動的にX 秒毎に更新されます。X は更新の間隔です。[タイマーの終了] ボタンをクリックし
て、タイマーを停止することができます。これは、頻繁にページを更新することなく
シミュレーショ
ンの結果を確認する場
合に役に立ちます。タイマーが停止されると、ボタンはタイマーを再開することのできる[タイマーの開始]に切り替えら
れます。
手動の更新が定義されると、[更新] ボタンを使用することができます。手動で更新オプショ
ンのために指定された
アクショ
ンを実行するためにこのボタンをクリックします。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

ページ

ページイベント 291

戻るボタンのクリック時
戻るボタンのクリック時 イベントは、全てのページ(トッ
プページとサブページ)で使用することができます。ソリューショ
ンの表示と

シミュレーショ
ンでは、[戻る] ボタンはスクリーンの左上にあります。
[戻る] ボタンのデフォルトの振る舞いは、以下のページの種類により異なります:
トップページ: ソリューショ
ンの終了を問うプロンプトが表示されます。[はい] をクリックして終了、[いいえ] をクリック
してキャンセルします。
サブページ: 表示は、通常サブページをロードするトップレベルのページである、前のページに切り替えられます。
上記のデフォルトの振る舞いをオーバーライドする、このイベントのためのアクショ
ンのセットを定義します。ユーザーが[戻る] ボ
タンをタップ/
クリックすると、定義されたイベントアクショ
ンが実行されます。
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送信ボタンのクリック時
トップページの自動追加送信ボタンプロパティ
がページプロパティ設定内でデフォルトの値であるtrue である場合、[送
信] ボタンは、すべてのトップページの右上に表示されます。
[送信] ボタンのデフォルトの振る舞いは、ページシーケンス内のページの位置により異なります。
ページが、ページシーケンスの最後のページの場合、 [送信] ボタンをタップ/
クリックするとワークフローを終了します。
ページが、ページシーケンスの最後のページではない場合、ワークフローは次のページに移動します。
ページの[送信] ボタンがタップ/
クリックされた場合他のアクショ
ンを指定するには、ページの送信ボタンのクリック時 イベントに
適切なアクショ
ンを追加します。
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サーバーへの接続エラー時
サーバーへの接続エラーは、初期の接続を確立する途中に起こる場合、また、接続が後に失われた場合に起こります。 こ
のようなエラーの発生時に取られるイベントで以下を定義することができます:
エンドユーザーへの適切なエラーメッセージ(クライアントデバイス)、および
その後に取られるアクショ
ン
接続エラーをシミュレーター内でシミュレートすることができます。
メモ:

サーバー接続エラーが発生すると、次のアクショ
ンの最初のアクショ
ンがトリガーされます: (i) サーバー接続エラーのト
ライ/
キャッチアクショ
ン、(ii) サーバー接続エラー イベント(このイベント)のためのアクショ
ン、(iii) エラーについての
MobileTogether メッセージがトリガーされ、ワークフローが再開します。

接続エラーが発生した場合にとられる対応を定義する
サーバー接続エラーが発生した時に実行されるアクショ
ンを定義することができます。これらのアクショ
ンは、それぞれのページの
ためにページイベントサーバーへの接続エラー時のタブ内で定義することができます。定義されるアクショ
ンは通常、エンドユーザ
ーに送信されるメッセージおよび、ワークフローのための次の手順が含まれます。下のスクリーンショ
ットは、実行されるアクショ
ン
のシーケンスが表示されています。

上のスクリーンショ
ットは、実行される3つのアクショ
ンのシーケンスを定義しています:
1. クライアントにエラーメッセージを送信します (下のスクリーンショ
ット)。

2. MT_ServerConnectionErrorLocation 変数を使用して、サーバーへの接続エラー時 ページイベントをトリ
ガーするアクショ
ンスタックを保存します。(変数はデバッグのために使用されます。詳細に関しては、
MT_ServerConnectionErrorLocation を参照してく
ださい)。または、
MT_ServerConnectionErrorLocation 変数の代わり
に、 ノードの更新 アクショ
ンを使用して、エラーコ
ードをこの目的のために作成されたノードに書き込むことができます。
3. 管理者に、(クライアントから)エラーメッセージを添付した電子メールを送信します。
メモ:

サーバーへの接続エラー時 ページイベントのタブ内でアクショ
ンが定義されていない場合、モバイルデバイスへジェネリッ
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クなネットワークアクセスの無効化のメッセージが送信されます (下のスクリーンショ
ット):

(テストのための)サーバー接続エラーのシミュレーション
ソリューショ
ンの振る舞いをテストするためにMobileTogether Designer 内のシミュレーショ
ンとサーバー上でのシミュレー
ショ
ンを使用することができます。これを以下の通りおこなってく
ださい:
1. (例えば、[F5] を使用して)シミュレーショ
ンを開始します 。シミュレーターが開始されます (下のスクリーンショ
ッ
ト)。

2. [サーバーアクセスを無効化する] をクリックします。サーバーへのアクセスが無効化され、ボタンは[サーバーへのア
クセスの有効化]に切り替えられます。
3. サーバー接続を呼び出すアクショ
ンを実行します。アクセスが無効化されたためサーバーへの接続エラー時 ページイベ
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ントで定義されたアクショ
ンがトリガーされます。
4. 再度サーバーへのアクセスを有効化するには、シミュレーター内の[サーバーアクセスを有効化する] をクリックしま
す。
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埋め込まれたメッセージ
埋め込まれたメッセージ は、Web ページに埋め込まれたIFrame からワークフローにポストされるメッセージです。ワークフ
ローはシリアル化されたJSON 文字列を受け取ることを期待します。
埋め込まれたメッセージイベントは以下のとおりです:

デザイン時: 埋め込まれたメッセージ イベントのためにアクショ
ンが定義されると、$MT_EMBEDDEDMESSAGE と呼
ばれるJSON ページソースがjson という名前のルート要素と共に作成されます。追加ノードを手動でページソー
スに追加することもできます。XPath 式を使用してこのページソースのノードにデザインコンポーネントがアクセスでき
るようになります。メモ: (アクショ
ンを追加することによる) 埋め込まれたメッセージ イベントの有効化は、デザイン時
に$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソースを作成する2つの方法の1つです。
ランタイム: 埋め込まれたメッセージイベントは json という名前のルート要素を持つ $MT_EMBEDDEDMESSAGE とい
う名前の JSON ページソースを作成します。ページソースの構造と
コンテンツは、埋め込まれてメッセージから来ます。
このページソースはデザイン時で作成されたページソースと同じ構造を持たず、デザインコンポーネントの式によりペー
ジソースにランタイムでアクセスすることができません。
メモ:

埋め込まれたメッセージイベントはページイベントであるため、デザイン内の各ページは埋め込まれてメッ
セージイベント

のために定義されたアクショ
ンを持つことができます。Web ページからメッセージが送信されると、(特定のページを指
定することなく
) ワークフロー全体を送信します。現在アクティ
ブなページの埋め込まれたメッセージイベントがトリガーさ
れます。

デザインタイム
埋め込まれたメッセージのイベントの処理のために少なく
とも1つのアクショ
ンが定義されている場合、
$MT_EMBEDDEDMESSAGE JSON ページソースは自動的に作成されます。ページソースの作成以外に他のアクショ
ンを
実行しない場合、ワークフローの動作に影響しないアクショ
ンを追加してく
ださい。例えば、コメントアクショ
ンなど。アクショ
ン
を追加しない場合、$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソースは作成されません。定義されたアクショ
ンをの後に削除する
場合、$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソースも削除されます。
$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソースが作成されると
、json と呼ばれるルート要素のみを有します。ページソースペイ

ンのツールバー内のコマンドを使用してページソースにJSON 構造を追加することができます。デザインコンポーネントが
XPath 式を使用してこれらのノードにアクセスできるようにするために構造は必要とされます。
$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソースのデザインタイムと
ランタイムの構造は一致する必要があります。それ以外の場

合、デザインコンポーネント内のXPath 式はラインタイムページソースノードを検索できなく
なります。

ランタイム
ランタイムでは、JSON 文字列の書式で埋め込まれたメッセージが受信された場合、埋め込まれたメッセージ イベントは
$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソースを作成します。(それ以外の場合、このページソースは作成されません) json
と呼ばれるルート要素と共にページソースが作成され、メッセージ内に含まれている構造とデータを持つように作成されます。
追加アクショ
ンがイベントのために定義されている場合、これらは実行されます。

ソリューション内で埋め込まれたメッセージを使用する
埋め込まれたメッセージイベントは、受信するメッ
セージがJSON 文字列であることを期待し、この文字列をパースしJSON
ページソースである$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソースを生成します。
Web ページ内のソースデータのフォーマットにより異なるシナリオが発生します :
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JSON フォーマット: JSON ページソース$MT_EMBEDDEDMESSAGE はソリューショ
ン内で直接使用することが
でき、このページソースからのデータは Web ページにパスされます。この場合、(コメントアクショ
ンなど) 割り込まない
アクショ
ンを埋め込まれたメッセージのために定義することができます (下のスクリーンショ
ットを参照)。これはイベン
トの処理は有効化し、$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソースの作成条件を満たします。

JSON データとの作業方法に関しての詳細は、JSON データの送信/
受信 を参照してく
ださい。
XML フォーマット: 埋め込まれたメッセージにより自動的に生成されるJSON ページソース
$MT_EMBEDDEDMESSAGE に加え、XML ページソースも作成されます。これにより
、Web ページソースの
XML フォーマットに変換し易いフォームでソリューショ
ンがデータを送信することができます。
$MT_EMBEDDEDMESSAGE 内のデータからXML ページソースを作成するには、文字列からロードアクショ
ンを使
用します (下のスクリーンショ
ットを参照)。これが上手く
作動するように、$MT_EMBEDDEDMESSAGE 内で選択
されるノードは、XML として解析することのできる文字列を含んでいる必要があります。

XML データとの作業方法に関しての詳細は、XML データの送信/
受信 を参照してく
ださい。
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コントロールとコントロールイベント
機能と外観などのページのデザインを決定するページ内に表示されるです。
例えば、(i) ページタイトルと(ii) Web サイトにリンクされるボタンから構成される簡単なページを作成する場合、2つのコ
ントロールをそのページに追加します ): (i) ページタイトルを表示するラベルコントロール、と(ii) Web サイトにリンクする
ボタンコントロール(下のスクリーンショ
ットを参照)。Web ページはエンドユーザーがボタンをクリックすると開かれます。クリッ
クが Web サイトへリンクされるボタンアクショ
ンをトリガーします。このように、ボタンコントロールは機能を提供します。同
時に2つのコントロール(ラベルとボタン)はコントロールのための広範囲なプロパティ
を指定することによりスタイル付けすることが
可能です。これらのプロパティ
は、色、次元、および、エンドユーザーとのインタラクショ
ンを有効化、または、無効化する設定な
どを含みます。この意味でのスタイル付けは、コントロールの外観だけではなく
、ページ全体の外観のスタイル付けも行うことが
できます。下のスクリーンショ
ットは、同じコントロールが2つの異なるプロパティ
によりスタイルされている例を示しています。

コントロールの使用方法
MobileTogether 内で使用することのできるコントロールすべては、コントロールペイン内で表示されています。コントロール
をデザインに追加するには、コントロールペインからドラッグして、ページデザイン内の希望する箇所にドロップします。以下を行
うことができます:
( ページソースペイン内で使用することのできる) データソースにコントロールをリンクする。データソース内のノード
からのデータがデザイン内で表示、および、処理することができます。通常、コントロールとノード間の関連付けは(ペー
ジソースペイン内の)ソースツリーからデータノードをドラッグしコントロールにドロップすることで定義することができます。
このような関連付けはコントロールのページソースリンクと呼ばれます。
コントロールアクショ
ンの設定: 1つまたは複数のコントロールアクショ
ンを追加して、(例えば、ボタンをクリックする
など)コントロールに関連したイベントがトリガーされると実行することができます。コントロールを右クリックして、コントロ
ールアクショ
ンを定義し、コントロールアクションを選択します。使用することのできるアクショ
ンに関してはアクショ
ンの
セクショ
ンで説明されています。
コントロールのプロパティ: コントロールのプロパティ
は (ページ上のポジショ
ンを含む)コントロールの外観を定義しま
す。コントロールのプロパティ
を設定するには、コントロールを選択し、[スタイル&プロパティ
]ペイン内でプロパティ
を設
定します。コントロールのプロパティ
はコントロールのセクショ
ンで説明されています。ページ上のコントロールのプロパティ
がページの外観を決定することに注意してく
ださい。.

このセクション
このセクショ
ンは以下のように整理されています:
コントロールは、各コントロールを個別に説明しています: 関数、プロパティ
、および、イベント(例えば、ボタンコント
ロールには1つのイベント、ボタンのクリック時イベント、が存在します)
コントロールイベントは、1つのテーブル内に異なるコントロールのイベントをリストしています。
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ページデザイン(下のスクリーンショ
ット) は、コンボボックス、テーブル、イメージなどのページコントロールにより構成されてい
て、エンドユーザーが閲覧する通りにフォーマットされ列挙されています。コントロールは、[コンロトール] ペインからデザインにド
ラッグされます。デザイン内にコントロールが配置された後、以下を行うことができます:
ソースをデザイン内で表示し処理するためにコントロールを(ページソースペイン内で使用することのできる)データソ
ースにリンクすることができます。通常、コントロールとデータソースノードは、 (ページソースペインで)ソースツリーから
データノードをソースツリーからコントロールにドラッグして定義されます。この型のデータの関連付けは、コントロールの
ページソースリンクと呼ばれます。
コントロールアクショ
ンの設定: コントロールアクショ
ンは、(例えば、ボタンがクリックされた時など)コントロールに関
連したイベントがトリガーされた際に実行される機能を決定します。コントロールを右クリックし、コントロールアクショ
ンを選択してコントロールアクショ
ンを定義します。 コントロールアクショ
ンは、アクショ
ンのセクショ
ンで説明されてい
ます。
コントロールのプロパティ: コントロールのプロパティ
は、(位置も含む)コントロールの外観を定義します。この結果、
コントロールのプロパティ
は、ページの外観も定義します。コントロールのプロパティ
を設定するには、コントロールを選
択して、[スタイル&プロパティ
]ペイン内でプロパティ
を選択します。各コントロールのプロパティ
はこのセクショ
ンのサブ
セクショ
ンで説明されています。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

コントロールのリスト
以下は使用可能なコントロールのリストです。
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アサーショ
ンメッセージ
ボタン
チャート
チェックボックス
コンボボックス
日付
日時 (iOS)
編集フィ
ールド
水平線
水平スライダー
イメージ
ラベル
ラジオボタン
リッチテキスト
署名フィ
ールド
スペース
切り替え
テーブル
時刻
垂直線
ビデオ

コンテキスト メニュー
ページデザインの各コントロールには、コンテキストメニューがあります。以下のコントロールに関連したコマンドは、ほぼすべて
のコンテキストメニューに共通しています。
ページ ソース リンクの削除
説明
このコマンドは、データソースノードに関連付けることのできる、および関連付けを持つコントロールに対して有効化
されます。[ページソースリンクの削除] はコントロールとデータソースの関連づけを削除します。コントロールのノー
ドとの関連を削除する方法は他には無いことに注意してく
ださい。
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コントロール アクション
説明
多種のコントロールイベントを設定することのできる[ページアクショ
ン] ダイアログを表示します。コントロールイベン
トの使用可能なアクショ
ンとコントロールアクショ
ンの設定に関しての説明は、[ページデザイン| アクショ
ン] を参照
してく
ださい。

テキストの入力
説明
テキストが入力できるコントロールに対して有効化できます。次のオプショ
ンがあるサブメニューをロールアウトします:
ディレクトリ: コントロールのテキストとして静的 テキストを直接入力します
XPath: コントロールのテキストを選択するXPath 式を入力する[XPath/XQuery 式の編集] ダイア
ログを表示します。
XML ノード: データソースノードを[ページソース] ペインからコントロールへドラッグするヒントを表示しま
す。ドラッグアンドドロップされたノードはコントロールに関連付けられていて、ノードのコンテンツはコントロ
ールのテキストとして入力されます。

ローカライズ
説明
プロジェクトの多種のコントロールに表示される文字列のローカライズ(翻訳) を定義することのできるローカライズ?
ダイアログを表示します。このコマンドには [プロジェクト| ローカライズ] コマンドと同じ効果があります。ローカラ
イズに関する詳細は [プロジェクト| ローカライズ] コマンドに移動してく
ださい。

デバイスに依存する可視性
説明
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デバイスに依存する可視性ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) を表示します。このダイアログはクライアントデバ
イスの種類のリストを含みます。コントロールを可視化したいクライアントデバイスの種類を選択して、[OK] をクリッ
クします。

クライアントデバイスの種類にアイコンがある場合、デザインのコントロールの左側にアイコンが表示されます(下のス
クリーンショ
ット参照)。

ページアクション
説明
多種のページイベントのアクショ
ンを設定する、[ページアクショ
ン] ダイアログを表示します。このコマンドには、[ペ
ージ |ページ アクション] コマンドと同じ効果があります。ページイベントに使用可能なアクショ
ンとページアクショ
ン
の設定方法に関する詳細は [ページ |ページ アクション] コマンドに移動してく
ださい。

アクションの概要
説明
現在アクティ
ブなページのアクショ
ン概要ダイアログを表示します。このコマンドには、[ページ | アクションの概要]
コマンドと同じ効果があります。ページイベントに使用可能なアクショ
ンとページアクショ
ンの設定方法に関する詳
細は [ページ | アクションの概要] コマンドに移動してく
ださい。
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アサーション メッセージ
アサーショ
ンメッセージコントロールは、ページの最初の無効なアサーショ
ンのアサーショ
ンメッセージを表示します。 アサーショ
ンはページと
一部のコントロールのプロパティ
です。アサーショ
ンは、(例えば、ノードが空であってはならない等の) 特定の条件
を指定します。もし、アサーション プロパティ
の条件が満たされない場合、アサーショ
ンは無効であり、アサーションプロパティ
と関
連付けられたアサーション メッセージ [プロパティ] が[アサーションメッセージ コントロール] に表示されます。
アサーショ
ンメッセージコントロールはデザインのどこにでも置く
ことができます。常に、ページの最初の無効なアサーショ
ンに関
連付けられた、アサーション メッセージのプロパティテキストを表示します。複数の無効なアサーショ
ンがページにある場合、
(ページでアサーショ
ンメッセージが表示される順に) 最初の無効なアサーショ
ンのアサーショ
ンメッセージが表示されます。ア
サーショ
ンメッセージコントロールは、ページに一度のみ挿入されるべきです。複数のアサーショ
ンメッセージコントロールがデザ
インにおかれると、(最初の無効なアサーショ
ンの) 同じアサーショ
ンメッセージを表示することになります。
アサーショ
ンメッセージは以下のように作動します:
コントロールまたはページのサーション メッセージのプロパティ
は、アサーショ
ンが有効であるように条件が満たされるよう
に設定します。アサーショ
ンの条件は XPath 式を使用して指定されます。
アサーショ
ンが無効な場合、コントロールのアサーショ
ンメッセージプロパティ
のテキストは、アサーショ
ンメッセージコン
トロールに表示されます。
例:コントロールまたはページのアサーションプロパティ
のXPath 式 LastName != "" が、ノードLastName が空であ
る必要があるとアサートしたとします。このノードが空の場合、コントロールのアサーショ
ンメッセージはアサーショ
ンメッセージコ
ントロールが挿入されたページの箇所に表示されます。
メモ
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。

アサーションメッセージイベント
[アサーショ
ンメッセージ] コントロールに割り当てられているイベントはありません。

アサーション メッセージ プロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
複数行
複数行の入力/
表示のオンまたはオフ(true/false) を設定します。デフォルトは false です。
テキストの色
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
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色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
テキストサイズ
コンボボックスのドロップダウンリストからサイズを選択します。許可されている値は、以下のとおりです: 一番小さい|小さ
い|中|大きい|一番大きい。各プラットフォームまたはデバイスは文字のサイズのための自身のピクセルの高さを有しま
す。ですから、デフォルトのピクセルでのテキストのサイズは、クライアント特有のピクセルの高さであり、中 の値に対応し
ます。
mt-font-height 関数を使用して、他の値を生成すること
ができます。例えば、デバイスの'一番大きい'に対応
する数値よりも120% 大きいサイズを表示する場合、次のXPath 式をのTextSize 値として使用します: mtfont-height('largest', 'px') * 1.2 。関数は '一番大きい'サイズに対応する数値 (ピクセル)を
生成します。この値は、'一番大きい'の120% に対応する値を得るために1.2 倍されます。

iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
テキストサイズの自動調整
テキストサイズをコントロールの幅にフィ
ットするようにフォントのサイズの50％まで縮小するかを設定します。プロパティ
の
値は、以下のとおりです : 個別 (true) | オフ(false) | グループ X. デフォルトは、オフ(false)です。
9つのグループの1つに対して設定されている場合、コントロールのグループに属するコントロールがグループの番号により
識別されます。グループにコントロールを追加する場合、コントロールを選択し、グループに割り当てます。すべてのコント
ロールのテキストサイズは、自動的にフィ
ットするために計算が行われた後、グループ内の最も小さいフォントサイズと同じ
大きさに自動的に調整されます。このプロパティ
により、コントロールの選択されたセットが、統一された適切なサイズを有
するように設定することができ、試行錯誤することなく
、コントロールのグループの最適なサイズを見つけることができます。
Multiline プロパティ
がtrue に設定されている場合、自動的にフィ
ットする機能を使用することはできません。

メモ: テキストサイズを自動的に調整するはクライアントでは使用することができません。
太字テキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
イタリックテキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
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テキストの下線
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
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コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
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iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
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$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。

スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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ボタン
ボタンはボタンが押された時にアクショ
ンを実行する時に使用することができます。ボタンの名前は、(Text プロパティ
の値とし
て入力された、以下参照) 静的テキストまたは、(ノードをボタンにドラッグして) データソースノードから得られた動的な値
であることができます。または、ボタンルックプロパティ
コンボボックスで使用することのできるオプショ
ンからアイコンを選択するこ
ともできます。アイコンが選択されると、テキストプロパティ
とすべてのテキストフォーマットプロパティ
を使用することはできなく
成り
ます。これらを使用する場合は、ボタンルックプロパティ
のアイコン無しのオプショ
ンを選択してく
ださい。ボタンのクリック時 イベン
トは、ボタンコントロールに関連付けられています。このイベントのアクショ
ンを定義するためには、コントロール アクションプロパ
ティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックします。これにより、必要とされるアクショ
ンを指定することのできる[コントロールアクショ
ン] ダイアログが表示されます。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

ボタンイベント
ボタンのクリック時 イベントを使用することができます。ボタンのボタンのクリック時 イベントためのアクショ
ンを定義するには、
ボタンを右クリックして、表示されるコンテキストメニューからボタンのクリック時のためのコントロールアクショ
ンを選択します。
これによりボタンイベントのためのアクショ
ンダイアログを表示します。このイベントのために定義されることのできるアクショ
ンの詳
細は、アクショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。
ボタンのクリック時 (クリック、長いクリック)

エンドユーザーはコントロールを次の方法でクリックすることができます: 短いタップまたは長押し。異なるアクショ
ンのシー
ケンスは、クリックの各種類により指定することができます。アクショ
ンの追加シーケンスは、エンドユーザークリックの後に実
行することができます。この追加シーケンスは、長いクリックイベントの後に定義することができます。

クリック: コントロールをタップすると実行されるアクショ
ン(左上のスクリーンショ
ットを参照)。
長いクリック: タップよりも長く
コントロールが押された時に実行されるアクショ
ン(中央のスクリーンショ
ットを参
照)。
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追加アクション: クリックまたは長いクリックアクショ
ンが実行された後に実行されるアクショ
ン(右上のスクリーン
ショ
ットを参照)。クリックまたは長いクリックにアクショ
ンが設定されていない場合、追加アクショ
ンがクリックまた
は長いクリックに対して直接実行されます。
異なるクリックイベントに対してアクショ
ンをまとめることができます。例えば下のサンプルに表示されているようにアクショ
ン
をまとめることができます。

上のスクリーンショ
ットはクリックと長いクリックイベントに定義されたアクショ
ンのシーケンスがあることを表示しています。追
加メッセージボックスイベントは長いクリックイベントの後に定義されています。このメッセージボックスイベントは、クリックお
よび長いクリックのアクショ
ンのシーケンスが終了した後に実行されます。

ボタンプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
テキスト
テキストプロパティ
は以下の値から取得されます:
コントロールで表示される固定値テキスト文字列
データソースのノードからデータを取得し、コントロールでこの値を表示するXPath 式
編集する値フィ
ールドをダブルクリックします、または、XPath ツールバーボタンをクリックして、必要なテキストを生成す
るXPath 式を入力します。コントロールの一部にはプロパティ
値を入力するための2 通りの方法があります: プロパティ
を右クリックして、コンテキストメニューから方法を選択します (固定値または XPath)。他のコントロールに関しては、プ
ロパティ
の入力方法は 1 つしかありません。

メモ: $MTControlValue 変数を、テキストプロパティ
の値を生成するために使用することは、できません。使用さ
れた場合、検証エラーの結果が発生します。
複数行
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複数行の入力/
表示のオンまたはオフ(true/false) を設定します。デフォルトは false です。
番号フォーマット文字列
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、表示されるフォーマットダイアログに番号フォーマットを入力します (下のスクリー
ンショ
ット)。

コンテンツが数字の場合、フォーマットはコントロールのコンテンツに適用され、デザインではなく
ソリューショ
ンで表示されま
す。
日付/
時刻フォーマット文字列
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、表示されるフォーマットダイアログに日付、時刻または日時を入力します (下の
スクリーンショ
ット)。

フォーマットは、xs:date (日付コントロール)、 xs:time (時刻コントロール)、または xs:dateTime (日付、
時刻、日時コントロール)構文フォームが正しい場合、コントロールのコンテンツに適用されます。基本的な例は:
xs:date: 2014-12-31
xs:time: 23:59:59
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xs:dateTime: 2014-12-31T23:59:59
日付/
時刻フォーマット言語
コンボボックスのドロップダウンリストでサポートされる言語 (英語、ドイツ語、スペイン語、日本語) から言語を選択しま
す。選択された言語は、日付/時刻 フォーマット文字列 プロパティ
で設定された日付/
時刻 フォーマットに使用されま
す。(上の説明を参照)。月と週の曜日の名前がフォーマット文字列で使用されている場合、これらはこのプロパティ
で
選択された言語で表示されます。デフォルトの言語は英語です。
ボタンルック
定義済みのアイコンにボタンとして表示するアイコンを(テキストの代わりに) 追加します。プロパティ
のコンボボックスのド
ロップダウンリストからアイコンを追加することができます。以下のアイコンを使用することができます: プラス、マイナス、共
有、電子メール、削除、編集、再生、再開、停止、マイクロフォン、早送り、巻戻し、検索。アイコンの大部分にはボタ
ンの背景色として透明と不透明を使用することができます。ボタンルックプロパティ
のデフォルトの値はアイコンではありま
せん。アイコンがボタンを表示するように追加されると、以前に入力されたボタンのテキストは削除されます。更に、すべ
てのコントロールのテキストフォーマットプロパティ
も削除されます。テキストを(アイコンの代わりに)追加する場合、アイコン
無しのオプショ
ンを選択し、テキストプロパティ
の値としてボタンテキストを入力、またはボタンテキストを直接入力します。
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

有効化された/
編集可能な
コントロールは、プロパティ
の値がtrue (有効化) または false (無効化) であるかにより、有効化または無効化さ
れています。(コンボボックスから選択または、値フィ
ールドをダブルクリックして希望する値を入力することで)値を直接入
力することができます。値は、ブール値のtrue または false を評価するXPath 式であることもできます。デフォル
トの値は true です。典型的な 有効化/編集可能なプロパティの XPath 式は、ノードの存在または値をチェックしま
す。式がtrue と評価した場合、コントロールが有効化されます。
テキストの色
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
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値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
テキストの色 (無効化済み)
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、テキストプロパティ
を使用します。
テキストサイズ
コンボボックスのドロップダウンリストからサイズを選択します。許可されている値は、以下のとおりです: 一番小さい|小さ
い|中|大きい|一番大きい。各プラットフォームまたはデバイスは文字のサイズのための自身のピクセルの高さを有しま
す。ですから、デフォルトのピクセルでのテキストのサイズは、クライアント特有のピクセルの高さであり、中 の値に対応し
ます。
mt-font-height 関数を使用して、他の値を生成すること
ができます。例えば、デバイスの'一番大きい'に対応
する数値よりも120% 大きいサイズを表示する場合、次のXPath 式をのTextSize 値として使用します: mtfont-height('largest', 'px') * 1.2 。関数は '一番大きい'サイズに対応する数値 (ピクセル)を
生成します。この値は、'一番大きい'の120% に対応する値を得るために1.2 倍されます。

iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
テキストサイズの自動調整
テキストサイズをコントロールの幅にフィ
ットするようにフォントのサイズの50％まで縮小するかを設定します。プロパティ
の
値は、以下のとおりです : 個別 (true) | オフ(false) | グループ X. デフォルトは、オフ(false)です。
9つのグループの1つに対して設定されている場合、コントロールのグループに属するコントロールがグループの番号により
識別されます。グループにコントロールを追加する場合、コントロールを選択し、グループに割り当てます。すべてのコント
ロールのテキストサイズは、自動的にフィ
ットするために計算が行われた後、グループ内の最も小さいフォントサイズと同じ
大きさに自動的に調整されます。このプロパティ
により、コントロールの選択されたセットが、統一された適切なサイズを有
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するように設定することができ、試行錯誤することなく
、コントロールのグループの最適なサイズを見つけることができます。
Multiline プロパティ
がtrue に設定されている場合、自動的にフィ
ットする機能を使用することはできません。

メモ: テキストサイズを自動的に調整するはクライアントでは使用することができません。
太字テキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
イタリックテキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
テキストの下線
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
背景色 (無効化済み)
オブジェクトが無効化されているときのオブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。
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パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
高さのコントロール
高さのコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 高さのコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 高さのコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

効果としては、fill_parent は最大の高さを作成し、wrap_content は最小の高さを作成します。イメージ
およびチャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは、fill_parent です。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
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MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
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ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
タブの順序
タブの順序のプロパティ
は、値として整数を取り、または、整数を評価するXPath 式を取ります。この整数の数はタブの

順序のシーケンス内のコントロールの位置です。
タブの順序は、Tab キーをクライアントデバイスのニューザーがクリックすると、フォーカスを受けるコントロール内のシーケン
スを指します。「ページ | タブの順序を表示/
定義する」メニューコマンドを使用してページのすべてのコントロールの
視覚的なコンテキスト内のタブの順序のシーケンスの全体を素早く
設定することができます。個別のコントロールのタブの
順序 プロパティ
は、そのコントロールのみのシーケンスのポジショ
ンを設定します。
メモ:

タブの順序機能は、Web とWindows クライアント上でのみ使用することができます。

入力/
エスケープ時
以下の3つの値の1つを取ります:
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入力時: 入力 キーがタッ
プされると、このコントロールにフォーカスが与えられるように指定し、クリックされます。
エスケープ時: エスケープキーがタッ
プされると、このコントロールにフォーカスが与えられるように指定し、クリックさ

れます。
無し: キーが押された場合でも、アクショ
ンは発生しません。これはデフォルトの値です。
XPath 式が値を生成するために使用されている場合、式は "入力時"または "エスケープ時"に対して評価され
る必要があります。ページ上の1つ以上のコントロールに同じ値 (入力時 または エスケープ時) が与えられると、キーが
タップされると、値を持つ最初に表示され、有効化されているコントロールが選択されます (Visible と有効/編集可
能 プロパティ
を参照してく
ださい)。
この設定は コントロールのクリック時 アクショ
ンを設定するために、ダイアログを使用しておこなうことができます (次を参
照してく
ださい: コントロールイベント)。
メモ: この機能は Web クライアントとWindows クライアント上のみで使用することができます。
スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

322

コントロールとコントロールイベント

コントロール

チャート
チャートコントロールによりソースデータファイルからのデータをチャートのフォームとして表示することが可能になります。使用
可能なチャートの種類 は次のとおりです: 円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、面グラフ、ローソク足チャート、ゲージチャート。
X軸、Y軸、および他のチャートのコンポーネントはXPath 式により選択されます。XPath 式のコンテキストノードは、ソー
スデータツリーからドラッグして、デザインのチャートコントロールにドロップして設定します。
ページ内のチャートの表示設定は[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されます。チャートの種類、データの選択、および表
示の設定は、チャート構成ダイアログで定義されます。このダイアログは チャート設定プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンを
クリックして、またはデザインのチャートをダブルクリックしてアクセスすることができます。
チャートの構成についての詳細はチャートのセクショ
ンを参照してく
ださい。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

チャートイベント
チャートのクリック時 イベントを使用することができます。チャートのチャートのクリック時 イベントためのアクショ
ンを定義する
には、 チャートを右クリックして、表示されるコンテキストメニューからチャートのクリック時のためのコントロールアクショ
ンを選
択します。これによりチャートイベントのためのアクショ
ンダイアログを表示します。 このイベントのために定義されることのできる
アクショ
ンの詳細は、アクショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。
チャートのクリック時 (クリック時、長いクリック時)
エンドユーザーはコントロールを次の方法でクリックすることができます: 短いタップまたは長押し。異なるアクショ
ンのシー
ケンスは、クリックの各種類により指定することができます。アクショ
ンの追加シーケンスは、エンドユーザークリックの後に実
行することができます。この追加シーケンスは、長いクリックイベントの後に定義することができます。

クリック: コントロールをタップすると実行されるアクショ
ン(左上のスクリーンショ
ットを参照)。
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長いクリック: タップよりも長く
コントロールが押された時に実行されるアクショ
ン(中央のスクリーンショ
ットを参
照)。
追加アクション: クリックまたは長いクリックアクショ
ンが実行された後に実行されるアクショ
ン(右上のスクリーン
ショ
ットを参照)。クリックまたは長いクリックにアクショ
ンが設定されていない場合、追加アクショ
ンがクリックまた
は長いクリックに対して直接実行されます。
異なるクリックイベントに対してアクショ
ンをまとめることができます。例えば下のサンプルに表示されているようにアクショ
ン
をまとめることができます。

上のスクリーンショ
ットはクリックと長いクリックイベントに定義されたアクショ
ンのシーケンスがあることを表示しています。追
加メッセージボックスイベントは長いクリックイベントの後に定義されています。このメッセージボックスイベントは、クリックお
よび長いクリックのアクショ
ンのシーケンスが終了した後に実行されます。

チャートプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
チャート設定
[追加ダイアログ] ボタンをクリックしてチャート構成ダイアログを表示します。このダイアログでする設定は、現在デザイン
で選択されているチャートに適用されます。チャートの構成方法についての説明はチャートのセクショ
ンを参照してく
ださ
い。
ID
このプロパティ
はチャートを繰り返しテーブルまたは動的テーブルの繰り返し行内に配置する時に入力される必要があり
ます。ID プロパティ
はどの文字列を使用することができますが、インスタンスを作成するチャートのために異なるID に対
して評価されなければなりません。これは、動的 XPath 式をプロパティ
の値として割り当てることで達成できます。
ロード前に作成する
コンボボックスで、希望する値を以下から選択します: true または false。true の場合、チャートまたは
Base64 イメージはページのロード前に作成されます。のfalse 場合は、ページソースアクショ
ンはチャートまたはイメ
ージの作成に使用されなければなりません。デフォルトは true です。
チャート作成の幅
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生成されるチャートの幅をピクセルで設定します。[XPath 編集] アイコンをクリックして、表示されるダイアログに数字
の値を返す式を入力します。この値が生成されるチャートのピクセルで示される幅となります。

チャート生成の高さ
生成されるチャートの高さをピクセルで設定します。[XPath 編集] アイコンをクリックして、表示されるダイアログに数字
の値を返す式を入力します。この値が生成されるチャートのピクセルで示される高さとなります。
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
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MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
コントロールの高さをキャンバスの高さに制限する
許可されている値 (true または false) をコンボボックスから選択します。コントロールの高さがデバイスの高さを超え
る場合、true の値はデバイスの表示の高さを制約します。デフォルトは true です。

余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
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することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
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コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
入力/
エスケープ時
以下の3つの値の1つを取ります:
入力時: 入力 キーがタッ
プされると、このコントロールにフォーカスが与えられるように指定し、クリックされます。
エスケープ時: エスケープキーがタッ
プされると、このコントロールにフォーカスが与えられるように指定し、クリックさ

れます。
無し: キーが押された場合でも、アクショ
ンは発生しません。これはデフォルトの値です。
XPath 式が値を生成するために使用されている場合、式は "入力時"または "エスケープ時"に対して評価され
る必要があります。ページ上の1つ以上のコントロールに同じ値 (入力時 または エスケープ時) が与えられると、キーが
タップされると、値を持つ最初に表示され、有効化されているコントロールが選択されます (Visible と有効/編集可
能 プロパティ
を参照してく
ださい)。
この設定は コントロールのクリック時 アクショ
ンを設定するために、ダイアログを使用しておこなうことができます (次を参
照してく
ださい: コントロールイベント)。
メモ: この機能は Web クライアントとWindows クライアント上のみで使用することができます。
スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

328

コントロールとコントロールイベント

コントロール

チェック ボックス
チェックボックスによりノードのコンテンツに1 つまたは 2 つの値を入力することが可能になります。この方法で、ユーザーは 1
つまたは 2 つの特定の値から選択するように制約されます。チェックボックスを挿入する時、チェックボックスがチェックボックスの
テキストの右側または左側になるかを指定することができます。チェックボックスには次の2 つの重要なプロパティ
があります:
チェックボックスに伴うテキスト。テキストは(テキストプロパティ
の値として入力された; 下を参照) 静的テキストまた
は XPath 式を介して得られた動的な値であることができます。
チェックされたまたはチェックされていないチェックボックスにそれぞれ割り当てられた値。これらの値はチェック ボックス
プロパティ(下を参照)で割り当てられます。ノードが値を受け取るように指定する場合、(チェックボックスにノードをド
ラッグして)データソースノードへのチェックボックスからのページソースリンクを作成します。
チェックボックスには、エンドユーザーがチェックボックスの選択を行うとトリガーされる編集の終了時 イベントがあります。このイ
ベントのアクショ
ンを定義するには、コントロール アクションのプロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックします。これにより
必要なアクショ
ンを指定することのできる[コントロールアクショ
ン] ダイアログが表示されます。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

チェックボックス イベント
編集の終了時 イベント を使用すること
ができます。このイベントのために定義されることのできるアクショ
ンの詳細は、アク
ショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。

チェック ボックスのプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
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テキスト
テキストプロパティ
は以下の値から取得されます:
コントロールで表示される固定値テキスト文字列
データソースのノードからデータを取得し、コントロールでこの値を表示するXPath 式
編集する値フィ
ールドをダブルクリックします、または、XPath ツールバーボタンをクリックして、必要なテキストを生成す
るXPath 式を入力します。コントロールの一部にはプロパティ
値を入力するための2 通りの方法があります: プロパティ
を右クリックして、コンテキストメニューから方法を選択します (固定値または XPath)。他のコントロールに関しては、プ
ロパティ
の入力方法は 1 つしかありません。

メモ: $MTControlValue 変数を、テキストプロパティ
の値を生成するために使用することは、できません。使用さ
れた場合、検証エラーの結果が発生します。
複数行
複数行の入力/
表示のオンまたはオフ(true/false) を設定します。デフォルトは false です。
チェックされた値 (true/false)
選択された/
選択されていない状態のコントロールにXML データの値を与えます。[追加ダイアログ] ボタンをクリックし
て、チェックされた値の編集ダイアログを表示します(下のスクリーンショ
ット)。チェックされた(選択された)またはチェックさ
れていない(選択されていない)状態の値を入力します。エンドユーザーにより選択されたコントロールの状態(選択され
た/
選択されていない)に対応した値がコントロールに関連付けられたXML ノードのデータとして入力されます。
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XPath から値を取得する
XPath 式により返された値はコントロールに表示されます。これにより、特定のコントロールに表示する値を入力する別
の方法が有効化されます。例えば、コンボボックスはページソースノードまたは XPath から値を取得 プロパティ
の返り値
から表示する値を得ることができます。
メモ: $MTControlValue 変数を、XPath から値を取得プロパティ
の値を生成するために使用することはできま
せん。使用されると検証エラーの結果が発生します。
値の自動修正
コントロールには 2 つの状態があります: チェックされたおよびチェックされていない状態です。各状態は少なく
とも1 つの
XML 値に関連付けられています。これらのXML 値はチェックされた値 プロパティ
で定義されています。
値の自動修正 プロパティ
には 2 つの可能な値があります: true または false です。プロパティが true に設定され
ている場合、XML 値は、チェックされた値 プロパティのチェックされた、およびチェックされていない状態で定義された値に自動
的に修正されます。例えば、チェックされた XML 値が[子供]の値を持ち、そして、チェックされていない XML 値が[大人]
の値を持ち、コントロールがチェックされている場合、何かが入力されると、XML 値は[子供]に修正されます。コントロー
ルがチェックされていない場合、XML 値は [大人]になります。1 つ以上のXML 値がチェックされた状態にある場

合、最初のXML 値が修正に使用されます。例えば、コントロールがコントロールの状態に無効な XML 値のコンテン
ツを持つノードと関連付けられている場合、修正が必要です。
チェックマークの位置
コントロールのテキストに相対するチェックボックスの位置をテキストの左または右側に設定します: デフォルトはオペレー
ティ
ングシステムのデフォルトです。
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

有効化された/
編集可能な
コントロールは、プロパティ
の値がtrue (有効化) または false (無効化) であるかにより、有効化または無効化さ
れています。(コンボボックスから選択または、値フィ
ールドをダブルクリックして希望する値を入力することで)値を直接入
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力することができます。値は、ブール値のtrue または false を評価するXPath 式であることもできます。デフォル
トの値は true です。典型的な 有効化/編集可能なプロパティの XPath 式は、ノードの存在または値をチェックしま
す。式がtrue と評価した場合、コントロールが有効化されます。
テキストの色
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
テキストの色 (無効化済み)
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、テキストプロパティ
を使用します。
テキストサイズ
コンボボックスのドロップダウンリストからサイズを選択します。許可されている値は、以下のとおりです: 一番小さい|小さ
い|中|大きい|一番大きい。各プラットフォームまたはデバイスは文字のサイズのための自身のピクセルの高さを有しま
す。ですから、デフォルトのピクセルでのテキストのサイズは、クライアント特有のピクセルの高さであり、中 の値に対応し
ます。
mt-font-height 関数を使用して、他の値を生成すること
ができます。例えば、デバイスの'一番大きい'に対応
する数値よりも120% 大きいサイズを表示する場合、次のXPath 式をのTextSize 値として使用します: mtfont-height('largest', 'px') * 1.2 。関数は '一番大きい'サイズに対応する数値 (ピクセル)を
生成します。この値は、'一番大きい'の120% に対応する値を得るために1.2 倍されます。

iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
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テキストサイズの自動調整
テキストサイズをコントロールの幅にフィ
ットするようにフォントのサイズの50％まで縮小するかを設定します。プロパティ
の
値は、以下のとおりです : 個別 (true) | オフ(false) | グループ X. デフォルトは、オフ(false)です。
9つのグループの1つに対して設定されている場合、コントロールのグループに属するコントロールがグループの番号により
識別されます。グループにコントロールを追加する場合、コントロールを選択し、グループに割り当てます。すべてのコント
ロールのテキストサイズは、自動的にフィ
ットするために計算が行われた後、グループ内の最も小さいフォントサイズと同じ
大きさに自動的に調整されます。このプロパティ
により、コントロールの選択されたセットが、統一された適切なサイズを有
するように設定することができ、試行錯誤することなく
、コントロールのグループの最適なサイズを見つけることができます。
Multiline プロパティ
がtrue に設定されている場合、自動的にフィ
ットする機能を使用することはできません。

メモ: テキストサイズを自動的に調整するはクライアントでは使用することができません。
太字テキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
イタリックテキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
テキストの下線
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
背景色 (無効化済み)
オブジェクトが無効化されているときのオブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

コントロールとコントロールイベント

コントロール

333

水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
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MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
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コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
タブの順序
タブの順序のプロパティ
は、値として整数を取り、または、整数を評価するXPath 式を取ります。この整数の数はタブの

順序のシーケンス内のコントロールの位置です。
タブの順序は、Tab キーをクライアントデバイスのニューザーがクリックすると、フォーカスを受けるコントロール内のシーケン
スを指します。「ページ | タブの順序を表示/
定義する」メニューコマンドを使用してページのすべてのコントロールの
視覚的なコンテキスト内のタブの順序のシーケンスの全体を素早く
設定することができます。個別のコントロールのタブの
順序 プロパティ
は、そのコントロールのみのシーケンスのポジショ
ンを設定します。
メモ:

タブの順序機能は、Web とWindows クライアント上でのみ使用することができます。

スタイルシート
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スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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コンボ ボックス
コンボボックスコントロールは 2 つのパートから成るメカニズムを提供します:
入力テキストとXML 値: コンボボックスの入力テキスト(エンドユーザが閲覧するドロップダウンリスト) およびそれ
に対応する(データソースに入る) XML値は、コンボボックス入力値プロパティ(詳細は下を参照) で指定されます。
関連付けられた XML ノード:[ページソース] ペインからのノードはコンボボックスにドロップされます。これは関連
付けられた、エンドユーザーが選択したコンボボックスの値を受けるXMLノード(またはページソースリンク) です。
エンドユーザーが選択した値をページの他の箇所で使用する場合、ノードのコンテンツは、ノードをコントロールにドラッ
グして、または XPath 式でノードを選択することにより参照されます。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

コンボボックス イベント
編集の終了時 イベント を使用すること
ができます。このイベントのために定義されることのできるアクショ
ンの詳細は、アクショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。

コンボボックスのプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
複数行
複数行の入力/
表示のオンまたはオフ(true/false) を設定します。デフォルトは false です。
コンボボックス入力値
コンボボックスのドロップダウンリストのアイテムのXML データを提供します。[追加ダイアログ] ボタンをクリックしてコン
ボボックスの編集ダイアログ(下のスクリーンショ
ット参照)を表示します。別の方法は、コンボボックスをダブルクリックして
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コンボボックスの編集ダイアログを表示します。

コンボボックスのエントリと値を定義するには以下を行います:
1. 適切なラジオボタンをクリックして値を選択して、エントリと値を定義する方法を選択します: (i) 値のリスト、ま
たは (ii) XPath 式。
2. 値のリストを使用 を選択した場合、コンボボックスのドロップダウンリストに表示されるテキスト、およびこれらの
エントリにマップする値を指定することができます。以下の2 つの選択肢を使用します (i)XML 値としてのエン
トリテキスト、および(ii) テキストから値 マッピング。XPath 式を使用して、値の可視エントリとXML の値
を作成することもできます。XPath 式により返されたシーケンスのアイテムは、可視エントリおよび/
または XML
値に使用されます。以下を指定することができます: (i) 同じXPath 式が可視エントリとXML 値に使用され
る、または (ii) 異なるXPath 式が可視エントリとXML 値に使用される。後者の場合、1 つに1 つずつの
2 つのシーケンス間のアイテムのインデックのスマッピングは、XML 値への可視エントリの対応を決定します。2
つのシーケンスのアイテムの数が同じでない場合、エラーが報告されます。
3. コンボボックスのドロップダウンリストに表示されるアイテムを保管したい場合、値を並べ替えチェックボックスを
チェックします。
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4. [OK] をクリックして終了します。
メモ
XPath 式を使用してコンボボックスのアイテムのリストを選択することにより、データソースからの動的なエントリ
を持つコンボボックスを作成することができます。
コンボボックスのドロップダウンリストのアイテムはデータソースから取得され、デフォルトではドキュメントの順番に
表示されます。
XPath から値を取得する
XPath 式により返された値はコントロールに表示されます。これにより、特定のコントロールに表示する値を入力する別
の方法が有効化されます。例えば、コンボボックスはページソースノードまたは XPath から値を取得 プロパティ
の返り値
から表示する値を得ることができます。
メモ: $MTControlValue 変数を、XPath から値を取得プロパティ
の値を生成するために使用することはできま
せん。使用されると検証エラーの結果が発生します。
値の自動修正
2 つの可能な値があります: true または false です。true に設定されている場合、ドロップダウンリストの表示
アイテムを自動的に修正して、リストで定義されたアイテムが表示されます。定義されていないアイテムは削除されます。
例えば、コンボボックスのページソースリンクノードを介して定義されていないアイテムをリストに入れることができます。
票視される値が自動修正された場合、ドロップダウンリストのアイテムは定義された順番に表示されます。プロパティ
のデ
フォルトの値は false です。
複数の選択
コンボボックスに複数の値の選択を許可するか(true/false).設定します。デフォルトは、false です。
コンボボックスは、通常1つのみを選択することのできる複数のオプショ
ンを提供します。MobileTogether ソリューショ
ン
内で、選択されたオプショ
ンに対応する値はページソースノードに書き込まれます。
複数の選択 プロパティ
がtrue に設定されている場合、ユーザーは1つ以上のオプショ
ンを選択することができます。選

択されたオプショ
ンのそれぞれに対応する値は、単一の文字列に結合され、関連したページソースノードに入力されま
す。文字列が構成されると、選択された値が複数の選択セパレーター プロパティ
内で指定されているセパレーターによ
り釘枯れます。
下のスクリーンショ
ット内で、選択されたオプショ
ンに対応する値は、(カンマのセパレーターを持つ) 単一の文字列に結
合され、weekDay 属性ノードに挿入されます。セパレーターは複数の選択 セパレーター プロパティ
を使用して選択
されます (下を参照)。
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メモ: 複数の選択を含むノード内の値が個別に読み取られる必要がある場合、文字列は文字列を構築する際に
使用されたセパレーターと同じセパレーターを使用してトークン化される必要があります。

複数の選択セパレーター
複数の選択 プロパティ
がtrue に設定されている場合、このプロパティ
は有効化にされます。返される文字列内でセパ
レーターが使用されるように指定します。詳細に関しては、複数の選択 プロパティ
を参照してく
ださい。
使用することのできる選択肢から選択、または、セパレーターとして使用する文字を入力します。
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
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合、検証エラーの結果が発生します。

有効化された/
編集可能な
コントロールは、プロパティ
の値がtrue (有効化) または false (無効化) であるかにより、有効化または無効化さ
れています。(コンボボックスから選択または、値フィ
ールドをダブルクリックして希望する値を入力することで)値を直接入
力することができます。値は、ブール値のtrue または false を評価するXPath 式であることもできます。デフォル
トの値は true です。典型的な 有効化/編集可能なプロパティの XPath 式は、ノードの存在または値をチェックしま
す。式がtrue と評価した場合、コントロールが有効化されます。
テキストの色
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
テキストの色 (無効化済み)
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、テキストプロパティ
を使用します。
テキストサイズ
コンボボックスのドロップダウンリストからサイズを選択します。許可されている値は、以下のとおりです: 一番小さい|小さ
い|中|大きい|一番大きい。各プラットフォームまたはデバイスは文字のサイズのための自身のピクセルの高さを有しま
す。ですから、デフォルトのピクセルでのテキストのサイズは、クライアント特有のピクセルの高さであり、中 の値に対応し
ます。
mt-font-height 関数を使用して、他の値を生成すること
ができます。例えば、デバイスの'一番大きい'に対応
する数値よりも120% 大きいサイズを表示する場合、次のXPath 式をのTextSize 値として使用します: mtfont-height('largest', 'px') * 1.2 。関数は '一番大きい'サイズに対応する数値 (ピクセル)を
生成します。この値は、'一番大きい'の120% に対応する値を得るために1.2 倍されます。

iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
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ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
テキストサイズの自動調整
テキストサイズをコントロールの幅にフィ
ットするようにフォントのサイズの50％まで縮小するかを設定します。プロパティ
の
値は、以下のとおりです : 個別 (true) | オフ(false) | グループ X. デフォルトは、オフ(false)です。
9つのグループの1つに対して設定されている場合、コントロールのグループに属するコントロールがグループの番号により
識別されます。グループにコントロールを追加する場合、コントロールを選択し、グループに割り当てます。すべてのコント
ロールのテキストサイズは、自動的にフィ
ットするために計算が行われた後、グループ内の最も小さいフォントサイズと同じ
大きさに自動的に調整されます。このプロパティ
により、コントロールの選択されたセットが、統一された適切なサイズを有
するように設定することができ、試行錯誤することなく
、コントロールのグループの最適なサイズを見つけることができます。
Multiline プロパティ
がtrue に設定されている場合、自動的にフィ
ットする機能を使用することはできません。

メモ: テキストサイズを自動的に調整するはクライアントでは使用することができません。
太字テキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
イタリックテキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
テキストの下線
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
背景色 (無効化済み)
オブジェクトが無効化されているときのオブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
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メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
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長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
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$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。

上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
タブの順序
タブの順序のプロパティ
は、値として整数を取り、または、整数を評価するXPath 式を取ります。この整数の数はタブの

順序のシーケンス内のコントロールの位置です。
タブの順序は、Tab キーをクライアントデバイスのニューザーがクリックすると、フォーカスを受けるコントロール内のシーケン
スを指します。「ページ | タブの順序を表示/
定義する」メニューコマンドを使用してページのすべてのコントロールの
視覚的なコンテキスト内のタブの順序のシーケンスの全体を素早く
設定することができます。個別のコントロールのタブの
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順序 プロパティ
は、そのコントロールのみのシーケンスのポジショ
ンを設定します。

メモ:

タブの順序機能は、Web とWindows クライアント上でのみ使用することができます。

スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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日付
日付コントロールはデータソースのノードから得られた日付をフォーマットするために使用されます。異なる地域のために異な
る日付をフォーマットする際に役に立ちます。例えば: 12-31-2014 (米国フォーマット) と31-12-2014 (欧州フォーマッ
ト)。日付/時刻 フォーマット文字列プロパティ
でフォーマットは定義されています (詳細は下を参照)。ソースノードコンテン
ツは、XSD 仕様で定義されたとおりの正確な構文フォーマットである必要があります: YYYY-MM-DD。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

日付イベント
編集の終了時 イベント を使用すること
ができます。このイベントのために定義されることのできるアクショ
ンの詳細は、アク

ショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。

日付のプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
日付/
時刻フォーマット文字列
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、表示されるフォーマットダイアログに日付、時刻または日時を入力します (下の
スクリーンショ
ット)。
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フォーマットは、xs:date (日付コントロール)、 xs:time (時刻コントロール)、または xs:dateTime (日付、
時刻、日時コントロール)構文フォームが正しい場合、コントロールのコンテンツに適用されます。基本的な例は:
xs:date: 2014-12-31
xs:time: 23:59:59
xs:dateTime: 2014-12-31T23:59:59
日付/
時刻フォーマット言語
コンボボックスのドロップダウンリストでサポートされる言語 (英語、ドイツ語、スペイン語、日本語) から言語を選択しま
す。選択された言語は、日付/時刻 フォーマット文字列 プロパティ
で設定された日付/
時刻 フォーマットに使用されま
す。(上の説明を参照)。月と週の曜日の名前がフォーマット文字列で使用されている場合、これらはこのプロパティ
で
選択された言語で表示されます。デフォルトの言語は英語です。
時間処理
値の時間の部分をどのように処理するか指定します。3 つの使用可能なオプショ
ンがあります:
時間のカットは時間の部分を削除します。
時間をゼロにセットは時間の部分をキープしますが、00:00:00 に変更します。
時間をキープは時間の部分をキープします。

コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
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た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に
表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

有効化された/
編集可能な
コントロールは、プロパティ
の値がtrue (有効化) または false (無効化) であるかにより、有効化または無効化さ
れています。(コンボボックスから選択または、値フィ
ールドをダブルクリックして希望する値を入力することで)値を直接入
力することができます。値は、ブール値のtrue または false を評価するXPath 式であることもできます。デフォル
トの値は true です。典型的な 有効化/編集可能なプロパティの XPath 式は、ノードの存在または値をチェックしま
す。式がtrue と評価した場合、コントロールが有効化されます。
アサーショ
ン
コントロールのアサーショ
ンを有効にするための条件を設定します。アサーショ
ンが無効な場合アサーション メッセージのプ
ロパティ(下を参照) のテキストはアサーショ
ンメッセージコントロールに表示されます。(複数のアサーショ
ンメッセージ
コントロールが存在する場合、これらのコントロールは アサーションメッセージ プロパティ
のテキストを表示します。) プロパ
ティ
のXPath アイコンをクリックして、アサーショ
ンを定義するXPath 式を入力します。例えば: XPath 式
LastName != "" はノードLastName は空であっ
てはならないとアサートします。もしこのノードが空の場合、コン
トロールのアサーショ
ンメッセージがページのアサーショ
ンメッセージコントロールに表示されます。
他のコントロールとページもアサーショ
ンを持つことができます。複数の無効なアサーショ
ンがページに存在する場合、最初
の無効のアサーショ
ンが表示されます。コントロールアサーショ
ンはページアサーショ
ンの前に評価され、アサーショ
ンはペー
ジで発生する順番に評価されます。

アサーショ
ンメッセージ
コントロールのアサーショ
ンが有効でない場合、アサーショ
ンメッセージが表示されるように設定します。プロパティ
の値フィ
ー
ルドの内側をダブルクリックしてアサーショ
ンメッセージを編集します。または、XPath ツールバーボタンをクリックして、
XPath 式を入力し必要なテキストを生成します。アサーショ
ンメッセージはアサーショ
ンメッセージコントロール内に表
示されます。例えば: コントロールのアサーショ
ンのXPath 式がLastName != "" の場合、がノードLastName
は空であってはならないとアサートするとします。は空であってはならないとアサートするとします。もしこのノードが空の場
合、コントロールのアサーショ
ンメッセージがページのアサーショ
ンメッセージコントロールが挿入された箇所に表示されま
す。
複数の無効なアサーショ
ンがページに存在する場合、(ページにアサーショ
ンが表示される順番の) 最初の無効なアサー
ショ
ンのアサーショ
ンメッセージが表示されます。コントロールアサーショ
ンはページアサーショ
ンの前に評価され、アサーショ
ンはページで発生する順番に評価されます。
テキストの色
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
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テキストの色 (無効化済み)
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、テキストプロパティ
を使用します。
テキストサイズ
コンボボックスのドロップダウンリストからサイズを選択します。許可されている値は、以下のとおりです: 一番小さい|小さ
い|中|大きい|一番大きい。各プラットフォームまたはデバイスは文字のサイズのための自身のピクセルの高さを有しま
す。ですから、デフォルトのピクセルでのテキストのサイズは、クライアント特有のピクセルの高さであり、中 の値に対応し
ます。
mt-font-height 関数を使用して、他の値を生成すること
ができます。例えば、デバイスの'一番大きい'に対応
する数値よりも120% 大きいサイズを表示する場合、次のXPath 式をのTextSize 値として使用します: mtfont-height('largest', 'px') * 1.2 。関数は '一番大きい'サイズに対応する数値 (ピクセル)を
生成します。この値は、'一番大きい'の120% に対応する値を得るために1.2 倍されます。

iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
テキストサイズの自動調整
テキストサイズをコントロールの幅にフィ
ットするようにフォントのサイズの50％まで縮小するかを設定します。プロパティ
の
値は、以下のとおりです : 個別 (true) | オフ(false) | グループ X. デフォルトは、オフ(false)です。
9つのグループの1つに対して設定されている場合、コントロールのグループに属するコントロールがグループの番号により
識別されます。グループにコントロールを追加する場合、コントロールを選択し、グループに割り当てます。すべてのコント
ロールのテキストサイズは、自動的にフィ
ットするために計算が行われた後、グループ内の最も小さいフォントサイズと同じ
大きさに自動的に調整されます。このプロパティ
により、コントロールの選択されたセットが、統一された適切なサイズを有
するように設定することができ、試行錯誤することなく
、コントロールのグループの最適なサイズを見つけることができます。
Multiline プロパティ
がtrue に設定されている場合、自動的にフィ
ットする機能を使用することはできません。
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メモ: テキストサイズを自動的に調整するはクライアントでは使用することができません。
太字テキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
イタリックテキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
テキストの下線
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
背景色 (無効化済み)
オブジェクトが無効化されているときのオブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
ヒント
エンドユーザーにテキスト化したヒントを与えます。例えば、エンドユーザーがコントロールを使用して実行するアクショ
ンに
ついてのヒントを提供します。プロパティ
の値フィ
ールドの内側をダブルクリックして、テキスト化したヒントを編集します。ま
たは、XPath ツールバーボタンをクリックして、XPath 式を入力して必要なテキストを生成します。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
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fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
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左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
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イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
タブの順序
タブの順序のプロパティ
は、値として整数を取り、または、整数を評価するXPath 式を取ります。この整数の数はタブの

順序のシーケンス内のコントロールの位置です。
タブの順序は、Tab キーをクライアントデバイスのニューザーがクリックすると、フォーカスを受けるコントロール内のシーケン
スを指します。「ページ | タブの順序を表示/
定義する」メニューコマンドを使用してページのすべてのコントロールの
視覚的なコンテキスト内のタブの順序のシーケンスの全体を素早く
設定することができます。個別のコントロールのタブの
順序 プロパティ
は、そのコントロールのみのシーケンスのポジショ
ンを設定します。
メモ:

タブの順序機能は、Web とWindows クライアント上でのみ使用することができます。

スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
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LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル

内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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日時 (iOS)
日時コントロールは iOS クライアントデバイスのみで使用が可能で、データソースのノードから得られた日時をフォーマットする
ために使用されます。異なる地域のために異なる日付をフォーマットする際に役に立ちます。例えば: 12-31-2014 (米国
フォーマット) と31-12-2014 (欧州フォーマット)。日付/時刻 フォーマット文字列プロパティ
でフォーマットは定義されていま
す (詳細は下を参照)。ソースノードコンテンツは、XSD 仕様で定義されたとおりの正確な構文フォーマットである必要が
あります: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS。任意のタイムゾーンとミリ秒の部分は許可されています。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

日時イベント
編集の終了時 イベント を使用すること
ができます。このイベントのために定義されることのできるアクショ
ンの詳細は、アク

ショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。

日時プロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
日付/
時刻フォーマット文字列
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、表示されるフォーマットダイアログに日付、時刻または日時を入力します (下の
スクリーンショ
ット)。
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フォーマットは、xs:date (日付コントロール)、 xs:time (時刻コントロール)、または xs:dateTime (日付、
時刻、日時コントロール)構文フォームが正しい場合、コントロールのコンテンツに適用されます。基本的な例は:
xs:date: 2014-12-31
xs:time: 23:59:59
xs:dateTime: 2014-12-31T23:59:59
日付/
時刻フォーマット言語
コンボボックスのドロップダウンリストでサポートされる言語 (英語、ドイツ語、スペイン語、日本語) から言語を選択しま
す。選択された言語は、日付/時刻 フォーマット文字列 プロパティ
で設定された日付/
時刻 フォーマットに使用されま
す。(上の説明を参照)。月と週の曜日の名前がフォーマット文字列で使用されている場合、これらはこのプロパティ
で
選択された言語で表示されます。デフォルトの言語は英語です。
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
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メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

有効化された/
編集可能な
コントロールは、プロパティ
の値がtrue (有効化) または false (無効化) であるかにより、有効化または無効化さ
れています。(コンボボックスから選択または、値フィ
ールドをダブルクリックして希望する値を入力することで)値を直接入
力することができます。値は、ブール値のtrue または false を評価するXPath 式であることもできます。デフォル
トの値は true です。典型的な 有効化/編集可能なプロパティの XPath 式は、ノードの存在または値をチェックしま
す。式がtrue と評価した場合、コントロールが有効化されます。
アサーショ
ン
コントロールのアサーショ
ンを有効にするための条件を設定します。アサーショ
ンが無効な場合アサーション メッセージのプ
ロパティ(下を参照) のテキストはアサーショ
ンメッセージコントロールに表示されます。(複数のアサーショ
ンメッセージ
コントロールが存在する場合、これらのコントロールは アサーションメッセージ プロパティ
のテキストを表示します。) プロパ
ティ
のXPath アイコンをクリックして、アサーショ
ンを定義するXPath 式を入力します。例えば: XPath 式
LastName != "" はノードLastName は空であっ
てはならないとアサートします。もしこのノードが空の場合、コン
トロールのアサーショ
ンメッセージがページのアサーショ
ンメッセージコントロールに表示されます。
他のコントロールとページもアサーショ
ンを持つことができます。複数の無効なアサーショ
ンがページに存在する場合、最初
の無効のアサーショ
ンが表示されます。コントロールアサーショ
ンはページアサーショ
ンの前に評価され、アサーショ
ンはペー
ジで発生する順番に評価されます。

アサーショ
ンメッセージ
コントロールのアサーショ
ンが有効でない場合、アサーショ
ンメッセージが表示されるように設定します。プロパティ
の値フィ
ー
ルドの内側をダブルクリックしてアサーショ
ンメッセージを編集します。または、XPath ツールバーボタンをクリックして、
XPath 式を入力し必要なテキストを生成します。アサーショ
ンメッセージはアサーショ
ンメッセージコントロール内に表
示されます。例えば: コントロールのアサーショ
ンのXPath 式がLastName != "" の場合、がノードLastName
は空であってはならないとアサートするとします。は空であってはならないとアサートするとします。もしこのノードが空の場
合、コントロールのアサーショ
ンメッセージがページのアサーショ
ンメッセージコントロールが挿入された箇所に表示されま
す。
複数の無効なアサーショ
ンがページに存在する場合、(ページにアサーショ
ンが表示される順番の) 最初の無効なアサー
ショ
ンのアサーショ
ンメッセージが表示されます。コントロールアサーショ
ンはページアサーショ
ンの前に評価され、アサーショ
ンはページで発生する順番に評価されます。
テキストの色
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
テキストサイズ
コンボボックスのドロップダウンリストからサイズを選択します。許可されている値は、以下のとおりです: 一番小さい|小さ
い|中|大きい|一番大きい。各プラットフォームまたはデバイスは文字のサイズのための自身のピクセルの高さを有しま
す。ですから、デフォルトのピクセルでのテキストのサイズは、クライアント特有のピクセルの高さであり、中 の値に対応し
ます。
mt-font-height 関数を使用して、他の値を生成すること
ができます。例えば、デバイスの'一番大きい'に対応
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する数値よりも120% 大きいサイズを表示する場合、次のXPath 式をのTextSize 値として使用します: mtfont-height('largest', 'px') * 1.2 。関数は '一番大きい'サイズに対応する数値 (ピクセル)を
生成します。この値は、'一番大きい'の120% に対応する値を得るために1.2 倍されます。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
太字テキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
イタリックテキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
テキストの下線
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
ヒント
エンドユーザーにテキスト化したヒントを与えます。例えば、エンドユーザーがコントロールを使用して実行するアクショ
ンに
ついてのヒントを提供します。プロパティ
の値フィ
ールドの内側をダブルクリックして、テキスト化したヒントを編集します。ま
たは、XPath ツールバーボタンをクリックして、XPath 式を入力して必要なテキストを生成します。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
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幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
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計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
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iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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編集フィールド
編集フィ
ールドはエンドユーザからの入力を許可するために使用されます。エンドユーザーの入力をXML ノードに保管する
場合、(データソースからコントロールにノードをドロップすることにより) デザインにこのノードとの関連付けが必要になります。こ
の場合、有効/編集可能 プロパティ
をtrue に設定して、編集フィ
ールドが編集可能であることを確認してく
ださい。関連
付けられたノードの値は編集フィ
ールドに表示されます。エンドユーザーが編集フィ
ールドを修正すると、関連付けられたノード
は自動的に更新されます。
ノードを編集フィ
ールドに関連付ける代わりに、編集フィ
ールドのコンテンツを、テキストプロパティ
のXPath 式により定義する
ことができます(下を参照)。XPath 式がXML ノードをロケートする場合、効果はコントロールにノードをドロップすることと
同じです。XPath 式は出力の計算、および、編集フィ
ールドの表示にも使用することができます。この場合、有効/編集可
能プロパティ
はに自動的にfalse 設定され、編集することができません。機能は[ラベル] コントロールと同じになります。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

編集フィールドイベント
入力中 イベント を使用すること
ができます。このイベントのために定義されることのできるアクショ
ンの詳細は、アクショ
ンのセ
クショ
ンを参照してく
ださい。

編集フィールドのプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
キーボード
データ入力をアクティ
ブ化するためにエンドユーザーのキーボードの種類を設定します。コンボボックスのドロップダウンリスト
の次のオプショ
ンから1 つ選択してく
ださい:
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テキスト
番号
パスワード
電子メール
URI
電話番号
テキスト
テキストプロパティ
は以下の値から取得されます:
コントロールで表示される固定値テキスト文字列
データソースのノードからデータを取得し、コントロールでこの値を表示するXPath 式
編集する値フィ
ールドをダブルクリックします、または、XPath ツールバーボタンをクリックして、必要なテキストを生成す
るXPath 式を入力します。コントロールの一部にはプロパティ
値を入力するための2 通りの方法があります: プロパティ
を右クリックして、コンテキストメニューから方法を選択します (固定値または XPath)。他のコントロールに関しては、プ
ロパティ
の入力方法は 1 つしかありません。

メモ: $MTControlValue 変数を、テキストプロパティ
の値を生成するために使用することは、できません。使用さ
れた場合、検証エラーの結果が発生します。
複数行
複数行の入力/
表示のオンまたはオフ(true/false) を設定します。デフォルトは false です。
番号フォーマット文字列
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、表示されるフォーマットダイアログに番号フォーマットを入力します (下のスクリー
ンショ
ット)。

コンテンツが数字の場合、フォーマットはコントロールのコンテンツに適用され、デザインではなく
ソリューショ
ンで表示されま
す。
日付/
時刻フォーマット文字列
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、表示されるフォーマットダイアログに日付、時刻または日時を入力します (下の
Altova MobileTogether Designer
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スクリーンショ
ット)。

フォーマットは、xs:date (日付コントロール)、 xs:time (時刻コントロール)、または xs:dateTime (日付、
時刻、日時コントロール)構文フォームが正しい場合、コントロールのコンテンツに適用されます。基本的な例は:
xs:date: 2014-12-31
xs:time: 23:59:59
xs:dateTime: 2014-12-31T23:59:59
日付/
時刻フォーマット言語
コンボボックスのドロップダウンリストでサポートされる言語 (英語、ドイツ語、スペイン語、日本語) から言語を選択しま
す。選択された言語は、日付/時刻 フォーマット文字列 プロパティ
で設定された日付/
時刻 フォーマットに使用されま
す。(上の説明を参照)。月と週の曜日の名前がフォーマット文字列で使用されている場合、これらはこのプロパティ
で
選択された言語で表示されます。デフォルトの言語は英語です。
タイプ中のコントロールアクショ
ンのトリガー
タイプが開始するとコントロールアクショ
ンがすぐにトリガーされます。例えば、タイプを開始するとページを下までスクロール
することができます、またはタイプ中にノードを更新することもできます。プロパティ
の値は true または false です。デ
フォルトの設定は true です。HTML に関しては、設定は常にfalse です。
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
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視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に
表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

有効化された/
編集可能な
コントロールは、プロパティ
の値がtrue (有効化) または false (無効化) であるかにより、有効化または無効化さ
れています。(コンボボックスから選択または、値フィ
ールドをダブルクリックして希望する値を入力することで)値を直接入
力することができます。値は、ブール値のtrue または false を評価するXPath 式であることもできます。デフォル
トの値は true です。典型的な 有効化/編集可能なプロパティの XPath 式は、ノードの存在または値をチェックしま
す。式がtrue と評価した場合、コントロールが有効化されます。
アサーショ
ン
コントロールのアサーショ
ンを有効にするための条件を設定します。アサーショ
ンが無効な場合アサーション メッセージのプ
ロパティ(下を参照) のテキストはアサーショ
ンメッセージコントロールに表示されます。(複数のアサーショ
ンメッセージ
コントロールが存在する場合、これらのコントロールは アサーションメッセージ プロパティ
のテキストを表示します。) プロパ
ティ
のXPath アイコンをクリックして、アサーショ
ンを定義するXPath 式を入力します。例えば: XPath 式
LastName != "" はノードLastName は空であっ
てはならないとアサートします。もしこのノードが空の場合、コン
トロールのアサーショ
ンメッセージがページのアサーショ
ンメッセージコントロールに表示されます。
他のコントロールとページもアサーショ
ンを持つことができます。複数の無効なアサーショ
ンがページに存在する場合、最初
の無効のアサーショ
ンが表示されます。コントロールアサーショ
ンはページアサーショ
ンの前に評価され、アサーショ
ンはペー
ジで発生する順番に評価されます。

アサーショ
ンメッセージ
コントロールのアサーショ
ンが有効でない場合、アサーショ
ンメッセージが表示されるように設定します。プロパティ
の値フィ
ー
ルドの内側をダブルクリックしてアサーショ
ンメッセージを編集します。または、XPath ツールバーボタンをクリックして、
XPath 式を入力し必要なテキストを生成します。アサーショ
ンメッセージはアサーショ
ンメッセージコントロール内に表
示されます。例えば: コントロールのアサーショ
ンのXPath 式がLastName != "" の場合、がノードLastName
は空であってはならないとアサートするとします。は空であってはならないとアサートするとします。もしこのノードが空の場
合、コントロールのアサーショ
ンメッセージがページのアサーショ
ンメッセージコントロールが挿入された箇所に表示されま
す。
複数の無効なアサーショ
ンがページに存在する場合、(ページにアサーショ
ンが表示される順番の) 最初の無効なアサー
ショ
ンのアサーショ
ンメッセージが表示されます。コントロールアサーショ
ンはページアサーショ
ンの前に評価され、アサーショ
ンはページで発生する順番に評価されます。
テキストの色
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
テキストの色 (無効化済み)
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コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、テキストプロパティ
を使用します。
テキストサイズ
コンボボックスのドロップダウンリストからサイズを選択します。許可されている値は、以下のとおりです: 一番小さい|小さ
い|中|大きい|一番大きい。各プラットフォームまたはデバイスは文字のサイズのための自身のピクセルの高さを有しま
す。ですから、デフォルトのピクセルでのテキストのサイズは、クライアント特有のピクセルの高さであり、中 の値に対応し
ます。
mt-font-height 関数を使用して、他の値を生成すること
ができます。例えば、デバイスの'一番大きい'に対応
する数値よりも120% 大きいサイズを表示する場合、次のXPath 式をのTextSize 値として使用します: mtfont-height('largest', 'px') * 1.2 。関数は '一番大きい'サイズに対応する数値 (ピクセル)を
生成します。この値は、'一番大きい'の120% に対応する値を得るために1.2 倍されます。

iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
太字テキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
イタリックテキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
テキストの下線
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
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色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
背景色 (無効化済み)
オブジェクトが無効化されているときのオブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
ヒント
エンドユーザーにテキスト化したヒントを与えます。例えば、エンドユーザーがコントロールを使用して実行するアクショ
ンに
ついてのヒントを提供します。プロパティ
の値フィ
ールドの内側をダブルクリックして、テキスト化したヒントを編集します。ま
たは、XPath ツールバーボタンをクリックして、XPath 式を入力して必要なテキストを生成します。
テキストヒントの色
コントロールのヒントのテキストの色を設定します。このテキストの色はヒントプロパティ
で定義されたテキストの色になりま
す(上を参照)。色選択するために次を行います:
色パレットをクリックして背景色を選択します
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します
値フィ
ールドをダブルクリックして色コードを入力します (例えば、#FF0000)、または XPath ツールバーボタ
ンをクリックしてXPath 式を入力して必要なテキストを生成します。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
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効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
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iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
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に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
タブの順序
タブの順序のプロパティ
は、値として整数を取り、または、整数を評価するXPath 式を取ります。この整数の数はタブの

順序のシーケンス内のコントロールの位置です。
タブの順序は、Tab キーをクライアントデバイスのニューザーがクリックすると、フォーカスを受けるコントロール内のシーケン
スを指します。「ページ | タブの順序を表示/
定義する」メニューコマンドを使用してページのすべてのコントロールの
視覚的なコンテキスト内のタブの順序のシーケンスの全体を素早く
設定することができます。個別のコントロールのタブの
順序 プロパティ
は、そのコントロールのみのシーケンスのポジショ
ンを設定します。
メモ:

タブの順序機能は、Web とWindows クライアント上でのみ使用することができます。

スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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水平線
水平線コントロールにより色と幅をスタイルできる線を追加することができます。
メモ
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。

水平線 イベント
水平線コントロールに関連したイベントはありません。

水平線のプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
線の幅
選択された水平線の幅を(太さ) ピクセルで設定します。コンボボックスのドロップダウンリストから幅の値 (ピクセル) を
選択します、または値フィ
ールドをダブルクリックして、数字の値を入力します。数字の値はピクセルの値として理解されま
す。このために、単位は指定する必要はありません。
線のスタイル
選択された水平線のスタイルを指定します。コンボボックスのドロップダウンリストからオプショ
ンを選択します。デフォルトの
値は実線です。
線の色
選択された水平線の色を選択します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
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メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
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適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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水平線スライダー
水平線スライダーコントロールによりユーザーはスライダーのスケールで値を選択することができます。選択された値は、ページソ
ースノードの値としてページソースリンクを使用して、入力することができます (下のメモ参照してく
ださい)。[スタイル&プ
ロパティ
] ペイン内では、スライダーの最小と最大の値を設定することができ、(下の水平線スライダーのプロパティを参照
してく
ださい)、スライダーを移動中、またはスライダーの移動が完了した後、実行するコントロールアクショ
ンを指定すること
ができます。
コントロールの実行方法には(スライディ
ングアクショ
ンをベースにした)以下にリストされる3つの方法があります:
スライディング中のトリガーコントロールアク
ション

スライダーのトリガーの間隔 (ミリ
秒)

false (デフォルト)

—

継続的にトリガーされるアクショ
ン

true

0

間隔にトリガーされるアクショ
ン

true

1 – 10000

アクションの実行
スライディングが完了後トリガーされ
るアクショ
ン

メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

水平線スライダーイベント
スライドイベント を使用すること
ができます。水平線スライダーイベントのために定義することのできるアクショ
ンについての説明
はアクショ
ンセクショ
ンを参照してく
ださい。

水平線スライダープロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
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クして編集します。
スライダー最小値
スライダーの最小値を設定します。許可されている値は -10000 から10000 です。デフォルトの値は 0 です。0
から100 の間の優先する値を選択し、XPath 式を入力します。
スライダー最大値
スライダーの最大値を設定します。許可されている値は -10000 から10000 です。 デフォルトの値は 100 です。
0 から100 の間の優先する値を選択し、XPath 式を入力します。
スライディ
ング中のコントロールアクショ
ン
true に設定されている場合、コントロールアクショ
ンがスライディ
ング中にトリガーされます。false に設定されている
場合、コントロールアクショ
ンは、スライディングの完了後にトリガーされます。デフォルトは falseです。
スライディ
ングインターバル上のコントロールアクショ
ン(ms)
コントロールアクショ
ンがトリガーされる間隔をミリ秒で指定します。値の範囲は 0 から10000 です。デフォルトは
1000 ms です。値をドロッ
プダウンリストから選択するか、値を入力してく
ださい。
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
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イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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イメージ
イメージコントロールはデザインにイメージを挿入します。挿入に選択されたイメージは URL により参照されるイメージファイ
ル、または Base64 エンコードイメージデータの文字列となることができます。 イメージソースの種類のプロパティ
はイメージ
の2 つの種類を指定します: URL により配置されるファイル、または Base64 文字列。指定するために、データソースノー
ドからイメージ(URL または Base64 文字列) を得て、ノードをイメージコントロールにドロップします。イメージコントロール
のプロパティ
は下にリストされています。
メモ: イメージソースが(URL または Base64 文字列) がシミュレーショ
ン中またはシミュレーショ
ンの実行中に変更され
た場合、イメージは明示的に再ロードアクショ
ンで再ロードされる必要があります。例えば、コンボボックスがイメージ
の選択を変更すると、イメージをターゲットする再ロードアクショ
ンがコンボボックスで定義されなければなりません。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

イメージイベント
イメージのクリック時 イベントを使用することができます。イメージのたイメージのクリック時 イベントめのアクショ
ンを定義するに
は、 イメージを右クリックして、表示されるコンテキストメニューからイメージのクリック時のためのコントロールアクショ
ンを選択
します。これによりイメージイベントのためのアクショ
ンダイアログを表示します。このイベントのために定義されることのできるア
クショ
ンの詳細は、アクショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。
イメージのクリック時 (クリック時、長いクリック時)
エンドユーザーはコントロールを次の方法でクリックすることができます: 短いタップまたは長押し。異なるアクショ
ンのシー
ケンスは、クリックの各種類により指定することができます。アクショ
ンの追加シーケンスは、エンドユーザークリックの後に実
行することができます。この追加シーケンスは、長いクリックイベントの後に定義することができます。

クリック: コントロールをタップすると実行されるアクショ
ン(左上のスクリーンショ
ットを参照)。
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長いクリック: タップよりも長く
コントロールが押された時に実行されるアクショ
ン(中央のスクリーンショ
ットを参
照)。
追加アクション: クリックまたは長いクリックアクショ
ンが実行された後に実行されるアクショ
ン(右上のスクリーン
ショ
ットを参照)。クリックまたは長いクリックにアクショ
ンが設定されていない場合、追加アクショ
ンがクリックまた
は長いクリックに対して直接実行されます。
異なるクリックイベントに対してアクショ
ンをまとめることができます。例えば下のサンプルに表示されているようにアクショ
ン
をまとめることができます。

上のスクリーンショ
ットはクリックと長いクリックイベントに定義されたアクショ
ンのシーケンスがあることを表示しています。追
加メッセージボックスイベントは長いクリックイベントの後に定義されています。このメッセージボックスイベントは、クリックお
よび長いクリックのアクショ
ンのシーケンスが終了した後に実行されます。

イメージプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
イメージソース
イメージソースのプロパティ
の値は次の方法でイメージを参照します:
(PNG BMP などの)バイナリイメージファイルのURL です。プロパティ
の値は URL である必要があります。ファイ
ルの指定ダイアログで選択されます (下の説明参照)。
Base64 エンコード文字列としてイメージファイルが表示されます。プロパティ
の値はBase64 エンコード文字
列である必要があります。直接入力または XML ノードから取得される文字列をXPath 式が提供します。
イメージソースの種類は イメージ ソースの種類 (下の次のプロパティ
を参照) プロパティ
で設定されます。デフォルトでイメ
ージ ソースの種類は URL に設定されています。イメージ ソース プロパティ
は自動的に対応するダイアログを開きます:
url (下を参照)のためのファ
イルの指定ダイアログ、およびbase64 ( Base64 エンコードイメージ参照) のため
のXPath/XQuery の編集ダイアログ。
メモ: イメージソースが(URL または Base64 文字列) がシミュレーショ
ン中またはシミュレーショ
ンの実行中に変更
された場合、イメージは明示的に再ロードアクショ
ンで再ロードされる必要があります。例えば、コンボボックスが
イメージの選択を変更すると、イメージをターゲットする再ロードアクショ
ンがコンボボックスで定義されなければ
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なりません。
ファイルの指定ダイアログ
ファイルをサーバーまたはクライアントから選択する事ができます。相対するラジオボタンのオプショ
ンを選択してく
ださ
い。
ファイルがサーバーに存在する場合
イメージファイルがサーバーに存在する場合、(絶対/相対パスを)参照または(ファイルエイリアスまたはフォルダーエ
イリアス)グローバルリソースを使用して指定する事ができます。使用するオプショ
ンを選択してく
ださい(下のスクリー
ンショ
ット参照)。

絶対/
相対 パス: ファイルを参照するために、絶対および相対パスを入力します。ソリューショ
ンがデプロイ
されると、デフォルトファイルの場所は、MobileTogether Server 設定で定義されているとおり、作業
ディレクトリ への参照で解決されていることに注意してく
ださい。ファイル指定ダイアログのパスが相対の場
合、作業ディレクトリ に対応して解決されます。ファイル指定ダイアログのパスが絶対の場合、デフォルト
ファイルを含むフォルダーは作業ディレクトリ の子孫である必要があります。詳細はプロジェクトファイルの
場所を参照してく
ださい。パスを入力またはファイルを参照することができます。パスはデザインに対して相
対または絶対であることができます。ファイルがデザインファイルと共にサーバーにデプロイされると、ダイアログ
で指定された相対/
絶対パスがファイルにアクセスするために(サーバーのデータベース) 内部で使用されま
す。ファイルがデプロイされていない場合、ファイルは直接サーバーに保管される必要があります。この場合
: (i) ファイルの指定ダイアログで相対パスが選択されている場合、ランタイム時に、この相対パスはサーバ
ー上で(MobileTogether Server 設定で定義された) 作業ディレクトリ を参照して解決されます。
(ii) ファイルの指定ダイアログで絶対パスが選択されている場合、サーバー上でのファイルのフォルダーは作
業ディレクトリ の子孫である必要があります。詳細に関してはプロジェクトファイルの場所のセクショ
ンを参
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照してく
ださい。ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任意で指定することができます。こ
の拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する:ファイルパス内で中間フォルダーが存在しない
場合、ファイルが保存される時に作成されます。このオプショ
ンは保存する場合のみ関連性があります 。
アクショ
ンがファイルのロードのみに制限される場合は、このオプショ
ンは、存在しません。
グローバル リソースファイル エイリアス: コンボボックス内で使用可能なファイルエイリアスを選択しま
す。使用可能なファイルエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで定義されたものです。各ファイル
エイリアスは、異なるファイルリソースを( [ツール | アクティブな構成] により選択された)
MobileTogether Designer で現在アクティ
ブな構成に応じてマップします。詳細は Altova グローバ
ルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。

パス断片化されたグローバル リソースフォルダエイリアス: コンボボックスの使用可能なフォルダーエ
イリアスからフォルダーエイリアスを選択します (下のスクリーンショ
ット参照)。

使用可能なフォルダーエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで現在定義されているものです。各
フォルダーエイリアスは、( [ツール | アクティブな構成] コマンドにより選択された) MobileTogether
Designer で現在アクティ
ブな構成に応じて異なるフォルダーリソースをマップします。パス断片化はリソ
ースファイルへの残りのパスを指定します。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。
ファイルがクライアントに存在する場合
イメージファイルがクライアントに存在する場合、パスを入力またはファイルの場所を選択して指定してく
ださい。また
は、式を使用してXPath パスを構築することもできます。[リセット] ボタンを使用して現在のエントリを削除してく
ださい。
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デザイナーがロード/
保存するファイルを指定することができ、また、エンドユーザーもこれらのファイルを指定することが
できます。ファイル指定すると、この情報はソリューショ
ンに保存され、ファイルはアクショ
ンがトリガーされると、ロード
または保存されます。ユーザーがロードまたは保存されるファイルを選択する場合、アクショ
ンがトリガーされると、クラ
イアントデバイスで参照ダイアログが開かれ、ユーザーがロード/
保存するファイルを入力または選択することができま
す。
メモ:

エンドユーザーがファイルをロードして保存するオプショ
ンは以下のアクショ
ンに対して使用することができます
:印刷 (ソースファイル とターゲットファイル オプショ
ンがあります)、ファイルのロード/
保存、イメージのロー
ド/
保存 バイナリのロード/
保存 。

メモ:

クライアント上のファイルもモバイルデバイス上のSD カードに保存することができます。

ファイル名は(ソリューショ
ンのデザイナーにより)以下で定義されます
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡
張子を任意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合
使用されます。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: ファイルパス内の中間のフォルダーが、クライ
アントで不在の場合、ファイルが保存される際に作成されます。このオプショ
ンは、保存する際にのみ関連
するオプショ
ンです。アクショ
ンがファイルのロードのみに制限されている場合、不在の場合があります。
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デバイスに依存するリソース: ファイルが存在するディ
レクトリを選択します。 Windows Phone/RT
とiOS デバイスでは、許可されるディ
レクトリは既に決まっています。Android デバイスでは、Android
コンボボックスのドロップダウンリスト内のディ
レクトリに追加して、ファイルを入力することができます。
Android とWindows Phone/RT で、デフォルトである、デフォルトを選択すると、MobileTogether
アプリのサンドボックスディ
レクトリが選択されます。iOS デバイスでは、MobileTogether は2つのディ
レ
クトリを作成します: (i) iCloud に保存される再度ダウンロードすることのできるバックアップディ
レクトリ、
(ii) バックアップを必要としないファイルのためのバックアップしないディ
レクトリ。必要に応じてバックアップディ
レクトリまたはバックアップされないディ
レクトリを選択します。Web ブラウザー内では、ファイルはブラウザー
のサンドボックスに相対して検索されます。
シミュレーションのためのファイルのロケーション: ファイルがクライアントに存在するため、シミュレーショ
ン
に中に使用することはできず、シミュレーショ
ン中にクライアントフォルダー内でスタンドインするフォルダーを指
定することができます。このスタンドインフォルダーは、もちろん、デザイン内で指定されたファイルと同じ名前
を持つ必要があります。このフォルダーはオプショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンタブ( ツール | オプション)内
で指定されていなければなりません。
エンドユーザーにより(クライアントデバイス上で)ファイル名が定義される場合
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡
張子を任意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合
使用されます。
任意のファイルフィルター: クライアントデバイス上で開かれる参照ダイアログは、定義された拡張子が許
可されるように、ロードまたは保存されるファイルの型をフィ
ルターします。以下を入力することが可能です:
(i) カンマで区切られた、または、セミコロンで区切られた拡張子のリスト(例: txt,html;xml)、また
は (ii)各文字列アイテムがファイル型の拡張子である文字列アイテムのシーケンスを返す XPath 式 (例
えば、ここでは以下の3つの文字列アイテムを含む1つのシーケンス: 'txt' 'html 'xml')
オプショ
ンのデフォルトのファイル: 直接または式を使用して、エンドユーザーを導く
ためにデフォルトのファイ
ル名を入力します。
Web メッセージボックス: ファイルを開く
/
保存 ダイアログが開かれる前に、メッセージボックスが表示され
ます。直接テキストを入力するか、または XPath 式を使用して、メッセージボックスのデフォルトのテキスト
を上書きするテキストを入力します。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: もし、ファイルパス内の中間フォルダーが不足
している場合、ファイルが保存される際に作成されます。オプショ
ンは保存時に関係し、アクショ
ンがファイル
のロードアクショ
ンの場合使用できません。
メモ: iOS デバイスでは、ユーザーがデバイス上のファイルを選択できる唯一の方法は iCloud から、ま
たは、iCloud へファイルをインポートまたはエクスポートすることにより行うことが出来ます。バックアップフォ
ルダー、または、バックアップされないフォルダーをユーザーは参照することはできません。

イメージソースの種類
上のイメージソースプロパティ
より選択されたイメージの種類の設定をします。方法は 2 通りあります:
URL: PNG または BMP イメージファイルなどのバイナリイメージファイル。
base64: base64-エンコード文字列
デフォルトの設定は URL です。
ユーザー名
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コンテンツにアクセスするためのユーザー名を設定します。プロパティ
の値フィ
ールドをダブルクリックして編集します。
パスワード
ユーザーがリソースにアクセスするためにパスワードを設定します。プロパティ
の値フィ
ールドをダブルクリックして編集します。
ロード前に作成する
コンボボックスで、希望する値を以下から選択します: true または false。true の場合、チャートまたは
Base64 イメージはページのロード前に作成されます。のfalse 場合は、ページソースアクショ
ンはチャートまたはイメ
ージの作成に使用されなければなりません。デフォルトは true です。
イメージの埋め込み
イメージ ソースの種類がURL の場合はプロパティ
が有効化されています。設定は true または false です。true
の場合、イメージはデザインファイルに埋め込まれます。イメージファイル(PNG BMP など) のデータはテキストベー

スのBase64 エンコードに変換されます。このテキストがデザインファイルに埋め込まれます。プロパティ
のデフォルトの値
は false です (ファイルは変換されず、埋め込まれません)。
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
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ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
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iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
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計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
入力/
エスケープ時
以下の3つの値の1つを取ります:
入力時: 入力 キーがタッ
プされると、このコントロールにフォーカスが与えられるように指定し、クリックされます。
エスケープ時: エスケープキーがタッ
プされると、このコントロールにフォーカスが与えられるように指定し、クリックさ

れます。
無し: キーが押された場合でも、アクショ
ンは発生しません。これはデフォルトの値です。
XPath 式が値を生成するために使用されている場合、式は "入力時"または "エスケープ時"に対して評価され
る必要があります。ページ上の1つ以上のコントロールに同じ値 (入力時 または エスケープ時) が与えられると、キーが
タップされると、値を持つ最初に表示され、有効化されているコントロールが選択されます (Visible と有効/編集可
能 プロパティ
を参照してく
ださい)。
この設定は コントロールのクリック時 アクショ
ンを設定するために、ダイアログを使用しておこなうことができます (次を参
照してく
ださい: コントロールイベント)。
メモ: この機能は Web クライアントとWindows クライアント上のみで使用することができます。
スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
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このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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ラベル
ラベルは情報を表示するために使用されます。デザイナーでラベルのテキストプロパティ
として入力され、表示された情報は静
的である可能性があります。(ページソースリンクとして知られる) ページデータソースの一部からのランタイムから得られた動的
な情報であることもあります。ラベル(ページソースリンク)の動的なコンテンツを指定するには、[ページソース] ペインから必要
なデータツリーノードをドラッグするか、またはラベルのテキスト プロパティ
としてノードからデータを得るまたは出力を計算する
XPath 式を入力します。
メモ
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。

ラベルイベント
ラベルのクリック時 イベントを使用することができます。ラベルのラベルのクリック時 イベントためのアクショ
ンを定義するには、
ラベルを右クリックして、表示されるコンテキストメニューからラベルクリックの時のためのコントロールアクショ
ンを選択します。
これによりラベルイベントのためのアクショ
ンダイアログを表示します。 このイベントのために定義されることのできるアクショ
ンの
詳細は、アクショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。
ラベルのクリック時 (クリック時、長いクリック時)
エンドユーザーはコントロールを次の方法でクリックすることができます: 短いタップまたは長押し。異なるアクショ
ンのシー
ケンスは、クリックの各種類により指定することができます。アクショ
ンの追加シーケンスは、エンドユーザークリックの後に実
行することができます。この追加シーケンスは、長いクリックイベントの後に定義することができます。

クリック: コントロールをタップすると実行されるアクショ
ン(左上のスクリーンショ
ットを参照)。
長いクリック: タップよりも長く
コントロールが押された時に実行されるアクショ
ン(中央のスクリーンショ
ットを参
照)。
追加アクション: クリックまたは長いクリックアクショ
ンが実行された後に実行されるアクショ
ン(右上のスクリーン
ショ
ットを参照)。クリックまたは長いクリックにアクショ
ンが設定されていない場合、追加アクショ
ンがクリックまた
は長いクリックに対して直接実行されます。
異なるクリックイベントに対してアクショ
ンをまとめることができます。例えば下のサンプルに表示されているようにアクショ
ン
をまとめることができます。
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上のスクリーンショ
ットはクリックと長いクリックイベントに定義されたアクショ
ンのシーケンスがあることを表示しています。追
加メッセージボックスイベントは長いクリックイベントの後に定義されています。このメッセージボックスイベントは、クリックお
よび長いクリックのアクショ
ンのシーケンスが終了した後に実行されます。

ラベルプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
テキスト
テキストプロパティ
は以下の値から取得されます:
コントロールで表示される固定値テキスト文字列
データソースのノードからデータを取得し、コントロールでこの値を表示するXPath 式
編集する値フィ
ールドをダブルクリックします、または、XPath ツールバーボタンをクリックして、必要なテキストを生成す
るXPath 式を入力します。コントロールの一部にはプロパティ
値を入力するための2 通りの方法があります: プロパティ
を右クリックして、コンテキストメニューから方法を選択します (固定値または XPath)。他のコントロールに関しては、プ
ロパティ
の入力方法は 1 つしかありません。

メモ: $MTControlValue 変数を、テキストプロパティ
の値を生成するために使用することは、できません。使用さ
れた場合、検証エラーの結果が発生します。
複数行
複数行の入力/
表示のオンまたはオフ(true/false) を設定します。デフォルトは false です。
番号フォーマット文字列
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、表示されるフォーマットダイアログに番号フォーマットを入力します (下のスクリー
ンショ
ット)。
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コンテンツが数字の場合、フォーマットはコントロールのコンテンツに適用され、デザインではなく
ソリューショ
ンで表示されま
す。
日付/
時刻フォーマット文字列
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、表示されるフォーマットダイアログに日付、時刻または日時を入力します (下の
スクリーンショ
ット)。

フォーマットは、xs:date (日付コントロール)、 xs:time (時刻コントロール)、または xs:dateTime (日付、
時刻、日時コントロール)構文フォームが正しい場合、コントロールのコンテンツに適用されます。基本的な例は:
xs:date: 2014-12-31
xs:time: 23:59:59
xs:dateTime: 2014-12-31T23:59:59
日付/
時刻フォーマット言語
コンボボックスのドロップダウンリストでサポートされる言語 (英語、ドイツ語、スペイン語、日本語) から言語を選択しま
す。選択された言語は、日付/時刻 フォーマット文字列 プロパティ
で設定された日付/
時刻 フォーマットに使用されま
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す。(上の説明を参照)。月と週の曜日の名前がフォーマット文字列で使用されている場合、これらはこのプロパティ
で
選択された言語で表示されます。デフォルトの言語は英語です。
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

有効化された/
編集可能な
コントロールは、プロパティ
の値がtrue (有効化) または false (無効化) であるかにより、有効化または無効化さ
れています。(コンボボックスから選択または、値フィ
ールドをダブルクリックして希望する値を入力することで)値を直接入
力することができます。値は、ブール値のtrue または false を評価するXPath 式であることもできます。デフォル
トの値は true です。典型的な 有効化/編集可能なプロパティの XPath 式は、ノードの存在または値をチェックしま
す。式がtrue と評価した場合、コントロールが有効化されます。
テキストの色
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
テキストの色 (無効化済み)
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
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設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、テキストプロパティ
を使用します。
テキストサイズ
コンボボックスのドロップダウンリストからサイズを選択します。許可されている値は、以下のとおりです: 一番小さい|小さ
い|中|大きい|一番大きい。各プラットフォームまたはデバイスは文字のサイズのための自身のピクセルの高さを有しま
す。ですから、デフォルトのピクセルでのテキストのサイズは、クライアント特有のピクセルの高さであり、中 の値に対応し
ます。
mt-font-height 関数を使用して、他の値を生成すること
ができます。例えば、デバイスの'一番大きい'に対応
する数値よりも120% 大きいサイズを表示する場合、次のXPath 式をのTextSize 値として使用します: mtfont-height('largest', 'px') * 1.2 。関数は '一番大きい'サイズに対応する数値 (ピクセル)を
生成します。この値は、'一番大きい'の120% に対応する値を得るために1.2 倍されます。

iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
テキストサイズの自動調整
テキストサイズをコントロールの幅にフィ
ットするようにフォントのサイズの50％まで縮小するかを設定します。プロパティ
の
値は、以下のとおりです : 個別 (true) | オフ(false) | グループ X. デフォルトは、オフ(false)です。
9つのグループの1つに対して設定されている場合、コントロールのグループに属するコントロールがグループの番号により
識別されます。グループにコントロールを追加する場合、コントロールを選択し、グループに割り当てます。すべてのコント
ロールのテキストサイズは、自動的にフィ
ットするために計算が行われた後、グループ内の最も小さいフォントサイズと同じ
大きさに自動的に調整されます。このプロパティ
により、コントロールの選択されたセットが、統一された適切なサイズを有
するように設定することができ、試行錯誤することなく
、コントロールのグループの最適なサイズを見つけることができます。
Multiline プロパティ
がtrue に設定されている場合、自動的にフィ
ットする機能を使用することはできません。

メモ: テキストサイズを自動的に調整するはクライアントでは使用することができません。
太字テキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
イタリックテキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
テキストの下線
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コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
背景色 (無効化済み)
オブジェクトが無効化されているときのオブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
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イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
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ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

コントロールとコントロールイベント

コントロール

397

iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
入力/
エスケープ時
以下の3つの値の1つを取ります:
入力時: 入力 キーがタッ
プされると、このコントロールにフォーカスが与えられるように指定し、クリックされます。
エスケープ時: エスケープキーがタッ
プされると、このコントロールにフォーカスが与えられるように指定し、クリックさ

れます。
無し: キーが押された場合でも、アクショ
ンは発生しません。これはデフォルトの値です。
XPath 式が値を生成するために使用されている場合、式は "入力時"または "エスケープ時"に対して評価され
る必要があります。ページ上の1つ以上のコントロールに同じ値 (入力時 または エスケープ時) が与えられると、キーが
タップされると、値を持つ最初に表示され、有効化されているコントロールが選択されます (Visible と有効/編集可
能 プロパティ
を参照してく
ださい)。
この設定は コントロールのクリック時 アクショ
ンを設定するために、ダイアログを使用しておこなうことができます (次を参
照してく
ださい: コントロールイベント)。
メモ: この機能は Web クライアントとWindows クライアント上のみで使用することができます。
スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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ラジオボタン
ラジオボタンは特定の値のセットの1 つをユーザーが選択することを制約するために使用されます。各ラジオボタンは 1 つの
特定の値に関連付けられています。ラジオボタンのセットは、単一のデータソースノードに関連付けることで相互に排他的な
セットにグループ化されています。「
相互に排他的」とは、ユーザーがセットから1 つのラジオボタンのみを選択するように制
約されていることを意味します。選択されたラジオボタンの値は関連付けられたデータソースノードに入力されます。ラジオボタ
ンコントロールを挿入する時、ラジオボタンがテキストの左、右、またはデフォルトのシステムの位置に挿入するかを指定できま
す。
例えば、下のスクリーンショ
ットでは、3 つすべてのラジオボタンがXML データソースノードに関連付けられています: 要素は
Product と
呼ばれます。これにより相互に排他的なラジオボタンがProduct ノードのために作成されます。各ラジオボタ
ンは チェックされた値 プロパティ
から値を与えられます。ボタンテキストはボタンのテキストプロパティ
の値です。

ソリューショ
ンが実行されると、最初、3 つすべてのラジオボタンは空白で表示されます (のスクリーンショ
ット参照)。ユーザー
がラジオボタンを選択すると、ボタンのチェックされた値(サンプル内の製品の名前) は関連付けられたノードにパスされます
(Product 要素; 下のスクリーンショ
ット内の XML データツリーを参照してく
ださい)。
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ラジオボタンの2 つの主要なプロパティ
は以下の通りです:
ラジオボタンに付帯するテキスト。このテキストは( Text プロパティ
の値として入力された) 静的テキストまたは、
XPath 式から取得された動的テキストです。
ラジオボタンのチェックされた値は、チェックされた値 プロパティ
と共に割り当てられます (下を参照)。
エンドユーザーがラジオボタンを選択することでトリガーされる編集の終了時 イベントを持ちます。このイベントのためにアクショ
ンを定義するには、コントロールアクションプロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックします。これにより、必要なアクショ
ン
を指定することのできる[コントロールアクショ
ン] ダイアログが表示されます。サンプルでは、イベントはスプラッシュスクリーンのイ
メージの再ロードをトリガーします。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
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([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

ラジオボタンイベント
編集の終了時 イベント を使用すること
ができます。このイベントのために定義されることのできるアクショ
ンの詳細は、アクショ

ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。

ラジオボタンのプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
テキスト
テキストプロパティ
は以下の値から取得されます:
コントロールで表示される固定値テキスト文字列
データソースのノードからデータを取得し、コントロールでこの値を表示するXPath 式
編集する値フィ
ールドをダブルクリックします、または、XPath ツールバーボタンをクリックして、必要なテキストを生成す
るXPath 式を入力します。コントロールの一部にはプロパティ
値を入力するための2 通りの方法があります: プロパティ
を右クリックして、コンテキストメニューから方法を選択します (固定値または XPath)。他のコントロールに関しては、プ
ロパティ
の入力方法は 1 つしかありません。

メモ: $MTControlValue 変数を、テキストプロパティ
の値を生成するために使用することは、できません。使用さ
れた場合、検証エラーの結果が発生します。
複数行
複数行の入力/
表示のオンまたはオフ(true/false) を設定します。デフォルトは false です。
チェックされた値
選択された状態のコントロールのデータのXML 値を提供します。[追加] ダイアログ ボタンをクリックして、[チェックされ
た値の編集] ダイアログを表示します (下のスクリーンショ
ット)。チェックされた(選択された) 状態に対しての値を入
力します。ラジオボタンがエンドユーザーにより選択された場合、リストの最初の値がノード内でコントロールと関連付けら
れたデータとして入力されます。
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XPath から値を取得する
XPath 式により返された値はコントロールに表示されます。これにより、特定のコントロールに表示する値を入力する別
の方法が有効化されます。例えば、コンボボックスはページソースノードまたは XPath から値を取得 プロパティ
の返り値
から表示する値を得ることができます。
メモ: $MTControlValue 変数を、XPath から値を取得プロパティ
の値を生成するために使用することはできま
せん。使用されると検証エラーの結果が発生します。
値の自動修正
コントロールには 2 つの状態があります: チェックされたおよびチェックされていない状態です。各状態は少なく
とも1 つの
XML 値に関連付けられています。これらのXML 値はチェックされた値 プロパティ
で定義されています。
値の自動修正 プロパティ
には 2 つの可能な値があります: true または false です。プロパティが true に設定され
ている場合、XML 値は、チェックされた値 プロパティのチェックされた、およびチェックされていない状態で定義された値に自動
的に修正されます。例えば、チェックされた XML 値が[子供]の値を持ち、そして、チェックされていない XML 値が[大人]
の値を持ち、コントロールがチェックされている場合、何かが入力されると、XML 値は[子供]に修正されます。コントロー
ルがチェックされていない場合、XML 値は [大人]になります。1 つ以上のXML 値がチェックされた状態にある場

合、最初のXML 値が修正に使用されます。例えば、コントロールがコントロールの状態に無効な XML 値のコンテン
ツを持つノードと関連付けられている場合、修正が必要です。
チェックマークの位置
コントロールのテキストに相対するチェックボックスの位置をテキストの左または右側に設定します: デフォルトはオペレー
ティ
ングシステムのデフォルトです。
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
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メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

有効化された/
編集可能な
コントロールは、プロパティ
の値がtrue (有効化) または false (無効化) であるかにより、有効化または無効化さ
れています。(コンボボックスから選択または、値フィ
ールドをダブルクリックして希望する値を入力することで)値を直接入
力することができます。値は、ブール値のtrue または false を評価するXPath 式であることもできます。デフォル
トの値は true です。典型的な 有効化/編集可能なプロパティの XPath 式は、ノードの存在または値をチェックしま
す。式がtrue と評価した場合、コントロールが有効化されます。
テキストの色
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
テキストの色 (無効化済み)
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、テキストプロパティ
を使用します。
テキストサイズ
コンボボックスのドロップダウンリストからサイズを選択します。許可されている値は、以下のとおりです: 一番小さい|小さ
い|中|大きい|一番大きい。各プラットフォームまたはデバイスは文字のサイズのための自身のピクセルの高さを有しま
す。ですから、デフォルトのピクセルでのテキストのサイズは、クライアント特有のピクセルの高さであり、中 の値に対応し
ます。
mt-font-height 関数を使用して、他の値を生成すること
ができます。例えば、デバイスの'一番大きい'に対応
する数値よりも120% 大きいサイズを表示する場合、次のXPath 式をのTextSize 値として使用します: mtfont-height('largest', 'px') * 1.2 。関数は '一番大きい'サイズに対応する数値 (ピクセル)を
生成します。この値は、'一番大きい'の120% に対応する値を得るために1.2 倍されます。

iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
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することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
テキストサイズの自動調整
テキストサイズをコントロールの幅にフィ
ットするようにフォントのサイズの50％まで縮小するかを設定します。プロパティ
の
値は、以下のとおりです : 個別 (true) | オフ(false) | グループ X. デフォルトは、オフ(false)です。
9つのグループの1つに対して設定されている場合、コントロールのグループに属するコントロールがグループの番号により
識別されます。グループにコントロールを追加する場合、コントロールを選択し、グループに割り当てます。すべてのコント
ロールのテキストサイズは、自動的にフィ
ットするために計算が行われた後、グループ内の最も小さいフォントサイズと同じ
大きさに自動的に調整されます。このプロパティ
により、コントロールの選択されたセットが、統一された適切なサイズを有
するように設定することができ、試行錯誤することなく
、コントロールのグループの最適なサイズを見つけることができます。
Multiline プロパティ
がtrue に設定されている場合、自動的にフィ
ットする機能を使用することはできません。

メモ: テキストサイズを自動的に調整するはクライアントでは使用することができません。
太字テキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
イタリックテキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
テキストの下線
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
背景色 (無効化済み)
オブジェクトが無効化されているときのオブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
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コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
垂直の配置
垂直の配置を上、中央、下、または下に設定します。デフォルトは中央です。値は XPath 式を使用しても定義
することができます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
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ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
高さのコントロール
高さのコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 高さのコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 高さのコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

効果としては、fill_parent は最大の高さを作成し、wrap_content は最小の高さを作成します。イメージ
およびチャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは、fill_parent です。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
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コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
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MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
タブの順序
タブの順序のプロパティ
は、値として整数を取り、または、整数を評価するXPath 式を取ります。この整数の数はタブの

順序のシーケンス内のコントロールの位置です。
タブの順序は、Tab キーをクライアントデバイスのニューザーがクリックすると、フォーカスを受けるコントロール内のシーケン
スを指します。「ページ | タブの順序を表示/
定義する」メニューコマンドを使用してページのすべてのコントロールの
視覚的なコンテキスト内のタブの順序のシーケンスの全体を素早く
設定することができます。個別のコントロールのタブの
順序 プロパティ
は、そのコントロールのみのシーケンスのポジショ
ンを設定します。
メモ:

タブの順序機能は、Web とWindows クライアント上でのみ使用することができます。

スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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リッチテキスト
リッチテキストコントロールにより、フォーマット(スタイル)と共にマークアップされているテキスト内のページソースから書式設定さ
れたテキストを表示することが可能になります。更に、Web クライアントとWindows PC クライアント上で、リッチテキストコ
ントロールを編集、書式設定し、ページソースに戻し保存することができます。リッチテキストの機能の広義の説明に関して
は、「
オブジェクト/
機能のデザイン | リッチテキスト」
を参照してく
ださい。
メモ
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。

リッチテキストイベント
編集の終了時 イベント を使用すること
ができます。このイベントのために定義することのできるアクショ
ンの詳細に関しては、

アクショ
ンセクショ
ンを参照してく
ださい。

リッチテキストプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
テキスト
テキストプロパティ
は以下の値から取得されます:
コントロールで表示される固定値テキスト文字列
データソースのノードからデータを取得し、コントロールでこの値を表示するXPath 式
編集する値フィ
ールドをダブルクリックします、または、XPath ツールバーボタンをクリックして、必要なテキストを生成す
るXPath 式を入力します。コントロールの一部にはプロパティ
値を入力するための2 通りの方法があります: プロパティ
を右クリックして、コンテキストメニューから方法を選択します (固定値または XPath)。他のコントロールに関しては、プ
ロパティ
の入力方法は 1 つしかありません。

メモ: $MTControlValue 変数を、テキストプロパティ
の値を生成するために使用することは、できません。使用さ
れた場合、検証エラーの結果が発生します。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
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XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に
表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

有効化された/
編集可能な
コントロールは、プロパティ
の値がtrue (有効化) または false (無効化) であるかにより、有効化または無効化さ
れています。(コンボボックスから選択または、値フィ
ールドをダブルクリックして希望する値を入力することで)値を直接入
力することができます。値は、ブール値のtrue または false を評価するXPath 式であることもできます。デフォル
トの値は true です。典型的な 有効化/編集可能なプロパティの XPath 式は、ノードの存在または値をチェックしま
す。式がtrue と評価した場合、コントロールが有効化されます。
ヒント
エンドユーザーにテキスト化したヒントを与えます。例えば、エンドユーザーがコントロールを使用して実行するアクショ
ンに
ついてのヒントを提供します。プロパティ
の値フィ
ールドの内側をダブルクリックして、テキスト化したヒントを編集します。ま
たは、XPath ツールバーボタンをクリックして、XPath 式を入力して必要なテキストを生成します。
テキストヒントの色
コントロールのヒントのテキストの色を設定します。このテキストの色はヒントプロパティ
で定義されたテキストの色になりま
す(上を参照)。色選択するために次を行います:
色パレットをクリックして背景色を選択します
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します
値フィ
ールドをダブルクリックして色コードを入力します (例えば、#FF0000)、または XPath ツールバーボタ
ンをクリックしてXPath 式を入力して必要なテキストを生成します。
リッチテキストスタイルシート
デザインのリッチテキストスタイルシートがリッチテキストのコントロール内のテキストのレイアウトのために使用されるかを指
定します。プロパティ
のコンボボックスのドロップダウンリストは、(リッチテキストスタイルシートダイアログにより作成された)プ
ロジェクトのリッチテキストスタイルシートのすてべを表示します。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
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ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
リッチテキストの高さ
リッチテキストコントロールの高さを指定します。デフォルトの振る舞いにより、コンテンツが増えるとコントロールの高さがスク
リーンの高さまで増加します。高さの最高値まで達すると、コントロールのコンテンツの部分にスクロールバーが表示されま
す。また、コントロールのために高さを(ピクセルで) 設定することができます。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
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イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
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下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
タブの順序
タブの順序のプロパティ
は、値として整数を取り、または、整数を評価するXPath 式を取ります。この整数の数はタブの

順序のシーケンス内のコントロールの位置です。
タブの順序は、Tab キーをクライアントデバイスのニューザーがクリックすると、フォーカスを受けるコントロール内のシーケン
スを指します。「ページ | タブの順序を表示/
定義する」メニューコマンドを使用してページのすべてのコントロールの
視覚的なコンテキスト内のタブの順序のシーケンスの全体を素早く
設定することができます。個別のコントロールのタブの
順序 プロパティ
は、そのコントロールのみのシーケンスのポジショ
ンを設定します。
メモ:

タブの順序機能は、Web とWindows クライアント上でのみ使用することができます。

スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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署名フィールド
署名フィ
ールドコントロールは、エンドユーザーの署名をグラフィ
ックファイルとして保管することを有効化します。これはとても
役に立つ機能です。例えば、配達ビジネスソリューショ
ンでは、署名が配達の受け取りの確認として使用されています。エン
ドユーザーが署名フィ
ールドに署名を記入すると、Base64 イメージエンコードは、データソースノードに書き込まれます。ノー
ド内で指定されるデータソースが保存されると、Base64 イメージデータが保存されます。
署名イメージには、以下のデフォルトのプロパティ
があります。背景色は、ページの背景色の反転です。署名自身は、ページ
背景色と同じ色です。イメージの幅はデバイスのビューポートのディ
メンショ
ンより小さく
、イメージの高さは幅の半分です。
XPath 式を使用して、これらの値が計算されるかは、これらの設定をカスタム化するために使用することのできるコントロール
プロパティ
と共に下のテーブルに表示されています。

署名 プロパティ

デフォルトの値

コントロール プロパティを使用したカスタム
値.
.
.

署名 色

$MT_PageBackgroundColor

テキストの色

署名 背景色

mt-invert-color
($MT_PageBackgroundColor)

背景色

署名 イメージの幅

min ($MT_CanvasX,
$MT_CanvasY)

署名作成の幅

署名 イメージの高さ

min ($MT_CanvasX,
$MT_CanvasY) div 2

署名作成の高さ

署名フィ
ールドの主な設定は、以下のとおりです:
ページソースリンクは、署名イメージデータが保管されるデータソースノードです。データソースノードをコントロールにド
ラッグして、コントロールのページソースリンクを作成または変更します。ページソースリンクを削除すると、関連付けがク
リアされます (下のメモ参照)。
1. 署名作成の幅 と署名作成の高さプロパティ
。作成されるイメージのディ
メンショ
ンを指定します。
2. テキストの色 と背景色 プロパティ
。署名テキストと背景色を指定します。
3. 保存アクショ
ンの一部は、署名イメージデータをデータソースに保存します。このようなアクショ
ンが実行されるまで、データ
は一時的な XML ツリーにのみ保存されています。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
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コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

ユーザーによる署名の編集を許可する
エンドユーザーの署名は、ページソースノード内でイメージとして作成されます。この場合、エンドユーザーは、開始された署名
の描画にのみデータを追加することができます。イメージを編集する場合、例えば、エンドユーザーが署名に満足していない場
合、イメージデータはノードから削除されなく
てはなりません(または、ノード自身が削除される必要があります)、そして署名を
再度入力します。この機能を実行する最も簡単な方法は、ノードを削除するボタンコントロールを作成することです。以下の
手順をおこなってく
ださい:
1. 署名フィ
ールドコントロールの近く
にボタンコントロールを作成します (下のスクリーンショ
ット参照)。
2. ボタンのクリック時 イベントをしてノードの削除アクショ
ンを追加し、署名のページソースノードを削除するノードと設
定します。

3. ボタンをシミュレートして確認します。上のスクリーンショ
ットでは、署名が入力されイメージデータが署名ノードに保存
されています。下のスクリーンショ
ットは、ボタンがクリックされた後に撮られました。ノードが削除され、署名フィ
ールドが
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クリアされていることを確認してく
ださい。

4. 署名フィ
ールド内に署名が入力されると、新しい署名のイメージデータと共に署名ノードが再び作成されます。
メモ:

または、空の文字列を使用して署名のページソースノードを更新するボタンアクショ
ンを設定することもできます (ノー
ドのアップデートアクショ
ン参照)。これによりノードからイメージデータを削除し、このため署名フィ
ールドがクリアされ
ます。ですがノード自身は削除されません。

署名フィールドイベント
署名 フィ
ールドコントロールに関連したイベントは存在しません。

署名フィールドプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
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名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

有効化された/
編集可能な
コントロールは、プロパティ
の値がtrue (有効化) または false (無効化) であるかにより、有効化または無効化さ
れています。(コンボボックスから選択または、値フィ
ールドをダブルクリックして希望する値を入力することで)値を直接入
力することができます。値は、ブール値のtrue または false を評価するXPath 式であることもできます。デフォル
トの値は true です。典型的な 有効化/編集可能なプロパティの XPath 式は、ノードの存在または値をチェックしま
す。式がtrue と評価した場合、コントロールが有効化されます。
テキストの色
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
イメージのアンチエイリアシング
コントロールに関連したイメージに対してアンチエイリアシング(イメージ内のシャギーを削除するテクニック)が使用されるか
定義します。 プロパティ
は、true または false の値をとります。ヒント: イメージの色が後に変更される場合、プロ
パティ
の値をfalse に設定することが奨励されます。これは、元のイメージのアンチエイリアシングの色情報がターゲット
の色のスキーム内で適切なアンチエイリアシングの色に変換されないためです。
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署名作成の幅
署名イメージの幅を指定するピクセルの数。署名が描かれるキャンバスの幅です。例えば、 400 の値は、署名イメー
ジに400 ピクセルの幅を割り当てます。これは作成されたイメージの幅であり、モバイルデバイスに表示されるイメージの
幅では必ずしもないことに注意してく
ださい。表示されるイメージは、幅のコントロール プロパティ
内で定義された幅に相
対してスケールされます。例えば、署名イメージが高さ300 ピクセル、幅 400 ピクセル、そして幅のコントロール プロ
パティ
が80% である場合、1000 ピクセルの幅のデバイスでは、イメージは (デバイスの80% である) 幅 800 ピクセル
にスケールされます。

署名作成の高さ
署名イメージの高さを指定するピクセルの数。署名が描かれるキャンバスの高さです。例えば、200 の値は、署名イメ
ージに200 ピクセルの高さを割り当てます。これは作成されたイメージの高さであり、モバイルデバイスに表示されるイメ
ージの高さでは必ずしもないことに注意してく
ださい。表示されるイメージは、幅のコントロール プロパティ
内で定義され
た幅に相対してスケールされます。例えば、署名イメージが高さ300 ピクセル、幅 400 ピクセル、そして幅のコントロ
ール プロパティ
が80% である場合、1000 ピクセルの幅のデバイスでは、イメージは (デバイスの80% である) 幅 800
ピクセル、(イメージのアスペクトの比率を保つ)高さ600 ピクセルにスケールされます。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
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コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
高さのコントロール
高さのコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 高さのコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 高さのコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

効果としては、fill_parent は最大の高さを作成し、wrap_content は最小の高さを作成します。イメージ
およびチャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは、fill_parent です。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
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$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。

右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
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ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
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スペース
スペースコントロールによりデザインに垂直空間を追加することができます。これはデザインコンポーネント間のスペースを正確
に管理するために役に立ちます。
メモ
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。

スペース イベント
スペースコントロールに関連したイベントはありません。

スペースのプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
スペースの高さ
選択されたスペースオブジェクトの高さをピクセルで設定します。高さの値 (ピクセル) をコンボボックスのドロップダウンリ
ストから選択、または値フィ
ールドをダブルクリックして数値を入力します。数値はピクセルの値で理解されます。このため
単位は指定される必要がありません。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
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適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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切り替え
切り替えはデータソースノードと関連づけられています。エンドユーザーは次の2 つの状態から選択することができます: 選
択されたまたは選択されていない状態。選択されている状態により、対応するXML 値が関連したノードのコンテンツとし
て入力されます。(選択されたまたは選択されていない)各状態に対応する値がチェックされた値(true/false) プロパ
ティ
で定義されます (下のプロパティ
の詳細を参照)。典型的なケース: 最初にエンドユーザーの切り替えの選択によりノードの
コンテンツを決定します。次に、このノードのコンテンツにより、コントロールの有効化/
非有効化などのページアクショ
ンを決定し
ます。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

切り替え イベント
編集の終了時 イベント を使用すること
ができます。このイベントのために定義されることのできるアクショ
ンの詳細は、アク

ショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。

切り替えのプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
複数行
複数行の入力/
表示のオンまたはオフ(true/false) を設定します。デフォルトは false です。
チェックされた値 (true/false)
選択された/
選択されていない状態のコントロールにXML データの値を与えます。[追加ダイアログ] ボタンをクリックし
て、チェックされた値の編集ダイアログを表示します(下のスクリーンショ
ット)。チェックされた(選択された)またはチェックさ
れていない(選択されていない)状態の値を入力します。エンドユーザーにより選択されたコントロールの状態(選択され
た/
選択されていない)に対応した値がコントロールに関連付けられたXML ノードのデータとして入力されます。
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XPath から値を取得する
XPath 式により返された値はコントロールに表示されます。これにより、特定のコントロールに表示する値を入力する別
の方法が有効化されます。例えば、コンボボックスはページソースノードまたは XPath から値を取得 プロパティ
の返り値
から表示する値を得ることができます。
メモ: $MTControlValue 変数を、XPath から値を取得プロパティ
の値を生成するために使用することはできま
せん。使用されると検証エラーの結果が発生します。
値の自動修正
コントロールには 2 つの状態があります: チェックされたおよびチェックされていない状態です。各状態は少なく
とも1 つの
XML 値に関連付けられています。これらのXML 値はチェックされた値 プロパティ
で定義されています。
値の自動修正 プロパティ
には 2 つの可能な値があります: true または false です。プロパティが true に設定され
ている場合、XML 値は、チェックされた値 プロパティのチェックされた、およびチェックされていない状態で定義された値に自動
的に修正されます。例えば、チェックされた XML 値が[子供]の値を持ち、そして、チェックされていない XML 値が[大人]
の値を持ち、コントロールがチェックされている場合、何かが入力されると、XML 値は[子供]に修正されます。コントロー
ルがチェックされていない場合、XML 値は [大人]になります。1 つ以上のXML 値がチェックされた状態にある場

合、最初のXML 値が修正に使用されます。例えば、コントロールがコントロールの状態に無効な XML 値のコンテン
ツを持つノードと関連付けられている場合、修正が必要です。
テキストの切り替えオン
コントロールの切り替えがオンになっているとき、表示されるテキストを設定します。値フィ
ールドの内側をダブルクリックして
編集します。
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テキストの切り替えオフ
コントロールの切り替えがオフになっているとき、表示されるテキストを設定します。値フィ
ールドの内側をダブルクリックして
編集します。
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

有効化された/
編集可能な
コントロールは、プロパティ
の値がtrue (有効化) または false (無効化) であるかにより、有効化または無効化さ
れています。(コンボボックスから選択または、値フィ
ールドをダブルクリックして希望する値を入力することで)値を直接入
力することができます。値は、ブール値のtrue または false を評価するXPath 式であることもできます。デフォル
トの値は true です。典型的な 有効化/編集可能なプロパティの XPath 式は、ノードの存在または値をチェックしま
す。式がtrue と評価した場合、コントロールが有効化されます。
テキストの色
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
テキストの色 (無効化済み)
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

426

コントロールとコントロールイベント

コントロール

は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、テキストプロパティ
を使用します。
テキストサイズ
コンボボックスのドロップダウンリストからサイズを選択します。許可されている値は、以下のとおりです: 一番小さい|小さ
い|中|大きい|一番大きい。各プラットフォームまたはデバイスは文字のサイズのための自身のピクセルの高さを有しま
す。ですから、デフォルトのピクセルでのテキストのサイズは、クライアント特有のピクセルの高さであり、中 の値に対応し
ます。
mt-font-height 関数を使用して、他の値を生成すること
ができます。例えば、デバイスの'一番大きい'に対応
する数値よりも120% 大きいサイズを表示する場合、次のXPath 式をのTextSize 値として使用します: mtfont-height('largest', 'px') * 1.2 。関数は '一番大きい'サイズに対応する数値 (ピクセル)を
生成します。この値は、'一番大きい'の120% に対応する値を得るために1.2 倍されます。

iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
テキストサイズの自動調整
テキストサイズをコントロールの幅にフィ
ットするようにフォントのサイズの50％まで縮小するかを設定します。プロパティ
の
値は、以下のとおりです : 個別 (true) | オフ(false) | グループ X. デフォルトは、オフ(false)です。
9つのグループの1つに対して設定されている場合、コントロールのグループに属するコントロールがグループの番号により
識別されます。グループにコントロールを追加する場合、コントロールを選択し、グループに割り当てます。すべてのコント
ロールのテキストサイズは、自動的にフィ
ットするために計算が行われた後、グループ内の最も小さいフォントサイズと同じ
大きさに自動的に調整されます。このプロパティ
により、コントロールの選択されたセットが、統一された適切なサイズを有
するように設定することができ、試行錯誤することなく
、コントロールのグループの最適なサイズを見つけることができます。
Multiline プロパティ
がtrue に設定されている場合、自動的にフィ
ットする機能を使用することはできません。

メモ: テキストサイズを自動的に調整するはクライアントでは使用することができません。
太字テキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
イタリックテキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
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テキストの下線
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
背景色 (無効化済み)
オブジェクトが無効化されているときのオブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
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は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
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MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
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ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
タブの順序
タブの順序のプロパティ
は、値として整数を取り、または、整数を評価するXPath 式を取ります。この整数の数はタブの

順序のシーケンス内のコントロールの位置です。
タブの順序は、Tab キーをクライアントデバイスのニューザーがクリックすると、フォーカスを受けるコントロール内のシーケン
スを指します。「ページ | タブの順序を表示/
定義する」メニューコマンドを使用してページのすべてのコントロールの
視覚的なコンテキスト内のタブの順序のシーケンスの全体を素早く
設定することができます。個別のコントロールのタブの
順序 プロパティ
は、そのコントロールのみのシーケンスのポジショ
ンを設定します。
メモ:

タブの順序機能は、Web とWindows クライアント上でのみ使用することができます。

スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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テーブル
[テーブル] コントロールは、静的テーブル 繰り返しテーブル、または 動的 テーブルを挿入します。デザインにコントロールを
ドロップすると新しいテーブルダイアログが表示されます(下のスクリーンショ
ット)。
列と行の静的な数を指定すると(下のスクリーンショ
ット左側) 繰り返しテーブルが作成されます。
繰り返しテーブルは、テーブルに関連付けられた要素が発生する都度作成される新しいテーブル作成されるテーブル
です。この種類のテーブルを作成するには、テーブルの繰り返しチェックボックスを選択します。要素の繰り返される
各インスタンスが新しいテーブルとして作成されます。列と行の数は静的な数として指定されます (下のスクリーン
ショ
ット右側)。
動的 テーブルでは、テーブル全体ではなく
、テーブルの行のグループが繰り返されます。動的 テーブルを作成するに
は、テーブルの繰り返しチェックボックスの選択が解除されていて、行の動的な行数のラジオボタンが選択されている
ことを確認してく
ださい。繰り返される要素の各インスタンスが、ユーザーにより定義される行の数として作成されます。
列数は、(静的に) 固定、または (動的に)に繰り返すことができます。
動的な列が存在するテーブル内では、選択された要素ノードに対応する各行、列が繰り返されます。このように新
しい列を動的に対応する要素の発生に対して作成することができます。動的な列を作成するには、列の動的な列
のラジオボタンを使用します。 動的な列 繰り返しテーブルと動的な行が存在するテーブルのために生成することが
できます。
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繰り返しテーブルと動的な行が存在するテーブルには、コントロールの自動追加/
削除を追加することができます。追加され
た場合、繰り返される要素の各インスタンスには削除コントロールが横に表示されます。これにより、エンドユーザは要素のこ
のインスタンスを削除することができます。繰り返される要素が(繰り返しテーブル) テーブルまたは(動的な行を持つテーブル)
行として作成されるかにより、新しいテーブルまたは行 (対応する要素のインスタンス) を追加する追加コントロールが追加さ
れます。
テーブルのセルは (静的および動的) 以下を含むことができます:
静的なテキスト
データソースからのノード
ページコントロール
ネストされたテーブル
テーブルのフォーマットのプロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび、テーブルのコンテキストメニューで使用することができ
ます。
詳細に関しては、テーブルのセクショ
ンを参照してく
ださい。
メモ
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
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テーブルのイベント
テーブルコントロールに関連したイベントはありません。

テーブルプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。

テーブルセル
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
列グループのスパン
このプロパティ
は、行グループの最初の列で使用することができます。このプロパティ
は true または false の値を取る
ことができます。デフォルトは、false です。プロパティ
がtrue に設定されている場合、デザイン内の列グループが1つ
または複数の列により構成されているかに関わらず、全ての列グループの全ての列が単一の列にスパンされます。
変換のプロセスは2つのステップにより発生すると考えることができます: (i) ジョインコマンドが使用されたかのように、デザ
イン内では、列グループ内の(静的な型を含む) すべての列が1つの列にジョ
インされます。(ii) 出力では、繰り返し要
素の全てのインスタンスが単一の列として作成されます。XPath 式: (i) はデザイン内の列に存在します。(ii) は、エ
ラーを返す列を出力するために個別の要素インスタンスを検索します。
下のスクリーンショ
ットは、列グループ内で作成された動的な列の単純なサンプルを表示しています。デザイン内の列グル
ープは、day 要素に関連付けられたれ単一の列グループを含んでいます。この列グループは、(データソース内では
day 要素の親である) week 要素に関連付けられた(繰り
返し) テーブル内に存在します。week 要素は繰り返すた
め、新しいテーブルが各 week 要素のために作成されます。データソース内で、要 week 素の複数のday 子要素が
存在する場合、そして、デザイン内で、列グループの動的な列がスパンされていない場合、このデザインから生成される
(各 week のための) テーブルには、day 子要素と同じ数の列が存在します。しかしながら、列グループのスパンプロ
パティをtrue に設定すると、生成されたテーブル内の列はスパンされ、テーブルには1つの列のみが存在するようになり
ます。
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列グループに関する詳細は、動的な列 を参照してく
ださい。列のスパンに関しては、行/
列のジョ
インとスパンを参照し
てく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。

テーブル列
幅
オブジェクトの幅を設定します。fill_parent wrap_content またはパーセンテージの値をコンボボックスのド
ロップダウンリストから選択します。パーセンテージの値は親オブジェクトのパーセンテージです。
fill_parent: 幅は親と
同じ幅になります。例えば、テーブルの行などです。
wrap_content: 幅はコンテンツに必要と
される幅になります。

パーセントの値: 親オブジェクトのパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します。または直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストから値を選択します。または直接値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
幅の最大値
テーブル幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
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た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に
表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
背景色に関する注意点
異なる背景色がテーブルの行とテーブルの列に与えられている場合、共通部分にあるセルは、列の色が割り当てられま
す。この設定は、セルの背景色の設定によりオーバーライドすることができます。
テーブル行
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
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色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
背景色に関する注意点
異なる背景色がテーブルの行とテーブルの列に与えられている場合、共通部分にあるセルは、列の色が割り当てられま
す。この設定は、セルの背景色の設定によりオーバーライドすることができます。
テーブル行グループ
コントロールの自動追加/
削除
構造を表示するためにコントロールを自動追加/
削除します。ソリューショ
ンの[追加] ボタンにより他の繰り返し構造を
追加します。ソリューショ
ンのボタンは繰り返し構造の各発生に使用することが可能で、その構造の発生を削除します。
したのスクリーンショ
ットは、ソシューショ
ンの繰り返しテーブル構造の中のこれらのボタンを表示しています。

このプロパティ
により[追加] および[削除] ボタンが自動的にデザインに追加されるか定義します。プロパティ
の値は
true または false です。値はいつでも変更すること
ができます。
各アイテムのための作成
プロパティ
のXPath 式により返されるアイテムの数に対して繰り返されるテーブルの数を設定します。
XPath 式はデータツリーの繰り返しノードを選択することができます。これは、特定のノードの発生を希望する回数生
成し、繰り返しの回数を動的に設定する際に役に立ちます。このように、選択されたノードの発生回数は変更し、繰り
返されるテーブルの数も自動的に変更されます。例えば、XPath 式のプロパティ
が$XML1/Office/
Department と
します。そして、テーブルが生成される回数はの$XML1/Office/Department要素の数に等し
く
なります。
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XPath 式はデータツリーに対する関連付けから解除されることもできます。この場合、作成されるテーブルはから外され
ることもできます。この場合、返されるシーケンスにテーブルが各アイテムのために作成されます。例えば:
1 to 9 の式の場合は 9 回
"John", "Mary" の場合は 2 回
45, true()の場合は 2 回

可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

テーブル
繰り返し
テーブルが繰り返しまたは 静的かを定義します。値は true または false です。このプロパティ
の値は繰り返し
(=true)または静的 (=false) テーブルが作成された際に自動的に作成されます。特定の種類(繰り返しまたは静
的)のテーブルが作成されると、種類はプロパティ
の繰り返し値を変更することで変更できます。動的テーブルには繰り返
しプロパティ
を使用することはできません。
コントロールの自動追加/
削除
構造を表示するためにコントロールを自動追加/
削除します。ソリューショ
ンの[追加] ボタンにより他の繰り返し構造を
追加します。ソリューショ
ンのボタンは繰り返し構造の各発生に使用することが可能で、その構造の発生を削除します。
したのスクリーンショ
ットは、ソシューショ
ンの繰り返しテーブル構造の中のこれらのボタンを表示しています。

このプロパティ
により[追加] および[削除] ボタンが自動的にデザインに追加されるか定義します。プロパティ
の値は
true または false です。値はいつでも変更すること
ができます。
各アイテムのための作成
プロパティ
のXPath 式により返されるアイテムの数に対して繰り返されるテーブルの数を設定します。
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XPath 式はデータツリーの繰り返しノードを選択することができます。これは、特定のノードの発生を希望する回数生
成し、繰り返しの回数を動的に設定する際に役に立ちます。このように、選択されたノードの発生回数は変更し、繰り
返されるテーブルの数も自動的に変更されます。例えば、XPath 式のプロパティ
が$XML1/Office/
Department と
します。そして、テーブルが生成される回数はの$XML1/Office/Department要素の数に等し
く
なります。
XPath 式はデータツリーに対する関連付けから解除されることもできます。この場合、作成されるテーブルはから外され
ることもできます。この場合、返されるシーケンスにテーブルが各アイテムのために作成されます。例えば:
1 to 9 の式の場合は 9 回
"John", "Mary" の場合は 2 回
45, true()の場合は 2 回

テーブル幅の最大値
テーブル幅の最大値 プロパティ
は、テーブルの幅: (i) ピクセル値で、(ii)デバイスのスクリーン幅に相対するか、または
(iii) 列のために最適化された値 (wrap_content) を指定します。デフォルトは、wrap_content です。プロパ

ティ
のコンボボックスのドロップダウンリストから値を選択します。テーブルの幅がスクリーンの幅よりも大きい場合は、テーブ
ルは左右のスクロールバーで表示されます。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
詳細に関しては、テーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
テーブルの高さの最大値
テーブルの高さの最大値 プロパティ
は、デバイス上でのテーブルの高さを、ピクセルまたはデバイスのスクリーンの高さに相
対して指定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。例えば、50% を選択すると、デバイスのスクリーンの

高さの半分の高さのテーブルが表示されます。テーブルが上下に長く
、割り当てられたスクリーンのスペースに入りきらない
場合、テーブルには上下のスクロールバーが表示され、エンドユーザーはテーブルの残りを、割り当てられたスクリーンのス
ペースの内外でスクロールする事ができます。(このサンプルではスクリーンの高さの50% )。テーブルの上でデザインコン
ポーネントが起こる場合、これら全てのコンポーネントはテーブルの上に表示されます。テーブル自身は、このプロパティ
に
より指定された絶対または相対的な高さを持ちます。
ピクセルの値とスクリーンの高さのパーセンテージを除いて、テーブルの高さの最大値 プロパティ
は2つの他の値を取ること
ができます:
スクリーンの高さの残り(最大値): テーブルの高さは、ページの残りが表示されるようにできるだけ最小化され
ます。
スクリーンの高さの残り(常に): このオプショ
ンによりスクリーンの高さ全体を使用して、ページを表示することが
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できます。テーブルにページを埋めるだけの上下の余白がない場合、追加スペースがテーブルの下に追加され、
ページの最後のコンポーネントがスクリーンの下のすぐ上に表示されます。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
詳細に関しては、テーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
上下にスクロール
上下にスクロール プロパティ
は、テーブルの高さの最大値 プロパティ
のために値が設定されると使用することができます。

1つまたは2つの値をとることができます:
テーブル全体: テーブル全体は、テーブルの高さの最大値 プロパティ
を使用してテーブルに割り当てられたテー
ブルの高さをの内外をスクロールします。テーブル全体 はデフォルトの値です。
ヘッダーとフッターを除く
行: テーブルのヘッダーとフッタはビュー内では固定されています。テーブルのボディ
行は
残りのテーブルの高さ内でスクロールします。
詳細に関しては、テーブルプロパティ
を参照してく
ださい。

行グループチャンクサイズ
行グループチャンクサイズ プロパティは、スクロールすること
のできるテーブルのテーブルの高さの最高値プロパティ
のため

に値が設定されると使用することができます。ロードされた行グループの数を指定することができます。ユーザーが下にスク
ロールして、最後にロードされたチャンクの最後の行グループにたどり着く
と、次のチャンクがロードされます。このプロパティ
のためのデフォルトの値は存在しません。
詳細に関しては、以下を参照してく
ださい: テーブルプロパティ
。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
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メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
垂直の配置
垂直の配置を上、中央、下、または下に設定します。デフォルトは中央です。値は XPath 式を使用しても定義
することができます (これにより値は動的に生成されることができます)。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
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長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
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$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。

下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
テーブルパディ
ング
Tableテーブル パディング プロパティ
ハ、iOS デバイス上でテーブルのためにパディ
ングが使用されるかを設定します。デ
フォルトの値は、true です。テーブルパディ
ングが使用されると、テーブルの右側に9px のパディ
ングが、左側に5px

のパディ
ング与えられます。
スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
ネストされたテーブルのプロパティに関しての注意点
ネストされたテーブルの全体 が選択されている場合: (i) ネストされているテーブルのプロパティ
は見出しのテーブルの下
にリストされます、(ii) しかしながら、親テーブルのプロパティ
に含まれるセル、列、行はそれぞれ、以下の見出しの下にリ
ストされます: 親テーブルのセル、親テーブルの行、および親テーブルの列。ネストされているテーブルは上下また
は左右に配置することができます。
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時刻
時刻コントロールはデータソースノードから得られた時刻をフォーマットするために使用されます。これは特別な方法で時刻を
フォーマットする際に役にたちます。日付/時刻 フォーマット文字列プロパティ
でフォーマットは定義されています (詳細は下を
参照)。ソースノードコンテンツは、XSD 仕様で定義されたとおりの正確な構文フォーマットである必要があります:
HH:MM:SS。最適のタイムゾーンとミリ秒は許可されています。

メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

時刻 (コントロール) イベント
編集の終了時 イベント を使用すること
ができます。このイベントのために定義されることのできるアクショ
ンの詳細は、アクショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。

時刻のプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
日付/
時刻フォーマット文字列
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、表示されるフォーマットダイアログに日付、時刻または日時を入力します (下の
スクリーンショ
ット)。
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フォーマットは、xs:date (日付コントロール)、 xs:time (時刻コントロール)、または xs:dateTime (日付、
時刻、日時コントロール)構文フォームが正しい場合、コントロールのコンテンツに適用されます。基本的な例は:
xs:date: 2014-12-31
xs:time: 23:59:59
xs:dateTime: 2014-12-31T23:59:59
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

有効化された/
編集可能な
コントロールは、プロパティ
の値がtrue (有効化) または false (無効化) であるかにより、有効化または無効化さ
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れています。(コンボボックスから選択または、値フィ
ールドをダブルクリックして希望する値を入力することで)値を直接入
力することができます。値は、ブール値のtrue または false を評価するXPath 式であることもできます。デフォル
トの値は true です。典型的な 有効化/編集可能なプロパティの XPath 式は、ノードの存在または値をチェックしま
す。式がtrue と評価した場合、コントロールが有効化されます。
アサーショ
ン
コントロールのアサーショ
ンを有効にするための条件を設定します。アサーショ
ンが無効な場合アサーション メッセージのプ
ロパティ(下を参照) のテキストはアサーショ
ンメッセージコントロールに表示されます。(複数のアサーショ
ンメッセージ
コントロールが存在する場合、これらのコントロールは アサーションメッセージ プロパティ
のテキストを表示します。) プロパ
ティ
のXPath アイコンをクリックして、アサーショ
ンを定義するXPath 式を入力します。例えば: XPath 式
LastName != "" はノードLastName は空であっ
てはならないとアサートします。もしこのノードが空の場合、コン
トロールのアサーショ
ンメッセージがページのアサーショ
ンメッセージコントロールに表示されます。
他のコントロールとページもアサーショ
ンを持つことができます。複数の無効なアサーショ
ンがページに存在する場合、最初
の無効のアサーショ
ンが表示されます。コントロールアサーショ
ンはページアサーショ
ンの前に評価され、アサーショ
ンはペー
ジで発生する順番に評価されます。

アサーショ
ンメッセージ
コントロールのアサーショ
ンが有効でない場合、アサーショ
ンメッセージが表示されるように設定します。プロパティ
の値フィ
ー
ルドの内側をダブルクリックしてアサーショ
ンメッセージを編集します。または、XPath ツールバーボタンをクリックして、
XPath 式を入力し必要なテキストを生成します。アサーショ
ンメッセージはアサーショ
ンメッセージコントロール内に表
示されます。例えば: コントロールのアサーショ
ンのXPath 式がLastName != "" の場合、がノードLastName
は空であってはならないとアサートするとします。は空であってはならないとアサートするとします。もしこのノードが空の場
合、コントロールのアサーショ
ンメッセージがページのアサーショ
ンメッセージコントロールが挿入された箇所に表示されま
す。
複数の無効なアサーショ
ンがページに存在する場合、(ページにアサーショ
ンが表示される順番の) 最初の無効なアサー
ショ
ンのアサーショ
ンメッセージが表示されます。コントロールアサーショ
ンはページアサーショ
ンの前に評価され、アサーショ
ンはページで発生する順番に評価されます。
テキストの色
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
テキストの色 (無効化済み)
コントロールのテキストの色を設定します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、テキストプロパティ
を使用します。
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テキストサイズ
コンボボックスのドロップダウンリストからサイズを選択します。許可されている値は、以下のとおりです: 一番小さい|小さ
い|中|大きい|一番大きい。各プラットフォームまたはデバイスは文字のサイズのための自身のピクセルの高さを有しま
す。ですから、デフォルトのピクセルでのテキストのサイズは、クライアント特有のピクセルの高さであり、中 の値に対応し
ます。
mt-font-height 関数を使用して、他の値を生成すること
ができます。例えば、デバイスの'一番大きい'に対応
する数値よりも120% 大きいサイズを表示する場合、次のXPath 式をのTextSize 値として使用します: mtfont-height('largest', 'px') * 1.2 。関数は '一番大きい'サイズに対応する数値 (ピクセル)を
生成します。この値は、'一番大きい'の120% に対応する値を得るために1.2 倍されます。

iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
太字テキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
イタリックテキスト
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
テキストの下線
コンボボックスのドロップダウンリストからtrue または false を選択します。デフォルトは false です。
背景色
オブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
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背景色 (無効化済み)
オブジェクトが無効化されているときのオブジェクトの背景色を設定します。以下を行い色を選択します:
色パレットをクリックして背景色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
メモ: コンテキストに従いコントロールを有効化/無効化することができます。例えば、個人情報に関する書式の場合
は、ユーザーは 生命保険の有無について入力し、生命保険の詳細に関するフィ
ールドが有効化されるように
設定することができます。それ以外の場合は、これらのフィ
ールドは無効化することができます。フィ
ールドを有効
化または無効化するには、対応するコントロールの有効化/無効化 プロパティ
を使用します。オブジェクトが無
効化されている場合の背景色を設定するには、背景色 (無効化済み)プロパティ
を使用します。
ヒント
エンドユーザーにテキスト化したヒントを与えます。例えば、エンドユーザーがコントロールを使用して実行するアクショ
ンに
ついてのヒントを提供します。プロパティ
の値フィ
ールドの内側をダブルクリックして、テキスト化したヒントを編集します。ま
たは、XPath ツールバーボタンをクリックして、XPath 式を入力して必要なテキストを生成します。
水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
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す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
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長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
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ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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垂直線
垂直線コントロールによりテーブル内で垂直線を追加することができます。色、幅などのプロパティ
のために垂直線のスタイルを
変更することができます。使用することのできるプロパティ
は以下にリストされています。Ctrl+ドラッグアンドドロップを使用し
て、垂直線をコピーして他の場所にコピーする場合は、テーブル内の場所にのみコピーして張り付けることができる点に注意し
てく
ださい。
メモ
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。

垂直線イベント
垂直線コントロールに関連したイベントは存在しません。

垂直線プロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
線の幅
選択された水平線の幅を(太さ) ピクセルで設定します。コンボボックスのドロップダウンリストから幅の値 (ピクセル) を
選択します、または値フィ
ールドをダブルクリックして、数字の値を入力します。数字の値はピクセルの値として理解されま
す。このために、単位は指定する必要はありません。
線のスタイル
選択された水平線のスタイルを指定します。コンボボックスのドロップダウンリストからオプショ
ンを選択します。デフォルトの
値は実線です。
線の色
選択された水平線の色を選択します。以下を行うことにより、色を選択することができます:
色パレットからテキストの色を選択します。
コンボボックスのドロップダウンリストから色を選択します。
値フィ
ールドをダブルクリックして色のコードを入力します (例えば、#FF0000)、または、XPath ツールバー
ボタンをクリックして、必要とするテキストを生成します。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
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XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に
表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
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ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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ビデオ
ビデオコントロールは、のコントロールビデオソース プロパティ
内で指定されたビデオを表示します (下を参照)。複数のコント
ロールをページに設置することができます。各コントロールは、名前で識別され、ビデオソース プロパティ
内で指定されたビデオ
コントロールを再生します。[スタイル&プロパティ
]ペインでコントロールのプロパティ
を設定することができます。(冗長であるた
め)ローカルのビデオファイルを再生する機能は有効化されていません。ビデオのファイルフォーマットに関する詳細はオーディ
オ/
ビデオフォーマットを参照してく
ださい。
以下の点に注意してく
ださい:
ビデオリソースは URL を使用して検索できます。URL は ページソースリンク、XPath 式を使用して、または直接
静的アドレスを入力することにより指定することができます。クライアントデバイスで、ビデオファイルを指定するには、デ
バイス依存ディ
レクトリに対してURL が相対的である必要があります (下の ビデオソース プロパティに関する詳
細を参照してく
ださい)。ビデオファイルフォーマットに関しては、オーディ
オ/
ビデオフォーマットを参照してく
ださい。
ビデオをダウンロード中にコントロールのサイズを指定することができます。ダウンロードが完了すると、実際のサイズに
合わせてコントロールは拡張または縮小されます。初期の幅 および初期の高さプロパティ
を参照してく
ださい。
ビデオはページがロードされると(ロードすると再生 プロパティ
)再生されます。ビデオが後で再生される場合はビデオの
開始アクショ
ン(例えば、ボタン)を使用します。
ビデオの再生アクショ
ンを管理するボタンがコントロール内で表示されるかを(コントロールの表示 プロパティ
を使用して)
指定することができます。ボタンを表示しない場合は、ビデオアクショ
ンはカスタムボタンを作成するために使用すること
ができます。
ビデオアクショ
ンには、ビデオの再生の開始、一時停止、再開、停止、特定の箇所にスキップして時間が定義され
ているセグメントを再生するなどの機能が搭載されています。
ビデオイベントがトリガーされると実行されるアクショ
ンのセットを指定することもできます (下を参照)。
ビデオファイルおよび再生の属性を与えるMobileTogether XPath 拡張関数 の一部は条件付処理を作成す
るために使用することができます。例えば、mt-video-is-playing 関数がtrue() または false()を
返す場合、代替のアクショ
ンのセットを定義することもできます。
メモ
コントロールがデータソースノード(ページソースリンク)と関連付けられると、マウスを(ページデザインビューの)コントロ
ールにかざすと、関連したノードがポップアップとして表示されます。
データソースツリーの全てのページソースリンクは太字で表示されています。
デザインツリー内のページソースリンクにマウスをポイントすると、関連したコントロールの情報が表示されます。
データソースノードの関連を削除するには、(ページデザインビューの) コントロールを右クリックし、[ページソースリ
ンクの削除] をクリックします。
( [スタイル&プロパティ
] ペインの) スタイルまたはプロパティ
をリセットする場合、プロパティ
を選択してペインのツー
ルバーの[リセット] をクリックします。
([スタイル&プロパティ
] ペインの)スタイルまたはプロパティ
のXPath 式を編集するには、スタイルまたはプロパティ
を選択して、ペインのツールバーの[ XPath の編集] をクリックします。
デザイン内で他の場所に[コントロールをコピーする] 場合は、[Ctrl] を押して、コントロールを希望する場所に
ドラッグアンドドロップします。
コントロールのための特定のプロパティ
を割り当てるには、コントロールのために(ブラウザーCSS クラスプロパティ
を
介して) 1 つ以上のクラスを定義し、([ブラウザー設定] ダイアログで指定する) 外部 CSS ファイル内でクラスの
ためのルールを割り当てます。
コントロールのCSS プロパティ
は[スタイル&プロパティ
] ペインおよび/
または、外部 CSS ファイルで定義すること
ができます。[スタイル&プロパティ
] ペインで定義されたプロパティ
が優先されます。

ビデオイベント
ビデオイベントは、コントロールのコンテキストメニュー(右クリック) または コントロールのコントロールアクションプロパティ(下のプ
ロパティ参照)からアクセスすることができます。ビデオイベントのためのアクショ
ンを定義するには、左側のアクショ
ンペインからア
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クショ
ンをビデオイベントタブにドラッグアンドドロップします。

ビデオの開始時: イベントが発生する前に(すなわち、ビデオの再生が開始する前に)、ビデオファ
イルの詳細を使用

することはできない場合は、ビデオの高さ、幅、時間、および現在の位置を取得する関数を呼び出してはなりません
(下を参照) 。この時点では、mt-video-is-playing 関数が有効な情報を返します。このイベントは、例え
ば、( ノードの更新アクショ
ンなどを仕使用して)ビデオの再生の再生をXML ツリーノードにログするために使用で
きます。
ビデオのエラー時: 可能性のあるエラー: ファ
イルが見つからないエラー、ファイルフォーマットのエラー、またはダウンロー
ド/
再生の中断エラーなど。MobileTogether XPath 実行関数 mt-external-error を使用してエラーに
関する情報を取得することができます。アクショ
ンがイベントのために定義されている場合、これらのアクショ
ンは実行さ
れます。それ以外の場合は、エラーはメッセージボックスに表示されます。
ビデオの完了時: ビデオの再生は(停止アクショ
ンが実行されることなく
)ファイルまたは指定されてセグメントの再生が
最後に到達すると完了したものと考えられます。これらのアクショ
ンはビデオが中断(プロジェクトプロパティ他のソリュ
ーショ
ンに切り替える)または一時停止されると実行されません。

ビデオプロパティ
[スタイル&プロパティ
] ペインで使用可能なコントロールのプロパティ
は以下に表示される順にリストされています。
名前
ページまたはプロジェクトの他の場所からのコントロールを参照するために使用されます。値フィ
ールドの内側をダブルクリッ
クして編集します。
ビデオソース
ビデオコントロール内で再生されるビデオを選択します。リモートファイルを検索するURL を入力、または、URL を選択
または生成するXPath を入力します。下のスクリーンショ
ットでは、例えば、再生するビデオファイルを検索するために
使用される最後の$Sources/AVMedia/Resource 要素に含まれているURL などです。

クライアントデバイス上のビデオファイルを指定するには、URL は、それぞれのデバイス依存ディ
レクトリに対して相対的
な URL に対して相対的である必要があります (上のスクリーンショ
ット参照)。

Android: Android デバイスディ
レクトリをドロップダウンリストから選択します。デフォルトの設定である、デフォ
ルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選択されます。しかしながら、
Android デバイスがルートされていない限り、(MobileTogether 以外の)他のアプリは、MobileTogether
サウンドボックスディ
レクトリへアクセスすることができません。ですから、他のアプリを使用してMobileTogether
サンドボックス内でファイルを開こうと試みると失敗する可能性があります。
Windows RT:Windows Phone または、Windows RT デバイスフォルダーをドロップダウンリストから選
択します。デフォルトの設定である、デフォルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レク
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トリが選択されます。
iOS: MobileTogether は、ユーザーのデバイスに2つのディ
レクトリを作成します: (i) オペレーティ
ングシステム
により場悪アップされるファイルのためのバックアップディ
レクトリで、後に使用することができます。例えば、復元時
に使用することができます。 (ii) バックアップの必要ないファイルのためのバックアップされないディ
レクトリであり、
再生のため速いバッファーが必要な場合選択されます。バックアップディ
レクトリまたはバックアップされないディ
レク
トリを必要に応じて選択してく
ださい。
Web ブラウザー: 選択できるオプショ
ンはありません。相対的パスはブラウザー内のサンドボックスのコンテキスト
で解決されます。
ビデオファイルフォーマットの詳細に関しては、オーディ
オ/
ビデオフォーマットを参照してく
ださい。
メモ:

オーディ
オ/
ビデオファイルは、MobileTogether Designer プロジェクトのサーバーメカニズムにデプロイを使用
してMobileTogether Server にデプロイすることはできません。しかしながら、URL を使用してストリーム
することはできませんが、サーバーに手動でオーディ
オ/
ビデオファイルをコピーすることができます。
MobileTogether Server に存在する、オーディ
オ/
ビデオファイルをストリームするには、以下を行います : (i)
バイナリのロードアクショ
ンを使用して、バイナリのオーディ
オ/
ビデオデータをデータソースノードにロードします。
(ii) バイナリの保存 アクショ
ンを使用して、このノード内のデータをクライアント上のファイルに保存します。(iii)
オーディ
オ/
ビデオの再生アクショ
ンを使用して、クライアントデバイス上に保存されたファイルを再生します。また
は、オーディ
オ/
ビデオファイルをMobileTogether Server に保存する代わりにWeb サーバーに保存し、
URL を使用して、Web サーバーからオーディ
オ/
ビデオファイルをストリームします。

キャッシュされたビデオソース
プロパティロードされると再生 (下を参照) がfalse に設定されている場合、ビデオが再生されるファイルからのキャッ
シュを指定することができます。キャッシュファイルが指定されると、(ビデオソース プロパティ
を使用して)再生のために選択
されたビデオファイルがダウンロードされるとクライアントデバイス上でキャッシュされます。ローカルのキャッシュファイルが与え
られたビデオコントロールのために既存の場合は、キャッシュファイルが今トールで再生され、新しいダウンロードは行われ
ません。
ローカルキャッシュファイルを指定するには、このプロパティ
の値とする相対的な URL を入力します。このURL は、デバ
イス依存ディ
レクトリペイン内の各 OS のために選択されたフォルダーに対して解決されます。クライアントデバイス上に
存在しない場合、相対的 URL のサブフォルダーが作成されるかを指定することができます。

Android: Android デバイスディ
レクトリをドロップダウンリストから選択します。デフォルトの設定である、デフォ
ルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選択されます。しかしながら、
Android デバイスがルートされていない限り、(MobileTogether 以外の)他のアプリは、MobileTogether
サウンドボックスディ
レクトリへアクセスすることができません。ですから、他のアプリを使用してMobileTogether
サンドボックス内でファイルを開こうと試みると失敗する可能性があります。
Windows RT:Windows Phone または、Windows RT デバイスフォルダーをドロップダウンリストから選
択します。デフォルトの設定である、デフォルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レク
トリが選択されます。
iOS: MobileTogether は、ユーザーのデバイスに2つのディ
レクトリを作成します: (i) オペレーティ
ングシステム
により場悪アップされるファイルのためのバックアップディ
レクトリで、後に使用することができます。例えば、復元時
に使用することができます。 (ii) バックアップの必要ないファイルのためのバックアップされないディ
レクトリであり、
再生のため速いバッファーが必要な場合選択されます。バックアップディ
レクトリまたはバックアップされないディ
レク
トリを必要に応じて選択してく
ださい。
Web ブラウザー: 選択できるオプショ
ンはありません。相対的パスはブラウザー内のサンドボックスのコンテキスト
で解決されます。
ユーザー名
コンテンツにアクセスするためのユーザー名を設定します。プロパティ
の値フィ
ールドをダブルクリックして編集します。
パスワード
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ユーザーがリソースにアクセスするためにパスワードを設定します。プロパティ
の値フィ
ールドをダブルクリックして編集します。
コントロールの表示
ビデオコントロールのボタンが表示されるかを指定します。プロパティ
の値は、true または、false です。デフォルトの
値は、true です。値がfalse に設定されている場合、再生は ビデオアクショ
ンにより開始されます。
ロード時に再生
ページがロードされた直後にビデオが再生されるかを指定します。プロパティ
の値は、true または、false です。デ
フォルトの値は、true です。値がfalse に設定されている場合、再生はビデオの開始アクショ
ンにより開始されま
す。
コントロールアクショ
ン
[追加ダイアログ] ボタンをクリックして、コントロールのアクショ
ンダイアログを表示します。コントロールイベントがトリガ
ーされるとアクショ
ンが実行されるように設定することができます。コントロールのイベントは定義済みで、アクショ
ンダイア
ログの右側のペインのタブに表示されます。アクショ
ンのライブラリは左側のペインに表示されます。イベントのタブに左側
のペインからアクショ
ンをドラッグして、アクショ
ンのプロパティ
を定義します。各イベントに関しては、複数のアクショ
ンを設
定することができます。上から下へ発生する順番に実行されます。
コントロールのアクショ
ンを定義した後、プロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックしていつでも編集することができま
す。
可視
true() または false()を評価するXPath 式です。式が、false()のみを評価する場合、false()と
評価し
た場合、コントロールは可視ではありません。 式がtrue() を評価し、または他の値を返す場合、コントロールは可
視です。デフォルトは true() です。値フィ
ールドをダブルクリックして、または、[XPath] ボタンをクリックして
XPath 式を入力または編集します。可視プロパティ
は、XPath 式がを評価するにかかわらず、オブジェクトを可視に

表示するために使用できます。この結果、オブジェクトの表示は、データの構造とデータに基づき動的に行うことができま
す。
メモ: スパンされた列または行の可視性に関してはテーブルプロパティ
を参照してく
ださい。
メモ: $MTControlValue 変数は、可視 プロパティ
の評価のために使用することは、できません。使用された場
合、検証エラーの結果が発生します。

水平の配置
水平の配置を左、中央、右に設定します。デフォルトは中央です。 値は XPath 式を使用しても定義することができ
ます (これにより値は動的に生成されることができます)。
幅のコントロール
幅のコントロールを設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができます:
fill_parent: 幅のコントロールを、たと
えば、テーブルのセルまたはテーブルなどの、親と同様にします。
wrap_content: 幅のコントロールを、コンテンツが必要なだけの幅にします。

パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択するか、直接値を入力しま
す。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択するか、または、直接値を入力します。
効果としては、fill_parent は最大幅を作成し、wrap_content は最小幅を作成します。イメージ および
チャートコントロール以外の全てのコントロールのデフォルトは fill_parent です。Image およびChart コントロ
ールのデフォルトは wrap_contentです。
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iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
コントロール幅の最大値
コントロール幅の最大値を設定します。プロパティ
のコンボボックスから値を選択します。以下の値を使用することができま
す:
パーセンテージの値: ページ幅のパーセンテージ。ドロップダウンリストから値を選択します、または、直接値を入
力します。
ピクセルの値: ドロップダウンリストからピクセルの値を選択します、または、直接値を入力します。
初期の幅
ビデオコントロールの初期の幅を指定するピクセルの値。これはビデオのダウンロード中のビデオコントロールの幅です。ビ
デオが開始すると、コントロールの幅は実際のビデオの幅に拡張または縮小されます。デフォルト初期の高さは
$MT_CanvasX の値です。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
初期の高さ
ビデオコントロールの初期の高さを指定するピクセルの値。これはビデオのダウンロード中のビデオコントロールの高さです。
ビデオが開始すると、コントロールの幅は実際のビデオの高さに拡張または縮小されます。デフォルト初期の高さは
($MT_CanvasX * 9) div 16 です。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
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ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
余白
コントロールの余白を周りのオブジェクトまたはオブジェクトを含む囲いに相対して設定します。コンボボックスのドロップダ
ウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
左余白
コントロールの左余白をオブジェクトの左またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
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ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
右余白
コントロールの右余白をオブジェクトの右またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
上余白
コントロールの左余白をオブジェクトの上またはオブジェクトを含む囲いの上に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
下余白
コントロールの下余白をオブジェクトの下またはオブジェクトを含む囲いの左に相対して設定します。コンボボックスのド
ロップダウンリストからピクセル値を選択、または値フィ
ールドにピクセル値を入力します。
iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
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は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することができ
ます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピクセ
ルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になります。
スタイルシート
スタイルシートプロパティ
は、コントロールのために使用されるスタイルシートを設定します。スタイルシートプロパティ
のコン
ボボックスのドロップダウンリストがユーザーが作成したすべてのスタイルシートを表示します。コントロールのために使用
するスタイルシートを選択してく
ださい。または、XPath 式を使用して使用するスタイルシートを選択します。後者の
方法の利点はスタイルシートの一部を条件月に設定できることです (次を参照 ユーザの作成したスタイルシートを
適用する)。詳細に関しては、スタイルシートを参照してく
ださい。
ブラウザーCSS クラス
このコントロールと関連付けられる1 つまたは複数のCSS クラス。スペースを使用して複数のクラスを割り当てます:
LabelClassOne LabelClassTwo。これらのクラスは、(ブラウザー設定ダイアログで指定された) CSS ファ
イル
内で、このコントロールのためにプロパティ
を割り当てるために使用することができます。
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ページデザインで使用されるコントロールには、関連付けられた定義済みのイベントがあります(下のテーブル参照)。例え
ば、ボタンコントロールには ボタンのクリック時 に関連付けられたイベントがあります。これらのイベントはコントロール イベン
トと呼ばれ、各イベントには定義づけられたアクション(コントロール アクション) があります。MobileTogether ソリュー
ショ
ンの実行中にコントロールイベントがトリガーされると、定義されたコントロールアクショ
ンが実行されます。
下のテーブルはコントロールとそのイベントのリストです。
コントロール

イベント

アサーショ
ンメッセージ

? なし ?

ボタン

ボタンのクリック時

チャート

チャートのクリック時

チェックボックス

編集の終了時

コンボボックス

編集の終了時

日付

編集の終了時

日付 (iOS)

編集の終了時

編集フィ
ールド

入力時

水平線

? なし ?

水平線スライダー

スライド時

イメージ

イメージのクリック時

ラベル

ラベルのクリック時

ラジオボタン

編集の終了時

編集フィ
ールド

? なし ?

スペース

? なし ?

切り替え

編集の終了時

テーブル

? なし ?

時刻

編集の終了時

垂直線

? なし ?

ビデオ

ビデオの開始時
ビデオのエラー時
ビデオの完了時

コントロールイベントのアクションの定義
コントロールイベントのアクショ
ンは、アクショ
ンダイアログ内で定義されています(下のスクリーンショ
ット参照)。希望するアク
ショ
ンを左側のペインから右側のペインのイベントタブにドラッグします。
します。コントロールのアクショ
ンダイアログには以下の方法でアクセスすることができます:
コントロールを右クリックして、[...に対するコントロール] を選択します。
[スタイル&プロパティ
] ペインのコントロール アクションプロパティ
の[追加ダイアログ] ボタンをクリックします。
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[ページ | アクションの概要] をクリックして、アクショ
ンの概要ダイアログを表示します。定義するコントロールイベン
トの[追加ダイアログ] ボタンをクリックします。

使用可能な異なる種類のコントロールアクショ
ンについてはアクショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。
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アクション
コントロールイベントとページイベントでアクショ
ンを定義することができます。両方の種類のアクショ
ンはアクショ
ンダイアログ
(下のスクリーンショ
ット参照)で定義されます。左側のペインには機能性によりグループ化されたアクショ
ンが含まれています。
右側のペインにはページまたはコントロールイベントが含まれています。右側のペインで各イベントは個別のタブで表示されて
おり、各イベントのアクショ
ンがイベントのタブで定義されています。

選択されたイベントのために特定のアクショ
ンを定義するには、左側のペインからイベントタブにアクショ
ンをドラッグします。アイ
コンを使用してアクショ
ンを追加することができます。アクショ
ンが、コンボボックスからのエントリの選択、または XPath 式の入
力など、アクショ
ンが更なる定義を必要とする場合、(上のスクリーンショ
ット参照)?これらのステップを完了させます。
アクションの追加 アイコン
複数のアクションのためのイベントも定義することができ、アクショ
ンに子アクションを追加することもできます。上のスクリーン
ショ
ットでは、例えば、ページのロード時 イベントに3 つのアクショ
ンが定義されており、キャンセル オプショ
ンがソリューショ
ンの
終了アクショ
ンをトリガーします。コントロールまたはページアクショ
ンの定義が終わったら[OK] をクリックします。同じレベル
で複数のアクショ
ンが存在する場合、定義された順番に実行されます。
以下のショ
ートカットを使用することができます:
ショートカット

イベントペイン内の選択

[Ctrl]+ダブルクリック アク メインイベント(例:ラベルのクリック時)
ショ
ン

イベントの最後のアクショ
ンとして追加されたア
クショ
ン

サブイベント (例:クリック時、長いクリック
時)

なし

アクショ
ン

次のアクショ
ンとして追加されたダブルクリックさ
れたアクショ
ン

Alt+ダブルクリック アクショ メインイベント(例:ラベルのクリック時)
ン
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ン
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サブイベント (例:クリック時 長いクリック
時)

サブイベントの最後のアクショ
ンとして追加され
たアクショ
ン

アクショ
ン

なし

アクションまたはアクショングループの使用方法を全て表示する
使用することのできるアクショ
ンペイン内のアクショ
ンまたはアクショ
ングループを右クリックします。表示されるコンテキストメニュー
内の「
メッセージログ内のアクションの使用法を表示する」をクリックします。デザイン内のアクショ
ンの全ての使用法がメッ
セージペイン内に表示されます。使用法はページごと、そして、コントロールごとにリストされています。

アクションの処理
(チャートの生成、埋め込まれていないファイルのロード、など) アクショ
ンの一部はサーバーで実行され、(メッセージボックス、
SMS の送信など) アクショ
ンの一部はクライアント上で実行されます。このため、パフォーマンスの向上のためには、アクショ
ン
の順序は処理のためのサーバーとクライアント間の切り替えを最小化して定義することをおすすめします。

アクションの無効化
イベントのために定義された個々のアクショ
ンを一時的に無効化にすることができます。無効化されたアクショ
ンは無視され、
アクショ
ンが定義されていないこととして処理は継続されます。アクショ
ンを無効化するには、イベントのアクショ
ンの定義を右ク
リックして、[アクションの無効] を選択します。これは切り替えコマンドで、もう一度選択するとアクショ
ンを有効化することがで
きます。

再帰的にログを抑制する
ログはメッセージペイン内に表示されるメッセージです。個別のアクショ
ンに関連するメッセージとそのサブアクショ
ン(子アクショ
ン)を抑制することができます。これを行うには、アクショ
ンを右クリックし、「再帰的にログを抑制する」を選択します。
再帰的にログが抑制されるアクショ
ンの子アクショ
ンのログを有効化するには、子アクショ
ンを右クリックし、「有効化されたロ
グを再帰的に強制する」を選択します。
ログを抑制、または、強制的に有効化するアクショ
ンには現在の状態を示すアイコンが存在します。下のスクリーンショ
ットは
ページへ移動 アクショ
ンのアイコンを表示しています。
オーバーレイ無し
ログの抑制
ログの強制的な有効化

イベント ペイン ツールバー
イベントペインツールバー(下のスクリーンショ
ット) には左から順に次のコマンドが含まれます:
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元に戻す、やり直す: イベントペインの編集を元に戻し、やり直します。
切り取り、削除: 選択されたイベントペインのアイテムを削除します。切り取りは選択されたアイテムをクリップボー
ドに貼り付けます。
コピー: 選択されたアイテムをクリップボードにコピーします。
貼り付け、クリップボードの内容を追加: クリップボードの内容を選択された場所に貼り付けます。
ステートメントを複数行で表示する: XPath 式などのステートメントの複数行の表示のオン/
オフの切り替えをし
ます。
ほとんど使用されないオプショ
ンを隠す: ほとんど使用されないオプショ
ンの表示のオン/
オフの切り替えをします。
アクショ
ンのための警告を隠す: 警告の表示のオン/
オフの切り替えをします。
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ユーザー インタラクション
アクショ
ンダイアログのユーザーインタラクショ
ングループで次のアクショ
ンを使用することができます(下のスクリーンショ
ット):
メッセージボックス
電子メールを送信する
共有
SMS を送信する
通話を発信する
URL を開く
印刷する
MapForce 転送
待機カーソル
連絡先の読み取り
カレンダーへのアクセス
ユーザーによる日付の選択
ユーザーによる時刻の選択

このグループのアクショ
ンはページイベントとコントロールイベントに使用することができます。アクショ
ンダイアログ(上のスクリ
ーンショ
ット) に素早く
アクセスするには、ページまたはコントロールを右クリックして、ページ/
コントロールアクショ
ンコマンドを選
択します。ページイベントおよびコントロール イベントも参照してく
ださい。
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メッセージ ボックス
イベントがトリガーされた時、表示されるメッセージボックスです。コンボボックスによりメッセージボックスに表示されるボタンを
選択することができます。定義済みのボタンは [OK] はい いいえ キャンセルです。 1 から3 までのカスタムボタンを
定義することもできます。カスタムボタンのテキストは XPath 式により指定されます (例えば、下の左のスクリーンショ
ットは
: "Proceed"です)。

上のスクリーンショ
ットはメッセージボックス(右)とその定義(左)を表示しています。定義はカスタムボタン付きのメッセージボッ
クスのためにあります。タイトル、メッセージ、およびボタンのテキストが定義されていることを確認してく
ださい。

複数のユーザーオプション付きのメッセージボックス
メッセージボックスによりユーザーに複数のオプショ
ンが与えられます。これは、自身のアクショ
ンにリックされた複数のボタンの
フォームにより行われます。例えば、下のスクリーンショ
ットでは、[OK] と[キャンセル] の2 つのボタンがコンボボックスで
選択されることにより定義されています。ボタンは、メッセージボックスの子オブジェクトとして階層形式のツリーで自動的に表
示されます。各ボタンにアクショ
ンを割り当てることができます (スクリーンショ
ット参照)。これらのアクショ
ンはユーザーによりボタ
ンが押されると実行されます。例えば、下のスクリーンショ
ットで定義されている [キャンセル] ボタンがクリックされると、ソリュー
ショ
ンの終了アクショ
ンが実行されます。

カスタムボタン
カスタムボタンにより、シチュエーショ
ンに応じてメッセージを構成することのできる柔軟性が与えられます。メッセージを1つから3
つのボタンで作成することができます。下のメッセージの例は、3つのボタンを使用しており、それぞれが特定のアクショ
ンに関連
しています (スクリーンショ
ットを参照してく
ださい) 。更に、モバイルデバイスの戻るボタンへアクショ
ンを割り当てることもで
きます。戻るボタンの下に対応するアクショ
ンをドラッグして行ってく
ださい。アクショ
ンが割り当てられていない場合、戻るボ
タンがタップされても何も起こりません。
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電子メールの送信
モバイルデバイスの電子メールアプリケーショ
ンから電子メールを送信、またはサーバーからダイアログを表示せずに複数の宛
先に電子メールを送信します。電子メールは HTML またはテキストとして送信することができます。XPath 式を使用し
て、宛先、件名、本文のメッセージを指定することができます。更に、添付のテキストとイメージも生成することができます。電
子メールの送信アクショ
ンの設定は下のスクリーンショ
ットで表示されており、詳細は以下に説明されています。

メモ:

mobiletogether:// スキームを使用するリ
ンクは Gmail 内および他の電子メールアプリケーショ
ン内では、
作動しませんが、AquaMail、K9、およびMailWise などのよく
使用されるクライアントでは作動します。
AquaMail およびK9 内でテスト済みでこれらのアプリケーショ
ンでは正常に作動します。
mobiletogether:// スキームは、リ
ンクを介してMobileTogether ソリューショ
ンを開くまたは リンクを介して
クライアントデバイス上のサーバー設定を更新するなどのMobileTogether 特有のタスクのために使用されます。

クライアントまたはサーバーから電子メールを送信する
エンドユーザーのクライアントデバイスの電子メールアプリケーショ
ン、またはサーバーから電子メールが送信されるかを選択
します。下のスクリーンショ
ット(クライアント) と上のスクリーンショ
ット(サーバーから送信される電子メール) を比較してく
ださい。サーバーオプショ
ンにはサーバーオプショ
ンはクライアントオプショ
ンよりも以下の3 つの追加設定があります: とし
てフィ
ールド、差出人フィ
ールド、エラー時のアクショ
ン。

クライアント: アクショ
ンが実行されると、電子メールを電子メールアプリケーショ
ンで開きます。電子メールはアク
ショ
ン設定で指定された詳細 (アドレスフィ
ールド、件名、メッセージ、添付）
で埋められます。エンドユーザーは
メールを編集し送信、または送信せずに閉じることができます。メールがHTML またはテキストで送信されるか
は、クライアントにより異なり、デザインで指定することはできません。
サーバー: 電子メールが(MobileTogether) サーバーを使用して送信される場合、MobileTogether
Server は ISP のSMTP サーバーにアクセスできるように構成されている必要があります。(構成方法の詳
細に関しては、MobileTogether Server ドキュメント を参照してく
ださい。基本的には、SMTP サーバ
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ーアドレスとポート、および差出人の電子メールのユーザー名とパスワードは MobileTogether Server の設
定で構成されている必要があります。) エンドユーザーが、アクショ
ンをトリガーするイベントを実行する場合、エ
ンドユーザーとの更なるインタラクショ
ン無しで、静的に電子メールが送信されます。サーバーを使用して電子メ
ールを送信する選択には、次の3つの追加オプショ
ンがあります: としてフィ
ールド、差出人フィ
ールド、エラー時に
実行されるアクショ
ン。としてフィ
ールドで電子メールがHTML またはテキストとして送信されるかを指定すること
ができます。差出人フィ
ールドは、以下に説明されています。サーバーからのメール送信時にエラーが発生した
場合、送信アクショ
ンを続行または中止するかを指定することができます。

宛先、Cc、Bcc
これらのフィ
ールドに入力する電子メールアドレスは、XPath 式を介して入力することができます。入力方法には以下
の方法があります (i)(上のスクリーンショ
ットに表示されてあるとおり) XPath 式に文字列として直接入力する、または
(ii) データソース内のノードから生成する(下のXPath 式を参照してく
ださい)。複数の受信者これらのフィ
ールドで指
定される場合は、シーケンスを返す XPath 式を使用することが奨励されます。 2 つの電子メール間を(セミコロンまた
はカンマなどの)セパレーターをハードコードすることは、異なる電子メールクライアントが異なるセパレーターを使用するた
め、奨励されません。以下は、電子メールアドレスラインを生成するためにXML データソース内のノードを使用する
XPath の例です:
if ( $MT_iOS=true() ) then iosGroup/Person/Email else otherGroup/Person/
Email

式は Person/Email ノードのシーケンスを反復し、各反復は、1つの電子メールアドレスを含むことが予想されます。
この場合、iOS クライアントと非iOS クライアントは、複数の宛先を文字列のシーケンスとして与えられます:
("contact1@altova.com", "contact2@altova.com")。

差出人と返信
MobileTogether Server を使用して電子メールの送信を選択する場合、差出人の設定を使用することができま
す。この設定内で差出人のメールアドレスを指定することができます。差出人のメールアドレスが必須のSMTP サーバ
ーを使用して電子メールが送信される場合、差出人の設定は入力されている必要があります。SMTP サーバーがこ
の項目を必要としない場合、差出人の設定を空にすることができます。
受信者が閲覧することのできる「
擬似の」
電子メールアドレスから自動応答は送信されます。「
擬似の」
アドレスを使用
する場合、このアドレスを差出人の設定に入力します。この場合、受信者からの連絡を受けることができ、実際使用
することのできる電子メールアドレスを返信先の設定に入力することができます。受信者が電子メールクライアント内で
返信コマンドをクリックすると、返信先設定に入力された電子メールアドレスに宛てられた新規の電子メールが開かれま
す。

電子メールの件名と本文
(電子メールのメッセージと件名のフィ
ールド) の設定 のXPath 式は、文字列または XML データソースからの各テキ
ストから生成されることができます。電子メールの本文フィ
ールドのためのXPath 式は、有効な HTML サブ構造を持
つ<html> 要素である(下を参照)構成されたHTML を生成する必要があります。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

474

アクション

ユーザー インタラクション

上のスクリーンショ
ットでは、件名のフィ
ールドのためのXPath 式は、直接入力された文字列です。電子メールのメッセ
ージのためのXPath 式は、"2015-04-15" に等しい date 属性を持つ、 Message 要素のテキストコンテキス
トを返します。
電子メールの本文は構造されているHTML である必要があり、子ノードを含む<html> 要素として構造される必要
があります。HTML サポートのレベルは電子メールが送信されるソースにより異なります:
サーバーまたは iOS クライアントから: 標準 HTML がサポートされます。
Android: <b> などの、少ないHTML 構造がサポートされます。
Windows Phone とWindows App (タブレットとタッチスクリーンPC): HTML サポート無し。
フルフォーマットされたHTML を送信する場合は、サーバーオプショ
ンから(送信) を選択します。

添付
ファイルとイメージはメッセージに添付することができます。以下の3つのオプショ
ンから1つ選ぶことができます:
添付無し(デフォルトで選択されています)
下にリストされる添付
動的な添付
下にリストされる添付
このオプショ
ンにより、添付を個別に作成することができます。新しい添付を追加するには、 をクリックします。下のス
クリーンショ
ットは2つの添付を持つメッセージを表示しています。添付を削除するには、[削除] アイコンをクリックしま
す。

それぞれの添付は次のプロパティ
を持ちます:
ファイル名 (XPath): ファイル名は拡張子を持つことができます。ファイル名は、添付の(メッセージ内) 表示と
してのみ使用することができ、実際のパスとしては使用することができません。
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コンテンツ(XPath): XML ツリーフラグメントを選択することができ、単一のXML ノード、1つ以上のノード
のテキストコンテンツ、または添付されたファイルのコンテンツとなる文字列を直接入力することができます。(次
の) コンテンツ型プロパティ
内の選択に従いコンテンツは解析されます。
コンテンツ型 (コンボボックス: XML/テキスト): コンテンツの型がXML の場合、コンテンツプロパティ
(前のプロ
パティ
)により選択されたコンテンツは、XML データとして解析されます。XML ノードセットが期待され、ノード
セットが電子メールに添付されます。コンテンツの型がBase64 の場合は、Base64 によりエンコードされたコ
ンテンツが期待されます。また、このコンテンツはデコードされます。ですから、コンテンツがイメージのBase64 エ
ンコードの場合、イメージが生成され電子メールに添付されます。コンテンツの型がテキストの場合、テキストが
コンテンツとして期待され、このテキストが電子メールに添付されます。コンテンツプロパティ
の値は、コンテンツ型プ
ロパティ
のための選択に従う必要があります。
動的な添付
XPath 式は、mt-email-attachment XPath 拡張関数を使用して、添付を作成します。
mt-email-attachment
mt-email-attachment(Filename xs:string をxs:string と
して, Content を
item() と
して , ContentType をxs:string として ) array(*) として
Content 引数により
与えられたXML、Base64 または、テキストをコンテンツを電子メールの添付として準備
します。コンテンツが XML、Base64 または、テキストとして解析されるかは、値として、XML、Base64、または
テキストを受け入れるContentType 引数により決定されます。添付に関連したファイル名がFilename

引数により与えられます。
メモ: mt-email-attachment は、電子メールの送信アクショ
ンの動的な添付のオプショ
ンを使用する際の
必要条件です。
メモ: HTML として送信される電子メールに関しては、電子メールの内容が正確な HTML 、つまり、html 要
素から始まる、HTML である必要があります。有効な内容は次のXPath/XQuery 構成により開始することが
できます: element html { element body { "Test" } }
メモ: 添付はクAndroid およびiOS ライアントのみで使用することができます。
サンプル
mt-email-attachment('MTNewFeatures.txt', $XML2/Releases/
Release[@date='2015-04-15']/Features, 'XML')は 機能ノードを返します。
mt-email-attachment('MTLogo.jpg', $XML4/Images/
Image[@name='MTLogo'], 'Base64')は イメージファイル を返します。

メモ:

添付は Android とiOS クライアントのみで使用することができます。

電子メールのメッセージにリンクを追加する
HTML フォーマットで送信される電子メールのテキストにハイパーリンクを追加することができます。この機能は、テキスト
として送信される電子メールでは使用することができません。インターネットページまたは MobileTogether ソリューショ
ンをターゲットにすることができます。電子メールの本文にリンクを追加するには、メッセージオプショ
ンのXPath 式の内
のmt-html-anchor 関数を使用します (下のスクリーンショ
ット参照)。
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mt-html-anchor 関数は以下の2 つの引数を必要と
します: LinkText およびtargetURL。HTML ハイパ
ーリンク要素を作成するには 2 つの引数を使用します: <a href="targetURL">LinkText</a>

サンプル:
mt-html-anchor('Unregister from mailing list', 'http://www.altova.com')

は、HTML コードフラグメントを生成します:
<a href="http://www.altova.com'">Unregister from mailing list</a>

上のサンプルは、インターネットにリンクされます。MobileTogether ソリューショ
ンにリンクするには、ソリューショ
ンへのハ
イパーリンクを参照してく
ださい。
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共有
(下のスクリーンショ
ットでハイライトされている) 共有アクショ
ンを使用することによりユーザーはテキストとイメージを共有する
ことができます。テキストは HTML またはテキストとして送信することができ、共有アクショ
ンのテキストフィ
ールド内のXPath
により選択されます (下のスクリーンショ
ット参照)。更に、テキストとイメージの添付も生成されることができます。共有アク
ショ
ンがモバイルデバイスでトリガーされると、デバイスの共有オプショ
ンが表示されます。(これらは、モバイルデバイスにインスト
ールされている、メッセージまたはソーシャルネットワーキングアプリです)。エンドユーザーはこれらのアプリを選択するとことがで
き、共有することができます。

メッセージのタイトルとテキスト
これら2つの設定(メッセージのタイトルと本文テキスト)のXPath 式は、文字列または XML データソースからの対応
するテキストを生成することができます。

上のスクリーンショ
ットでは、タイトルフィ
ールドのためのXPath 式は、直接入力された文字列です、しかし、本文テキ
ストの式は Location/@Geolocation ノードのコンテンツを返します。このノードは 位置情報トラッキングの開始/
停止 と位置情報データの読み込み アクショ
ンを使用して取得されたモバイルデバイスの位置情報の座標を提供しま
す (上のスクリーンショ
ット参照)。
メモ: HTML/テキストの選択は、iOS デバイスに影響をもたらしません。アプリの一部は既存のhtml フラグを自動
的に解釈する可能性があります。

添付
(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

478

アクション

ユーザー インタラクション

ファイルとイメージはメッセージに添付することができます。以下の3つのオプショ
ンから1つ選ぶことができます:
添付無し(デフォルトで選択されています)
下にリストされる添付
動的な添付
下にリストされる添付
このオプショ
ンにより、添付を個別に作成することができます。新しい添付を追加するには、 をクリックします。下のス
クリーンショ
ットは2つの添付を持つメッセージを表示しています。添付を削除するには、[削除] アイコンをクリックしま
す。

それぞれの添付は次のプロパティ
を持ちます:
ファイル名 (XPath): ファイル名は拡張子を持つことができます。ファイル名は、添付の(メッセージ内) 表示と
してのみ使用することができ、実際のパスとしては使用することができません。
コンテンツ(XPath): XML ツリーフラグメントを選択することができ、単一のXML ノード、1つ以上のノード
のテキストコンテンツ、または添付されたファイルのコンテンツとなる文字列を直接入力することができます。(次
の) コンテンツ型プロパティ
内の選択に従いコンテンツは解析されます。
コンテンツ型 (コンボボックス: XML/テキスト): コンテンツの型がXML の場合、コンテンツプロパティ
(前のプロ
パティ
)により選択されたコンテンツは、XML データとして解析されます。XML ノードセットが期待され、ノード
セットが電子メールに添付されます。コンテンツの型がBase64 の場合は、Base64 によりエンコードされたコ
ンテンツが期待されます。また、このコンテンツはデコードされます。ですから、コンテンツがイメージのBase64 エ
ンコードの場合、イメージが生成され電子メールに添付されます。コンテンツの型がテキストの場合、テキストが
コンテンツとして期待され、このテキストが電子メールに添付されます。コンテンツプロパティ
の値は、コンテンツ型プ
ロパティ
のための選択に従う必要があります。
動的な添付
XPath 式は、mt-email-attachment XPath 拡張関数を使用して、添付を作成します。
mt-email-attachment
mt-email-attachment(Filename xs:string をxs:string と
して, Content を
item() と
して , ContentType をxs:string として ) array(*) として
Content 引数により
与えられたXML、Base64 または、テキストをコンテンツを電子メールの添付として準備
します。コンテンツが XML、Base64 または、テキストとして解析されるかは、値として、XML、Base64、または
テキストを受け入れるContentType 引数により決定されます。添付に関連したファイル名がFilename

引数により与えられます。
メモ: mt-email-attachment は、電子メールの送信アクショ
ンの動的な添付のオプショ
ンを使用する際の
必要条件です。
メモ: HTML として送信される電子メールに関しては、電子メールの内容が正確な HTML 、つまり、html 要
素から始まる、HTML である必要があります。有効な内容は次のXPath/XQuery 構成により開始することが
できます: element html { element body { "Test" } }
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メモ: 添付はクAndroid およびiOS ライアントのみで使用することができます。
サンプル
mt-email-attachment('MTNewFeatures.txt', $XML2/Releases/
Release[@date='2015-04-15']/Features, 'XML')は 機能ノードを返します。
mt-email-attachment('MTLogo.jpg', $XML4/Images/
Image[@name='MTLogo'], 'Base64')は イメージファイル を返します。

メモ:

添付は Android とiOS クライアントのみで使用することができます。

チュートリアル位置情報の共有 は 共有 アクショ
ンの使用方法について説明しています。
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SMS を送信する
指定された番号に指定されたテキストのSMS を送信します。受信者の番号とSMS のテキストは、XPath 式を使用し
て指定されています(下のスクリーンショ
ット参照)。番号にはかっこを使用しないでく
ださい。複数の受信者の番号はセミコ
ロンで区切られなければなりません。$MT_SMSAvailable という名の静的なグローバル変数を使用して、クライアントデ
バイスで通話サービスが使用可能かどうか確認することができます。変数は true() または false()です。

モバイルデバイスのSMS アプリケーショ
ンを使用して、またはダイアログを表示せずにメッセージの送信を選択することができ
ます。
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通話を発信する
定義のXPath 式で指定された電話番号に通話を発信します (下のスクリーンショ
ット参照)。番号にはかっこを使用し
ないでく
ださい。$MT_TelephonyAvailable という名の静的なグローバル変数を使用して、クライアントデバイスで通
話サービスが使用可能かどうか確認することができます。変数は true() または false()です。
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URL/ ファイル を開く
クライアントデバイス上でアクショ
ン内で指定されているURL 、または、ファイルを開きます。URL は、クライアントのデフォルト
のインターネットのブラウザーにより開かれます。アクショ
ンの構成オプショ
ンから、URL を開く
、または、ファイルを開く
ラジオボタ
ンを選択し、詳細を入力してく
ださい。

URL を開く
URL を開く
アクショ
ンのXPath 式 ダイアログ内に、開かれるURL の文字列を評価する式を入力します (下のスクリーン
ショ
ットを参照)。

ファイルを開く
このアクショ
ンは、クライアントデバイス上にあるファイルを開きます。デザイン内でファイルを直接指定する、または、エンドユーザ
ーがファイルを選択することができます。ファイルを開く
アクショ
ンの「編集」ボタンをクリックすると、ファイルを開く
ためのダイアログ
が表示されます (下のスクリーンショ
ット)。適用するオプショ
ンを選択します。
ファイルの場所がデザイン内に保管されている場合
(デザイン内で) 開く
ファイルを直接指定するためには、「
下のファイルパスを定義する」を選択します (次のスクリーンショ
ット
参照)。絶対的、または、相対的ファイルパス、またはそのようなファイルパスを評価するXPath 式を入力します。相対的
パスを入力した場合、このパスは、そのデバイスの型のために指定したベースディ
レクトリに相対して解決されます (リストと下
のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。
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Android: Android デバイスディ
レクトリをドロップダウンリストから選択します。デフォルトの設定である、デフォルトを
選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選択されます。しかしながら、Android デバイ
スがルートされていない限り、(MobileTogether 以外の)他のアプリは、MobileTogether サウンドボックスディ
レ
クトリへアクセスすることができません。ですから、他のアプリを使用してMobileTogether サンドボックス内でファイル
を開こうと試みると失敗する可能性があります。
Windows RT:Windows Phone または、Windows RT デバイスフォルダーをドロップダウンリストから選択し
ます。デフォルトの設定である、デフォルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選
択されます。
iOS: MobileTogether は、ユーザーのデバイスに2つのディ
レクトリを作成します: (i) オペレーティ
ングシステムによ
り場悪アップされるファイルのためのバックアップディ
レクトリで、後に使用することができます。例えば、復元時に使用
することができます。 (ii) バックアップの必要ないファイルのためのバックアップされないディ
レクトリであり、再生のため
速いバッファーが必要な場合選択されます。バックアップディ
レクトリまたはバックアップされないディ
レクトリを必要に応
じて選択してく
ださい。
Web ブラウザー: 選択できるオプショ
ンはありません。相対的パスはブラウザー内のサンドボックスのコンテキストで解
決されます。
ユーザーによりデバイス上のファイルが選択される場合
モバイルデバイス上でユーザーがファイルを選択するには、ユーザーがデバイス上のファイルを選択するを選択します (下の
スクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。アクショ
ンがランタイムで処理されると、エンドユーザーは、ファイルを参照する、また
は、開く
ファイルの名前を入力することができます。
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このオプショ
ンは以下のオプショ
ンをします:
任意のファイルのフィルター: クライアントデバイス上で開かれたブラウザーダイアログが開かれるファイルの型を、ここで
定義されているファイルの拡張子のみが許可されるようにフィ
ルターします。入力方法: (i) カンマ、または、セミコロン
で区切られた拡張子のリスト(例: txt,html;xml)、または (ii) それぞれの文字列アイテムがファイル型拡張子
である箇所の文字列アイテムのシーケンスを返す XPath 式: 'txt','html,'xml')。
Web メッセージボックス: クライアントデバイス上で「
ファイルを開く
」
ダイアログが開かれる前に、メッセージボックスが
表示されます。このメッセージボックスのデフォルトのテキストを上書きするためにメッセージを入力することができます。
メッセージのテキストを直接 XPath 式を使用して入力します。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
ファイルが存在しない場合のみ、エラーが報告されます。ファイルが存在する場合は、デバイスアプリがファイルを開く
ことができ
ない場合でも、成功として報告されます。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

アクション

ユーザー インタラクション

485

印刷する
印刷 アクショ
ン(下のスクリーンショ
ット) では、Altova StyleVision Server (バージョ
ン2017sp1 または以降) を使
用して、PDF、Word。または、RTF 出力ドキュメントを生成することができます。仕組みは次のとおりです:デザインのデー
タソースノードまたは、外部 XML ファイル内のXML データがXSLT スタイルシートであるPXF ファイルを使用して処理
されます。Altova StyleVision Server は、XSLT 変換するために使用されます。印刷 アクショ
ンを実行するには、
Altova Web サイトでダウンロードすることのできるStyleVision Server アプリケーショ
ンが(ローカルのシミュレーショ
ンの
ため) とMobileTogether Server (サーバーでのシミュレーショ
ンとデプロイで使用されるために) MobileTogether
Designer がインストールされているマシンにインストールされている必要があります。
PXF ファイル とStyleVision Server に関するメモ
ポータブルな XML フォーム(PXF) ファイルは、Altova により開発されたXSLT スタイルシートで、複数の出力
を1つのファイルにパッケージするためのファイルフォーマットです。多種のXSLT スタイルシートが単一のデザインから
Altova StyleVision を使用して作成することができます。
デザイン内で、XSLT スタイルシート内に含まれているPXF ファイル内で定義されているパラメーターを定義するこ
とができます。ランタイムでは、値がスタイルシート内のパラメーターにパスされることができます。
StyleVision Server は、多種のフォーマットの出力を生成するXSLT 変換を実行するために使用される軽量
のコマンドラインアプリケーショ
ンです。
PXF フォーマットに関する詳しい情報は、Altova StyleVision ドキュメントを参照してく
ださい。StyleVision
Server に関する詳しい情報は、Altova StyleVision Server ドキュメントを参照してく
ださい。

印刷 アクショ
ンで以下のオプショ
ンをおこなうことができます:
PDF/Word/RTF
印刷される出力ドキュメントの型を選択します: .pdf .docx または .rtf.
ソース
以下を選択することができます: (i) デザインのデータソースのXML ノードの1つ、または、(ii) クライアントデバイス、また
は、サーバー上の外部 XML ファイル
ソースノード
ノードをソースとして選択する場合、出力ドキュメントのためのソースデータとして使用するノードのためのデザインのデータソ
ースツリーを参照することのできる、ダイアログが表示されます。選択するノードはこのオプショ
ンの値として入力されます。
ソースファイル
ファイル をソースとして選択すると、ソースファイル オプショ
ンの「編集」ボタンをクリックして、ソースファイルを選択します。
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サーバーファイル、または、クライアントファイルを選択することのできるダイアログが表示されます。使用することのできるオプショ
ンに関しては、下のファイルの場所 セクショ
ンを参照してく
ださい。ファイルを選択するには、ファイルがサーバーにデプロイされ
るかを問われます。ファイルがデプロイされない場合、ファイルは ソリューショ
ンの作業ディ
レクトリ(または 子孫ディ
レクトリ)に
保存される必要があります。この場合、この(ソースファイル) オプショ
ンのために入力されるパスは、ランタイムでソースファイ
ルに正確にアクセスするために、正確に設定されている必要があります 。
PXF ファイル
PXF ファイルは、StyleVision Server が出力ドキュメントを生成するために使用するスタイルシートコンテナーファイルで
す。下のファイルの場所 セクショ
ン内のサーバーロケーショ
ンのために説明されているメソッドの1つを使用するPXF ファイ
ルを選択してく
ださい。PXF ファイルをデプロイしない場合、ソリューショ
ンの作業 ディ
レクトリ(または 子孫ディ
レクトリ) に
保存してく
ださい。この場合、この(ソースファイル) オプショ
ンのために入力されるパスは、ランタイムでPXF ファイルに正確
にアクセスするために、正確に設定されている必要があります 。
ターゲットt ファイル
出力ファイル名 と(サーバーまたは クライアント上の)その場所を指定します。下のセクショ
ンファイルの場所 で説明されて
いる方法を使用してファイルの場所を指定します。
パラメーター
ランタイムでは、パラメーター値をPXF ファイルのスタイルシートにパスすることができます。このオプショ
ンは、複数のパラメ
ーターボタンを指定することを有効化します。「パラメーターの追加」アイコンをクリックして、パラメーターのエントリを追加しま
す。パラメーターの名前と値をXPath 式として入力します。上のスクリーンショ
ットでは、例えば、最初のパラメーターに
は、"year":"2017" のname:valueペアがあります。2番目のパラメーターは、ノード$XML2/doc/version から
の値を取ります。追加することのできるパラメーター値 に制限はありません。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。

ファイルの場所
ソースファイル、PXF ファイル、およびターゲットファイル オプショ
ンの「追加ダイアログ」ボタンをクリックすると、ファイルの
指定ダイアログが、表示され、ファイルをロードするか、保存するかを指定することができます。
ソースファイル: サーバーまたはクライアント上にあるXML データファイルを選択します。ローカルまたはネットワーク
マシン上のファイルを選択する場合、以下を行います: (i) デザインのファイルをサーバーにデプロイします、または、
(ii) ファイルをソリューショ
ンのサーバー上の作業ディ
レクトリ(または、子孫ディ
レクトリ)に保存します。
PXF ファイル: サーバー上にあるPXF ファイルを選択します。ローカルまたは ネットワークマシン上にあるファイル
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を選択すると、以下をおこないます: (i)サーバーにデザインファイルをデプロイします。または (ii) ソリューショ
ンのサー
バー上の作業ディ
レクトリ(または 子孫ディ
レクトリ)にファイルを保管します。 クライアントベースのPXF ファイルを
指定することはできません。
ターゲットファイル: サーバーまたは クライアントの場所に出力を生成します。
ファイルの指定ダイアログで使用することのできるオプショ
ンは、ファイルがロードされている(ソースファイル または PXF ファイ
ル)か、または、保存されている(ターゲットファイル)かにより異なります。
サーバー上のファイルの場所
サーバーの場所という用語は、ランタイムのファイルの場所を指します。ロードするファイルを選択する際、ネットワーク上の場
所を選択することができます。しかしながら、ランタイムでファイルにアクセスするには、以下を行います: (i) ファイルをサーバー
にデプロイする、または、(ii) ソリューショ
ンのサーバー上の作業ディ
レクトリにファイルを保存する。ロードするファイルを指定
し、(絶対的な/相対的なパス)ファイルの場所を参照することができます、または、グローバルリソースを利用してファイルを指
定します (ファイル エイリアスまたは フォルダー エイリアス)。ダイアログ内で、使用するオプショ
ンを選択します。
絶対/
相対 パス: ファイルを参照するために、絶対および相対パスを入力します。ソリューショ
ンがデプロイされると、
デフォルトファイルの場所は、MobileTogether Server 設定で定義されているとおり、作業ディレクトリ への参
照で解決されていることに注意してく
ださい。ファイル指定ダイアログのパスが相対の場合、作業ディレクトリ に対応
して解決されます。ファイル指定ダイアログのパスが絶対の場合、デフォルトファイルを含むフォルダーは作業ディレク
トリ の子孫である必要があります。詳細はプロジェクトファイルの場所を参照してく
ださい。パスを入力またはファイ
ルを参照することができます。パスはデザインに対して相対または絶対であることができます。ファイルがデザインファイル
と共にサーバーにデプロイされると、ダイアログで指定された相対/
絶対パスがファイルにアクセスするために(サーバーの
データベース) 内部で使用されます。ファイルがデプロイされていない場合、ファイルは直接サーバーに保管される必
要があります。この場合: (i) ファイルの指定ダイアログで相対パスが選択されている場合、ランタイム時に、この相対
パスはサーバー上で(MobileTogether Server 設定で定義された) 作業ディレクトリ を参照して解決されま
す。(ii) ファイルの指定ダイアログで絶対パスが選択されている場合、サーバー上でのファイルのフォルダーは作業
ディレクトリ の子孫である必要があります。詳細に関してはプロジェクトファイルの場所のセクショ
ンを参照してく
ださ
い。ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任意で指定することができます。この拡張子はファイル名
と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する:ファイルパス内で中間フォルダーが存在しない場合、ファ
イルが保存される時に作成されます。このオプショ
ンは保存する場合のみ関連性があります 。アクショ
ンがファイルの
ロードのみに制限される場合は、このオプショ
ンは、存在しません。
グローバル リソースファイル エイリアス: コンボボックス内で使用可能なファイルエイリアスを選択します。使用可
能なファイルエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで定義されたものです。各ファイルエイリアスは、異なるファ
イルリソースを( [ツール | アクティブな構成] により選択された) MobileTogether Designer で現在アクティ
ブ
な構成に応じてマップします。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。

パス断片化されたグローバル リソースフォルダエイリアス: コンボボックスの使用可能なフォルダーエイリアスから
フォルダーエイリアスを選択します (下のスクリーンショ
ット参照)。

使用可能なフォルダーエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで現在定義されているものです。各フォルダーエ
イリアスは、( [ツール | アクティブな構成] コマンドにより選択された) MobileTogether Designer で現在アク
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ティ
ブな構成に応じて異なるフォルダーリソースをマップします。パス断片化はリソースファイルへの残りのパスを指定
します。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。
ファイルがクライアント上にある場合
ファイルがクライアント上にある場合、ファイルの場所のパスを指定するか、XPath 式を用いてパスを構築してく
ださい。「リ
セット」ボタンを使用して、現在のエントリを削除します。

デザイナーがロード/
保存するファイルを指定することができ、また、エンドユーザーもこれらのファイルを指定することができます。
ファイル指定すると、この情報はソリューショ
ンに保存され、ファイルはアクショ
ンがトリガーされると、ロードまたは保存されます。
ユーザーがロードまたは保存されるファイルを選択する場合、アクショ
ンがトリガーされると、クライアントデバイスで参照ダイアロ
グが開かれ、ユーザーがロード/
保存するファイルを入力または選択することができます。
メモ:

エンドユーザーがファイルをロードして保存するオプショ
ンは以下のアクショ
ンに対して使用することができます:印刷 (ソ
ースファイル とターゲットファイル オプショ
ンがあります)、ファイルのロード/
保存、イメージのロード/
保存 バイナリの
ロード/
保存 。

メモ:

クライアント上のファイルもモバイルデバイス上のSD カードに保存することができます。

ファイル名は(ソリューショ
ンのデザイナーにより)以下で定義されます
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任
意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
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ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: ファイルパス内の中間のフォルダーが、クライアントで不
在の場合、ファイルが保存される際に作成されます。このオプショ
ンは、保存する際にのみ関連するオプショ
ンです。
アクショ
ンがファイルのロードのみに制限されている場合、不在の場合があります。
デバイスに依存するリソース: ファイルが存在するディ
レクトリを選択します。 Windows Phone/RT とiOS デ
バイスでは、許可されるディ
レクトリは既に決まっています。Android デバイスでは、Android コンボボックスのドロッ
プダウンリスト内のディ
レクトリに追加して、ファイルを入力することができます。Android とWindows Phone/RT
で、デフォルトである、デフォルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選択されま
す。iOS デバイスでは、MobileTogether は2つのディ
レクトリを作成します: (i) iCloud に保存される再度ダ
ウンロードすることのできるバックアップディ
レクトリ、(ii) バックアップを必要としないファイルのためのバックアップしない
ディ
レクトリ。必要に応じてバックアップディ
レクトリまたはバックアップされないディ
レクトリを選択します。Web ブラウザ
ー内では、ファイルはブラウザーのサンドボックスに相対して検索されます。
シミュレーションのためのファイルのロケーション: ファイルがクライアントに存在するため、シミュレーショ
ンに中に使用
することはできず、シミュレーショ
ン中にクライアントフォルダー内でスタンドインするフォルダーを指定することができます。
このスタンドインフォルダーは、もちろん、デザイン内で指定されたファイルと同じ名前を持つ必要があります。このフォル
ダーはオプショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンタブ( ツール | オプション)内で指定されていなければなりません。
エンドユーザーにより(クライアントデバイス上で)ファイル名が定義される場合
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任
意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
任意のファイルフィルター: クライアントデバイス上で開かれる参照ダイアログは、定義された拡張子が許可されるよ
うに、ロードまたは保存されるファイルの型をフィ
ルターします。以下を入力することが可能です: (i) カンマで区切られ
た、または、セミコロンで区切られた拡張子のリスト(例: txt,html;xml)、または (ii)各文字列アイテムがファイ
ル型の拡張子である文字列アイテムのシーケンスを返す XPath 式 (例えば、ここでは以下の3つの文字列アイテム
を含む1つのシーケンス: 'txt' 'html 'xml')
オプショ
ンのデフォルトのファイル: 直接または式を使用して、エンドユーザーを導く
ためにデフォルトのファイル名を入
力します。
Web メッセージボックス: ファイルを開く
/
保存 ダイアログが開かれる前に、メッセージボックスが表示されます。直接
テキストを入力するか、または XPath 式を使用して、メッセージボックスのデフォルトのテキストを上書きするテキスト
を入力します。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: もし、ファイルパス内の中間フォルダーが不足している場
合、ファイルが保存される際に作成されます。オプショ
ンは保存時に関係し、アクショ
ンがファイルのロードアクショ
ンの
場合使用できません。
メモ: iOS デバイスでは、ユーザーがデバイス上のファイルを選択できる唯一の方法は iCloud から、または、
iCloud へファイルをインポートまたはエクスポートすることにより行うことが出来ます。バックアップフォルダー、または、
バックアップされないフォルダーをユーザーは参照することはできません。
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MapForce 転送
MapForce 転送アクショ
ンにより、データ構造のセットを他のデータ構造に変換 (マップ) することができます。出力セットの
各データ構造はファイル、または、ページデータソースのノードに書き込むことができます。
MapForce 転送を実行するには、次の追加 コンポーネントを使用する必要があります:
入力データ構造のセットのマッピングを出力データ構造のセットにデザインするAltova MapForce 。マッピングが
デザインされると、MapForce Server 実行可能ファイル(MFX、または、.mfx) として生成されます。
Altova MapForce Server は MobileTogether Server と同じマシンにインストールされている必要がありま
す。MobileTogether により呼び出され、MFX ファイルを処理し、出力データ構造を生成します。
メモ:

MapForce 転送アクショ
ンをローカルシミュレーショ
ンまたは クライアント上でトライアルランでテストする場合、
MapForce Server 内のアクショ
ンは MobileTogether Designer と同じマシンにインストールされている必要
があります。

MapForce デザイン
MapForce デザインは Altova MapForce 内で作成されます。入力データ構造を1つ、または、複数の出力データ構造
にマップします。下に表示されるサンプルデザインには、Excel ファイルである1つの入力データ構造と、XML ファイルである
1つの出力データ構造が存在します。各データ構造 (または、MapForce 用語でコンポーネント) には名前が存在しま
す。デザインは複数の入力コンポーネントと複数の出力コンポーネントを持つことができます。

マッピングデザインが完了すると、MapForce の「ファイル | MapForce Server 実行可能ファイルにコンパイルする」
コマンドを使用してMFX を生成します。ランタイムでは、MapForce Server によりMFX ファイルが使用され出力データ
構造を生成します。
MobileTogether のMapForce 転送アクショ
ンを使用するためには、MapForce デザインの次の詳細を確認する必要
があります:
使用する入力と出力コンポーネントの名前。(上に表示されるデザイン内には次が存在します
SalesByRegionAndMonth とsales-report)。複数の入力と
出力コンポーネントを指定することができま
す。デザイン内で、複数の入力コンポーネントが1つの出力データ構造を生成するために必要とされる場合、(入力
と出力) パラメーターとしてMapForce 転送アクショ
ンに提供される必要があります。
MapForce デザインの一部では、値パラメータはマップされた出力データ構造を生成するプロセスの一部として使用
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されます。このようなパラメーターはそれぞれ値を取り、出力データ構造を生成します。正確に出力データ構造を生
成するために、このようなパラメーターの名前を確認する必要があります。
MapForce デザインとマッピングの作動方法に関しての詳細は、次を参照してく
ださい:MapForce ユーザーマニュアル。
次を参照してく
ださい: MapForce Server ユーザーマニュアル.

MobileTogether の MapForce 転送アクション
MapForce 転送アクショ
ンは MapForce Server を呼び出し処理するための MFX ファイルと入力データを提供しま
す。下のスクリーンショ
ットは上の示されるマッピングデザインをベースにしたMapForce 転送アクショ
ンを表示します。
アクショ
ンの設定は以下のとおりです:
使用するMFX ファイルを検索するサーバーMFX ファイルパス。
入力パラメーター: 各入力パラメーターをこの入力コンポーネントのために使用されるデータと共にマッピングの入力コ
ンポーネントを指定します。複数の入力パラメーターを指定することができます。必要とする出力データ構造を正確
に生成するために必要とされる全ての入力コンポーネントを指定してく
ださい。入力 パラメーター名 設定は入力コ
ンポーネントの名前 ( MapForce デザインから)を指定します。ページソースノード、または、ファイルから入力コンポ
ーネントのためにデータを提供することもできます。ノード、または、ファイルを選択します。 下のスクリーンショ
ット内で
指定されている入力コンポーネントは SalesByRegionAndMonth です。このコンポーネントExcel データ構造
であるため、入力コンポーネントと同じ同じ構造を持つExcel ファイルが提供されます。これはマッピングが成功す
るために必要なステップです。

出力パラメータ: 各出力パラメーターはマッピングの出力コンポーネントを出力データ構造が書き込まれる場所と共
に指定されます。複数の出力パラメータを指定することができます。出力パラメーター名 設定は (MapForce デ
ザイン内で) 生成する出力コンポーネントの名前を指定することができます。ページソースノード、または、ファイルに出
力データ構造が書き込まれるかを選択します。ノード、または、ファイルを選択します。上のスクリーンショ
ット内で指
定されている出力コンポーネントは sales-report で、$XML2 ページソースのルート要素 (AllSales) に保
存されます。出力データ構造全体が指定されたノードにコピーされることに注意してく
ださい。XML フラグメントが生
成されると、XML フラグメント全体が指定されたノードにコピーされます。ターゲットノードの構造に生成されたデータ
構造が合うことを確認してく
ださい。
値パラメータ: これらはマッピング内で使用するための入力として値を与える名前?値 ペアです。ペアの名前の部
分は、MapForce 内の入力コンポーネントの名前です。値 の部分はランタイムにこのコンポーネントにパスされる
値です。作成する値パラメータの数に制限はありません。
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メモ:

ランタイムでは、このアクショ
ンのために入力されるパラメーター設定は MapForce Server への呼び出しのパラメ
ーターとして送信されます。このため、(入力、出力、値パラメータのセット全体の)各パラメーター名 は一意である
必要があります。

メモ:

MapForce Server は MobileTogether Server と同じマシンにインストールされている必要があります。
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待機カーソル
待機カーソルアクショ
ン(下のスクリーンショ
ット参照) がトリガーされると、プラットフォームに固有の待機カーソルがクライアン
トに表示されます。任意で、追加メッセージが同時に追加することができます。待機カーソルの表示は、待機カーソルの非
表示アクショ
ンがトリガーされるまで継続されます。MobileTogether タスクに時間がかかる場合は、待機カーソルの表示は
ユーザーにタスクが進行中であることを通知するために役に立ちます。

待機カーソルアクショ
ンを以下のように使用します:
1. (待機カーソルアクショ
ンで待機カーソルの表示を選択して) 待機カーソルの使用を希望するアクショ
ンの前に待機カ
ーソルアクショ
ンを追加します。
2. 待機カーソルの使用を希望するアクショ
ンを追加します。待機カーソルの表示の兄弟 (または、子) アクショ
ンとして
追加します。
3. (待機カーソルアクショ
ンで待機カーソルの非表示を選択して)待機カーソルの非表示アクショ
ンを追加します。(表示
するためのアクショ
ン(ステップ2) が完了すると)待機カーソルは自動的に表示になります。
アクショ
ンのシーケンスを含むイベントがトリガーされると、以下が発生します：
(1) 待機カーソルが表示され (2) 待機カーソル
の使用を希望するアクショ
ンがトリガーされます。(3) このアクショ
ンが完了すると、待機カーソルの非表示アクショ
ンがトリガー
されカーソルの表示が停止されます。待機カーソルアクショ
ンを使用してカーソルの表示を停止することができますが、必須で
はありません。
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連絡先の読み取り
連絡先の読み取りアクショ
ンがデザインに追加されると、$MT_CONTACTS データソースツリーは自動的にデザインに追加さ
れます(下のスクリーンショ
ット) 。アクショ
ンがトリガーされると、デバイスのアドレス帳から連絡先が読み取られ、
$MT_CONTACTS ツリ
ーに保存されます。

アクショ
ンを定義する際に、以下を指定することができます:
すべての連絡先を読み取る、または、ID に基づき一件の連絡先のみを読み取る。
各連絡先のデータから読み取り保管するフィ
ールドを選択する。これは読み取るフィ
ールドをクリックすることにより行う
ことができます (スクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。
メモ:

ID はプラットフォームに依存します (また、単一のプラットフォームのバージョ
ン間により異なる場合もあります)。このた
め、連絡先のID を検索するには、全ての連絡先を(ID と共に)読み取り、他のフィ
ールドをベースに必要な ID を
検索することが必要となります。

メモ:

すべての連絡先のすべてのフィ
ールドを読み取る作業は時間とメモリを必要とします。このため、連絡先とフィ
ールドの
読み取りの幅を狭める必要があります。例えば、2つのステップにより行うことができます: (i) 名前とID を読み取
る。(ii) 最後の読み取りのために、必要とするフィ
ールドと必要とするID のみを読み取る。

メモ:

デバイスのアドレス帳をシミュレートするには、サンプルの連絡先ファイルを作成し使用することができます。詳細に
関しては、次を参照してく
ださい: 連絡先のサンプルファイル。または、オプショ
ンダイアログ.のシミュレーショ
ンタブ内の
対応するオプショ
ンを選択し、アプリケーショ
ンからの連絡先を使用することができます。
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カレンダーへのアクセス
カレンダーへのアクセスアクショ
ン(下のスクリーンショ
ット) がデザインに追加されると、$MT_CALENDAR データソースツリー
がデザインに自動的に追加されます。 ランタイムでは、選択されたカレンダーアクショ
ンにより、(i) デバイスのカレンダーからの
情報が読み取られ、$MT_CALENDAR ツリー内に保管、または、(ii) カレンダーイベントのためのエントリがデバイスのカレ
ンダーアプリ内で開かれます。ユーザーはこのエントリを編集し、保存することができます。
メモ:

Windows 8 クライアントデバイスはカレンダーイベントをサポートしないことに注意してく
ださい。

カレンダーのアクショ
ンには3つの種類が存在します:
カレンダーの読み取りイベント: デバイス上のカレンダー内のイベント情報を読み取り、この情報を
$MT_CALENDAR ツリ
ー内に保管します。各イベントは個別のEvent 要素に保管されます (下の
$MT_CALENDAR ツリ
ー 構造を参照してく
ださい)。ツリー内のデータは後にソリューショ
ン内で使用されます。

カレンダーへの書き込み イベント: ランタイムでは、エンドユーザーデバイスのカレンダーアプリ内でイベントエントリを
開きます。このイベントエントリは、アクショ
ンの設定内に入力された情報と共に記入されます。エンドユーザーはエン
トリを編集し、デバイスのカレンダーにエントリを保管することができます。
カレンダーの読み取り: デバイス上のカレンダーに関する情報を読み取り、この情報を$MT_CALENDAR ツリーに
保存します。各カレンダーは個別のCalendar 要素として保存されます (下の $MT_CALENDAR ツリー 構造
のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。ツリー内のデータはソリューショ
ン内で後に使用することができます。
これら3つの種類のカレンダーアクショ
ンは下で更に詳しく
説明されています。
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カレンダーの読み取りイベント
このアクショ
ンはデバイス上のカレンダー内のイベントに関する情報を読み取ります (下のスクリーンショ
ット参照)。デバイス
上の関連するカレンダーのみ選択することもできます (上の カレンダーの読み取りを参照してく
ださい) 、または、ID 別
にカレンダーを読み取るように指定することもできます(文字列のシーケンスとして複数のID が与えられま
す)。$MT_CALENDAR ツリー内のEvent 要素として各イベントは保管されます。

読み取るイベントのデータフィ
ールドを選択することができます:
ID、カレンダー ID: カレンダーの識別子である文字列。
イベントID: イベントの識別子である文字列。
タイトル: イベントの名前。
場所: イベントの場所。
開始、終了: イベントの開始と終了時刻。
終日: イベントが終日かどうか。終日 は開始と終了時間が指定されていると設定されます。このプロパティ
は true
の値を持ち、それ以外の場合は false の値を持ちます。
空き時間: カレンダーのユーザーの空き時間です。
経過時間: イベントの期間を分数で表します。
再帰的な日付、再帰的なルール: イベントの再帰的な日付と(例えば: 毎週、または、毎木曜日など)再帰的
なルールです。
説明: イベントの説明。
アラーム: アラームが設定されているかどうか: はいの場合は、true 、いいえの場合は false です。
再帰的: イベントが再帰的に発生する開始と終了時間です。
参加者: 各参加者の詳細は個別の参加者 アイテム内に保管されています。
リマインダー: リマインダーの頻度と、リマインダーのメソッドなどのリマインダーの詳細です。
メモ:

カレンダーに特定のフィ
ールドの情報が含まれていない場合、そのフィ
ールドのために返される値はありません。

カレンダーへの書き込み イベント
When このアクショ
ン実行されると、デバイスのカレンダーアプリが開かれ、アクショ
ン内に入力されたデータを含むイベントのエ
ントリが作成されます (下のスクリーンショ
ット参照)。例えば、下のスクリーンショ
ット内で表示されているイベントエントリは、
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イベントのタイトル、開始と終了時刻、説明とイベントの場所が含まれています。下のスクリーンショ
ット内では、イベントは
終日 のための値は (false の場合) 0 、または、(true の場合) 1 であることができルことに注目してく
ださい。

クライアントデバイス上でアクショ
ンがトリガーされると、イベントは直接カレンダーに保存されません。代わりに、イベントエントリ
は、カレンダーアプリで開かれ、ユーザーはすぐにイベントを編集し、希望する場合はカレンダーに保存することができます。

カレンダーの読み取り
このアクショ
ンは、デバイス上のカレンダーに関する情報を読み取ります。デバイスには国際的な祝日、または、特定の業界の
貿易フェアなど追加カレンダーが存在する場合があります。これらのカレンダーは通常新規のイベントを追加するために使用
され、必須とは考慮されません。カレンダーの読み取り時、これらの「
必須ではない」
カレンダーを(関連するカレンダーのみを
選択し)フィ
ルターすることができます(下のスクリーンショ
ット参照)。カレンダーの選択がフィ
ルターされていない場合、デバイ
ス上のすべてのカレンダーが読み取られます。$MT_CALENDAR ツリー内でカレンダー 要素として各カレンダーは保管されま
す。

読み取るカレンダーの情報のデータフィ
ールドを選択することができます:
ID: カレンダーの識別子である文字列。
名前: これらの名前は、カレンダー間を区別するために使用されます。カレンダーの表示名、アカウント名、管理者
の名前から1つ、または(デバイスに複数のアカウントが存在する場合があるため)複数を選択します。
許可される参加者の種類: 任意、または、必須などの値。
色、場所、タイムゾーン: カレンダーの色、場所、タイムゾーン(+/-HH:MM の書式で通常表示されています)。
プライマリ: 通常各デバイスにはプライマリカレンダーと複数のセカンダリカレンダーが存在します。この値は、カレンダー
がプライマリ(true) 、または、セカンダリ(false) かを示しています。
表示される: カレンダーが表示 (true) 、または、非表示 (false) かどうか。
イベントの同期: カレンダーがイベントを同期するか(true) 、または、しないか(false) どうか。
メモ:

カレンダーに特定のフィ
ールドの情報が含まれていない場合、そのフィ
ールドのために返される値はありません。

デバイスのカレンダーをシミュレーションする方法
デバイスのカレンダーアプリをシミュレーショ
ンするには2つのオプショ
ンがあります:
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Microsoft Outlook のカレンダー
$MT_CALENDAR ツリ
ーの構造を持つXML ファイル
オプショ
ンダイアログ(「ツール | オプション」)のシミュレーショ
ンタブ内のオプショ
ンを選択します。
シミュレーショ
ンに使用されるサンプルカレンダーファイルの構造
<Root>
<Calendar Id="1" Nam e="Business">
<Event Id="1" Title="Q uarterly M eeting" Start="2018-04-04" End="2018-04-04" AllDay="1"
Location="M eeting Room 2">
<Attendee Nam e="Bob" Status="Accepted" Type="Required" Relationship="Speaker"/>
</Event>
<Event Id="1" Title="New Custom er Lunch" Start="2018-05-14T12:30:00" End="2018-0514T14:00:00" Location="SushiRestaurant">
<Attendee Nam e="Alice" Status="Accepted" Type="O ptional" Relationship="Attendee"/>
</Event>
</Calendar>
<Calendar Id="2" Nam e="Private">
<Event Id="1" Title="Fam ily Dinner" Start="2018-05-18T19:00:00" End="2018-05-18T23:00:00"
Location="Hom e"/>
<Event Id="2" Title="Sum m er Vacation" Start="2018-07-09" End="2018-07-22" AllDay="1"
Location="Hom e"/>
</Calendar>
</Root>
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ユーザーによる日付の選択
ユーザーによる日付の選択 アクショ
ンによりクライアントデバイス上に日付ピッカーが表示されます (下のスクリーンショ
ット参
照) 。この時時刻ピッカーでエンドユーザーが選択する日付はこのアクショ
ン内で指定されているターゲットページソース内に保
存されます (スクリーンショ
ット参照)。日付は以下のフォーマットで保管されます YYYY-MM-DD。

下のスクリーンショ
ットは、クライアントデバイス上で日付が選択された後のシミュレーショ
ン内の対応するページソースノードを
表示しています。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

500

アクション

ユーザー インタラクション

ユーザーによる時刻の選択
ユーザーによる時刻の選択 アクショ
ンによりクライアントデバイス上に時計が表示されます (下のスクリーンショ
ット参照)。 こ
の時計内でエンドユーザーが選択する時刻はこのアクショ
ン内で指定されているターゲットページソース内に保存されます (ス
クリーンショ
ット参照)。時刻は24時間のフォーマットで保管されます: HH:MM:SS。

下のスクリーンショ
ットは、クライアントデバイス上で時刻が選択された後のシミュレーショ
ン内の対応するページソースノードを
表示しています。
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イメージ、オーディオ、ビデオ
アクショ
ンダイアログのイメージグループで次のアクショ
ンを使用することができます (下のスクリーンショ
ット):
ユーザーのイメージ選択
イメージのロード/
保存
イメージの表示
ユーザーによるバーコードのスキャン
オーディ
オ
オーディ
オの録音
読み上げ
ビデオ

このグループのアクショ
ンはページイベントとコントロールイベントに使用することができます。アクショ
ンダイアログ(上のスクリ
ーンショ
ット) に素早く
アクセスするには、ページまたはコントロールを右クリックして、ページ/
コントロールアクショ
ンコマンドを選
択します。ページイベントおよびコントロール イベントも参照してく
ださい。
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ユーザーのイメージ選択
データソースツリーのノードの保存されるイメージをユーザーは選択することができます (下のスクリーンショ
ット参照)。これに
よりエンドユーザーはデータベースに自動的に保存されるイメージを選択することができます。使用方法の例としては、保険の
損害の報告があげられます。ユーザーは、ソリューショ
ンを実行して、モバイルデバイスで写真をとることができ、イメージは適切
なデータベースに直接アップロードされます。

アクショ
ンには次のプロパティ
があります:
イメージ ソース: [ギャラリー] を選択して、ユーザーがクライアントデバイスのイメージギャラリーからイメージを選択し
ます。[カメラ] を選択して、モバイルデバイスのアプリを開始して、カメラで撮られた次の写真をキャプチャします。
ターゲットノード: イメージがBase64 エンコードデータとして保存されるデータソースノード。
[ユーザーのイメージ選択] アクショ
ンには 3 つの条件があります:
OK 時: イメージが正しくBase64 エンコードデータとしてインポートされた時に実行されるアクショ
ンを定義します。
典型的な実行されるアクショ
ンには次があげられます: (i) 選択されたイメージを表示するイメージの再ロードコント
ロールは選択されたイメージと共に表示を更新します; (ii) (Base64 エンコードテキストとしてXML ノードに保存
されることに対して、) イメージがバイナリイメージファイルとして保存される必要がある場合 ファイルにイメージを保
存 します; (iii) ページデータソースに新しく
追加されたエンコードイメージデータを含むXML データをファイルに
保存 します。
キャンセル時: イメージの選択のプロセスがユーザーによりキャンセルされた場合、ユーザーにより選択されたイメージの
準備のための変更をロールバックするために一部のアクショ
ンが必要になる可能性があります。
エラー時: イメージがターゲットノードに正しく
インポートされなかった場合とられるアクショ
ンを定義します。例えば、
選択が失敗したことをユーザーに通知し、およびまたはWeb ブラウザーでトラブルシューティ
ングのページを開く
ことが
できます。
このアクショ
ンの使用方法の例は、ユーザーにより選択されたイメージを参照してく
ださい。
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イメージのロード/保存
このアクショ
ンで以下を行うことができます:
データソースノードにイメージファイルをBase64 エンコードイメージとしてロードする。
サーバー側または外部の場所に、Base64 エンコードイメージをデータソースノード内にイメージファイルとして保存
する。

データソースノードにイメージファイルをロードする
イメージファイルは、イメージのロード/
保存 アクショ
ンのノードにイメージをロードするオプショ
ンを使用して、データソースノー
ドにロードすることができます(下のスクリーンショ
ット参照)。XPath 式を使用して、イメージデータが保管されるデータソース
ノードである、ターゲットノードを選択します。ファイルパスフィ
ールド内で、ターゲットノードにロードされるイメージファイルを選択
します。イメージファイルは ( BMP、EXIF、GIF、JPG、または PNG を含む) 標準のイメージフォーマットであることが
できます。イメージファイルデータは Base64 に変換され、Base64 エンコードデータとしてターゲットノード内に保管されま
す。Base64 エンコードには、元のイメージフォーマットを指定する情報が含まれていることに注意してく
ださい。

イメージファイルとしてBase64 エンコードイメージを保存する
データソースノード内に保存されているBase64 イメージデータは、イメージのロード/
保存 アクショ
ンのイメージをファイルに保
存オプショ
ンを使用して、イメージファイルとして保存することができます (下のスクリーンショ
ット参照)。 Base64 エンコード
イメージが存在する、データソースノードの場所を選択します (下のスクリーンショ
ット参照)。ファイルが保存されるサーバー
またはクライアントの場所を(ファイルパスフィ
ールドで)選択します 。

ファイルパスの入力にAltova XPath 拡張子機能 suggested-image-file-extension を使用して、イメージ
のファイルの種類を決めることができます。各イメージは特殊なイメージのフォーマットで、このフォーマットの情報がBase64 エ
ンコードイメージデータに保管されます。suggested-image-file-extension 機能は拡張子を返します。正しく
ないファイルの種類をイメージファイル名の一部として入力することによりイメージファイルの読み込み不可能になる場合があり
ます。
次のXPath 式は:
concat('Em ployeePhotos/',@nam e,@surnam e,'.',suggested-im age-file-extension(@photo))

以下を評価します:
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'Em ployeePhotos/M axM uster.png

このアクショ
ンの使用方法の例は、ユーザーにより選択されたイメージのセクショ
ンを参照してく
ださい。

イメージファイルのロケーション
イメージのロード/
保存 アクショ
ンのファイルパスフィ
ールドの追加ダイアログボタンをクリックすると、(上のスクリーンショ
ット参
照)、ファイルを指定ダイアログは表示されます。このダイアログ内で、ファイルがサーバーまたはクライアントに存在するかをそれ
ぞれのラジオボタンを選択することにより指定することができます (下のスクリーンショ
ット参照)。
ファイルがサーバーに存在する場合
イメージファイルがサーバーに存在する場合、場所を(絶対/
相対パスを使用して)参照、または、ファイルをグローバルリソー
ス(ファイルエイリアスまたはフォルダーエイリアス)を使用して指定することができます。使用するオプショ
ンを選択してく
ださ
い。

絶対/
相対 パス: ファイルを参照するために、絶対および相対パスを入力します。ソリューショ
ンがデプロイされると、
デフォルトファイルの場所は、MobileTogether Server 設定で定義されているとおり、作業ディレクトリ への参
照で解決されていることに注意してく
ださい。ファイル指定ダイアログのパスが相対の場合、作業ディレクトリ に対応
して解決されます。ファイル指定ダイアログのパスが絶対の場合、デフォルトファイルを含むフォルダーは作業ディレク
トリ の子孫である必要があります。詳細はプロジェクトファイルの場所を参照してく
ださい。パスを入力またはファイ
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ルを参照することができます。パスはデザインに対して相対または絶対であることができます。ファイルがデザインファイル
と共にサーバーにデプロイされると、ダイアログで指定された相対/
絶対パスがファイルにアクセスするために(サーバーの
データベース) 内部で使用されます。ファイルがデプロイされていない場合、ファイルは直接サーバーに保管される必
要があります。この場合: (i) ファイルの指定ダイアログで相対パスが選択されている場合、ランタイム時に、この相対
パスはサーバー上で(MobileTogether Server 設定で定義された) 作業ディレクトリ を参照して解決されま
す。(ii) ファイルの指定ダイアログで絶対パスが選択されている場合、サーバー上でのファイルのフォルダーは作業
ディレクトリ の子孫である必要があります。詳細に関してはプロジェクトファイルの場所のセクショ
ンを参照してく
ださ
い。ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任意で指定することができます。この拡張子はファイル名
と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する:ファイルパス内で中間フォルダーが存在しない場合、ファ
イルが保存される時に作成されます。このオプショ
ンは保存する場合のみ関連性があります 。アクショ
ンがファイルの
ロードのみに制限される場合は、このオプショ
ンは、存在しません。
グローバル リソースファイル エイリアス: コンボボックス内で使用可能なファイルエイリアスを選択します。使用可
能なファイルエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで定義されたものです。各ファイルエイリアスは、異なるファ
イルリソースを( [ツール | アクティブな構成] により選択された) MobileTogether Designer で現在アクティ
ブ
な構成に応じてマップします。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。

パス断片化されたグローバル リソースフォルダエイリアス: コンボボックスの使用可能なフォルダーエイリアスから
フォルダーエイリアスを選択します (下のスクリーンショ
ット参照)。

使用可能なフォルダーエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで現在定義されているものです。各フォルダーエ
イリアスは、( [ツール | アクティブな構成] コマンドにより選択された) MobileTogether Designer で現在アク
ティ
ブな構成に応じて異なるフォルダーリソースをマップします。パス断片化はリソースファイルへの残りのパスを指定
します。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。
ファイルがクライアントに存在する場合
イメージファイルがクライアントに存在する場合、場所のパスを入力または選択して指定、または、XPath 式.
を使用してパ
スを構築します。現在のエントリをリセットボタンを使用して削除します。
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デザイナーがロード/
保存するファイルを指定することができ、また、エンドユーザーもこれらのファイルを指定することができます。
ファイル指定すると、この情報はソリューショ
ンに保存され、ファイルはアクショ
ンがトリガーされると、ロードまたは保存されます。
ユーザーがロードまたは保存されるファイルを選択する場合、アクショ
ンがトリガーされると、クライアントデバイスで参照ダイアロ
グが開かれ、ユーザーがロード/
保存するファイルを入力または選択することができます。
メモ:

エンドユーザーがファイルをロードして保存するオプショ
ンは以下のアクショ
ンに対して使用することができます:印刷 (ソ
ースファイル とターゲットファイル オプショ
ンがあります)、ファイルのロード/
保存、イメージのロード/
保存 バイナリの
ロード/
保存 。

メモ:

クライアント上のファイルもモバイルデバイス上のSD カードに保存することができます。

ファイル名は(ソリューショ
ンのデザイナーにより)以下で定義されます
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任
意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: ファイルパス内の中間のフォルダーが、クライアントで不
在の場合、ファイルが保存される際に作成されます。このオプショ
ンは、保存する際にのみ関連するオプショ
ンです。
アクショ
ンがファイルのロードのみに制限されている場合、不在の場合があります。
デバイスに依存するリソース: ファイルが存在するディ
レクトリを選択します。 Windows Phone/RT とiOS デ
バイスでは、許可されるディ
レクトリは既に決まっています。Android デバイスでは、Android コンボボックスのドロッ
プダウンリスト内のディ
レクトリに追加して、ファイルを入力することができます。Android とWindows Phone/RT
で、デフォルトである、デフォルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選択されま
す。iOS デバイスでは、MobileTogether は2つのディ
レクトリを作成します: (i) iCloud に保存される再度ダ
ウンロードすることのできるバックアップディ
レクトリ、(ii) バックアップを必要としないファイルのためのバックアップしない
ディ
レクトリ。必要に応じてバックアップディ
レクトリまたはバックアップされないディ
レクトリを選択します。Web ブラウザ
ー内では、ファイルはブラウザーのサンドボックスに相対して検索されます。
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シミュレーションのためのファイルのロケーション: ファイルがクライアントに存在するため、シミュレーショ
ンに中に使用
することはできず、シミュレーショ
ン中にクライアントフォルダー内でスタンドインするフォルダーを指定することができます。
このスタンドインフォルダーは、もちろん、デザイン内で指定されたファイルと同じ名前を持つ必要があります。このフォル
ダーはオプショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンタブ( ツール | オプション)内で指定されていなければなりません。
エンドユーザーにより(クライアントデバイス上で)ファイル名が定義される場合
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任
意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
任意のファイルフィルター: クライアントデバイス上で開かれる参照ダイアログは、定義された拡張子が許可されるよ
うに、ロードまたは保存されるファイルの型をフィ
ルターします。以下を入力することが可能です: (i) カンマで区切られ
た、または、セミコロンで区切られた拡張子のリスト(例: txt,html;xml)、または (ii)各文字列アイテムがファイ
ル型の拡張子である文字列アイテムのシーケンスを返す XPath 式 (例えば、ここでは以下の3つの文字列アイテム
を含む1つのシーケンス: 'txt' 'html 'xml')
オプショ
ンのデフォルトのファイル: 直接または式を使用して、エンドユーザーを導く
ためにデフォルトのファイル名を入
力します。
Web メッセージボックス: ファイルを開く
/
保存 ダイアログが開かれる前に、メッセージボックスが表示されます。直接
テキストを入力するか、または XPath 式を使用して、メッセージボックスのデフォルトのテキストを上書きするテキスト
を入力します。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: もし、ファイルパス内の中間フォルダーが不足している場
合、ファイルが保存される際に作成されます。オプショ
ンは保存時に関係し、アクショ
ンがファイルのロードアクショ
ンの
場合使用できません。
メモ: iOS デバイスでは、ユーザーがデバイス上のファイルを選択できる唯一の方法は iCloud から、または、
iCloud へファイルをインポートまたはエクスポートすることにより行うことが出来ます。バックアップフォルダー、または、
バックアップされないフォルダーをユーザーは参照することはできません。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

508

アクション

イメージ、オーディオ、ビデオ

イメージの表示
イメージの表示 アクショ
ン(下のスクリーンショ
ット) により選択されたイメージが表示されます。エンドユーザーは、イメージを
縮小、または、拡大することができ、イメージを上下、および、左右にスクロールすることができます。

以下の方法でイメージの選択を行うことができます:
データソースノード内に保管されているBase64 イメージ。
クライアントマシン上のイメージファイル。クライアントマシン上のダイアログボックス内に表示されます。イメージファイルが
存在するデバイスのディ
レクトリを選択し、イメージファイルの名前を入力します。
イメージを表示するコントロール。イメージ チャート、と署名フィ
ールドコントロールの使用によりイメージの表示が
許可されています。これらのコントロールのインスタンスは、デザイン内で作成され、コンボボックスのドロップダウンリスト
内で表示されます。表示するコントロールを選択してく
ださい。
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ユーザーによるバーコードのスキャン
このアクショ
ンがトリガーされると、クライアントデバイスのカメラアプリケーショ
ンがローンチされ、エンドユーザーはバーコードをス
キャンすることができます。スキャンが完了すると、MobileTogether は、自動的にバーコードを対応するバーコードフォーマッ
トに入力し、2つの個別のXML ノードに入力します。例えば、ISBN バーコードがスキャンされると、ISBN 番号と
ISBN バーコードフォーマット( EAN-13) は、アクショ
ンの定義内で指定されている2つのノードに保存されます。このバーコ
ードの情報はデザイン内でXML データとして使用することができます。

ユーザーによるバーコードのスキャンアクショ
ン(上のスクリーンショ
ット参照) 以下のオプショ
ンをおこなうことができます:
結果ノード: バーコードデータが保存されている箇所のデータソースノード。
結果フォーマットノード: スキャンされたバーコードが保存されているフォーマットの箇所のデータソースノード。スキャ
ンされたバーコードは自動的に検知され、このノードに保存されます。このノード内に入力されたフォーマット名は、
下のサポートされるフォーマットのリスト内と同様に入力されます。
スキャンするバーコードフォーマット: 以下を選択することができます: (i) 全てのバーコード、(ii) エントリを追加し
てリストするバーコード、各エントリのコンボボックス内のフォーマットを選択しますバーコード、または、(iii) (例:
"Aztec", "Codabar", "Code 39") 単一バーコードフォーマッ
トを取る各アイテムが文字列である
XPath シーケンスとして入力されるバーコードのリストシーケンスとして返されるバーコードのリスト。このフィ
ルターを
XPath 式 を使用して設定した場合、下でサポートされるフォーマットのリストで挙げられているフォーマット名が使用
されていることを確認してく
ださい。

サポートされている バーコード フォーマット
現在サポートされているバーコードフォーマットは、それぞれのフォーマットに適用される制限と共に下にリストされています。
フォーマット名

メモ

Aztec
Codabar

iOS では使用不可

Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix

iOS: バージョ
ン>= 8

EAN-8
EAN-13
EAN-128
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iOS: バージョ
ン>= 8

PDF 417
QR Code
RSS-14

iOS では使用不可

RSSExpanded

iOS では使用不可

UPC-A

iOS: EAN 13 として検出されま
す

UPC-B

メモ:

バーコードは、Web クライアントではサポートされていません。
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オーディオ
オーディ
オアクショ
ン(下のスクリーンショ
ット) は、定義済みのサウンドまたはオーディ
オファイルを再生します。アクショ
ン内で
は、これら2つのオプショ
ンから選択し、オーディ
オの再生のパラメーターを定義します。5つの異なるチャンネルのために再生を
定義することができます。

定義済みのオーディオ
クライアントデバイスで使用することのできる、下記の定義済みのサウンドを選択することができます:
ClickOffOn, ClickOnOff, Ding, DingDong, ErrorDeepBuzz, ErrorWhoops, Goodbye,
KeyClickTick, KeyClickTock, MessageBounce, MessageXylophone, WhooshDeep,
WhooshExhale, WhooshLong, WhooshQuick, WhooshQuicker

定義済みのサウンドの名前をコンボボックス内のリストから選択する、または、これらの定義済みの名前を評価するために
XPath 式を入力します。名前は前の段落内の名前に一致する必要があります。

選択されたサウンドファイルを使用する
オーディ
オアクショ
ンにより、選択するサウンドファイルの再生を行うことができます。アクショ
ンのダイアログ内では、以下から1つ
のアクショ
ンを選択することができます: オーディオの開始、停止、再生、ストップ、検索 (移動)。
オーディ
オは ( 1 から5 の番号を持つ) 5 つのチャンネルを再生することができます。各オーディ
オアクショ
ンは1つの特定の
チャンネルのために定義されています。ですから、例えば、次のアクショ
ンのシーケンスを定義することができます:
1.
2.
3.
4.
5.

チャンネル1 でオーディ
オの再生を開始します。
チャンネル1 でオーディ
オの再生を一時停止します。
チャンネル2 でオーディ
オの再生を開始します。
チャンネル2 でオーディ
オの再生を停止します。
チャンネル1 でオーディ
オの再生を再開します。
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6. チャンネル1 でオーディ
オの再生を停止します。
通常、オーディ
オアクショ
ンは、ボタンクリックなどのコントロールイベントで定義されます (下ののスクリーンショ
ット参照)。イベ
ントは関連したオーディ
オアクショ
ンをトリガーします。多種のオーディ
オアクショ
ンについて下で説明されています。ソリューショ
ン
内でオーディ
オアクショ
ンを使用する場合、オーディ
オ(再生)を参照してく
ださい。

オーディオの開始
オーディ
オアクショ
ンの開始は、指定されたオーディ
オファイルをダウンロードし再生します。下のスクリーンショ
ット内で表示され
ている設定があります。

オーディオファイル: 追加ダイアログ ボタンをクリックして、再生されるオーディ
オファイルを指定します。設定は、
URL または相対的ファイルパスであることができます。また、静的な値、または XPath 式を使用して生成 されるこ
とができます。相対的なファイルパスはモバイルデバイスに保管されているファイルを探すために使用されます。これら
は、デバイスの種類のためのベースディ
レクトリに相対して解決されます(下のスクリーンショ
ット参照)。オーディ
オファ
イルのフォーマットに関する詳細は、オーディ
オ/
ビデオフォーマットを参照してく
ださい。

Android: Android デバイスディ
レクトリをドロップダウンリストから選択します。デフォルトの設定である、デフォルトを
選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選択されます。しかしながら、Android デバイ
スがルートされていない限り、(MobileTogether 以外の)他のアプリは、MobileTogether サウンドボックスディ
レ
クトリへアクセスすることができません。ですから、他のアプリを使用してMobileTogether サンドボックス内でファイル
を開こうと試みると失敗する可能性があります。
Windows RT:Windows Phone または、Windows RT デバイスフォルダーをドロップダウンリストから選択し
ます。デフォルトの設定である、デフォルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選
択されます。
iOS: MobileTogether は、ユーザーのデバイスに2つのディ
レクトリを作成します: (i) オペレーティ
ングシステムによ
り場悪アップされるファイルのためのバックアップディ
レクトリで、後に使用することができます。例えば、復元時に使用
することができます。 (ii) バックアップの必要ないファイルのためのバックアップされないディ
レクトリであり、再生のため
速いバッファーが必要な場合選択されます。バックアップディ
レクトリまたはバックアップされないディ
レクトリを必要に応
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じて選択してく
ださい。
Web ブラウザー: 選択できるオプショ
ンはありません。相対的パスはブラウザー内のサンドボックスのコンテキストで解
決されます。
オーディオファイルのキャッシュの値の設定が指定されている場合、ダウンロードされたファイルが指定されたローカル
ファイル内にキャッシュされます。キャッシュが既存の場合、キャッシュファイルが再生され、タウンロードは実行されませ
ん。拡張子、とフルファイル名を含むキャッシュファイルのフルネームを指定する必要があります。また、フルネームは、
拡張子を含め、再生されるソースファイルのファイル名と一致する必要があります。キャッシュファイルがクライアントデバ
イスに既に存在しているオーディ
オファイルを指定する場合、利点が無いことに注意してく
ださい。
サウンドバンクファイルは iOS デバイスでMIDI ファイルを再生する際に必要です。サウンドバンクファイルの設定
は、サウンドバンクファイルとそのキャッシュの場所を指定します。キャッシュされたサウンドバンクファイルが既存の場
合、キャッシュファイルが使用されます。
オーディ
オファイルのセグメントを再生する場合、セグメントの開始および終了を秒数で入力してく
ださい。フィ
ールドが
空の場合、オーディ
オは最初から終わりまで再生されます。
メモ:

Windows Phone では、マルチチャンネルのオーディ
オおよびビデオの再生はサポートされていません。1つのオーディ
オまたはビデオファイルのみ1度の再生することが可能です。これは最後に再生されたファイルを意味します。

メモ:

オーディ
オ/
ビデオファイルは、MobileTogether Designer プロジェクトのサーバーメカニズムにデプロイを使用して
MobileTogether Server にデプロイすることはできません。しかしながら、URL を使用してストリームすることは
できませんが、サーバーに手動でオーディ
オ/
ビデオファイルをコピーすることができます。MobileTogether Server
に存在する、オーディ
オ/
ビデオファイルをストリームするには、以下を行います : (i) バイナリのロードアクショ
ンを使用
して、バイナリのオーディ
オ/
ビデオデータをデータソースノードにロードします。(ii) バイナリの保存 アクショ
ンを使用し
て、このノード内のデータをクライアント上のファイルに保存します。(iii) オーディ
オ/
ビデオの再生アクショ
ンを使用し
て、クライアントデバイス上に保存されたファイルを再生します。または、オーディ
オ/
ビデオファイルを
MobileTogether Server に保存する代わりにWeb サーバーに保存し、URL を使用して、Web サーバー
からオーディ
オ/
ビデオファイルをストリームします。

一時停止
このアクショ
ンは、特定のオーディ
オチャンネルのために定義されます。アクショ
ンがトリガーされると特定のチャンネルで再生され
ているオーディ
オファイルは一時停止されます。通常、このアクショ
ンは一時停止ボタンで定義されています。このアクショ
ンはプ
ロジェクト全体で適用することができ、他のページで再生開始されたオーディ
オファイルにも適用することができます。
メモ: オーディ
オストリームがソリューショ
ンが中断されている場合に再生されている場合、再生は一時停止されます。再生
はソリューショ
ンが再開されると継続されます。

再開
このアクショ
ンは特定のチャンネルのために定義され、以前に一時停止されている場合、再生の再開をします。通常、このア
クショ
ンはオーディオの再開ボタンで定義されています。このアクショ
ンは、再生が開始または一時停止されたページに関わら
ず、プロジェクト全体の指定されたチャンネルで一時停止されているオーディ
オの再生に適用することができます。
メモ: オーディ
オストリームがソリューショ
ンが中断されている場合に再生されている場合、再生は一時停止されます。再生
はソリューショ
ンが再開されると継続されます。

停止
停止アクショ
ンがトリガーされると、現在特定のチャンネルで再生されているオーディ
オは停止されます。通常、停止アクショ
ン
はオーディオの停止ボタンで定義されており、オーディ
オファイルが他のページで開始されていても、特定のチャンネルで再生さ
れているオーディ
オファイルに適用されます。
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シーク
このアクショ
ンは(秒で)指定されたポジショ
ンにジャンプして再生します。このアクショ
ンは再生が開始されたページに関わらず、
現在再生されているオーディ
オファイルに適用されます。

追加点
オーディ
オ(再生) のセクショ
ンは、MobileTogether のオーディ
オの再生機能の概要を述べています。また、オーディ
オ
(再生) イベントに関しての情報に関しても説明されています。
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オーディオの録音
オーディ
オの録音アクショ
ン(下のスクリーンショ
ット) はオーディ
オの録音を開始および停止します。記録されたファイルはクラ
イアントデバイスに保存されます。
例: オーディオの録音の開始アクショ
ンがボタンクリックと関連付けされている場合、ボタンをクリックすることにより(デバイスのマ
イクを使用して) アクショ
ン内で指定されたファイルへの録音を開始します(下のスクリーンショ
ット参照)。他の録音パレメータ
ーはアクショ
ンの設定内で指定されています。他のオーディオの録音 の停止アクショ
ンがボタンのクリックに関連付けられてい
る場合、このボタンをクリックすることにより録音が開始されたページおよび現在進行中のページの録音が停止されます。

メモ:

オーディ
オの録音中にソリューショ
ンが中断された場合、録音は停止されます。

メモ:

特にiOS デバイスでの再生の状態に影響をもたらすため、オーディ
オは、オーディ
オまたはビデオの再生中に録音す
ることを控えてく
ださい。

オーディオの録音開始
オーディ
オの録音 コンボボックスから開始を選択します (スクリーンショ
ット参照) 。
オーディオファイル設定に関しては、録音を保存するクライアントデバイス上のファイルの名前と相対的パスの名前を
入力してく
ださい。ファイルパスディ
レクトリを入力、または、XPath 式を使用して選択することによりパスの名前を入力し
ます。入力するファイルパスは、デバイスの種類のために指定されるベースディ
レクトリに従い解決されます (下のスクリーン
ショ
ット参照)。パスが存在しないファイル名を含む場合、不足するサブフォルダーを自動的に作成するオプショ
ンを選択する
ことができます (下のスクリーンショ
ット参照)。オーディ
オファイルフォーマットに関する詳細に関してはオーディ
オ/
ビデオフォー
マットを参照してく
ださい。
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Android: Android デバイスディ
レクトリをドロップダウンリストから選択します。デフォルトの設定である、デフォルトを
選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選択されます。しかしながら、Android デバイ
スがルートされていない限り、(MobileTogether 以外の)他のアプリは、MobileTogether サウンドボックスディ
レ
クトリへアクセスすることができません。ですから、他のアプリを使用してMobileTogether サンドボックス内でファイル
を開こうと試みると失敗する可能性があります。
Windows RT:Windows Phone または、Windows RT デバイスフォルダーをドロップダウンリストから選択し
ます。デフォルトの設定である、デフォルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選
択されます。
iOS: MobileTogether は、ユーザーのデバイスに2つのディ
レクトリを作成します: (i) オペレーティ
ングシステムによ
り場悪アップされるファイルのためのバックアップディ
レクトリで、後に使用することができます。例えば、復元時に使用
することができます。 (ii) バックアップの必要ないファイルのためのバックアップされないディ
レクトリであり、再生のため
速いバッファーが必要な場合選択されます。バックアップディ
レクトリまたはバックアップされないディ
レクトリを必要に応
じて選択してく
ださい。
Web ブラウザー: 選択できるオプショ
ンはありません。相対的パスはブラウザー内のサンドボックスのコンテキストで解
決されます。
次に録音のパラメーターを設定します (ページ上のスクリーンショ
ット参照 ):
自動ファイル拡張子: 選択されている場合、ファイル拡張子は選択されたフォーマットおよび/
またはコーデックに従
い自動的に追加されます。XPath 拡張関数 mt-last-file-extension を使用して、最後に録音され
たオーディ
オファイルの拡張子を取得することができます。
ファイルの最大値 (kB): デフォルト値の制限はありません。ファイルのサイズはサンプリング速度とエンコードビットレ
ートにより異なります。メモ
録音時間の最大値 (秒): デフォルト値の制限はありません。
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サンプリング速度 (Hz): 更に高いサンプリング速度はオーディ
オのシグナルを更に正確に伝達します。高いサンプル
速度の欠点は大きなファイルのサイズです。参考としては、サンプリング速度を選択する場合、CD-品質のサンプリ
ングは 44.1 kHz (44100 Hz)です。しかしながら、サンプリング速度の大部分は使用されるエンコーダーとオー
ディ
オコードの基準に左右されます。この設定は空白にしておき、自動的に使用されるデフォルトの設定を使用する
ことが奨励されます。サンプリング速度を指定する場合、関連するオーディ
オエンコード基準、または、エンコーダーの
仕様を確認してから行ってく
ださい。
エンコードビットレート(kb/s): 圧縮のレベルのことを意味します。オーディ
オファイルが圧縮されると、詳細が削除さ
れます。通常、これらの詳細は、人間の周波数範囲(20 Hz - 20 kHz)外であり、高度なスピーカーのみで再生
することが可能です。トレードオフはファイルのサイズとオーディ
オの品質です。128 キロビット毎秒 のビットレート
は、MP3 を再生するために合理的な数値です。オーディ
オのストリーミングは通常 256 キロビット毎秒 です。
CD-品質は 320 キロビット毎秒です。通常のビットレートの値は以下の通りです: 96 キロビット毎秒 (モバイルの
標準の品質)、160 キロビット毎秒 (モバイルでは上質、デスクトップでは通常の品質)、320 キロビット毎秒 (モ
バイルではとても上質、デスクトップで上質)。この設定は空白にしておき、エンコーダーが自動的に使用されるデフォ
ルトの設定を使用することが奨励されます。ビットレートを指定する場合は、関連するオーディ
オエンコード基準、ま
たは、エンコーダーの仕様を確認してから行ってく
ださい。
Android 設定: Android デバイスで使用することのできるオーディ
オ録音エンコーダー(コーデック) からフォーマット
を選択します。デフォルトは、クライアントデバイスのデフォルトのフォーマット、もしく
は、コーデックを選択します。
AMR-NB とAMR-WB フォーマッ
トに関しては、AMR-NB とAMR-WB コーデックのみをそれぞれに対して使用し
ます。AAC フォーマットは AAC-Low Complexity、High Efficiency-AAC、およびEnhanced Low
Delay-AAC コードを使用して生成することができますが、与えられたデバイスで作業するために、これらすべてのコ
ーデックを使用できるとは限りません。ソリューショ
ンユーザーのための選択の効果が既知でない場合は、これらをデフォ
ルトに設定すること
が奨励されます。詳細に関しては オーディ
オ/
ビデオフォーマットを参照してく
ださい。
Windows 設定: Windows デバイスで使用することのできるオーディ
オの録音 エンコーダー( コーデック) を選択
します。デフォルトではクライアントデバイス上のデフォルトのこーデックを選択します。
iOS 設定:iOS デバイスで使用することのできるオーディ
オの録音 エンコーダー( コーデック) を選択します。デフォ
ルトではクライアントデバイス上のデフォルトのこーデックを選択します。
オーディ
オの録音は、以下の場合に停止されます:
オーディ
オの録音の停止アクショ
ンが実行されます (下を参照)。このようなアクショ
ンは、ボタンクリックなどのクライアン
ト側のイベントがトリガーされると実行されます。
エンドユーザーがページを移動した場合、またはページからの移動が実行された場合。
ソリューショ
ンの中断。

オーディオの録音の停止
現在進行中の同じページにあるオーディ
オの録音アクショ
ンにより開始された、オーディ
オの録音アクショ
ンを停止するように設
定します (下のスクリーンショ
ット参照) 。

メモ:

また、ソリューショ
ンの中断 または、ユーザーが録音を開始したページから移動すると、録音は中止されます。

追加点
オーディ
オの録音 のセクショ
ンは、MobileTogether のオーディ
オの録音機能の概要について説明しています。オーディ
オの
録音で詳細が述べられています。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

518

アクション

イメージ、オーディオ、ビデオ

読み上げ
読み上げアクショ
ンが開始に設定されていると、テキスト文字列を読み上げに変換し、再生します。(下のスクリーンショ
ット
を参照してく
ださい)。テキスト文字列は、直接 XPath 式内に入力するか、または、 XPath 式 により選択されるノード
から取得されます。下のスクリーンショ
ットは、メインページがロードされ、モバイルデバイスの言語で挨拶が再生されるシナリオ
を表示しています。挨拶のテキストは、モバイルデバイスの言語の設定に一致する値を持つlanguage 属性を持つ
Greeting 要素から取得されています。

アクショ
ンの言語設定は、モバイルデバイスのデフォルトの言語設定に設定されています。デバイスの言語の設定をーオーバ
ーライドするために使用することができます。例えば、テキスト文字列が特定の言語の場合、変換はモバイルデバイスの言
語ではなく
、特定の言語で試みられます。XPath 式を使用することにより言語の設定の値を取得することができます。値は
言語国名のフォーマットを取ります。例: en-US, en-UK, de-DE, es-US, fr-CH.
メモ:

読み上げアクショ
ンを1つ以上入力すると、シーケンスの順番の最後の読み上げが使用されます。

メモ:

読み上げの再生は、モバイルデバイスのみで使用でき、MobileTogether Designer ではシミュレートすることはで
きません。

追加の読み上げアクション
読み上げ機能をデザインの追加 プロジェクトプロパティ
の読み上げアクショ
ンを使用して拡張することができます。 読み上げ
機能に関する情報は、以下を参照してく
ださい：オーディ
オ、ビデオ| 読み上げ。

読み上げアクションの停止
読み上げの再生の実行中、読み上げアクショ
ンの停止アクショ
ンを使用してアクショ
ンを停止することができます。(下のスク
リーンショ
ットを参照してく
ださい)。アクショ
ンがトリガーされると、再生中の読み上げが停止されます。特定のテキストを指定
する必要はありません。

メモ:

1つの読み上げの再生が1度に再生することができます。
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ビデオ
ビデオアクショ
ン(下のスクリーンショ
ット) には、現在のページのビデオコントロールための次のアクショ
ンが存在します: 開
始、一時停止、再開、停止、シーク(ジャンプ) 。

現在のページのすべてのビデオコントロールは、コントロールコンボボックスのドロップダウンリストに名前順にリストされています
(上のスクリーンショ
ット参照)。アクショ
ンを適用するビデオコントロールを選択してく
ださい。
次に、実行するアクショ
ンを選択します。以下のアクショ
ンを使用することができます:
開始: ビデオの一部を再生するには、セグメントの開始および終了を秒数で入力します。このフィ
ールドを空にする
と、ビデオは始めから終わりまで再生されます。
一時停止: このアクショ
ンがトリガーされるとビデオの再生が一時停止されます。例えば、一時停止アクショ
ンは ビ
デオの一時停止 ボタンにより定義されることができます。
再開: このアクショ
ンがトリガーされるとビデオの再生が再開されます。例えば、このアクショ
ンはボタンをクリックするイベ
ントのためにトリガーされることができます。
停止: このアクショ
ンがトリガーされるとビデオが停止されます。例えば、このアクショ
ンはビデオの停止 ボタンのアク
ショ
ンとして設定することができます。
シーク: 指定されたポジショ
ンに移動します。
メモ:

ビデオコントロールのロード時に再生 または コントロールの表示 プロパティ
がfalse()に設定されている場合、ビ
デオの再生は上にリストされるビデオアクショ
ンのアクショ
ンを使用してのみ管理することができます。

メモ:

各 ビデオコントロールには、実行するためにアクショ
ンを指定することのできる3つのイベントが存在します: ビデオの
開始時 ビデオのエラー時 ビデオの完了時。これらのイベントの定義は、ビデオコントロールのコンテキストメニュ
ーのビデオコントロール アクションコマンドを使用して、または、ビデオコントロールのコントロールアクションプロパティ
の追加ダイアログ ボタンをクリックすることにより、アクセスすることができます。
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位置情報サービス

アクショ
ンダイアログの位置情報グループで次のアクショ
ンを使用することができます(下のスクリーンショ
ット):
位置情報トラッキングの開始/
停止
位置情報データの読み込み
位置情報の表示

このグループのアクショ
ンはページイベントとコントロールイベントに使用することができます。アクショ
ンダイアログ(上のスクリ
ーンショ
ット) に素早く
アクセスするには、ページまたはコントロールを右クリックして、ページ/
コントロールアクショ
ンコマンドを選
択します。ページイベントおよびコントロール イベントも参照してく
ださい。
チュートリアル位置情報の共有 はア位置情報のトラッキングの開始/
停止 と位置情報の読み込みクショ
ンの使用方法を
説明しています。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

アクション

位置情報サービス

521

位置情報トラッキング開始/停止
位置情報のトラッキング開始/
停止アクショ
ン(下のスクリーンショ
ット参照) はモバイルデバイスの位置情報のトラッキングを
開始または停止します。一度開始されると、トラッキングは停止されるまで継続されます。位置情報データの読み込み アク
ショ
ンが実行されると、その時点での位置情報データがモバイルデバイスから読み込まれ、$MT_GEOLOCATION ツリーに
入力されます。$MT_GEOLOCATION ツリー内のデータは XPath 式によりアクセスすることができます。

チュートリアル位置情報の共有 は 位置情報のトラッキングの開始/
停止 アクショ
ンの使用方法について説明しています。

位置情報トラッキングの開始
モバイルデバイスで位置情報のトラッキングを開始するには、アクショ
ンの開始ラジオボタンを選択します (上のスクリーンショ
ッ
ト参照)。
デザインに最適な位置情報データソースを選択してく
ださい:
GPS+ネットワーク: モバイルデバイスが、GPS により確認できる場合、GPS が位置情報を提供するために使
用されます。ネットワークの位置情報は、通常 GPSに比べ正確ではないですが、このオプショ
ンは、GPS が作動
しない場合 (例えば屋内で)、バックアップ情報ソースとして作動するなど、ネットワークにより提供される位置情報の
利点があります。
GPS: GPS は、位置情報データを提供するために使用されます。このオプショ
ンの利点は、位置情報データが正
確であるという点です。ケッテンは、GPS が特定の場所で使用できない場合、 (例えば屋内で)位置情報データ
を使用することはできません。
メモ:

位置情報のトラッキングの開始/
停止 アクショ
ン、または、位置情報データの読み取りアクショ
ンがデザインに追加さ
れると、$MT_GEOLOCATION ツリーは自動的にページのデータソースに追加されます。

シミュレーショ
ンのための位置情報
デザイナーとサーバーシミュレーショ
ンのために使用されるXML ファイル位置情報 XML ファイルの位置情報を指定するこ
とができます。XPath 式は、位置情報ファイルを検索するURL に対して解決されなければなりません。このアクショ
ンに対し
て位置情報ファイルが指定されていない場合、位置情報設定ダイアログ内で定義されているデフォルトの位置情報ファイル
が使用されます。

位置情報トラッキングの停止
モバイルデバイスで位置情報のトラッキングを停止するには、アクショ
ンの停止ラジオボタンを選択します (上のスクリーンショ
ッ
ト参照)。
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位置情報データの読み込み
位置情報データの読み込みアクショ
ンは現在の位置情報データを$MT_GEOLOCATION ツリーに入力します。アクショ
ンが
現在の位置情報を読み込むためには、アクショ
ンを実行する前に、モバイルデバイスの位置情報トラッキングが開始されてい
る必要があります 。
位置情報のトラッキングの開始/
停止 アクショ
ン、または、位置情報データの読み取りアクショ
ンがデザインに追加される
と、$MT_GEOLOCATION ツリーは自動的にページのデータソースに追加されます。イベントがトリガーされると、2 つのパー
ツLocation とAddress (下のリスト参照 ) から構成される、位置情報のデータの読み込みアクショ
ンにより、
$MT_GEOLOCATION ツリ
ーからデータが取得されます。Location 要素は、位置情報の座標を含みます。Address
要素は、アドレスに相当するものと、ディ
レクトリの検索により決定される他の位置情報の座標に関する情報を含みます。郵
便番号に相当する情報が存在しない場合は、このパートは記入されません。他の( URL などの) Address の子要素
は、関連するデータが存在しない場合は記入されません。
$MT_GEOLOCATION
<Root>
<Location/>
<Address/>
</Root>

$MT_GEOLOCATION ツリーの詳細な構造
$MT_GEOLOCATION
<Root>
<Location
Provider=""
Latitude=""
Longitude=""
Geolocation=""
Altitude=""
AccuracyVertical=""
AccuracyHorizontal=""
Speed=""
Tim e=""
M agneticHeading=""
/>
<Address
Locality=""
SubLocality=""
CountryNam e=""
CountryCode=""
PostalCode=""
Adm inArea=""
SubAdm inArea=""
FeatureNam e=""
Thoroughfare=""
SubThoroughfare=""
Phone=""
Url=""
Prem ises=""
AddressLines="">
<AddressLine></AddressLine>
...
<AddressLine></AddressLine>
</Address>
</Root>

位置情報の取得のオプション
アクショ
ン設定のドロップダウンボックスで、以下の1 つを選択することができます:
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現在の位置情報: $MT_GEOLOCATION ツリーのLocation 要素内にモバイルデバイスの位置情報データを
入力します。ツリーのLocation 要素の属性のみがデータを含むことになります。ツリーは Address 要素を持ち
ません。
現在の位置情報 +アドレス: Location とAddress 要素ノードの双方にデータを入力します。
与えられた位置情報のアドレス: $MT_GEOLOCATION ツリー内にAddress 要素のデータを入力します。この
データは、入力された位置情報のための座標に対応します。位置情報のための座標は、下の位置情報入力文
字列のフォーマットのセクショ
ンで説明されている構文のフォーマットを持つ必要があります。アドレスのデータは、位置
情報のディ
レクトリを検索することで取得されます。
与えられたアドレスでの位置情報: 位置情報の座標は、アドレスのためのフィ
ールドの値として入力された文字列
から取得されます。この文字列は、位置情報ディ
レクトリで検索され、このアドレスの座標を使用することができ、
$MT_GEOLOCATION ツリ
ーのLocation 要素はこれらの座標と共に更新されます。アドレスのサブパートの部
分をディ
レクトリ検索のために入力することができます。

位置情報入力文字列フォーマット:
位置情報入力文字列は空白で区別された緯度と経度 (この通りの順番) を含む必要があります。緯度と経度は以
下のフォーマットをとることができます。組み合わせることも可能です。緯度が１つのフォーマットで、経度が他のフォーマッ
トをとることができます。緯度の値の範囲は +90 から-90 (北 から南) です。経度の値の範囲は +180 から180
(東 から西)です。
メモ: 単一およびダブル引用符が入力文字列引数を区切るために使用されていると、使用されている単一およびダブ
ル引用が、それぞれ、分の値と秒の値、不一致をもたらします。この様な場合、分の値と秒の値を表すための使用され
ている引用符は、ダブルにしてエスケープされる必要があります。このセクショ
ンのサンプルでは、入力文字列を区別する
ために使用されている引用符は黄色い(") でハイライトされており、エスケープした単位インジケーターは青い("") で
ハイライトされています。
度、分、10 進の秒、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
サンプル: 33°55'11.11"N 22º44'66.66"W

度、分、10 進の秒、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"
サンプル: 33°55'11.11" -22°44'66.66"

度、分、10 進の分、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
サンプル: 33°55.55'N 22°44.44'W

度、分、10 進の分、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'
サンプル: +33°55.55' -22°44.44'
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10 進の度、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D.DDN/S

D.DDW/E
22.22W

サンプル: 33.33N

10 進の度、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D.DD

+/-D.DD
-22.22

サンプル: 33.33

フォーマットの組み合わせのサンプル:
33.33N -22°44'66.66"
33.33 22°44'66.66"W
33.33 22.c

与えられたアドレスの位置情報: アドレスオプショ
ン内に入力されたアドレスの位置情報を返します。アドレスは
文字列として入力されます。例: "Address Line 1、 Address Line 2"。この文字列は位置情報のルック
アップとして提出され、返された位置情報コンポーネントは $GEOLOCATION ツリー内に保管されます (このセクショ
ンの
始めのツリー構造リストを参照してく
ださい)。

使用方法
位置情報データを使用するには、最初に位置情報データの読み込みアクショ
ンを使用して$MT_GEOLOCATION ツリーに
データが入力される必要があります。以下のスクリーンショ
ットは、例えば、Location とAddress 要素のデータを取得
する位置情報データアクショ
ン、そしてLocation/@Latitude データを使用して他の$MT_GEOLOCATION ツリー内
のノードの更新を表示しています。

取得された位置情報データの単位とデータ型
異なるモバイルデバイるから取得された位置情報データは $MT_GEOLOCATION ツリーに数値として保管されます。こ
れらの数値の単位とデータ型は、下のテーブルに表示されています。
Android

Web

iOS

Windows
Phone

WindowsRT

経度

度
(double 型)

実数度 (double 型) 度
(double 型)

度
(double 型)

度
(double 型)

緯度

度
(double 型)

実数度 (double
型)

度
(double 型)

度
(double 型)

度
(double 型)

精度

メートル
(double 型)

メートル
(double 型)

メートル
(double 型)

メートル
(double 型)

メートル
(double 型)

高度

WGS 84 メートル メートル
以上の楕円外高さ (double 型)

メートル
(double 型)

メートル
(double 型)

メートル
(double 型)
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スピード

メートル/
秒
(m/s)

メートル/
秒
(double 型)

時刻

UTC 時刻

DOM TimeStamp NSDate (TZ に Int64/
(署名されていない
変換することが System.Date
timeOffset
long long))
可能)
(UTC)

メートル/
秒
(double 型)

メートル/
秒
(double 型))

525

メートル/
秒
(double 型)
Long long
(UTC)

位置情報データをデザイナーとサーバーシミュレーショ
ンのために指定するには、位置情報の設定のセクショ
ンを参照してく
ださ
い。
チュートリアル位置情報の共有 は 位置情報の読み込み アクショ
ンの使用方法について説明しています。
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位置情報の表示
タイトルバー位置情報の表示アクショ
ンは、モバイルデバイスのマップアプリケーショ
ンを開き、指定された情報を表示します。
次のサブアクショ
ンのうちの1つを指定することができます (下のスクリーンショ
ット参照):
位置情報の表示: マップ上の指定した座標の場所。
現在地からのルートを表示する: 現在の場所から指定された場所へのマップ上のルート。
場所間のルートを表示: 指定された場所間のマップ上のルート。
これらのオプショ
ン内の全ての場所は位置情報の座標により与えられます。

位置情報の表示
位置情報の表示 アクショ
は、モバイルデバイスのマップアプリケーショ
ンを開き、指定された位置情報でピンとラベルを配置し
ます。

位置情報の表示 アクショ
ンには以下の設定があります:
場所の指定: 場所の設定 (次の設定) の入力が緯度/
経度 座標または住所かを選択します。上のスクリーン
ショ
ットは、選択された緯度/
経度オプショ
ンを表示しています。
場所: マップ内で位置情報が表示されます。緯度/
経度座標時が前の場所の指定設定で指定されている場
合、(上のスクリーンショ
ットに表示されているとおり) 場所の座標はとして入力される必要があります。下の位置情
報入力文字列フォーマットのセクショ
ンで説明されているとおり、生成された文字列は構文フォーマットの1つが必要
です。例: "Rudolfsplatz 13a, 1010 Vienna"。
ラベル: マップで表示されている位置情報に添付されてりうラベルのテキスト。テキストは xs:string を生成する
XPath 式として入力されます。
ズーム: マップアプリケーショ
ン内で開かれるズーム機能。

現在地からのルートを表示する
現在地からのルートを表示する アクショ
ンは、モバイルデバイスのマップアプリケーショ
ンを開き、現在の場所から指定され
た位置情報へのルートを表示します。
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現在地からのルートを表示するアクショ
ンには、以下の設定があります:
場所の指定: 場所の設定 (次の設定) の入力が緯度/
経度 座標または住所かを選択します。上のスクリーン
ショ
ットは、選択された緯度/
経度オプショ
ンを表示しています。
場所へ: マップ内で目的地が表示されます。緯度/
経度座標時が前の場所の指定設定で指定されている場合、
(上のスクリーンショ
ットに表示されているとおり) 場所の座標はとして入力される必要があります。下の位置情報入
力文字列フォーマットのセクショ
ンで説明されているとおり、生成された文字列は構文フォーマットの1つが必要です。
住所のオプショ
ンが選択されると、場所の入力は以下のようになります: "Rudolfsplatz 13a, 1010
Vienna"。

ラベル: マップ上で表示されている目的地に添付されるラベルのテキスト。テキストは xs:string を生成する
XPath 式 として入力されます。
ルートの種類: ルートを使用する移動手段の種類を選択します: (i) 運転 (私的な移動手段)、(ii) 徒歩、
(iii) 公共交通機関

場所間のルートを表示
場所間のルートを表示 アクショ
ンは、モバイルデバイスマップアプリケーショ
ンを開き、指定された2つの位置情報のルートを
表示します。

場所間のルートを表示 アクショ
ンには、以下の設定があります:
場所の指定: 場所の設定の入力が緯度/
経度 座標または住所かを選択します。上のスクリーンショ
ットは、選択
された緯度/
経度オプショ
ンを表示しています。
場所から/
場所へ: 開始点と目的地がそれぞれマップ上で表示されます。場所の座標は XPath 式を使用して
入力されます。緯度/
経度 座標構えの場所の設定で示される場合、場所の座標は (上のスクリーンショ
ットに表示
されているとおり) XPath 式を使用して入力される必要があります 下の位置情報入力文字列フォーマットのセク
ショ
ンで説明されているとおり、生成された文字列は構文フォーマットの1つが必要です。住所のオプショ
ンが選択され
ると、場所の入力は以下のようになります: "Rudolfsplatz 13a, 1010 Vienna"。
ラベル: マップ上で表示されている目的地に添付されるラベルのテキスト。テキストは xs:string を生成する
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XPath 式 として入力されます。
ルートの種類: ルートを使用する移動手段の種類を選択します: (i) 運転 (私的な移動手段)、(ii) 徒歩、
(iii) 公共交通機関

位置情報入力文字列フォーマット:
位置情報入力文字列は空白で区別された緯度と経度 (この通りの順番) を含む必要があります。緯度と経度は以
下のフォーマットをとることができます。組み合わせることも可能です。緯度が１つのフォーマットで、経度が他のフォーマッ
トをとることができます。緯度の値の範囲は +90 から-90 (北 から南) です。経度の値の範囲は +180 から180
(東 から西)です。
メモ: 単一およびダブル引用符が入力文字列引数を区切るために使用されていると、使用されている単一およびダブ
ル引用が、それぞれ、分の値と秒の値、不一致をもたらします。この様な場合、分の値と秒の値を表すための使用され
ている引用符は、ダブルにしてエスケープされる必要があります。このセクショ
ンのサンプルでは、入力文字列を区別する
ために使用されている引用符は黄色い(") でハイライトされており、エスケープした単位インジケーターは青い("") で
ハイライトされています。
度、分、10 進の秒、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
サンプル: 33°55'11.11"N 22º44'66.66"W

度、分、10 進の秒、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"
サンプル: 33°55'11.11" -22°44'66.66"

度、分、10 進の分、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
サンプル: 33°55.55'N 22°44.44'W

度、分、10 進の分、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'
サンプル: +33°55.55' -22°44.44'

10 進の度、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D.DDN/S

D.DDW/E
22.22W

サンプル: 33.33N

10 進の度、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D.DD

+/-D.DD
-22.22

サンプル: 33.33

フォーマットの組み合わせのサンプル:
33.33N -22°44'66.66"
33.33 22°44'66.66"W
33.33 22.c

位置情報データをデザイナーとサーバーシミュレーショ
ンのために指定するには、位置情報の設定のセクショ
ンを参照してく
ださ
い。
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NFC
アクショ
ンダイアログのNFC グループで次のアクショ
ンを使用することができます (下のスクリーンショ
ット):
NFC の開始/
停止
NFC プッシュ

このグループのアクショ
ンはページイベントとコントロールイベントに使用することができます。アクショ
ンダイアログ(上のスクリ
ーンショ
ット) に素早く
アクセスするには、ページまたはコントロールを右クリックして、ページ/
コントロールアクショ
ンコマンドを選
択します。ページイベントおよびコントロール イベントも参照してく
ださい。
MobileTogether 内でのNFC サポートに関するおおまかな説明は NFC のセクショ
ンを参照してく
ださい。
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NFC の開始/停止
NFC 開始/
停止 アクショ
ン(下のスクリーンショ
ット) は、メッセージのプッシュおよび/
または受信を開始、または、停止する
ために使用されます。

開始 オプショ
ンを選択します。アクショ
ンがデザインに追加された後、$MT_NFC ツリーは、自動的にページソースペインに
追加されます (下のツリー構造 を参照してく
ださい)。
<Root>
<Tag Id=""/>
<NdefMessage
CanMakeReadOnly=""
IsWriteable=""
MaxSize=""
Type="">
<NdefRecord
Id=""
TypeNameField=""
RecordTypeDefinition=""
Type=""
Text=""
Language=""
URI=""
Payload=""
MimeType=""
ExternalDomain=""
ExternalPackageName="">
<NdefRecord />
</NdefRecord>
<NdefRecord />
...
<NdefRecord />
</NdefMessage>
</Root>

開始 アクショ
ンがトリガーされるとプッシュ、および/
または受信が開始されます。アクショ
ンを実行するためのステップのシーケン
スは、以下のとおりです:
1. NFC がデバイス上で有効化されている必要があります。NFC が有効化されていない場合、開始アクショ
ンをトリ
ガーすると、ユーザーにNFC の有効化を問うプロンプトが表示されます。
2. NFC が有効化された後、MobileTogether Client アプリがNFC のために登録されます。
3. この後、NFC タグの検索が自動的に開始され、NFC タグ内のNFC メッセージは自動的に受信されます。
NFC プッシュアクショ
ンを使用して、プッシュを開始することができます。プッシュは自動的には開始されません。
4. $MT_NFC ツリー内に受信されたデータは保管されます。
停止 アクショ
ンは全てのメッセージのプッシュと受信を停止します。
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メッセージのプッシュと受信を再開するには、開始アクショ
ンを再度トリガーしてく
ださい。
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NFC プッシュ
NFC プッシュアクショ
ンは、プッシュするメッセージ、または、ビームするファイルを定義します (下のスクリーンショ
ット)。アクショ
ンがトリガーされると、指定されたメッセージまたはファイルがNFC を介して送信されます。プッシュアクショ
ンが作動するには、
デバイスがプッシュアクショ
ンを実行する準備を整えるため、NFC 開始アクショ
ンが既にトリガーされている必要があります。
NFC プッシュ アクショ
ンが開始されると、 NFC メッセージまたはファイルを(複数のデバイスに)複数回送信することができま
す。エンドユーザーは送信デバイスのNFC 範囲内に受信するデバイスを設定するのみです。NFC が停止されると、また
は、キャンセルオプショ
ンを選択して、新規 NFC プッシュ アクショ
ンを追加することにより、 NFC プッシュがキャンセルされ
ると継続的な送信は停止されます (下のスクリーンショ
ットを参照)。

NFC プッシュアクショ
ンは、以下のオプショ
ンを提供します(スクリーンショ
ット参照):
NFC プッシュ: メッセージをプッシュします。
Android ビーム: Android ビームが有効化されているデバイスから他のAndroid ビームが有効化されているデ
バイスにファイルをビームします ( Android デバイスでのみ使用することができます)。
実行するプッシュアクショ
ン型のラジオボタンを選択します(下の説明を参照してく
ださい)。
メモ:

各アクショ
ン送信されるメッセージ/
ファイルに対応しています。しかしながらそのメッセージは、複数のレコードから構成
されている可能性があります。例えば、上のスクリーンショ
ット内のメッセージには3つのレコードが含まれています。一
件以上のメッセージを送信する場合は、新規 NFC プッシュアクショ
ンを各メッセージに追加します。

メッセージをプッシュする
NFC プッシュオプショ
ンにより送信するNFC メッセージを定義することができます。コンボボックスで、送信されるメッセージ
の標準の型を選択します (下のスクリーンショ
ット参照) 。これらの型は NFC 技術の仕様内で定義されているとおりです。

テキスト、URI、および MIME メディア型
Text、URI、および MIME メディアの標準型の定義は分かり
やすいです。(スクリーンショットの横の URI オプショ
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ンを参照してください)。下のスクリーンショ
ットは、それぞれが異なる標準の型を定義している3つのレコードを持つNFC
メッセージを表示しています。メッセージのコンテンツは XPath 文字列であることができ、また、ソースツリーノードからコンテンツ
を得ることもできます。最後のレコードでは、例えば、メッセージのコンテンツは、XML ページデータソース内のノードから得られ
て意います。

次の URI オプションを使用することができます:
SMS URI: 送信された SMS は受信するデバイスの SMS アプリ内で開かれます。URI は次の
ようになります: "sm s:+439991234567?body=M yB ody"
電話の URI: 受信デバイスの電話アプリが開かれ、転送された電話番号に電話がかけられま
す。サンプル URI: "tel:+439991234567"
電子メール URI: 送信された電子メールは、受信デバイスの電子メールアプリ内で開かれま
す。サンプル URI: "m ailto:nam e@ altova.com ?subject=M ySubject&body=M yB ody"
一部のメッセージの型内では、メッセージコンテンツは、保管しNFC メッセージのペイロードに転送するために、明示的に
hexBinary に変換される必要があります ( NFC 技術の仕様を参照してく
ださい)。 文字列をhexBinary に変換
する場合、XPath 拡張関数 mt-string-to-hexBinary を使用してく
ださい。mt-bae64-to-hexBinary
関数 を使用してイメージをBase64 からhexBinary に変換することができます。NFC ペイロードがデバイスデバイス上
で受け取られた場合、それぞれ XPath 拡張関数 mt-hexBinary-to-string とmt-hexBinary-tobase64 を使用して文字列、または、Base64 イメージに変換すること
ができます (次を参照してく
ださい: NFC タグ
の検出と読み取り)。
イメージのプッシュ
NFC プッシュメッセージを使用してイメージを送信する場合、そのイメージに関連するMIME メディ
ア型を使用して行うこ
とができます (下のスクリーンショ
ット参照)。この種類のメッセージを定義する場合、NFC メッセージのペイロード内でイメ
ージが送信できるようにイメージのBase64 フォーマットをhexBinary に変換する必要があります。この変換のために
は、XPath 拡張関数 mt-base64-to-hexBinary を使用します。(デバイスから受信する) hexBinary から
Base64 イメージに変換するには、関数 mt-hexBinary-to-base64 を使用してく
ださい。

高度な型
Advanced 型のメッ
セージのために固有の高度な型が選択される必要があります。(下のスクリーンショ
ット参照)。各高

度な型のために、対応するテキストを入力し、他の関連する情報を指定してく
ださい。
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NFC の高度な型の詳細に関しては、次を参照してく
ださい：NFC 技術の仕様。

Android ビームを使用しファイルをビームする
Android ビームが2つのAndroid デバイス上で有効化されている場合、ファイルは1つのデバイスから他のデバイスにビー
ムされます。Android ビーム とプッシュラジオボタンを選択し、どのようにユーザーが送信するファイルが選択されるかを定義
してく
ださい(下のスクリーンショ
ット参照)。

このファイルはクライアントデバイス上に存在する必要があります。ファイルはデザイン内で直接指定、または、ユーザーがファイ
ルを選択して指定することができます (下のスクリーンショ
ット参照)。
パスを直接指定し、パスが相対的な場合は、パスはAndroid デバイスのために指定したディ
レクトリをベースに相対的に解
決されます。下のスクリーンショ
ットは、ユーザーがデバイス上のファイルを選択するオプショ
ンが選択されているダイアログを表
示しています。任意のファイルフィルター 設定によりクライアントデバイスの参照ダイアログを使用して開く
ことのできるファイル
の型をフィ
ルターすることができます。ここで定義されたファイル拡張子のみが開く
ことを許可されます。以下を入力することがで
きます: (i) コンマ、または、セミコロンにより区切られた拡張子のリスト (例: txt,html;xml)、または、(ii)各文字列ア
イテムがファイルの型の拡張子である文字列アイテムのシーケンスを返す XPath 式 (例えば、3つの文字列アイテムを含む
1つのシーケンス: 'txt','html,'xml').
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プッシュ/ビームのキャンセル
キャンセルアクショ
ンにより選択されたプッシュ、またはビームアクショ
ンをキャンセルすることができます。
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プッシュ通知

アクショ
ンダイアログのプッシュ通知グループで次のアクショ
ンを使用することができます (下のスクリーンショ
ット):
プッシュ通知の送信
外部プッシュ通知キーの登録(登録の解除)
外部プッシュ通知トピックの登録(登録の解除)

このグループのアクショ
ンはページイベントとコントロールイベントに使用することができます。アクショ
ンダイアログ(上のスクリ
ーンショ
ット) に素早く
アクセスするには、ページまたはコントロールを右クリックして、ページ/
コントロールアクショ
ンコマンドを選
択します。ページイベントおよびコントロール イベントも参照してく
ださい。
MobileTogether 内でのプッシュ通知の使用に関するおおまかな説明はプッシュ通知 のセクショ
ンを参照してく
ださい。
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プッシュ通知の送信
プッシュ通知の送信アクショ
ンがトリガーされると、(下のスクリーンショ
ット) プッシュ通知 (PN) が(下で説明されるとおり)
アクショ
ンの設定に送信されます。プッシュ通知は受信先のソリューショ
ンに送信されます。受信先のソリューショ
ンは次のとお
りです: (i) サーバー上にホストされる同じソリューショ
ン。または、(ii) (送信元のソリューショ
ンと同じ) 同じサーバー、また
は、他のサーバーにホストされるソリューショ
ン。

下にリストされるアクショ
ンの設定は、プッシュ通知の異なるパラメーターを定義します:
サーバー (任意)
このオプショ
ンが指定されていない場合、送信元のソリューショ
ンと同じサーバー上でホストされる受信先ソリューショ
ンに
プッシュ通知はターゲットされているものと想定されます。ソリューショ
ンの受信先が送信元のサーバーと異なる場合、サー
バーをここで指定します。設定のXPath 式は、関連したサーバーのIP アドレスである文字列に対して解決される必
要があります (上のスクリーンショ
ット参照)。

開始するソリューション (任意)
このオプショ
ンが指定されていない場合、受信先のデバイスでは、プッシュ通知が受信された時、送信元のソリューショ
ン
として同じソリューショ
ンが開始されます。受信されるソリューショ
ンが送信されるソリューショ
ンと異なる場合、受信される
ソリューショ
ンはこの設定で指定されます。設定のXPath 式の設定はサーバー上のソリューショ
ンのワークフローのパス
である文字列に対して解決されます。上のスクリーンショ
ットでは、例えば、ソリューショ
ンの受信先は IP アドレス
10.100.10.100 を持つサーバー上のpublic コンテナー内です。MyPNReceivingApp です。

送信
プッシュ通知の受信先を指定します。次のオプショ
ンを作用することができます:
ユーザー: プッシュ通知ユーザー設定内にリストされるが受信先のソリューショ
ンのサーバー上のユーザーに送信
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されます。ユーザー設定は入力として単一の文字列のアイテム(例: 'User-1') 、または、文字列アイテム
のシーケンス(例: ('User-1', 'User-2')) をとります。
ソリューショ
ンの全てのユーザー: (受信先のソリューショ
ンのサーバー上の) ソリューショ
ンの受信先にアクセス
することのできるパーミッショ
ンを持つ全てのユーザー(MobileTogether Server の管理者設定 内でワークフ
ローにアクセスするためのユーザーパーミッショ
ンは否定されています)。
ロール: ロール 設定内で指定されるロールを持つユーザーにプッシュ通知は送信されます。ロール 設定は入
力として単一の文字列アイテム(例: 'Role-1')、または、単一のアイテムのシーケンス(例: ('Role1', 'Role-2'))を取り
ます (ロールの詳細に関しては、次を参照: MobileTogether Server ドキュメン
ト)。
外部プッシュ通知キー: 外部キー 設定内で指定されている外部プッシュ通知キーの1つに登録されているデ
バイスにプッシュ通知は送信されます。外部キー 設定は入力として単一の文字列アイテム(例: 'Key1')、または、単一のアイテムのシーケンス(例: ('Key-1', 'Key-2'))を取り
ます。詳細に関しては次を
参照: 外部プッシュ通知キーの登録（
登録の解除）
トピック: プッシュ通知はトピック設定内で指定されているトピックの1つにサブスクライブされているデバイスに送
信されます。トピック設定は入力として単一の文字列アイテム(例: 'Topic-1')、または、単一のアイテム
のシーケンス(例: ('Topic-1', 'Topic-2')) を取ります。詳細に関しては次を参照: プッシュ通知ト
ピックの登録

プッシュ通知の受信時にソリューションが既に実行されている場合
2つの可能性が挙げられます:
ソリューショ
ンの受信先のプッシュ通知の受信時 イベントのために定義されているアクショ
ンは、すぐに実行する
ことができます。これは通知無しに行われ、プッシュ通知は表示されません。
ソリューショ
ンの受信先のプッシュ通知の受信時 イベントのために定義されているアクショ
ンは、ソリューショ
ンの
ユーザーがプッシュ通知をタップ、または、プッシュ通知内の対応するボタンをタップすると実行されます。

タイトル、本文
プッシュ通知は、タップされると大きな長いメッセーに展開される、短いメッセージにより構成されています。タイトルと本文
設定はそれぞれ短いメッセージのタイトルとテキストであるテキスト文字列です。プッシュ通知のためにボタンが指定され
ていると(下を参照)、オペレーティ
ングシステムにより短いメッセージの下に表示されます。

タイトル/概要/大きなコンテンツのテキスト
プッシュ通知はタップされると長いメッセージを開く
短いメッセージにより構成されています。大きいコンテンツタイトル、概
要、テキストの設定は、テキスト文字列、長いメッセージのタイトル、概要、および、ボディ
はテキスト文字列を定義しま
す。プッシュ通知のためにボタンが指定されている場合、(下を参照してく
ださい)、長いメッセージで表示されます。

キーをタグ付けする/折りたたむ
キーをタグ付けする/
折りたたむはプッシュ通知と送信されるテキスト文字列です。文字列に対して解決されなければなら
ない設定のXPath 式により生成されます。キーをタグ付けする/
折りたたむが指定されていると、(i) このアクショ
ンによ
り生成されるプッシュ通知は同じキーを持ち、(ii) 受信先のデバイス上でこのキーを持つ全てのプッシュ通知は最後に
受信されたプッシュ通知まで折りたたまれます。キーをタグ付け/
折りたたむが指定されていないと、このアクショ
ンに送信さ
れる全てのプッシュ通知が表示されます。複数のプッシュ通知の送信アクショ
ンが同じキーをタグ付けする/
折りたたむ場
合、これらの異なるアクショ
ンにより送信されるプッシュ通知は全て同じキーを持ち、折りたたまれます。

プッシュ通知ボタン
プッシュ通知内に表示されるボタンの数量を（
0 から3 で）
指定します。プッシュ通知内のボタンの目的は、ユーザーが
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定義済みのアクショ
ンから1つのアクショ
ンを選択することです。非iOS モバイルデバイスの場合、タイトルと個別のプッ
シュ通知ボタンの任意のID を指定します。iOS デバイスの場合、使用するプッシュ通知 ボタンセット(AppStore
App のみで使用できるプッシュ通知ボタン) を選択します。
iOS ボタンセット: iOS デバイス上で表示されるプッシュ通知のためのボタンをMobileTogether ソリューショ
ンではなく
、AppStore App 内で表示することができます。プッシュ通知の名前を入力または選択します。
ここで定義されるプッシュ通知 ボタンセットは、ソリューショ
ンの受信先内で( iOS プッシュ通知ボタンセット
コマンドを使用して)定義されなければなりません。送信されるソリューショ
ンが受信されるソリューショ
ンと同じ場
合、定義されているプッシュ通知ボタンセットは、オプショ
ンのコンボボックス内に表示されます。例えば、「2 つの
ボタン」にボタンオプショ
ンが設定されていると、コンボボックス内にプッシュ通知ボタンセットのための2つのボタンが
表示されます。送信されるソリューショ
ンが受信されるソリューショ
ンと異なる場合、プッシュ通知ボタンセットの名
前はこの設定内に入力される必要があります。
非iOS デバイスのための個別のプッシュ通知ボタン: タイトル設定 は、プッシュ通知ボタン内で表示される
テキストです。ID 設定はプッシュ通知ボタンの数値をデフォルトの値として取ります。例えば、ボタン#1 に
は、"1" のID が存在します。任意で希望するID を入力することもできます。ID 設定の値は、ソリューショ
ンの受信先内でユーザーのボタン選択を参照するために使用されます。
メモ:

プッシュ通知ボタンはボタンコントロールには関連しないことに注意してく
ださい。

ソリューショ
ンの受信先内で、ユーザーがプッシュ通知ボタンをタップすると、$MT_PUSHNOTIFICATION/Root/
@button ノードの値と
してボタンのID が自動的に入力されます(下のページソースの構造を参照)。ボタン#1 を
ユーザーがタップすると、$MT_PUSHNOTIFICATION/Root/@button ノードはボタン#1のID を含むようになり
ます。このノード内の値をテストする条件付きステートメントを使用すると、アクショ
ンのセットがユーザーがタップするプッ
シュ通知ボタンに従い実行されます。ソリューショ
ンの受信先のプッシュ通知の受信時 イベント内で実行するアクショ
ンが
定義されます。
$MT_PUSHNOTIFICATION ページソースの構造:
$MT_PUSHNOTIFICATION
Root
|
@button
|
|-- Entry
|
@key
|
@value

ペイロード
ペイロードとは、プッシュ通知を使用して伝送されるデータであり、ソリューショ
ンの受信先の
$MT_PUSHNOTIFICATION ページソースに保存されます (下の構造を参照してく
ださい)。このページソース内のデ
ータをソリューショ
ンの受信先のデザイン内で使用できるようになります。
ペイロードはソリューショ
ンの受信先の$MT_PUSHNOTIFICATION ページソースのEntry 要素内のキー値ペアの
配列として(インデックス順に)送信されます。
$MT_PUSHNOTIFICATION
Root
|
@button
|
|-- Entry
|
@key
|
@value

プッシュ通知のペイロードを次のように指定することができます:
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キー値ペアのリストとして(下のスクリーンショ
ットを参照)。リスト内の各ペアはプラスのシンボルをクリックして追
加され、キーと値のためにXPath 式が入力されます。各 XPath 式は単一の文字列を評価する必要があり
ます。各キーのための文字列値 (または名前) は空であってはならず、一意である必要があります。値の文字
列の値は一意である必要は無く
、空であることも出来ます。

動的に決定されたキー値ペアの配列として。下のスクリーンショ
ットは、XPath 式として直接入力されると配列
がどのように表示されるかを示しています。配列は、しかしながら、ノードのセットを反復することによりランタイムに
動的に取得することができます。各キーの文字列値は空ではなく
、一意である必要があります。

メモ:

ペイロードキーの名前は mt_ で開始してはならず、ここで挙げられるパラメーター名であってはなりません:
https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/http-server-ref.
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外部プッシュ通知キーの登録（登録の解除）
このアクショ
ンは、プッシュ通知を受け取るモバイルデバイス上のソリューショ
ンで使用されます。テキスト文字列をモバイルデバ
イス上のソリューショ
ンの外部プッシュ通知キーとして登録されます。デバイスが登録されることに注意してく
ださい。デバイス上
の複数のソリューショ
ンが異なる外部プッシュ通知キーに登録されている場合、デバイスは全てのキーに登録されます。
プッシュ通知を送信する場合のプッシュ通知の受信の定義には色々ありますが、外部プッシュ通知キーにプッシュ通知を送
信するように指定することができます (プッシュ通知の送信を参照してく
ださい )。デバイスがターゲット外部プッシュ通知キ
ーの1つに登録されている場合、そのプッシュ通知が受信されます。
メモ:

AppStore Apps 内でも外部プッシュ通知キーを使用することができます。

次も参照: ソリューショ
ンの受信先

登録
外部プッシュ通知トピックを登録するには、「
登録」
を選択し、XPath 式を使用してキーを指定してく
ださい。式はテキスト
文字列に対して解決される必要があります。下のスクリーンショ
ットでは、例えば、ボタンがクリックされると、ページソースノード
内にある文字列がそのデバイスの外部プッシュ通知キーとして登録されます。このキーにプッシュ通知は送信され、モバイルデ
バイスプッシュ通知を受信します。

登録の解除
与えられた外部プッシュ通知キーに向けられているプッシュ通知を受け取ることをユーザーが希望しない場合、登録の解除
アクショ
ンを使用して登録を解除することができます。これは、例えば、ボタンを押すことなどにより行うことができます。
プッシュ通知の登録を解除するには、アクショ
ンを追加し、登録の解除を選択します。1つの外部プッシュ通知キーのみが存
在するため、キーを指定する必要はありません。
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外部プッシュ通知トピックの登録（登録の解除）
このアクショ
ンは、デバイスが1つまたは複数の選択されたトピックに関するプッシュ通知を受け取るためにプッシュ通知を受信
するモバイルデバイス上のソリューショ
ン内で使用されます。例えば、news とtravel としてマークされているトピックに関
するプッシュ通知を受け取るようにデバイスが登録されている場合、news、または、travel としてマークされているプッシュ
通知を受け取ります。送信される際、プッシュ通知はトピックと共にマークされているます (次を参照してく
ださい:プッシュ通知
の送信)。例えば、プッシュ通知がトピックnews とtravel に送信された場合、これらのトピックどちらか、または両方に
登録されているデバイスにより受信されます。
デバイス上のソリューショ
ンからアクショ
ンをトリガーするために、デバイスが登録されることに注意してく
ださい。プッシュ通知を
受信するソリューショ
ンを使用してプッシュ通知トピックを登録する場合は理論的に行ってく
ださい。
プッシュ通知を送信する場合のプッシュ通知の受信の定義には色々ありますが、プッシュ通知が1つまたは複数の特定のト
ピックに送信されるかを指定することができます(プッシュ通知の送信を参照してく
ださい )。
次も参照: ソリューショ
ンの受信先

登録
外部プッシュ通知キーを登録するには、「
登録」
を選択し、XPath 式を使用してトピックを指定してく
ださい。式は文字列
(例: 'news') 、または、文字列のシーケンス(例: ('news', 'travel')) に対して解決される必要があります。
下のスクリーンショ
ットでは、例えば、プッシュ通知トピックの登録アクショ
ンはページソースノードにリンクされているチェックボック
スのために定義されています。このリンケージの結果、
ページソースノードは(チェックボックスがチェックされている場合) true の値を持ち、または、(チェックボックスがチェックされて
いない場合) false の値を持ちます。チェックボックスがチェックされているか、いないかにより、デバイスは news トピックに登
録、または、登録されず、news トピックに送信するプッシュ通知を受信、または、受信しません(スクリーンショ
ットの参
照)。

登録の解除
デバイスが登録されているトピックに送信されるプッシュ通知を受け取ることをユーザーが希望しない場合登録の解除 アク
ショ
ンを使用して登録を解除することができます。これは、例えば、ボタンを押すことなどにより行うことができます。
プッシュ通知の登録を解除するには、アクショ
ンを追加し、登録の解除を選択し、登録を解除するデバイスのためにトピックを
入力します。複数のトピックの登録を解除するには、トピックを文字列のシーケンスとして入力します (例: ('news',
'travel'))。
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ページ
アクショ
ンダイアログのページグループで次のアクショ
ンを使用することができます:
ページへ移動
サブページへ移動
サブページを閉じる
ソリューショ
ンの実行
一番下へスクロール
キーボードを隠す
表示の更新
ページタイマーの再開/
停止

このグループのアクショ
ンはページイベントとコントロールイベントに使用することができます。アクショ
ンダイアログ(上のスクリ
ーンショ
ット) に素早く
アクセスするには、ページまたはコントロールを右クリックして、ページ/
コントロールアクショ
ンコマンドを選
択します。ページイベントおよびコントロール イベントも参照してく
ださい。
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ページへ移動
トリガーされるとページへ移動アクショ
ンは、指定されたページへ移動します。移動するページはアクショ
ンのコンボボックス、ま
たは、XPath 条件式を使用して選択することができます(下のスクリーンショ
ット参照)。プロジェクトに他のページが存在し
ない場合、コンボボックスで選択するページはありません。下のスクリーンショ
ットでは、ページへ移動 アクショ
ンが２つのサブイ
ベントクリック時 と 長いクリック時 の下に配置されています。これはアクショ
ンがボタンがタップ(短いクリック)、または、押された
とき(長いクリック)にトリガーするアクショ
ンを定義します。

ページメッセージのロードオプショ
ン(上のスクリーンショ
ット参照) によりページがロードされるときにメッセージが実行中ダイア
ログ内に表示されます。メッセージを表示する場合、このオプショ
ンをクリックして、XPath 式としてメッセージを定義します。
オプショ
ンのチェックが解除されている場合、メッセージは表示されません。
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サブページへ移動
トリガーされると、サブページへ移動します。プロジェクトの全てのサブページをリストするサブページへ移動コンボボックスから
サブページへ移動を選択します (下のスクリーンショ
ット参照)。ラベルのクリック時 イベントがMobileTogether プロジェクト
ページのOrders のサブページへ移動するように設定されています。または、サブページの名前は、XPath 式を使用して
取得されます。例: "Orders" 、または、 $XML3/DataSources/Subpage/@id="Name"。

サブページへ移動アクショ
ンには以下の設定があります:
ソースXML: サブページのデータが元のページのデータソースに対応するか、またどのように対応するか指定します。
この定義はサブページデータマッピングダイアログに入力され、ソースXML フィ
ールドの[追加ダイアログ] ボタンを
クリックすることでアクセスすることができます。このダイアログの詳細に関しては、"サブページのソースXML " " セク
ショ
ンを参照してく
ださい。
サブページ メッセージのロード: サーバーリクエストにより、サブページが送信される場合、チェックボックスがチェックさ
れていると、サブページのロード中、このメッセージが進行状況ダイアログに表示されます。上のスクリーンショ
ットを参
照してく
ださい。
サブページ メッセージを閉じる: サーバーリクエストにより、サブページが送信される場合、チェックボックスがチェックさ
れていると、サブページを閉じる間、このメッセージが進行状況ダイアログに表示されます。上のスクリーンショ
ットを参
照してく
ださい。
モーダル ダイアログとしてサブページを表示する: このオプショ
ンがチェックされていない場合、表示内のトップペー
ジはサブページにより置き換えられます(ユーザーは「戻る」ボタンをタップしてトップページに戻ることができます)。この
オプショ
ンがチェックされている場合、サブページは、(モーダルダイアログとして既知の) トップページの上の個別のウィ
ンドウ内で表示されます。モーダルウィ
ンドウ外をユーザーがタップすると、[戻る]ボタンのクリック時 ページのために指
定されているアクショ
ンが実行されます。アクショ
ンがこのイベントのために指定されていない場合、サブページは閉じら
れ、実行はトップページに戻されます。
モーダルダイアログの定義
次の定義をモーダルダイアログに適用することができます:
モーダルダイアログウィ
ンドウのディ
メンショ
ンを幅 と高さ設定のXPath 式を使用して設定することができます。
任意の高さ設定が指定されていない場合、高さは、デバイスのビューポイントの高さの最高値までの値がコンテンツ
をフィ
ットするために必要な高さに調整されます。更なる高さが必要な場合、モーダルダイアログにスクロールバーが
自動的に追加されます。
入力するディ
メンショ
ンの値は、(ピクセルディ
メンショ
ンのための)数値、または、数値と(ダイアログのディ
メンショ
ンをビュ
ーポイントのディ
メンショ
ンのパーセンテージとして指定するための) % サインを含む文字列であることができます。
上のスクリーンショ
ットでは、ディ
メンショ
ンは、ランタイムにデバイスから動的に取得されたデバイス固有の幅と高さの値
(ビューポイントディ
メンショ
ン)に設定されています。
モーダルダイアログに対して以下を選択することができます: (i) 縦向きと横向きに対して単一のディ
メンショ
ンのセッ
トを使用する(ii) 各向きのための異なるディ
メンショ
ンのセットを使用する(すなわち、縦向きと、横向きにそれぞれ
異なるディ
メンショ
ンのセットを使用する)。
モーダルダイアログが両方の向きのために単一のディ
メンショ
ンのセットを使用するように定義されている場合、幅と高
さのディ
メンショ
ンは、サブページへ移動アクショ
ンが実行されるページの縦向きから取得されます。このオプショ
ンが
選択されていると、モーダルダイアログは、両方の向きで同じ幅と高さの値のセットを使用します。向きが変えられて
もモーダルダイアログはサイズを変更しません。
モーダルダイアログとして表示されているサブページから、前のモーダルダイアログの上でモーダルダイアログとして開く
こ
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とのできる他のサブページに移動することができます。
すべてのモーダルダイアログのすべての相対的なディ
メンショ
ン(パーセンテージの値) は、他のモーダルダイアログから
発生する場合も、デバイスのビューポートのディ
メンショ
ンに相対的に計算されます。
モーダルダイアログからサブページが、モーダルダイアログオプショ
ンを選択することなく
開かれる場合、新規のサブペー
ジがモーダルダイアログと同じディ
メンショ
ンを持ち、オーバーレイされます。これは、新規のサブページが前のサブページ
により置き換えられたように表示されます。

サブページのソース XML
サブページが効率的に使用されるために、各サブページには少なく
とも1 つのデータソースが必要です。データソースがない場
合、サブページのソースがマップされない可能性があります。マップされると、サブページが閉じられるときに、サブページのデータ
はトップページのマップされたノードに送信されます。サブページのソースXML の振る舞いは、[サブページデータマッピング
ダイアログ] で定義されます (左のスクリーンショ
ット)。このダイアログにアクセスするには、[サブページへ移動アクショ
ン] の定
義のソースXML フィ
ールドの[追加ダイアログ] ボタンをクリックします (上のスクリーンショ
ット参照)。
以下のサブページのデータ処理には以下の可能性があります:
サブページがマップされていない。この場合、サブページのデータソースはサブページデータマッピングのメカニズムから独
立して処理されています。
サブページのソースが、要素と属性の名前も同じ、まったく
同じの構造のトップページのにマップされている。
サブページのソースが、異なる構造および/
または異なる属性/
要素を持つトップページソースにマップされている。
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[サブページデータマッピングダイアログ] (左上のスクリーンショ
ット) では、サブページデータソースが右側の[ソースツリーペイ
ン] に表示されており、トップページのデータソースは左側の[ソースツリーペイン] に表示されています。
(右側) [サブ[ページ] ペイン] の上のコンボボックスからサブページデータソースを選択します。このコンボボックスはサ
ブページの全てのデータソースをリストしています。サブページの名前は[ サブ[ページ] ペイン] の上にリストされていま
す。
トップページのデータソースがマップされるには、最初に(左側) [トップ[ページ] ペイン] の上の[追加ダイアログ] ボタ
ンをクリックします。これにより、トップページの全てのデータソースを含む[XML の選択ダイアログ] が表示されます
(右上のスクリーンショ
ット)。サブページデータにマップしたいノードを選択します。上のスクリーンショ
ットでは、
PrivateAddresses ノードが、[XML 選択ダイアログ] で選択されています。この結果、
PrivateAddresses の子孫は、[トッ
プページソースツリーペイン] に表示され、マップされたノード
PrivateAddresses はペインの上に表示されます。
上のスクリーンショ
ットで説明されているケースについては、両方のデータ構造は要素の名前も含め同一のため、2 つのデー
タソース間のマッピングは自動的におこなわれます。下のスクリーンショ
ットでは、左側のペインからノードを右側のペインにドラッ
グすることにより要素間のマッピングが行われています。これは 2 つのデータ構造が同一ではないためです (最初の要素のS
が3 番目の要素 Street に一致しなければなりません)。
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下のスクリーンショ
ットの場合、サブページのデータノードIncome/Months/Month は、トップページのデータノード
Income にマッ
プされています(ペインのタイトルに表示されています)。
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サブページを閉じる
トリガーされると、アクティ
ブなサブページを閉じます。オプショ
ンで、サブページが閉じられると、戻り値を保存することができま
す。戻り値は、指定されたXPath 式により生成されます (下のスクリーンショ
ット参照)。値は、Let アクショ
ンのサブペー
ジ結果として取得されることができます。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

550

アクション

ページ

スクロール
アクショ
ンがトリガーされると、以下のソリューショ
ンが以下の条件でスクロールすることを指定することができます:
アクティ
ブなページの上、または、下の部分 (下のスクリーンショ
ット)。

選択されたテーブルの上、または、下の部分。上下のスクロールがテーブルのオプショ
ンのコンボボックスの選択リスト
に含まれているテーブルのみで使用することができます。
テーブルの行グループは、名前別に識別されます。テーブル名は、コンボボックスから選択、または、XPath 式とし
て入力されます。 XPath 条件を任意で指定して、条件がtrue を評価する(選択されたテーブルの)最初の行
グループを選択します。
名前別にコントロールを選択します (下のスクリーンショ
ットを参照)。コンボボックスから名前を選択、または、コント
ロール名を評価するXPath 式を作成します。 繰り返しテーブル構造内でコントロールを選択する場合、コントロ
ールのための検索を絞り込むために、追加の条件をXPath 式を使用して、指定することができます。コントロール
情報を返す動的な変数, $MT_ControlValue などのコントロールの情報を返す動的な変数 が使用され、動
的に変更するコンテキスト内でコントロールを検索することができます。
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キーボードを隠す
アクショ
ンがトリガーされるとモバイルデバイスのキーボードを隠します。テキストフィ
ールドなどの特定のページ要素が、ページに
存在またはアクティ
ブな場合、一部のモバイルデバイスは自動的にキーボードを表示します。キーボードを隠すアクショ
ンは、
デバイス上でページを表示するスクリーンスペースが必要な場合に役に立ちます。
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表示の更新
アクショ
ンがトリガーされると最新のデータを表示します。アクショ
ンがトリガーされると複数のアクショ
ンのシーケンスが実行され
る場合、デフォルトでは、最後のアクショ
ンが実行された後に、表示が更新されます。表示の更新アクショ
ンはイベントが実
行されると表示の更新を有効化します。良い例はループアクショ
ン内に含まれるアクショ
ンの表示の更新です。表示の更新
アクショ
ンがループ内に含まれる場合、表示はループの各反復が実行されると更新されます。
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ページタイマーの再開/停止
ページタイマーは、OnPageRefresh イベントタブで構成され、ページの更新の間隔の時間を設定するために使用されま
す。タイマーの初期の更新の間隔はタイマーの構成で指定されています。ページがロードされると、タイマーが開始され、ページ
が指定された間隔で更新されます。

ページタイマーの再開: タイマーの更新 間隔がページの処理中に変更された場合、タイマーは再起動されなけれ
ばなりません。これは新しい更新間隔と共にタイマーを再初期化するためです。サンプルに関しては、SOAP リク
エストのチュートリアル を参照してく
ださい。
ページタイマーの停止: ページが更新されるとタイマーの更新時アクショ
ン内で定義されたアクショ
ンが実行されま
す。タイマーが継続して実行される場合、ページは指定された間隔で定期的に更新されます。更新アクショ
ンが実
行されます。ページの処理中に後でこれらのアクショ
ンを停止する場合は、ページタイマーの停止 アクショ
ンを使用し
ます。これによりタイマーは停止され、その結果アクショ
ンが停止されます。
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ページ ソース

アクショ
ンダイアログのページソースグループで次のアクショ
ンを使用することができます (下のスクリーンショ
ット):
再ロード
ファイルをロード/
保存
バイナリファイルのロード/
保存
HTTP/FTP をロード/
保存
文字列をロード/
保存
SOAP からロード
保存
ファイル/
フォルダーの削除
リセット
SOAP リクエストの実行
REST リクエストの実行
ファイル情報の取得
フォルダーの読み取り
ページソースの保存/
復元

このグループのアクショ
ンはページイベントとコントロールイベントに使用することができます。アクショ
ンダイアログ(上のスクリ
ーンショ
ット) に素早く
アクセスするには、ページまたはコントロールを右クリックして、ページ/
コントロールアクショ
ンコマンドを選
択します。ページイベントおよびコントロール イベントも参照してく
ださい。
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再ロード
アクショ
ンのコンボボックスで指定された外部ソースを再ロードします(下のスクリーンショ
ット参照)。プロジェクトで参照される
外部ソースは、コンボボックスのエントリとして使用することができ、XML ファイル、チャート、イメージを含みます。

以下の点に注意してく
ださい:
上のスクリーンショ
ットは、チャートコントロール全体を含みます。更新が選択されると、チャートイメージはイベントがト
リガーされると更新されます。イメージコントロールは、更新アクショ
ンによりリンクされたイメージを持つことができます。
コントロールイベントにより更新を行うこともできます。これは、たとえば、コンボボックスが編集されると、コンボボックス
の編集の終了時 イベントがイメージコントロールにリンクされたイメージを更新するように設定することができます。ク
イックスタート(パート1) チュートリアルのこの例を参照してく
ださい。
イベントがトリガーされると、複数のリソースを再ロードするには、上のスクリーンショ
ットで表示されているように複数の
再ロードアクショ
ンを追加してく
ださい。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
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ファイルをロード/保存
アクショ
ンを以下のとおり設定することができます: (i) ファイルからロードする、または (ii) ファイルへデータを保存する。実行さ
れるアクショ
ンが、ロードアクショ
ンまたは保存アクショ
ンかを指定するには、適切なラジオボタンを選択してく
ださい(下のスクリ
ーンショ
ット参照)。

ファイルからロード
各 ファイルからロードアクショ
ンでは、アクショ
ンコンボボックスからページソースを選択することができます (下のスクリーンショ
ット
参照)。イベントがトリガーされた際にそのページソースのためにどのデータがロードされるかを指定することができます。

イベントがトリガーされた際に、複数のページソースからデータをロードするには、上のスクリーンショ
ットに表示されるように、
複数のLoadFromFile アクショ
ンを追加します。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。

ファイルに保存
アクショ
ンコンボボックス内で選択されたページソースからのデータをファイルパスフィ
ールド内で指定されたXML ファイルに保存
します(下のスクリーンショ
ット参照)。XML ファイルのエンコードは、エンコードフィ
ールドで指定されています。複数のデータ
ソースのためにデータを保存するには、複数のファイルに保存 アクショ
ンを追加します。
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イベントがトリガーされた際に複数のデータソースからデータを保存するには、複数のファイルに保存 アクショ
ンを追加します。
他のファイルに保存 アクショ
ンを追加するには、ファイルのロード/保存 アクショ
ンをイベントタブにドラッグし、ラジオボタンをファイ
ルに保存 に設定します。
メモ:

ファイルに保存 アクショ
ンは DB に保存するために使用されます。DB に保存するには、保存 アクショ
ンを使用し
て、ページソースツリーの1つを選択します、または、DB の実行 アクショ
ンを使用します。

エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。

ファイルの場所
ファイルからロード保存ファイルアクショ
ンのファイルパスフィ
ールドの(上のスクリーンショ
ット参照)[追加ダイアログ] ボタンが押
されると、ファイルの指定ダイアログが表示されます。このダイアログ内で、ファイルがサーバーまたはクライアント上に存在するか
を指定します (下のスクリーンショ
ット参照)。
ファイルがサーバーに存在する場合
ファイルがサーバーに存在する場合、ファイルの場所(絶対/相対 パス)を参照、またはグローバルリソース(ファイルエイリアス
またはフォルダーエイリアス)によりファイルを指定します。必要なオプショ
ンを選択します。
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絶対/
相対 パス: ファイルを参照するために、絶対および相対パスを入力します。ソリューショ
ンがデプロイされると、
デフォルトファイルの場所は、MobileTogether Server 設定で定義されているとおり、作業ディレクトリ への参
照で解決されていることに注意してく
ださい。ファイル指定ダイアログのパスが相対の場合、作業ディレクトリ に対応
して解決されます。ファイル指定ダイアログのパスが絶対の場合、デフォルトファイルを含むフォルダーは作業ディレク
トリ の子孫である必要があります。詳細はプロジェクトファイルの場所を参照してく
ださい。パスを入力またはファイ
ルを参照することができます。パスはデザインに対して相対または絶対であることができます。ファイルがデザインファイル
と共にサーバーにデプロイされると、ダイアログで指定された相対/
絶対パスがファイルにアクセスするために(サーバーの
データベース) 内部で使用されます。ファイルがデプロイされていない場合、ファイルは直接サーバーに保管される必
要があります。この場合: (i) ファイルの指定ダイアログで相対パスが選択されている場合、ランタイム時に、この相対
パスはサーバー上で(MobileTogether Server 設定で定義された) 作業ディレクトリ を参照して解決されま
す。(ii) ファイルの指定ダイアログで絶対パスが選択されている場合、サーバー上でのファイルのフォルダーは作業
ディレクトリ の子孫である必要があります。詳細に関してはプロジェクトファイルの場所のセクショ
ンを参照してく
ださ
い。ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任意で指定することができます。この拡張子はファイル名
と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する:ファイルパス内で中間フォルダーが存在しない場合、ファ
イルが保存される時に作成されます。このオプショ
ンは保存する場合のみ関連性があります 。アクショ
ンがファイルの
ロードのみに制限される場合は、このオプショ
ンは、存在しません。
グローバル リソースファイル エイリアス: コンボボックス内で使用可能なファイルエイリアスを選択します。使用可
能なファイルエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで定義されたものです。各ファイルエイリアスは、異なるファ
イルリソースを( [ツール | アクティブな構成] により選択された) MobileTogether Designer で現在アクティ
ブ
な構成に応じてマップします。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。
(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

560

アクション

ページ ソース

パス断片化されたグローバル リソースフォルダエイリアス: コンボボックスの使用可能なフォルダーエイリアスから
フォルダーエイリアスを選択します (下のスクリーンショ
ット参照)。

使用可能なフォルダーエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで現在定義されているものです。各フォルダーエ
イリアスは、( [ツール | アクティブな構成] コマンドにより選択された) MobileTogether Designer で現在アク
ティ
ブな構成に応じて異なるフォルダーリソースをマップします。パス断片化はリソースファイルへの残りのパスを指定
します。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。
ファイルがクライアントに存在する場合
ファイルがクライアントに存在する場合、ファイルの場所を選択することによりパスを指定、または XPath 式を使用して式を
作成します。更新ボタンを使用して現在のエントリを削除します。
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デザイナーがロード/
保存するファイルを指定することができ、また、エンドユーザーもこれらのファイルを指定することができます。
ファイル指定すると、この情報はソリューショ
ンに保存され、ファイルはアクショ
ンがトリガーされると、ロードまたは保存されます。
ユーザーがロードまたは保存されるファイルを選択する場合、アクショ
ンがトリガーされると、クライアントデバイスで参照ダイアロ
グが開かれ、ユーザーがロード/
保存するファイルを入力または選択することができます。
メモ:

エンドユーザーがファイルをロードして保存するオプショ
ンは以下のアクショ
ンに対して使用することができます:印刷 (ソ
ースファイル とターゲットファイル オプショ
ンがあります)、ファイルのロード/
保存、イメージのロード/
保存 バイナリの
ロード/
保存 。

メモ:

クライアント上のファイルもモバイルデバイス上のSD カードに保存することができます。

ファイル名は(ソリューショ
ンのデザイナーにより)以下で定義されます
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任
意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: ファイルパス内の中間のフォルダーが、クライアントで不
在の場合、ファイルが保存される際に作成されます。このオプショ
ンは、保存する際にのみ関連するオプショ
ンです。
アクショ
ンがファイルのロードのみに制限されている場合、不在の場合があります。
デバイスに依存するリソース: ファイルが存在するディ
レクトリを選択します。 Windows Phone/RT とiOS デ
バイスでは、許可されるディ
レクトリは既に決まっています。Android デバイスでは、Android コンボボックスのドロッ
プダウンリスト内のディ
レクトリに追加して、ファイルを入力することができます。Android とWindows Phone/RT
で、デフォルトである、デフォルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選択されま
す。iOS デバイスでは、MobileTogether は2つのディ
レクトリを作成します: (i) iCloud に保存される再度ダ
ウンロードすることのできるバックアップディ
レクトリ、(ii) バックアップを必要としないファイルのためのバックアップしない
ディ
レクトリ。必要に応じてバックアップディ
レクトリまたはバックアップされないディ
レクトリを選択します。Web ブラウザ
ー内では、ファイルはブラウザーのサンドボックスに相対して検索されます。
シミュレーションのためのファイルのロケーション: ファイルがクライアントに存在するため、シミュレーショ
ンに中に使用
することはできず、シミュレーショ
ン中にクライアントフォルダー内でスタンドインするフォルダーを指定することができます。
このスタンドインフォルダーは、もちろん、デザイン内で指定されたファイルと同じ名前を持つ必要があります。このフォル
ダーはオプショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンタブ( ツール | オプション)内で指定されていなければなりません。
エンドユーザーにより(クライアントデバイス上で)ファイル名が定義される場合
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任
意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
任意のファイルフィルター: クライアントデバイス上で開かれる参照ダイアログは、定義された拡張子が許可されるよ
うに、ロードまたは保存されるファイルの型をフィ
ルターします。以下を入力することが可能です: (i) カンマで区切られ
た、または、セミコロンで区切られた拡張子のリスト(例: txt,html;xml)、または (ii)各文字列アイテムがファイ
ル型の拡張子である文字列アイテムのシーケンスを返す XPath 式 (例えば、ここでは以下の3つの文字列アイテム
を含む1つのシーケンス: 'txt' 'html 'xml')
オプショ
ンのデフォルトのファイル: 直接または式を使用して、エンドユーザーを導く
ためにデフォルトのファイル名を入
力します。
Web メッセージボックス: ファイルを開く
/
保存 ダイアログが開かれる前に、メッセージボックスが表示されます。直接
テキストを入力するか、または XPath 式を使用して、メッセージボックスのデフォルトのテキストを上書きするテキスト
を入力します。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: もし、ファイルパス内の中間フォルダーが不足している場
合、ファイルが保存される際に作成されます。オプショ
ンは保存時に関係し、アクショ
ンがファイルのロードアクショ
ンの
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場合使用できません。
メモ: iOS デバイスでは、ユーザーがデバイス上のファイルを選択できる唯一の方法は iCloud から、または、
iCloud へファイルをインポートまたはエクスポートすることにより行うことが出来ます。バックアップフォルダー、または、
バックアップされないフォルダーをユーザーは参照することはできません。

エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
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バイナリファイルのロード/保存
バイナリファイルのロード/
保存アクショ
ンで以下を行うことができます:
データソースノードにバイナリファイルをBase64 エンコードイメージとしてロードする。
サーバー側またはクライアントに、Base64 エンコードイメージをデータソースノード内にバイナリファイルとして保存す
る。
PDF などのバイナリファイルをXML コンテンツとして保持することが可能になります。

バイナリファイルをデータソースノードにロードする
バイナリファイルのロード/
保存アクショ
ンのノードにバイナリをロードするオプショ
ンを使用して、バイナリファイルをデータソースノー
ドにロードすることができます (下のスクリーンショ
ットを参照)。XPath 式を使用して、バイナリデータが保管されるデータソ
ースであるターゲットノードを選択します。ファイルパスフィ
ールド内から、ターゲットノードにロードされるバイナリファイルを選択し
ます。バイナリファイルのデータは Base64 に変換され、ターゲットノード内でBase64 エンコードコンテンツとして保管されま
す。

Base64 エンコードコンテンツをバイナリファイルとして保存する
データソースノード内に保存されているBase64 イメージデータは、バイナリファイルのロード/
保存 アクショ
ンのバイナリをファイ
ルに保存オプショ
ンを使用して、バイナリファイルとして保存することができます (下のスクリーンショ
ット参照)。 Base64 エ
ンコードコンテンツが存在する、データソースノードの場所を選択します (下のスクリーンショ
ット参照)。ファイルが保存される
サーバーまたはクライアントの場所を(ファイルパスフィ
ールドで)選択します 。

バイナリファイルのロケーション
イメージのロード/
保存 アクショ
ンのファイルパスフィ
ールドの追加ダイアログボタンをクリックすると、(上のスクリーンショ
ット参
照)、ファイルを指定ダイアログは表示されます。このダイアログ内で、ファイルがサーバーまたはクライアントに存在するかをそれ
ぞれのラジオボタンを選択することにより指定することができます (下のスクリーンショ
ット参照)。
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ファイルがサーバーに存在する場合
バイナリファイルがサーバーに存在する場合、場所を(絶対/
相対パスを使用して)参照、または、ファイルをグローバルリソー
ス(ファイルエイリアスまたはフォルダーエイリアス)を使用して指定することができます。使用するオプショ
ンを選択してく
ださ
い。

絶対/
相対 パス: ファイルを参照するために、絶対および相対パスを入力します。ソリューショ
ンがデプロイされると、
デフォルトファイルの場所は、MobileTogether Server 設定で定義されているとおり、作業ディレクトリ への参
照で解決されていることに注意してく
ださい。ファイル指定ダイアログのパスが相対の場合、作業ディレクトリ に対応
して解決されます。ファイル指定ダイアログのパスが絶対の場合、デフォルトファイルを含むフォルダーは作業ディレク
トリ の子孫である必要があります。詳細はプロジェクトファイルの場所を参照してく
ださい。パスを入力またはファイ
ルを参照することができます。パスはデザインに対して相対または絶対であることができます。ファイルがデザインファイル
と共にサーバーにデプロイされると、ダイアログで指定された相対/
絶対パスがファイルにアクセスするために(サーバーの
データベース) 内部で使用されます。ファイルがデプロイされていない場合、ファイルは直接サーバーに保管される必
要があります。この場合: (i) ファイルの指定ダイアログで相対パスが選択されている場合、ランタイム時に、この相対
パスはサーバー上で(MobileTogether Server 設定で定義された) 作業ディレクトリ を参照して解決されま
す。(ii) ファイルの指定ダイアログで絶対パスが選択されている場合、サーバー上でのファイルのフォルダーは作業
ディレクトリ の子孫である必要があります。詳細に関してはプロジェクトファイルの場所のセクショ
ンを参照してく
ださ
い。ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任意で指定することができます。この拡張子はファイル名
と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する:ファイルパス内で中間フォルダーが存在しない場合、ファ
イルが保存される時に作成されます。このオプショ
ンは保存する場合のみ関連性があります 。アクショ
ンがファイルの
ロードのみに制限される場合は、このオプショ
ンは、存在しません。
グローバル リソースファイル エイリアス: コンボボックス内で使用可能なファイルエイリアスを選択します。使用可
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能なファイルエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで定義されたものです。各ファイルエイリアスは、異なるファ
イルリソースを( [ツール | アクティブな構成] により選択された) MobileTogether Designer で現在アクティ
ブ
な構成に応じてマップします。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。

パス断片化されたグローバル リソースフォルダエイリアス: コンボボックスの使用可能なフォルダーエイリアスから
フォルダーエイリアスを選択します (下のスクリーンショ
ット参照)。

使用可能なフォルダーエイリアスはグローバルリソース定義ファイルで現在定義されているものです。各フォルダーエ
イリアスは、( [ツール | アクティブな構成] コマンドにより選択された) MobileTogether Designer で現在アク
ティ
ブな構成に応じて異なるフォルダーリソースをマップします。パス断片化はリソースファイルへの残りのパスを指定
します。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。
ファイルがサーバーに存在する場合
バイナリファイルがクライアントに存在する場合は、場所を入力または選択して行ってく
ださい。または、XPath 式を使用し
てパスを作成することもできます。更新ボタンを使用して現在のエントリを削除してく
ださい。
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デザイナーがロード/
保存するファイルを指定することができ、また、エンドユーザーもこれらのファイルを指定することができます。
ファイル指定すると、この情報はソリューショ
ンに保存され、ファイルはアクショ
ンがトリガーされると、ロードまたは保存されます。
ユーザーがロードまたは保存されるファイルを選択する場合、アクショ
ンがトリガーされると、クライアントデバイスで参照ダイアロ
グが開かれ、ユーザーがロード/
保存するファイルを入力または選択することができます。
メモ:

エンドユーザーがファイルをロードして保存するオプショ
ンは以下のアクショ
ンに対して使用することができます:印刷 (ソ
ースファイル とターゲットファイル オプショ
ンがあります)、ファイルのロード/
保存、イメージのロード/
保存 バイナリの
ロード/
保存 。

メモ:

クライアント上のファイルもモバイルデバイス上のSD カードに保存することができます。

ファイル名は(ソリューショ
ンのデザイナーにより)以下で定義されます
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任
意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: ファイルパス内の中間のフォルダーが、クライアントで不
在の場合、ファイルが保存される際に作成されます。このオプショ
ンは、保存する際にのみ関連するオプショ
ンです。
アクショ
ンがファイルのロードのみに制限されている場合、不在の場合があります。
デバイスに依存するリソース: ファイルが存在するディ
レクトリを選択します。 Windows Phone/RT とiOS デ
バイスでは、許可されるディ
レクトリは既に決まっています。Android デバイスでは、Android コンボボックスのドロッ
プダウンリスト内のディ
レクトリに追加して、ファイルを入力することができます。Android とWindows Phone/RT
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で、デフォルトである、デフォルトを選択すると、MobileTogether アプリのサンドボックスディ
レクトリが選択されま
す。iOS デバイスでは、MobileTogether は2つのディ
レクトリを作成します: (i) iCloud に保存される再度ダ
ウンロードすることのできるバックアップディ
レクトリ、(ii) バックアップを必要としないファイルのためのバックアップしない
ディ
レクトリ。必要に応じてバックアップディ
レクトリまたはバックアップされないディ
レクトリを選択します。Web ブラウザ
ー内では、ファイルはブラウザーのサンドボックスに相対して検索されます。
シミュレーションのためのファイルのロケーション: ファイルがクライアントに存在するため、シミュレーショ
ンに中に使用
することはできず、シミュレーショ
ン中にクライアントフォルダー内でスタンドインするフォルダーを指定することができます。
このスタンドインフォルダーは、もちろん、デザイン内で指定されたファイルと同じ名前を持つ必要があります。このフォル
ダーはオプショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンタブ( ツール | オプション)内で指定されていなければなりません。
エンドユーザーにより(クライアントデバイス上で)ファイル名が定義される場合
ファイルの保存のためのデフォルトのファイル拡張子: ファイルを保存する場合、デフォルトのファイル拡張子を任
意で指定することができます。この拡張子はファイル名と共に拡張子が指定されていない場合使用されます。
任意のファイルフィルター: クライアントデバイス上で開かれる参照ダイアログは、定義された拡張子が許可されるよ
うに、ロードまたは保存されるファイルの型をフィ
ルターします。以下を入力することが可能です: (i) カンマで区切られ
た、または、セミコロンで区切られた拡張子のリスト(例: txt,html;xml)、または (ii)各文字列アイテムがファイ
ル型の拡張子である文字列アイテムのシーケンスを返す XPath 式 (例えば、ここでは以下の3つの文字列アイテム
を含む1つのシーケンス: 'txt' 'html 'xml')
オプショ
ンのデフォルトのファイル: 直接または式を使用して、エンドユーザーを導く
ためにデフォルトのファイル名を入
力します。
Web メッセージボックス: ファイルを開く
/
保存 ダイアログが開かれる前に、メッセージボックスが表示されます。直接
テキストを入力するか、または XPath 式を使用して、メッセージボックスのデフォルトのテキストを上書きするテキスト
を入力します。
ファイルの保存時に自動的にサブフォルダーを作成する: もし、ファイルパス内の中間フォルダーが不足している場
合、ファイルが保存される際に作成されます。オプショ
ンは保存時に関係し、アクショ
ンがファイルのロードアクショ
ンの
場合使用できません。
メモ: iOS デバイスでは、ユーザーがデバイス上のファイルを選択できる唯一の方法は iCloud から、または、
iCloud へファイルをインポートまたはエクスポートすることにより行うことが出来ます。バックアップフォルダー、または、
バックアップされないフォルダーをユーザーは参照することはできません。

エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
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HTTP/ FTP をロード/保存
アクショ
ンを以下に設定することができます: (i) HTTP/FTP ファイルからデータをロード、または (ii) HTTP/FTP を介して
ファイルにデータを保存します。ロードアクショ
ンまたは保存アクショ
ンを実行するかは適切ならラジオボタンを選択して指定しま
す (下のスクリーンショ
ット参照)。

HTTP/FTP からロード
各 HTTP/FTP からロードアクショ
ンに対して、使用可能なページソースから1つのデータソースを選択して、データをロードす
るHTTP/FTP ソースを指定することができます。イベントがトリガーされると、HTTP/FTP ソースからのデータが、ページデ
ータソースにロードされます。複数のデータソースのためにデータをロードするには、複数のHTTP/FTP からロードアクショ
ン
を追加します。

エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。

HTTP/FTP へ保存
アクショ
ンのコンボボックス内で選択されたページソースをXML 、ターゲットHTTP のHTML ファイル、またはアクショ
ンの定
義の設定 FTP ロケーショ
ンに保存します (下のスクリーンショ
ット参照)。HTTP/FTP ロケーショ
ンのアクセスの詳細を入
力するには、
をクリックします。これによりHTTP/FTP ソースを選択するための[ Web アクセス設定の編集] ダイアロ
グが表示されます。このダイアログにファイルのURL とセキュリティ
の設定を入力することができます。

複数のページソースからデータを保存、複数の保存先にデータを保存、複数のSaveToHTTP/FTP アクショ
ンを追加する
ことができます。他のSaveToHTTP/FTP アクショ
ンを追加するには、HTTP/FTP にロード/保存アクショ
ンをイベントタブに
ドラッグし、HTTP/FTP に保存アクショ
ンのラジオボタンに設定します。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
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スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
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文字列をロード/保存
2つのアクション文 字 列 にロード と文 字 列 に保 存 はそれぞれ以下を行います:

JSON または XML データを文字列からJSON/XML ページソースにロードします。
JSON/XML ページソースを文字列にシリアル化しXPath 式により指定された場所に、シリアル化された文字列
を保存します。
シリアル化されたXML データがWeb ページから受信することができ、$MT_EMBEDDEDMESSAGE JSON ページソース
内で保存される場合、埋め込まれたWeb ページソリューショ
ンでこれらの機能はとても役にたちます。文字列からロードす
るアクショ
ンは、XML 文字列を取り、XML ページソースを生成することができます。逆に、文字列に保存アクショ
ンを使用
して、XML ページソースをシリアル化しページソースノードに保存することができます。

文字列にロード
文字列にロードアクショ
ンは、アクショ
ンのXPath 式によりターゲットとされた文字列を解析し(下のスクリーンショ
ットを参
照)、選択されたページソースの構造とデータを生成します (スクリーンショ
ット参照)。

選択されたページソースノードの型 (JSON または XML) は文字列のシリアル化に対応する必要があります。ですから、タ
ーゲットとされた文字列がJSON 文字列の場合、選択されたJSON ページソース内でJSON ドキュメントが(ページソー
スノードのjson 要素内で)生成されます。.
シリアル化されたXML 文字列がXML ページソースにロードされると、シリア
ル化された文字列内のルート要素は、XML ページソースのルート要素として作成されます。
シリアル化された文字列について: 上のスクリーンショ
ット内で、XML 文字列は、JSON ページソースノード
$MT_EMBEDDEDMESSAGE/json/books 内に存在します。これは、選択されたページソース内にロードされる
文字列です。これが正確に作動するためには、ページソースノードは XML ページソースである必要があります
(XPath 式は文字列をノードから取る必要があります。文字列をXPath 式に直接入力することもできます)。
JSON/XML ページソースについて: ページソースノードはアクショ
ン内で選択される前に作成される必要がありま
す。文字列からロードされたJSON/XML ドキュメントは、ドキュメントノード内でページソース全体として作成されま
す。ランタイムで、ロードされたドキュメントの構造がページソースノードの構造 (デザイン内で定義されたとおり)に一
致しない場合、ソリューショ
ンは正確に実行されます。これは、デザインが期待されるページソース構造のノード名と作
動し、ページソースノードのノードは実際には異なる名前で作成されているからです。

文字列に保存
文字列に保存アクショ
ンはページソースオプショ
ン内で名前の付けられたページソースノードをシリアル化し、シリアル化された
文字列をXPath 式により指定された場所に保存します (下のスクリーンショ
ット) 。

以下の点に注意してく
ださい:
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コンボボックスオプショ
ンとして選択するために、ページソースノードとその構造は、デザイン時とランタイムの両方でデザ
イン内に存在する必要があります。
型に関わらず、ページソース全体のコンテンツが最初の文字から最後の文字まで文字列にシリアル化されます。
シリアル化により発生する文字列は XPath 式内で指定されたノードに保存されます。

サンプルファイル
LoadSaveString.mtd と
いう名前のサンプルファイルでは、これらの2つのアクショ
ンの使用方法が紹介されています。こ
のファイルはマイドキュメントフォルダー内にあります: Altova\MobileTogetherDesigner4
\MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials. このサンプルには 2つのページソース($JSON1 と
$XML1) が含まれています。それぞれには、固定されたJSON とXML データが含まれています(スクリーンショットを

参照)。文字列に保存アクショ
ンを使用することにより、各ページソースを、文字列としてシリアル化することができ、ノードに
保存することができます。文字列にロードアクショ
ンを使用して、新しいページソース($JSONFROMSTRING と
$XMLFROMSTRING)にシリ
アル化されたばかりの文字列をロードするためにこのアクショ
ンをリバースすることができます。

デザインファイルは JSON ページソース($JSON1) とXML ページソース($XML1) を含み、ファイル内でファイル
内で定義されている構造とデータを含みます (上のシミュレーショ
ンのスクリーンショ
ット参照 )。両方のデータ構造
は基本的なものです。
デザインには、各ページソースをシリアル化された文字列として保存するボタン(Save JSON/XML String) が
含まれており、それぞれは、$SERIALIZEDSTRINGS という名前の他のページソースの異なるノード内に存在しま
す。これらのボタンは文字列に保存アクショ
ンを使用します。
生成されたシリアル化は新規のページソース$JSONFROMSTRING と$XMLFROMSTRING を作成するために使
用されます。これは3番目と4番目のボタン(「JSON/XML 文字列の保存」) の文字列にロードアクショ
ンをトリ
ガーすることにより行うことができます。
このサンプルは、2つのアクショ
ン(文字列に保存 と文字列にロード) を使用して、1つのページソースから他のページソースに
シリアル化された文字列を使用して往復します。ページソースの基点とターゲットは同じ構造とデータを保持します。
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SOAP からロード
各 SOAP からロードアクショ
ンのために、WSDL ファイルから生成されたSOAP リクエストからデータをロードすることがで
きます。WSDL ファイルを選択するためには、ソースフィ
ールドの[追加設定] ボタンをクリックします (下のスクリーンショ
ッ
ト参照)。

WSDL ファイルを選択して、SOAP オペレーショ
ンを選択します。SOAP リクエストは、自動的にWSDL ファイルから
生成され、SOAP リクエストダイアログに表示されます。SOAP リクエストダイアログ内の [OK] をクリックすると、使用
することのできるSOAP リクエストとして保存されます。アクショ
ンは、ランタイムでSOAP リクエストが送信されるWeb サ
ービスのURL を表示します。(下のスクリーンショ
ット内のソースフィールドを参照してく
ださい)。

SOAP リクエストを定義後に変更する場合は、ファイルパスフィ
ールドの[追加ダイアログ] ボタンをクリックします (上のス
クリーンショ
ット参照)。これによりSOAP リクエストダイアログ(下のスクリーンショ
ット)が表示されます。URL フィ
ールド
の[参照] ボタンをクリックして、WSDL ファイルを選択して、SOAP リクエストの定義プロセスを再起動します。
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イベントがトリガーされる時に複数のデータソースからデータをロードする場合、複数のSOAP からロードアクショ
ンを追加しま
す。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
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保存
アクショ
ンのコンボボックスで選択されたデータソースツリーのデータを、データソースのデフォルトファイルに保存します。データソ
ースは編集可能な XML ファイル、または DB である必要があります。複数のデータソースのデータを保存するには、複数
の[保存アクショ
ン] を追加します。JSON と読み込まれるページソースは、(データがGUI 内でXML ツリーとして保存さ
れている場合でも、XML としてではなく
) JSON として保存されます。ページソースオプショ
ンも参照してく
ださい。

保存されるデータソースがDBの場合、デフォルトで、すべての編集可能な列が更新されるように選択されます (下のスクリー
ンショ
ット参照)。変更されたデータのみ (主キーが必要です) または、すべてのテーブル行 (主キーは必要ありません) を保
存することを選択することができます。

特定の列を更新する場合は、
ンショ
ット)。

をクリックします。これにより、データベースの列設定ダイアログを表示します (下のスクリー

ダイアログは、DB データソースのための列を表示します。その列が更新され、または、挿入された値を取ることができるかを
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指定することができます。(更新は、既存の行要素内の変更されたデータを指します。挿入された値は、新規に追加された
行要素を指します)。デフォルトでは、各列の挿入と更新のオプショ
ンはペアとして選択されます。ですが、異なるオプショ
ンを
列の挿入と更新オプショ
ンのために指定する場合、挿入慮更新ステートメントのために個別のフィ
ルター設定を使用する
チェックボックスをチェックしてく
ださい。DB のカラム内のNULL チェックボックスをチェックすることで、空の値を持つ属性は、
内でNULL 値に変換されることができます。不足する属性は常にNULL として保存できることに注意してく
ださい。
(ユーザーにより定義されているため、固定されているため、または計算されているため) 更新することのできない列は、挿入、
更新またはオプショ
ンチェックボックスを使用することができません。 上のスクリーンショ
ットでは、固定値を持つため、ID 列
は、更新されることができません。更新しない列の選択を解除します。全ての列を更新するために、保存設定をリセットする
場合は、[デフォルトにリセット] をクリックします。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
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ファイル/フォルダーの削除
アクショ
ンが実行されると、クライアントまたはサーバー上の選択されたファイル/
フォルダーを削除します。1つのアクショ
ンに付
き、1つのファイル/
フォルダーのみを削除することしかできません。複数のファイルまたはフォルダーを削除する場合は、このアク
ショ
ンを繰り返し使用してく
ださい。

削除の対象: 削除の対象を選択します: (i) ファイル、(ii) 空のフォルダー(空でない場合はフォルダーは削除され
ません)、または (iii) 再帰的なフォルダー(サブフォルダーを含むコンテンツ全体が削除されます)。
ファイル/
フォルダー パス: 削除されるフィ
ルまたはフォルダーのパス。
クライアントとサーバー上のファイルの場所に関する詳細については、ツリーデータとイメージのロード/
保存を参照してく
ださ
い。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
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リセット
アクショ
ンのコンボボックスで定義された、$PERSISTENT $MT_GEOLOCATION $MT_FILEINFO、と$MT_NFC
データソースツリーを含む、[ページソース] ペイン] でデフォルトの値に対して選択されたデータソースをリセットします。
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SOAP リクエストの実行
WSDL ファイルから生成されたSOAP リクエストを実行します。WSDL ファイルを選択するには、設定フィ
ールドの[追
加設定] ボタンをクリックします (下のスクリーンショ
ット参照)。

WSDL ファイルを選択して、SOAP オペレーショ
ンを選択します。SOAP リクエストは自動的にWSDL ファイルから生
成され、SOAP リクエストダイアログに表示されます。SOAP リクエストダイアログ内の[OK] をクリックして、実行する
SOAP リクエストとして保存します。ランタイムに送信されるSOAP リクエストのWeb サービスのをURL アクショ
ンは表
示します (下のスクリーンショ
ット内の設定フィールドを参照)。SOAP リクエストへの応答を保管する場合、最新の結
果の保管オプショ
ンのチェックボックスをチェックします (下のスクリーンショ
ット参照)。SOAP 応答は
$MT_HTTPExecute_Result 変数内に保存されます。この変数を使用して、デザイン内の他の場所のSOAP 応答
内のデータにアクセスすることができます。しかしながら、$MT_HTTPExecute_Result 変数は、REST リクエストの実
行 アクショ
ンで使用されているため、変数はこれを使用するすべてのアクショ
ンにより生成された最後の結果を含むことに注意
してく
ださい。

定義後にSOAP リクエストを変更する場合、設定フィ
ールドの[追加ダイアログ] ボタンをクリックします(上のスクリーン
ショ
ット参照)。これによりSOAP リクエストダイアログが表示されます (下のスクリーンショ
ット)。
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WSDL ファイルを選択するためにURL フィ
ールドの[参照] ボタンをクリックして、実行するSOAP リクエストの定義プロ
セスを再起動します。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
チュートリアルSOAP リクエストは SOAP リクエストアクショ
ンの使用方法を説明しています。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

アクション

ページ ソース

581

REST リクエストの実行
設定フィ
ールドの[追加設定] ボタンをクリックして、(下のスクリーンショ
ット参照) [RESTful API リクエスト] ダイアログ
内で定義されたREST リクエストを実行します。

REST リクエストを定義した後、アクショ
ンの設定フィ
ールド内にリクエストのURL が表示されます。リクエストはランタイムで
実行されます。$MT_HTTPExecute_Result 変数内でリクエストの結果を保管する場合は、最新の結果を保管オプ
ショ
ンをチェックします(上のスクリーンショ
ット参照)。$MT_HTTPExecute_Result 変数を使用して、デザイン内の結
果にアクセスすることができます。しかし、この変数は、SOAP リクエストの実行 アクショ
ンで使用することができることに注意
してく
ださい。ですから、この変数は、この変数を使用するすべてのアクショ
ンにより生成された結果を含みます。
定義後にREST リクエストを変更する場合は、設定フィ
ールド上の[追加]ダイアログ ボタンをクリックします(上のスクリー
ンショ
ット参照)。これにより新しいリクエストを定義することのできる[RESTful API リクエスト] ダイアログが表示されます。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
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ファイル情報の取得
ファイルの情報を取得するアクショ
ンは、指定されたファイルの情報を$MT_FILEINFO と呼ばれるデータソースツリー追加
します (下のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。$MT_FILEINFO という名前のデータソースは1つしか存在しません。
しかしながら、ファイルの情報を取得するアクショ
ンは、デザイン内の複数の場所で指定されることができます。これらの(アク
ショ
ンの) インスタンスの1つがトリガーされると、$MT_FILEINFO ツリーが特定のインスタンスアクショ
ン内で指定されたファイ
ルのファイル情報と共に更新されます。

メモ:

$MT_FILEINFO ページソースモデザイン内に作成されます。

$MT_FILEINFO ツリーの構造
$MT_FILEINFO ツリ
ーの構造は下のスクリーンショ
ットで表示されています。ルート要素には、トリガーされるアクショ
ン内で
指定されているファイルのファイル情報がフィ
ルされている属性が存在します。属性の説明は以下のとおりです。

Path: レポートされるファイルのフルパスです。
Size: バイト数で表示されたファイルのサイズ。
CreationTime: ファイルが現在の場所で作成された日時。ファイルが新しい場所にコピーされた場合、ファイルが
コピーされた日時が作成の日時として使用されます。このような場合、作成日時はファイルが最後に書き込まれた日
時よりも後になる場合があります。
AccessTime: ファイルが最後にアクセスされた日時。
WriteTime: ファイルが最後に書き込まれた日時。
IsDirectory: true または false の値を取ります。
IsReadOnly: true または false の値を取ります。
メモ:

(上で説明されているとおり)ファイルの情報を取得アクショ
ンは $MT_FILEINFO/Root の属性 にパスされます。
$MT_FILEINFO ページソースは、しかしながら、構造内に次の他のノードを有します: Root の繰り
返しFile
子。File 要素は、他のアクショ
ンフォルダーの読み取りにより取得されたデータを受け取ります。

サンプル
ReadFolderGetFileInfo.mtd と
いう名前のサンプルはファイルの情報の取得アクショ
ンの使用方法を表示しいます

(シミュレーショ
ンのスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。このファイルは次の場所にあります:マイドキュメントフォルダー
Altova\MobileTogetherDesigner4\MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials
\Actions。
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このサンプルのしく
みは以下のとおりです:
エンドユーザーは、「ファイルの情報の取得」ボタンの左側の編集フィ
ールド内にファイルの名前を入力します。
$PERSISTENT ツリ
ーのRoot/File ノードにファイル名が書き込まれます (スクリーンショ
ットを参照)。
「ファイルの情報の取得」ボタンには、$PERSISTENT/Root/File 内に保管されたファイルをターゲットとし
たボタンのクリック時 イベントのために設定されたファイル(またはフォルダー) の情報を取得アクショ
ンがあります。
「ファイルの情報の取得」をクリックすると、ターゲットとされるファイルの情報が読み取られ、$MT_FILEINFO/
Root の属性の値と
して$MT_FILEINFO ページソースにパスされます。
これらの属性の値は静的テーブルのセル内に表示されます。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

584

アクション

ページ ソース

フォルダーの読み取り
フォルダーの読み取りアクショ
ン(下のスクリーンショ
ットを参照) がデザインに追加されると、繰り返しFile 要素のセットと
して設定されている構造である$MT_FILEINFO ページソースがデザイン内で作成されます。フォルダーの読み取りアクショ
ン内では、読み取るフォルダーを指定します (サンプルとスクリーンショ
ットを参照)。ランタイムでは、指定されたフォルダー
(ファイルとサブフォルダー)のコンテンツが読み取られ、ターゲットフォルダーの各アイテムの詳細が$MT_FILEINFO ページソ
ースの対応するFile 要素に置かれます。

次の点について注意してく
ださい:
フォルダーは XPath 式内でフォルダーを文字列、または、ページソースノードをロケートする式として指定されることが
できます。指定されたフォルダー内のファイルのみが読み取られます。サブフォルダー内のファイルは読み取られませ
ん。
ファイルパターン設定は、フォルダーのファイルをフィ
ルターするためにワイルドカードを使用します。例: '*.mp3' は
フォルダー内の全ての.mp3 ファイルの詳細を読み取ります。'My*.*' は、My から始まる名前を持ち、サフィ
ック
スを取る全てのファイルの詳細を読み取ります。'*' または '' はフォルダー全体を読み取ります。フォルダー自身
に関する詳細に関しては、ファイル情報の取得 アクショ
ン内のフォルダーの名前を送信します。
各ページには1つの$MT_FILEINFO ページソースが含まれています。ページ上に複数のフォルダーの読み取りアク
ショ
ンが存在する場合、ランタイムでは、 $MT_FILEINFO ページソースには、最後に読み取られたアクショ
ンによ
り読み取られたフォルダーに関する情報が含まれます。
フォルダーの読み取りアクショ
ンにより読み取られたデータは、$MT_FILEINFO/Root のFile 子要素にパスさ
れます。Root の属性は 他のアクショ
ン? ファイル情報の取得 アクショ
ンにより取得された情報を受け取ります。
$MT_FILEINFO ページソースは、ファ
イル情報の取得 アクショ
ンが追加された際にも作成されることに注意してく
ださい。

サンプル
ReadFolderGetFileInfo.mtd と
いう名前のサンプルはフォルダーの読み取りアクショ
ンアクショ
ンの使用方法を表示

しいます (シミュレーショ
ンのスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。このファイルは次の場所にあります:マイドキュメント
フォルダーAltova\MobileTogetherDesigner4\MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials
\actions.
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このサンプルのしく
みは以下のとおりです:
エンドユーザーは、「フォルダーの読み取り」ボタンの左側の編集フィ
ールド内にファイルの名前を入力します。
$PERSISTENT ツリ
ーのPath ノードにファイル名が書き込まれます (スクリーンショ
ットを参照)。
「フォルダーの読み取り」ボタンには、$PERSISTENT/Root/Path 内に保管されたファイルをターゲットとし
たボタンのクリック時 イベントのために設定されたファイル(またはフォルダー) の情報を取得アクショ
ンがあります。
「フォルダーの読み取り」をクリックすると、フォルダーのアイテムに関する情報が読み取られ、$MT_FILEINFO の
File 要素にパスされます。
各 File 要素は、テーブルの繰り返し行としてデザイン内に表示されます。
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ページソースの保存/復元
各 ページソースアクショ
ンの保存/
復元は1つ選択することのできる3つのサブアクショ
ンにより構成されています (下のスクリ
ーンショ
ット参照)。

3つのサブアクショ
ンは以下のとおりです:
ページソースの保存: 1つ、または、複数のページソースを保存します。保存するページソースを選択してく
ださい。ア
クショ
ンの下にある追加 ダイアログ ボタンをクリックしてを1つまたは複数のページソースを選択します(上のスクリー
ンショ
ットを参照)。
保存されたページソースの復元: (ページソースの保存 により)ページソースの内部コピーが保存されると、ページ
ソースを更に変更することができます。保存されたページソースの復元 アクショ
ンは、ページソースを内部で保存さ
れたコピーの最近の状態に復元します。
保存されたページソースの破棄: (ページソースの保存により) ページソースの内部コピーが保存され、そのページ
ソースが更に変更されると、保存されたページソースの破棄 アクショ
ンは、最後に保存された内部コピーを破棄し
ます。
メモ:

ページソースの保存/
復元 アクショ
ンは、ファイルに保存されるページソースではなく、内部で保存されているページソ
ースのみに適用されます。

使用方法
ページソースの保存/
復元 アクショ
ンにより、ページソースを仮保存、受け入れ、または、1つまたは複数の条件が満たされるこ
とが条件に更に変更することができます。 例えば、サブページに移動する前に、ページソースを内部に保存することができま
す。サブページ上でユーザーがデータを編集すると、ボタンを押して、確認、または、変更をキャンセルします。ボタンは定義さ
れ、保存されたページソースを破棄、または、復元することができます。
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データベース
アクショ
ンダイアログのデータベースグループで次のアクショ
ンを使用することができます(下のスクリーンショ
ット):
DB トランザクショ
ンの開始
DB 実行
DB バルク挿入
DB コミットトランザクショ
ン
DB ロールバックトランザクショ
ン
メモ:

これらのアクショ
ンは、DB データソース内のデータと相互に作用するために使用されますが、データを表示するために
は適していません。DB データソースからデータを表示する場合は、ページデータソースにリンクされているコントロー
ルを(デザインに) 挿入してく
ださい。詳細に関しては、コントロールとデータソースに関するセクショ
ンを参照してく
ださい。チュートリアルは、ページソースデータを表示する実践的な方法について説明しています。

いち

このグループのアクショ
ンはページイベントとコントロールイベントに使用することができます。アクショ
ンダイアログ(上のスクリ
ーンショ
ット) に素早く
アクセスするには、ページまたはコントロールを右クリックして、ページ/
コントロールアクショ
ンコマンドを選
択します。ページイベントおよびコントロール イベントも参照してく
ださい。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

588

アクション

データベース

DB トランザクションの開始
DB トランザクショ
ンの開始アクショ
ンによりイベントがトリガーされると、接続コンボボックスにより選択されたデータソースと共
にトランザクショ
ンが開始されます。このコンボ ボックスはプロジェクトのすべてのデータソースをリストし、DB トランザクショ
ン
の開始アクショ
ン内で具体的に使用されるための追加データベース接続のオプショ
ンを与えます。

トランザクショ
ンロックオプショ
ンは、書き込みアクショ
ン中にデータが破損しないようにレベルを指定するために使用すること
ができます。以下のオプショ
ンを使用することができます:
データベースデフォルト: DB、サーバー、クライアント上のDB-に関連したデフォルトの設定を収集します。
影響を受けるテーブルへの書き込みを回避: 他の接続を介して、DB に書き込み中の場合、DB に書き込むこ
とはできません。書き込みトランザクショ
ンは、他の書き込みトランザクショ
ンが完了するまで、遅延され、その他の場
合、エラーメッセージが表示されます。
影響を受けるテーブルへの読み込みおよび書き込みを回避:他の接続を介して、DB に書き込みまたは読み
込み中の場合、トランザクショ
ンは、他のトランザクショ
ンが完了するまで、遅延または、または エラーメッセージが
表示されます。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。

DB トランザクションについて
トランザクショ
ンが必要な各 DB アクセスには、自動的にトランザクショ
ンが作成され、後に自動的に閉じられます。これ
は一部のセットアップでは理想的です。例えば、同時に自動的に更新したい2 つのDB ページソースが存在する場合、
両方のテーブルが保存されると、トランザクショ
ンがコミットされます。その他の場合はロールバックされます。このようなシチュ
エーショ
ンに対応するために、接続ベースのトランザクショ
ンを作成することができます。
トランザクショ
ンの開始 が始まると、同じDB 接続に属するすべてのDB オペレーショ
ンはこのトランザクショ
ンを使用しま
す。
トランザクショ
ンのコミットにより、トランザクショ
ンの外界で変更が可視化されます。変更はロールバックされることができま
す。この場合、ページソースに保存した場合でも、ロールバックの後で変更は可視化されません!閉じられていない(コ
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ミットされたまたはロールバックされた) トランザクショ
ンは、アクショ
ンツリーのが最後に到達すると自動的にロールバックさ
れます!この効果についてメッセージウィ
ンドウに警告が表示されます。
上記の振る舞いはトランザクショ
ンアクショ
ンについて参照していますが、振る舞いはトランザクショ
ンと同じ接続を使用す
るDB オペレーショ
ンにも適用されます。
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DB 実行
イベントがトリガーされると、DB 実行アクショ
ンは、接続コンボボックスで選択されたデータソースのアクショ
ンのSQL ステート
メントを実行します。このコンボボックスはプロジェクトのすべてのデータソースをリストし、具体的にDB 実行アクショ
ンと使用
するための追加データベース接続をセットアップするオプショ
ンを与えます。$MT_DBExecute_Result に結果を保存する
チェックボックスが選択されている場合、結果は $MT_DBExecute_Result 変数に保管されます。この変数は実行アク
ショ
ンの結果を提供するためにページの他の箇所のXPath 式に使用することができます。

エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
このアクショ
ンの使用についての詳細は、ページデザイン| データベース| DB 実行アクショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。
メモ:

これらのアクショ
ンは、DB データソース内のデータと相互に作用するために使用されますが、データを表示するために
は最適なメカニズムではありません。DB データソースからデータを表示する場合は、ページデータソースにリンクされ
ているコントロールを(デザインに) 挿入してく
ださい。詳細に関しては、コントロールとデータソースに関するセクショ
ンを参照してく
ださい。チュートリアルは、ページソースデータを表示する実践的な方法について説明しています。

SQL ステートメント
SQL ステートメントを入力または編集するには、[追加ダイアログ] ボタンをクリックします。これによりSQL ステートメントの
編集ダイアログが表示されます。(下のスクリーンショ
ット)。ダイアログ下のルートオブジェクトは自動的に選択され、接続コン
ボボックスの選択をベースにしています。ルートオブジェクトフィ
ールドは編集することができません。継続する前に、ルート
オブジェクトが正しいか確認をしてく
ださい。
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オプショ
ンのパラメーター付き固定されたステートメント
SQL ステートメントを入力するには、[オプショ
ンのパラメーター付き固定されたステートメント] を選択し、SQL ステート
メントを入力します。ステートメント内でのパラメーターの使用は柔軟性を与えます。例えば、上のスクリーンショ
ットで、
WHERE 句に固定値を入力する代わり
に、 Maker という名のパラメータが、XML データソースのノードの値を提供する
ために使用されています。下の一番目のラインでは固定値が使用されています。2番目のラインではパラメーターMaker が
使用されています。
W HERE M anufacturer= 'BM W '
W HERE M anufacturer= :M aker

パラメーターを使用するには、使用する箇所のSQL ステートメントのパラメーター名のプレフィ
ックスとしてコロンを使用します
(:)。コロンの後に文字を入力すると、パラメーターペインにパラメーターのエントリが作成されます。次に、パラメーターペイン
で、パラメータの値を与えるためにXPath 式を入力します。入力できるパラメータの数に制限はありません。
メモ:

SQL ステートメントでは、直接 DB をクエリするため、ソースデータベースからの列とテーブル名が使用されます。しか
し、パラメーターのXPath 式では、デザインに関連する値内のこれらのツリーが保管されているため、ページソースツリ
ー(Row RowSet など) のノード名を使用する必要があります。

XPath 使用してビルドされたステートメント
SQL ステートメントをビルドするためにXQuery を使用することができます。XPath を使用してビルドされたステートメン
トを選択し必要な SQL ステートメントを生成するXPath 式を入力します。この利点は SQL ステートメントの作成がよ
り柔軟に行えることです。例えば、デザインツリーノードの包含、他のX XPath の構築、エンドユーザーのインプットを使用
して計算およびSQL ステートメントの部分を生成するなどがあげられます。
XPath 式を使用してSQL ステートメントをビルドするには、XPath とビルドされたステートメントを選択します。表示さ
れたXPath/XQuery 式の編集ダイアログにXPath 式を入力して、[OK] をクリックします。
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一度またはすべてのノードの実行
SQL ステートメントはデータソースに対して一度、または、カスタムに定義されたノードセットの全てのノードに対して実行さ
れることができます。後のオプショ
ンを選択すると、ノードセットを生成するXPath 式を入力する必要があります。 さらに、
変数 $MT_TargetNode を使用してノードセットの現在のノードの値をクエリすることができます。この変数は、例えば、
SQL ステートメントのパラメーターの定義で使用することができます (パラメーター付きSQL ステートメントを参照)。

$MT_DBExecute_Result 変数

DB 実行アクショ
ンの(SQL ステートメント) から返されたノードセットまたは他の値は、MobileTogether Designer のビ
ルドインされた変数 $MT_DBExecute_Result に保管されます。この変数はプロジェクトの最後のDB 実行アクショ
ン
の結果を保管し、プロジェクトの他の箇所のXPath 式に使用することができます。
DB 実行アクショ
ンがノードセットを返す場合、要素を構成し、構造された要素の子としてノードセットを挿入することができ
ます。または、serialize() 関数を使用してノードセットを以下のように
serialize($MT_DBExecute_Result) を使用してシリ
アル化することができます。2つのXPath 式は、下のスクリ
ーンショ
ット内で赤い色の下線が引かれています。

ノードセット内の特定の要素にアクセスするには、XPath 式を使用してアクセスすることができます。例えば、上のスクリーン
ショ
ット内のDB 実行アクショ
ンを参照してく
ださい。SELECT ステートメントが次のノードセットを返すと仮定します:
<DB>
<RowSet>
<Row M odel="Z3 CO UPE 2014"/>
<Row M odel="Z3 CO UPE 2015"/>
<Row M odel="Z3 CO UPE 2016"/>
<Row M odel="Z4 3.0 SICO UPE 2014"/>
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<Row M odel="Z4 CO UPE 2015"/>
</RowSet>
</DB>

返されたノードセット内で最初の車のモデル名にアクセスします。XPath 式は以下のようになります:
$MT_DBExecute_Result/DB/RowSet/Row[1]/@Model。
モデル名内に年度 2016 が記入されている車の行にアクセスするためのXPath 式は以下のようになります:
$MT_DBExecute_Result/DB/RowSet/Row[@Model[contains(. , '2016')]]。
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DB バルク挿入
DB バルク挿入アクショ
ンは、値フィールドのXPath 式を使用して送信されたデータを新しい行として、DB バルク挿入
設定で選択されたDB テーブルに挿入付加します (下のスクリーンショ
ット参照)。

DB バルク挿入: 挿入するDB テーブルを選択する際、 DB 接続メソッドを指定し、新しい行が挿入されるテ
ーブルを選択します。新しい行は既存のテーブルの行に付加されます。選択されたテーブルは、 DB バルク挿入
バルク挿入フィ
ールドに列と共にリストされています。例えば、上のスクリーンショ
ットでは、選択されたテーブルの名
前は B で、Field 1 とField 2 という名前の2つのバルク挿入フィ
ールドがあります。
他のテーブル: DB バルク挿入 で選択されている以外のテーブルをXPath 式を使用して指定することができま
す。新しい行もこのテーブルに挿入されます。このテーブルは既存である必要があり、DB バルク挿入で選択された
テーブル列と同じ名前を含む必要があります。これらがデフォルトの値または nullable の場合、追加列を含むことも
できます。 上のスクリーンショ
ットでは、新しい行がテーブルNewDB に挿入されます。挿入に成功すると、
NewDB テーブルには、Field1 とField2 と
いう名前を持つ、2つの列があります。データ型も一致する必要があり
ます: 最初の列はデータ型の数値、2番目の列はデータ型の文字列です。提出された値が列のデータ型に一致し
ない場合、変換が試みられます。
値: 値バルク挿入フィ
ールドのXPath 式は、各配列が行を表し、配列内の各値が列の値を表す配列のシーケン
スを返す必要があります。 上のスクリーンショ
ットでは、各配列は新しいラインに配置されています。異なる方法で
配列がインスタンス化されていることに注意してく
ださい。
上のスクリーンショ
ットでは、変更されたテーブルを含むDB ページソースを更新する再ロードアクショ
ンを使用しました。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
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DB コミット トランザクション
イベントがトリガーされると、DB コミットトランザクショ
ンのアクショ
ンは、接続コンボボックスで選択されたデータソースにトラ
ンザクショ
ンをコミットします。 このコンボ ボックスはプロジェクトのすべてのデータソースをリストし、DB トランザクショ
ンの開始
アクショ
ン内で具体的に使用されるための追加データベース接続のオプショ
ンを与えます。

エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
DB トランザクションについて
トランザクショ
ンが必要な各 DB アクセスには、自動的にトランザクショ
ンが作成され、後に自動的に閉じられます。これ
は一部のセットアップでは理想的です。例えば、同時に自動的に更新したい2 つのDB ページソースが存在する場合、
両方のテーブルが保存されると、トランザクショ
ンがコミットされます。その他の場合はロールバックされます。このようなシチュ
エーショ
ンに対応するために、接続ベースのトランザクショ
ンを作成することができます。
トランザクショ
ンの開始 が始まると、同じDB 接続に属するすべてのDB オペレーショ
ンはこのトランザクショ
ンを使用しま
す。
トランザクショ
ンのコミットにより、トランザクショ
ンの外界で変更が可視化されます。変更はロールバックされることができま
す。この場合、ページソースに保存した場合でも、ロールバックの後で変更は可視化されません!閉じられていない(コ
ミットされたまたはロールバックされた) トランザクショ
ンは、アクショ
ンツリーのが最後に到達すると自動的にロールバックさ
れます!この効果についてメッセージウィ
ンドウに警告が表示されます。
上記の振る舞いはトランザクショ
ンアクショ
ンについて参照していますが、振る舞いはトランザクショ
ンと同じ接続を使用す
るDB オペレーショ
ンにも適用されます。
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DB ロールバック トランザクション
イベントがトリガーされると、ロールバックトランザクショ
ンのアクショ
ンは接続コンボボックスで選択されたデータソースのトランザ
クショ
ンをロールバックします。このコンボボックスはプロジェクトのすべてのデータソースをリストし、使用されるための追加デー
タベース接続のオプショ
ンを与えます。

エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
DB トランザクションについて
トランザクショ
ンが必要な各 DB アクセスには、自動的にトランザクショ
ンが作成され、後に自動的に閉じられます。これ
は一部のセットアップでは理想的です。例えば、同時に自動的に更新したい2 つのDB ページソースが存在する場合、
両方のテーブルが保存されると、トランザクショ
ンがコミットされます。その他の場合はロールバックされます。このようなシチュ
エーショ
ンに対応するために、接続ベースのトランザクショ
ンを作成することができます。
トランザクショ
ンの開始 が始まると、同じDB 接続に属するすべてのDB オペレーショ
ンはこのトランザクショ
ンを使用しま
す。
トランザクショ
ンのコミットにより、トランザクショ
ンの外界で変更が可視化されます。変更はロールバックされることができま
す。この場合、ページソースに保存した場合でも、ロールバックの後で変更は可視化されません!閉じられていない(コ
ミットされたまたはロールバックされた) トランザクショ
ンは、アクショ
ンツリーのが最後に到達すると自動的にロールバックさ
れます!この効果についてメッセージウィ
ンドウに警告が表示されます。
上記の振る舞いはトランザクショ
ンアクショ
ンについて参照していますが、振る舞いはトランザクショ
ンと同じ接続を使用す
るDB オペレーショ
ンにも適用されます。
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アクショ
ンダイアログのその他 グループで次のアクショ
ンを使用することができます (下のスクリーンショ
ット):
コメント
実行
アクショ
ンの実行のキャンセル
ユーザーキャンセルの振る舞い
ソリューショ
ンの実行
連絡先の読み取り
言語の設定
埋め込まれたメッセージをバックする

このグループのアクショ
ンはページイベントとコントロールイベントに使用することができます。アクショ
ンダイアログ(上のスクリ
ーンショ
ット) に素早く
アクセスするには、ページまたはコントロールを右クリックして、ページ/
コントロールアクショ
ンコマンドを選
択します。ページイベントおよびコントロール イベントも参照してく
ださい。
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コメント
イベントのアクショ
ンの定義にコメントを追加することができます。(下のスクリーンショ
ット参照)。イベントのアクショ
ンの定義
に異なるアクショ
ンの説明を挿入するときに役に立ちます。
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実行
[実行アクショ
ン] (下のスクリーンショ
ット参照) は、サーバーまたはクライアントに対して、明示的にアクショ
ンのサブアクショ
ン
が実行される場所を指定します。

上のスクリーンショ
ットは [実行アクショ
ン] の典型的な使用例です:
1. [ユーザーのイメージ選択] アクショ
ン]はユーザーがギャラリーからイメージを選択して、現在のノードにBase64 として
保存するように促します ( //image/base64 にあるとします)。
2. イメージを現在のノードに送信することに成功すると、[OK時] 条件は [実行アクショ
ン] を使用して、ユーザーにより
選択されたイメージを( Altova XPath 拡張子機能 mt-transform-image) を使用してサーバー上で変
換し、兄弟 jpg ノードを更新します。ノードはサーバー上でアップデートされ、アクショ
ンの処理が完了するとクライ
アントに送信されます。
クライアントまたはサーバーに対しての変換
明確に指定されていない場合、関数 mt-transform-image はクライアントに対して実行されます。これはクラ
イアントの一部でメモリに関する問題を起こす可能性があります。変換が開始されると、イメージが Base64 エンコ
ードから、大きく
なる可能性のあるBMP フォーマットへとアンパックされます。変換が終了すると、変換されたファイル
は元のフォーマットで保管されます。大きな BMP フォーマットは、クライアントの一部でメモリに関する問題を起こす
可能性があり、この点に注意する必要があります。
クライアント上でメモリに関する問題を回避するため、明示的に変換をサーバーで実行するように指定します。アク
ショ
ンに対して実行を使用して実行し、サーバーで子アクショ
ンが実行されるように指定します。このアクショ
ンに対し
て実行 のすべての子アクショ
ンはサーバーで実行されるようになります。ノードの更新 などのアクショ
ンを使用して変
換の結果と共にノードの更新を行うことができます。変換されたイメージと共にターゲットノードが更新されます。アク
ショ
ンの処理が完了、またはワークフローがクライアントに切り返されるとMobileTogether はクライアントの結果を
自動的に送信します。
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アクションの実行のキャンセル
(下のスクリーンショ
ットでハイライトされている)アクショ
ンのキャンセルの実行は、イベントのアクショ
ンシーケンスの実行をキャ
ンセルします。下のスクリーンショ
ットでは、例えば、トライ/
キャッチアクショ
ンのトライパートで例外がスローされると、トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチパートが実行されます。このパートは、アクショ
ンのキャンセルの実行アクショ
ンを含んでいるため、
アクショ
ンのイベントのシーケンスはキャンセルされます。この結果、共有 アクショ
ンは実行されません。
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ユーザーキャンセルの振る舞い
(下のスクリーンショ
ットでハイライトされている)ユーザーのキャンセルの振る舞いにより、ユーザーキャンセルアクショ
ンをオーバ
ーライドし、アクショ
ンの実行を継続することができます。
全てのアクショ
ンをキャンセル: ユーザーが[戻る] ボタン(または、長いアクショ
ンの実行中に表示される[キャンセ
ル] ボタン)を押すと、キャンセルが許可されます。これはデフォルトの振る舞いです。
キャンセルのリクエスト: このオプショ
ンによりユーザーのキャンセルのアクショ
ンをオーバーライドすることができます。下の
スクリーンショ
ット内のサンプルを参照してく
ださい。ユーザーがアクショ
ンの実行をキャンセルしようと試みると、アクショ
ン
の実行は中断されません。代わりに mt-user-tried-to-cancel-actions 関数がtrue に設定され
ます。適切なアクショ
ンのセットを定義して、この関数の値により取られるアクショ
ンを設定します。アクショ
ンのキャンセ
ルのリクエストフラグがtrue に設定されると、全てのアクショ
ンをキャンセルによりユーザーのキャンセルの振る舞いアク
ショ
ンをリセットすることができます。これによりmt-user-tried-to-cancel-actions 関数がfalse の
デフォルトの値にリセットされます。

上のスクリーンショ
ットに表示されるサンプル内では、タイマーの更新時イベントオプショ
ンのために以下が定義されています:
1. ユーザーキャンセルの振る舞いアクショ
ンはキャンセルのリクエストに設定されています。この結果、ユーザーが[戻る]
または [キャンセル] ボタンを押すと、 mt-user-tried-to-cancel-actions 関数は true に設定さ
れます。
2. ループアクショ
ンが開始されます。各反復により、//City 要素がSOAP リクエストによりそれぞれの都市の現
在の時刻に更新されます。複数の//City 要素が存在し、更新に時間がかかる場合、エンドユーザーは [戻る]
または [キャンセル] ボタンを押して更新をキャンセルすることができます。
3. エンドユーザーがキャンセルを試みる間の反復の最後で、mt-user-tried-to-cancel-actions 関数が
評価されます。この時点での値は true (上記ポイント1 参照) であるため、表示されるメッセージボックスはユー
ザーにキャンセルの続行を問います。反応により、アクショ
ンはキャンセルされるか、または、続行されます。
4. ループが完了すると、ユーザーキャンセルの振る舞いアクショ
ンは、明示的に全てのアクショ
ンをキャンセルのデフォルト
の値に設定されます。このステップはユーザーキャンセルの振る舞いが(確認無しにキャンセルが実行される)デフォルト
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の値に設定される場合は必須のステップです。それ以外の場合、ユーザーキャンセルの振る舞いアクショ
ンは全ての
アクションをキャンセルのリクエストの値を明示的に変更されるまで保有します。
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ソリューションの実行
イベントがトリガーされると、ソリューショ
ンの実行アクショ
ンによりソリューショ
ンのキャンセルまたは、中断 (すなわち、背景で実
行されている)の状態を選択することができます。(キャンセルまたは中断)両方のケースで、以下を行うことができます: (i) 他
のソリューショ
ンに切り替える、(ii) ソリューショ
ンの概要に切り替える、( MobileTogether Client のソリューショ
ンペー
ジ)、(iii) ソリューショ
ンまたはソリューショ
ンの概要に切り替えない。これらの複数の可能性に関しては下のテーブルにリストさ
れています。

切り替え.
.
.

ソリューションのキャンセル

他のソリュ ソリューショ
ンはメッセージ無しに閉じられ、指定
ーション
されたソリューショ
ンが開かれます。

ソリューションの中断
現在のソリューショ
ンは、背景で"
最小化"され実行さ
れ、指定されたソリューショ
ンが開かれます。

ソリューショ ソリューショ
ンはメッセージ無しに閉じられ、表示 現在のソリューショ
ンは、背景で"
最小化"されて実行
ンの概要 は、MobileTogether Client のソリューショ
ン され、表示は、MobileTogether Client のソリュー
の概要ページに切り替えられます。
ショ
ンの概要ページに切り替えられます。
チェックボッ ソリューショ
ンはメッセージ無しに閉じられ、表示 現在のソリューショ
ンは、背景で"
最小化"されて実行
クスのチェッ はソリューショ
ンが開始された場所に戻ります
され、 表示はソリューショ
ンが開始された場所に戻りま
ク無し
(下のノート参照)。
す (下のノート参照)。

下のポイントに注意してく
ださい:
Web クライアントは中断されたソリューショ
ンをサポートしません。アクティ
ブなソリューショ
ンのみがサポートされます。
中断されたソリューショ
ンが"
最小化"
され MobileTogether Client アプリケーショ
ンの実行中(背景で実行中)の
ページのアイコンとして表示され、このアイコンをタップすることで開く
ことができます。
ソリューショ
ンが背景で"
最小化"されると、中断されているソリューショ
ン内でアクショ
ンは実行されません。例えば、
タイマーは実行されず、位置情報は使用されず、オーディ
オの再生は一時停止されます。ソリューショ
ンが再び開か
れると、ページの更新時イベントが実行され、一時停止されていたオーディ
オの再生が再開されます。他のソリュー
ショ
ンに切り替え時のプロジェクトプロパティを参照してく
ださい。
他のソリューショ
ンへの切り替え: 現在のソリューショ
ンはキャンセルされず、"
最小化"されて背景で実行されます。
開かれるソリューショ
ンは、XPath 式の編集をクリックして、ソリューショ
ンの場所を(つまり引用符内で)文字列として
入力することができます。ロケーショ
ンは、現在のソリューショ
ンと同じサーバーである必要があり、ロケーショ
ン文字列
は、ターゲットソリューショ
ンがデプロイされた際に入力された文字列と同じである必要があります。(上のスクリーン
ショ
ットを参照してく
ださい)。ターゲットソリューショ
ンが既に(最小化されて)実行されている場合、ソリューショ
ンは最
小化された箇所で開かれ継続されることができます。
切り替えのオプショ
ンがチェックボックスのチェック無しの場合、表示は、以下のとおりです: (i) ショ
ートカットを使用し
て開始された場合はホーム画像に戻ります、または (ii) ソリューショ
ンの概要 ページに戻ります。iOS では、ソリュ
ーショ
ンの概要 ページ常に戻ります。i
平行して実行中のソリューショ
ンの[戻る] ボタンをタップすると、ソリューショ
ンは中断されます。(i) Android
Windows App および Windows: ショ
ートカットからソリューショ
ンが開始されるとホーム画像に戻ります。それ
以外の場合は、ソリューショ
ンの概要 に戻ります。どちらの場合にも、戻るアクショ
ンはユーザーの入力無しに直接
実行されます。 (ii) iOS (非パラレルソリューショ
ン): ユーザーはソリューショ
ンを終了するかと割れます。終了が
選択されると、ソリューショ
ンの概要 ページに戻ります。
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言語の設定
ソリューショ
ンがローカライズされている場合、モバイルデバイスの言語の設定により、異なる言語でソリューショ
ンを表示するこ
とができます。 例えば、ソリューショ
ンが英語のテキスト文字列でデザインされている場合、このソリューショ
ンのデフォルトの言
語は英語になります。これらの文字列がスペイン語にローカライズされた場合 (すなわち、スペイン語に翻訳された場合)、ソ
リューショ
ンは英語のデバイス上では英語で、スペイン語のデバイスではスペイン語で表示されます。選択するに当たって重
要な点は、モバイルデバイスの言語設定がソリューショ
ンのローカライズ言語のコード名の1つに対応している必要がある点で
す。
言語の選択アクショ
ンにより、デバイスの言語を変更することなく
、ソリューショ
ンをユーザーにより選択された言語で再開するこ
とができます。例えば、ユーザーはボタンを押して特定の言語に変更することができます ( US Spanish でソリューショ
ンを
再開させる下のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。
または、ユーザーはコンボボックスのドロップダウンリストから言語を選択することができます。

language-country コード(例えば、es-US または fr-CH) を入力、または、language コード(例えば、es
または fr) を入力します。(特定の言語を選択するために)アクショ
ンがトリガーされると、ソリューショ
ンの言語は以下のカスケ

ード法則に従い決定されます。
1. ソリューショ
ンの対応するローカライズされたlanguage-country (es-US または fr-CH) 文字列は存在
する場所で使用されます。
2. 文字列のための、language-country ローカリゼーショ
ン(es-US または fr-CH) が存在しない場合、ロー
カライズされたlanguage (es または fr) 文字列 が存在する場合は使用されます。
3. 文字列のための、language-country ローカリゼーショ
ン(es-US または fr-CH) または language ロー
カリゼーショ
ン(es または fr) が存在しない場合、デフォルトの言語 が使用されます。
または、モバイルデバイスのデフォルトの言語を使用することもできます、この場合、デバイスの言語の設定が使用されるローカ
ライズ言語を決定します。上記のカスケードの法則が適用されます。
ローカライズされた文字列が定義されている言語でシミュレーショ
ンを確認するには、シミュレーショ
ン言語 [プロジェクト|
シミュレーション言語] コマンドを使用して、シミュレーショ
ンする言語を設定して、シミュレーショ
ンの実行を行います。
エラーの処理
エラー時 オプショ
ンはエラーが発生すると何が行われるかを決定する事ができます:
スクリプトの中断: エラーの発生後、トリガーされたイベントの後全てのアクショ
ンは終了されます。これがエラーが発
生した時のデフォルトのアクショ
ンです。エラーに関わらず継続する場合は、継続またはスローオプショ
ンを選択しま
す。
継続: アクショ
ンは終了されません。その代わりに、以下のイベントの際に何が起こるかを選択する事ができます: エ
ラーが発生しない場合 (成功時)、またはエラーが発生する場合 (エラー時)。例えば、ページのロードが成功した
かを示すメッセージを表示することができます。アクショ
ンファイルのロード/
保存 バイナリファイルのロード/
保存 イメ
ージのロード/
保存 アクショ
ンのためには、次の追加オプショ
ンがあります: ユーザーがダイアログをキャンセルすると実行
されるキャンセル時。
スロー: エラーが検出されると、このオプショ
ンは トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管された例外をスローしま
す。トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は、エラーが発生した時、どのアクショ
ンが起こるかを指定します。エラ
ーが発生しない場合は、次のアクショ
ンが処理されます。詳細に関しては、トライ/
キャッチアクショ
ンのセクショ
ンを参
照してく
ださい。
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埋め込まれたメッセージをバックする
埋め込まれたメッセージをバックするアクショ
ンは、現在のソリューショ
ンをロードしたIFrame へ(シリアル化されたJSON)
文字列を送信します。文字列は メッセージ イベントとして送信され、埋め込まれるHTML ページによりIFrame から
JavaScript のaddEventListener() メソッドを使用してmessage 型イベントをリッスンするためにピックアップされ
ます。

アクショ
ンは、入力 XPath 式として評価する(シリアル化されたJSON) 文字列を取ります。全ての文字列は受け入れら
れますが、HTML ページを受け取るために使用される文字列のために、文字列は JSON 文字列である必要があります
(これは Web サーバー間で使用されるJSON は共通のデータ交換書式であるからです)。
メッセージ文字列を与えるXPath 式は以下の1つです:
$MT_EMBEDDEDMESSAGE は処理し転送するためのJSON データを含むページソースノードツリ
ーです。このツリ
ーのルート要素は、常にjson という名前が与えられます。$MT_EMBEDDEDMESSAGE ツリー全体が返される
と、上のスクリーンショ
ット内で、シリアル化されたJSON 文字列はトップレベルプロパティ
としてjson プロパティ
を持
ちます。または、メッセージを$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソースのフラグメントとなるように定義することがで
きます。例えば、$MT_EMBEDDEDMESSAGE/json。この場合、メッセージのシリアル化されたJSON 文字列
は、ページソースノードのjson ノードのコンテンツになります。

JSON データ構造、または、文字列を評価するノードは、JSON データ構造を持ちます。JSON データ構造で
ある文字列のサンプルは次のとおりです: '{ "books": { "author": "M ary Shelley", "title":
"Frankenstein" }}'。シリ
アル化されたJSON 文字列内では、books プロパティ
は含まれている構造です。

次も参照してく
ださい:: リッスン: ソリューショ
ンからWeb ページへ。
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10.10 データの更新
アクショ
ンダイアログのデータの更新 グループで次のアクショ
ンを使用することができます (下のスクリーンショ
ット):
ノードの更新
ノードの挿入
ノードの追加
ノードの削除
ノードの追加の削除

このグループのアクショ
ンはページイベントとコントロールイベントに使用することができます。アクショ
ンダイアログ(上のスクリ
ーンショ
ット) に素早く
アクセスするには、ページまたはコントロールを右クリックして、ページ/
コントロールアクショ
ンコマンドを選
択します。ページイベントおよびコントロール イベントも参照してく
ださい。
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ノードの更新
ノードの更新 アクショ
ンは指定された値をもつ1 つ以上の指定されたノードを更新します。ノードの更新と値の更新は
XPath 式により指定されます。下のスクリーンショ
ットでは、コンテキスト要素の@Updated 属性ノードが現在の日付と共
に更新されています ( XPath 関数 current-date-no-TZ()の評価の結果)。

ノードの更新および値の更新を指定する時に注意点があります:
相対パスに対するコンテキストノードの重要性
更新のターゲットノードは $MT_TargetNode 変数により参照される場合があります。
ソースノードが混在コンテンツ(テキストと要素) を持つ要素である場合、混在コンテンツ要素のテキストのみが更新
に使用されます。子孫要素のテキストコンテンツは無視されます。

相対パスに対するコンテキスト ノードの重要性
更新されるノードが相対パスとして指定される場合、コンテキストノードの子孫であるノードのみが更新されます。兄弟要素の
子孫を更新するには、絶対ロケーターパスが必要です。この点に関しては下で説明されています。
下のスクリーンショ
ットでは、(コンテキストフィ
ールドで指定されている) コンテキストノードは DB のRow 要素で
す。コンテキストノードは (アクショ
ンが定義される) コントロール内のノードでロケートされます (またはコントロールが
関連付けられます)。
更新される@Updated 属性は、ですから、その特定のRow 要素の@Updated 属性です。これは、Row 要素
のコントロールイベントがトリガーされると、この場合、現在の日付と共に、 Row 要素のみの@Updated 属性 が
更新されます。
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XPath 式が、@Updated ノードがルートノードから開始されるようにアドレスするよう変更されると、(以下のスクリ
ーンショ
ットのように: $DB2/DB/RowSet/Row/@Updated) すべての Row 要素の@Updated ノード が
更新されます。

上のスクリーンショ
ットで、XPath 式によりデータソースのすべてのノードにアクセスすることができることを確認してく
だ
さい。

$MT_TargetNode を使用して特定のターゲットノードを更新する
更新のためのターゲットノードが定義されると、$MT_TargetNode 変数と共にこのノードを参照することができます。例え
ば:
ノードの更新 : @Updated
値の更新: concat(current-date-no-TZ(), '-ID-', $MT_TargetNode/../@id)

値の更新は、現在の日付にサフィ
ックスされた現在のRow 要素の@id 属性の値を持つことが下のスクリーンショ
ットに表示
されています。
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ノードの更新がすべてのRow要素の@Updated 属性で、値の更新のXPath 式は、前の例と同じです:
ノードの更新 : $DB2/DB/RowSet/Row/@Updated
値の更新: concat(current-date-no-TZ(), '-ID-', $MT_TargetNode/../@id)

各 Row 要素の@Updated 属性は、現在の日付にサフィ
ックスされた自身のRow 要素 @id 属性値 を持つ値をもち
ます。

混在コンテンツを持つソース要素
混在したコンテンツ(テキストと要素)付きの要素がXPath ロケーター式によりロケートされる場合、混在したコンテンツ要
素のテキストコンテンツのみが返されます。子孫要素のテキストコンテンツは無視されます。
ノードの更新アクショ
ンの例により最もよく
説明されています。下のスクリーンショ
ットで定義されるノードの更新アクショ
ンを熟
考してく
ださい。

XML ツリーが次の構造とコンテンツを持つ場合:
<Element1>
<source>AAA
<subsource>BBB</subsource>
</source>
<target></target>
</Element1>

子要素 subsource のコンテンツを無視する一方、混在コンテンツ要素 source のテキストコンテンツと共に、target
要素が更新されます。target という名のノードは、<target>AAA</target>に更新されます。
メモ:

子孫ノードのテキストコンテンツを含みたい場合、空の文字列付きのconcat 関数を第 2 番目の引数として使
用します。上のXML 例を使用することにより、たとえば、式 concat($XML1/Element1/source, '')
は "AAABBB" を返します。

メモ:

XPath 対応メソッドのシリアル化を使用するチャート: 混在コンテンツ要素がXPath ロケーター式を使用してロケ
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ートされる場合、子孫要素のテキストコンテンツもシリアル化されます。
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ノードの挿入
[ノードの挿入アクショ
ン] は 1 つ以上の新しいノードをXPath 式により、ノードの前に挿入の設定のために選択されたノ
ードの前に挿入します。挿入されたノードは単一ノード、ノードのシーケンス、ツリー全体のフラグメントであることができます。
これらの挿入されたノードは、XQuery のXML コンストラクターを使用して構築されます。次の7 つすべてのXML ノード
の型はこのXQuery 構文を用いて構築されることができます: 要素、属性、テキスト、ドキュメント、コメント、処理命令、お
よび名前空間。

メモ:

[ノードの挿入] と[ノードの追加] の違いは、[ノードの挿入] はノードを選択されたノードの前に追加し、[ノードの
追加] はノードを選択されたノードの(最初または最後の) 子ノードとして追加します。

挿入されたノードの場所
新しいノードは、この設定のXPath 式 (ノードの前に挿入) により返されたノードの前に挿入されます。上のスクリーン
ショ
ットでは、新しいノードが、( XPath 式 Product[1]で選択された) 最初のProduct 要素 の前に挿入されていま
す。コンテキストノードは Product の親でProducts という名のノードです。もし、述語 [1] が使用されていない場
合、Products のすべての子 Product は、XPath 式により返され、新しいノードが各 Product 要素の前に挿入
されます。

新規ノード
上のスクリーンショ
ットに表示されるように、新規ノードは直接 XML コンストラクタとして挿入されることができます:
<M yElem ent-01 m yatt="value">Elem ent Content</M yElem ent-01>

これにより、下のスクリーンショ
ットに表示されるように、MyElement-01 要素を 最初のProduct 要素の前に挿入し
ます。
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XPath ロケーター式を使用して、ページのデータソースからノード(とその全ての子孫) を挿入することができます。例えば:
$XM L2/Row

XQuery の計算されたノードコンストラクタも使用することができます。例えば:
elem ent M yElem ent-01 {xs:string("Elem ent Content")}
attribute m yatt{"value"}

下のXPath 式は、下のスクリーンショ
ットに表示されるように、最初のProduct 要素の上に挿入されている出力を作成
します。
<M yElem ent-01 m yatt="value">Elem ent Content</M yElem ent-01>,
elem ent M yElem ent-02 {"Elem ent Content"},
elem ent M yElem ent-03 {elem ent M yElem ent-04 {"Elem ent Content"}},
elem ent M yElem ent-05{attribute m yatt{"value"},elem ent M yElem ent-06{}}
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$MT_TargetNode 変数

子ノードの挿入の前にターゲットされた、ノードの挿入の定義のノードは、自動的にMobileTogether Designer に内蔵
された$MT_TargetNode 変数に保存されます。この変数は、下のスクリーンショ
ットで表示されるように、定義の第 2 の
XPath 式に使用することができます。

第 2 のXPath 式は新しいノードの名前の一部としてターゲットノード($MT_TargetNode) と同じ名前を使用して、
新しいノードを作成します。
elem ent {concat("M yNew",nam e($M T_TargetN ode))}{"Elem ent Content"}

上に定義される[ノードの挿入 アクショ
ン] の結果は、下のスクリーンショ
ットに表示されています。
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ノードの追加
[ノードの追加アクショ
ン] は1つ以上の新しいノードを、ノードの追加設定のXPath 式で選択されたノードの最初または最
後の子 (ノードのセット) として、追加します。追加されたノードは単一ノード、ノードのシーケンス、ツリー全体のフラグメントで
あることができます。これらの追加されたノードは、XQuery のXML コンストラクターを使用して構築されます。次の7 つす
べてのXML ノードの型はこのXQuery 構文を用いて構築されることができます: 要素、属性、テキスト、ドキュメント、コメ
ント、処理命令、および名前空間。

メモ:

[ノードの挿入] と[ノードの追加] の違いは、[ノードの挿入] はノードを選択されたノードの前に追加し、[ノードの
追加] はノードを選択されたノードの(最初または最後の) 子ノードとして追加します。

追加されたノードの場所
新しいノードは、この設定のXPath 式 (ノードの前に挿入) により返されたノードに最初または最後の子ノードとして追加
されます。上のスクリーンショ
ットでは、新しいノードはコンテキストノード、(XPath 式 current()により選択された)
Products 要素 の最後の子ノードと
して追加されています。新しいノードが最初または最後の子ノードとして追加されるか
は、アクショ
ンの定義の適切なラジオボタンを選択してく
ださい。

新規ノード
上のスクリーンショ
ットに表示されるように、新規ノードは直接 XML コンストラクタとして挿入されることができます:
<M yElem ent-01 m yatt="value">Elem ent Content</M yElem ent-01>

これにより、下のスクリーンショ
ットに表示されるように、MyElement-01 要素を 最後のProduct 要素の後に挿入し
ます。
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XPath ロケーター式を使用して、ページのデータソースからノード(とその全ての子孫) を挿入することができます。例えば:
$XM L2/Row

XQuery の計算されたノードコンストラクタも使用することができます。例えば:
elem ent M yElem ent-01 {xs:string("Elem ent Content")}
attribute m yatt{"value"}

下のXPath 式は、下のスクリーンショ
ットに表示されるとおり、Products 要素の最後の子ノードとしてとして追加された
出力、すなわち、最後の現在の子ノード(最後のProduct ノード) を作成します。
<M yElem ent-01 m yatt="value">Elem ent Content</M yElem ent-01>,
elem ent M yElem ent-02 {"Elem ent Content"},
elem ent M yElem ent-03 {elem ent M yElem ent-04 {"Elem ent Content"}},
elem ent M yElem ent-05{attribute m yatt{"value"},elem ent M yElem ent-06{}}
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追加されたノードを元の場所から削除する
追加されたノードがプロジェクトのデータソースから取得された場合、追加されたノードの削除を現在の場所のチェックボックス
を選択してノードを元の場所から削除することができます。新しいノードが直接構成される場合、つまりプロジェクトのデータソ
ースを参照しないで構成される場合、このオプショ
ンの選択はデータベースに影響をもたらしません。
現在の場所から追加されたノードを削除するオプショ
ンの使用のよい例は、ノードの保管です。以下の構造を持つツリーがあ
るとします: $XML1/products/product/@name。ノードを@name の値をもとに並べ替えるとします。下のスクリーン
ショ
ットに表示されるように、ノードの追加定義を使用して行うことができます。

$XML1/products ノードの最後の子と
して新しいノードを追加します。
XPath 式を使用して新しいノードが生成されます: for $i in $XML1/products/product order
by $i/@name return $i。order by 句は、product アイテムのシーケンスを反復する前に並べ替え

ます。
現在の場所から追加されたノードを削除するオプショ
ンは、もとの並べ替えられていない製品のシーケンスを削除しま
す。追加され、並べ替えられたシーケンスは維持されます。
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$MT_TargetNode 変数
子ノードの追加の前にターゲットされた、ノードの追加の定義のノードは、自動的にMobileTogether Designer に内蔵
された$MT_TargetNode 変数に保存されます。この変数は、下のスクリーンショ
ットで表示されるように、定義の第 2 の
XPath 式に使用することができます。

第 2 のXPath 式は、ターゲットノード($MT_TargetNode) を使用して、ターゲットノードの最後の子要素を検索し、
その子要素の名前を使用して新しい要素の名前を作成するために使用します。
elem ent {concat("M yNew",nam e($M T_TargetN ode/*[last()]))}{"Elem ent Content"}

(ターゲットノードが$XML1/Products の場合、) 上に定義される[ノードの追加 アクショ
ン] の結果は、下のスクリーン
ショ
ットに表示されています。
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ノードの削除
ノードの削除アクショ
ンはアクショ
ンのXPath 式で選択されたノードを削除します。

上のスクリーンショ
ットの定義は、コンボボックスの[編集の完了時] イベントで$XML1Products/Selection 要素を
更新します。コンテキストノードは Products です。アクショ
ンは、小文字に変換されるとSelection 要素の(小文
字の) コンテンツに一致する、コンテンツを持つ子 Product 要素を削除します。下のスクリーンショ
ットでは、
mobiletogether がコンボボッ
クスで選択されており、Selection 要素の値になります。テキス
ト"MobileTogether" を含むProduct 要素が削除されます。
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ノードの置換
アクショ
ンがトリガーされると、以下が発生します:
1. サブノードXPath 式により指定されているノードセットは、(ターゲットノード設定内で設定される)ターゲットノー
ドから削除されます。
2. サブノードXPath 式により指定されているノードセットは、(ソースノード設定内で設定される)ソースノードか
らターゲットノードにコピーされます。ノードセットはターゲットノードの最初の子、または、最後の子として追加すること
ができます。
サブノード設定のXPath 式はソースとターゲットのために個別に評価されます: コンテキスト内では、それぞれ ソースノード
として指定されているノード、および、ターゲットノードとして指定されているノードです。
ノードの置換 アクショ
ンはアクショ
ンノードの削除 とノードの追加の2つのアクショ
ンの組合せです。

サンプル
以下のサンプルはノードの置換 アクショ
ンの作動をデモします。
サンプルの置換
下に表示されているページソースペイン内で表示されている2つのXML ツリーの構造を考慮してく
ださい。
$XML1/ArticleOriginal には、Body と
いう名前の子要素が存在します。
$XML2/ArticleCopy には、Header Intro Body の順序でと
いう名前の子要素が存在します。

下のスクリーンショ
ットで示されるように、置換えノードアクショ
ンを使用してArticleCopy のBody 要素を
ArticleOriginal のBody 要素と置き換えることができます。
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アクショ
ンは Body という名前のサブノードをとArticleOriginal いう名前のソースノードから最後の子として、
ArticleCopy と
いう名前のターゲットノードに追加します。下のスクリーンショ
ットは、アクショ
ン実行後のシミュレーショ
ン中
のページソースを表示しています。ArticleCopy のBody 要素は ArticleOriginal のBody 要素と置き換え
られます。

Header とIntro は影響を受けていませんが、Body は置換えらていません。ArticleCopy にBody 要素が存在
しない場合、新規のBody 要素が追加されるはずです。

(サブノード設定内で設定済みの) XPath 式 Body は、ソースノードとターゲットノードXPath 式のコンテキストで
評価されます (i) コピーするソースノードセットをロケート、(ii) 削除するノードと追加するノードをロケート。
サブツリー全体の置換
下のスクリーンショ
ットは、(ソース) ノードから(ターゲット) ノードへノードセット全体を追加するために必要な設定を表示して
います。 すべての子孫要素 of the ソースノード$XML1/office/usa の全ての子要素は、属性と共にターゲットノ
ード$XML2/offices/office[@id="usa"]に追加されます。

アクショ
ンのシーケンスは、以下のとおりです:
1. サブノードXPath 式 *, @* は、ターゲットノード$XML2/offices/office[@id="usa"] の全ての子
要素をロケートし、削除します。
2. サブノードXPath 式 *, @* は、ソースノード$XML1/office/usa のすべての子孫要素をロケートし、単
一のノードセットとして、ターゲットノード$XML2/offices/office[@id="usa"]のボディ
にコピーします。タ
ーゲットノードの子要素の全ては削除され、新規のサブノードがターゲットノードの前の子孫を置き換えます。
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10.11 If、Loop、Let 、トライ/キャッチ、スロー
If、Loop のアクショ
ンダイアログの条件グループで次のアクショ
ンを使用することができます(下のスクリーンショ
ット):
If-Then
If-Then-Else
Loop
Let
スロー
例外のトライ/
キャッチ
サーバー接続エラーのトライ/
キャッチ
リターン

このグループのアクショ
ンはページイベントとコントロールイベントに使用することができます。アクショ
ンダイアログ(上のスクリ
ーンショ
ット) に素早く
アクセスするには、ページまたはコントロールを右クリックして、ページ/
コントロールアクショ
ンコマンドを選
択します。ページイベントおよびコントロール イベントも参照してく
ださい。
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If- Then
IF 条件式がtrue と
評価した場合実行されるアクショ
ンを設定します。実行されるアクショ
ンは THEN 句の子としてドロッ

プされます。

上記の定義の条件は、現在の要素が、Altova の値を持つcompany という名前の属性を持つかテストします。
true の場合、Altova のWeb サイトのURL が開かれます。
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If- Then- Else
IF 条件式のtrue とfalse の評価に実行されるアクショ
ンを設定します。 true の評価の実行されるアクショ
ンは、
THEN 句の子と
してドロップされます。false の評価の実行されるアクショ
ンは、ELSE 句の子としてドロップされます。

上記の定義の条件式は、現在の要素がAltova の値を持つcompany という名前の属性を持つかをテストします。
true の場合、Altova のWeb サイトのURL が開かれます。false の場合、ソリ
ューショ
ンを終了します。
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Loop
ループアクショ
ン(下のスクリーンショ
ットを参照) は、[For Each] と[以下の条件の場合ループを中断する] 設定を使用
して定義するアイテムのシーケンスを反復します。ループ内では、各反復中に実行されるアクショ
ンのセットを定義することがで
きます。例えば、下のスクリーンショ
ットの各反復では、[ノードの追加] アクショ
ンが実行されます。

[For Each] と[ループを中断する] 設定のXPath式により反復されるループのシーケンスは定義されます。注意する重要
なポイントは以下の通りです。
For Each: XPath 式 (例えば: 1 から 7) 内で名前を付けられた、または、) XML ツリー内のツリー要素から
取得されたシーケンスであることができます。(例えば: $XML1/Products/Product は $XML1 ツリー内の全
てのProduct 要素を選択します。ループの中断設定がなされている場合、すべての反復が完了すると、ループを
終了します。
Loop 変数: ループ変数は、現在反復されているシーケンスのアイテムを持つ変数です。ループ変数は、サインの後
の最初のクリックの後入力される名前で識別されます。上のスクリーンショ
ットでは、ループ変数の名前は MyLoop
です。この変数は、名前 ($MyLoop) の前に$ サインを持ち、他のXPath 変数と同様参照されます。変数
は、ループ内が対象範囲であり、これは、ループの範囲外のXPath 式内の変数を参照することができないことを意
味します。上のスクリーンショ
ットでは、ループ変数は、ノードへ追加内の[新しいノード] 設定で内で参照されていま
す。これは、ノードへ追加アクショ
ンがループ内で作成されており、変数はこのポイントではスコープの範囲内であり、
妥当な参照です。
ループを中断する: このXPath 式は、各反復の前に評価されます。式がtrue() を評価する場合、ループが
実行されます。上のスクリーンショ
ットでは、XPath 式 Product='' では、最初の空のProduct 要素が発
生した場合、ループが実行されます。 (コンテキストノードは Products です。ですから、相対ロケーターパスは有
効です。) [ループを中断する] 設定は、上のスクリーンショ
ットで表示されるように、[For Each] 設定と共に使用
することができます。または、個別に設定することができます。
重要なポイント: ループの実行中、反復されるシーケンスへの変更は、許可されていません。上のスクリーンショ
ッ
トでは、ノードへ追加 アクショ
ンが他のXML ツリー($XML2) に追加されるとともに、新しいノードが追加されてい
ます。反復されているシーケンスは、$XML1 ツリー内にあり、変更することはできません。しかしながら、XPath の
理論に沿った反復するシーケンスを変更する洗練された方法があります。ノードを直接反復するのではなく
、ノードシ
ーケンスに関連した複数のシーケンスを反復するのです。例えば、上のスクリーンショ
ット内のProduct ノードのシ
ーケンスを反復する代わりに、ノードシーケンスに関連した数の範囲を反復します。For Each 設定のXPath 式
は、$XML1/Products/Product からfor $i in 1 to count($XML1/Products/Product)
return $i に変更すること
ができます。これは、反復されているシーケンスの数です。この結果、Product ノー
ドはループ内で自由に変更することができます。ループ内の現在のProduct ノードは、次のXPath 式によりアク
セスすることができます: $XML1/Products/Product[$i] 。
上のスクリーンショ
ットで定義されているアクショ
ンは、重複するツリーフラグメントを作成します。ページがロードされると、ループ
アクショ
ンが$XML1/Products/Product 要素に対して反復します。各反復の間、現在のProduct ノードは、
MyLoop 変数に保管されます。($MyLoop 変数内の) Product ノードは、 $XML2/Products ノードの最後の
子として追加されます。ループは、最後のProduct 要素が$XML1/Products から$XML2/Productsへコピーされ
るまで継続されます。 下のスクリーンショ
ットを参照。
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Let
Let アクショ
ン(下のスクリーンショ
ット) は、以下を使用して変数を定義します: (i) XPath 式、(ii) アクショ
ングループの
結果または (iii) サブページの結果。
変数の名前を入力するには、$ サインの右をダブルクリックして、(下のスクリーンショ
ットでは緑の枠で囲まれてい
る)変数の名前を入力します .
XPath 式、アクショ
ングループの結果または、サブページの結果を使用して変数の値を設定するかを選択します。
Let アクショ
ンの1つまたは複数の子アクショ
ンを定義します。例えば、下のスクリーンショ
ットで表示されているLet
アクショ
ンは、Let アクショ
ン内で定義されている変数の値を使用するノードを更新する ノードの更新 アクショ
ンを
含みます。

メモ:

Let アクショ
ン内で定義されている変数は、そのLet アクショ
ン内でのスコープにあります。これは、Let アクショ
ンの
子アクショ
ンでのみ使用できることを意味します。

XPath オプション
XPath オプショ
ンによりXML ツリーノードを使用して静的な値または動的な値を入力することができます。例えば、下のス
クリーンショ
ット内では、(赤い枠で囲まれているとおり) 2つのノードが乗算されています。結果の値は、変数 ($area) の
値となります。変数は XML ツリーノードのコンテンツを更新するために使用されました。

アクショングループの結果 オプション
アクショ
ングループの結果 オプショ
ン(下のスクリーンショ
ット) は、アクショ
ングループの結果となる変数の値を設定します。
下のスクリーンショ
ットでは、変数に$area という名前を与え、(のスクリーンショ
ットで赤枠で囲まれている)
RectangleArea と
いう名前のアクショ
ングループの結果を値となるように設定しました。(全ての既存のアクショ
グループ
は、変数のコンボボックス内での選択のために使用することができます)。アクショ
ングループを編集するには、(緑の枠で囲まれ
ている) [編集] ボタンをクリックします。2つのパラメーターの値が動的に定義されているため、これらのXML ツリーノードから
値を得ます。
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アクショ
ングループは、 リターンアクショ
ンを使用して結果を返します (下のスクリーンショ
ット参照)。下のスクリーンショ
ットで
は、例えば、2つのパラメーター($length と$width) を定義します、Return アクショ
ンでは、2つのパラメーターの値を
乗算します。パラメーターの値は、ランタイムでLet アクショ
ン内で定義されたXML ツリーノードからLet アクショ
ンのパラメー
ターとして取得されます (上のスクリーンショ
ット参照) 。

サブページ結果オプション
サブページ結果オプショ
ン(下のスクリーンショ
ット) は、変数の値をサブページの結果として設定します。これにより他のペー
ジで計算が行われることを許可します。サブページが閉じられると、結果はオプショ
ンで返されます。この結果は、アクショ
ン内
で定義された変数の値として使用されるサブページの結果です。例えば、下のスクリーンショ
ットでは、Let アクショ
ンは、
$area と
いう名前の変数を定義し、(下で赤い枠で囲まれている) RectangleArea という名前のサブページの結果を
自身の値として設定します.
サブページの結果オプショ
ンのプロパティ
は、サブページへ移動 アクショ
ンと同じです。

ランタイムでは、Let アクショ
ンが実行されると、サブページが開かれ、デザイン内で定義されたとおりに処理されます。サブペー
ジは、サブページを閉じるアクショ
ンが実行されると閉じられます。このアクショ
ンは、XPath 式により計算される戻り値をもっ
ています
(下のスクリーンショ
ット参照)。この戻り値は Let アクショ
ンにパスされ、Let アクショ
ン内で定義された変数の値となりま
す。
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スロー
スローアクショ
ンは、トライ/
キャッチアクショ
ンの部分で使用されます (下のスクリーンショ
ット参照)。このアクショ
ンは
XPath 式を評価します。評価の結果がからのシーケンスではない場合、例外がスローされ、例外は トライ/
キャッチアクショ
ンの変数に保管されます。下のスクリーンショ
ットでは、この変数は $Not-USA-Warning という名前を持ちます。

上のスクリーンショ
ットで表示されている通り、デバイスの位置情報が米国でない場合、例外がスローされます。XPath 式
は、以下の通りです:
if ($M T_GEO LO CATIO N/Root/Address/@CountryNam e != 'USA')
then (concat( 'W arning:Device location is outside the US:',$M T_GEO LO CATIO N/Root/Address/
@CountryNam e))
else ()

この式は以下のように動作します
if 句が$MT_GEOLOCATION/Root/Address/@CountryName ノードの値が'USA'であるか（
否か）
を

チェックします。
then 句は、国名がUSA でない場合処理されます。この句は文字列を生成します。
else 句は、国名がUSA である場合、処理されます。これは空のシーケンスを生成します。
位置情報の国がUSA でない場合、条件は true になり、式は then 句により生成された文字列を評価します。この結
果は空のシーケンスではないため、例外がスローされ、生成された文字列がトライ/
キャッチ変数 $Not-USA-Warning
内に保管されます。この文字列はメッセージボックスに表示されます (上のスクリーンショ
ット参照)。
位置情報の国がUSA の場合、条件は false になり、(else 句により生成された)式は空のシーケンスを評価します。
結果が空のシーケンスのため、例外はスローされません。ですから、トライ/
キャッチアクショ
ンのキャッチ部分は実行されませ
ん。
メモ:

シーケンスが文字列アイテム('') を含む場合、シーケンスは空ではありません。

チュートリアル位置情報の共有 はトライ/
キャッチとスローアクショ
ンの使用法について説明しています。
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例外のトライ/キャッチ
例外のトライ/
キャッチアクショ
ンには2つのパートがあります (下のスクリーンショ
ットでハイライトされています):
トライ: トライするアクショ
ンを定義します。
条件 は スローアクショ
ンのXPath 式内で定義されています。(スロー アクショ
ンの使用方法のサンプルと
して位置情報の共有 チュートリアル を参照してく
ださい)。
アクショ
ン実行中に、アクショ
ンが定義されている場合、(下のスクリーンショ
ット内でREST リクエストの実行
アクショ
など) およびエラーが検出された場合、以下のオプションから選択することができます: (i) アクショ
ンの
中断、(ii) エラーを無視して継続、または (iii) トライ/
キャッチ変数に保管された例外をスローする。これがス
ロー オプションです。(2番目のオプショ
ンを)継続することを選択しても スローアクショ
ンを使用してエラーをスロ
ーすることができます。
(条件のために定義されている) スローアクショ
ンまたは(アクショ
ンのために定義されている) スローオプショ
ン
は、トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内に保管されている例外をスローします。
キャッチ: 例外がスローされた場合のみ実行されるアクショ
ンを定義します (下のスクリーンショ
ットの詳細を参照し
てく
ださい)。アクショ
ンが定義されていない場合、トライ/
キャッチアクショ
ンに続く
アクショ
ンが実行されます。
メモ:

例外は、以下の2つの方法でスローされます:(条件のために定義される) スローアクショ
ンまたは(アクショ
ンのために
定義される) スローオプショ
ンを使用。

メモ:

トライ/
キャッチアクショ
ンの変数内で例外がスローされると、キャッチの部分が実行されます。

メモ: (スローアクショ
ン/
オプショ
ンで) アクショ
ンのトライの部分内で例外がスローされない場合、キャッチの部分は実
行されません。

上のスクリーンショ
ットのトライ/
キャッチアクショ
ン内では、以下を行いました:
1. トライ/
キャッチ変数に$SomeVar ( $ シンボルの右をダブルクリックして名前を入力することにより) の名前を与え
ました。
2. アクショ
ンのトライの部分で、REST リクエストの実行を設定しました。
3. アクショ
ンのトライの部分で、REST リクエストの実行のエラー時のサブアクショ
ンのためにスロー オプショ
ンを選択
し、オプショ
ンのXPath 式として例外メッセージを入力しました。この結果、エラーが検出されると例外がスローさ
れ、$SomeVar 変数に例外メッセージが保管されます。
4. アクショ
ンのキャッチ部分で、変数に保管されている$SomeVar メッセージを表示するメッセージボックスアクショ
ン
を定義しました。
メモ:

上記のスローオプションに加え、スローアクションも使用する事ができます。エラー時のサブアクショ
ンのスロー オ
プショ
ンを使用する代わりに、(上のステップ2 で説明されているとおり) 継続オプショ
ンを使用して、継続オプショ
ン
のエラー時のサブアクショ
ンにスローアクショ
ンを挿入することができます。
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チュートリアル位置情報の共有 はトライ/
キャッチとスローアクショ
ンの使用法について説明しています。
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サーバー接続エラーのトライ/キャッチ
このアクショ
ンのトライの部分は、サーバーに接続するように試みるアクショ
ンで使用されます(下のスクリーンショ
ット参照) 。
接続が作成されない場合、アクショ
ンのキャッチ 部分がトリガーされます。接続が作成されても、(ファイルが存在しないなど
の)例外が存在する場合、これらの例外はオプショ
ンスロー オプショ
ンを使用して例外を生成することができます (下のスクリ
ーンショ
ット参照)。

メモ:

MobileTogether XPath 拡張関数 mt-external-error-text() をサーバーエラーのキャッチ の部分
内で使用し、サーバー接続エラーに関する情報を表示します。

メモ:

サーバー接続エラーが発生すると、存在する次のアクショ
ンの最初のアクショ
ンがトリガーされます: (i) サーバー接続
エラーのトライ/
キャッチアクショ
ン、(ii) サーバー接続のエラー イベントのためのアクショ
ン(iii) エラーに関する
MobileTogether メッセージとワークフローの再開。
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リターン
リターンアクショ
ン内でXPath 式は、アクショ
ングループにより返された値を定義します。この値は、アクショ
ングループの結果
と呼ばれ、Let アクショ
ン内で定義された変数の値を設定するために使用されます。下のスクリーンショ
ットでは、例えば、リ
ターンアクショ
ンは、RectangleArea という名前のアクショ
ングループにより返された値を定義します。Return アクショ
ン
のXPath 式は、アクショ
ングループ内で宣言されたパラメーターを含むことができます。パラメーターの値はアクショ
ングループを
呼び出す Let アクショ
ンによりランタイムに与えられます リターンアクショ
ンの使用方法に関しての詳細は アクショ
ングルー
プを使用して変数の値を設定するのセクショ
ンを参照してく
ださい。
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10.12 アクショングループ
アクショ
ングループは実行されるアクショ
ンのシーケンスを定義します。ワークフロー内の異なる箇所で同じシーケンスのアクショ
ン
が実行される場合、アクショ
ンのシーケンスを含むアクショ
ングループを作成してワークフローの異なる箇所で実行するほうが効
率的です。アクショ
ングループをパラメーター化することもできます。
プロジェクト全体のためにアクショ
ングループは作成され、作成することのできるアクショ
ングループの数に制限はありません。アク
ショ
ングループの作成後、すべてのページイベントまたはプロジェクトのコントロールイベントで使用することができます。イベント
内でのアクショ
ングループの使用回数に制限はありません。

このセクショ
ンは以下について説明しています:
アクショ
ングループの追加、削除、および編集方法
アクショ
ンの再使用のためのアクショ
ングループの使用方法
アクショ
ングループ内でのパラメーターの使用方法
アクショ
ングループをアクショ
ングループ内でパラメーターの値として使用する方法
Let アクショ
ンを使用して定義した変数の値を与えるためのアクショ
ングループの使用方法
このセクショ
ンは、アクショ
ングループの作成と編集とアクショ
ングループの使用方法について説明しています。更に、Let
アクショ
ンを使用し定義した変数の値を提供するためにアクショ
ングループを使用する方法の詳細があります。
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アクショングループの管理
アクショ
ングループは、プロジェクト全体のために作成することができ、プロジェクトの全てのページイベントとコントロールイベント
のために使用することができます。プロジェクトの全てのアクショ
ングループは [アクショ
ン] ダイアログ内のアクショ
ングループペイ
ン内に表示され、下で説明される[グループアクショ
ンの管理] ダイアログ内で管理されます。

[グループアクションの管理] ダイアログ ダイアログのアクセス方法
[グループアクショ
ンの管理] ダイアログにアクセスするには、以下を行います:
1. [アクショ
ン] ダイアログを開きます: (i) コントロールイベントまたは ページイベントから、(ii) [プロジェクト| アク
ショングループ] をクリックして。
2. [アクショ
ン] ダイアログ内で、アクショ
ングループペイン内の[管理] をクリックします (下のスクリーンショ
ット参照)。

[グループアクションの管理] ダイアログ
[グループアクショ
ンの管理] ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) でアクショ
ングループを追加また削除することができます。
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アクショ
ングループの追加
ダイアログのツールバーの[追加] をクリックします。 [アクショ
ングループ] ペイン内のグループのリストに新しいアクショ
ングルー
プが追加されます(上のスクリーンショ
ット参照)。デフォルトの名前をダブルクリックして、名前を編集して、[OK] をクリック
します。
アクショ
ングループの削除
削除するアクショ
ングループを選択して、ダイアログのツールバー内の[削除] をクリックします
アクショ
ングループにアクセスし編集する
アクショ
ングループには、以下の方法でアクセスすることができます:
編集する場合は、[アクショ
ングループの管理] ダイアログ内の[編集] ボタンをクリックします。
編集するには、[アクショ
ン] ダイアログのアクショ
ングループペインで(下のスクリーンショ
ット) 編集するアクショ
ングル
ープの[編集] ボタンをクリックします。または、アクショ
ングループエントリをダブルクリックすることができます。
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アクションを再使用するためのアクショングループ
アクショ
ングループは、アクショ
ンのセットを再使用するために使用することができます。 この目的のためにアクショ
ングループを
設定するには、以下を行います:
1. 編集するためにアクショ
ングループにアクセスします。
2. アクショ
ンおよび/
または アクショ
ングループを使用することのできるアクショ
ンペインからドラッグアンドドロップします。例
えば、下のスクリーンショ
ットでは、UpdateUTCTime アクショ
ングループのために3つのアクショ
ンが定義されていま
す。

3. [OK] をクリックして完了します。
アクショ
ン内で定義されたアクショ
ンのセットは、ワークフロー内の全ての箇所で使用することができます。
メモ:

アクショ
ングループの定義を編集する場合は、アクショ
ングループ内で行います: ウィ
ンドウの上の部分のコンボボック
スから編集するアクショ
ングループを選択します。

アクショングループの使用
アクショ
ングループは他のアクショ
ンと同様に使用することができます。(アクショ
ングループペインから)ドラッグして、イベントのア
クショ
ンの定義にドロップします。ドロップされると、アクショ
ングループはアクショ
ングループの実行アクショ
ンとして表示されます。
下のスクリーンショ
ットは展開されたフォームでアクショ
ングループの実行アクショ
ンを表示しています。このアクショ
ングループ内
のアクショ
ンは、ページのロード時イベントがトリガーされた時に実行されます。

以下の点に注意してく
ださい:
イベントがトリガーされると、アクショ
ングループ内の全てのアクショ
ンが指定された順序で実行されます。
(C) 2018 Altova GmbH
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アクショ
ングループは、ワークフローの複数の時点で同じ組み合わせのアクショ
ンを実行するために使用することができ
ます。
アクショ
ングループの実行 アクショ
ンにはプロジェクト内で定義された全てのアクショ
ングループを選択することのできるコ
ンボボックスがあります。
アクショ
ングループの[編集] ボタンをクリックして、現在選択されているアクショ
ングループを編集することができます。
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パラメーターを持つアクショングループ
アクショ
ングループ内のパラメーターは、以下の通り動作します:
アクショ
ングループ内でパラメーターを宣言し、これらのパラメーターを使用するアクショ
ンを(アクショ
ングループ内で)定
義します。
アクショ
ングループのアクショ
ンの実行によりアクショ
ングループが呼び出されると、パラメーターの値はパラメーターにパス
されます。

アクショングループ内のパラメーターを宣言し、これらのパラメーターを使用するアクションを定義する
アクショ
ングループ内で、必要とする結果を生成するために必要なパラメーターを宣言します。これは、[パラメーターの追
加] アイコンをクリックして行います (下のスクリーンショ
ット参照)。パラメーターが追加された後、パラメーターの$ シンボルの
右側をダブルクリックし、パラメーターの名前を入力します。
下のスクリーンショ
ットでは、RectangleArea という名前のアクショ
ングループが$length と$width という名前の2
つのパラメーターを宣言しています。パラメーターは任意としてマークされていません。これは、アクショ
ングループがランタイムで
呼び出されると、これらのパラメーターの値を提出する必要があり、それ以外の場合はエラーが報告されます。

アクショ
ングループは2つのアクショ
ンより構成されています:
Area ノードを更新するための値を生成する2つのパラメーター$length と$width を乗算するノードの更新 ア

クショ
ン。
2つのパラメーター$length と$width.を乗算し取得された値を含むメッセージボックスを表示するメッセージボッ
クスアクショ
ン。
アクショ
ングループ内でパラメーターを宣言し、これらのパラメータを使用するアクショ
ンを定義することに注意してく
ださい。パラメ
ーターの値は、アクショ
ングループのアクショ
ンの実行により、ランタイムで提供されます。

パラメーターの値を提供する
アクショ
ングループのパラメーターの値は、アクショ
ングループのアクショ
ンの実行により提供されます。アクショ
ングループアクショ
ンの実行は、イベントのために定義され、イベントがトリガーされると処理されます。ですから、与えられたイベントがトリガーさ
れると、パラメーターの値がアクショ
ングループにパスされることができます。アクショ
ングループは、これらの値を定義されたアクショ
ンを実行するために使用します。
アクショ
ングループアクショ
ンの実行を作成するには、( [アクショ
ングループ] ペインから) 対応するアクショ
ングループをイベント

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

640

アクション

アクショングループ

のアクショ
ンの定義にドラッグします。ドロップされる際に、アクショ
ングループは実行するアクショ
ングループとして表示されます。
下のスクリーンショ
ットでは、ボタンのクリック時イベントのアクショ
ングループアクショ
ンのための実行を定義しました。クリック時イ
ベントの下のRectangleArea アクショ
ングループをドラッグして行いました。現在選択されている実行するアクショ
ングルー
プは、(下のスクリーンショ
ットで赤枠で囲まれている) アクショ
ングループの実行コンボボックスにより変更されることができます
.

パラメーターが現在選択されているアクショ
ングループ内でパラメーターが宣言されている場合、これらのパラメーターはアクショ
ン
グループアクショ
ンの実行内で表示されています。これはランタイムにパラメーターに値をパスする箇所です。上のスクリーン
ショ
ットでは、RectangleArea アクショ
ングループには次の二つのパラメータがあることが表示されています: $length と
$width。簡単な統計の値 (3 と4) を、2つのパラメーターの値を生成するために使用したXPath 式に入力しました。
XML ツリーソースから動的に、または、複雑な XPath 計算を指定して値を取得することもできます。アクショ
ングループ内
で、パラメーターがオプショ
ンではなく
、必須として宣言されている場合、赤い文字で表示され、値は与えられません。
ランタイムでは、以下が発生します:
1. イベントがトリガーされると、(アクショ
ングループアクショ
ンの実行で指定されているとおり)パラメーターの値は、アクショ
ングループ内の対応するパラメーターにパスされます。
2. アクショ
ングループのアクショ
ンが処理されます。これらがアクショ
ングループの宣言されたパラメーターを使用する箇所
で、与えられたパラメーターの値が代替されます。
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アクショングループパラメーターを持つアクショングループ
アクショ
ングループは、以下の2つの種類のパラメーターを使用することができます:
パラメーターを持つアクショ
ングループ内で説明されている単純型パラメーター。MobileTogether Designer 内
では、名前の前のドルシンボル$ で示されています。
アクショ
ングループを自身の値として取るアクショ
ングループパラメーター。MobileTogether Designer 内では、
名前の前のパーセントシンボル% で示されています。
下のスクリーンショ
ットでは、$length と$width は、単純型パラメーターですが、 %RectangleProperty は、ア
クショ
ングループパラメーターです。アクショ
ングループパラメーターとしてパラメーターを作成するには、最初に単純型パラメータ
ーとして作成し、アクショ
ングループチェックボックスをチェックします (下のスクリーンショ
ット参照)。

アクショングループ パラメーターの動作方法
アクショ
ングループパラメーターは、自身の値としてパラメーターを宣言しないパラメーターを取ります。これにより、呼び出され
たパラメーターは MobileTogether タスクを実行する関数のように扱われます。アクショ
ングループパラメーターは広い意味
で、単純型パラメーターと同じように動作します。
アクショ
ングループパラメーターをパラメーター内で宣言します。含まれるパラメーターはこれらのアクショ
ングループパラ
メーターを使用するアクショ
ンを定義することができます。または、含まれるパラメーターをパラメーターの実行アクショ
ンを
使用して直接アクショ
ングループパラメーターを処理することもできます (アクショ
ングループパラメーターの処理のセ
クショ
ン参照 )。
アクショ
ングループパラメーターの値は、含まれるパラメーターを呼び出すパラメーターの実行アクショ
ンにより提供されま
す。許可される値は(プロジェクト内の) パラメーターを持たないパラメータです。

使用方法のサンプル
アクショ
ングループパラメーターの使用方法のサンプルが以下に表示されています。三角形の3つのプロパティ
(面積、対角
線、周囲)を計算し表示するために作成されました:
Calculate (上のスクリ
ーンショ
ット参照): 2つの単純型のパラメーター($length および$width) とアクショ
ングループパラメーター(%RectangleProperty) を宣言します。アクショ
ングループパラメーターは、パラメータが
定義されていない3つのパラメータの値をとることができます。Calculate パラメーター内では、Let アクショ
ンが定
義されています。このアクショ
ンは、$result と呼ばれる、変数を、%RectangleProperty パラメーターの値
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であるパラメーターのパラメーターの結果をとるために定義します。前のアクショ
ンで定義された$result パラメーター
の実行アクショ
ンの値を表示するメッセージボックスアクショ
ンが次です。
Area (下のスクリ
ーンショ
ット): このパラメーターは、2つの単純型のパラメーター$length と$width の結果
を含む単一のReturn アクショ
ンを含んでいます。このパラメーターは、パラメーターを含みません。ですから、%
RectangleProperty の値と
なることができます。%RectangleProperty が処理されると、
Calculate パラメーター内の$result 変数は、Area パラメーターの戻り
値を受け取ります。

Diagonals: このパラメーターは、Area パラメーターに類似しています。正方形の対角線の長さを返す、単一
のリターンアクショ
ンを含んでいます。(2つの単純型のパラメーター$length と$widthの正方形の合計の平
方根。XPath: m ath:sqrt($width*$width + $length*$length))。このパラメーターが%
RectangleProperty の値である場合、返される値は、Calculate パラメーター内の$result 変数の

値として設定されます。
Perimeter: このパラメーターは、Area とDiagonals パラメーターに類似しています。これは、長方形の周囲
(XPath: 2*$width + 2*$length) を返す単一のリターンアクショ
ンを含んでいます。このパラメーターが%
RectangleProperty の値の場合、Calculate パラメーター内の$result 変数の値が返される値と
し
て設定されます。
上記の4つのパラメーターの詳細に関して、以下の点に注意してく
ださい:
Calculate パラメーターは、3つのパラメーターを含みます: 2つの単純型のパラメーターと
1つのアクショ
ングループ

パラメーター。
他の3つのパラメーター(Area Diagonals Perimeter) は、パラメーターを宣言しません。
3つのパラメーター(Area Diagonals Perimeter) のそれぞれは、Calculate 内で宣言されている単
純型のパラメーターから値を計算するリターンアクショ
ンを持ちます。返された値は、これらのパラメーターのパラメータ
ーの結果です。
3つのパラメーター(Area Diagonals Perimeter) のそれぞれは、アクショ
ングループパラメーター%
RectangleProperty の値と
して設定することができ、処理される際、対応するパラメーターの結果を返しま
す。
Calculate パラメーター内で処理されるアクショ
ングループパラメーター%RectangleProperty 。メッセージ
ボックス内で表示される$result 変数の値を提供します。( 上のCalculate パラメータースクリーンショ
ット
参照)。
アクショ
ングループパラメーターの値の提供
パラメーターは、Calculate パラメーター内で宣言されているため、これらの値は(パラメーターの実行アクショ
ンを使用し
て) Calculate パラメーターが呼び出されるとパスされます。ですから、例えば、ボタンのクリック時 イベントを下のスクリーン
ショ
ットに表示されるように定義することができます。
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(Calculate パラメーターをパラメーターペインにドラッグすることにより) パラメーターの実行アクショ
ンをイベントペイン内に作
成します。Calculate パラメーターのパラメーターは、自動的に表示されます。%RectangleProperty アクショ
ングル
ープパラメーターに関しては、パラメーターの値とするパラメーターを選択します(上のスクリーンショ
ット参照)。ですから、
Calculate パラメーターが実行されると
、呼び出しで指定されている3つのパラメーターの値にパスされます。
Calculate パラメーター内のLet アクショ
ンが実行されると、(下のスクリーンショ
ット参照) $result 変数が、%
RectangleProperty の値と
して指定されているパラメーターのパラメーターの結果として設定されます。

メモ:

上のサンプルは、意図的に単純になるように作成されており、その目的はアクショ
ングループパラメータの背景にあるメ
カニズムを説明することです。しかし、アクショ
ングループのパラメーターは動的なコンテンツを使用し、複雑なアクショ
ン
を実行するために最適です。

アクショングループ パラメーターの処理
アクショ
ングループパラメーターは、パラメーターを自身の値として取ります。このパラメーターはパラメーター値として2つの有効
な方法で処理することができます:
Let アクショ
ンを使用して定義される変数の値を設定するために使用することのできる? パラメーターの結果?を提
供します。この使用方法は上のサンプルで説明されています。
ノードの更新、電子メールの送信、パラメーターの結果が存在しない場合など、特定のMobileTogether タスクを
実行することができます。これは、含まれるアクショ
ングループ内でをアクショ
ングループパラメーターのためのアクショ
ング
ループの実行アクショ
ンを定義することで指定されます (下のスクリーンショ
ット参照)。これは、アクショ
ングループの
パラメーターをアクショ
ングループペインからイベントの定義にドラッグすることで行うことができます。

両方のアクショ
ンのセットを組み合わせることも可能です。
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変数とアクショングループの結果
アクショ
ングループに値であるアクショ
ングループの結果を返すようにセットアップすることができます。(例えば、下のスクリーン
ショ
ットでは、2つのパラメーターを宣言し、リターンアクショ
ン内で、乗算してアクショ
ングループの結果を作成しました)。 Let
アクショ
ンが定義されると、アクショ
ンぐうｒ
ぷの結果に変数を割り当て、Let アクショ
ンの子アクショ
ン内で変数を使用しするこ
とができます。

これを行うためのステップは、以下のとおりです:
1. アクショ
ングループ内で、必要とされる結果を生成するために必要なパラメーターを宣言します。[パラメーターの追
加] アイコンをクリックしてこれを行います (上のスクリーンショ
ット参照)。新しいパラメーターが追加された後、パラメ
ーターの$ シンボルをダブルクリックして、パラメーターの名前を入力します。上のスクリーンショ
ットでは、$length
と$width という名前の2つのパラメーターを宣言するアクショ
ングループにRectangleArea という名前をつけま
した。以下に注意してく
ださい: (i) パラメーターは宣言されましたが、値は定義されていません、(ii) パラメーター
はアクショ
ングループのスコープ内にあり、外部で使用することはできません。パラメータが任意で定義されている場
合、変数の定義内で使用されていなく
てもエラーにはなりません(下のステップ3 参照)。
2. リターンアクショ
ンを追加します。XPath 式を使用して結果を定義します。アクショ
ングループの結果をLet アク
ショ
ンが使用することができます。上のスクリーンショ
ット内では、$length と$width パラメーターの値を乗算す
る式を定義しました。リターンアクショ
ンは、アクショ
ングループ内に存在することに注意してく
ださい。このため、パラメ
ーターもスコープ内にあります。
3. Let アクショ
ンにより定義された変数がアクショ
ングループの値を持つように宣言するには、Let アクショ
ンを以下の
ように定義します (下のスクリーンショ
ット参照): (i) 変数の$ シンボルの右側をダブルクリックして、変数の名前を
入力します。(ii) (下のスクリーンショ
ットで青い枠で囲まれている)アクショ
ングループの結果ラジオボタンを選択し
ます。(iii) (赤い枠で囲まれている)コンボボックスの上のから変数の値として使用するアクショ
ングループを選択しま
す。(iv) 選択されたアクショ
ングループのパラメーターがリストされています (必須の場合は赤、任意の場合は黒で表
示されます)。値を生成するXPath 式を入力します。ランタイムでは、これらの値はアクショングルー
プのパラメーターにパスされ、アクショングループの結果を計算するために使用されます。

上のスクリーンショ
ットでは、 Let アクショ
ン内で、変数に$area という名前を与え、RectangleArea アクショ
ングループに値を与える変数を選択しました。(Let アクショ
ン内の)パラメーターの値には、2つのXML ツリーノード
を選択し、(RectangleArea アクショ
ングループ内で宣言されている) $length と$width パラメーターパラ
メーターの値を与えるようにしました。Let アクショ
ンが実行されると、パラメーターの値は、Return アクショ
ンがパラメ
ータの値を計算に使用する箇所で、アクショ
ングループにパスされます。結果は返され、Let アクショ
ン内で定義され
た変数の値になります。上のサンプルでは、$length と$width パラメーターの値は、互いを乗算し、 Let アク
ショ
ンの$area 変数の結果を返す RectangleArea アクショ
ングループにパスされます。
4. Let アクショ
ン内で定義されている変数は、Let アクショ
ンの子アクショ
ンとして使用することができます。例えば、
$area 変数 を使用してBox/Area ノードを更新すること
ができます。
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詳細に関しては、Let アクショ
ンを参照してく
ださい。
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デザインオブジェクト/機能
このセクショ
ンでは、ページに配置することのできるデザインオブジェクトの範囲について説明されています。コントロールの大半
はページおよび、または、プロジェクトのために定義することのできる高度な機能としてページに配置することができます。
テーブル: デザイン内で使用することのできる異なる種類のテーブルの使用方法について説明しています。
イメージ: MobileTogether のパワフルなイメージの処理機能について説明しています。
オーディ
オ、ビデオ: MobileTogether のオーディ
オおよびビデオ機能の概要について説明しています。
NFC: NFC メッセージの送信と受信方法、および更なる処理のためのセットアップについて説明しています。
プッシュ通知: ソリューショ
ン内でのプッシュ通知の送信と受信のセットアップについて説明しています。
チャート: デザイン内で構成されるチャートについて説明しています。
スタイルシート: プロジェクト、ページ、テーブル、およびコントロールレベルグローバルスタイルがどのように適用されるか
について説明しています。
リッチテキスト:リッチテキストコントロールとリッチテキストスタイルシートがソリューショ
ン内でリッチテキストを表示し、
リッチテキストを編集するために使用されるかについて説明しています。
ソリューショ
ンへのハイパーリンク: (i) 他のソリューショ
ン、または (ii) 電子メール内のリンクからのソリューショ
ンの開始
のためのメカニズムについて説明しています。
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テーブル
テーブルコントロールをテーブル内に箇所にドロップすることによりテーブルを挿入することができます。各 テーブルコントロール
に対して、テーブルが1つ作成されます。コントロールをドロップすると、新しいテーブルダイアログが表示されます (下のスクリ
ーンショ
ット参照) 。テーブルの型を指定し、テーブルにでッだー、または/
およびフッターの追加を指定することができます。

テーブルの型
テーブルの型は、テーブルの作成時に指定されることができます。テーブルの作成後にテーブルの型を変更することもできま
す。
テーブルの型には4種類あります:
静的テーブル: 整理された行と列でデータを表示する際に役に立ちます。新しいテーブルダイアログ内では、行と列の
数を指定することができます。構造は後で変更することができます。
繰り返しテーブル: データソース要素に関連した全ての発生が行として作成され、各行はデザイン内で作成されたと
おりのテーブルにより構成されています。繰り返しテーブルは、動的な (繰り返し) 列を含むことができます(このリスト
の4つ目のリスト)。
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動的な行が存在するテーブル: 繰り返しテーブルと同様、データソース要素に関連した全ての発生が行として作成さ
れます。繰り返しテーブルとの違いは、各要素の発生は、テーブルとしてではなく
行として作成されます。 動的な
行を動的な (繰り返し) 列から構成することができます。
動的な列が存在するテーブル: 2種類存在します: (i) 行が静的な箇所、および(ii) 行が動的な箇所。動的な行
と動的な例は、それぞれデータソースからの異なる繰り返し要素に関連しています。

テーブルの構成とプロパティ
テーブルの内部構成は、後に修正することが可能です。テーブル全体およびここの列、行、セルのためのテーブルは対応する
テーブルコンポーネントを選択して、[スタイル&プロパティ
] ペイン内でプロパティ
に割り当て指定します。
詳細に関しては、以下を参照してく
ださい: テーブルプロパティとテーブルのコンテキストメニュー。以下のセクショ
ンも参照し
てく
ださい: テーブルコントロール。

このセクション
このセクショ
ンは以下のように整理されています:
静的テーブル
繰り返しテーブル
動的な行
動的な列
テーブルプロパティ
テーブルのコンテキストメニュー
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静的なテーブル
静的なテーブルは、データを整理された行と列で表示するためにとても役にたちます。

テーブルの作成と構成
静的テーブルはきれいにならべられた行と列のデータを表示するために役に立ちます。テーブルは、デザインに[テーブル] コント
ロールがドロップされたときに、静的 テーブルと定義することができます。コントロールがデザインにドロップされると表示される
[新しいテーブルダイアログ] (下のスクリーンショ
ット) は下のスクリーンショ
ットに表示されているとおり、的な列と行の数を指
定することができます。[OK] をクリックすると、指定された数の行と列が挿入されます。テーブルのセルにコンテンツを追加し、
テーブルと各列、行、およびセルのスタイルプロパティ
を指定することができます。

テーブルのコンテキストメニューで使用可能なコマンドを編成することができます。
[テーブルフォーマット] プロパティは [スタイル&プロパティ
] ペインで使用することができます。
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テーブルのコンテンツ
静的テーブルのセルは次を含むことができます
静的なテキスト
データソースからのノード
ページコントロール(データベースノードへのリンク有/
無)
ネストされたテーブル
セルのコンテンツは通常[ページ] コントロールです。下のスクリーンショ
ットはデザイン内の3 つの静的テーブルを表示していま
す。

これらのテーブルの、2 つを除く
、すべてのセルは各 1 つずつコントロールを含んでいます。
最初のテーブルの2 つのセルにはコンボボックスがあります。
2 番目のテーブルには(間隔をあけるための) 2 つの空のセル、および[ラベル] コントロールを1 つずつもつセルが6
つあります。
3番目のテーブルには 2 つのボタンがあります。(コントロールの稲妻のシンボルは、定義されたアクショ
ンがあることを
示します)。
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繰り返しテーブル
繰り返しテーブルは以下のように作動します:
データソース内の繰り返し要素は、繰り返しテーブルと関連付けられています。(下のサンプルを参照してく
ださい).
テーブルに含むことのできる行と列の数量に制限はありません。
繰り返し要素の発生の都度、デザインしたテーブルは繰り返されます。ですから、テーブルデザインに2つの行が含ま
れている場合、繰り返し要素が発生する都度、2つの行を含むテーブルが作成されます。
テーブルのコンテンツは、動的であることができます。テーブル内のは、XPath 式には、コンテキストノードとして関連
付けられた繰り返し要素が存在します。要素が発生する都度、特定の発生はその特定のテーブルのためのコンテキ
ストノードとなります (下のサンプルを参照してく
ださい)。
追加/
削除コントロールをエンドユーザーが新規の行を追加して、ここの行を削除することを有効化するテーブルに追
加することができます。例えば、ユーザーが行を追加すると、関連付けられたテーブル要素の新規の発生がデータソ
ースのツリーに追加されます。これらの変更は、データソースに保存され、ユーザーがデータソースを変更することを有
効化します。
繰り返しテーブルは、テーブルコントロールがデザインにドロップされるときに定義されます。

サンプル
データソース内のPerson 要素には、First Last、およびPhone 子要素が含まれています。Person 要素は
(インスタンス内で)複数回発生することができます。以下のようなテーブルを作成すると想定します:
<First <Last> <Phone>
>
<Perso
n>
<Perso
n>
<Perso
n>
Person 要素 は繰り
返されるため、Person 要素と関連付けられた繰り返しテーブルを作成し指定することができます。

新しいテーブルダイアログ内にはテーブルには1つの行と4つの列を持つテーブルが作成されます (下を参照)。このテーブルコン
テキストノードは、Person です。各列内でページソースリンクを子ノードに相対的にすることができます (下のスクリーン
ショ
ット参照)。Person 要素に番号を付けるXPath 式が最初の列に含まれます 例: count(precedingsibling::*)+1。デザインは、以下のよう
になります:

生成されたテーブルは、以下のようになります:

メモ:

XPath/XQuery 式によりデータストリームを生成することができ、データソースとして使用することができます。しかし

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

654

デザインオブジェクト/機能

テーブル

ながら、この種のデータソースは、現在で使用するために作成され、ドキュメントの他の箇所で使用するためのデータ
ソースとしてはアクセスすることはできません。

繰り返しテーブルと動的な行が存在するテーブルの違い
繰り返しテーブルは 動的行の存在するテーブル と以下の点で異なります:
繰り返しテーブルでは、繰り返しデータ構造とテーブル全体が関連付けられています。新規のテーブルは、発生する
都度作成されます。
動的行の存在するテーブルでは、繰り返し構造とテーブル行グループが関連付けられている。
この差異はデザインに以下の2つの影響を与えます:
動的行の存在するテーブル は、テーブル全体に対して適用することのできるヘッダーおよび/
または フッターを持つ
ことができます。これはテーブルのためのヘッダー/
フッターです。ヘッダー/
フッターが繰り返しテーブルのために必要な
場合、繰り返しテーブルの外部に手動で追加することができます。繰り返しテーブル内に追加された場合、これらは
各要素が発生する都度、繰り返されます。
テーブルは通常デバイス上で上下にスペースが加えられて表示されます。繰り返しテーブルは、繰り返されたテーブ
ルのペアの間に上下のスペースが加えられ表示されます。
テーブルが作成された後、静的テーブルを繰り返しテーブルに変更するには、繰り返しプロパティをtrue に変更します。そし
て、テーブルをデータソースからの繰り返し要素と関連付けます。

繰り返しテーブルの作成
繰り返しテーブルを次のようにセットアップします:
1. テーブルコントロールがデザインにドロップされた時に表示される[新しいテーブル] ダイアログで[テーブルの繰り返し]
をチェックしてテーブルを繰り返します (下のスクリーンショ
ット)。繰り返しデータの行の全てのインスタンスに対してテ
ーブルが繰り返されることに注意してく
ださい。
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1. 繰り返しテーブルの持つ静的な列と行の数量を指定します。テーブルのコンテキストメニューを使用して後から列と行
を繰り返しテーブルに追加することができます。
2. 自動追加/
削除 コントロールが追加されるか指定します。追加されると、ソリューショ
ンの各繰り返しテーブルは、[削
除] ボタンを、繰り返しテーブル構造全体は、構造に繰り返しテーブル（
行）
を追加する[追加] ボタンを持ちます
(シミュレートされたソリューショ
ンのスクリーンショ
ットを参照)。

3. [新しいテーブル] ダイアログで[OK] をクリックすると、デザインにテーブルが追加されます。繰り返しテーブルはデータ
ソースの繰り返し要素に関連付けられる必要があります (下のスクリーンショ
ット参照)。
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4. 繰り返し要素を繰り返しテーブルと関連付けるには、要素を[ページソース] ペインからドラッグしてテーブルにドロップ
します。
5. テーブルのセルにコンテンツを追加することができます。 XPath 式のためのコンテキストノードは動的テーブルに関連
した要素ノードです (前のステップ参照)。コンテキストノードを使用するには、テーブルセル内のXPath 式はコン
テキストノードに対して相対的であるべきです。セルのコンテンツは (静的または動的な) ネストされたテーブル、また
は (データソースノードへのリンクがある/
ない) ページコントロール、またはページソースノードであることができます。ペ
ージソースノードがセルにドロップされると、そのセル内のデータは編集可能になります。下のスクリーンショ
ットでは、
(左から右に) 4 つのコントロールが追加されました : ラベル、編集フィ
ールド、ラベル、編集フィ
ールド。

この繰り返しテーブルは次の繰り返し構造をMobileTogether ソリューショ
ン内に作成します。

テーブルのコンテキストメニューで使用可能なコマンドを編成することができます。[テーブルフォーマット] プロパティは [スタイ
ル&プロパティ
] ペインで使用することができます。以下も参照してく
ださい: 動的な行 および動的な列。
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動的な行
動的な行は、以下のように作動します:
動的な行は、データソース内の繰り返し要素と関連付けられています。
テーブルが表示されると、行数は、繰り返し要素の発生数と動的に一致します。各テーブル行は繰り返し要素の発
生と対応します。
動的な行を定義すると、各要素の発生のために繰り返される行数を指定することができます。ですから、2つの行を
含む各動的な (または繰り返し) 行グループを指定することができます。この場合、2つの行の行グループが各要素
の発生のために生成されます。
動的な行 (または 行グループ)のためのコンテキストノードは、特定の要素の発生になります。
エンドユーザーが新規の行を追加、または、削除することを有効化する追加/
削除 コントロールを追加することができ
ます。例えば、ユーザーが行を追加すると、データソースのツリーに行要素に関連した新規の発生が追加されます。こ
れらの変更は、データソースに保存することができ、エンドユーザーはデータソースを変更することができます。
テーブルコントロールがデザインにドロップされると動的な行が存在するテーブルを定義することができます。

サンプル
データソース内のPerson 要素には繰り返し構成 (例えば、First、Last、とPhone 要素) が含まれます。
Person 要素 は複数回発生すること
ができます。動的な行 (すなわち、行グループ) がPerson 要素と関連付けられ
ていると、Person 要素内で存在する数と同様の数の行(グループ)が存在するテーブルが生成されます(下のテーブル参
照)。データソース内のPerson 要素の数量が変更されると、テーブル内の行数も自動的に変更されます。
<First <Last> <Phone>
>
<Perso
n>
<Perso
n>
<Perso
n>

下のスクリーンショ
ット内のデザインには、単一の動的な行 (グループ)を含むテーブルが表示されています。行グループは
Person 要素に関連付けられており
、1つの行と4つの列により構成されています。

行グループと関連付けられている要素の発生のために、行グループ全体が生成されます。行グループ内のXPath 式は、コ
ンテキストノードとしての関連付けられた要素の現在の発生により解決されます。
メモ:

XPath/XQuery 式によりデータストリームを生成することができ、データソースとして使用することができます。しかし
ながら、この種のデータソースは、現在で使用するために作成され、ドキュメントの他の箇所で使用するためのデータ
ソースとしてはアクセスすることはできません。
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繰り返しテーブルと動的な行が存在するテーブルの違い
繰り返しテーブルは 動的行の存在するテーブル と以下の点で異なります:
繰り返しテーブルでは、繰り返しデータ構造とテーブル全体が関連付けられています。新規のテーブルは、発生する
都度作成されます。
動的行の存在するテーブルでは、繰り返し構造とテーブル行グループが関連付けられている。
この差異はデザインに以下の2つの影響を与えます:
動的行の存在するテーブル は、テーブル全体に対して適用することのできるヘッダーおよび/
または フッターを持つ
ことができます。これはテーブルのためのヘッダー/
フッターです。ヘッダー/
フッターが繰り返しテーブルのために必要な
場合、繰り返しテーブルの外部に手動で追加することができます。繰り返しテーブル内に追加された場合、これらは
各要素が発生する都度、繰り返されます。
テーブルは通常デバイス上で上下にスペースが加えられて表示されます。繰り返しテーブルは、繰り返されたテーブ
ルのペアの間に上下のスペースが加えられ表示されます。
繰り返しテーブルを動的な行が存在するテーブル に変換するには、動的な行に変換するテーブル行を右クリックし、「
動
的な または繰り返しテーブル | この 行を繰り返し行に変換する」を選択します。

動的な行が存在するテーブルの作成
動的な行が存在するテーブルを以下のようにセットアップします:
1. In 新しいテーブルダイアログ内では、コントロールがドロップされると、テーブルの繰り返しのチェックが解除されているこ
とを確認してく
ださい(下の酢rクリーンショ
ット)。そして、動的な行数を選択します。動的なテーブル行グループを
含むテーブルが作成されます。
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2. テーブル内の列数と行グループの行数を指定します (行グループは行により構成されています)。また、テーブルにヘッ
ダーおよび/
またはフッターが存在するかを指定することもできます。
3. 自動コントロールの追加/
削除を指定することができます。追加されると、ソリューショ
ン内の各繰り返し行に削除ボタ
ンが追加され、テーブルには行を追加する追加ボタンが追加されます (シミュレートされたソリューショ
ンのスクリーン
ショ
ットを参照してく
ださい)。

4. 新しいテーブルダイアログ内で、OK をクリックすると、テーブルがデザインに追加されます。
5. 行グループはデータソースからの繰り返し要素に関連付けられている必要があります。行グループを繰り返し要素に
関連付けるには、ページソースペインから要素をドラッグして、テーブルにドロップします。この要素の各発生はテーブル
内に行 (グループ)を生成します。現在の発生は指揮グループ内のXPath 式のコンテキストノードとなります。
6. テーブルのセルにコンテンツを追加することができるようになります。テーブルセル内のXPath 式のためのコンテキストノ
ードは動的な行に関連付けられた要素ノードです (前のステップを参照してく
ださい)。コンテキストノードを使用す
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るには、in テーブル内のXPath 式セルはコンテキストノードに対して相対的である必要があります。セルのコンテン
ツはネスとされた(静的な または 動的な)テーブル、または、( データソースノードにリンクを有する、または、有さない)
ページコントロール、または ページソースノードであることができます。ページソースノードがセルにドロップされると、その
セル内のデータを編集することができます。下のスクリーンショ
ットでは、4つのコントロール（
(左から右): ラベル、編集
フィ
ールド、ラベル、編集フィ
ールド）
が追加されている状態が表示されていま。

この動的な行は、MobileTogether ソリューショ
ン。内で次の構造を作成します。

動的な列のスパンに関しては、次を参照してく
ださい：行/
列のジョ
インとスパン。
テーブルの再構成コマンドは、テーブルのコンテキストメニュー内で使用することができます。テーブルフォーマットプロパティは、
[スタイル&プロパティ
]ペイン内で使用することができます。繰り返しテーブルと動的な列を参照してく
ださい。
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動的な列
テーブル行内で、列が繰り返されると、これらの繰り返しは、動的な列機能により表示されることができます。列はデータソース
の繰り返し要素と関連付けられています。テーブルが表示されると、列数は関連した要素の発生数と動的に対応します。
動的な列は、2つの種類の行コンテキスト内で発生することができます :
静的な行,動的な列: このシチュエーショ
ンでは、テーブルは上下ではなく
左右に広がります (下のテーブルと動的
な行が存在するテーブルを比較してく
ださい )。この場合、最初の列が「
ヘッダー」
としての役割を果たし、行の名
前を含むことができます。(最初の列は、テーブルが最初に作成された時点で追加することができますが、列は静的で
あるため、後に作成することも可能です)。
<Perso <Person <Person
n>
>
>
<First
>
<Last>
<Phone
>

動的な行、動的な列: テーブルは上下(追加行)、および左右(追加列)に広げることができます。このような種類の
テーブルを作成するには、データソース内の列要素の発生回数は、全ての行で同じ数量である必要があります。例
えば、下のテーブル内で、(テーブル内の行に対応する) 4つのweek 要素それぞれは、3つのday 要素 (テーブ
ルの列)を含んでいます。week 要素が3つ以外のday 要素を含んでいる場合、テーブルを正確に作成することは
できません。以下の点に注意してく
ださい: (i) データソースとテーブルデザイン内の列要素は行要素内で発生しま
す。(ii) 行要素の名前は同じで、列要素の名前も同じです。しかしながら、上記の2つの点はこの種類の動的な
テーブルを作成するために必ずとも必要ではありません: (i) 列要素は、行要素外で発生することができ、(ii) 行/
列は異なる名前を持つことができます。
<day>

<day>

<day>

<week>
<week>
<week>
<week>

メモ:

XPath/XQuery 式によりデータストリームを生成することができ、データソースとして使用することができます。しかし
ながら、この種のデータソースは、現在で使用するために作成され、ドキュメントの他の箇所で使用するためのデータ
ソースとしてはアクセスすることはできません。

サンプル: 週のための動的な行内の日のための 動的な列
下のスクリーンショ
ットは、それぞれが7つのday 要素を含む4つのweek 要素を含むcalendar 要素 を表示していま
す。week 要素と動的な列 ( week 要素内の) のday 要素 のために動的な行が存在するテーブルを作成することがで
きます。データ構造に注意してく
ださい(i) day 要素は、week 要素内に存在し、(ii) week 要素内のday 要素数量
は同じです: 7つ。
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動的な行内に動的な列を作成する
テーブルコントロールをデザインにドラッグしドロップします。新しいテーブルダイアログ内で、動的な行と動的な列を選択します
(下のスクリーンショ
ットを参照) 。行と列にそれぞれ対応するように各要素の発生のために繰り返される行と列の数量を選
択します。最初と/
最後の列はヘッダー/
フッター行に対応します。動的な列ではなく
動的な行ためのコントロールを追加/
削
除することができます。
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テーブルはデザイン内に作成されます。下のスクリーンショ
ットでは、動的な行と列が存在するテーブルのデザインが表示されて
います。以下の点に注意してく
ださい:
テーブルの動的な行と列を表示しているフィ
ールドは行と列を表示するアイコンにより示されています。
これらのフィ
ールドは、テーブルの行と列のためのデータを提供するデータソースノードと関連付けられている必要があり
ます。列に関連付けられる要素は、データソース内では、行に関連する要素内に含まれている必要があります。デ
ザイン内では、しかしながら、行フィ
ールドは列フィ
ールド内に配置されていることに注意してく
ださい。

データソースノードと行と列フィ
ールドを関連付けるために使用されるXPath 式にも注意してく
ださい。行フィ
ールドの
ために要素を選択する式は、対応する要素の全てのインスタンスを選択する必要があります。上のスクリーンショ
ット
内のXPath 式は、calendar 要素の全てのweek 子要素を選択します: $XML1/calendar/week。
列フィ
ールドのためのXPath 式はしかしながら、現在の行内の列要素のみを選択する必要があります。 ですか
ら、$XML1/calendar/week/day などのXPath 式は全てのweek 要素の全てのday 子要素を選択す
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るため、使用することはできません。列フィ
ールドのためのXPath コンテキストノードも行に関連付けられている要素
であることに注意してく
ださい。このサンプルでは、列フィ
ールドのコンテキストノードは、week です。この結果、
day のXPath 式は、現在のweek 要素のday 子要素を選択します。
デザイン内では、行取れるフィ
ールドのインターセクショ
ンには単一のセルが存在します。このセルのコンテキストノード
は、行フィ
ールドに対応する要素です (このサンプルでは、 week 要素です)。このセル内のXPath 式は、このコ
ンテキストで構成されている必要があります。テーブルが作成されると、各 「
行 要素」(このサンプルでは week 要
素)内で、各列のためにセルが作成されます。XPath 式は、現在の行のコンテキスト内の各列のセルのために評価
されます。列フィ
ールドに対応する要素のコンテンツに達成するために、特別な変数を使用することができます:
$MT_TableColumnContex 、は、ランタイムで、(このサンプルでは現在のweek 要素内の現在のday 要
素)現在の列に対応する要素を含みます。上のスクリーンショ
ットでは、行と列フィ
ールドのインターセクショ
ンにあるデ
ザイン内のセルはラベルコントロールを含んでいます。このコントロールには、XPath 式により提供されたテキストが
存在します: concat(@id, $MT_TableColumnContext/@id)。concat() 関数は2つの文字列を
結合します: 現在の@id により取得された現在の週数 のID と $MT_TableColumnContext/@id により
取得された現在の週数内の現在の日数。XPath 式のコンテキストノードは、(行と関連付けられた) week 要素
@id であり
、現在のweek/@id 属性の値を提供しますが、$MT_TableColumnContext/@id 式は、現
在のweek 要素内の現在のday/@id 属性のコンテンツを取得します。
上のスクリーンショ
ットで示されているテーブルのデザインの出力は以下のようになります:

データソース内の各 week 要素は行 (W1 からW4)で表示されています。
week 内の各 day 要素は、対応する列 (D1 からD7)内で表示されています。
2つのID の連結は、W1D1 からW4D7 への28個のセルのために、個別に行われます。
動的な列に関する詳細は、次を参照してく
ださい：
行/
列のジョ
インとスパン。
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テーブルプロパティ
特定のプロパティ
をテーブルのセル、列、行、およびテーブル全体に設定することができます。下左のスクリーンショ
ットでは、静
的テーブルと繰り返しテーブルのプロパティ
を表示しています。下右のスクリーンショ
ットは動的なテーブルのプロパティ
を表示し
ています。動的テーブルには、追加のテーブル行グループのプロパティ
のセットがあります。これらすべてのプロパティ
について
は [コントロール| テーブル] のセクショ
ンで説明されています。
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プロパティ: 繰り返し
繰り返し プロパティ
は、静的なテーブルを繰り返すために使用され、テーブルが繰り返しまたは 静的 かを定義します。動的
なテーブルに対しては、使用することができません。プロパティ
の値は、true または false です。
このプロパティ
の値は、繰り返し、または、静的なテーブルが作成される際に自動的に割り当てられます。繰り返しテーブルに
は true の繰り返し プロパティ
が、静的なテーブルには、false の繰り返し プロパティ
があります。テーブルが特定の型
(繰り返し、または、静的) として作成されると、型はテーブルの繰り返し プロパティ
の値を変更することによりおこなわれま
す。

プロパティ: 各アイテムのために作成
[各アイテムのための作成] プロパティ
はテーブル(繰り返しテーブル)およびテーブル行グループ(動的なテーブル)に対して使
用することができます。繰り返しテーブルまたは繰り返しテーブル行グループが何度作成されるか指定します。この数は、プロ
パティ
のXPath 式により返されたシーケンスのアイテムの数量と等しいです:
データソースツリーからのノード。これは繰り返しテーブル(またはテーブル行グループ) のノードをテーブルにドラッグア
ンドドロップして関連付けられる、データソースノードとの関連付けの代替です。この種類のXPath 式は、ノー
ドの選択に対して更なる柔軟性を与えます。例えば、XPath式 $XML1/Offices/
Office[@location='US'] は属性 @location='US' を持つ、Office ノードのシーケンスを返しま
す。US フィ
ルターは、テーブルにOffice ノードをドロップする代替メソッドを使用して適用することができません。
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しかし、このフィ
ルターは、[各アイテムのために作成] プロパティ
で達成することができます。
データソースツリーに関連しないアイテム。例えば、2014 年10月の月の場合、1 to subsequence(agedetails(xs:date("2014-01-01")),2,1) 式は、2014 年 01 月 01 日から2014年 10 月 のある日付の間の
月の数である9 つのアイテムから成るシーケンスを返します。これは基本的な式が1 to X であるからです。そしてX
は、( subsequence 関数によると) age-details 関数により返された3つのアイテムのシーケンスの第2アイテムで
す。この後の関数が、入力の日時 (2014 年 01 月 01 日) に対応して、3つのアイテムのシーケンスの年、月、
日として、(2014 年 10 月の)現在の日付の年齢を(0 年 9 ヶ月 xx 日として) 返します。 3つのアイテムのシ
ーケンスの第2番目のアイテムは、年齢内の月数で、この場合 9 です。返されたシーケンスは9つのアイテム(1 から
9 の範囲)を含み、テーブルは9回作成されます。
メモ:

XPath 式の結果をプレビューしたい場合、MobileTogether Designer に内蔵されたシミュレーショ
ン[プロジェ
クト| ワークフローのシミュレーション] を実行します。表示されたダイアログのをクリックして [XPath 評価] およ
び[エバリュエーター] をクリックします。

行/列 の下のジョインとスパン
複数の行、または、複数の列をジョ
インするには、デザイン内でスパンする行または列を選択し、適切なジョインコマンドをコン
テキストメニュー、テーブルメニュー、またはアプリケーショ
ンツールバーを使用します。 選択された行/
列が、選択された行/
列
にジョ
インされます。ジョ
インされた行または列は、それぞれ、(動的な行 または 列のために作成された)行グループまたは列
グループ内に存在します。ジョ
インはグループの各インスタンス内で発生し、ジョ
インされた行/
列は各グループ内で表示されま
す。
動的な列の場合、スパンと呼ばれる列のマージの型を使用することができます: デザイン内の列グループが1つまたは複数の
列により構成されているかに関わらず、すべての列グループの列は、単一の列にスパンされます。これを行うには、([スタイル&
プロパティ
]ペイン内にある) 列グループのスパンプロパティ
をtrue にセットします。このプロパティ
は true または false
の値を取ります。デフォルトは、false です。プロパティ
がtrue に設定されている場合、出力内では、列グループの全て
の列はスパンされ、ひとつの列として表示されます。
下のテーブルは、2つの列から構成される列グループにより構成されるデザインを示しています。列グループは 要素 ノード と
関連付けられています。
繰り返し要素 ノード に対応するデザイン内の
列グループ。スパンされていません。
デザイン内の列1

デザイン内の列2

出力内では、列グループの各インスタンスのノード ために繰り返されます。この結果、下に示されるように、各 ノード 要素の
ために2つの列が作成されます。
ノード[1]

ノード
[1]

ノード
[2]

列1

列2

列1

ノード[2]

列2

...

ノード[n]

ノード[n]

列1

列2

動的列グループがスパンされていると、列グループのスパンプロパティ
をtrue に設定すると、デザイン内では両方の列がジョ
インされているような効果が与えられます (下のテーブル参照)。結果する列のプロパティ
とコンテンツは、最初の列になりま
す。
繰り返し要素 ノード に対応するデザイン内の
列グループ。スパンされています。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

668

デザインオブジェクト/機能

テーブル

デザイン内の列1 は、列2 を計算します
出力では、列グループがノードの全てのインスタンスにスパンされます。この結果、下に示されるように、ノード の全てのインス
タンスのために1つの列が存在するようになります。列のコンテンツが動的にノード 要素を検索するXPath 式 により選択さ
れた場合、エラーが返されます。
ノード[1 から n]
列1 はノードのすべてのインスタンスをカバーす

るようにスパンします
動的な列がスパンされると、変換は以下の2つのステップで発生すると考えることができます: (i) ジョインコマンドが使用され
たと同様、デザイン内で列グループ内の(静的を含む全ての型の)全ての列が1つの列にジョ
インされます。(ii) 出力内では、
繰り返し要素のインスタンスが単一の列として作成されます。(i) デザイン内でスパンされた動的な列内で検索された(ii) 出
力列に対応するここの要素インスタンスを検索しようと試みたXPath 式はエラーを返します:
下のスクリーンショ
ットは、行グループ内で作成された動的な列の簡単なサンプルを表示しています。デザイン内の列グループ
には、day 要素と関連付けられている単一の列グループが含まれており、この列グループは、( day 要素の親であるデータ
ソース内の) week 要素に関連付けられている（
繰り返し）
テーブル内に存在します。week 要素は繰り返されるため、各
week 要素のために新しいテーブルが作成されます。データソース内で、week 要素のday 子要素が複数存在する場
合、デザイン内で列グループの動的な列はスパンされず、(各 week のために) day 子要素内に存在する数と同時数の
列を持つテーブルがこのデザインから生成されます。しかしながら、列グループのスパンプロパティ
をtrue に設定すると、生成
されたテーブル内の列はスパンされ、テーブルには1つの列のみが存在するようになります。

行グループ関しては、次を参照してく
ださい:動的な列.

列/行 可視性
列 または 行 の可視性は、列または行を選択して、設定することができます。また、可視 プロパティ
をtrue または
false に設定すること
ができます。デフォルトの値は true です。
列または 行がスパンされている場合、スパンされている列/
行の可視性は、もし最初の列/
行の可視性がtrue に設定され
ている場合、個々に指定されることができます。最初の列/
行の可視性がfalse に設定されている場合、スパンされてい
るすべての列/
行には false の値はが与えられます
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上のスクリーンショ
ット: 最初の行内のスパンされた列(緑色):
行1 (緑)内の3つのスパンされた列は、列1 と考えられます。行1 内の次の列は、列4 と考えられます。行1
内には、列2 または 列3 は存在しません。
行 2 と5 からそれぞれ最初の3つの列を選択し、可視性をtrue/false に設定した場合、他の列の可視性は
影響を受けません。
行1 内の(スパンされた) 列1 を選択し、可視性をtrue/false に設定した場合、列1 の可視性のみが
変更されます。(行 2 から 5 内の) 列2 と列3 は影響されません。
上のスクリーンショ
ット: 最初の列内のスパンされた行 (青色):
列1 (青)内のスパンされた行は、行4 と考えられます。In 列1 内には、行5 は存在しません。
列2 と5 からをそれぞれ2つの行(行-4 または 行-5) を選択し可視性をtrue/false に設定した場合、
他の行は影響されません。
列1 内の(スパンされた) 行4を選択し、可視性をtrue/false に設定した場合、行4 の可視性のみが
変更されます。 (列 2 から 5 内の) 行5 は影響されません。

スクロールすることのできるテーブル
テーブルが長く
、幅が広い場合は、上下または左右にスクロールできるように設定する事ができます。このイベントでは、テーブ
ルの一部のみが表示されます。残りはスクロールする事ができ、表示されません。
上下にスクロール
Maximal Table Height プロパティ
は、デバイス上でのテーブルの高さを、ピクセルまたはデバイスのスクリーンの高さに
相対して指定します。例えば、50% を選択すると、デバイスのスクリーンの高さの半分の高さのテーブルが表示されます(下

の左端のイメージを参照してく
ださい)。テーブルが上下に長く
、割り当てられたスクリーンのスペースに入りきらない場合、テー
ブルには上下のスクロールバーが表示され、エンドユーザーはテーブルの残りを、割り当てられたスクリーンのスペースの内外でス
クロールする事ができます。(このサンプルではスクリーンの高さの50% )。テーブルの上でデザインコンポーネントが起こる場
合、これら全てのコンポーネントはテーブルの上に表示されます。テーブル自身は、このプロパティ
により指定された絶対または
相対的な高さを持ちます。
メモ:

テーブルとページには個別のスクロールバーがあります (下のスクリーンショ
ットのイメージを参照してく
ださい)。
MobileTogether Designer シミュレーターでは、スクロールホイールを使用して行下にスクロールし、クリックアンド
ドラッグを使用して左右にスクロールします。

メモ:

Android 4.x デバイスでは、2つ以上の(スクロールすることのできる、または、スクロールすることのできない) テー
ブルがページに存在する場合、1つのテーブルがスクロールすることのテーブルである場合、上下のスクロールを使用す
ることはできません。

メモ:

スクロールすることのできるテーブルのチュートリアルのサンプルを参照してく
ださい。
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テーブルの高さの最大値 プロパティ
は(ピクセルまたはパーセントの値の他に)他の2つの値を取ることができます:

スクリーンの高さの残り(最大値): テーブルの高さは、ページの残りが表示されるようにできるだけ最小化されます。
上のイメージでは、右端のスクリーンは、このプロパティ
の値を与えられたテーブルを表示しています: テーブルの高さ
は、縮小されページの5つのコンポーネントがすべて表示されています。この場合、ページを表示するため、ページのス
クロールバーはゼロに縮小されています。
スクリーンの高さの残り(常に): このオプショ
ンによりスクリーンの高さ全体を使用して、ページを表示することができ
ます。テーブルにページを埋めるだけの上下の余白がない場合、追加スペースがテーブルの下に追加され、ページの
最後のコンポーネントがスクリーンの下のすぐ上に表示されます。この設定によりページの最後のコンテンツをスクリーン
の一番下の場所に配置することができます。
上下にスクロール プロパティ
は、テーブルの高さの最大値 プロパティ
のために値が設定されると使用することができます。テー
ブル幅の最大値 は設定されません。 上下にスクロール プロパティ
は1つまたは2つの値をとることができます:

テーブル全体: テーブル全体は、テーブルの高さの最大値 プロパティ
を使用してテーブルに割り当てられたテーブルの
高さをの内外をスクロールします。テーブル全体 は、デフォルトの値です。
ヘッダーとフッターを除く
行: テーブルのヘッダーとフッタはビュー内では固定されています。テーブルのボディ
行は残り
のテーブルの高さ内でスクロールします。
繰り返し行グループがテーブル内に存在し、スクロールすることのできるテーブルのテーブルの高さの最大値のために値が設定
されると行グループチャンクサイズ プロパティ
を使用することができるようになります。これにより、1度にロードする行グループの
数を指定することができます。ユーザーが下にスクロールし、最後にロードされたチャンクの最後の行グループに到達すると、次
のチャンクがロードされます。このプロパティ
のデフォルトの値は存在しません。
左右にスクロール
テーブル幅の最大値 プロパティ
は、テーブルの幅: (i) ピクセル値で、(ii)デバイスのスクリーン幅に相対するか、または (iii)
列のために最適化された値 (wrap_content) を指定します。デフォルトは、wrap_content です。プロパティ
のコン

ボボックスのドロップダウンリストから値を選択します。テーブルの幅がスクリーンの幅よりも大きい場合は、テーブルは左右のス
クロールバーで表示されます。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

デザインオブジェクト/機能

テーブル

671

テーブルのコンテキスト メニュー
すべてのテーブルの(静的 繰り返し 動的な行 および/
または 動的な列 が存在するテーブル) コンテキストメニューには
同じコマンドがあります (下のスクリーンショ
ット参照)。これらのコマンドにより、テーブル作成後のテーブルの構造を変更する
ことができます。

行/列の追加と削除
行列の追加または削除コマンドの上をポイントすると、現在選択されたセルに関連した行/
列を挿入/
追加することのできる
コマンド付きサブメニューが表示されます (下のスクリーンショ
ット) 。この方法で追加される行と列は静的です。これは、例
えば、1つの静的な行がデザインに追加されると、出力内に静的な行が結果として表示されます。もちろん、繰り返し構造内
に行が追加された場合、静的な行も繰り返されます。
現在選択されている行/
列 を削除することもできます。

これらのコマンドは、テーブルの行または列(静的 繰り返し 動的な行 および/
または 動的な列 が存在するテーブル)が選
択されると使用することができます。

結合と分割
結合と分割コマンドの上をポイントすると、現在選択されたセルと隣接したセルを結合することのできるコマンド付きサブメニュ
ーが表示されます (下のスクリーンショ
ット) 。現在選択されているセルを左右に並べて、または上下に並べて分割することが
できます。これらのコマンドはすべてのテーブルの行または列 (静的 繰り返し 動的な行 および/
または 動的な列 が存在
するテーブル)が選択されると使用することができます。
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動的または繰り返しテーブル
動的または繰り返しテーブルコマンドの上をポイントすると、以下を行うことのできるコマンド付きサブメニューが表示されます
(下のスクリーンショ
ット)

サブメニューには、以下をおこなうことのできるコマンドが含まれています:
表示されるテーブル(繰り返しテーブルと動的な行 が存在するテーブル)に自動的に追加/
削除コントロールが追
加されることを指定します。
(動的な行 が存在するテーブル)にヘッダー/
フッターを挿入または削除します。(動的な列が存在するテーブル)に
行頭/
文末列を挿入または削除します。
選択された行が動的な繰り返し行ではない場合、繰り返し行に変換します。
選択された行が動的な繰り返し行である場合、静的な行に変換します。
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選択された列が動的な繰り返し列ではない場合、繰り返し列に変換します。
選択されたれ地が動的な繰り返し列である場合、静的な列に変換します。
繰り返しと静的 のテーブルの型を変換します(静的 テーブルの行と列をそれぞれ、繰り返し行と繰り返し列に変換
することができることに注意してく
ださい)。

テーブルの削除
選択されたテーブルを削除します。
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イメージ

デザイナーとエンドユーザー両方がイメージをデザインに追加することができ、イメージは URL を使用して、または Base64
エンコードテキストとしてXML ファイルに保管することができます。イメージ機能のベースは、イメージをデザインに置き、イメー
ジの基本プロパティ
を設定するイメージコントロールにより提供されます。主要なメカニズムと使用方法は、このセクショ
ンのサ
ブセクショ
ンに説明されています。
イメージソースは、表示するイメージを選択するイメージコントロールのプロパティ
です。このセクショ
ンでは使用するこ
とのできる2 つの種類のイメージソースについて説明されています: (i) URL によりロケートされたイメージファイル
および(ii) Base64 エンコード文字列としてのイメージ。
Base64 エンコードイメージでは、Base64 エンコードイメージをどのようにしてデザインで使用するかについて説
明されています。
エクスチェンジャブルイメージファイルフォーマット(Exif) は、イメージ付きメタデータの保管のためのフォーマットで
す。このセクショ
ンでは、個別のExif データが取得されどのようにしてデザイン内で使用できるかが説明されていま
す。
エンドユーザーにより選択されたイメージでは、MobileTogether ソリューショ
ンのエンドユーザーが選択するイメー
ジがデータベースに保管されるメカニズムについて説明されています。これらのイメージはイメージファイルまたは
Base64 エンコード文字列として保管されることができます。
イメージの変換 では、(例えば、イメージのサイズ変更や回転など) どのようにしてBase64 イメージを変換するかに
ついて、また(クライアントでのExif データおよびメモリ損失などの問題など) 変換に関連する問題について説明さ
れています。
データベースのイメージでは、どのようにしてイメージがデータベースで保管されるかについて説明されています。
これらのメカニズムは、パワフルなイメージアクショ
ンとイメージに関連したAltova XPath 拡張機能により有効化されていま
す。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

デザインオブジェクト/機能

イメージ

675

イメージ ソース
以下の種類のイメージソースをページデザインで使用することができます:
PNG BMP JPG などの、イメージファ
イルのよく
使う形式。イメージファイルのURL を参照するバイナリファイルソ
ース追記イメージ。
イメージのテキストエンコードであるBase 64 エンコード文字列。Base 64 エンコードを持つイメージは、
XPath 式を介してBase 64 エンコード文字列にアクセスします。XPath 式は、通常 Base64 文字列を含む
ノードを返します。MobileTogether は、Base64 文字列を読み込み、文字列からエンコードされたイメージを
生成します。

デザインにイメージを挿入する
デザインにイメージを挿入するには、以下を行います:
1. [イメージ] コントロールをデザインにドロップします。
2. [スタイル&プロパティ
] ペインで、イメージプロパティ
である[イメージ ソースの種類] を、挿入されるイメージの種類
に一致させるためにURL または Base64 に設定します。このプロパティ
のデフォルトの設定は URL です。
3. [イメージ ソース] プロパティ
のイメージを指定します。イメージファイルが参照される場合は、URL を指定します。
Base 64 エンコードイメージが参照される場合、[イメージ ソース]のXPath 式を使用して、Base64 文字
列を与えるか、または Base64 文字列を含むノードを与えます。両方のソースの種類 (URL または Base64) に
は、プロパティ
の値を指定する代替方法があることに注意してく
ださい: (i) [イメージ ソース] プロパティ
を選択し
て、[ページソース] ペインのXPath ツールバーボタンをクリックし、URL または Base64 文字列を評価する
XPath 式を入力します; (ii) URL または Base64 文字列を含むXML ノードを[ページソース] ペインから[イ
メージ] コントロールにドロップします。
メモ:

イメージソースが変更するたびに、(例えばユーザーの選択により)、イメージの[再ロード] アクショ
ンが新しいイメー
ジを表示するために必要になります。

URL を介してイメージファイルを挿入する
ブラウズしてイメージファイルを挿入、またはグローバルリソースから選択します。詳細は、[イメージ ソース] プロパティ
を参
照してく
ださい。URL を使用して挿入する例は、クイックスタートチュートリアルを参照してく
ださい。
デザインファイルで URL をソースにしたイメージを埋め込む
イメージが(Base 64 エンコードイメージとしてではなく
) URL から提供される場合、イメージはデザインファイルに埋め
込まれることができます。[イメージ] コントロールの[イメージを埋め込む] プロパティ
を使用します。このプロパティ
がtrue
と設定される場合、イメージは Base64 エンコードに変換され、デザインファイルに埋め込まれます。

Base 64 エンコード イメージの挿入
イメージがBase64 テキストとしてエンコードされると、XML 要素ノードのテキストコンテンツとして保管されることができま
す。この結果、データ送信しやすく
なり、そのメタデータを簡単に解析および取得することができます。下のリストでは、Base
64 エンコードイメージが<png> 要素のコンテンツです。
<im ages><png>iVBO Rw0KGgoAAAANSUhEU...</png></im ages>

Base 64 エンコードイメージを挿入するには、[イメージ ソース]プロパティ
のXPath 式はイメージのBase 64 エンコー

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

676

デザインオブジェクト/機能

イメージ

ドのテキスト文字列を解決しなければなりません。イメージのBase 64 エンコードを含むXML ノードを[ページソース]
ペイン から[イメージ] コントロールへドロップすることができます。
Base 64 エンコードイメージの使用方法の例に関しては、次のセクショ
ンのBase64 エンコードイメージを参照してく
ださ
い。
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Base64 エンコード イメージ
イメージがBase64 テキストとしてエンコードされる場合、XML 要素ノードのテキストコンテンツとして保管されることができ
ます。下のリストでは、Base 64 エンコードイメージは <png> 要素のコンテンツです。
<im ages><png>iVBO Rw0KGgoAAAANSUhEU...</png></im ages>

Base 64 エンコードイメージを挿入するには、イメージコントロールの[イメージ ソース] プロパティ
のXPath 式がイメージ
のBase64 エンコードテキスト文字列を解決する必要があります。イメージのBase64 エンコード文字列を含むXML ノ
ードを[ページソース] ペインから[イメージコントロール] へドロップすることもできます。下の例は Base64 イメージがデザイ
ンでどのように使用できるかを説明しています。
メモ:

イメージソースが変更するたびに、(例えばユーザーの選択により)、イメージの[再ロード] アクショ
ンが新しいイメー
ジを表示するために必要になります。

ファイルの例: Base64Images.mtd
デザインファイルBase64Images.mtd は マイドキュメント MobileTogether フォルダーにあります:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\Images。 MobileTogether Designer でこのファ
イル
を開く
ことができ、シミュレータ[F5] を実行してデザインの定義を確認することができます。
デザインファイルは、(Tutorials\Images フォルダにも存在する) XML ファイルBase64Images.xml に保管され
る、Base 64 エンコードイメージを使用します。XML ファイルの構造は下のスクリーンショ
ットに表示されています。
images 要素は、5 つの子要素を持ち、各子要素は、Base64 テキスト文字列と
して保管される異なるフォーマットのイ
メージを持ちます。$PERSISTENT ツリーは、一時的なユーザー選択(ComboBoxValue) と選択されたイメージのExif
データが存在する場合そのデータを保存するために使用されます。

デザイン(下のスクリーンショ
ット) には、ページタイトルのラベルと2 つのテーブルがあります。2 番目のテーブルにはラベルと編
集フィ
ールドがあります。

コンボボックスからイメージの種類を選択します (下のシミュレーターを参照)。コンボボックスは (XML ファイルから) 表示す
るBase64 イメージを選択するために使用されています。
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注意する重要な点:
ページのロード時イベントは jpg の値を使用して $PERSISTENT/ComboBoxValue ノードを初期化します。
( [ページソース] ペインからノードコンボボックスにドロップして) コンボボックスをノード$PERSISTENT/
ComboBoxValue に関連付けます。この関連付けは、現在のノードの値がコンボボッ
クスに表示されており、コン

ボボックスの選択が自動的にノードを更新します。
値の簡単なリスト付きコンボボックスのドロップダウンリストが作成されます。
[イメージ] コントロールの[イメージソースの種類] プロパティ
は Base64 に設定されています。
[イメージ] コントロールの[イメージ ソース] プロパティ
は次のXPath 式に設定されています: $XM L1/im ages/
elem ent()[local-nam e() eq $PERSISTENT/Root/Com boBoxValue]。これは、ノード $PERSISTENT/
ComboBoxValue のコンテンツと等しいイメージ要素の子要素を選択します。 つまり、ノードのコンテンツ
に一致する名前を持つ XML ファ
イルのBase 64 エンコードイメージ要素を選択します。
エンドユーザーがコンボボックスからアイテムを選択すると、そのアイテムの値がノード$PERSISTENT/
ComboBoxValue に入力されます。このノードの値は XML ファ
イル内の正確な Base64 イメージ要素を選択
するために使用されます。例えば、png がコンボボックスで選択されている場合、png が$PERSISTENT/
ComboBoxValue ノードの値と
して入力されます。[イメージ ソース] プロパティ
のXPath 式は、XML ファイ
ルのpng 要素を選択し、コンテンツ( Base 64 エンコードPNG イメージ) をイメージとして表示します。

もう一つ重要なアクショ
ンがあります。コンボボックスで新しい値が選択されると、イメージが再ロードされることを指定し
なければなりませんイメージが再ロードされると、$PERSISTENT/ComboBoxValue の値を読み込み、XML
ファイルから対応するイメージを取得します。
2 番目のテーブルの、イメージの種類は XPath 拡張子関数 suggested-image-file-extension を
使用してBase 64 エンコードテキスト文字列 から取得されたものです。この関数は文字列 ( Base64 イメー
ジ) を引数として使用し、ファイル拡張子の情報を文字列から取得します。Base64 文字列に使用可能なファイ
ル拡張子に情報が存在しない場合、空の文字列が返されます。使用されるXPath 式は:
for $k
in suggested-im age-file-extension($XM L1/im ages/elem ent()[local-nam e() eq $PERSISTENT/Root/
Com boBoxValue])
return if ($k != '') then $k else "Data not available"

式は、suggested-image-file-extension 関数により返されたファイル拡張子変数 ($k) を作成しま
す。変数が空でない場合、コンテンツは表示されます。その他の場合は適切なメッセージが表示されます。
次のセクショ
ンエクスチェンジャブルイメージファイルフォーマット(Exif) では、Exif データに関連するデザインの残りの部分
について説明されています。
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エクスチェンジャブル イメージ ファイル フォーマット (Exif)
エクスチェンジャブル イメージ ファイル フォーマット(Exif) は、デジタルカメラとスマートフォンのカメラで使用されるイメージ
フォーマットを定義する基準です。Exif 基準のメタデータのタグは、イメージの日時と位置情報からカメラ設定とイメージ構成
の詳細など広範囲の情報を格納します。Exif イメージがBase64 エンコードに変換されると、イメージのメタデータもまた
Base64 に変換され、使用するために取得することができます。
メモ:

すべてのデジタルカメラまたはスマートフォンがExif データを提供するわけではありません。

MobileTogether Designer の Exif 機能
MobileTogether Designer には次のExif に関連する機能が搭載されています:
[ユーザーがイメージを選択] アクショ
ンは、エンドユーザーのクライアントデバイスでカメラアプリケーショ
ンを開始する
オプショ
ンを提供します。撮影された写真は Base64 エンコードイメージとしてXML ノードに保存されます。カメラ
アプリケーショ
ンがExif フォーマットを使用する場合、もまたBase64 エンコードイメージに保存されます。このデー
タは XML ノードからの即時取得の際に使用することができます。
image-exif-data と
呼ばれるAltova XPath 拡張関数は、takes a Base64-エンコードJPEG イメージ
を引数として取り、文字列内に含まれるExif メタデータを属性の値ペアとして返します (詳細に関しては、
image-exif-data 関数の説明を参照してく
ださい。イメージの次元を検索するには、MobileTogether
XPath 拡張関数 mt-image-width-and height を使用してく
ださい)。
suggested-image-file-extension と
呼ばれるAltova XPath 拡張機能は、Base64 文字列を引
数とし、(jpg png bmp などの) イメージファイルの拡張子を返します。これは、イメージフォーマットを自動的に
検索、修正し、適切なファイル拡張子と共にファイルを保存する際に役に立ちます。
イメージをファイルにロード/
保管アクショ
ンは、Base64 エンコードイメージの(jpg、png、bmp などの) バイナリ
イメージフォーマットでの保存を有効化します。Exif データは Base64 エンコードテキストに保存されます。
下の例はどの様にExif データがBase64 エンコードイメージから取得される、またこのデータがどのようにソリューショ
ンで使
用されるかをかを説明しています。
メモ:

Exif データはイメージがサイズ変更または回転されると失われます。

ファイルの例: Base64Images.mtd
デザインファイルBase64Images.mtd は マイドキュメントMobileTogether フォルダにあります:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\Images。 MobileTogether Designer でファ
イルを
開き、シミュレーター[F5] を実行し、デザインの定義を確認します。デザインのデフォルトのファイルは Exif メタデータ付きの
1 つのイメージを含みます。
基本デザイン
デザインファイルは(チュートリアル フォルダーにも保存されている) XML ファイルBase64Images.xml に保存されて
いる、Base64 エンコードイメージを使用します。XML ファイルの構造は下のスクリーンショ
ットに表示されています。
images 要素は、Base64 テキスト文字列と
して保管されている異なるフォーマットのイメージを持つ6 つの子要素
を持ちます。Exif メタデータ(exif 要素) を持つ1 つのイメージがあります。$PERSISTENT ツリーは、一時的に
ユーザーの選択 (ComboBoxValue) とExif メタデータ(ExifData) を保存するために使用されます。
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デザインのトップの部分 (下のスクリーンショ
ット) にはページタイトルのラベルおよび2 つのテーブルがあります。ページの
この部分のデザインは、前のセクショ
ンBase64 エンコードイメージで説明されています。目的はエンドユーザーがコンボ
ボックスからイメージの種類を選択することです。この選択は、コンボボックスの右のセルに表示されるXML ファイルの
Base64エンコードイメージの選択を決定します。

ユーザーがコンボボックスのexif アイテムを選択すると、XML ファイルのexif 要素のBase64 エンコードイメージ
が表示されます。Exif メタデータは2つのテーブルで表示されています (「
イメージの選択された Exif データ」と「
選
択されたイメージの Exif メタデータ」
; 下のシミュレーターのスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。シミュレーター
では、XML データペインの$PERSISTENT ツリーを展開すると、(下のスクリーンショ
ット参照)、Base64 文字
列から取得されたExif データを確認することができます。 2 つのExif データの表示テーブルは下に説明されていま
す。デザインの他の箇所の詳細に関しては、前のセクショ
ン Base64 エンコードイメージを参照してく
ださい。
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イメージの選択された Exif データ
選択されたExif データは、2 つの列と複数の行からなる静的テーブルとして表示されます (下のスクリーン
ショ
ット)。
最初の列はラベルを含みます; 2 番目の列は、各自が1 つのExif メタデータを返す XPath 式を持つ編集
ボックスを含みます。
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イメージの種類 の情報は、Altova XPath 拡張関数 suggested-image-file-extension を
使用して、Base64 エンコードテキスト文字列から取得することができます。この関数は、文字列
( Base64 イメージ) を引数とし、文字列からファイル拡張の情報を取得します。ファイル拡張の情報が
Base64 文字列に存在しない場合、関数は空の文字列を返します。使用されるXPath 式は次のとおりで
す:
for $k in suggested-im age-file-extension($XM L1/im ages/elem ent()[local-nam e() eq
$PERSISTENT/Root/Com boBoxValue])
return if ($k != '') then $k else "Data not available"

関数が空ではないまたは空の文字列を返すかにより、式が代替の返される文字列を提供します。空ではない
文字列が返されると、文字列が表示されます; 空の文字列が返されると、適切なメッセージが返されます。
( 最初の行以外の) テーブルのその他のXPath 式は、1 つのExif メタデータを得るためにAltova XPath
拡張関数 image-exif-data を使用します。この関数は文字列 (Base64 イメージ) を引数として、
Exif メタデータを持つ属性付き( Exif という名の) 要素ノードを返します。各属性値ペアは 1 つのExif
メタデータタグに相対します。下の式では、image-exif-data 関数は、複数の属性付きExif 要素
を返します。この式から取得するメタデータの情報は、イメージの幅です。この情報は Exif 要素の
@PixelXDimension 属性ノードに保管されています。
for $k in $PERSISTENT/Root/ExifData/Exif
return if ($k/@PixelXDim ension !='') then $k/@PixelXDim ension else "Data not available"

式は Exif/@PixelXDimension ノードが空でないか確認します。空でない場合、文字列が表示されま
す; その他の場合は、適切なメッセージが表示されます。
image-exif-data 関数に関しての詳細は、Altova 拡張機能のセクショ
ンを参照してく
ださい。
テーブル内最後の位置情報 の値に注意してく
ださい。これは、Altova により作成されたExif/
@Geolocation 属性を介して得られたものです。
$PERSISTENT/Root/ExifData ノードは、子ノードをimage-exif-data 関数の結果を含むもの
に追加して、Exif データと共に作成されます。これは、表示するイメージを選択するコンボボックスの[ノードの
追加] アクショ
ンを指定することにより行われます。(下のスクリーンショ
ット参照)。アクショ
ンはコンボボックス
の編集の終了時 イベントによりトリガーされます。

以下の点に注意してく
ださい:
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(i) [ノードの追加] アクショ
ンのXPath ロケーター式は、$PERSISTENT/Root/Com boBoxValue 内の文
字列と同じ名前のXML ファイル内のノードをロケートします。
(ii) $PERSISTENT/Root/ExifData ノードは、(Exif ノード内の) Exif データがExifData に追
加される前に削除されます。
(iii) $PERSISTENT ツリー内のExif ノードを削除するページアクショ
ンが設定されます。これにより、初期
のイメージ(jpg) とExifData 内の古いExif データの間の不調和を避けることができます。

イメージのすべての Exif データ
繰り返し行のあるテーブル(左下のデザインのスクリーンショ
ット; 右下のシミュレーター ビュー) は、
image-exif-data 関数から返されたすべての属性値ペアを表示するために使用されています。
繰り返し行はimage-exif-data 関数より返されたExif 要素ノードすべての属性を選択するXPath
式と共に指定されます:
$PERSISTENT/Root/ExifData/Exif/@*

テーブルの最初の列は、現在の属性のインデックスの位置を含みます: index-of(../@*/nam e(),./nam e() )
2 番目の列は現在の属性の名前を含みます: nam e(.)
3 番目の列は現在の属性の値を含みます: current()
すべてのイメージが同じExif メタデータを持つわけではありません。メタデータの一部は、不完全な場合があり
ます; 他の場合、追加
メタデータがある可能性もあります; また他の場合、メタデータは基準外の、ベンダ固有のタグにタグ付けされて
いる場合もあります。結果的には、使用可能な メタデータと、どの属性名の下で使用可能かを確認すること
は重要です。この情報をもって特定の属性の値を取得することができます。
返された属性の名前を把握すると、以下のようにimage-exif-data 関数を使用して値にアクセスするこ
とができます: image-exif-data(Base64String)/@WantedAttribute。関数は Exif 要素
を返すことに注意してく
ださい。

Exif データを使用して $PERSISTENT ツリーを作成する
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image-exif-data 関数により
返されたすべての属性値ペアを一覧することはとても役に立ちます。属性値ペ
アを表示するには、この出力を手軽に一時的 $PERSISTENT ツリーに保管することができます。
デザインの例では、$PERSISTENT/Root/ExifData ノードが、子ノードを、image-exif-data 関数の
結果を含むExifData ノードに追加することにより、Exif データと共に作成されています。

これは、表示するイメージを選択するコンボボックスのを[ノードの追加] アクショ
ンを指定しておこないます(下のスク
リーンショ
ット参照)。[ノードの追加] アクショ
ンはコンボボックスの編集の終了時 イベントによりトリガーされます。

[ノードの追加] アクショ
ン のXPath ロケーター式は、$PERSISTENT/Root/Com boBoxValue の文字列と同じ
名前を持つXML ファイルのノードをロケートします。
$PERSISTENT/Root/ExifData ノードは、image-exif-data 関数から返されたExif データが
ExifData ノードに追加される前に、から削除されます。
返される属性の名前を把握することにより、以下のような image-exif-data 関数を使用して属性の値にアク
セスすることができます: image-exif-data(Base64String)/@WantedAttribute。 関数は Exif
要素を返すことに注意してく
ださい。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

デザインオブジェクト/機能

イメージ

685

エンドユーザーにより選択されたイメージ
[ユーザーがイメージを選択] アクショ
ンでは、エンドユーザーがデータソースにイメージを保存することを選択することのできるソ
リューショ
ンをデザインすることができます。エンドユーザーが選択するイメージは既にギャラリー(フォルダ) に存在するイメージま
たは、モバイルデバイスのカメラアプリケーショ
ンを使用してユーザーが撮るイメージです。後者の場合、[ユーザーがイメージを
選択] アクショ
ンによりカメラアプリケーショ
ンが自動的に開かれ、にユーザーが撮ったイメージを指定されたデータソースノード
保存します。(ギャラリーとカメラ) 両方の場合ともイメージは XML ノードにBase64 エンコードイメージとして追加されま
す。
2 番目のアクショ
ン[イメージをファイルに保存] は、データソースノードのイメージをイメージファイルに(適切なイメージファイ
ル拡張子と共に) 保存します。
ファイルの例 UserSelectedImages.mtd には、モバイルデバイスのギャラリーからエンドユーザーがイメージを選択するこ
とのできるデザインがあります。このイメージは、データソースのXML ノードに、Base64 エンコード文字列として自動的に
保存されます。Base64 エンコードイメージは、イメージとして、デザイナーにより選択された、(また、デザインにより定義され
た)場所に自動的に保存されます。
メモ:

イデザインでイメージが表示される場合、メージソースが変更するたびに、(例えばユーザーの選択により)、イメージ
の[再ロード] アクショ
ンが新しいイメージを表示するために必要になります。

ファイルの例: UserSelectedImages.mtd
デザインファイルUserSelectedmages.mtd は、マイドキュメント MobileTogether フォルダーにあります:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\。MobileTogether Designer でファ
イルを開き、シミュ
レーター[F5] を実行し、デザインの定義を確認します。以下を行ってく
ださい:
このフォルダーはユーザーが選択するイメージが保存される場所とデザインで定義されているため、フォルダーC:
\MobileTogether\UserSelectedImages を作成します。または、他の場所をイメージのクリック時 イベン
トのイメージをファイルにロード/
保管アクショ
ンアクショ
ンの保存場所として定義することもできます。
MobileTogether Server 設定ページで、サーバー側ソリューショ
ン作業ディレクトリ をデザインのデフォルト
ファイルUserSelectedImages.xml の祖先ディ
レクトリとして設定します。これにより、デフォルトファイルがイ
メージのクリック時 イベントの[ファ
イルへ保存] アクショ
ンがトリガーされると更新されます。作業ディ
レクトリがデザイン
で参照されるすべてのファイルのベースとなるため、作業ディ
レクトリをC:\MobileTogether と設定し、デフォル
トファイルを保存することを奨励します。このような方法で、イメージフォルダーとデフォルトフォルダーがC:
\MobileTogether の同じベースURI で相対します。
デザインは、(チュートリアル フォルダーにもある) UserSelectedImages.xml と呼ばれるXML ファイルの単一のデータ
ソースがあります。XML ドキュメントの構成は、下のスクリーンショ
ットに表示されています。 images 要素は、複数の
image 子要素をもつこと
ができます。各、image 要素は、id 属性を持ち、image 要素のコンテンツは、ユーザーによ
り選択されるイメージのBase64 エンコードとなります。ユーザーにより選択されたすべての新しいイメージは、自動的に
image 要素に追加されます。
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ノード$PERSISTENT/Root/@ImagePath は、イメージが保存されるフォルダーのパスを保管するために作成されます
(下のスクリーンショ
ット参照)。C:\MobileTogether\UserSelectedImages\ のデフォルトの値として設定され
ています。イメージが保存されるフォルダーの場所を変更する場合、パスを直接デザイン内のページソースペインで変更する事
ができます: ダブルクリックし、名前を与え編集してく
ださい。

デザイン(左下のスクリーンショ
ット) は、ページタイトルを表示するラベルと動的 テーブルにより構成されています。動的な
テーブルには、ノード$XML1/images/image に関連したヘッダー行と繰り返し行があります。これは、image 各要素
に対し行が繰り返されることを意味します。また、各 image 要素が自身の行に作成されることを意味します。右下のスクリ
ーンショ
ットは、シミュレータで実行されたソリューショ
ンを表示します。説明は下に述べられています。
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デザインに関して以下の点に注意してく
ださい:
動的テーブルには (テーブルのコンテキストメニューで追加することのできる) [追加/
削除] ボタンがあります。これによ
りユーザーは、新しいimage-行を追加し、image-行を削除することができます。
各 image-行には 4 つの列があります: ID; Image Type; Image Preview; および保存されたイメージファ
イル (の名前)。
新しいimage-行が追加されると、イメージのプレースホルダが作成されクリックすることができます(右上のスクリーン
ショ
ット参照)。
イメージのプレースホルダがクリックされると、@id 属性をimage 要素に追加することができます。
@id 属性の値は、既存のイメージID より1 つ大きく
計算されます。これにより各 ID 値の一意性を保つことがで
きます。これにより、各 ID 値の一意性が保障されます。前にimage 要素が存在しない場合、追加されるイメ
ージは、最初のimage 要素となり、1 の値が要素の@id 属性に割り当てられます。XPath 式 は、コンテキス
トノードとして、image 要素とともに定義されます : attribute id {if (exists(preceding-sibling::im age)) then
m ax(preceding-sibling::im age/@id) + 1 else 1}.
XPath 式は、コンテキストノード m ax(preceding-sibling::im age/@id) + 1 としてのimage 要素とともに定義さ
れます。
ID 列は、$XML1/images/image/@id ノードと関連する[ラベル] コントロールを持ちます。(ノードをコントロ
ールにドロップすることで作成された) この関連は、現在の行のID セルの現在のimage 要素の@id 属性の値
を表示する効果をもちます。
イメージの種類の列 にはテキスト文字列からファイルタイプの情報を取得するXPath 式付き[編集フィ
ールド] コ
ントロールがあります。XPath 式は、現在のノード(現在のimage 要素) を関数 suggested-imagefile-extension の引数と
して提出します。 関数は、ファイルタイプの情報のBase64 エンコード文字列を
解析し、ファイルの拡張子を文字列として返します。
Image Preview 列は、[イメージ] コントロールを含みます。コントロールには、[イメージソースの種類] プロパティ
があり、base64 に設定されています。[イメージ ソース] プロパティ
は XPath 式 current()に設定されていま
す。現在のimage 要素は現在のノードです。イメージソースの種類 の設定は、イメージ要素のコンテンツが(URL
ではなく
) Base64 テキストとして読み込まれるかを決定します。
[イメージ] コントロールには、イメージのクリック時 イベントのために定義された複数のアクショ
ンがあります
4 番目の列のSaved イメージファイル は、ディ
スクに保存されたイメージファイルに名前を与えます。Altova
XPath 拡張子関数 suggested-image-file-extension を使用して、イメージファイル拡張子を与え
ます。

イメージのクリック時 イベントのアクション
[イメージ] コントロールのイメージのクリック時 イベントは、下のスクリーンショ
ットに表示されるアクショ
ンに割り当てら
れました。
(C) 2018 Altova GmbH
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現在のノード(image 要素) を指定するIf 条件が空の場合、イメージがクリックされると、新しいid 属性が作
成され、現在空のimage 要素の子として追加されます。(ユーザーがテーブル行を追加すると空のimage 要素
が追加されます。(上のシミュレーターのスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。) id 属性は XPath 式を介して
値を計算することを割り当てられます: if (exists(preceding-sibling::im age)) then m ax(precedingsibling::im age/@id) + 1 else 1. この式は、既存のイメージID より
も1 つ大きい値を返し、各 ID 値の一意性を
保ちます。イメージが存在しない場合、新しく
追加されたイメージには 1 のID 値のが与えられます。
[ユーザーがイメージを選択] アクショ
ンは、モバイルデバイスのフォルダー(ギャラリー) からイメージが選択されることを
指定します。これにより、ユーザーは、イメージがクリックされるとイメージを参照することができます。アクショ
ンのターゲッ
トノードは Base64 エンコードイメージが保存される場所です。例では、ターゲットノードは、Image 要素である現
在のノードです。
[ユーザーがイメージを選択] アクショ
ンには 3 つの条件があります:OK 時 、キャンセル時、および エラー時。これらにつ
いては下で個別に説明されています。

OK 時: イメージの再ロード + イメージをロード、ファイルに保存 + ファイルに保存
OK 時 の条件は、指定されたデータソースノードへのイメージのインポートに成功すると
3つのアクショ
ンを実行しま

す (下のスクリーンショ
ット参照): (i) イメージの[再ロード] アクショ
ン; (ii) データソースノードからイメージファイル
へイメージを保存する[ファイルにイメージを保存] アクショ
ン; (iii) ソースツリー(クライアント/
サーバー上) のデータを
データソースファイルに保存する[ファイルに保存] アクショ
ン。

[再ロード] アクショ
ンは、[イメージ] コントロールのために設定されます。これにより、[イメージ] コントロールのイメー
ジソースプロパティ
で指定されたイメージが再ロードされます。イメージ ソース プロパティ
の値は、現在のノードに設
定されているため、また、現在のノードは、ユーザのにより選択されたイメージのターゲットノードであるImage 要素
であるため、現在の行のためのイメージのプレビューのセルは、ユーザーのイメージと共に再ロードされます。
[イメージをファイルに保存] アクショ
ン(下のスクリーンショ
ット) は、データソースノードのイメージをイメージファイル
に保存します。ソースノードは (image 要素である) 現在のノードに設定されています。バイナリイメージファイ
ルはこのノードのBase64 データから生成されます。
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設定オプショ
ンは、バイナリのイメージファイルが保存される場所を指定します。XPath 式は、イメージが保存される
場所とイメージのファイル名を生成します。イメージフォルダーへのパスを持つ$PERSISTENT ツリー内のノードを指
定します。@id 属性はファイル名を与え、Altova XPath 拡張関数 suggested-image-fileextension は、ファ
イルの拡張子を与えます。
[ファイルに保存] アクショ
ン は、サーバー上のデータソースツリーのデータを指定されたデータソースファイルに保存
します。

キャンセル時: ノードの削除
ユーザーがイメージの選択プロセスをキャンセルする場合、@id ノードは[ノードの削除] アクショ
ンから削除されます。注意 :
@id ノードは、(イメージのプレースホルダをクリ
ックすることにより) イメージ選択プロセスが開始されると作成されます (上
の"
ファイルの例"のセクショ
ンを参照してく
ださい)

エラー時: メッセージボックス + ノードの削除
指定されたXML ノードに、イメージをBase64 データとしてインポート中にエラーが発生した場合、エラー時 条件式に定
義されたアクショ
ンが実行されます。エラーメッセージが表示され、@id ノードが削除されます。@id ノードは、イメージの選
択プロセスが開始されると作成されます (上の"
ファイルの例"のセクショ
ンを参照してく
ださい)。
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イメージの変換
Base64 エンコードイメージは、Altova XPath 拡張機能 mt-transform-image により変換 (サイズ変更、回
転、画質/
ファイルのサイズに合わせて変更) されることができます:
mt-transform-image(Base64Image as Base64BinaryString, Size as item()+,
Rotation as xs:integer, Quality as xs:integer) as Base64BinaryString

関数は Base64 エンコードイメージ を最初の引数として返し、変換された Base64 エンコードイメー
ジを返します。第 2 、第 3 、第 4 引数は変換されたイメージパラメータです: サイズ、回転、画質。関
数と使用法の例の詳細に関しては、XPath/ XQuery 関数: イメージに関連したのセクションを参照し
てください。
以下の点に注意してく
ださい:
変換の入力イメージは Base64 エンコードイメージであり?イメージファイルではありません。
Base64 エンコードのExif データは、変換されたイメージ内で失われます。
クライアントで変換が行われた場合、クライアントでメモリの問題が生じるかもしれません。以下を参照してく
ださい。

クライアントまたはサーバーに対しての変換
明確に指定されていない場合、関数 mt-transform-image はクライアントに対して実行されます。これはクラ
イアントの一部でメモリに関する問題を起こす可能性があります。変換が開始されると、イメージが Base64 エンコ
ードから、大きく
なる可能性のあるBMP フォーマットへとアンパックされます。変換が終了すると、変換されたファイル
は元のフォーマットで保管されます。大きな BMP フォーマットは、クライアントの一部でメモリに関する問題を起こす
可能性があり、この点に注意する必要があります。
クライアント上でメモリに関する問題を回避するため、明示的に変換をサーバーで実行するように指定します。アク
ショ
ンに対して実行を使用して実行し、サーバーで子アクショ
ンが実行されるように指定します。このアクショ
ンに対し
て実行 のすべての子アクショ
ンはサーバーで実行されるようになります。ノードの更新 などのアクショ
ンを使用して変
換の結果と共にノードの更新を行うことができます。変換されたイメージと共にターゲットノードが更新されます。アク
ショ
ンの処理が完了、またはワークフローがクライアントに切り返されるとMobileTogether はクライアントの結果を
自動的に送信します。
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データベースのイメージ
データベースのイメージは、バイナリデータがエンコードされることができるテキストフォーマットである、Base64 フォーマットで保
管することができます。
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オーディオ、ビデオ

オーディオ、ビデオ

このセクショ
ンはMobileTogether のオーディ
オとビデオ機能の概要について説明します。このセクショ
ンは以下のセクショ
ンか
ら構成されています:
オーディ
オの再生
オーディ
オの録音
ビデオの再生
オーディ
オ/
ビデオのフォーマット
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オーディオの再生
MobileTogether のオーディ
オの再生機能を使用することにより、(クライアント上で使用できる)定義済みのオーディ
オサウン
ド、または、モバイルデバイス、または、遠隔の場所にあるオーディ
オファイルを再生することができます。 オーディ
オは5つのチャ
ンネル(1 から5)で再生することができます。各オーディ
オアクショ
ンは、1つの特定のチャンネルのために定義されています。で
すから、例えば、次のアクショ
ンのシーケンスを定義することができます
オーディ
オの再生は、オーディ
オ(再生) アクショ
ンにより管理することができます。各オーディ
オアクショ
ンは以下のうちの1つを
定義することができます: (i) 特定のチャンネルの特定のファイルを再生する(下のスクリーンショ
ット参照)、(ii) 特定のチャ
ンネルの再生を一時停止する、(iii) 特定のチャンネルの再生を再開する、(iv) 特定のチャンネルの再生を停止する、およ
び(v) 特定のチャンネルのオーディ
オファイルの再生内の特定の場所にジャンプする。詳細に関しては、オーディ
オアクショ
ンの
詳細を参照してく
ださい。通常、オーディ
オアクショ
ンは、ボタンクリックなどのコントロールイベントで定義されます。イベントは関
連したオーディ
オアクショ
ンをトリガーします。

オーディ
オの再生 機能は以下のように動作します:
オーディ
オの開始アクショ
ンがトリガーされると、選択された定義済みのサウンド、または、オーディ
オファイルが指定さ
れたチャンネルで再生されます。
(クライアントデバイスで使用することができる) 次の定義済みのサウンドから選択することができます :
ClickOffOn, ClickOnOff, Ding, DingDong, ErrorDeepBuzz, ErrorWhoops, Goodbye,
KeyClickTick, KeyClickTock, MessageBounce, MessageXylophone, WhooshDeep,
WhooshExhale, WhooshLong, WhooshQuick, WhooshQuicker

アクショ
ン内で名前の付けられたオーディ
オファイルが、クライアント上に存在する場合、指定されたチャンネルで再生
されます。ファイルが遠隔のサーバーにファイルが存在する場合、ファイルはクライアントにダウンロードされます。ローカ
ルキャッシュファイルが設定内で指定されている場合、ダウンロードされたデータはローカルファイルに保存されます。
指定されたキャッシュファイルが既存の場合、キャッシュファイルが再生され、ダウンロードはおこなわれません。
MIDI ファイルの再生は、Web ブラウザー以外のすべてのクライアントデバイスでサポートされています。iOS デバイ
スでは、MIDI ファイルの再生は、サウンドバンクファイルを必要とします。このファイルのロケーショ
ンは開始アクショ
ン
内に入力されなければなりません(上のスクリーンショ
ットを参照)。
開始アクショ
ンでは、オーディ
オファイル全体が再生されるか、または、一部分のみが再生されるかを指定することがで
きます。セグメントは開始と終了時間により定義されます (上のスクリーンショ
ットを参照)。
各開始アクショ
ンは 1 から5 の番号を付けられているチャンネルに割り当てられています。ですから、同時に5つのオ
ーディ
オストリームを実行することができます。各オーディ
オアクショ
ンは特定のチャンネルのために定義されており、アク
ショ
ンの設定はそのチャンネルに適用されます。
一時停止、再開、および停止アクショ
ンは簡単なアクショ
ンで、ボタンなどのコントロールで通常定義されます。これら
のアクショ
ンのそれぞれは特定のチャンネルのために定義されます。特定のチャンネルで再生されているオーディ
オファイ
ルのためのアクショ
ンを実行します。
シークアクショ
ンは指定されるチャンネルで再生されているオーディ
オファイルに適用され、ファイル内の特定のポジショ
ン
に移動することができます。
メモ:

オーディ
オストリームがソリューショ
ンが中断されている場合に再生されている場合、再生は一時停止されます。再生
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はソリューショ
ンが再開されると継続されます。
メモ:

Windows Phone では、マルチチャンネルのオーディ
オおよびビデオの再生はサポートされていません。1つのオーディ
オまたはビデオファイルのみ1度の再生することが可能です。これは最後に再生されたファイルを意味します。

メモ:

オーディ
オ/
ビデオファイルは、MobileTogether Designer プロジェクトのサーバーメカニズムにデプロイを使用して
MobileTogether Server にデプロイすることはできません。しかしながら、URL を使用してストリームすることは
できませんが、サーバーに手動でオーディ
オ/
ビデオファイルをコピーすることができます。MobileTogether Server
に存在する、オーディ
オ/
ビデオファイルをストリームするには、以下を行います : (i) バイナリのロードアクショ
ンを使用
して、バイナリのオーディ
オ/
ビデオデータをデータソースノードにロードします。(ii) バイナリの保存 アクショ
ンを使用し
て、このノード内のデータをクライアント上のファイルに保存します。(iii) オーディ
オ/
ビデオの再生アクショ
ンを使用し
て、クライアントデバイス上に保存されたファイルを再生します。または、オーディ
オ/
ビデオファイルを
MobileTogether Server に保存する代わりにWeb サーバーに保存し、URL を使用して、Web サーバー
からオーディ
オ/
ビデオファイルをストリームします。

オーディオの再生イベント
オーディ
オの再生イベントはプロジェクト全体のために定義することができます。3つの定義済みのオーディ
オの再生イベント
(下のリスト)が存在します。MobileTogether の使用することのアクショ
ンはこれらのイベントのために定義することができま
す。これらのイベントアクショ
ンが定義されるダイアログにアクセスするには、オーディオアクション のプロジェクトプロパティ
の追加
ダイアログボタンをクリックします。これらの各イベントはプロジェクト全体に適用することができ、各イベントはチャンネルのオー
ディ
オによりトリガーされることができます。$MT_AudioChannel 動的な変数はイベントによりトリガーされたチャンネルを
含んでいます。例えば、ユーザーがチャンネル２で実行されるオーディ
オファイルを再生すると、オーディオの開始時 イベントアク
ショ
ンのXPath 式内の$MT_AudioChannel 変数を使用することができます。アクショ
ンは、例えば、チャンネル2で実
行されているオーディ
オファイルについての情報を表示することができます。
ビデオの開始時: イベントが発生する前に(すなわち、ビデオの再生が開始する前に)、ビデオファ
イルの詳細を使用

することはできない場合は、ビデオの高さ、幅、時間、および現在の位置を取得する関数を呼び出してはなりません
(下を参照) 。この時点では、mt-audio-is-playing 関数が有効な情報を返します。このイベントは、例え
ば、( ノードの更新アクショ
ンなどを仕使用して)ビデオの再生の再生をXML ツリーノードにログするために使用で
きます。
ビデオのエラー時: 可能性のあるエラー: ファ
イルが見つからないエラー、ファイルフォーマットのエラー、またはダウンロー
ド/
再生の中断エラーなど。MobileTogether XPath 実行関数 mt-external-error を使用してエラーに
関する情報を取得することができます。アクショ
ンがイベントのために定義されている場合、これらのアクショ
ンは実行さ
れます。それ以外の場合は、エラーはメッセージボックスに表示されます。
ビデオの完了時: ビデオの再生は(停止アクショ
ンが実行されることなく
)ファイルまたは指定されてセグメントの再生が
最後に到達すると完了したものと考えられます。これらのアクショ
ンはビデオが中断(プロジェクトプロパティ他のソリュ
ーショ
ンに切り替える)または一時停止されると実行されません。

オーディオの再生に関連した MobileTogether XPath 拡張関数
以下のオーディ
オの再生に関連したMobileTogether XPath 拡張関数 を使用することができます:
mt-audio-get-current-position( ChannelNumber をxs:integer と
して) を
xs:decimalと
して
mt-audio-get-duration( ChannelNumber をxs:integer と
して) をxs:decimalとして
mt-audio-is-playing( ChannelNumber をxs:integer と
して) をxs:boolean として

XPath 式内のこれらの関数をデザイン内で使用することができます。例えば、オーディ
オの再生のポジショ
ンを秒数でユーザ
ーに表示するなど。オーディ
オの再生が開始する前は、オーディ
オファイルの詳細を確認することができません。この結果、ファ
イルの長さ、また、現在の再生箇所に関する情報を確認することができません。関連する機能は再生が開始してからのみ使
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用してく
ださい。
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オーディオの録音
MobileTogether のオーディ
オの録音機能を使用することにより、クライアントデバイスのオーディ
オの録音アプリからオーディ
オ
が録音されクライアントデバイス上のファイルに保存されることができます。
オーディ
オの録音は、オーディ
オの録音 (開始) アクショ
ンを使用して開始され、オーディ
オの録音 (停止) アクショ
ンを使
用して停止されます(下のスクリーンショ
ット参照) 。詳細に関しては、 オーディ
オの録音アクショ
ンの詳細 を参照してく
ださ
い。通常各オーディ
オの録音アクショ
ンは、ボタンクリックなどのコントロールイベントに割り当てられます。イベントが発生する
と、オーディ
オの録音アクショ
ンがトリガーされます。例えば、1つのボタンが録音の開始に使用され、他のボタンが録音の停止
に使用されます。エンドユーザーが録音が開始されたページから移動した場合、または、ソリューショ
ンが中断された場合オー
ディ
オの録音は停止されます。

オーディ
オの録音機能は、以下のように動作します:
オーディ
オの録音の開始 アクショ
ンがトリガーされると、デバイスの録音アプリが開始され、アクショ
ン内のファイル名に
オーディ
オの録音が開始されます (上のスクリーンショ
ット参照)。このファイルはクライアントデバイス上に存在する必
要があります。
各オペレーティ
ングシステムのために使用するエンコーダー(コーデック) を指定することができます。この設定を空白に
すると、各デバイスのデフォルトのコーデックが使用されます。Android システムに対しては、録音されるファイルの
ファイルフォーマットを指定することができます。
録音されるファイルの録音時間の長さとファイルサイズを指定することができます。これらの制限のうちの1つに到達す
ると、録音は停止され、完了したものと解釈されます。
録音のサンプリング速度とエンコードビット速度を指定することができます。これらの設定を空白にすると、デフォルト設
定の録音コーデックが使用されます。ユーザー自身の設定を指定する場合は、オーディ
オのエンコード基準またはエ
ンコーダー仕様を確認してから行ってく
ださい。
オーディ
オの録音の停止アクショ
ンはそのページで開始されたオーディ
オの録音アクショ
ンを停止します。
メモ:

オーディ
オの録音中にエンドユーザーがページを移動すると、または、ソリューショ
ンが中断される場合、録音は停止
されます。2番目の録音アクショ
ンが最初のアクショ
ンの実行中に開始されると、最初の録音アクショ
ンは停止されま
す。これは、最初の録音アクショ
ンが中断されたものとして解釈されるためです。

メモ:

特にiOS デバイスでの再生の状態に影響をもたらすため、オーディ
オは、オーディ
オまたはビデオの再生中に録音す
ることを控えてく
ださい。

オーディオの録音イベント
オーディ
オの録音は各ページで定義されます。以下の2つのイベントを使用することができます: オーディオの録音エラー時 と
オーディオの録音の完了時 。これらのイベントのために定義されたアクショ
ンは、ページのすべてのオーディオの録音に適用
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されます。これらのイベントは(i) オーディ
オの録音 アクショ
ンプロパティの追加ダイアログボタンをクリック、または (ii) デザイ
ンを右クリックして、ページオーディオのアクションを選択することで実行することができます。各イベントのために、実行される
アクショ
ンを左側のアクショ
ンペインからイベントタブにドラッグアンドドロップすることにより定義することができます。
オーディオの録音エラー時: 可能なエラーは以下の通り
です: ファイルの不足、ファイルフォーマットエラー、録音の中
断など。MobileTogether XPath 拡張関数 mt-external-error を使用してエラーに関する情報を取

得することができます。イベントのためにアクショ
ンが定義されている場合、これらのアクショ
ンが実行されます。それ以
外の場合はエラーがメッセージボックスに表示されます。
オーディオの録音の完了時: オーディ
オの録音はファイルのサイズの最大値 (ファイルサイズの最大値)、または録音
時間の最大値(録音時間の最大値)に到達すると終了します (上のスクリーンショ
ットを参照)。

オーディオの録音に関連した MobileTogether XPath 拡張関数
次のオーディ
オの録音に関連したMobileTogether XPath 拡張関数 を使用することができます:
mt-audio-is-recording() をxs:boolean と
して

XPath 式内のこの関数を使用することができます。例えば、アクショ
ンが現在録音中かどうかの条件に従い処理を指定する
ことができます。
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読み上げ
読み上げ機能は、テキスト文字列をオーディ
オに変換し、再生します。再生するテキスト文字列は、読み上げアクショ
ン
の開始設定でXPath 式を使用して、直接指定することができます(下のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい) 。デバイ
スの言語の設定をーオーバーライドするために使用することができます。詳細に関しては、次を参照してく
ださい読み上げア
クショ
ン。

アクショ
ンの停止モードは実行されると、現在再生されている読み上げを停止します。
メモ:

読み上げの再生は、モバイルデバイスのみで使用でき、MobileTogether Designer ではシミュレートすることはで
きません。

読み上げイベント
プロジェクトプロパティ
の読み上げアクショ
ンは次のイベント上で設定されるアクショ
ンを有効化します: 読み上げの開始時、
読み上げのエラー発生時、読み上げの完了時。これらのイベントはイベントがトリガーされるとこれらの箇所で取られる更なる
アクショ
ンを有効化します。

読み上げに関連する XPath
次の読み上げに関連したMobileTogether XPath 拡張関数 を使用することができます:
mt-text-to-speech-is-language-available(language) をxs:boolean と
して
mt-text-to-speech-is-speaking() をxs:boolean と
して

XPath 式内でこれらの関数を使用して、定義される条件が満たされているかをテストします。デザインにより取られるアクショ
ンは、ですから、これらの環境変数により条件付けられる必要があります。
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ビデオの再生
MobileTogether のビデオの再生機能は、(i) リモートビデオファイルをクライアントデバイスにダウンロードし、(ii) 再生する
ことを有効化します。ビデオの再生は以下の2つのステップで定義することができます:
1. ビデオコントロールはページ上の確認ウィ
ンドウをセットするため、および、ダウンロードするビデオのURL を指定する
ために使用されます。詳細に関してはビデオコントロールのを参照してく
ださい。
2. ビデオアクショ
ンは以下の実行される再生アクショ
ンを指定します : ビデオの開始、一時停止、再開、停止、シ
ーク(ジャンプ) 。

ビデオウィンドウとビデオファイルの設定
ページに複数のビデオコントロールを挿入することができます。各 ビデオコントロールは、名前で識別され、URL を使用し
てビデオソースを割り当てられます。ビデオコントロールの名前は、ビデオアクショ
ンでビデオコントロールが実行されるアクショ
ン
使用されます。
次のビデオコントロールプロパティ
はコントロールの主な属性を定義するために使用されます:
ロード時に再生: ページがロードされると
すぐにビデオが再生されるかを指定します。再生が後に再生される場合、ビ

デオの開始アクショ
ン(例えば、ボタン)を使用します。
ビデオソース: 再生するリ
モートまたはローカルのファイルを指定します。
キャッシュされたビデオソース: キャッ
シュされたビデオファイルが保存されるクライアントデバイス上のURL です。この
場所にキャッシュファイルが存在しない場合、ビデオソースファイルが再生のためにダウンロードされると作成されます。
キャッシュファイルが既存の場合は、キャッシュファイルが再生されると、新規のダウンロードは行われません。
コントロールの表示: コントロール内でビデオの再生ボタンが表示されるかを決定します。これはエンドユーザーが再生
アクショ
ンを管理することを許可します。例えば、ビデオの開始、一時停止、再生、および停止など。このプロパティ
がfalse に設定されていると、再生アクショ
ンはビデオアクショ
ンを使用して提供されます。Windows Phone
ではビデオコントロールボタンはサポートされていないことに注意してく
ださい。
初期の幅: コントロールの初期の幅を設定します。ビデオが開始すると
、コントロールはコントロールのコントロールの
幅 プロパティ
がwrap_content に設定されていると実際の幅を調節します。コントロールの幅 プロパティ
が
fill_parent に設定されていると
、(親の) 幅が使用され高さのみが調節されます。
初期の高さ: コントロールの初期の高さを設定します。ビデオが開始すると
、コントロールは実際の高さに高さを調
整します。
メモ:

Windows Phone では、マルチチャンネルのオーディ
オおよびビデオの再生はサポートされていません。1つのオーディ
オまたはビデオファイルのみ1度の再生することが可能です。これは最後に再生されたファイルを意味します。

メモ:

オーディ
オ/
ビデオファイルは、MobileTogether Designer プロジェクトのサーバーメカニズムにデプロイを使用して
MobileTogether Server にデプロイすることはできません。しかしながら、URL を使用してストリームすることは
できませんが、サーバーに手動でオーディ
オ/
ビデオファイルをコピーすることができます。MobileTogether Server
に存在する、オーディ
オ/
ビデオファイルをストリームするには、以下を行います : (i) バイナリのロードアクショ
ンを使用
して、バイナリのオーディ
オ/
ビデオデータをデータソースノードにロードします。(ii) バイナリの保存 アクショ
ンを使用し
て、このノード内のデータをクライアント上のファイルに保存します。(iii) オーディ
オ/
ビデオの再生アクショ
ンを使用し
て、クライアントデバイス上に保存されたファイルを再生します。または、オーディ
オ/
ビデオファイルを
MobileTogether Server に保存する代わりにWeb サーバーに保存し、URL を使用して、Web サーバー
からオーディ
オ/
ビデオファイルをストリームします。

ビデオの再生アクション
各 ビデオアクショ
ン(下のスクリーンショ
ット): (i) ビデオコントロール名を使用して適用されるビデオコントロールを識別しま
す、(ii) コントロールに関連したビデオファイルで実行されるアクショ
ンを指定します。これらは次のアクショ
ンです: ビデオの開
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始、一時停止、再開、停止、シーク(ジャンプ) 。ビデオアクショ
ンはファイル全体の代わりに再生される特定のファイルの
セグメントを指定することを許可します。詳細に関しては、ビデオアクショ
ンの詳細を参照してく
ださい。

メモ:

ソリューショ
ンが中断された場合 にビデオストリームが再生されている場合、再生は一時停止されます。ソリューショ
ンが再開すると再生が継続されます。

ビデオの再生イベント
ビデオの再生イベントは、各ビデオコントロールで定義され、ビデオコントロールに適用されます。これらのイベントは(右クリック
して開く
ことのできる) コントロールのコンテキストメニュー、または、ビデオコントロールのコントロールアクションプロパティ
を使用し
てアクセスすることができます。各イベントのために、実行されるアクショ
ンを左側のアクショ
ンペインからイベントタブにドラッグア
ンドドロップすることにより定義することができます。

ビデオの開始時: イベントが発生する前に(すなわち、ビデオの再生が開始する前に)、ビデオファ
イルの詳細を使用

することはできない場合は、ビデオの高さ、幅、時間、および現在の位置を取得する関数を呼び出してはなりません
(下を参照) 。この時点では、mt-video-is-playing 関数が有効な情報を返します。このイベントは、例え
ば、( ノードの更新アクショ
ンなどを仕使用して)ビデオの再生の再生をXML ツリーノードにログするために使用で
きます。
ビデオのエラー時: 可能性のあるエラー: ファ
イルが見つからないエラー、ファイルフォーマットのエラー、またはダウンロー
ド/
再生の中断エラーなど。MobileTogether XPath 実行関数 mt-external-error を使用してエラーに
関する情報を取得することができます。アクショ
ンがイベントのために定義されている場合、これらのアクショ
ンは実行さ
れます。それ以外の場合は、エラーはメッセージボックスに表示されます。
ビデオの完了時: ビデオの再生は(停止アクショ
ンが実行されることなく
)ファイルまたは指定されてセグメントの再生が
最後に到達すると完了したものと考えられます。これらのアクショ
ンはビデオが中断(プロジェクトプロパティ他のソリュ
ーショ
ンに切り替える)または一時停止されると実行されません。

ビデオに関連した MobileTogether XPath 拡張関数
次のビデオに関連したMobileTogether XPath 拡張関数 を使用することができます:
mt-video-get-current-position( VideoControlName をxs:string と
して) を
xs:decimal と
して
mt-video-get-duration( VideoControlName をxs:string と
して) をxs:decimal として
mt-video-height( VideoControlName をxs:stringと
して ) をxs:integer として
mt-video-width( VideoControlName をxs:string と
して) をxs:integer として
mt-video-is-playing( VideoControlName をxs:string と
して) をxs:boolean として

XPath 式内のこれらの関数を使用することができます。例えば、ビデオの高さまたは幅の条件を処理する場合など。の再
生が開始する前は、ビデオファイルの詳細を確認することができません。この結果、高さ、幅、長さ、および現在の再生箇所
などに関する情報を確認することができません。関連する機能は再生が開始してからのみ使用してく
ださい。
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オーディオ/ビデオフォーマット
MobileTogether ソリューショ
ンを実行する多種のクライアントデバイスによりサポートされるオーディ
オとビデオのフォーマットに
ついての情報を含んでいるインターネットページへのリンクです。有効と思われるWeb ページを選択しました。しかしながら、
下にリストされるページに必要な情報が見つからない場合、代替のソースを検索してく
ださい。
メモ:

MIDI ファイルの再生は Web ブラウザー以外のクライアントデバイスでサポートされています。iOS デバイスでの、
MIDI ファイルの再生はサウンドバンクファイルが必要となります。

Android
Android 開発者 Web ページ: サポートされるメディ
アのフォーマット
オーディオ録音フォーマット
一般的に、オーディ
オの録音のためにサポートされるフォーマット/
コーデックは、デバイスとOS のバージョ
ンにより異なります。
デバイスのOS の組み合わせの数を考慮すると、特定のフォーマットまたはエンコーダー指定しないことが奨励され、また、デ
フォルトのフォーマット/
コーデックをそれぞれのデバイスに対して使用することが奨励されます。以下の制約に注意してく
ださい:
AMR-NB とAMR-WB オーディ
オフォーマットの録音に関しては、AMR-NB とAMR-WB コードのみをそれぞれに

対して使用してく
ださい。
AAC オーディ
オフォーマットは AAC-Low Complexity、High Efficiency-AAC、およびEnhanced Low
Delay-AAC codecs を使用して録音することができますが、与えられたデバイスでの作業にすべてのコーデックを
使用できない場合があります。

iOS
iOS は以下を含む多種の産業標準のビデオフォーマットと圧縮基準をサポートしています:
H.264 ビデオ、1.5 Mbps まで、640 x 480 ピクセル、1秒当たり30 フレーム、低い複雑度バージョ
ンを持
ち、160 キロビット毎秒までのAAC-LC オーディ
オを持つ、48 kHz までのH.264 ベースラインプロファイ
ル、.
m4v、.mp4、および.mov ファイルフォーマットのステレオオーディ
オ
H.264 ビデオ、上限 768 キロビット毎秒 まで、320 x 240 ピクセル、1秒当たり30 フレーム、160 キロビット
毎秒までのAAC-LC を持つレベル1.3 までのベースラインプロファイル、 48 kHz、.
m4v、.mp4、およ
び.mov ファイルフォーマットのステレオオーディ
オ
MPEG-4 ビデオ、上限 2.5 Mbps まで、640 x 480 ピクセル、一秒当たり30 フレーム、160 キロビット毎秒
までのAAC-LC オーディ
オを持つ単純型プロファイル、48 kHz、.
m4v、.mp4、および.mov ファイルフォーマッ
トのステレオオーディ
オ
オーディ
オ技術 にリストされるフォーマットを含む多種のオーディ
オフォーマット。
Apple 開発者 Web ページ: オーディ
オ情報
Apple 開発者 Web ページ: ビデオ情報

Windows
Windows のためのオーディ
オ/
ビデオ コーデックとフォーマット
オーディオの録音のフォーマット
WMA とMP3 ファイルは Windows Phone での録音フォーマットとしてはサポートされていません。
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Web ブラウザー
HTML で再生するオーディ
オの基本的概要
HTML で再生するビデオの基本的概要
異なるブラウザーでサポートされるオーディ
オ/
ビデオフォーマット
現在サポートされる最も高い数値は以下の通りです:
オーディオ: mp3, aac
ビデオ: H.264 (mp4)
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NFC
近距離通信 (NFC) は短距離でNFC が有効化されている2台のデバイス間でデータを送信することのできるワイアレスの
技術です (通常 4cm (1.5 インチ) または 以下) 。この技術はNFC が有効化されているクレジット/
デビットカードと
NFC が有効化されている支払いターミナル間で支払いを行う際に最も頻繁に使用されています。NFC により、通常はテ
キストまたは数字である、少量のデータのペイロードを送信することができます。しかしながら、NFC が有効化されているデバ
イス間で(イメージとファイルなど)のデータを送信する際に使用することもできます。
NFC に関する詳細は、nearfieldcommunication.org Wikipedia、とNFC フォーラムを参照してく
ださい。

NFC が有効化されているデバイス
NFC が有効化されているデバイスは、アクティ
ブまたは パッシブであることができます。例えば NFC タグなどのパッシブデバ
イスは、スマートフォンなどの他の(アクティ
ブな) NFC デバイス、が読み取るデータを含んでいます。アクティ
ブなデバイスは、
情報を読み取り送信することができます。スマートフォンはアクティ
ブな NFC デバイスです。アクティ
ブな NFC デバイスは、
パッシブな NFC デバイスから情報を読み取り、他のNFC が有効化されているデバイスと情報を交換することができます。
安全な通信が重要な場合、NFC は、安全な接続を構築し、暗号化された情報を使用することができます。

Android 上での Android ビーム? とNFC 使用
Android ビーム? (今後 Android ビーム) は Android 4.0. からAndroid デバイス上で使用することのできるアプリ
です。2台のビームが有効化されているデバイス間でデータを共有するために使用することができます。通常、デバイス上で現
在開かれている( Web ページ、写真、連絡先情報などの)コンテンツをデバイスをタッチすることにより他のデバイスにビーム
することができます。
メモ:

Android ビームをOS で使用できる場合でも、デバイスがNFC をサポートしない場合はこの機能を使用すること
はできません(例えば、デバイスがNFC チップを含んでいない場合など)。

デバイス上でAndroid ビームを使用するには、(i) デバイスがNFC をサポートしている(ii) NFC とAndroid ビームがデ
バイス上で有効化されていることを確認してく
ださい。NFC とAndroid ビームが使用可能かを確認するには、Android
デバイスの「設定 | ネットワーク」タブへ移動してく
ださい。NFC とAndroid ビーム オプショ
ンを使用することができる場
合、有効化してく
ださい。OS がAndroid 4.0 以降の場合は、両方のオプショ
ンを使用することができなく
、NFC をデバ
イス上で使用することはできません。
メモ:

Android デバイスとWindows デバイスでNFC が有効化されている場合、NFC を使用して通信することがで
きます。

Windows 上での NFC の使用とiOS
Windows: Windows デバイス上でNFC が使用可能かをチェックするには、「設定 | タップして送信」に移動
します。
iOS: Apple Pay でNFC は使用されています。他の種類の情報を共有する場合にこの機能を使用することは
できません。
メモ:

Android デバイスとWindows デバイスでNFC が有効化されている場合、NFC を使用して通信することがで
きます。
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NDEF 技術
NFC データ交換 フォーマット(NDEF) メッセージは、NFC データ書式内で送信され受信されます。NDEF フォー
マットでは、各通信は NFC タグ です。各 NFC タグには、NDEF メッセージが含まれており、各 NDEF メッセージに
は1つ以上のNDEF レコードが含まれています。アクティ
ブな NFC デバイスのロックが解除されると、近辺でNFC タグを
自動的に検索します。NFC タグの用途により、デバイスは NFC タグの最良の処理方法を決定します。デバイスがユーザ
ーに実行するアクショ
ンを問わないことは重要です。これはユーザー入力によりデバイスがNFC タグから離され、接続を切
断するからです。詳細に関しては、次を参照してく
ださい：Android 開発者のためのガイド.
MobileTogether 内でNFC をデザインする際に重要な点は、NFC メッセージのペイロード(すなわち、メッセージのコン
テンツ) がhexBinary フォーマットで保管され、転送されるということです。hexBinary フォーマットの構文スペースは 16
進数値としての(データポイントの)シンプルなコードです。例: 文字列 hi がhexBinary フォーマットに変換されると6869
になります( h の16 進表現は、68 で、i の16 進値は 69 だからです)。

NFC タグ
用語 NFC タグは2つの概念を参照するために使用されています:
NDEF 技術を使用して転送されるデータ(次を参照:上記のNDEF 技術)
NFC データを含むパッシブNFC デバイス
上記の後者の種類のNFC タグは、マイクロチップを含むハードウェアオブジェクトです。最も簡単なフォームでは、この種類
のNFC タグには以下の特徴があります : (i) 読み取ることのできるデータを含んでおり、(ii) NFC タグがロックされるまで、
含まれるデータを複数回上書きすることができ、(iii) ロックされるとNFC タグを上書きすることができません。
詳細に関しては、次を参照してく
ださい: NFC タグの説明。

MobileTogether とNFC
MobileTogether ソリューショ
ンは NFC を次の方法でサポートします:
(Android とWindows デバイス上で)NFC タグを読み取ることができ、読み取られたデータは更に処理すること
ができます
(Android とWindows デバイスから)メッセージを一台のデバイスから他のデバイスにプッシュすることができます
Android ビームが有効化されているAndroid デバイスから他のAndroid ビームが有効化されているAndroid
デバイスにファイルをビームすることができます。
メモ:

iOS デバイス上では NFC はサポートされていません。

このセクション
NFC タグの検出と読み取り
他のデバイスにデータをプッシュする
NFC に関連したイベント
NFC のためのデザインコンポーネント
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NFC タグの検出と読み取り
NFC 開始アクショ
ンを使用して、NFC が開始されると、NFC タグの検出は自動的に開始されます。NFC タグが検出
されると、タグ内のNFC メッセージが自動的に受信され、メッセージ内の情報が$MT_NFC ツリー。内に保管されます。
NFC アクショ
ンの開始/
停止 がデザイン内に追加されると、このツリーがデザイン内に作成されます。ツリーの構造全体が下
に表示されています。NDEF メッセージは、複数のNDEF レコードを含むことができ、NDEF レコードは再帰的であるこ
とができます。受信されたNFC タグ情報がNDEFMessage または NDEFRecord 要素の属性の情報を含まない場
合、$MT_NFC ツリー内でこれらの属性は作成されません。
$MT_NFC ツリーの全体の構造
<Root>
<Tag Id=""/>
<NdefMessage
CanMakeReadOnly=""
IsWriteable=""
MaxSize=""
Type="">
<NdefRecord
Id=""
TypeNameField=""
RecordTypeDefinition=""
Type=""
Text=""
Language=""
URI=""
Payload=""
MimeType=""
ExternalDomain=""
ExternalPackageName="">
<NdefRecord />
</NdefRecord>
<NdefRecord />
...
<NdefRecord />
</NdefMessage>
</Root>

$MT_NFC ツリ
ー内の情報を更に処理し、他のページソースデータと同じ方法で表示することができます。例え
ば、$MT_NFC/Root/Tag/NdefMessage/NdefRecord/@Text ノードはラベル内のメッセージテキストを表示する

ためにラベルにリンクすることができます。
メモ:

NFC タグが検出されると、実行される追加アクショ
ンをNFC タグの検出時 イベントのタブを使用して指定すること
ができます。

メモ:

NFC からの情報は、$MT_NFC ツリー内の既存の情報を上書きします。タグが検出されると、$MT_NFC ツリー
内の前のタグの情報が置き換えられます。
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他のデバイスにデータをプッシュする
MobileTogether ソリューショ
ンは、ソリューショ
ンを実行しているデバイスからデータをNFC が有効化されているデバイスに
送信するために使用することができます。エンドユーザーの取るステップは以下のとおりです:
1.
2.
3.
4.

送信するデバイスで、ソリューショ
ンを開始します。
(例えば、ボタンをタップするなどして) NFC の開始 アクショ
ンをトリガーします。
データの送信元のデバイスをNFC が有効化されているデータを受信するデバイスの裏に設置します。
NFC プッシュアクショ
ンをトリガーして送信を開始します (例えば、ボタンをタップするなど)。NFC プッシュ アクショ
ンが開始されると、 NFC メッセージまたはファイルを(複数のデバイスに)複数回送信することができます。エンドユー
ザーは送信デバイスのNFC 範囲内に受信するデバイスを設定するのみです。NFC が停止されると、または、
キャンセルオプショ
ンを選択して、新規 NFC プッシュ アクショ
ンを追加することにより、 NFC プッシュがキャンセル
されると継続的な送信は停止されます (下のスクリーンショ
ットを参照)。

しくみ
NFC データ送信は NFC プッシュアクショ
ンで次のように定義することができます (スクリーンショ
ット参照)。また、以下の
方法で定義することができます。
NFC プッシュオプショ
ンを使用して特別に定義された型のメッセージを送信することができます。Android と
Windows デバイスで使用することができます。メッセージに関する詳細は、NFC プッシュ アクショ
ンを参照してく
ださい。
Android ビームが有効化されているデバイスからファイルを他のAndroid ビームが有効化されているデバイスにビ
ームすることができます。この機能は Android デバイスでのみ使用することができます。

アクショ
ンの設定を定義する方法に関する詳細は NFC プッシュアクショ
ンを参照してく
ださい。
メモ:

NFC データ送信は iOS デバイス上ではサポートされていません。
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NFC に関連したイベント
NFC に関連したイベントには以下の重要な機能が搭載されています (下のスクリーンショ
ット):
NDE メッセージのプッシュの完了時 は、データの送信を行う
時に実行されるアクショ
ンを(NFC プッシュを使用し

て)指定します。
NFC タグの検出時 は、NFC タグが検出されると
実行される追加アクショ
ンを指定します。

これらのアクショ
ンにアクセスするには、 スタイル&プロパティ
」ペイン| プロジェクトプロパティ| NFC アクショ
ンプロパティ
に移
動し、プロパティ
の追加ダイアログ ボタンをクリックします。

NDE メッセージのプッシュの完了時
メッセージまたはファイルの送信に成功するとイベントがトリガーされます。以下の状況で使用することができます (i) 次のア
クショ
ンを定義する場合 (ii) 送信の完了をユーザーに通知する場合。下のスクリーンショ
ットは、イベントの使用方法を表示
しています。

次も参照してく
ださい：他のデバイスにデータをプッシュする.

NFC タグの検出時
NFC タグが検出されるとイベントはトリガーされます。タグが検出されると、情報は自動的に読み取られ $MT_NFC ツリー
内に保管されます。 イベントにより実行される追加のアクショ
ンを指定することができます。例えば、下のスクリーンショ
ット内
で示されるように、$MT_NFC ツリーのNdefRecord 要素のPayload 属性からのデータを使用してソースツリーノード
を更新することができます。
Payload 属性は、hexBinary フォーマッ
ト内にコンテンツが保存されます。ペーロードにテキスト文字列が存在する場
合、を使用してソースツリーノード内に文字列を配置する前にテキスト文字列を取得するために拡張関数 mthexBinary-to-string を使用すること
ができます ( 下のスクリーンショ
ット内の最初の ノードの更新 アクショ
ンを
参照してく
ださい)。同様に、ペイロードにイメージが存在する場合、ペイロードのコンテンツをmt-hexBinary-tobase64 拡張関数を使用してイメージのBase64 エンコードに変換すること
ができます。
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次も参照してく
ださい：NFC タグの検出と読み取り.

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

デザインオブジェクト/機能

NFC

709

NFC のためのデザインコンポーネント
NFC 固有のデザインコンポーネントを使用してNFC 機能は実装されます:
NFC の開始/停止 アクション
このアクショ
ンはメッセージのプッシュおよび/
または受信の開始または停止のために使用されます。
NFC の開始 アクショ
ンがトリガーされるとプッシュおよび/
または受信が開始されます。アクショ
ンを実行するためのステッ
プのシーケンスは、以下のとおりです:
1. NFC がデバイス上で有効化されている必要があります。NFC が有効化されていない場合、開始アクショ
ン
をトリガーすると、ユーザーにNFC の有効化を問うプロンプトが表示されます。
2. NFC が有効化された後、MobileTogether Client アプリがNFC のために登録されます。
3. この後、NFC タグの検索が自動的に開始され、NFC タグ内のNFC メッセージは自動的に受信されます。
NFC プッシュアクショ
ンを使用して、プッシュを開始することができます。プッシュは自動的には開始されませ
ん。
NFC の停止 アクショ
ン全てのメッセージのプッシュと受信を停止します。メッセージのプッシュと受信を再開するには、
開始アクショ
ンを再度トリガーしてく
ださい。
次も参照してく
ださい：NFC タグの検出と読み取り。

NFC プッシュアクション
NFC プッシュアクショ
ンソリューショ
ンを実行しているデバイスから データを送信し、他のNFC が有効化されているデ
バイスへの送信を有効化します。更に、Android ビームが2台のAndroid デバイスで有効化されている場合、ファイ
ルは一台のデバイスからもう一台のデバイスにビームされます。 NFC プッシュアクショ
ンは、プッシュするメッセージ、また
は、ビームするファイルを定義します。アクショ
ンがトリガーされると、指定されたメッセージまたはファイルがNFC を介し
て送信されます。
メモ:

NFC データ送信は iOS デバイス上ではサポートされていません。

詳細に関しては、次を参照してく
ださい: 他のデバイスにデータをプッシュするとNFC プッシュアクショ
ン。

$MT_NFC ページソース ツリー
NFC の開始/
停止 アクショ
ンが定義される際にデザイン内のページソースとして$MT_NFC ツリーが作成されます。
NFC タグが検出されるとツリーは自動的に表示されます。NFC タグからのデータは、$MT_NFC ツリーのノード内に
保管されています。シミュレーショ
ンに関しては、NFC サンプルファイルを使用して、NFC タグからのデータが
$MT_NFC ツリ
ー内に保管されているかを確認することができます( NFC シミュレーショ
ンに関する詳細は、NFC サン
プルファイルを参照してく
ださい)。

NFC に関連したイベント
2つのNFC に関連したイベントは以下の重要な機能を搭載しています:
NDE メッセージのプッシュの完了時 は、データの送信を行う
時に実行されるアクショ
ンを(NFC プッシュを使用
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して)指定します。
NFC タグの検出時 は、NFC タグが検出されると
実行される追加アクショ
ンを指定します。例えば、イベント

がトリガーされるとノードの更新 アクショ
ンを使用して、検出されたNFC タグからのデータをデータソースツリー
を更新するために使用することができます。

NFC に関連した XPath 拡張関数
NFC に関連した次の関数を使用することができます:
mt-nfc-started: ブール値は、ソリ
ューショ
ンに開始済みのNFC が存在するかをチェックします。
mt-hexBinary-to-string: は、hexBinary をテキスト文字列に変換します。
mt-hexBinary-to-base64: は、hexBinary をBase64 エンコードイメージに変換します。
mt-string-to-hexBinary: は、テキスト文字列をhexBinary 文字列に変換します。
mt-base64-to-hexBinary: は、Base64 エンコードイメージをhexBinary 文字列に変換します。

メッセージのペイロードは、hexBinary フォーマットにより送信されるため、変換関数はデータを送信するために
(hexBinary に)準備し、(テキストとイメージなどの)使用できるフォーマットに変換します。これら関数の詳細に関して
は、次を参照してく
ださい: MobileTogether 拡張関数。

シミュレーションのための NFC サンプルファイル
シミュレーショ
ンのために、you can create an NFC サンプルファイルを作成し、このファイルをNFC タグからデータ
が$MT_NFC ツリーに正確にインポートされているかをテストするために使用することができます。 NFC シミュレーショ
ンに関する詳細は、NFC サンプルファイルを参照してく
ださい。
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プッシュ通知
プッシュ通知 (PN) はデバイス上にインストールされているアプリに関連しており、モバイルデバイス上に表示されるテキストメッ
セージです。デバイスでプッシュ通知が受信されると、ユーザーはアプリ、または、デバイスを使用する必要がありません。デバ
イスがオンに切り替えられていることを確認してく
ださい。プッシュ通知はアプリの開始を待たず、また、受信されるメッセージを
待つことなく
、アプリの発行元にユーザーと直接通信する方法を提供します。プッシュ通知は通常アプリに関連する更新ニュ
ースなどの情報を提供するだけではなく
、招待を受ける、サイトにリンクする、データベースを変更するなどのアクショ
ンを実行
することもできます。
MobileTogether 内では、MobileTogether ソリューショ
ンからプッシュ通知は送信され、同じソリューショ
ン(または他の
ソリューショ
ン) により受け取られます。このため、通知は複数のデバイス上の1つのソリューショ
ンから「
プッシュ」されます。
MobileTogether AppStore App アプリストアから他のにダウンロードすることのできるアプリとしてコンパイルされた
MobileTogether ソリューショ
ンであるMobileTogether AppStore App— によりプッシュ通知を送信することもできま
す。

MobileTogether プッシュ通知の作動のしくみ
MobileTogether プッシュ通知は、短いメッセージ、長いメッセージ、キー値ペアとして構成されているデータにより構成されて
います。 通常、プッシュ通知が受信されるとデバイスに短いメッセージが表示されます。プッシュ通知をタップすると長いメッセ
ージが表示されます。ユーザーがメッセージが受信されると取られるアクショ
ンを決定することが出来るボタンをメッセージは持つ
ことが出来ます。プッシュ通知のペイロードは、デバイス上のデータツリーに転送され、他のアクショ
ンで使用することができま
す。これにより、プッシュ通知イベントに関連するデータである新しいデータが自由にMobileTogether アクショ
ンの全ての
範囲によりにより処理されることが出来、MobileTogether コントロールと使用できるようになります。
プッシュ通知のしく
みは以下のとおりです:
ソリューショ
ンの送信のプッシュ通知の送信 アクショ
ンは、プッシュ通知の主要のパラメーター(メッセージの詳細と受け
取り左記のリスト)を定義します。メカニズムのこの部分は、このセクショ
ンのソリューショ
ンの送信 サブセクショ
ン内で大
まかに説明されています。
ログイン資格情報、または、登録情報をベースに受け取り先デバイスは識別されます。特定の名前を用いて特定
のMobileTogether Server にデバイスはログインされます。更に、特定のプッシュ通知トピックを受け取るため
に、デバイスを外部プッシュ通知キを使用して登録することができます。プッシュ通知の送信 アクショ
ン内では、ユ
ーザー名、外部プッシュ通知キー、またはプッシュ通知のトピックをベースにして受け取り先デバイスを定義することが
できます。このため、プッシュ通知は柔軟的に構成することのできる受け取り先のリストに送信することができます。
デバイスでプッシュ通知が受信されると、短い/
長いメッセージが表示され、ペイロードは自動的にソリューショ
ンの受信
先の$MT_PUSHNOTIFICATION ページデータソースに転送されます。ソリューショ
ンの受信先はプッシュ通知が
受信、または、プッシュ通知のボタンがユーザーによりタップされると取られる追加アクショ
ンを定義します。 サブセク
ショ
ンソリューショ
ンの受信 は、プッシュ通知メカニズムのこの部分の概要について説明しています。

このセクション
ソリューショ
ンの送信 とソリューショ
ンの受信 はサブセクショ
ンでプッシュ通知の主要なメカニズムについて説明していますが、
その後の2つのサブセクショ
ンは、追加機能について説明されています。AppStore App 内のプッシュ通知の実装に成功
するためには ( MobileTogether ソリューショ
ンからコンパイルされるアプリ)、追加ステップが必要になります。AppStore
App 内のプッシュ通知 サブセクショ
ン内でこれらのステップについて説明されています。プッシュ通知のシミュレーショ
ンは、ソ
リューショ
ンの送信と受信が同じソリューショ
ンからではない場合のシナリオについて説明しています。
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ソリューションの送信
ソリューショ
ンの送信内では、プッシュ通知 (PN) の送信をトリガーするイベントを選択し、このイベントのためにプッシュ通知
の送信アクショ
ンを定義します (下のスクリーンショ
ット)。プッシュ通知の多種のパラメーターはプッシュ通知の送信アクショ
ン
内で定義されています。主要のパラメーターは下で大まかに説明されています。
プッシュ通知の送信アクショ
ンのパラメーターの定義に加えプッシュ通知内で送信されるデータに関連する、ソリューショ
ンの送
信内で必要とされる他の準備項目です。ペイロードおよび/
または短いおよび長いメッセージのためのペイロードのためのデータ
が、ソリューショ
ンの送信のページデータソースから動的に追加される場合、これらのページソースが作成され、プッシュ通知の
ペイロードのために正確なデータが使用できル必要があります。
下にリストされるメカニズムは、ソリューショ
ンの送信の一部ですが、ソリューショ
ンの送信はソリューショ
ンの受信と同じソリュー
ショ
ンであることが出来ます。このシナリオの場合、ソリューショ
ンの送信と受信のソリューショ
ンのメカニズムは1つのソリューショ
ンにまとめることが出来ます。

ソリューションの送信の準備: プッシュ通知の送信アクション
ソリューショ
ンの送信に関する準備はプッシュ通知の送信アクショ
ン内のプッシュ通知のパラメーターの受信に関連していま
す。主要のパラメーターは以下のとおりです:
短いメッセージ、長いメッセージ、ペイロードが定義されます。これらの項目の定義は複雑ではありません。
ユーザー名 (またはユーザーロール)、外部プッシュ通知キー、プッシュ通知トピックをベースにして受け取り先のリスト
はここで定義されます。特定のユーザー名を使用して、デバイスは特定のMobileTogether Server にログインし
ます。 ユーザー名トロールは MobileTogether Server 上で構成されたユーザーを参照します。更に、デバイス
をは以下の項目に登録することができます (i)外部プッシュ通知キー、および/または (ii) 特定のプッシュ通知トピック
を受信 (これらの登録の詳細に関しては、ソリューショ
ンの受信を参照してく
ださい)。このため、これらの選択
条件を使用して受信者のリストを柔軟的に構成することができます。

プッシュ通知はプッシュ通知ボタンを含むことが出来ます。最大3つまでのプッシュ通知ボタンのテキストとID を定義
することができます。ユーザーがボタンをタップすると、ボタンのID がソリューショ
ンのページソースノードにパスされます。
これにより、ユーザーがプッシュ通知に対応するかを決定することができ、( プッシュ通知の受信時 イベントのタブ内
で)相対するアクショ
ンを決定することができます。iOS デバイス上で表示されるアクショ
ンは、AppStore App のた
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めに有効化されており、標準のMobileTogether ソリューショ
ンのためには有効化されていないことに注意してく
だ
さい。

AppStore App としてソリューションを送信する
AppStore App としてソリューショ
ンの送信が作成されている場合、追加ステップに関しては、AppStore App 内のプッ
シュ通知 を参照してく
ださい。
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ソリューションの受信
このセクショ
ンはをソリューショ
ンの受信内に存在するプッシュ通知 (PN) メカニズムの異なる部分により構成されています。下
にリストされるメカニズムはソリューショ
ンの受信の一部です。ソリューショ
ンの受信はソリューショ
ンの送信と同じソリューショ
ンで
あることが出来ます。この場合、ソリューショ
ンの送信と受信のメカニズムは1つのソリューショ
ンにまとめることが出来ます。
メモ: 標準のMobileTogether ソリューショ
ンの大きなコンテンツは Android とWindows デバイス上でのみ表示され
ます。iOS デバイス上で大きなコンテンツを表示する場合、AppStore App を受け取る側のソリューショ
ンでコンパイルす
る必要があります。

プッシュの通知の受信時 イベント
デザイン時では、プッシュの通知の受信時 イベントはソリューショ
ンの受信のプロジェクトプロパティによりアクセスす
ることができます。イベントのタブ内で、プッシュ通知が受信されると取られるアクショ
ンを定義します。イベントデザイン
に追加されると、$MT_PUSHNOTIFICATION ページソースが自動的にされます。
ランタイムでは、プッシュの通知の受信時 イベントは、ユーザータップ、または、プッシュ通知内のボタンによりトリガーさ
れます。イベントがトリガーされると、以下が発生します: (i) ソリューショ
ンの受信が既に作動している場合ソリュー
ショ
ンの受信が開始されます。(ii) プッシュ通知のペイロードは $MT_PUSHNOTIFICATION ページソースに自動
的に参照されます。プッシュ通知ボタンがパスされると、ボタンのID (文字列) がページソースにパスされます。(iii)
イベントのアクショ
ンが実行されます。If-Then、または、If-Then-Else アクショ
ンを使用して、押されるプッシュ通
知ボタンにより取られるアクショ
ンを作成することができます (次のセクショ
ンを参照)。

$MT_PUSHNOTIFICATION ページソース
$MT_PUSHNOTIFICATION ページソースには次の固定された構造が存在します:
$MT_PUSHNOTIFICATION
Root
|
@button
|
|-- Entry
|
@key
|
@value

ランタイム:
プッシュ通知がタップされると、$MT_PUSHNOTIFICATION/Root/@button ノードにボタンのID がパスされま
す。@button 属性の値はIf-Then、または、If-Then-Else アクショ
ンを使用して条件付きの処理のために使用
されます。例えば、@button ノードが受け取りボタンのID を含む場合、受け取りSMS 自動的に送信され、
または、データベースが変更されます。他のボタンID のために代替アクショ
ンを定義することもできます。
Entry 要素の数値がランタイムで決定され、プッ
シュ通知のペイロード内で含まれるキー値ペアの数値と同じになり
ます。各キー値ペアのデータは対応するEntry 要素にパスされます。$MT_PUSHNOTIFICATION ページソー
ス内のデータはデザイン内でデータを表示するなど希望する方法で処理されます。

外部プッシュ通知キー
プッシュ通知を受信するモバイルデバイスを外部プッシュ通知キーに登録することができます。このキーは外部プッシュ通知キ
ーの登録 アクショ
ンにより生成されたテキスト文字列です (下のスクリーンショ
ットを参照)。モバイルデバイス上の同じソ
リューショ
ンにより同じキーを生成することができるため、外部プッシュ通知キーは、モバイルデバイスの特定のセットを識別する
ことができます。
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外部プッシュ通知キーに送信されると、そのキーに登録されている全てのデバイスはプッシュ通知を受け取ります。
メモ:

AppStore Apps 内でも外部プッシュ通知キーを使用することができます。

プッシュ通知トピック
プッシュ通知を受信するモバイルデバイスは1つまたは複数の特定のトピックに関するプッシュ通知を受信するために登録
することができます。プッシュ通知トピックの登録 アクショ
ンを使用して1つまたは複数のトピックにデバイスを登録することができ
ます (下のスクリーンショ
ットを参照)。ランタイムでは、プッシュ通知トピックにプッシュ通知が送信されると、そのトピックに登
録されている全てのデバイスがプッシュ通知を受け取り、ターゲットトピックのどれかに登録されているデバイスはプッシュ通知を
受け取ります。

理論的には、特定のデバイス上のソリューショ
ンはトピックにこのデバイスを登録するために使用することができます。作業上で
は、プッシュ通知を受け取るソリューショ
ンから登録をおこなうことが奨励されています。

iOS プッシュ通知ボタンセットの定義
プッシュ通知ボタンを含むプッシュ通知がデバイスに届く
と、ボタンがタップされ、ソリューショ
ンの受信が開始され、プッシュ通知
ボタンのID がソリューショ
ンの$MT_PUSHNOTIFICATION ページソースの$MT_PUSHNOTIFICATION/Root/
@button ノードにパスされます。
ソリューショ
ンの送信のプッシュ通知の送信 アクショ
ン内で、非-iOS デバイスのためにプッシュ通知ボタンは定義されますが、
iOS プッシュ通知ボタンセットは、「プロジェクト| iOS プッシュ通知ボタンセット」コマンドを使用して、ソリューショ
ンの受
信内で定義されます。

AppStore App としてのソリューションの受信
AppStore App としてソリューショ
ンの受信が作成される場合、追加ステップに関しては、AppStore App 内でのプッ
シュ通知 を参照してく
ださい。
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AppStore App 内のプッシュ通知
AppStore Apps はエンドユーザーがダウンロードすることのできる異なるオペレーショ
ンベースのアプリにコンパイルされる
MobileTogether アプリです。(詳細に関しては次を参照してく
ださい: AppStore Apps )。異なるオペレーティ
ングシス
テムのためにプログラムコードをコンパイルするには、それぞれのオペレーティ
ングシステムのためにプログラムコードを生成する必
要があります。プログラムコードの生成ウィ
ザードを使用しておこなうことができます。受信するソリューションの
MobileTogether アプリがプッシュ通知 (PN) を受信するように設定されている場合、ウィ
ザードのスクリーン6 内の関連
する設定に情報を入力する必要があります(ソリューショ
ンのプッシュ通知の受信時 イベントにアクショ
ンが定義されている場
合のみスクリーンが表示されます)。
AppStore Apps 内でのプッシュ通知の使用は、下記の追加ステップを必要とします。プログラムコードを生成する前にこ
れらのステップを実行する必要があります。これは、プログラムコードの生成ウィ
ザードのスクリーン6 の設定を完了するために
登録情報が必要になるからです。
メモ:

プッシュ通知を受信するためのアプリを準備するステップは ソリューション受信のアプリにのみ適用されます。ソリュー
ショ
ンの送信と受信が異なるアプリの場合、送信するソリューショ
ンには適用されません。

Android とiOS
Android とiOS アプリがプッシュ通信を受け取るには、Firebase アカウントを所有し、Firebase Server キーを作成
する必要があります。
プログラムコードの生成ウィ
ザードのスクリーン6 で、Firebase Server キーを使用することに注意してく
ださい。

Android
Firebase Console 内でAndroid アプリを作成します。アプリページに移動しgoogle-services.json ファイル。
をダウンロードします。
google-services.json ファ
イルの場所を記録してく
ださい。ファイルの名前を変更しないでく
ださい。プログラムコード

の生成ウィ
ザードのスクリーン6 内のこのファイルをポイントする必要があります。

iOS
以下が必要になります: (i) Apple プッシュ通知 サービス(APN) キーを生成し(ii) Firebase 内で構成を行い、
GoogleService-Info.plist ファ
イルをダウンロードします。これを行うには下のステップに従ってく
ださい。
APN キーを生成します ( Apple デベロッパーアカウント1つに対して1つに必要です。アカウントは多種のプロジェクト
に使用することができます ):
1. developer.apple.com でAPN キーを作成します。これを以下のように行います: アカウント> 証明書、
ID & プロファイル > キー、「追加」ボタン(+) をクリックし、キーを作成します。
2. 1度のみ生成される.p8 拡張子を持つAPN キーファイルを確認しダウンロードします。キーファイルを安全な場所
に保管します。10 桁の認証キーIDも保管してく
ださい。キーファイルと認証 ID は Apple デベロッパーアカウント
をセットアップするために1度必要になります。
Firebase を構成し、GoogleService-Info.plist ファイルをダウンロードして生成します:
1. Firebase コンソール内でiOS アプリを作成します。
2. 生成された.p8 ファイルをアップロードします。
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3. バンドルID プレフィ
ックスではなく
アプリID プレフィ
ックスと( APN キー生成中に取得された)10桁の認証キーID
と共に指定します。
4. GoogleService-Info.plist ファイルをダウンロードします。
ダウンロードされたファイルの場所に注意してく
ださい。ファイルの名前を変更しないでく
ださい。プログラムコードの生成ウィ
ザ
ード.のスクリーン6 内のこのファイルをポイントする必要があります。
トラブルシューティング
Q: プッシュ通知が受信されない場合の発生する問題は何ですか ?
A: 以下に挙げられる問題が原因の可能性があります:
AppStore App がインストールされると、アプリを1度開始する必要があります。プッシュ通知の受信の許可を
問われると、「はい」をクリックします。アプリが開始し、サーバーに接続されると、クライアントのプッシュ通知アドレ
スがサーバーに送信されます。
コンパイルされたアプリのためではなく
、特定のトピックのためにメッセージを受け取る場合、プッシュ通知が正確に
送信されたかを確認するために、ソリューショ
ン名を確認します。
p8 ファ
イルと2つのキー(APN と認証キー) がアップロードされていることをチェックします。
Firebase 設定のバンドルID をチェックし、and in 生成されたAppStore App 内のID が同一かをチェッ
クします。
Apple デベロッパーコンソール内のアプリID のためのプッシュ通知をチェックします。デベロッパーコンソールが有効
化されます。
上記が適用されない場合、xcode/your project/capabilities に移動し、プッシュ通知スイッチを
オフに切り替え、オンに切り替えます。
Q: iOS 9 では「
通知として表示」が作動しません。
A: エラーではありません。サポートは iOS 10、または以降のみに与えられています。

Windows
プッシュ通知受け取りソリューショ
ンのWindows アプリのためにプログラムコードを生成する場合、プログラムコードの生成
ウィ
ザードのスクリーン6 のために2 つの情報が必要になります: (i) パッケージSID、と(ii) アプリケーショ
ンの秘密。取得
方法は、以下のとおりです:
1. https://developer.microsoft.com/en-us/dashboard にユーザー名とパスワードを使用してログインします。
2. アプリがストア内に存在しない場合、アプリのための名前の受信の後のステップに従います。
3. アプリのページに移動し、サービス > プッシュ通知 > WNS/MPNS を選択します。一部の場合、 WNS/MPNS
アイテムは App management の下にリストされています (下のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。
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4. 表示されるページ内で、(上のスクリーンショ
ット内で赤枠で囲まれている)ライブサービスサイトをクリックします。
5. アプリの登録ページが開かれます。プログラムコードの生成ウィ
ザードを使用してプログラムコードを生成するために必
要なこのページの次の詳細を記録してく
ださい。プログラムコード: (i) パッケージSID、(ii) アプリケーショ
ンの秘
密。 「保存」を押して、手続きを完了します。
6. プログラムコードの生成ウィ
ザードを開始してプログラムコードを作成します。
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プッシュ通知のシミュレーション
プッシュ通知 (PN) には以下に関連下データが含まれています: (i) プッシュ通知の短いメッセージ。(ii) プッシュ通知の長
いメッセージ。 (iii) プッシュ通知のペイロード。ソリューショ
ンの送信と受信は1つで同じソリューショ
ンです。シミュレーショ
ン内
での送信と受信間のデータの転送は1つのシミュレーショ
ン内で行われます。この場合のシミュレーショ
ンはわかりやすいです。
しかしながら、ソリューショ
ンの送信と受信が異なる場合、シミュレーショ
ンのメカニズムは以下のとおりです: ソリューショ
ンの送
信のシミュレーショ
ン中に送信されるプッシュ通知データは MT プッシュ通知シミュレーショ
ンファイル(.mtpnsim 拡張子を
持つ)に記録されます。ソリューショ
ンの受信がシミュレートされる場合、.mtpnsim ファイルをロードすることができます。シ
ミュレーターは .mtpnsim ファイル内にプッシュ通知データのセットを表示します。また、シミュレートすることを希望するプッ
シュ通知を選択することができます。

プッシュ通知シミュレーションデータの記録
ソリューショ
ンの送信をシミュレート中にプッシュ通知を送信するイベントをトリガーする場合、下に表示されるダイアログが表
示されます。

メモリにプッシュ通知データを記録するには、「記録」をクリックします。メモリに複数のプッシュ通知をこの方法で記録すること
ができます。シミュレーショ
ンを閉じる場合、記録されたプッシュ通知はメモリ内に存在しますが、ファイルに保存されていないこ
とに注意してく
ださい。
ソリューショ
ンファイルを保存、または、閉じる場合、メモリ内に保存されていない記録されたプッシュ通知データが存在すること
を通知され、このデータをファイルに保存するかどうかが問われます。「はい」を選択すると、メモリ内の記録されたプッシュ通知
データの異なるセットがソリューショ
ンとして同じフォルダー内のMT プッシュ通知シミュレーショ
ンファイルに保存されます。この
ファイルは次のパターンで名前が付けられます: YourSolutionName.mtpnsim。追加のプッシュ通知は現在の、また
は、シミュレーショ
ンの次のシミュレーショ
ン中に同じファイル内に保存されます。ファイル内のプッシュ通知データのセットはプッ
シュ通知の記録日時である名前と共に識別されます。

シミュレーターに記録されたシミュレーションデータをロードする
記録されたプッシュ通知シミュレーショ
ンデータをMT プッシュ通知シミュレーショ
ンファイル(.mtpnsim ファイル) からロード
するには、ソリューショ
ンの受信 (MTD ファイル) を開始し、シミュレーターのツールバー内のプッシュ通知 アイコン
を
クリックします。記録されたプッシュ通知 (シミュレーショ
ン) の管理ダイアログが表示されます(下のスクリーンショ
ットを参
照)。「ファイルからロードする」をクリックしロードする.mtpnsim ファイルを参照し、「開く」をクリックします。このファイル
内の記録されたプッシュ通知データはダイアログとメモリ内にロードされます (スクリーンショ
ットを参照) 。 MTD ファイルに
自動的に保存されないことに注意してく
ださい。MTD ファイルを保存せずに再ロードした場合、記録されたプッシュ通知デ
ータを.mtpnsim ファイルから再ロードする必要があります。「ファイルに保存する」をクリックして、MTD ファイルに記録
されたプッシュ通知データを保存します。これにより.mtpnsim ファイルに再ロードすることを回避できます。プッシュ通知デ
ータを他の.mtpnsim ファイルからロードした場合、メモリ内のプッシュ通知データを新しいデータが上書きします。MTD
ファイル内の記録されたプッシュ通知データを上書きするには、このダイアログ内の「ファイルに保存する」をクリックします。
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記録されたプッシュ通知 (シミュレーショ
ン) の管理ダイアログ内で(上のスクリーンショ
ット)、各記録されたプッシュ通知は個
別のラインに名前、短いメッセージデータ、長いメッセージデータ、ペイロードの情報別に表示されています。プッシュ通知の順
序を(右上の)「上に移動」と「下に移動」ツールバーアイコンをクリックすることにより変更することができます。「削除」ツ
ールバーアイコンをクリックしてプッシュ通知を削除することもできます。簡単に識別するためにプッシュ通知の名前を編集する
こともできます。これを行うには、名前をダブルクリックして編集します。ダイアログ内での変更はメモリ内で行われます。MTD
ファイルに変更を保存するには、ファイル「ファイルに保存する」をクリックします。
シミュレーショ
ン内で使用されているプッシュ通知を選択するには、シミュレーターツールバー内のプッシュ通知 アイコン
のドロップダウン矢印をクリックします。これにより現在メモリ内に存在する全てのプッシュ通知のリストが表示されます
(下のスクリーンショ
ットを参照)。プッシュ通知の表示の順番は記録されたプッシュ通知 (シミュレーショ
ン) ダイアログの現在
の順序と同じです (上のスクリーンショ
ットと下のスクリーンショ
ットを比較してく
ださい)。

このリストからプッシュ通知を選択すると、選択されたプッシュ通知が受信された状態をソリューショ
ンはシミュレートします。他
のプッシュ通知の受信をシミュレートするには、ドロップダウンリストから新規のプッシュ通知を選択してく
ださい。
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チャート
チャートは、ソースドキュメントのデータをグラフィ
カルに表示します。XPath 式を定義してチャートの各軸のアイテムのシーケ
ンスを指定し、チャートを設定します。MobileTogether Designer は、自動的にチャートを生成します。下のテーブル
は、作成することのできるチャートの種類とチャートの軸に必要なデータアイテムを表示しています。
チャートの種類

X-軸
(カテゴリー)

Y-軸
(値)

シリーズの数 ( Z軸)

円グラフ(2D, 3D)

テキスト

数値

1

グループ化されていない棒グラフ
(2D, 3D)

テキスト

数値

1

グループ化されている棒グラフ
(2D, 3D)

テキスト

数値

>1

カテゴリー線グラフ

テキスト

数値

1 線 = 1 系列

数値

数値

1 線 = 1 系列

面グラフ、スタックされた面グラフ

テキスト

数値

1 面 = 1 系列

ローソク足チャート

テキスト

数値

3 または 4

—

数値

1

テキスト

数値

= 1 または>1チャート

値線グラフ

ゲージ
オーバーレイチャート

このセクショ
ンは次の通り整理されています:
「
チャートデータセクショ
ン」は異なる軸のためのデータ選択の方法を説明しています。
「
チャート設定と概観」はチャートのプロパティ
の定義方法を説明しています。
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チャートの作成と構成
このセクショ
ン:
チャートの作成
コンテキストノード
チャート構成ダイアログ
チャート設定の編集とデータの選択

チャートの作成
デザインにチャートを挿入するには、[チャート] コントロールを[コントロール] ペインからドラッグして、チャートを挿入するデ
ザイン内の場所にドロップします。

コンテキスト ノード
XML ノードを[ページソース] ペインからデザイン内のチャートにドラッグして、このXML ノードをチャートのXPath 式のコン
テキストノードにします。チャートのコンテキストノードは、新しいXML ノードをチャートにドラッグすることによりいつでも変更
することができます。コンテキストノードは式内のパスロケーターの開始点であるため、チャートのコンテキストノードに注意する
ことは重要です。

チャート構成ダイアログ
チャートは[チャート構成] ダイアログ(下のスクリーンショ
ット)で、チャート作成時に構成することができます。チャートの構成
は次を含みます: (i) チャートの軸のデータの選択の指定 (ii) チャートのプロパティ
の定義。これらの設定は後で編集すること
ができます。チャートにXML コンテキストノードを割り当てた後、以下を行い[チャート構成] ダイアログを表示します:
チャートをダブルクリックする
デザイン内のチャートを選択して、[スタイル&プロパティ
] ペインのチャート設定プロパティ
のXPath の編集ボタン
をクリックする。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

デザインオブジェクト/機能

チャート 723

[チャート構成] ダイアログは 3 つのパートから構成されています:
単一または複数レイヤー : 複数のレイヤーを選択して、オーバーレイチャートを作成することができます。チャートを
重ねることにより、コンポジットを作成することができます。
チャート設定: チャートの種類を選択し、チャートの外観を定義します。
チャートデータの選択: シンプルオプショ
ンまたは フレキシブルオプショ
ンを使用して、チャートの異なる軸のデータを
選択します。

チャート設定の編集とデータの選択
チャートが作成された後、チャートの設定またはデータの選択を変更するには、デザインのチャートを右クリックして、[チャート
の作成設定] を選択します。これにより[チャートの構成] ダイアログ(上のスクリーンショ
ット) がポップアップします。ダイアロ
グのチャートの設定またはデータの選択を編集することができ、[OK] をクリックして終了します。
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チャート データの選択
このトピックは、チャートデータの選択がどのように作動するか説明する簡単な例を含みます。
このサンプルで使用されるXML ファイル: YearlySales.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
<ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
<Region id="Americas">
<Year id="2005">30000</Year>
<Year id="2006">90000</Year>
<Year id="2007">120000</Year>
<Year id="2008">180000</Year>
<Year id="2009">140000</Year>
<Year id="2010">100000</Year>
</Region>
<Region id="Europe">
<Year id="2005">50000</Year>
<Year id="2006">60000</Year>
<Year id="2007">80000</Year>
<Year id="2008">100000</Year>
<Year id="2009">95000</Year>
<Year id="2010">80000</Year>
</Region>
<Region id="Asia">
<Year id="2005">10000</Year>
<Year id="2006">25000</Year>
<Year id="2007">70000</Year>
<Year id="2008">110000</Year>
<Year id="2009">125000</Year>
<Year id="2010">150000</Year>
</Region>
</Data>

4 つの XPath 式を使用したチャートデータの選択
下のスクリーンショ
ットは [チャート構成] ダイアログを表示しています。ペインの下に、データ選択のための4 つのXPath 式
を入力するための[チャートデータセレクター] ペインがあります。

[チャートデータセレクター] ペイン内の4 つのXPath 式は共に作動し、次を行います:
XPath
For-Each

説明
他の3 つのXPath 式のコンテキストを設定する。
X-軸の目盛の数として返されたシーケンスのアイテムの数を設定します。
上のスクリーンショ
ットの場合、Region[1]/Year 式は 6 つのノードアイテム
を返します。ですから、X-軸には 6 つの目盛があります(下のスクリーンショ
ッ
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ト)。
X-軸

返されたシーケンスのアイテムは、X-軸の目盛に対応したラベルテキストを与え
ます。
上の例では、@id 式は、Year 要素の各 id 属性の値を返します。これらの
値は対応する目盛のラベルとなります (下のスクリーンショ
ット)。
棒グラフと指定したので、棒が目盛に作成されます。

Y-軸

Y-軸 は、Y-軸のテーブルの行で定義された複数の系列を表示することができま
す。
2 つのXPath 式(系列の値と系列の名前)により各系列は定義されます。
例では、self::node() XPath 式 (ピリオドで省略されたフォーム)は、コン
テキストノードであるYear 要素である現在のノードを選択します。( X-軸の
棒で表示される) 各 Year 要素のために、Year 要素のコンテンツが、その年
のY-軸の値として、として読み込まれ、棒の高さとして表示されます (下のスク
リーンショ
ット参照)。更に下のスクリーンショ
ットは、Y-軸の複数の系列のチャ
ートを表示しています。

系列名

この式は、系列の凡例のテキストを提供します。例では、(チャートの下に表示さ
れる、下のスクリーンショ
ット) 凡例のテキストはテキスト文字列であるXPath
式から取得されます (上のスクリーンショ
ット参照)。

上のスクリーンショ
ットで表示されるデータの選択とYearlySales.xml のXML データにより生成されたチャートは、次
のスクリーンショ
ットで表示されるチャートのようになります。

上のスクリーンショ
ットは、単一系列の棒グラフを表示しています。下のスクリーンショ
ットは、複数の系列の棒グラフを表示し
ています。後者の例の場合、各系列の値は棒にスタックされています。
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このチャートのXPath 式は下のスクリーンショ
ットに表示されています。

メモ:

円グラフおよびゲージチャートには、名前を必要としない単一の系列があります。系列名がデータの選択に入力さ
れると、系列名は無視されます。しかし、グループ化されていない棒グラフでは、単一系列の名前が存在する場
合、凡例に使用されます。ゲージチャートに関しては、系列名エントリが無視されることに加え、X-軸データの選
択も無視され、Y-軸の選択のみがゲージチャートに使用されます。
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チャート データの選択: シンプル
このセクショ
ン:
はじめに
コンテキストノード
X とY 軸のためのデータの選択
For-Each 式がノード以外のアイテムを返す場合

はじめに
[チャート構成] ダイアログ の [チャー トデータ セレクター] ペインのシンプルオプションにより、デー
タの選択をテーブルとしてビジュアル化することができます。下にリストされる XML ドキュメントを使
用して、ビジュアル化のプロセスを説明します。
このサンプルで使用されるXML ファイル: YearlySales.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
<ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
<Region id="Americas">
<Year id="2005">30000</Year>
<Year id="2006">90000</Year>
<Year id="2007">120000</Year>
<Year id="2008">180000</Year>
<Year id="2009">140000</Year>
<Year id="2010">100000</Year>
</Region>
<Region id="Europe">
<Year id="2005">50000</Year>
<Year id="2006">60000</Year>
<Year id="2007">80000</Year>
<Year id="2008">100000</Year>
<Year id="2009">95000</Year>
<Year id="2010">80000</Year>
</Region>
<Region id="Asia">
<Year id="2005">10000</Year>
<Year id="2006">25000</Year>
<Year id="2007">70000</Year>
<Year id="2008">110000</Year>
<Year id="2009">125000</Year>
<Year id="2010">150000</Year>
</Region>
</Data>

コンテキスト ノード
XML ノードを[ページソース] ペインからデザイン内のチャートにドラッグして、このXML ノードをチャートのXPath 式のコン
テキストノードにします。チャートのコンテキストノードは、新しいXML ノードをチャートにドラッグすることによりいつでも変更
することができます。コンテキストノードは式内のパスロケーターの開始点であるため、チャートのコンテキストノードに注意する
ことは重要です。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

728

デザインオブジェクト/機能

チャート

X とY 軸のためのデータの選択
[チャー トデータ セレクター] ペイン (下のスクリーンショ
ット) で、スクリーンショ
ットに表示されているようにデータの選
択をします。チャートは、データノード内に挿入されているため、For-Each 式のコンテキストノードは データノードです。

チャートデータは以下のテーブルのようにビジュアル化することができます。各 Region[1]/Year 要素に、新しい行が作
成され、X-軸 とY-軸のXPath 式が対応するRegion[1]/Year 要素のコンテキストで評価されます。
For-Each XPath

系列のY-軸

X-軸
Americas

Europe

Asia

Region[1]/
Year[1]

@id

text()

XPath-1

XPath-2

Region[1]/
Year[2]

@id

text()

XPath-1

XPath-2

Region[1]/
Year[3]

@id

text()

XPath-1

XPath-2

Region[1]/
Year[4]

@id

text()

XPath-1

XPath-2

Region[1]/
Year[5]

@id

text()

XPath-1

XPath-2

Region[1]/
Year[6]

@id

text()

XPath-1

XPath-2

For-Each 式 Region[1]/Year は(テーブルの行となる) 6つのノードを返します。For-Each 式により返さ
れたシーケンスのアイテムの数は、X-軸の目盛の数を決定します。
X-軸 のXPath 式は、各 Region[1]/Year 要素の@id 属性の値を返します。これらの値は X-軸の目盛
のラベル となります。目盛の数よりもラベルの数が多い場合は、メモリが生成され、すべてのラベルが表示されるように
なります。目盛よりもラベルの数が少ない場合、(対応するラベルが存在しないため) 後方の目盛にラベルが付きませ
ん。自動的に列挙されたオプショ
ンは 1 から始まる整数のシーケンスを生成し、各整数をX-軸の目盛に順番に
割り当てます。
Americas series (text()) のXPath 式は、Region[1]/Year 要素のコンテンツを返します。この式
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は、希望する値を効果的に返す限り、(下で説明される) Europe およびAsia 系列 に類似しています。
Europe 系列のXPath 式は: for $i in @id return //Region[2]/Year[@id=$i]です。式
は次を実行します: (i) 現在のRegion[1]/Year/@id 属性の値を検索し、(ii)現在のRegion[1]/
Year 要素の@id 値と
同じ@id 値を持つRegion[2]/Year 要素のコンテンツを返します。
Asia 系統のXPath 式は Europe 系統のXPath 式と
類似しています。
このデータの選択で生成された棒グラフは以下のように表示されます:

このデータの選択の折れ線グラフは次のように表示されます:

For-Each 式がノード以外のアイテムを返す場合
X-軸の目盛の数は、For-Each XPath 式により返されたアイテムの数によるため、6 つの一意の年度の値を返す、下の
スクリーンショ
ット(distinct-values(//Year/@id)) のXPath 式も6 つの目盛をX-軸に生成します。シーケン
スにより返されたアイテムは、しかしながら、ノードではなく
アトミックな値です。この結果、コンテキストアイテムとして使用するこ
ともできますが、ツリー内のロケートノードのコンテキストノードとしては使用することができません。しかし、値をベースにして、
ノードをロケートするために使用することができます。
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上のスクリーンショ
ットで表示されているデータの選択で、以下の点に注意してく
ださい:
X-軸 とY-軸 のデータ選択は、直接の出力とテストの値のフィ
ルターとしてFor-Each 式により返されたアトミック
な値を使用します。
XPath 式のロケーショ
ンステップは、ドキュメントノード($XML in $XML//Region...) から開始します。アト
ミックな値がロケーショ
ンコンテキストを提供しないため、これは必要です。
チャートデータテーブルは以下を評価します:
ForEach
XPath

X-軸

2005

系列のための Y-軸
Americas

Europe

Asia

2005

XPath-1

XPath-2

XPath-3

2006

2006

XPath-1

XPath-2

XPath-3

2007

2007

XPath-1

XPath-2

XPath-3

2008

2008

XPath-1

XPath-2

XPath-3

2009

2009

XPath-1

XPath-2

XPath-3

2010

2010

XPath-1

XPath-2

XPath-3
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チャート データの選択: フレキシブル
このセクショ
ン:
フレキシブルなチャートデータの選択について
1 つの行、1 つの系列
3 つの行、3 つの系列、カテゴリーの値はマージされていません
3 つの行、3 つの系列、カテゴリーの値はマージされています
1 つの行、3 つの系列
チャートデータの選択のルール

フレキシブルなチャート データの選択について
[チャート構成] ダイアログの [チャートデータセレクター] ペイン(下のスクリーンショ
ット) で、フレキシブルオプショ
ンにより、
XPath 式を使用して、系列軸 (Z-軸)、X-軸、およびY-軸のデータを自由に選択することができます。軸のXPath 式
は、その軸にプロットされたアイテムのシーケンスを返します。軸に対してのこれらの(アイテムの) シーケンスは、チャートを生成
するために順番になれらべられます。

次の点に注意してく
ださい:
系列は X-軸 (カテゴリー軸) 目盛のセットに対してプロットされた値の系列を指します。2番目の系列は、同じX軸の目盛の２番目の値のセットに対してプロットされます。例えば、X-軸が2008、2009、と2010 年度を表し、
Y-軸が売上高を表す場合、系列 1 は、 米国 (米国でのこれら3 年間の売り上げ)、系列 2 は、欧州 (欧
州でのこれら3 年間の売り上げ) を表示します。このデータに対し棒グラフが選択されている場合、X-軸の各年度
(2008、2009、2010) には、2 本の棒 (米国と欧州) が表示されます。円グラフおよび単一棒グラフの場合、1
つの系列のみ使用することができます。各チャートの種類に関下は チャートの種類のテーブルを参照してく
ださい。
[チャートデータセレクター] ペインの各行は、系列を表します。
チャートのXPath コンテキストノードは、デザイン内のチャートコントロールの上にページソースペインからノードをド
ロップすることにより定義されます。
For-Each 列のXPath 式は、他の3つのXPath 式の評価のコンテキストを提供します。For-Each XPath
式は、デザインに挿入されたノードのコンテキストで評価されます。
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次の例は、軸に対してデータを選択する際の重要な点を説明しています。下にリストされるXML ドキュメントを参照していま
す。
このサンプルで使用されるXML ファイル: YearlySales.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
<ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
<Region id="Americas">
<Year id="2005">30000</Year>
<Year id="2006">90000</Year>
<Year id="2007">120000</Year>
<Year id="2008">180000</Year>
<Year id="2009">140000</Year>
<Year id="2010">100000</Year>
</Region>
<Region id="Europe">
<Year id="2005">50000</Year>
<Year id="2006">60000</Year>
<Year id="2007">80000</Year>
<Year id="2008">100000</Year>
<Year id="2009">95000</Year>
<Year id="2010">80000</Year>
</Region>
<Region id="Asia">
<Year id="2005">10000</Year>
<Year id="2006">25000</Year>
<Year id="2007">70000</Year>
<Year id="2008">110000</Year>
<Year id="2009">125000</Year>
<Year id="2010">150000</Year>
</Region>
</Data>

1 つの行、 1 つの系列
2D 棒グラフをRegion 要素(3つの要素があります:米国、欧州、アジア)に対して生成するとします。要素ノードの中のデ
ザインにチャートを作成するとします。チャートデータセレクターのFor-Each XPath 式のコンテキストノードは、Region
要素となります。
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上のスクリーンショ
ットで表示されているデータの選択では、For-Each 式は、(Region 要素である)現在のノードを返しま
す。ですから、Region 要素は、その他3つのXPath 式 (系列、X-軸、およびY-軸) のコンテキストノードとなります。こ
のチャートに系列は1つしか存在しないため、系列名は必要なく
この列は空白になります。X-軸の選択は 6 つの値を返し
ます。6 は X-軸の目盛の数となり、シーケンスの6つのアイテムは X-軸の目盛の相対するラベルとなります。Y-軸の選択も
また6つのアイテムを返します。各アイテムは対応するX-軸の目盛に対してY-軸にプロットされます。チャートは、Region
要素内に作成されているため、チャートは 3 つのRegion 要素のためにそれぞれ作成されます。各チャートに対して、その
特定のRegion 要素の子孫ノードが使用されます。
米国 地域のチャートの出力は以下のように表示されます:
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3 つの行、 3 つの系列、カテゴリーの値はマージされていません
複数の系列を作成する場合、下のスクリーンショ
ットで表示されているように、行を追加することができます。

上のデータの選択に関して次の点に注意してく
ださい:
(チャートは Data ノードをXPath コンテキストノードとするため) 各行は、系列を定義し、すべての行は Data
要素をコンテキストノードとして持ちます。
最初の行は、米国の系列を定義し、文字列式を系列の名前として与えます。X-軸の値は欧州地域のYear/
@id 値を使用して選択されます。(すべての地域はのYear/@id 値を持つため、どの地域を選択してもかまいま
せん。)。最初(米国)の系列 Y-軸の値は、述語フィ
ルターを使用して、米国地域のために選択されます。
2 番目と3 番目の系列は、1 番目の系列と同じパターンで行われます。各系列のX-軸の選択は同じですが、カ
テゴリー値をマージ のチェックボックスがチェックされていないため、2 番目と3 番目の式は無視されます。(値がマ
ージされたとしても、各系列の値は同じなため、違いはありません; 新しい異なる値のみがカテゴリーの値に追加され
ます。)
上のデータ選択を使用して生成されたチャートは以下のように表示されます:
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3 つの行、 3 つの系列、カテゴリーの値はマージされています
この例のデータの選択 (下のスクリーンショ
ット参照) は、前述の2 つの例と3 つの面で異なります: (i) 3 番目の系列の
X-軸の選択に余分なアイテム(2011) が追加されています (ii) カテゴリーの値をマージ チェックボックスがチェックされて
います (iii) Y-軸の目盛の間隔が手動で20000 に設定されています。

この変更の効果は新しいアイテム(2011) をX-軸の結果シーケンスに追加することです。チャートは以下のように表示され
ます:
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1 つの行、 3 つの系列
この例で作成されるチャートには XPath コンテキストノードとしてData ノードがあります (上のXML ドキュメントを参照し
てく
ださい)。1 つの行のみがデータの選択に使用されていますが、3 つの系列を生成します。これは、For-Each 列の
XPath 式が3 つのアイテムのシーケンスを返し、明確的に3 つの系列を作成するからです。

各系列は異なるRegion 要素をコンテキストノードとして持つため、するためFor-Each 系列、系列名、X-A軸、Y-軸
の選択は、異なる地域に対応します。このデータの選択のチャートは次のように表示されます:

チャート データの選択のルール
異なるチャートの軸のためにデータを選択するチャートデータセレクターを使用する場合、次の点に注意してく
ださい:
1. 棒の数 (または円グラフの扇形の数など) は、X-軸 または Y-軸の単一のデータ行の選択のシーケンスの大きい方
のアイテムの数と同じです。ですから、(ラベルを与える) X-軸 には 5 つのアイテムがあり、 (値を与える) Y-軸 に
Altova MobileTogether Designer
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は 6 つのアイテムがある場合、6 本の棒がプロットされますが、最後の棒にはラベルがありません。X-軸に6 つアイ
テムがあり、Y-軸に5 つアイテムがある場合、6 本の棒がプロットされ、最後の棒にはラベルがありますが値は0 とな
ります。
2. 系列の数は、For-Each 列の式により返されたすべてのシーケンスのアイテムの累積された数となります。
3. 系列の名前は Z-軸 (または系列の名前 軸) のXPath 式と共に選択されます。データの選択行のXPath 式
が空の場合、名前の系列は作成されません。また、XPath 式が系列の数より少ない数のアイテムのシーケンスを返
す場合、系列には名前が与えられません。
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オーバーレイチャート
オーバーレイチャート(下のスクリーンショ
ット) を選択するとことにより、異なる種類の複数のチャートを結合することができま
す。下のスクリーンショ
ット内のオーバーレイチャートはスクリーンショ
ット内のテキストにより説明されています。以下の種類の
チャートを結合することができます:
2D 棒グラフとスタックされた棒グラフ
折れ線グラフ
面グラフとスタックされたエリアチャート
ローソク足グラフ

オーバーレイチャートの作成
チャート構成ダイアログ内の複数のレイヤーボタンを選択することによりオーバーレイチャートを作成することができます (下のス
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クリーンショ
ット参照)。メインのれーやーは自動的に作成されます。メインのレイヤーの種類を選択下の地に、チャートの設
定とデータの選択を通常通り行います。

オーバーレイチャートのレイヤーの管理
新しいレイヤーをオーバーレイチャートに追加し、削除することもできます。これを行うには、チャート構成オーバーレイ内の管
理ボタンをクリックします(上のスクリーンショ
ット参照)。これによりオーバーレイが表示されます (下のスクリーンショ
ット)。
新しいレイヤーを追加するには追加をクリックします。レイヤーを削除するには削除をクリックします。

レイヤーはチャートの上に重ねられますが、下のレイヤーの外観を損ねる可能性があることに注意してく
ださい。チャートを透
明にすることも可能ですので、レイヤーのアレンジメントによっては最適の結果を得ることができない場合があります。例えば、
棒グラフが折れ線グラフの上に配置されている場合、折れ線の一部の外観が損なわれる場合があります。これらの点を考慮
して、レイヤーの順序を決定してく
ださい。

多種のチャートのためのデータ選択
各チャートのためのデータ選択はチャートの型によって異なり、各チャートの通常の方法で行われます。チャートのためのデータ
選択の概要に関しては、チャートデータの選択: シンプルとチャートデータの選択: フレキシブルのセクショ
ンを参照してく
ださ
い。
オーバーレイチャートに関連する以下の一般的な説明は重要ですので、チャート作成の際に考慮してく
ださい:
すべてのチャートレイヤーでは X-軸 は共有され、メインレイヤーで定義されるX-軸 です。このX-軸 定義は、他の
チャートで評価することはできず、チャートを描く
ことはできません。他のレイヤーで定義されるX-軸 の定義は無視さ
れます。
各チャートのY-軸の系列は、個別に選択されます。各レイヤーのY- 軸は一番下のレイヤー(メインレイヤー)のため
に左から右に互いに平行に描かれます。チャート設定内で各 Y-軸 のためにラベルを指定することができます。
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重要なチャート設定
以下のチャート設定に関連します:
チャートのタイトルは、メインレイヤーのチャートタイトルの設定で指定することができます。
X-軸 設定は、メインレイヤーの設定で指定されます。
Y-軸 ラベルは各チャートのために個別に設定されます。
Y-軸 開始点 (最小値) と最終点 (最大値)、およびメモリの間隔は、各チャートのために指定することができます。
これにより軸が互いに対して調整されます。
各チャート内の系列の色は個別に設定することができます。
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チャートの設定と外観
チャートの設定は次の通り構成されています:
チャートの基本設定 により、チャートの種類とタイトルを選択することができます。基本チャート設定はチャート構成
ダイアログのチャート設定ペインにより定義することができます。 (下のスクリーンショ
ット参照)。
チャートの詳細設定により、チャートの外観 (タイトル、凡例、色、フォントなど) を変更することができます。詳細設
定は、外観の変更ダイアログで定義されます。このダイアログにアクセスするには、チャート構成ダイアログの[すべて
の設定] をクリックしてく
ださい(下のスクリーンショ
ット参照)。
動的な XPath 設定 はチャート設定ペイン内の[動的な設 XPath 設定] をクリックすることによりアクセスするこ
とができます(下のスクリーンショ
ット参照)。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

742

デザインオブジェクト/機能

チャート

チャートの基本設定
このセクショ
ン:
チャートの種類の設定
チャートの種類のリスト
他の基本設定

チャートの種類の設定
最も基本的な設定はチャートの種類です。チャートの種類を選択するには、チャート構成ダイアログのチャート設定ペイン
内の「種類の変更」をクリックします。

チャートの種類は、チャートウィ
ンドウにある「種類の変更」ボタンをクリックすることで表示される、種類の変更ダイアログ
ボックスにて定義されます。(上のスクリーンショ
ット)、チャートの種類を選択して、[OK] をクリックします。
円チャート
円グラフでは、単一軸の値を表示し、別の軸により値のラベル付けを行います。
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棒グラフ
棒グラフでは、X-軸に数値以外の値を使用することができます。

上のサンプルで表示されるように次のセットの3つの値を使用することもできます: (i) 地域、(ii) 年度、(iii) 売り上
げ。 棒グラフは 2D ならびに3D にて表示することができます。
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更に、スタックされた棒グラフを使用することで、チャートに含まれている系列の合計を表示することができます。

折れ線グラフ
通常の折れ線グラフ（
下左のスクリーンショ
ット）
と値付き折れ線グラフ（
下右のスクリーンショ
ット）
の違いは、値付き折れ
線グラフでは、X-軸に数値カラムしか使用することができない点にあります。折れ線グラフのX-軸に文字列を使用した
い場合には、[種類の変更] ダイアログボックスの右ペインから折れ線グラフを選択してく
ださい。
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エリアチャート
エリアチャートとは、線の下の面が色付けされる折れ線グラフの１種類です。エリアチャートはスタックすることができます。

ローソク足チャート
ローソク足チャートは、ある期間内における証券やデリバティ
ブ、または通貨といった値の動きを表示するために使用され
ます。チャートには資産の動きが表示され、毎日の終値だけでなく
、高値、安値、そしてオプショ
ンとして始値を表示す
ることができます。４つの系列（
始値、高値、低値、終値）
を定義すると、チャートは以下のように表示されます。
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ゲージチャート
ゲージチャートには１つの値が最低ならびに最高値とともに表示されます。
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他の基本設定
チャート設定ペインでは、チャートのタイトルを設定することができます (下のスクリーンショ
ット参照)。
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チャートの詳細設定
このセクショ
ン:
詳細設定へのアクセス
詳細設定の概要
チャート設定のロード、保存、リセット

詳細設定へのアクセス
チャートの詳細設定にアクセスするには以下を行います: チャート構成ダイアログ内のすべての設定 をクリックします。。これ
により特定のチャート種類のための外観の変更ダイアログが表示されます。 (下のスクリーンショ
ットは円グラフの外観の変
更ダイアログを表示しています )。

詳細設定の概要
詳細設定はすべてのチャートの種類に共通するタブとチャートの種類に特有のタブにより整理されています。
チャート設定全般
全般
チャートのタイトル(下のスクリーンショ
ット参照) は基本設定と同じですが(上を参照) 詳細設定でも編集することが
できます。このダイアログの他の設定は、チャートの背景色とプロットです。下のスクリーンショ
ットでは、プロットには薄い
緑色の背景色が与えられています。チャートおよび/
またはプロットの背景のイメージとしてイメージファイルを設定するこ
ともできます。このイメージはチャートまたはプロットのエリア全体をカバーするように拡大、(チャートまたはプロットの) 2
つのディ
メンショ
ンにズームがマッチするようにズーム、中央揃え、並べて表示することができます。凡例はチャートの配色
コードのキーとなりオン/
オフすることができます。
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配色パターン
4つの設定済み配色パターンとユーザーにより定義される配色パターンを使用することができます。色を配色パレットに追
加または削除することにより配色パターンを変更することができます。このタブにより選択される配色パターンはチャートで
使用されます。

サイズ
ピクセルまたはパーセンテージ率としてチャートのさまざまな部分のサイズを設定することができます。

フォント
チャートのタイトル、凡例、ラベルのプロパティ
をこのタブで指定することができます。サイズはチャートのサイズのパーセンテ
ージまたは絶対ポイントとして設定できます。

ロード/保存ボタン
設定は XML ファイルに保存され、正しい構成を持つXML ファイルからロードされることができます。構成を確認する
には、チャートの設定を保存しXML 、ファイルを開きます。このボタンをクリックして、チャートの設定をディ
フォルトに再
設定することもできます。

特定の種類のチャートの設定
円グラフ
設定: (i) 最初の扇形が描かれる角度; (ii) 扇形が描かれる方向; (iii) アウトラインの色; (iv) 色に対するハイライト
有無(3D 円グラフ: ドロップシャドウ、透明度の使用); (v) ラベルの有無; および(vi) 値とパーセンテージがラベルに追
加されるか、およびパーセンテージへの小数点の数。

棒グラフ
設定: (全般) X とY 軸を交換して横向きの棒グラフを生成する; (棒) 棒のアウトラインおよびドロップシャドウ(ド
ロップシャドウは 2D 棒グラフのみ); (X-軸) X-軸のラベルと配色と垂直方向の枠線; (Y-軸) Y-軸のラベル、配色

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

750

デザインオブジェクト/機能

チャート

と水平方向の枠線、値の範囲の表示、Y-軸の目盛; (Z-軸、3D のみ) Z-軸のラベルと配色; (3D) 垂直方向へ
の傾斜、水平方向への回転、ビューの幅。

折れ線グラフ
設定: (全般) X とY 軸を交換してグラフの生成; (ライン) プロットポイントの有無; (X-軸) X-軸のラベルと配
色と垂直方向の枠線; (Y-軸) Y-軸のラベル、配色と水平方向の枠線、値の範囲の表示、Y-軸の目盛。

ゲージチャート
設定: (i)ゲージが開始する角度とスケールの掃引角度; (ii) 表示される値の範囲; (iii) メジャーおよびマイナーなメモ
リの間隔と配色; (iv) ダイアル、針、境界線の配色。

エリアチャート
エリアの透明度は 0 (透明度無し) から255 (最大透明度) の値で設定することができます。この場合、スタックされ
ていないエリアチャートでの透明度の使用は他のエリアの下にあるエリアをビューアが可視することができます。エリアのア
ウトラインを指定することができます。

ローソク足チャート
塗りつぶしの色は2つの場面で使用することができます: (i) 終値が始値よりも高い場合、(ii) 始値が終値よりも高い
場合。後者の場合、系列の配色もオプショ
ンとして使用することができます。系列の色は、外観の変更ダイアログの配
色パレットタブで指定することができます。

チャート設定のロード、保存、リセット
チャート設定は、XML ファイルに保存することのできるデフォルトの設定と異なります。これらの設定は、後にチャートの設定
としてロードすることができ、時間と動力をセーブすることができます。「ロード/
保存」ボタン(このセクショ
ンの最初のスクリーン
ショ
ット参照) をクリックすると以下のオプショ
ンを使用することができます:
デフォルトとして設定: 設定に加えられた変更を拒否し、すべての 設定セクショ
ンのデフォルトの設定を復元しま
す。
ファイルからロード: XML ファイルに以前保存された設定をインポートすることができます (次のコマンドを参照)。
コマンドは、必要なファイルの場所を入力することのできる「参照」ダイアログを表示します。
ファイルに保存: 「名前を付けて保存」ダイアログボックスを開きます。保存するXML ファイルを指定することがで
きます。このファイルはデフォルト設定と異なる設定のファイルをリストします。
一般
「外観の変更」ダイアログボックスの一般セクショ
ンでは、チャートのタイトル、凡例の追加や削除、背景イメージ、更に棒グ
ラフ、折れ線グラフ、エリアチャート、ローソク足チャートに対してはチャートの方向を指定することができます。
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チャート
チャートタイトルフィ
ールドにチャートを説明する様なタイトルを入力し、チャート全体に適用される背景色をドロップダウンリス
トから選択します。塗りつぶしや、垂直または水平グラデーショ
ン、そしてグラデーショ
ンでは２つの色を選択します。更に、背
景色の代わりに背景イメージを指定し、ドロップダウンリストから表示オプショ
ンを選択することもできます：
伸縮：イメージがチャートの高さならびに幅に伸ばされて表示されます
合わせる：イメージが、アスペクト比を保ったままチャートのフレームに合うように表示されます
中央に表示：イメージがオリジナルのサイズで中央に表示されます
並べて表示：イメージがチャートより小さい場合、イメージの複製が背景エリアに表示されます
凡例を描画チェックボックスはデフォルトでオンになっており、チャート内に凡例を表示したく
ない場合はチェックを外してく
ださ
い。

プロット
プロットとは実際のチャートが表示される領域です。プロットの周りに線をひいたり、プロット領域に対して背景色やイメージを
指定することができます。以下のスクリーンショ
ットでは、プロット領域の色は白のままでチャートの背景色がグレー（
垂直グラデ
ーショ
ン）
に、境界線の色が赤に変更され、背景イメージが加えられています。
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方向
少数の系列と、多く
の値がデータに存在する場合、X-軸とY-軸を入れ替えた方が、より見やすい表示となることもあります。
以下のスクリーンショ
ットでは、プロットの背景色が「
透明」
にセットされ、イメージがチャートの背景に適応されていることにも注
目してく
ださい。

このオプショ
ンは円グラフならびにゲージチャートには適用できないことに注意してく
ださい。
各チャートの機能
「外観の変更」ダイアログボックスでは、チャートの種類に関連した機能の定義を行うことができます。

円グラフ
2D ならびに3D バージョ
ンで行うことのできる設定にそこまで違いはありません。2D の円グラフではハイライトを付与すること
ができます。
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3D の円グラフでは、影の描画や透明度、3D の傾きを指定することができます。

[開始角度] の値により、選択されたカラム内にある最初の行が表示されるチャートの位置を指定します。0°の角度が時計
の12時方向に対応します。
凡例やラベルを表示したり、値やパーセントをラベルに付与したり、パーセントに使用される桁数を指定することができます。
[輪郭を描画] チェックボックスの隣から選択できる色により、チャートや個々の円グラフセグメントの周りに描かれる境界線の
色を指定することができます。時計回りのチェックボックスにより、行の表示を時計回りの、または反時計回りに行うかを指定
できます。
3D の円グラフでは、影の描画やその色、チャートの透明度、そして3D の傾きを指定することができます。2D のチャートで
は、ハイライトを描画オプショ
ンにより、更なる側面をチャートに付与することができます。

棒グラフ

棒グラフのために以下を設定することができます:
(C) 2018 Altova GmbH
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棒に輪郭を追加し、色を定義することができます
2D の棒グラフでは、影を付けることができ、色を定義することもできます (3D 棒グラフではこのオプショ
ンを使用する
ことはできません)。
デフォルトで、棒の形式は、円柱ですが、「
グラデーショ
ン(縦方向)」
または「
塗りつぶし」
をドロップダウンリストから
選択することができます。
(Y-軸上のバーの高さに対応する) 棒の値を棒上に表示することができます。
棒グループの系列と棒グループの距離は、単一の棒の幅の小数として指定することができます。例えば、下のスクリ
ーンショ
ットでは、青い系列と緑の系列から構成される棒グループが表示されており、系列間の距離は、棒の幅の
25% (=0.25) に設定されています。棒グループの距離は棒の幅の100% (=1.0) に設定されています。

折れ線グラフ

チャート内にある値を結びつける接続点を描画するには、接続点の描画グループボックスにあるチェックボックスのうち少なく
と
も１つにチェックを入れる必要があります。系列をマークするために、最大５つの形が使用されます：
正方形、ひし形、三角
形、逆三角形、円。6つ以上の系列がチャート内に存在する場合、接続点のオプショ
ンを2つ以上選択することで、接続点
の形を組み合わせて使用することができます。以下のスクリーンショ
ットでは、塗りつぶしとスラッシュの２つが選択されており、
6つ目以降の系列にはスラッシュが使用されます。
線を描く
オプショ
ン(i) 接続点のみ (ii) 接続点と線により線をて使用して描く
ことができます。

接続点は棒グラフと値付き棒グラフの両方で使用することができます。

エリアチャート

エリアチャートでは透明度を指定することができ、１つの系列がチャートにある他の系列により隠れてしまうのを防ぐことができま
す。更に、データエリアに対して輪郭を描画、ならびに色を指定することができます。(下のスクリーンショ
ット参照)。
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ローソク足チャート

始値と終値の値が系列として既に定義されている場合、使用される色と、終値が始値よりも大きい場合、ローソクの塗りつ
ぶしを行うかを指定することができます。
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ゲージチャート

角グループボックスにある「
開始」
値により0 のある位置と、「
可動角度」によりチャートの表示に使用される角度が指定さ
れます。値の範囲グループボックスでは、表示する最小ならびに最大値を指定することができます。大きな目盛り間隔では目
盛りが値とともに、小さな目盛り間隔では価なしで表示され、それぞれに異なる色を指定することができます。色のグループ
ボックスでは、ダイアルや針、チャートを囲む境界線や針のベース（
中央部にある部分の針）
の色を指定することができます。
現在の値と追加ラベルを希望する角度で表示することができます。
色
選択されたチャートの種類によりMobileTogether Designer ではチャート内で使用される色の指定を行う２つのセクショ
ンが用意されます：
円グラフ、折れ線グラフ、エリアチャート、ローソク足チャートに対して使用される塗りつぶし
ゲージチャートに対して使用される色の範囲

色スキーマ
「外観の変更」ダイアログボックスにある塗りつぶしセクショ
ンでは、（
デフォルト、グレイスケール、カラー、パステルから成る）
４つ
の定義済み塗りつぶしセットが用意されており、カスタマイズすることができます。更に、独自の色を最初から作成することもで
きます。
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最初の色が最初の系列に対して使用され、2 つ目の色が2 つ目の形式に対して使用されます。色を選択してマウスのド
ラッグ操作により別の位置に移動することで色の順番を変更することができます。新たな色を追加したり既にある色を削除す
るには、それぞれ対応するボタンをクリックしてく
ださい。ローソク足チャートでは、最初の色だけが使用されます。
1 つ以上のオーバーレイチャートレイヤーをチャートウィ
ンドウに追加した場合、外観の変更ダイアログボックスに、デフォルトで
選択されている[前のチャートレイヤーから継続して色を使用する] ラジオボタンが表示されます。

このラジオボタンが選択されていると、前のレイヤーから色が継承され、そのオーバーレイに対して独自の色を選択できなく
なり
ます。アクティ
ブなレイヤーにおける系列は、その前のレイヤーで使用された色の集合が継続して使用されます。これにより、
チャートウィ
ンドウ内に表示される系列全てに異なる色を持たせ、より簡単に系列が識別できるようになります。
このオプショ
ンは任意のレイヤーで無効にすることができ、異なる色の集合を指定して、更に続く
レイヤーにてそれらの色を継
承することもできます。

色の範囲
ゲージチャートでは、値の範囲に対して色を指定することで、ゲージの外観をカスタマイズすることができます。

上のスクリーンショ
ットで定義された設定により、ゲージチャートは以下のような外観になります：
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X- 軸
「外観の変更」ダイアログボックスのX-軸セクショ
ンでは、軸のラベルの入力や、軸ならびにグリッド（
表示されている場合）
の
色を定義、目盛りや軸の値を表示するか指定することができます。このセクショ
ンにおける記述は全ての棒グラフ、折れ線グラ
フ、エリアチャートローソク足チャートに対して共通するものです。カテゴリの表示オプショ
ンにより、全てのカテゴリ(X-Axis
値) のサブセットが表示さえるように指定することができます。すなわち、メモリ、グリッド線、選択されたカテゴリの値が表示さ
れます。表示されたカテゴリのサブセットを以下を入力して作成することができます (i) 表示する最初の値のインデックス、お
よび、(ii) ステップの数量・
例えば、1900 1901 1902 ... 1999 2000 から開始する、101 件のカテゴリが存
在する場合、最初のインデックスを1 に、ステップを10 に設定することにより、1900 年から2000 年の間の10 年後との
期間を表示することができます。

折れ線グラフの場合、値の範囲ならびに表示される目盛りの間隔を定義することもできます。
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ラベル
ラベルフィ
ールド内に入力されたテキストは、X-軸の説明文として軸の下に表示されます。
範囲
デフォルトでは範囲グループボックスの自動ラジオボタンが選択されています。チャートの一部分における詳細を表示したい場
合、「
手動」ラジオボタンを選択して、最小ならびに最大値を対応するフィ
ールドに入力します。
X-軸のために使用される列に0 が含まれない場合、「
ゼロを含む」チェックボックスを無効化することができます。X-軸は
系列内で使用することのできる最小の値と共に開始されます。「
軸の反転」オプショ
ンによりY-値の値を反転することができ
ます。例えば、0 から360 の間の値から実行される場合、このオプショ
ンの選択は、Y-軸を生成します。これにより、360
の値が元の値となり、Y-軸の値が上がるごとに、0に近づきます。
ライン
チャート内に表示される軸の色は、「ライン」ドロップダウンリストから指定することができます。既に表示されている色を選択
するか、「他の色」 ボタンをクリックして標準的な色を選択するか、カスタマイズされた色を作成することができます。カスタム
タブにある「選択」 ボタンをクリックすると、スポイトが表示され、画面上に表示されている色を選択することができます。
グリッド線
グリッド線を表示チェックボックスが有効になっている場合、隣にあるドロップダウンボックスから色を選択することができます。
目盛り間隔
デフォルトで表示される目盛り間隔で都合が悪い場合は、目盛り間隔グループボックスにある手動ラジオボタンを有効にし
て、目盛り間の値をフィ
ールドに入力してく
ださい。
目盛り描画
軸にある目盛りや、軸上にある値の表示を切り替えることができます。
軸の位置
軸が表示される位置をドロップダウンリストから選択することができます。「
値 /カテゴリー番号」
を選択すると、プロット内の自
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由な位置に軸を配置することができます。
Y- 軸
「外観の変更」ダイアログボックスのY-軸セクショ
ンでは、軸のラベルの入力、軸の色や（
表示される場合は）
グリッド線の定
義、値の範囲指定、目盛りの表示やその間隔、そして軸の値を表示するかなどを設定することができます。このセクショ
ンに
おける記述は全ての棒グラフならびに折れ線グラフに対して共通するものです。

ラベル
ラベルフィ
ールドに入力された値は、Y-軸の説明として軸の左側に表示されます。
範囲
デフォルトでは範囲グループボックスの自動ラジオボタンが選択されています。チャートの一部分における詳細を表示したい場
合、「
手動」ラジオボタンを選択して、最小ならびに最大値を対応するフィ
ールドに入力します。
X-軸のために使用される列に0 が含まれない場合、「
ゼロを含む」チェックボックスを無効化することができます。X-軸は
系列内で使用することのできる最小の値と共に開始されます。「
軸の反転」オプショ
ンによりY-値の値を反転することができ
ます。例えば、0 から360 の間の値から実行される場合、このオプショ
ンの選択は、Y-軸を生成します。これにより、360
の値が元の値となり、Y-軸の値が上がるごとに、0に近づきます。
ライン
チャート内に表示される軸の色は、「ライン」ドロップダウンリストから指定することができます。既に表示されている色を選択
するか、「他の色」 ボタンをクリックして標準的な色を選択するか、カスタマイズされた色を作成することができます。カスタム
タブにある「選択」 ボタンをクリックすると、スポイトが表示され、画面上に表示されている色を選択することができます。
グリッド線
グリッド線を表示チェックボックスが有効になっている場合、隣にあるドロップダウンボックスから色を選択することができます。
目盛り間隔
デフォルトで表示される目盛り間隔で都合が悪い場合は、目盛り間隔グループボックスにある手動ラジオボタンを有効にし
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て、目盛り間の値をフィ
ールドに入力してく
ださい。
目盛り描画
軸にある目盛りや、軸上にある値の表示を切り替えることができます。
軸の位置
軸が表示される位置をドロップダウンリストから選択することができます。「
値 /カテゴリー番号」
を選択すると、プロット内の自
由な位置に軸を配置することができます。
Z- 軸
「外観の変更」ダイアログボックスのZ-軸セクショ
ンでは、軸のラベルの入力や、軸ならびにの色を定義、軸上の目盛りを表
示するか指定することができます。このセクショ
ンにおける記述は全ての3D 棒グラフ（
3D 棒グラフならびにグループ化された
3D 棒グラフ）
対して共通するものです。

ラベル
ラベルフィ
ールドに入力された値は、Z-軸の説明として軸の右側に表示されます。
ライン
チャート内に表示される軸の色は、「ライン」ドロップダウンリストから指定することができます。既に表示されている色を選択
するか、「他の色」 ボタンをクリックして標準的な色を選択するか、カスタマイズされた色を作成することができます。カスタム
タブにある「選択」 ボタンをクリックすると、スポイトが表示され、画面上に表示されている色を選択することができます。
メモリの描画
目盛りの表示を切り替えることができます。
3D アングル
「外観の変更」ダイアログボックスの3D アングルセクショ
ンでは、チャートの3D 的な外観を3D 棒グラフに対して設定す
ることができます。

「
傾き」の値によりX-軸に対する角度が決定され、「
回転」の値によりY-軸に対する角度が決定されます。対応する
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チェックボックスにチェックを入れることで、チャート軸の大きさをチャートのウィ
ンドウに自動的に合わせることができます。
「
自動チャート軸サイズ」
チェックボックスが有効になると、現在表示されているチャートの大きさに対して最適な X-軸ならび
にY-軸の大きさがMobileTogether Designer により計算されます。チャートの幅と高さは、チャートウィ
ンドウの大きさを
変更することで動的に変更されます。
サイズ
「外観の変更」ダイアログボックスの大きさセクショ
ンでは、様々な余白や軸、またはゲージ目盛りの間隔を定義することがで
きます。以下に示す全てのプロパティ
が全てのチャートに対して使用できるわけでは無いことに注意してく
ださい。
一般
外部の余白
タイトルからプロット
凡例からプロット

プロットとチャートウィ
ンドウ端の空間
チャートタイトルとプロット上部の端との空間
プロット下部の端と凡例との空間

円グラフ
プロットからラベル
グラフの高さ
グラフの影

円グラフにて、円グラフの左端ならびに右端とラベル間の空間
3D 円グラフの高さ
3D 円グラフにて（
有効化されていた場合）
表示される影の長さ

X-軸
X-軸から軸ラベル
X-軸からプロット
X-軸目盛りサイズ

棒グラフと折れ線グラフにて表示されるX-軸とラベル間の空間
2D 棒グラフと折れ線グラフにて表示されるX-軸とプロット間の空間
棒グラフと折れ線グラフにて表示されるX-軸上の目盛り長さ

Y-軸
Y-軸から軸ラベル
Y-軸からプロット
Y-軸目盛りサイズ

棒グラフと折れ線グラフにて表示されるY-軸とラベル間の空間
2D 棒グラフと折れ線グラフにて表示されるY-軸とプロット間の空間
棒グラフと折れ線グラフにて表示されるY-軸上の目盛り長さ

Z-軸
Z-軸から軸ラベル
Z-軸目盛りサイズ

3D 棒グラフにて表示されるZ-軸とラベル間の空間
3D 棒グラフにて表示されるZ-軸上の目盛り長さ

ライン描画
接続点のサイズ

折れ線グラフにてチャート内の値をマークする接続点の大きさ

3D 軸サイズ
ベースの手動X-軸サイズ 3D 棒グラフにおいてX-軸の長さとチャートウィ
ンドウの大きさの関係を定義します。3D アング
ルセクショ
ンにある自動チャート軸サイズのチェックを外さなければサイズが自動的に計算され
ることに注意してく
ださい
ベースの手動Y-軸サイズ 3D 棒グラフにおいてY-軸の長さとチャートウィ
ンドウの大きさの関係を定義します。3D アング
ルセクショ
ンにある自動チャート軸サイズのチェックを外さなければサイズが自動的に計算され
ることに注意してく
ださい
Z-軸系列余白
3D 棒グラフのZ-軸における各系列間の距離
ゲージ
境界線の幅
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ゲージ間隔
領域線から目盛りまでの距 円ゲージチャートにおいて、領域内側の端と値を表示する目盛りの空間
離
大きな目盛りの長さ
円ゲージチャートに表示される（
値を持った）
大きな目盛りの長さ
大きな目盛りの幅
円ゲージチャートに表示される（
値を持った）
大きな目盛りの幅
小さな目盛りの長さ
円ゲージチャートに表示される値を持たない目盛りの長さ
小さな目盛りの幅
円ゲージチャートに表示される値を持たない目盛りの幅
ゲージ針
針の長さ
ベースにおける針の幅
針ベースの半径

円ゲージチャートにおける針の長さ（
パーセントはゲージの直径から計算されるため、50% を超
えた値を選択すると、針の先端がゲージの外側に出てしまうことに注意してく
ださい！）
円ゲージチャートの中心における針の幅（
太さ）
円ゲージチャート中央部に表示されるベースの半径

ゲージ色の範囲
境界線から色の範囲までの円ゲージチャートにおける境界線内側にある端と、色の範囲との間にある空間
距離
色の範囲幅
円ゲージチャートにおけるカスタマイズ可能な色が表示される範囲の幅（
パーセントはゲージの
直径から計算されることに注意してく
ださい！）

フォント
「外観の変更」ダイアログボックスのフォントセクショ
ンではチャートウィ
ンドウ内のオブジェクトに使用されるフォント設定を行う
ことができます。

フォント設定
フォントセクショ
ンではチャートウィ
ンドウ内に表示される各要素のフォントフェイス、大きさ、そしてスタイルを変更することができ
ます。大きさはチャートサイズに対するパーセントとして定義することができるとともに、最低サイズをポイントで指定、または絶
対サイズをポイントで指定することができます。同一のフォントや大きさを全てのテキスト要素に適用したい場合、[全てに適
用] チェックボックスにチェックを入れます。
リストボックス内にある要素は以下のように定義されます：
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タイトル：チャートの名前
凡例：チャート内で使用されている色の説明
ラベル：円グラフにおける各パイの説明
軸タイトル：棒グラフおよび折れ線グラフにおけるX- 、Y- 、Z- 軸の名前
軸の値：棒グラフおよび折れ線グラフの軸上に表示される単位
目盛りの値：ゲージチャートにて表示される単位
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動的な XPath 設定
動的な XPath 設定はチャート設定でXML ドキュメントから動的データを使用する際にとても役に立ちます。例えば、
Region 要素のチャートがRegion 要素のデータ(例えば名前) がチャートのタイトル内で必要と
します。複数の
Region 要素がある場合、そのう
ちの1 つがチャートに使用されますが、チャートのタイトルのためのデータはXPath 式を使
用してのみ取得することができます。動的な XPath 設定ダイアログによりXPath を使用してデータにアクセスすることがで
きます。
動的な XPath 設定ダイアログにアクセスするには、チャート構成ダイアログのチャート設定ペイン内の「動的な XPath
設定」をクリックします。(下のスクリーンショット参照)。

動的な XPath 設定
動的な XPath 設定ダイアログ(下のスクリーンショット参照)は、チャート構成ダイアログのチャート設定ペ
インの 「動的な XPath 設定」ボタンをクリックすることによりアクセスすることができます。このダイア
ログで複数のチャート設定を入力することができます。

以下の点に注意してく
ださい:
このダイアログの全てのエントリは XPath 式として評価されます。ですから、文字列リテラルは引用符で囲む必要が
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あります。例: 'Tahoma' '1' '18pt' および'#FF3366'。
設定または値にポイントすると、列挙とフォーマットの情報を表示するヒントが表示されます。
動的な XPath 設定には、チャート構成ダイアログまたは外観の変更ダイアログで作成された設定に対する優先
順位があります。例えば、動的な XPath 設定として作成されたチャートのタイトルはチャート構成ダイアログの設定
に対する優先順位を有します。
使用する配色パターンとして、外観の変更ダイアログ内でユーザーにより定義された配色パターンが選択されると配
色パターンの色が使用されます。配色は RGB 16 進数フォーマットとして設定されています: #RRGGBB。ですか
らXPath 式により指定される赤色は以下の通り指定されます: '#FF0000'。
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スタイルシート
MobileTogether Designer のスタイルシート機能により、プロジェクト、ページ、テーブル、とコントロールレベルでグローバ
ルなスタイルを定義することができます。スタイルシートは「プロジェクト| スタイルシート」コマンドにより開かれるスタイルシー
トダイアログで作成され、定義されます (下のスクリーンショ
ット)。ユーザーにより定義される複数スタイルシートを作成するこ
とができます。これらのスタイルシートは、デザインの多種のコンポーネントに適用することができます。

ユーザーにより作成されたスタイルシートの追加と削除
2つの種類のスタイルシートの型は以下のとおりです: (i) プロジェクトレベルで自動的に適用され、削除することのできないプ
ロジェクトのスタイルシート (ii) ユーザーにより作成されたスタイルシートそれぞれのページ、テーブル、コントロールに個別に適
用することができます。
ユーザーにより作成されたスタイルシートを追加するには、「スタイルシートの追加」 をクリックします。ユーザーにより作
成されたスタイルシートの名前を変更するには、名前をダブルクリックして編集します。
ユーザーにより作成されたスタイルシートを削除するには、「スタイルシートの削除」 をクリックします。

スタイルの定義
左側のペイン内のスタイルシートから、スタイル(ページ、テーブル、または、コントロール) を定義するレベルを選択し、右側の
ペイン内でそのスタイルプロパティ
に値を割り当てます。静的なプロパティ
の値を選択、または、入力することができます。また、
プロパティ
の値を評価するXPath 式を入力することもできます。動的な割り当ての例はエンドユーザーのモバイルデバイスの
スクリーンの幅など、プロパティ
の値を条件付きにするなどです。
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スタイルの定義の優先順位
コンポーネントにスタイルの定義の場所が近いほど、定義の優先順位は、同じプロパティ
のための遠い場所にある定義よりも
高く
なります (次を参照: スタイルシート全体の優先順位)。例えば、ユーザーにより作成されたスタイルシートがボタンイ
ンスタンスに割り当てられたとします。ユーザーが作成したスタイルシート内のスタイルは、プロジェクトのスタイルシート内のスタ
イルよりも、(ボタンのスタイルプロパティ
に関しては、)高い優先順位を与えられます。このようにして、カスケードスタイルを持つ
デザインコンポーネントにスタイルを与えることができます。更に、スタイルシート内の優先順位のレベル自身がカスケード効
果を定義するための柔軟性を与えます。
ユーザーにより作成されたスタイルシートは、デザインコンポーネントにスタイルシート名をコンポーネントのスタイルシートプロパ
ティ
の値として入力するだけで、デザインに適用することができます。スタイルシートの割り当ては、(名前を直接入力すること
により) 静的におこなうことができ、(XPath 式を使用することにより)動的におこなうことができます。XPath 式を使用するこ
とにより、を動的なコンテキストに従いユーザーにより作成されたスタイルシートを選択することができます。例えば、エンドユー
ザーが現在使用しているモバイルデバイスの種類によりスタイルシートの選択をおこなうことも可能です。

プロジェクト CSS ファイルについて
Web クライアント、すなわちブラウザーのためのスタイルに関するMobileTogether Designer 機能がありますが、スタイル
シート機能とは個別の問題です。これは、プロジェクトのブラウザー設定を使用してプロジェクトにCSS ファイルを割り当てる
プロジェクトCSS ファイル機能を指します。プロジェクトCSS ファイル内で、各コンポーネントのブラウザー CSS クラス プ
ロパティ
を使用して、デザインコンポーネントに割り当てられているクラスのためのスタイルを定義することができます。現在のセ
クショ
ン内では、プロジェクトCSS ファイルとは作業しません。この機能に関する詳細は、プロジェクトのブラウザー設定を
参照してく
ださい。

このセクション
このセクショ
ンは以下のように整理されています:
スタイルシートの型とスコープは、2つのスタイルシートの型とそれぞれのスコープについて説明しています。
スタイルシート内の優先順位 は、単一のスタイルシート内で使用することのできる優先順位のレベルについて説明し
ています。
スタイルシート全体の優先順位 は、複数のスタイルシートが使用されている場合、スタイルの優先順位の決定方法
について説明しています。
ユーザーにより作成されたスタイルシートの適用 は、ユーザーにより作成されたスタイルシートがどのようにデザインコン
ポーネントに適用されるかを説明しています。
スタイルシートプロパティは、スタイルシートダイアログ内でどのようにコンポーネントスタイルと作業するかの概要につい
て説明されています。
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スタイルシートの型とスコープ
スコープに従い、スタイルシートは次の2つの型にグループ化することができます:

プロジェクトの名前を持つプロジェクトのスタイルシート。この名前は固定されていて変更することはできません。プロ
ジェクトスタイルシート内で定義されているスタイルは、プロジェクト全体に自動的に適用されます (すなわち、プ
ロジェクトの全てのページに対して適用されます)。プロジェクトスタイルは、対応する箇所で高い優先順位を定義
されているスタイルによりオーバーライドされます。
ユーザーにより与えられた名前を持つ、ユーザーが作成したスタイルシート。作成することのできるスタイルシートの数
量に制限はありません。(上のスタイルシートでは、2つのユーザーが作成したスタイルシートが存在します : 「
パステ
ル」
と「
タクシー」
)。ユーザーが作成したスタイルシート内で定義されたスタイルは、個々のコントロール、テーブル、ペ
ージに適用することができます。これは、ユーザーが作成したスタイルシートの名前を、対応するコントロール、テーブ
ルまたはページのスタイルシートのプロパティ
の値として入力することにより行います。ユーザーが作成したスタイルシー
トがこのように適用されると、プロジェクトスタイルシートより高い優先順位を有するようになります。
メモ:
ユーザーが作成したスタイルシートを追加するには、「スタイルシートの追加」 をクリックします。ユ
ーザーが作成したスタイルシートの名前を変更する場合は、名前をダブルクリックして編集します。
メモ:

スタイルグループ(コントロール、テーブル、またはページ) が、1つ以上のスタイルの定義を含む場合、そのスタイルのグ
ループと、そのグループに含まれているスタイルシートは、太字で表示され、それ以外の場合は、通常のフォントで表
示されます。例えば、上のスクリーンショ
ットでは、「
Taxi 」
スタイルシート内では、スタイルが定義されていません
が、他の2つのスタイルシートでは少なく
とも1つ以上のスタイルが定義されています。「
Pastel 」
スタイルシートで
は、1つのスタイルがスタイルのページグループ内で定義されています。

メモ:

ダイアログ(左から右) の各ペインには、空では内アイテムの表示を有効化/
無効化するアイコンが存在します。空で
はないアイテムの表示は、定義済みのスタイルのリストを確認する場合荷役にたちます。例えば、現在定義されてい
るスタイルの概要を確認する場合など。左側のペインには、次を行うためのツールバーアイコンが存在します：(i) 全
てのアイテムの展開、および、(ii) 全てのアイテムの折りたたみ。
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スタイルシート内の優先順位
プロジェクトスタイルシートとユーザーが作成したスタイルシートは3段階のレベルにより構成されています:
スタイルシート (レベル-1)
|
|-- 全てのコントロール(レベル-2)
|
|
|
|-- ControlType-1 (レベル-3)
|
|
...
|
|-- ControlType-n (レベル-3)
|
|-- テーブル (レベル-2)
|
|-- ページ (レベル-2)

下のスクリーンショ
ット内でこの階層構造を確認することができます。

階層構造内の高いレベルはスタイルプロパティ
を下のレベルにパスします。ですから、全てのコントロールのレベルは、自身のス
タイルの定義をレベル3のコントロールの型にパスします。レベル(低いレベル) にある全てのコントロールは、全てのコントロール
レベルで設定されたプロパティ
の値を継承します。
スタイルシートレベルで使用することのできるプロパティ
は、全てのコントロールレベルの全てのプロパティ
、および、(それぞれテ
ーブルとページのためのプロパティ
を定義する)テーブルとページプロパティ
です。ですから、例えば、スタイルシートレベルで、背
景色 プロパティ
を設定すると(右下のスクリーンショ
ットに表示されるように、赤の値を設定すると)、レベル3の全てのコントロ
ールの型とデザイン内のテーブル、およびデザインページが、これらの子孫プロパティ
のために定義が存在しない場合、(この場
合は赤)値を継承します。
高いレベルで割り当てられているプロパティ
の値をオーバーライドするには、オーバーライドする値を低いレベルに割り当てます。
例えば、ボタンコントロール型が、青の背景色 プロパティ
の値に割り当てられたとします。(左側のスクリーンショット
内の高いレベルで割り当てられている)背景色 プロパティ
(とテーブルとページ)を持つ全てのコントロールの型は、,赤
い背景色を継承し、全てのボタンコントロールは青い背景色を継承します。特定のボタンインスタンスに、青以外の背景色を
割り当てる場合、その特定のボタンインスタンスの背景色 プロパティ
を指定します (デザイン内のボタンコントロールを選択し、
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スタイルとプロパティ
ペイン内で背景色 プロパティ
の値を設定して行います)。
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デザインコンポーネントに近く存在する定義のための優先順位
スタイルプロパティ
が複数のレベルで存在し、定義が比較的デザインコンポーネントに近いプロパティ
が比較的高い優先順
位を有します。例えば、コントロールの型のスタイルの定義が、スタイルシートレベルの同じプロパティ
のための定義よりも、
そのコントロールの型に対して高い優先順位を有する場合などが挙げられます。
下のテーブルは、それぞれの列に対して、異なるレベルの優先順位が降順に表示されています。列内で低いレベルを持
つスタイルは比較的高い優先順位を有します。
スタイルシート
すべての コントロール
Individual コントロールの型

スタイルシート
テーブル

スタイルシート
ページ

メモ: 個々のコントロールの型、テーブル、またはページの単一インスタンスのためにプロパティ
を設定するには、デザイン内
でそのインスタンスを選択し、自身のプロパティ
の値を割り当てます。デザインコンポーネントに直接割り当てられるため、デ
ザインコンポーネントにより近く
存在するため、この定義は、スタイルシート内の定義よりも高い優先順位を有します。

スタイルシート: スコープとアプリケーション
プロジェクトスタイルシートは、自動的にプロジェクト全体に適用されます。これは、例えば、プロジェクトスタイルシートの
スタイルシートレベルで定義されている背景色 プロパティ
の値が自動的に、プロパティ
内の全ての背景色 プロパティ
により継
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承されることを意味します。ユーザーが作成したスタイルシートは、その一方、ページのインスタンス、テーブル、テーブル個々
のコントロールのみに適用され、プロジェクト全体には適用されません。下のテーブルは、ページ、テーブルコントロールインスタ
ンスに適用された場合、どのデザインコンポーネントが特定のスタイルシートのレベルで定義されたスタイルを継承するかを示し
ています。
スタイルシート内
の定義のレベル
スタイルシート

適用されるスタイルシート.
.
.
ページ インスタンス

テーブル インスタンス

コントロール インスタンス

ページインスタンス。ページ上の テーブルインスタンス; テーブル内 コントロールインスタンス
全てのテーブルとコントロール
の全てのコントロール

全てのコントロー ページ上の全てのコントロール
ル

テーブル内の全てのコントロール コントロールインスタンス

コントロールの型 ページ上のその型の全てのコント テーブル内のその型の全てのコン その型のコントロールインスタン
ロール
トロール
ス
テーブル

ページ上の全てのテーブル

ページ

ページインスタンス
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スタイルシート全体の優先順位
(異なるレベルの異なるスタイルシート内で) 単一のスタイルプロパティ
に対して(異なるレベル、または、異なるスタイルシートで
で)複数の定義が存在する場合、これらの定義の1つ以上が単一のデザインコンポーネントのスタイルプロパティ
に定義される
場合、優先順位に関する問題が発生します。この場合、MobileTogether は、このプロパティ
のための定義を、下にリス
トされる異なるスタイルシートのレベルで確認します。最初に一致するスタイルが使用されます。したのテーブルは、ボタンコント
ロールの背景色 プロパティの例を使用しています。

デザイン内でボタンコントロールのために定義される背景色

高い優先順位

デザイン内のボタンコントロールが スタイルシート1 を参照する場合
スタイルシート1 内のボタンコントロールのために定義された背景色
スタイルシート1 内のすべてのコントロールのために定義された背景色
スタイルシート1 のために定義された背景色
デザイン内のボタンコントロールが スタイルシート2 を参照する場合
スタイルシート2 内のボタンコントロールのために定義された背景色
スタイルシート2 内のすべてのコントロールのために定義された背景色
スタイルシート2 のために定義された背景色
デザイン内のボタンコントロールが スタイルシート3 を参照する場合
スタイルシート3 内のボタンコントロールのために定義された背景色
スタイルシート3 内のすべてのコントロールのために定義された背景色
スタイルシート3 のために定義された背景色
プロジェクトスタイルシート内のボタンコントロールのために定義された背景
色
のために定義された背景色内のすべてのコントロールのために定義された
背景色
のために定義された背景色 スタイルシートのために定義された背景色

低い優先順位

XPath 式を使用してプロパティ
の値を定義する場合、次に注意してく
ださい:
式がからのシーケンスを評価する場合、リストは上から下に検索されます。
( 可視性、太字、 および斜線 などの)ブール値をとるプロパティ
のために式が定義されており、値がtrue ではない
場合、XPath のルールに従い、値は false になります。この結果リストを更に検索することはできません。

プラットフォームのデフォルトの値
モバイルデバイスプラットフォーム(Android、iOS、Windows) には、特定のスタイルプロパティ
のためのデフォルトの値が
存在します。例えば、iOS デバイスのデフォルトのページの背景色は、白ですが、Android デバイスのデフォルトの背景
色は黒である場合があります。しかしながら、そのプラットフォームのデフォルトの設定は、全てのプロパティ
で使用できるとは限
らない点に注意してく
ださい。「プラットフォームのデフォルトの値の設定」コマンドを使用して、そのプロパティ
のデフォルトの
プラットフォームにプロパティ
値を設定することができます。プラットフォームデフォルトの値は、次の定義レベルで設定すること
ができます:
デザインコンポーネントに対して直接設定する: スタイル&プロパティペイン内のデザインコンポーネントのプロパティ
定
義を右クリックし、「プラットフォームのデフォルトの値の設定」を選択します。
スタイルシート内のプロパティ
に対して設定する: (プロジェクト、全てのコントロール、特定のコントロールの型、テーブ
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ル、および、ページなどの)全てのスタイルシートのレベルで定義されているプロパティ
を右クリックし、「プラットフォーム
のデフォルトの値の設定」を選択します。
その他のスタイル定義と同様、プラットフォームデフォルトの値は、(コンポーネントから)相対的に遠い場所で定義されている
値は、コンポーネントに相対的に近く
定義されているスタイル定義にオーバーライドされます。
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ユーザーにより作成されたスタイルシートの適用
ユーザーが作成したスタイルシートをページインスタンス、テーブルインスタンスとコントロールインスタンスに適用することができま
す。ユーザーが作成したスタイルシート内のスタイルの定義は、即時に選択されたデザインコンポーネントに適用され、優先
順位の低い既存のスタイルの定義をオーバーライドします。
ユーザーが作成したスタイルシートを(ページ、テーブル、またはコントロールなどの) デザインコンポーネントを以下のように適用
することができます:
1. デザイン内で、ユーザーが作成したスタイルシートを適用するデザインコンポーネント(ページ、テーブル、またはコント
ロール) を選択します。
2. スタイル&プロパティペインで、スタイルシートを適用するページ、テーブル、またはコントロールのスタイルプロパティ
を
選択します。下のスクリーンショ
ットでは、コントロールのスタイルシートプロパティ
が選択されています。

3. スタイルシートプロパティ
のコンボボックスのドロップダウンリスト(上のスクリーンショ
ット参照) から、デザインコンポーネ
ントを適用するユーザーが作成したスタイルシートを選択します (ドロップダウンリストは、現在のプロジェクトのすべて
のユーザーが作成したスタイルシート含みます ) または、ペインのツールバー内のXPath アイコンをクリックし、適用
するスタイルシートの名前を評価するXPath 式を入力してく
ださい。
メモ:

デザインコンポーネントがスタイルシートによりスタイルを与えられている場合、プロパティ
の名前を含むセルの右下に緑
色のマーカーで表示されています (上のスクリーンショ
ット内のスペースの高さプロパティ
を参照してく
ださい)。マウスの
カーソルをマーカー二ポイントすると、スタイルシートの情報がポップアップで表示されます。マーカーをクリックすると、
スタイルシートダイアログ内の対応する定義に移動することができます。

XPath を使用してスタイルシートを選択する利点
ユーザーが作成したスタイルシートを選択するためにXPath 式を使用する大きな利点は、選択が動的な環境条件に対し
て条件付きで行えることです。例えば、 iOS デバイスのために一枚のスタイルシートを指定し、その他のデバイスのために他
のスタイルシートを指定する場合、次のXPath 式を使用することができます: if ($MT_iOS=true()) then
'iOSStyleSheet' else 'GeneralStyleSheet'.
メモ:

スタイルシートを頻繁にランタイムに切り替えることは、ソリューショ
ンの実行のスピードを下げる可能性があります。
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スタイルシート プロパティ
スタイルシート内では、(ボタンコントロールとラベルコントロールなどの)個々のコントロールの型、テーブル、および、ページのた
めにスタイルを定義することができます。左側のペイン内でスタイルを定義するデザインコンポーネントを選択してく
ださい。選択
されたデザインコンポーネントのプロパティ
が右側のペインに表示されます。各プロパティ
のために値を選択または入力することが
できます。完了すると「保存」をクリックします。

以下の点に留意してく
ださい:
プロパティ
名にマウスをポイントすると、プロパティ
のデフォルトの値を含むプロパティ
についての情報が表示されます (ス
クリーンショ
ット参照).
色の値を取るプロパティ
に関しては、プロパティ
のカラーピッカーをクリックして適切な色を素早く
選択します。
XPath 式をプロパティ
の値として入力することができます。(存在する場合)プロパティ
フィ
ールドの右側のXPath ア
イコンをクリックまたは、ダイアログのツールバー内のXPath アイコンをクリックします。
ツールバーアイコンをクリックして、空ではないプロパティ
を表示します。これにより、低優先のプロパティ
を省き、選択さ
れているデザインコンポーネントの現在定義されているスタイルのみを確認することができます。
設定したプロパティ
の値を削除するには、ダイアログのツールバー内の「リセット」をクリックします。
eプロパティ
のプラットフォームのデフォルトの値 にプロパティ
の値を設定することもできます。これをおこなうには、プロパ
ティ
をダブルクリックして、「プラットフォームのデフォルトの値の設定」を選択します。
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リッチテキスト

リッチテキスト

リッチテキストの機能により、リッチテキスト書式を持つXML ページソースをこの書式を持つソリューショ
ンを表示することがで
きます。異なる要素のために自身のスタイルを定義することができます。Web クライアントとWindows クライアント上で
は、このようなコンテンツを編集し、新規のコンテンツがリッチテキストの書式をもつことができるように、また、適切な XML マー
クアップと共に保存できるようにXML ページソースに戻して保存することができます。
機能は次のメカニズムを使用して実装することができます:
リッチテキストコントロールを、リッチテキストで表示を希望するデザイン内に配置します。コントロールには、2つの主
要な関連性が存在します : (i) XML ページソース(ii) リッチテキストスタイルシート。
リッチテキストスタイルシートダイアログ内では、既存のスタイルルールのための異なる要素とスタイルマッピングのため
のスタイルルールを定義することができます。
このセクショ
ン
このセクショ
ンは次のサブセクショ
ンに整理されています:
リッチテキストコントロール
リッチテキストスタイルシート: セットアップ
リッチテキストスタイルシート: スタイル
リッチテキストコンテンツの編集
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リッチテキスト コントロール
デザイン内でリッチテキストを有効化する最初のステップは、ページ内のテキストを表示する箇所にリッチテキストコントロールを
追加することです。コントロールを以下のようにセットアップします。
1. リッチテキストコントロールをページにドラッグアンドドロップします (下のスクリーンショ
ット参照)。
2. リッチテキストを含むページソースの「ルート要素」をコントロールにドラッグアンドドロップします (コントロールのペー
ジソースリンクは、ページソースのルート要素である必要があり、コントロールは属性、または、ルート要素以外の要素
にリンクすることができません)。例えば、下のスクリーンショ
ットでは、コントロールは、要素 textSample である
$XML1 のルート要素にリ
ンクされています(表示するリッチテキストはこのXML ページソース内に保管されていま
す)。

3. リッチテキストスタイルシートダイアログを「プロジェクト| リッチテキストスタイルシートメニューコマンドを使用し
て開き、新規のスタイルシートを作成します。プロジェクトのために複数のスタイルシートを定義することができます。こ
れにより、異なるスタイルシートを異なるリッチテキストコントロールに割り当てることができます。スタイルシートのセッ
トアップの方法は、リッチテキストスタイルシートのセクショ
ンで説明されています。
4. スタイルシートを作成すると、リッチテキストスタイルシートプロパティ
を使用して、デザイン内でリッチテキストコントロー
ルを選択し、コントロールにスタイルシートを割り当てます。各 リッチテキストコントロールには1度に1つのスタイルシ
ートのみしか割り当てることはできません。
メモ:

コントロールのリッチテキストの高さ プロパティ
を使用してコントロールの高さを設定することができます。
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リッチテキスト スタイルシート: セットアップ
リッチテキストスタイルシートは XML (ページソース内のデータ) と(リッチテキストコントロール内で表示する) HTML 間の
変換を説明する複数のルールにより構成されています。プロジェクトのために複数のスタイルシートを定義することができます。
これらのスタイルシートをリッチテキストコントロールに割り当てることができます。スタイルシート内のスタイルは、リッチテキスト
コントロール内で表示されるテキストのスタイルのために使用されます。

スタイルシートの作成方法
リッチテキストスタイルシートを作成するには、以下を行います:
1. メニューコマンド「プロジェクト| リッチテキストスタイルシートを選択します。リッチテキストスタイルシートダイアロ
グが表示されます (下のスクリーンショ
ット参照) 。
2. 左側のペインのツールバー内の「スタイルシートの追加」をクリックします。
3. プロジェクトに適したスタイルシートの名前を編集します。下のスクリーンショ
ットでは、例えば、スタイルシートはと
main 名前が変更されています。
4. スタイルシートが適用されるページソースを選択してく
ださい。
5. プロジェクトと共にスタイルシートを保存するために「保存」をクリックします。

スタイルマッピングの作成方法に関しては、セクショ
ンリッチテキストスタイルシート: スタイル内でルールが詳細に説明されて
います。
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リッチテキスト コントロールにスタイルシートを割り当てる方法
スタイルシートの作成、保存後、コントロールのリッチテキスト スタイルシートプロパティ
を使用してリッチテキストコントロールに
割り当てることができます。下のスクリーンショ
ットでは、例えば、リッチテキストコントロールは main という名前のスタイルシ
ートに割り当てられています。
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リッチテキスト スタイルシート: スタイル
リッチテキストスタイルシートが作成された後のスタイルのルールとマッピングはリッチテキストスタイルシートダイアログのセク
ショ
ン内で定義されています。これらのルールとマッピングはページソースのXML 内のスタイルのクライアントデバイス上で表示
することのできるHTML へのスタイルの変換に関連しています。Web クライアントとWindows クライアントの場合、リッチ
テキストコンテンツはエンドユーザーにより編集し書式変更されることが可能です。ルールとマッピングはこのため、変更された
HTML スタイルをXML ページソースへ戻すために使用されます。
リッチテキストスタイルシートダイアログ内では、スタイルルールとマッピングはこれらのセクショ
ンは以下で説明されています:
属性スタイルマッピング
要素マッピング
要素の子のルール
ツールバーの割り当て
スタイルのリスト

属性スタイルマッピング
このセクショ
ンで定義されている属性はリッチテキストコントロール内のコンテンツにページソース内の同じ名前の属性にマップさ
れます (下のスクリーンショ
ット参照) 。ページソース内のすべての要素の属性にマッピングは適用されます。ここで定義され
ている属性は、親要素がどのようにスタイルされるかを説明しています。他方、ここで定義されていない属性は親要素のス
タイルをパスしません。
右側のペインのツールバー内の「スタイルの追加」をクリックして、属性の名前を入力し、スタイルされている属性のリストに属
性を追加することができます。

以下の点について注意してく
ださい:
そのまま使用するは、ページソース内の属性のコンテンツが有効な CSS であることを期待します。
CSS: 1つ、または、複数のCSS プロパティ
値ペアをとります。XML ページソース内の属性からプロパティ
値を使用
する場合、$value を使用して、その属性の値を取得します。例えば、ページソース内の属性がformat という
名前の属性を持つ場合 : (i) <m yelem ent form at="red">...</m yelem ent> と(ii) format 属性は
スタイルシート内で上のスクリーンショ
ットで示されるように定義されており、red であるformat 属性の全体の値
はスタイルの定義内の$value と置き換えられます。ですから、myelement の場合、(format 属性のスタイ
ルの定義から取得される) スタイルの定義は以下に対して解決されます: font-weight:bold;
color:red。ページソース内で、他の要素が@format="blue" を持つ場合、要素のスタイルの定義は次に
対して解決されます: font-weight:bold; color:blue.
If 要素 in XML ページソース内の要素がスタイルシート内で存在するそのまま使用するスタイルの定義の両方の
属性を持つ場合、その要素をスタイルするために2つのスタイルの定義は結合されます。
サンプル
上のスクリーンショ
ット内の属性の定義がページソースのXML 内の次の要素に適用されている場合:
<heading style="font-style:italic;" global="font-w eight:bold;">Text Form atting</heading>
@style 属性はそのまま使用されるため、結果するスタイルの定義は font-style:italic と
なります。
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@global 属性はスタイルシート内で定義されていないため無視されます。

上のスクリーンショ
ット内の属性の定義が次の要素に適用されている場合:
<heading form at="red">Text Form atting</heading>
スタイルシート内のformat 属性の定義であるため、適用されるスタイルは、font-w eight:bold; color:red;

になります。

要素マッピング
各要素マッピング(下のスクリーンショ
ット参照) はリストされる要素の特定のプロパティ
を定義し、以下を行うことができます:
要素のCSS スタイルプロパティ
を定義します。定義されている場合、これらのスタイルプロパティ
は属性スタイルマッ
ピングセクショ
ン内で属性のために定義されるスタイルよりも高い優先順位を持ちます。
要素が(HTML div に対応する)ブロック要素 、または、(HTML span に対応する)インライン要素であるかを指
定します。デフォルトの設定はブロックです。このため、デフォルトでは、インラインと指定されない限り、すべての要素
は新規のラインに表示されます。一方、インライン要素はライン内で発生します。共通のインライン要素はライン内
のテキストを太字、または、斜体でマークアップします。下のスクリーンショ
ットでは、どの要素がインラインとして指定さ
れているかに注意してく
ださい。
どの要素の属性が要素のスタイルプロパティ
を持つか指定してく
ださい。これらの属性は、(クライアントから)スタイルプ
ロパティ
が書き込まれるXML ドキュメント内の属性になります。

右側のペインのツールバー内の「スタイルの追加」をクリックして、定義する要素の名前を入力してリストに要素を追加する
ことができます。

要素の子のルール
このセクショ
ンでのルールは要素が持つことのできる子要素を定義することです (下のスクリーンショ
ット参照)。入力する子要
素のリストは、スキーマで許可されているすべての子要素のリストに完全に一致する必要はありません。 リッチテキストコント
ロール内のコンテンツを編集する際にエンドユーザーが追加することを許可する子要素のリストです。要素がここにリストされ
ていない場合、その要素の子としてすべての要素を使用することができます。
右側のペインのツールバー内の「スタイルの追加」をクリックし、要素の名前を入力して、リストに要素を追加することができ
ます。
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上のスクリーンショ
ットでは、例えば、para 要素は次の子を持つように定義されています: bold italic
bolditalic とlink。エンドユーザーがこのスタイルシートを使用するリ
ッチテキストコントロール内のコンテンツを編集中
にpara 要素内を右クリックすると、下のスクリーンショ
ット内に表示されるコンテキストメニューが表示されます。挿入すること
のできる要素は para 要素の子として定義されている要素です。

ツールバーの割り当て
リッチテキストコントロールがWeb クライアント、または、Windows クライアントのソリューショ
ン内で表示される場合、コン
トロールのコンテンツを編集することが可能です。これらのデバイス上では、ツールバーの編集は、コントロールの上の部分に表
示されます (下のスクリーンショ
ット参照) 。エンドユーザーはツールバー内のアイコンをクリックして、選択されたテキストコンテ
ンツにアイコンのスタイルを割り当てることができます。

リッチテキストスタイルシートダイアログのツールバーの割り当て セクショ
ンでXML 要素をツールバーアイテムにマップします
(下のスクリーンショ
ット)。下のスクリーンショ
ットでは、例えば、(i) (スタイル 列内のコンボボックスで選択済みの)斜体 ア
イコンは italic という名前の要素にマップされます。(ii) 太字 アイコンは bold という名前の要素にマップされます。
(iii) テキストの色 の選択は、color-caption という名前の要素にマップされます。エンドユーザーがツールバーアイコン
をクリックすると、または、ツールバーのコンボボックスの1つを選択すると、ツールバーアイテムに関連したスタイルが選択されたテ
キストに適用されます。
XML レベルでは、ツールバーアイテムにマップされている要素は選択されたテキストの周りで作成されます。この要素に関連
したスタイルが存在しない場合、関連するスタイルを含む属性が要素に追加されます。例えば、下のスクリーンショ
ットで
は、italic 要素がダイアログの要素マッピングセクショ
ン内の斜線のスタイルに関連付けられており、(斜体 ツールバー
アイコンをクリックし)テキストの選択の周りで italic 要素を作成することは、テイストの選択が斜体で表示されることを意
味します。下のスクリーンショ
ット内に表示されているテキストの色 ツールバーアイテムの場合、color-caption 要素
のためにスタイルプロパティ
は定義されていません(要素マッピングセクショ
ン内のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい) 。こ
の結果、ツールバー内でエンドユーザーが選択するテキストの色は、color-caption 要素のformatting 属性内
に保管されます。編集されたソリューショ
ンからどのXML 要素 スタイルの属性がマップされるかは、要素のマッピングセクショ
ン内の要素の定義内で指定されています (スクリーンショ
ット内のcolor-caption の定義 を参照してく
ださい)。

右側のペインのツールバー内の「スタイルの追加」をクリックし、要素の名前を入力してツールバーの割り当て リストに要
素を追加することができます。次の列内では、コンボボックスから対応するツールバーアイテムを選択します (使用することので
きるツールバーアイテムすべては、コンボボックスのドロップダウンリスト内でリストされています)。
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スタイルのリスト
スタイルのリストは、リスト構造の2つの型に対して使用することができます:
コンテナーのリスト(編集可能な マーカー はリスト全体に適用されます): リストアイテム子要素を含むリスト要
素としてリストは構成されています。例: <list> <item/>...<item/> </list>。下のスクリーンショ
ット
では、最初の定義はこの型のリストです。エンドユーザーはリストマーカーのリスト全体を変更することができます (例
えば、マーカーが数字、または、スクエアであるかなど)。デザイナーとしてリストの最初のマーカーを定義します。
アイテムシーケンスリスト(編集可能な マーカー は個別のリストアイテムに適用されます): リストアイテム要素
のシーケンスにより構成されるリスト要素を含まないリストです。例: <li>aaa</li>...<li>nnn</li>. 下
のスクリーンショ
ットでは、2番目の定義がこの型のリストです。個別 リストアイテムのマーカー文字は、エンドユーザー
により編集されることができますが、マーカーを1度に編集することは できません。
エンドユーザーは、リストの両方の種類のを編集することができ、リストアイテムを追加、または、削除することもできます ( リッ
チテキストコンテンツの編集を参照してく
ださい).
メモ:

選択されたマーカーは、リストが番号別、または、アイテム別に整理されるか決定します。

スタイルのリストを定義するには (上のスクリーンショ
ット参照)、以下を行います:
1. 右側のペインのツールバー内の「スタイルの追加」をクリックしてリストのためにエントリを追加します。
2. 要素 列内: コンテナーのリストのために、リストに対応する要素の名前を入力します。アイテムシーケンスリストのた
めにリストアイテム要素の名前を入力します。
3. アイテム列内: コンテナーのリストのために、リストに対応する要素の名前を入力します。アイテムシーケンスリストの
ためには、入力をしません。
4. 属性 列内: コンテナーのリストのために、リストマーカーの名前を持つ属性の名前を入力します。アイテムシーケンス
リストのためには何も入力しません。エンドユーザーが他のマーカーを最初のマーカー以外でコンテナーのリストのため
に選択する場合、新規のマーカー名がこの属性のために入力され、リストはこの属性の値を基にスタイルされます。
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リッチテキスト コンテンツの編集
リッチテキストコントロール内のテキストコンテンツはすべてのクライアントデバイス上で表示されます。コントロールに割り当て
られているスタイルシートは内でスタイルは定義されます。Web クライアントとWindows クライアント上では、エンドユーザー
はテキストコンテンツを更に編集することができます。このセクショ
ンは、Web 、または、Windows クライアント上のリッチテ
キストの編集方法について説明されています。

リッチテキスト コントロール
リッチテキストコントロールがWeb 、または、Windows クライアント上で表示される場合、このコントロールは2つの部分
により構成されています (下のスクリーンショ
ット)。:
コントロールの上部で柔軟に使用することのできる編集のためのツールバー。
テキストを編集することのできるコンテンツの部分 (変更済み、追加済み、または、削除済み)。コンテンツがデバイス
上のコントロールに与えられているスペースよりも広いスペースを必要とする場合、コントロールのコンテンツはスクロール
バーを必とします。コントロールの高さはリッチテキストの高さ プロパティ
を使用して設定することができます。

コントロールのツールバー
リッチテキストコントロールのツールバーは Web とWindows クライアントのみで表示されます(下のスクリーンショ
ット)。

(左から)次のアイコンによりこのルールバーは構成されています。:
元にもどす (Ctrl+Z) アイコンおよびやり直し(Ctrl+Y) アイコン.
選択されたテキストをフォーマットするため使用される太字 (Ctrl+B)、斜体 (Ctrl+I)、下線 (Ctrl+U) および取
り消し線アイコン。マークアップのレベルでは、それぞれのスタイルが、そのアイコンを割り当てられている要素と共に囲ま
れた選択済みテキストに適用されます。 (要素 、または、割り当てられた属性がそれぞれのスタイルを指定します。
次を参照してく
ださい: ツールバーの割り当て)
コンテンツを切り取り(Ctrl+X)、コピー(Ctrl+C)、および、貼り付け(Ctrl+V) することができます。リッチテキスト
コントロールからコンテンツがコピーされた場合、貼り付ける際にコンテンツをXML 、または、テキストとして貼り付け
るかを問うポップアップが表示されます。コピーされたXML ツリーは XML 構造 がコピーされた要素のコピーを許可
するものとして貼り付けられます。それ以外の場合は、テキストコンテンツのみが貼り付けられます。
要素 マークアップタグをオンとオフに切り替えるアイコン(下のスクリーンショ
ットはオンに切り替えられているマーク
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アップタグを表示しています)。

フォントのファミリー、フォントのサイズ、フォントの色、および、フォントの背景をそれぞれ選択することのできる4つのコン
ボボックス。
リストアイテムのマーカーを選択することのできるコンボボックス(i) リスト全体 (コンテナーのリストの場合)、または、
(ii) 選択されたリストアイテム(アイテムシーケンスリストの場合)。
メモ:

ツールバーをベースにしたスタイルを適用することのできない場所にカーソルがポイントされている場合、ツールバーアイ
テムは無効化されています。

要素の挿入と削除の方法
テキストコンテンツ内に要素を挿入するには、スタイルシート内で編集することのできる要素の子要素を定義することが最
善策です。これが行われていると、エンドユーザーが要素内のテキストの選択を右クリックしてコンテキストメニューから挿入する
要素を選択することができます (下のスクリーンショ
ット参照)。

コンテキストメニュー内で表示される要素は、カーソルが置かれている要素により異なります:
挿入: カーソルの位置、または、テキストの選択箇所で子要素を挿入します。
前/
後に挿入: カーソルがポイントされている要素の前、または、後に兄弟要素を挿入します。コンテキストメニュー
は、スタイルシート内で洗濯されているページソースの構造に従い兄弟要素を表示します。
エンティティの挿入: XML (特殊文字アンパサンド、アポストロフィ
、より小さい、より大きい、文字、引用符) をカー
ソルの選択の位置で文字エンティ
ティ
、または、テキストの選択の置換えとして挿入します。
削除: カーソルがポイントされている箇所、または、祖先要素内で要素を削除します。コンテキストメニューは、スタイ
ルシート内の洗濯されたページソースの構造を基にして現在の要素とすべての祖先を表示します。
クリア: 囲まれたテキストの選択に追加されているマークアップをクリアします。例えば、テキストの選択が太字の場
合、太字のスタイルを作成するマークアップはクリアされます。

リストの編集方法
次のスクリーンショ
ットは2つのリストを表示しています。最初のリストはコンテナーのリストで2番目のリストはアイテムシーケン
スリストです。
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リスト固有の編集機能について以下の点に注意してく
ださい:
ツールバー内のリストメーカーコンボボックスを使用してリストアイテムのマーカーを変更してく
ださい。コンテナーのリスト
内のアイテムが選択されている場合、リスト内のすべてのアイテムのマーカーは変更されます。アイテムがアイテムシー
ケンスリストが選択されたとおりのままの場合、マーカーおよびそのリストアイテムのみが変更されます。
リストアイテムを挿入するには、新規のリストアイテムを挿入するすぐ後のカーソルをリストアイテムの終わりに配置し、
「Enter」を押します。
リストアイテムを削除するには、マークアップタグを切り替え、削除するアイテムリストを選択し、コンテキストメニュー内
の「削除」を選択します。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

デザインオブジェクト/機能

11.9

ソリューションへのハイパーリンク 789

ソリューションへのハイパーリンク
ソリューショ
ンへのハイパーリンクを以下の方法で作成することができます:
ページまたはコントロールイベントのURL を開くアクショ
ンを使用します。
エンドユーザーが送信する電子メールを使用します。
ハイパーリンクのURL がクエリ文字列を含まない場合、ソリューショ
ンは最初のページから開かれます。URL がクエリ文字列
を含まない場合は、ソリューショ
ンはソリューショ
ンとクエリ文字列のロジックに従い開かれます。(クエリ文字列無しと有り) の
2 つのURL 種類の例としては、 Google などの検索エンジンのURL があげられます。
クエリ文字列無しのURL は Google スタートページを開きます: https://www.google.com/
検索エンジンで"
Altova MobileTogether" を検索するクエリ文字列 (疑問符の後はすべてクエリ文字列として
みなされます) を含むURL の場合、(Google のスタートページではなく
) URL は直接検索の結果を含むページ
を開きます : https://www.google.com/search?q=Altova+MobileTogether&ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=3YAaVdDDA4SYsgGOm4A4
メモ:

サーバーの設定を更新するリンクは、Gmail 内および他の電子メールアプリ
ケーショ
ン内では、作動しませんが、

AquaMail、K9、およびMailWise などのよく
使用されるクライアントでは作動します。AquaMail およびK9
内でテスト済みでこれらのアプリケーショ
ンでは正常に作動します。

デザインコンポーネントからソリューションをリンクする
URL を開くアクショ
ンのコンポーネントを使用して、デザインコンポーネントをソリューショ
ンにリンクすることができます。例えば、
ボタンがクリックされると、ボタンのURL を開くアクショ
ンはソリューショ
ンが開かれることを指定することができます。
ソリューショ
ンのリンクの作成方法は以下の通りです:
1. ソリューショ
ンリンクとして指定するイベントのためにURL を開くアクショ
ンを作成します。(下のスクリーンショ
ット参
照)。
2. ソリューショ
ンのURL を生成するために、mt-run-solution-url 関数を使用するXPath 式を作成しま
す。

mt-run-solution-url
mt-run-solution-url(ServerAddress? をxs:string と
して, SolutionName? を
xs:string と
して, InputParameters? をxs:string として) をxs:string?として

3 つの提供された引数からソリューショ
ンのURL を生成します:
ServerAddress: 実行するソリ
ューショ
ンがデプロイされるMobileTogether Server のIP アドレスまた

は名前を使用します。
SolutionName: サーバー上のソリ
ューショ
ンのデプロイされたパスを使用します。例えば、: /public/
MySolution は /Public コンテナー内のMySolution.mtd ファ
イルをポイントします。
InputParameters: mt-run-solution-url-parameters を入力と
して使用します。関数の引
数は、クエリのパラメーターの値を与える文字列の値のシーケンスです。 mt-run-solution-urlparameters 関数は、正しく
エンコードされた、パーセントを除いたクエリ文字列のエンコードのルールに従った
URL のクエリ文字列 のパラメーター(名前と値) を含む文字列を返します。 結果文字列内のパラメーター名
は、自動的に関数に( inputparameter1, inputparameter2 ... inputparameterN) よ
り生成され、それぞれ関数の引数の文字列アイテムから、インデックス順に組み合わされた名前と値により値を
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割り当てられます。(更に、InputParameters 引数は、既にURL の一部のクエリ文字列としてエンコー
ドされている文字列として提供されます(下の4番目のサンプルを参照)。)
mt-run-solution-url 関数はですから、MobileTogether Server 上でソリ
ューショ
ンにアクセスするクエリパ

ラメーターを持つまたは持たないURL を作成します。クエリパラメーターは、ソリューショ
ンがURL を使用して開かれると
ソリューショ
ンにパスされます。これらのパラメーターの値は、$MT_InputParametersグローバル変数を使用して、
他のデザインコンポーネントでアクセスすることができます。
サンプル
mt-run-solution-url('100.00.000.1', '/public/MyDesign', '') は、IP アドレ
ス100.00.000.1. を持つMyDesign ソリューショ
ンをポイントする URL を返します。URL には、クエリ

パラメータはありません。
mt-run-solution-url('', '/public/MyDesign', '') は、現在のサーバー上の
MyDesign ソリ
ューショ
ンをポイントするURL を返します。URL には、クエリパラメータはありません。
mt-run-solution-url('', '', mt-run-solution-url-parameters(('2015',
'USA', 'true'))) は、現在のサーバー上の現在のソリ
ューショ
ンをポイントするURL を返します。mtrun-solution-url-parameters 関数の引数は、クエリ
のパラメーターの値である文字列の値のシー

ケンスです。最初の文字列は、最初のパラメータの値です。第 2 の文字列は、第 2 のパラメーターの値です。
mt-run-solution-url-parameters 関数は関数は、正しく
エンコードされ、パーセントを除いた
URLクエリ文字列のエンコードのルールに従った文字列を返します。
mt-run-solution-url('', '',
'inputparameter1=value1&inputparameter2=value2%3FAndMoreValue2') は、現
在のサーバー上の現在のソリューショ
ンをポイントするURL を返します。InputParameters 引数は、

URL クエリ文字列として既にエンコードされた文字列として提出されます。
以下の点に注意してく
ださい:
最初の引数 ServerAddress が空の文字列の場合、現在のサーバーが使用されています。
最初の引数 ServerAddress がクライアントに保管されているサーバー情報を検索するために使用されて
います。サーバー名と関連付けられているポート番号、ユーザー名、ユーザーパスワードはサーバーに接続するた
めに使用されています。クライアントが認識しないサーバー名を持つURL が生成された場合、URL は作動し
ません。
第 2 の引数 SolutionName が空の文字列の場合、現在のサーバーが使用されています。
第 2 の引数 SolutionName は: (i) ソリューショ
ンがサーバー上で実行される場合、(サーバー上に) デプ
ロイされたパスを生成します。(ii) シミュレーショ
ン用のファイルパスを生成します。
第 3 の引数 InputParameters は、mt-run-solution-url-parameters という名称の<%
MT%>-特有のXPath 拡張関数を使用しクエリのパラメータの値のペアをエンコードします。(クエリのパラメー
ターをエンコードする) mt-run-solution-url-parameters 関数と( URL 全体を生成する)
mt-run-solution-url 関数を混同しないよう
注意してく
ださい。

他のデザインコンポーネント内のハイパーリンク クエリパラメータの値を使用する
コントロールイベントまたはページイベントに関連付けられたハイパーリンクによりトリガーしてソリューショ
ンが開かれる場合、ハ
イパーリンクのURL 内のパラメーターの値はソリューショ
ンにパスされ、ターゲットソリューショ
ン内の他のデザインコンポーネント
で使用することができます。ターゲットソリューショ
ンの $MT_InputParameters グローバル変数内で文字列の値のシー
ケンスとして値は保管されます。$MT_InputParameters シーケンス内の文字列の値の順序は、URL のクエリパラメ
ーターを生成するmt-run-solution-url-parameters 関数のために送信されたシーケンスと同じです。
$MT_InputParameters 内の文字列の順序は、既知のため、位置述語を使用して、各文字列は XPath 式内でア
クセスすることができます。例えば: $MT_InputParameters[1] は、シーケンス内の最初の文字列の値を返し、
$MT_InputParameters[2] は、第 2 文字列の値を返します。
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エンドユーザーが送信する電子メールからソリューションにリンクする
電子メールの送信 アクショ
ンにより、クライアントおよびサーバーから電子メールを送信することができます。電子メールが
HTML として送信される場合、メールのメッセージにハイパーリンクを追加することができます。リンクは MobileTogether ソ
リューショ
ンを開く
ことができます。電子メールのメッセージにリンクを追加する場合、メッセージオプショ
ンのXPath 式内の
mt-html-anchor 関数を使用します (下のスクリ
ーンショ
ットを参照)。

mt-html-anchor 関数は以下の2 つの引数を必要と
します: LinkText とTargetURL。関数はこれらの2 つの
引数を使用してHTML ハイパーリンク要素を作成します: <a href="TargetURL">LinkText</a>

サンプル:
mt-html-anchor('Unregister from mailing list', mt-run-solution-url('', '/
public/unregister', ''))

は、次のパターンのHTML コードフラグメントを作成します:
<a href="LinkTo unregister.mtd">Unregister from mailing list</a>
mt-run-solution-url 関数は、ソリ
ューショ
ンへリンクするURL を生成します。このURL はハイパーリンクのhref
属性の値として保管されます。(mobiletogether:// スキームの使用) このURL は、ハイパーリンクのhref 属性

の値として保管されます。
メモ:

mt-run-solution-url 関数を使用してリ
ンクが作成される場合、モバイルデバイスの電子メールアプリからソ
リューショ
ンを開く
ことを有効化する、(http:// スキームではなく
) mobiletogether:// スキーム を使用し

て作成されます。 しかし、電子メールがWeb クライアントで開かれた場合、ソリューショ
ンを開く
リンクは
http:// スキームを使用する必要があり
ます。この場合、ですから、http:// リンクは手動で作成される必要
があります。mt-run-solution-url 関数の使用は奨励されません。
メモ:

Web クライアントの場合、サーバー上のクライアントに直接移動するリンクを作成することができます。例えば、
http://localhost:8085/run?d=/public/BizBudget。サーバー上のソリ
ューショ
ンのコンテナーが

匿名のアクセスを許可する場合、エンドユーザーはサーバーにログインすることなく
、直接ソリューショ
ンを使用すること
ができます。サーバーのアクセスレベルの設定に関する上はMobileTogether Server ユーザーマニュアルを参照し
てく
ださい。
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XPath/ XQuery: 式、関数、変数
このセクショ
ンは以下のセクショ
ンで構成されています:
XPath/XQuery 式と関数
グローバル変数
メモ:

Altova の一般的な XPath 拡張関数ライブラリの機能に関しての詳細は、Altova 拡張関数のセクショ
ンを参照
してく
ださい。(これらの拡張関数は、MobileTogether を含むすべてのAltova 製品で使用することができま
す。)
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XPath/ XQuery 式と関数
このセクショ
ンは MobileTogether Designer のXPath/XQuery 機能と1 つにまとめられます: MobileTogether
Designer が各プロジェクトで使用することのできる、[XPath/XQuery 条件式の編集] ダイアログ、拡張関数およびユー
ザー定義関数。
[XPath/XQuery 条件式の編集] ダイアログ
MobileTogether 拡張関数
ユーザー定義 XPath/XQuery 関数
XPath/XQuery についてよく
ある質問
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XPath/ XQuery 条件式の編集ダイアログ
XPath 式の編集ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) は、MobileTogether 機能のためのXPath 式を作成および編
集するために使用されます。例えば、多く
のダイアログ内のファイルパスは XPath 式により構成されることができ、これにより
ファイルパスの動的な構成が許可され、すべてのページソース内でパスがノードコンテンツをベースにすることができます。
XPath 式の編集ダイアログは、データソースのツリーとXPath/XQuery 3.1 の演算子と関数のライブラリを提供することに
より、有効な XPath/XQuery 3.1 式の作成をサポートします (下のスクリーンショット参照)。ダイアログには次の
2 つのモードがあります: (i) XPath 式を作成するためのビルダーモードと(ii) 現在編集されているXPath 式の結果を
チェックするためのエバリュエーターモード。2つのモードを各ボタン(ビルダーとエバリュエーター) をクリックすることにより切り替
えることができます。
XPath 式の編集が完了すると[OK] をクリックします。
メモ:

XPath 式の編集ダイアログからコピーされたテキストは、スタイル&プロパティ
ペイン内にXPath として貼り付けら
れます。

ビルダー モード
ビルダーモードで、(i) キーボードで式テキストボックスにXPath 式を入力します、または (ii) ビルダーモードのヘルパーを
使用して、ノード、演算子、関数を各リストからダブルクリックして入力することにより(下のスクリーンショ
ット参照) XPath
式を素早く
正確に作成することができます。式テキストボックスに入力された式がエラーを含む場合、その式に赤の下線が表
示され、問題を通知します。ビルダーモードについては、XPath 式ビルダーのセクショ
ンで詳しく
説明されています。

エバリュエーター モード
エバリュエーターモードでは、ダイアログ右の結果ペイン(下のスクリーンショ
ット参照) で現在入力されたXPath 式の結果
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を評価することができます。評価コンテキストペインは、現在割り当てられている作業 XML ドキュメントの構造とコンテンツを
表示します。XPath 式の編集ダイアログのエバリュエーターモードの詳細は XPath 式エバリュエーターのセクショ
ンで説明
されています。
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MobileTogether 拡張関数
MobileTogether デザイン内での使用のために特別に作成された、以下のXPath 拡張関数を、デザイン内の任意の場
所で使用することができます。XPath のデフォルトの名前空間はこれらの関数を呼び出すために使用されます。
XPath 関数の戻り値の更新
XPath 関数は、XPath 式が評価された場合のみ評価されます。これは通常 XPath 式を含むアクショ
ン
が実行された場合、または、データが変更され XPath 式が評価される場合に発生します。
例えば、mt-audio-is-playing 関数を含むXPath 式をサンプルとします。この関数は true また
は false. を返します。式がある特定の時間に評価されると、例えば戻り値が(オーディ
オが再生されている
ため) true の場合。この値がソリューショ
ン内で表示されると、オーディ
オの再生が停止されても、この値は自
動的に変更されません。設定をこのようにするには、関数がもう一度呼び出され、新しい値が表示内の値を
更新する必要があります。
このような値が更新される理由は使用されている特定のデザインメカニズムにより異なります。このような値を更
新する方法のひとつとしては、表示の更新 アクショ
ンを使用したページの更新時 イベントのタイマーなどが挙
げられます。

メモ:

Altova の一般的な XPath 拡張関数ライブラリの機能に関しての詳細は、Altova 拡張関数のセクショ
ンを参照
してく
ださい。(通常の拡張関数は、MobileTogether を含むすべてのAltova 製品で使用することができま
す。)

mt-audio-get-current-position
mt-audio-get-current-position(ChannelNumber as xs:integer) as xs:decimal

ターゲットオーディ
オファイルが再生されているチャンネル番号を引数として取ります。現在のオーディ
オ再生のポジショ
ンを
小数で表した数値(秒)で返します。現在のオーディ
オ再生のポジショ
ンを引数として秒で返します。現在の再生箇所
に関する情報は再生が開始してのみ、取得することができます。ですから、関数は、再生の開始の後に使用されること
が奨励されます。
使用方法
mt-audio-get-current-position()

mt-audio-get-duration
mt-audio-get-duration(ChannelNumber as xs:integer) as xs:decimal

ターゲットオーディ
オファイルが再生されているチャンネル番号を引数として取ります。オーディ
オ再生の長さを小数で表し
た数値(秒)で返します。再生の長さに関する情報は再生が開始してのみ、取得することができます。ですから、関数
は、再生の開始の後に使用されることが奨励されます。
使用方法
mt-audio-get-duration()

mt-audio-is-playing
mt-audio-is-playing(ChannelNumber as xs:integer) as xs:boolean

テストするチャンネルの番号を引数として取ります。そのチャンネルでオーディ
オファイルが再生されている場合は true()
を返します、それ以外の場合は false() を返します。
使用方法
mt-audio-is-playing()

mt-audio-is-recording
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説明
デバイスがオーディ
オを録音している場合は true()を返します、それ以外の場合は false() を返します。
使用方法
mt-audio-is-recording()

mt-available-languages
説明
ローカライズダイアログで定義されている言語を返します。
ローカライズダイアログ内では、ISO 言語コードにより各言語 (例: en-US) 及び名前 (例: English)が指定されて
います。デフォルトの言語の言語コードは常に空の文字列ですが、名前には文字列を与えることが出来ます。
関数は各言語を2つの文字列の配列として返します。例: [ "en-US", "English" ]。複数の言語は配列ア
イテムのシーケンスとして返されます。例: ( ["en-US", "English"], ["de-DE", "German
(DE)"] )。シーケンス内の最初の配列は常にデザインのデフォルトの言語を返します。ですから、言語名は(ローカラ
イズダイアログ内で)デフォルトの言語のために指定されており、最初の配列アイテムの両方の文字列は空になります。そ
れ以外の場合、最初の配列アイテムは空の文字列とデフォルトの言語に与えられた名前になります (例: [ "",
"MyDefaultLanguage" ])。
返されるシーケンスはスペースで区切られた文字列として表示されます。
使用方法
mt-available-languages() は次の値を表示する可能性があり
ます: en-US English
mt-available-languages() は次の値を表示する可能性があり
ます: en-US English de-DE
German (DE)
mt-available-languages() は次の値を表示する可能性があり
ます: MyDefaultLanguage en-US
English

mt-base64-to-hexBinary
mt-base64-to-hexBinary(Base64Image を xs:base64Binary として ) をxs:string と
して
この関数は、Base64 エンコードイメージをhexBinary 文字列に変換します。 Base64Image 引数は
base64Binary 内でエンコードされるテキストである必要があり
ます。このようなテキストを与えるデータソースノードを

送信することができます。
使用法
mt-base64-to-hexBinary($XML1/Element1/@image) Base64 イメージを、hexBinay に変換しま

す。
mt-cache-update-dateTime
説明
ページソースのキャッシュが更新されると時刻を返します。ページソースがキャッシュされていない場合、空のシーケンスが
返されます。
使用法
mt-cache-update-dateTime($XML1)

mt-change-image-colors
mt-change-image-colors(Base64Image を xs:base64Binary として、 SourceColors を
xs:string+ として、 TargetColors を xs:string+ として、 Quality を xs:integer として)
をxs:base64Binary として
関数は、Base64-エンコードイメージを最初の引数として取り、ソースの色 引数として与えられたこれらのイメージの色を
関連するターゲットの色 として変換し、変換されたイメージをBase64-エンコードイメージとして返します。
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Base64Image は、base64Binary でエンコードされる必要があり
ます。そのようなテキストを返すノードを

与えることができます。
ソースの色 とターゲットの色 は、1つまたは複数の文字列アイテムのシーケンスである必要があり
ます。両方のシ
ーケンスのアイテムの数は同等である必要があります。
クオリティ
は、1 から100 の整数です。クオリティ
のレベルを指定し、100 が最も高い数値です。
サンプル
mt-change-image-colors(Base64ImageNode, ('#000000'), ('#666666'), 90 )
は、黒 (#000000) が灰色 (#666666) に変えられたBase64 イメージを返します。
mt-change-image-colors(xs:base64Binary(Base64ImageNode), ('#000000',
'#FF0000'), ('#666666', 'blue'), 90 ) は、黒 (#000000) が灰色 (#666666) に、赤
(#FF0000) が青に変えられたBase64 イメージを返します。

mt-client-ip-address
mt-client-ip-address() をxs:string と
して

サーバーからみられるクライアントのIP アドレスを返します。シミュレーショ
ンに関しては、MobileTogether
Designer のオプショ
ンダイアログの内のシミュレーショ
ンタブのIP アドレスを設定します(「ツール | オプション」)。
説明
mt-client-ip-address() は、クライアントIP アドレスを返します。シミ
ュレーショ
ン内では、

MobileTogether Designerのオプショ
ンタブ内で設定された値を返します。
mt-connected-via-lan
説明
モバイルデバイスがLAN を使用して接続されている場合、true()を返します、それ以外の場合は false() を返
します。
使用方法
mt-connected-via-lan()

mt-connected-via-wifi
説明
WiFi によりモバイルデバイスが接続されている場合 true() を、それ以外の場合は、false() を返します。
使用法
mt-connected-via-wifi()

mt-control-width
mt-control-width(Text as xs:string*, Parameters as map(*))をxs:integer? と
し

て
テキスト 文字列がコントロールの表示テキストの場合、最小の幅をピクセルで返します。テキスト 引数は、コントロール
に表示されるテキストです。パラメーター 引数は、コントロールのプロパティ
を定義するキーと値 マップです。下のリスト
を参照してく
ださい。返された整数は、送信されたテキスト 文字列がパラメーター 引数内で指定されたプロパティ
を

使用して表示される、ピクセルで示された最小の幅です。この値は、コントロールが表示される列内のテーブルの幅など、
コントロールに関連した他のプロパティ
を計算と指定するために使用されます。
メモ: この機能は Web クライアントでの表示には使用することができません。
メモ: この関数は、以下の場合でのみ使用することができます(i) デザインアクショ
ン、と(ii) ページソースツリーノード
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のtロード時に存在することを確認 (XPath 値)オプショ
ン。これらはスタイルプロパティ
のXPath 式では使用することは
許可されていません。
パラメーター 引数と
して与えられたキーと値 マップは以下の通りです。マップ内のキーと値のペアの順序は固定されて

いません。キーと値ペアにより指定されているとおりコントロールプロパティ
が提出されない場合、プロパティ
のデフォルトの値
が(それぞれ ラベルまたは ボタンコントロールのために)使用されます。この結果、コントロールの種類 パラメーターのみが
必須となります。
"コントロールの種類" : "ラベル"|"ボタン"
"テキストのサイズ" : "小"|"中"|"大"
"ユニット" : "px"|"" デフォルトは "px" です。
"太字" : "true"|"false"
"斜体" : "true"|"false"
"下線" : "true"|"false"
"ボタンの外観" : "+"|"-"|">"|"共有"

サンプル
mt-control-width("Send", map{"Control Kind" : "Button", "Text Size" :
"medium", "Unit" : "", "Bold Text" : true(), "Italic Text" : false(),
"Underline Text" : false(), "Button Look" : "+"})

mt-db-any-changed-fields
説明
行要素が新しい、変更された、または削除された列を含む場合 true を返します。フィ
ールドが変更されていない場合
は false を返します。関数は、指定されたDB 行に変更が加えられたかテストします。
使用法
mt-db-any-changed-fields($DB1/DB/RowSet/Row[3])

mt-db-any-changed-rows
説明
(DB を表示する) $DB 変数が新しい、変更されたまたは削除された行を含む場合をtrue 返します。DB が変更
されていない場合は false を返します。関数は DB に変更が加えられたかをテストします。
使用法
mt-db-any-changed-rows($DB1)

mt-db-deleted-original-fields
説明
元の行要素からフィ
ールド属性を返します:
新しい行: フィ
ールド属性ではありません。新しい行のために関数が呼び出された場合、空のリストを返しま
す。
変更された行: 削除されたフィ
ールド属性。変更された行のために関数が呼び出された場合、行要素の下に
リストされていない対応するOriginalRow 要素からこれらのフィ
ールドを返します。
削除された元の行: すべてのフィ
ールド属性。関数が(対応する行要素が削除された) OriginalRow のた
めに呼び出された場合、すべてのフィ
ールドを返します。
使用法
mt-db-deleted-original-fields($DB1/DB/RowSet/Row[1])

mt-db-deleted-original-rows
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説明
行要素の無いすべてのOriginalRow 要素を返します。関数はデータベースから読み込まれたデータへの変更に使
用することができます。ページソースでOriginalRowSet が有効化された場合のみ機能します!
使用法
mt-db-deleted-original-rows($DB1)

mt-db-modified-fields
説明
指定された行要素の属性を返します:
新しい行: すべてのフィ
ールド属性。関数が新しい行のために呼び出された場合すべてのフィ
ールドを返しま
す。
削除された元の行: すべてのフィ
ールド属性。関数が(対応する行要素が削除された) OriginalRow のた
めに呼び出された場合、すべてのフィ
ールドを返します。
変更された行: 変更されたフィ
ールド属性。関数が変更された行のために呼び出されると、対応する
OriginalRow 要素に保管された値と
異なる値を持つフィ
ールドを返します。
使用法
mt-db-modified-fields($DB1/DB/RowSet/Row[3])

mt-db-modified-rows
説明
変更されたすべての行要素の属性のリストを返します。関数はデータベースから読み込まれたデータへの変更に使用す
ることができます。ページソースでOriginalRowSet が有効化された場合のみ機能します!
使用法
mt-db-modified-rows($DB1)

mt-db-new-fields
説明
指定された行要素の新しいフィ
ールド属性を返します:
新しい行: すべてのフィ
ールド属性。関数が新しい行のために呼び出された場合、すべてのフィ
ールドを返しま
す。
変更された行: 新しいフィ
ールド属性。関数が変更された行のために呼び出されると、対応する
OriginalRow 要素のためにリ
ストされていないフィ
ールドを返します。
元の行: 空のリスト。関数が(対応する行要素が削除された) OriginalRow 要素のために呼び出された
場合、空のリストを返します。
使用法
mt-db-new-fields($DB1/DB/RowSet/Row[1])

mt-db-new-rows
説明
OriginalRowSet ではなくRowSet 要素の下にリ
ストされている、行要素のリストを返します。関数は DB から
読み込まれるから読み込まれたデータへ加えられた変更を判別します。ページソースでOriginalRowSet が有効

化された場合のみ機能します!
使用法
mt-db-new-rows($DB1)

mt-email-attachment
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mt-email-attachment(Filename xs:string をxs:string と
して, Content をitem() とし
て , ContentType をxs:string として ) array(*) として
Content 引数により
与えられたXML、Base64 または、テキストをコンテンツを電子メールの添付として準備しま
す。コンテンツが XML、Base64 または、テキストとして解析されるかは、値として、XML、Base64、または テキスト
を受け入れるContentType 引数により決定されます。添付に関連したファイル名がFilename 引数により与

えられます。
メモ: mt-email-attachment は、電子メールの送信アクショ
ンの動的な添付のオプショ
ンを使用する際の必要
条件です。
メモ: HTML として送信される電子メールに関しては、電子メールの内容が正確な HTML 、つまり、html 要素か
ら始まる、HTML である必要があります。有効な内容は次のXPath/XQuery 構成により開始することができます:
element html { element body { "Test" } }

メモ: 添付はクAndroid およびiOS ライアントのみで使用することができます。
サンプル
mt-email-attachment('MTNewFeatures.txt', $XML2/Releases/
Release[@date='2015-04-15']/Features, 'XML')は 機能ノードを返します。
mt-email-attachment('MTLogo.jpg', $XML4/Images/Image[@name='MTLogo'],
'Base64')は イメージファイル を返します。

mt-external-error-code
説明
最後のDB 、ロード、保存アクショ
ンのエラーテキストを返します。 「
404 Web ページが見つかり
ません」
などのOS ま
たはデータベースのネイティ
ブなエラーコードを返します。
使用法
mt-external-error-code()

mt-external-error-text
説明
最後のDB 、ロード、保存アクショ
ンのエラーテキストを返します。エラーテキストは返されたエラーコードと共に提供され
るテキストです。
使用法
mt-external-error-text()

mt-extract-file-extension
mt-extract-file-extension(FilePath を xs:string として) をxs:string? と
して
FilePath 引数と
して与えられたファイルパス内のファイルの(xml などの)拡張子を返します。 ファイルパス 引数内
に与えられた文字列は、絶対または相対パスの構文パターンを有する必要があります。ファイルパス 引数としてmtlast-file-path 関数を使用すること
ができます。

サンプル
mt-extract-file-extension(/storage/emulated/0/Download/Myfile.xml)
は、'xml' を返します。
mt-extract-file-extension(mt-last-file-path()) は、mt-last-file-path()

により返されたファイルパス内のファイル名のファイル名の拡張子を返します。
mt-extract-file-name
mt-extract-file-name(FilePath をxs:string と
して) をxs:string? として?
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FilePath 引数と
して与えられたファイルパス内のファイルの名前(ファイル型拡張子の前の部分)を返します。ファイルパ
ス 引数内に与えられた文字列は絶対または相対的な構文パターンを有する必要があり
ます。 mt-last-filepath 関数をファイルパス 引数と
して使用できることに注意してく
ださい。

サンプル
mt-extract-file-name(/storage/emulated/0/Download/MyFile.xml)
は、'MyFile' を返します。
mt(mt-last-file-path()) は、mt-last-file-path() により
返されたファイルパス内のファイ
ル名の一部である、mt-last-file-path() により返されたファイルパス内のファイル名のみのファイル名

の拡張子を返します。前のセクショ
ンを参照してく
ださい。
mt-font-height
mt-font-height(TextSize をxs:string* と
して、 Unit をxs:string として ) を
xs:string? と
して
テキストサイズ 引数と
して提出された文字のサイズの高さをピクセルで返します。任意のユニット 引数は、必要とされる

返される数値の高さでユニットを指定します。現時点では、ピクセルの高さのみが返されます。返された値は同じコントロ
ールまたは他の関連するコントロールの値を計算するために使用することができます。テキストサイズ 引数に許可される
値は、以下の通りです: 一番小さい|小さい|中|大きい|一番大きい。ユニット 引数に許可される値は以下の通りです
: "px" と空の文字列。
メモ: この関数は、以下の場合でのみ使用することができます(i) デザインアクショ
ン、と(ii) ページソースツリーノード
のtロード時に存在することを確認 (XPath 値)オプショ
ン。これらはスタイルプロパティ
のXPath 式では使用することは
許可されていません。
サンプル
mt-font-height("small", "px") は、33 を返します(値はクライアントにより
異なります)
mt-font-height("smallest", "") は、27 を返します(値はクライアントにより
異なります)

mt-format-number
mt-format-number(Number をxs:numeric と
して、 PictureString をxs:string として ) を
xs:string と
して
数値を第 1 の引数とし、第 2 (PictureString) の引数に従いフォーマットし、フォーマットされた数値を文字列と

して返します。これは読みにく
い数値を読みやすい書式にフォーマットする際に役に立ちます。ピクチャ文字列は、通貨
記号などの文字も含むことができ、フォーマットされた出力内に使用することができます。その位置の入力数値に数値
がない場合にゼロを数値の位置に入力する場合はゼロをピクチャ文字列の数値の位置に使用します(下のサンプルを
参照)。ゼロ(または他の文字) の強制を希望しない場合は、番号記号 (#) を使用します。
小数識別子の前の数値は決して短縮化されません。数値の小数部分 (小数識別子の右側) および単位数値(小
数識別子の左側の最初の数値)は、ピクチャ文字列の数値の部分が入力数値の小数の位置よりも短い場合、四捨
五入されます。
メモ: モバイルデバイス上のフォーマットされた出力内のグループ化識別子および小数識別子はモバイルデバイスで使用
される言語のものです。
サンプル
mt-format-number(12.3,
mt-format-number(12.3,
mt-format-number(12.3,
mt-format-number(12.3,
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'$#0.00') は $12.30 を返します。
'$00.00') は $12.30 を返します。
'$0,000.00') は $0,012.30 を返します。
'$#,000.00') は $012.30 を返します。
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mt-format-number(1234.5, '$#,##0.00') は $1,234.50 を返します。
mt-format-number(1234.5, '$#0.00') は $1234.50 を返します。
mt-format-number(123.4, '$0') は $123 を返します。
mt-format-number(1234.5, '$0') は $1235 を返します。
mt-format-number(1234.54, '$0.0') は $1234.5 を返します。
mt-format-number(1234.55, '$0.0') は $1234.6 を返します。

mt-geolocation-started
説明
ソリューショ
ンが位置情報のトラッキングを開始すると、true() を返します。それ以外の場合、false() を返しま
す。
使用法
mt-geolocation-started()

mt-has-serveraccess
説明
サーバーへのアクセスが可能な場合は true を返します。その他の場合は false を返します。この関数は、
MobileTogether Server への接続が関数のタイムアウトの秒数 引数により定義されている秒数内に確立することが
できるかチェックします。
使用法
mt-has-serveraccess(TimeoutSeconds を整数と
して)

mt-hexBinary-to-base64
mt-hexBinary-to-base64(HexBinary を xs:string として ) をxs:base64Binary と
して

この関数は、hexBinary 文字列を(通常はイメージである) Base64 エンコード文字列に変換します。必要とされ
るhexBinary 文字列を与えるノードは、HexBinary 引数として送信することができます。
使用法
mt-hexBinary-to-base64('48656C6C6F20576F726C64') は、Base64 文字列
'SGVsbG8gV29ybGQ=' を返します。

mt-hexBinary-to-string
mt-hexBinary-to-string(HexBinary as xs:string, Encoding as xs:string) as
xs:string
この関数は、hexBinary 文字列をEncoding 引数内のエンコード名を使用してエンコードされるテキスト文字列に
変換します。hexBinary 文字列を与えるノードは、HexBinary 引数。として送信されることができます。空の文字
列がEncoding 引数として与えられると、デフォルトの'UTF-8' エンコード内で結果テキスト文字列が生成されま
す。Encoding 引数が指定されていない場合、エラーが発生します。

サンプル
mt-hexBinary-to-string('48656C6C6F20576F726C64', 'ASCII') は、'Hello
World' を返します。
mt-hexBinary-to-string('48656C6C6F20576F726C64', '') は、'Hello World'

を返します。
mt-hexBinary-to-string('48656C6C6F20576F726C64') は、エラーを返します
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mt-html-anchor
説明
mt-html-anchor 関数は、以下の2 つの引数を必要と
します: LinkText とTargetURL。この関数はこれ
ら2 つの引数を使用して、HTML ハイパーリンク要素を作成します: <a href="TargetURL">LinkText</
a>。リ
ンクは、電子メールの送信アクショ
ンを使用してHTML として送信される電子メールに挿入することができます。

リンクはインターネットのページ、または、MobileTogether ソリューショ
ンを開く
ことができます。電子メールの本文にリン
クを追加する場合は、本文オプショ
ンのXPath 式内のmt-html-anchor 関数を使用します (下のスクリーン
ショ
ット参照)。

サンプル
mt-html-anchor('Unregister from mailing list', 'http://www.altova.com/
unregister.html'))は <a href="http://www.altova.com/
unregister.html">Unregister from mailing list</a> を返します。
mt-html-anchor('Unregister from mailing list', mt-run-solution-url('',
'/public/unregister', '')) は <a href="LinkTounregister.mtd">Unregister from mailing list</a> を返します。

mt-image-width-and-height
mt-image-width-and-height(Image を base64encoded-image として ) を xs:integer+

として
引数 Image は、ディ
メンショ
ンを検索するイメージのBase64 エンコードです。引数は xs:base64Binary の型
である必要があります。通常、引数は、Base64 エンコードされたデータを含むノードを検索します。関数は2つの整
数のシーケンスを返します: (i) 幅、(ii) 高さ.
説明
mt-image-width-and-height($XML1/images/png) は、364 76

を返します。

mt-invert-color
mt-invert-color(Color をxs:string と
して )をxs:string として
色 引数 は、RGB (16 進数フォーマッ
ト)カラーコードです。 例えば、"#00FFFF" 。コード内の各色のコンポーネ

ント(R、G、およびB) が反転され、新しいカラーコードが返されます。
サンプル
mt-invert-color('#000000')
mt-invert-color('#00FFFF')
mt-invert-color('#AA0000')
mt-invert-color('#AA33BB')
mt-invert-color('#34A6D2')

は、を返します '#FFFFFF' を返します。
は、'#FF0000' を返します。
は、'#55FFFF' を返します。
は、'#55CC44' を返します。
は、'#CB592D' を返します。

mt-last-file-path
mt-last-file-path() をxs:string? と
して

以下のアクショ
ン内で最後に使用された(ロードされたまたは保存された)クライアントファイルのフルパスを返します。(例
えば、Android では、: /storage/emulated/0/Download/MyFile.xml) : オーディ
オの録音、ファイ
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ルのロード/
保存、バイナリのロード/
保存、イメージのロード。Android 以外のオペレーティ
ングシステムはこの関数を
サポートしない場合があります。
使用法
mt-last-file-path()

mt-load-string
説明
StringName 引数により
、識別されたカスタム文字列を返します。各カスタム文字列 はローカライズダイアログ内で
定義された文字列のプールの一部です。各 StringName は、文字列プール内で複数のローカライズされた文字列と

関連しています。選択されたローカライズされた文字列の言語は、モバイルデバイスの言語、またはシミュレーショ
ンの言
語です。
使用法
mt-load-string('StringName')
mt-load-string 関数が[XPath/XQuery 式の編集] ダイアログ内に入力されると
、すべての使用可能なカスタ

ム文字列がポップアップで表示されます(下のスクリーンショ
ット参照) 。区切りアポストロフィ
内、または
'StringName' の引用にカーソルをポイントして、[Ctrl+Space キー] をクリ
ックします。

[上へ] および[下へ] キーボードボタンを使用して、リストを循環します。します。選択されたカスタム文字列の値は、
ポップアップの横に表示されます (下のスクリーンショ
ット参照)。表示された値のローカライズ言語は
MobileTogether Designer で現在選択されているシミュレーショ
ンする言語 です。XPath 式内のカスタム文字
列の名前を入力するには、文字列を選択、またはカスタム文字列 リストを循環し文字列を検索し[Enter キー] を
押します。
mt-localized-string-name
mt-localized-string-name(Text をxs:string と
して ) をxs:string* として
mt-localized-string-name(Text をxs:string と
して、 Lang をxs:string として ) を
xs:string*と
して

関数は、デフォルトの言語内またはローカライズされた言語の(最初の) 引数をテキスト文字列の値として、テキストの
値として与えられたテキスト文字列の値を持つコントロールまたは文字列の名前を返します。詳細に関してはローカライ
ズおよび[プロジェクト| ローカライズ] を参照してく
ださい。関数には 2 つの署名があります。第 2 の署名には、テキス
ト文字列の言語は第 2 の引数です (Lang)。Lang 引数はローカライズされた言語の名前に一致する必要がありま
す。Lang が指定されている場合、ローカライズされた言語の文字列のみを対象に、テキスト引数内で提出されたテ
キスト文字列に一致する文字列が検索されます。
サンプル
mt-localized-string-name('City') は 'CityButton' を返します。
mt-localized-string-name('Stadt', 'DE') は 'CityButton' を返します。
mt-localized-string-name('Stadt') は'CityButton' を返します。
mt-localized-string-name('Stadt', 'ES') は '' を返します。
mt-localized-string-name('Stadt', 'German') は'' を返します。
mt-localized-string-name('Ciudad', 'ES') は 'CityButton' を返します。
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上のサンプルは、CityButton という名前のボタンコントロールの文字列のためのサンプルです。文字列のデフォルトの
言語は、英語で、DE およびES という名前の言語にローカライズされています。
mt-nfc-started
説明
ソリューショ
ンがNFC を開始すると、 true()を返します。それ以外の場合、false() を返します。
使用法
mt-nfc-started()

mt-refresh-userroles
説明
現在使用可能なユーザーロールをサーバーからロードします。この関数は、グローバル変数 MT_UserRoles からクエ
リすることのできるサーバーからユーザーロールを更新します。
使用法
mt-refresh-userroles()

mt-reload-dateTime
説明
ページソースが再ロードされた時刻を返します。ロードされていない場合は、空のシーケンスを返します。
使用法
mt-reload-dateTime($XML1)

mt-run-appstoreapp-url
mt-run-appstoreapp-url(Scheme? をxs:string と
して、Host? をxs:string として
InputParameters? をxs:string と
して) をxs:string? として

3つの与えられた引数からMobileTogether AppStore App のURL を生成します。URL は、(通常電子メール
で送信される)アプリをハイパーリンクから開きます ターゲットURL のハイパーリンクには、以下のフォーマットが必要です
: <url-scheme>://<url-host> 。スキームの情報はアプリのマニフェストファイルに保管されます。デバイスに
は、このアプリはこのスキームを使用してURL を開く
ように表示されます。このスキームを持つURL のリンクがタップされ
ると、デバイスはこのAppStore App を開きます。詳細に関しては、AppStore App を参照してく
ださい。
Scheme: アプリ
と関連する一意のスキーム名。スキームは、生成されるアプリのプログラムコードに割り当てられ

ます ( [プログラムコード生成ウィ
ザードのスクリーン1] 内)。
Host: アプリ
と関連する一意のホスト名。ホストは、生成されるアプリのプログラムコードに割り当てられます
( [プログラムコード生成ウィ
ザードのスクリーン1] 内)。
InputParameters: は、関数 mt-run-solution-url-parameters を入力と
して取ります。関
数の引数は、クエリのパラメーターの値を与える文字列のシーケンスです。 mt-run-solution-urlparameters 関数は、正確にエンコードされクエリ
文字列のエンコードのルールに従いパーセントエスケープさ
れたURL クエリ文字列のパラメーター(名前と値) を含む文字列を返します。結果文字列内のパラメーター
名は、関数 (例: in1, in2 ... inN) により自動的に生成され、関数の引数の文字列アイテムの値
に、名前と値がインデックスの順序に従い組み合わされ、それぞれ割り当てられます。(また、
InputParameters 引数は既にURL の一部のクエリ
文字列のために文字列として与えられることができま
す(下の2番目のサンプルを参照してく
ださい)。)
mt-run-appstoreapp-url 関数は、ですから、MobileTogether AppStore App を開き、アプリ
がURL

を使用して開かれた場合、アプリにパスされるクエリパラメータのあるまたはクエリパラメータ無しのURL を作成します。こ
れらのパラメータの値は、$MT_InputParameters グローバル変数を使用して、他のデザインコンポーネント内でア
クセスすることができます。
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サンプル
mt-run-appstoreapp-url('myappscheme', 'myfirstapp', '') は、URL
myappscheme://myfirstapp を返します。モバイルデバイス上では、URL は、スキームと
ホストで識別

されるAppStore App を開きます。URL には、クエリパラメーターはありません。
mt-run-solution-url('myappscheme', 'myfirstapp',
'in1=value1&in2=value2%3FAndMoreValue2') は、URL myappscheme://
myfirstappを返します。モバイルデバイス上では、URL は、スキームと
ホストで識別されるAppStore
App を開きます。InputParameters 引数は既にURL クエリ文字列としてエンコードされた文字列とし

て提出されます。
mt-run-solution-url
mt-run-solution-url(ServerAddress? をxs:string と
して, SolutionName? を
xs:string と
して, InputParameters? をxs:string として) をxs:string?として

3 つの提供された引数からソリューショ
ンのURL を生成します:
ServerAddress: 実行するソリ
ューショ
ンがデプロイされるMobileTogether Server のIP アドレスまた

は名前を使用します。
SolutionName: サーバー上のソリ
ューショ
ンのデプロイされたパスを使用します。例えば、: /public/
MySolution は /Public コンテナー内のMySolution.mtd ファ
イルをポイントします。
InputParameters: mt-run-solution-url-parameters を入力と
して使用します。関数の引
数は、クエリのパラメーターの値を与える文字列の値のシーケンスです。 mt-run-solution-urlparameters 関数は、正しく
エンコードされた、パーセントを除いたクエリ文字列のエンコードのルールに従った
URL のクエリ文字列 のパラメーター(名前と値) を含む文字列を返します。 結果文字列内のパラメーター名
は、自動的に関数に( inputparameter1, inputparameter2 ... inputparameterN) よ
り生成され、それぞれ関数の引数の文字列アイテムから、インデックス順に組み合わされた名前と値により値を
割り当てられます。(更に、InputParameters 引数は、既にURL の一部のクエリ文字列としてエンコー
ドされている文字列として提供されます(下の4番目のサンプルを参照)。)
mt-run-solution-url 関数はですから、MobileTogether Server 上でソリ
ューショ
ンにアクセスするクエリパ

ラメーターを持つまたは持たないURL を作成します。クエリパラメーターは、ソリューショ
ンがURL を使用して開かれると
ソリューショ
ンにパスされます。これらのパラメーターの値は、$MT_InputParametersグローバル変数を使用して、
他のデザインコンポーネントでアクセスすることができます。
サンプル
mt-run-solution-url('100.00.000.1', '/public/MyDesign', '') は、IP アドレ
ス100.00.000.1. を持つMyDesign ソリューショ
ンをポイントする URL を返します。URL には、クエリ

パラメータはありません。
mt-run-solution-url('', '/public/MyDesign', '') は、現在のサーバー上の
MyDesign ソリ
ューショ
ンをポイントするURL を返します。URL には、クエリパラメータはありません。
mt-run-solution-url('', '', mt-run-solution-url-parameters(('2015',
'USA', 'true'))) は、現在のサーバー上の現在のソリ
ューショ
ンをポイントするURL を返します。mtrun-solution-url-parameters 関数の引数は、クエリ
のパラメーターの値である文字列の値のシー

ケンスです。最初の文字列は、最初のパラメータの値です。第 2 の文字列は、第 2 のパラメーターの値です。
mt-run-solution-url-parameters 関数は関数は、正しく
エンコードされ、パーセントを除いた
URLクエリ文字列のエンコードのルールに従った文字列を返します。
mt-run-solution-url('', '',
'inputparameter1=value1&inputparameter2=value2%3FAndMoreValue2') は、現
在のサーバー上の現在のソリューショ
ンをポイントするURL を返します。InputParameters 引数は、

URL クエリ文字列として既にエンコードされた文字列として提出されます。
以下の点に注意してく
ださい:
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最初の引数 ServerAddress が空の文字列の場合、現在のサーバーが使用されています。
最初の引数 ServerAddress がクライアントに保管されているサーバー情報を検索するために使用されて
います。サーバー名と関連付けられているポート番号、ユーザー名、ユーザーパスワードはサーバーに接続するた
めに使用されています。クライアントが認識しないサーバー名を持つURL が生成された場合、URL は作動し
ません。
第 2 の引数 SolutionName が空の文字列の場合、現在のサーバーが使用されています。
第 2 の引数 SolutionName は: (i) ソリューショ
ンがサーバー上で実行される場合、(サーバー上に) デプ
ロイされたパスを生成します。(ii) シミュレーショ
ン用のファイルパスを生成します。
第 3 の引数 InputParameters は、mt-run-solution-url-parameters という名称の<%
MT%>-特有のXPath 拡張関数を使用しクエリのパラメータの値のペアをエンコードします。(クエリのパラメー
ターをエンコードする) mt-run-solution-url-parameters 関数と( URL 全体を生成する)
mt-run-solution-url 関数を混同しないよう
注意してく
ださい。
mt-run-solution-url-parameters
mt-run-solution-url-parameters((Parameters* をxs:string と
して) as xs:string?
mt-run-solution-url-parameters 関数は mt-run-solution-url 関数の3 番目の関数と
使用
されることを目的としています。mt-run-solution-url-parameters 関数の引数は、文字列の値のシーケン
スです。これらはクエリ文字列のパラメーターの値でmt-run-solution-url 関数により生成されます。mtrun-solution-url-parameters 関数は、正しく
エンコードされた、パーセントを除いたクエリ文字列のエンコー

ドのルールに従ったURL のクエリ文字列 のパラメーター(名前と値) を含む文字列を返します。結果文字列内のパラ
メーター名は、自動的に関数に( inputparameter1, inputparameter2 ... inputparameterN)
より生成され、それぞれ関数の引数の文字列アイテムから、インデックス順に組み合わされた名前と値により値を割り当
てられます。
メモ: Parameters 文字列が2 重引用符を含む場合、これらを一重引用符に変更してく
ださい。この手順は、
MobileTogether がパラメーター文字列を作成するために2 重引用符を使用するからです。XPath replace 関
数を使用して、2 重引用符を一重引用符に変換することができます: replace(<string>, '"', "'").
これらのパラメーターの値は $MT_InputParameters グローバル変数を使用してデザインコンポーネントの順序にア
クセスすることができます。
サンプル
mt-run-solution-url-parameters(('2015', 'USA', 'true')) は
'&inputparameter1=2015&inputparameter2=USA&inputparameter3=true' を返しま

す。
mt-server-config-url
mt-server-config-url(ServerSettings as map) as xs:string?
mt-server-config-url 関数は、マッ
プを引数として取り、URL である文字列を返します。クライアントデバイ

スへのリンクとしてURL が送信された場合、そして、リンクがタップされた場合、クライアント上のサーバー設定 は、自動
的に更新されます。URL は以下に類似したURL になります: mobiletogether://mt/changesettings?settings=<json encoded settings>

URL に含まれているJSON-エンコードサーバー設定は、mt-server-config-url 関数 の
ServerSettings 引数 により
提供されます。ServerSettings マップは以下に表示されています。関数の
使用方法の例に関しては、MobileTogetherExamples/SimpleApps フォルダー内のサンプルファイル
ClientConfiguration.mtd をテストしてく
ださい。
mt-server-config-url(
map{
"DelOthSrv": false(),
deleted before import :)
"DetView": true(),
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the grid :)
"Refresh": true(),
(: refresh solutions on start :)
"RetToSln": true(),
(: Windows clients only :)
"ActSrvURL": "",
(: the first server with this URL gets the
active one :)
"Servers": array{
map{
"Name": "",
"URL": "",
(: if DelOthSrv is false then this property is
used as key to merge the new settings with the existing ones :)
"LoginProvider": map{
"NameSuffix": "",
"NamePrefix": "",
},
"Port": "",
"User": "",
"StorePW": true(),
"Password": "",
"SSL": false()
}
(: , map {...} to add another server :)
}
}
)

mt-string-to-hexBinary
mt-string-to-hexBinary(Text を xs:string, Encoding as xs:string として) を
xs:string と
して
この関数は、テキスト文字列をhexBinary 文字列に変換します。テキスト文字列を返すノードは、Text 引数とし
て送信することができます。関数は Text 文字列を、Encoding 引数。内で指定されるエンコードを持つものとして
読み取ります。空の文字列がEncoding 引数として与えられると、デフォルトのエンコード'UTF-8' が使用されま
す。Encoding が指定されていないと、エラーが発生します。

サンプル
mt-string-to-hexBinary('Hello World', 'ASCII')
は、'48656C6C6F20576F726C64' を返します。
mt-string-to-hexBinary('Hello World', '') は、'48656C6C6F20576F726C64'

を返します。
mt-string-to-hexBinary('Hello World') は、エラーを返します

mt-test-case-run
mt-test-case-run()を map(*) と
して

現在実行されているテストランの情報が含まれてるマップを返します。マップには key:value ペアが含まれます:
"name":<the name of the test case> "step":<the current step> "count":<the
total number of steps>。再生が現在実行されていない場合、マッ
プのキーには空の値が含まれます。

サンプル
mt-test-case-run() は以下のよう
な単純型マップを返します {"name":"MyTestCase",
"step":"2", "count":"10"}
mt-test-case-run() は以下のよう
な単純型マップを返します {"name":"", "step":"",
"count":""}

mt-text-to-speech-is-language-available
mt-text-to-speech-is-language-available(Language as xs:string) as xs:boolean
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言語引数は、フォームen (言語コード) または en-US (言語国名コード)の文字列の値をとることができます。言語
の引数内で指定された言語がモバイルデバイス上で使用できる場合、関数がtrue()を返します。それ以外の場合
は、false() を返します。
使用法
mt-text-to-speech-is-language-avaialable("en") は、en または en-<country> 言語のバ
リアントがモバイルデバイス上で使用することができる場合、true() を返します。それ以外の場合は、false() を

返します。
mt-text-to-speech-is-language-available("en-US") は、モバイルデバイス上でen-US を使用
することができる場合、true() を返します。それ以外の場合は、false() を返します。

mt-text-to-speech-is-speaking
mt-text-to-speech-is-speaking() をxs:boolean と
して
読み上げアクショ
ンの再生が実行中の場合は、true() を返し、それ以外の場合は false() を返します。

mt- transform- image
Altova 拡張関数の イメージに関連した関数 セクショ
ン内のこの関数に関する説明を参照してく
ださい。
mt-user-tried-to-cancel-actions
説明
ユーザーが[戻る] ボタンを押した場合、またはソリューショ
ンを終了しようとした場合、関数は、true()を返します。
それ以外の場合は、false() (デフォルトの値)を返します。
使用方法
mt-user-tried-to-cancel-actions()

mt-video-get-current-position
mt-video-get-current-position(VideoControlName をxs:string と
して) をxs:string?

として
引数としてビデオコントロールの名前を取り、このビデオコントロール内で再生されている現在のポジショ
ンを(秒) で返し
ます。コントロール内でビデオが再生されない場合は、エラーが返されます。現在の再生箇所に関する情報は再生が
開始してのみ、取得することができます。ですから、関数は、再生の開始の後に使用されることが奨励されます。
使用方法
mt-video-get-current-position("Video-01") は、Video-01 という名前のビデオコントロールで再生
されているビデオのの現在のポジショ
ンを返します。

mt-video-get-duration
を xs:string として) をxs:integer と
して
ビデオの名前を引数として取り、ビデオコントロール内で再生されているビデオの長さ(秒) を返します。コントロールでビ
デオが再生されていない場合はエラーが返されます。長さに関する情報は再生が開始してのみ、取得することができま
す。ですから、関数は、再生の開始の後に使用されることが奨励されます。
mt-video-get-duration(VideoControlName

使用方法
mt-video-get-duration("Video-01") は、Video-01 という名前のビデオコントロールで再生されているビデ
オのの長さを返します。

mt-video-height
を xs:string として) をxs:integer と
して
ビデオの名前を引数として取り、ビデオコントロール内で再生されているビデオの高さを(ピクセル) 返します。ビデオが
再生されていない場合はエラーが返されます。ビデオの高さに関する情報は再生が開始してのみ、取得することができま
mt-video-height(VideoControlName
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す。ですから、関数は、再生の開始の後に使用されることが奨励されます。
使用方法
mt-video-height("Video-01") は、Video-01 という名前のビデオコントロールで再生されているビデオのの高

さを返します。
mt-video-is-playing
を xs:string として) をxs:boolean と
して
ビデオの名前を引数として取り、ビデオコントロール内でビデオが再生されている場合は、true() を返し、それ以外
の場合は false() を返します。
mt-video-is-playing(VideoControlName

使用方法
mt-video-is-playing("Video-01") は、Video-01 と
いう名前のビデオコントロール内でビデオが再生さ
れている場合は、true() を返し、それ以外の場合は、false() を返します。

mt-video-width
mt-video-width(VideoControlName を xs:string として) をxs:integer と
して

ビデオコントロール内で再生されているビデオの幅 (ピクセル) を返します。ビデオが再生されていない場合はエラーが返
されます。ビデオの幅に関する情報は再生が開始してのみ、取得することができます。ですから、関数は、再生の開始の
後に使用されることが奨励されます。
使用方法
mt-video-width("Video-01") は、Video-01 という名前のビデオコントロールで再生されているビデオのの幅を

返します。
mt-wait-cursor-shown
説明
クライアントデバイスが待機カーソルを表示する場合は、true() を返し、それ以外の場合は、false() を返しま
す。
使用方法
mt-wait-cursor-shown()
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ユーザー定義 XPath/ XQuery 関数
プロジェクトのすべてのXPath 式で使用することのできる、個別プロジェクトのための専用 XPath/XQuery 関数を作成す
ることができます。これらのユーザーにより定義された関数を作成し、管理するアクセスポイントは、[プロジェクト| XPath/
XQuery 関数] コマンドによりアクセスできるXPath 関数ダイアログです。XPath 関数ダイアログ(下のスクリーンショ
ッ
ト) は、プロジェクト内のすべてのユーザー定義 XPath 関数をリストしています。ツールバーまたは、ダイアログの対応するア
イコンを使用して、関数を追加または削除することができます。関数の定義を編集する場合、は関数の[ XPath 式の編
集] ボタンをクリックします。

関数リストは関数名に順序付けることができます。これは、関数名列をクリックすることで実行できます。各クリックのサイクル
は次のシーケンスで関数を順序づけます: (i) 昇順、(ii) 降順、(iii) ダイアログの順序。ダイアログ内の順序は関数を、リ
スト内でドラッグアンドドロップすることで変更することができます。リストを昇順/
降順 の順序に置換えた後、関数をリスト内
で他の場所に移動させると、新しく
作成された順序がダイアログの順序となる点に注意してく
ださい。
ユーザにより定義された新しい XPath 関数の追加
ユーザーにより定義された新しい関数を追加するには次の2 つのステップを踏みます: (i) 関数の宣言と(ii) 関数の定義。
新しい関数を追加するには以下を行います、XPath 関数ダイアログ(上のスクリーンショ
ット参照) のツールバーから[追
加] をクリックします。これにより新しいXPath 関数ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) が表示されます。

このダイアログで、関数の名前の宣言、関数パラメーター(引数) の数と種類の指定、関数の戻り値の種類を指定すること
ができます。上のスクリーンショ
ットで摂氏から華氏へ変換する関数の小数点の宣言をおこなっています。関数は摂氏の値を
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小数とする1 つのパラメーターをもちます。これは、小数、華氏の気温、を出力します。関数の働きに関しては、次のステッ
プで説明されています。関数 (上のスクリーンショ
ット) を宣言した後、[OK] をクリックします。関数を定義することのでき
る、新しく
宣言された関数のテンプレートを含む関数の編集ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) が表示されます。

波かっこに関数の定義を入力します。上のスクリーンショ
ットに表示された定義では、$a が入力パラメーターです。 [OK]
をクリックして終了します。関数は XPath 関数ダイアログのユーザー定義関数のリストに追加され、プロジェクトのすべての
XPath 式で使用することができます。
メモ:

ユーザー定義 XPath 関数は個別の名前空間にある必要はありません。結果、ユーザー定義関数を定義または
呼び出す際に名前空間プレフィ
ックスは必要ありません。 XPath デフォルト名前空間 は、拡張関数およびユーザ
ー定義関数を含む、すべてのXPath/XQuery 関数に使用されています。内蔵された関数を含むあいまいさを回
避するために、ユーザー定義関数を大文字にすることが奨励されます。
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XPath/ XQuery についてよくある質問
テーブルの繰り返し行の中に XPath 式があります。子属性をターゲットにするには、絶対
または相対式のどちらを使用したらよいのでしょうか？
XPath 式がテーブルの繰り返し行にある場合、テーブルの行に対応する要素はコンテキストノードです。例えば、
Row の場合。

絶対パスを使用する場合、例えば、$XML/Row/@id XPath 式は、すべての Row 要素の @id 値を返
します。アトミ
ック値を期待する操作を使用する場合、操作はエラーを生成します。
相対パスを使用する場合、例えば、@id すべての繰り返し行が、コンテキスト$XML/ 行を持つため、
XPath 式は、現在のRow 要素の1つの@id 属性の単一のアトミック値を返します。

混在したコンテンツ要素(テキストと要素)をロケートする XPath 式があります。 ( XPath
により管理され、)ロケートされた要素とその子孫のテキストの値を取得する代わりに、 ロ
ケートされた要素のテキストコンテンツを取得しました。なぜでしょう?

混在したコンテンツ(テキストと要素)付きの要素がXPath ロケーター式によりロケートされる場合、混在したコンテ
ンツ要素のテキストコンテンツのみが返されます。子孫要素のテキストコンテンツは無視されます。
ノードの更新アクショ
ンの例により最もよく
説明されています。下のスクリーンショ
ットで定義されるノードの更新アクショ
ンを熟考してく
ださい。

XML ツリーが次の構造とコンテンツを持つ場合:
<Element1>
<source>AAA
<subsource>BBB</subsource>
</source>
<target></target>
</Element1>

子要素 subsource のコンテンツを無視する一方、混在コンテンツ要素 source のテキストコンテンツと共に、
target 要素が更新されます。target と
いう名のノードは、<target>AAA</target>に更新されます。
メモ:

子孫ノードのテキストコンテンツを含みたい場合、空の文字列付きのconcat 関数を第 2 番目の引数と
して使用します。上のXML 例を使用することにより、たとえば、式 concat($XML1/Element1/
source, '') は "AAABBB" を返します。

メモ:

XPath 対応メソッドのシリアル化を使用するチャート: 混在コンテンツ要素がXPath ロケーター式を使用し
てロケートされる場合、子孫要素のテキストコンテンツもシリアル化されます。
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グローバル変数
グローバル変数はクライアントモバイルデバイスの情報を含みます。例えば、ある変数はデバイスの種類を示し、もう1 つの
変数はデバイスのディ
メンショ
ンを、もう1 つの変数はデバイスの現在の向き(横長または縦長) を示すなどです。これらすべ
ての変数は、通常のモバイル通信の手順の一部として、クライアントデバイスからの実行時間内に取得されます。変数は
XPath/XQuery 式に使用することができます。この結果、(サイズなどの) デバイス特有の静的プロパティ
に条件づけて、ま
た、(向きなどの)変更可能な動的プロパティ
に応じて、処理を指定することができます。
MobileTogether Designer には、グローバル変数ダイアログ([プロジェクト| グローバル変数]、下のスクリーンショ
ッ
ト)で表示される、グローバル変数の標準ライブラリがあります。このダイアログでは、カスタム化した変数をプロジェクト内で使
用するために定義することができます。カスタム化されたユーザー変数は XPath 式でで設定されます。

グローバル変数ダイアログ(上のスクリーンショ
ット) は3つの種類の変数を表示しています:
静的値の変数: プロジェクトの実行中変更されない値を持つ変数です。ダイアログで、値の列のヘッダーは、デバイ
ス選択コンボボックスで選択されたモバイルデバイスを表示します。例えば、使用されているモバイルデバイスが
Android デバイスの場合、変数 $MT_Android は true() の値を持ちます。
動的値の変数: 動的値の変数はデバイスに関連した、およびプロジェクトに関連した情報を含み、プロジェクト実行
中に変更できます。例えば、$MT_ControlNode 変数はプロジェクト実行中にどのノードが現在のノードであるか
により異なる値を持ちます。
ユーザー変数: グローバル変数の標準ライブラリに加え、(ダイアログでは ユーザー変数 と呼ばれる)自身のグローバ
ル変数を、ダイアログの下のペインで追加することができます。XPath 式を使用してユーザー変数に値を与えます。
メモ:

ユーザー変数を定義する場合、変数名に$ シンボルを使用しないでく
ださい。グローバル変数をXPath 式内で
使用する場合は、通常通り$ シンボルを使用しなく
てはなりません。例:
concat('http://www.', $company, '.com')
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静的なグローバル変数
グローバル変数ダイアログで静的値の変数は、グローバル変数と呼ばれています。グローバル変数は、デバイスの種類とディ
メンショ
ンなどのモバイルデバイスの静的な情報を含んでいます。プロジェクトの実行中、静的な値変数は変更されません。
静的値の変数はグローバル変数ダイアログ[プロジェクト| グローバル変数] に表示されます。ダイアログで、値の列のヘッ
ダーは、デバイス選択コンボボックスで選択されたモバイルデバイスを表示します。例えば、使用されているモバイルデバイスが
Android デバイスの場合、変数 $MT_Android は true() の値を持ちます。(デバイスの情報は、標準のモバイル通
信の手順として、デバイスから送信されます)。
メモ:

変数の完全なリストと詳細に関しては、グローバル変数 ダイアログを参照してく
ださい。

モバイルデバイスの種類を示す変数
説明
デバイスの種類を示す変数 (下のテーブル参照) のセットです。これらの変数は、条件付きデバイスの種類のアクショ
ンを
指定するために使用されます。例えば: if ($MT_iOS=true()) then 'http://www.apple.com/'
else 'http://www.altova.com'。クライアントデバイスに関する情報がデバイスから送信されたと
します。特定
のデバイスでソリューショ
ンが実行された場合、対応するグローバル変数が(下のテーブル参照) true()に設定されてい
る場合、グループ内の他の変数は false()に設定されます。これらの変数は XPath/XQuery 式 で使用することが
できます。
MT_Android
MT_Browser
MT_iOS
MT_iPad
MT_Windows
MT_WindowsPhone

true()
true()
true()
true()
true()
true()

|
|
|
|
|
|

false()
false()
false()
false()
false()
false()

デバイスの通信機能を示す変数
説明
これらの変数は、デバイスに携帯ショ
ートメール(SMS) および電話通話のサービス機能の有無を示し、SMS または
電話通話を開始する前に確認します。通信機能に関しての情報は、クライアントデバイスから受信されます。値は
true() または false()です。
MT_SMSAvailable
MT_TelephonyAvailable

true() | false() | "" (empty
string)
true() | false() | "" (empty
string)

デバイスの機能の可用性を示す変数
説明
これらの変数は、カメラのアプリケーショ
ンと位置情報トラッキングのモバイルデバイスでの可用性について示しています。
イメージ作成 位置情報に関連した、または NFC に関連したアクショ
ンを開始する前にこれらを使用することができ
ます。機能の可用性についての情報はクライアントデバイスから受信したものです。値は true() または false()
です。(例えば、クライアントがWeb ブラウザーである場合など) これらの関数が使用できない場合、変数は定義され
ません。
MT_CameraAvailable
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MT_GeolocationAvailabl true() | false() | undefined
e
MT_NFCAvailable
true() | false() | undefined

デバイスのディメンション(寸法)と解像度を含む変数
説明
デバイスの高さと幅の値がピクセル値としてこれらの変数に表示されます。解像度は ppi ( ピクセルズパーインチ) の
単位で示され、X とY のディ
メンショ
ンで表示されます。iOS デバイスでは解像度は設定されていませんので、iOS
デバイスの$MT_DPIX と$MT_DPIY は空白です。
MT_DeviceHeight
MT_DeviceWidth
MT_DPIX
MT_DPIY

ピクセルで表示される長さ
ピクセルで表示される長さ
ピクセルズ パー インチで示される横長の
画素密度
ピクセルズ パー インチで示される縦長の
画素密度

デバイスの要素のデフォルトの色を含む変数
説明
ページおよび[ページ] コントロールの一部では、デバイスにより異なるデフォルトの色が設定されています。デフォルトの色
を確認することは、ページのデザインに役に立ちます。例えば、ラベルの背景色は、デバイスのデフォルトのテキストの色に
対応して設定することができます: if ($MT_LabelTextColor = '#000000') then '#FFFFFF'
else '#000000'。クライアントデバイスから受け取っ
たデフォルトの色は 16 進数の値です。例: #336699 と
#ffaaff 。
MT_ButtonBackgroundCol ボタンの背景色; 16 進数の値、例: #ffaaff
or
MT_ButtonTextColor
ボタンのテキストの色; 16 進数の値、例: #336699
MT_EditFieldBackground 編集フィ
ールドの背景色; 16 進数の値、例: #ffaaff
Color
MT_EditFieldTextColor 編集フィ
ールドの背景色; 16 進数の値、例: #ffaaff
MT_LabelBackgroundColo ラベルの背景色; 16 進数の値、例: #ffaaff
r
MT_LabelTextColor
ラベルの色; 16 進数の値、例: #336699
MT_PageBackgroundColor ページの背景色; 16 進数の値、例: #ffaaff

その他
MT_ClientLanguage
クライアントデバイスの言語
MT_InputParameters
パラメーター値は、ソリューショ
ンが開始されるとソリューショ
ンにパスされます。これらの値は
MT_InputParameters 変数に保管されます。ソリ
ューショ
ンのハイパーリンクがクリックされるとパラメーター値
はソリューショ
ンにパスされます。ハイパーリンクのURL にパラメーター値が含まれるクエリ文字列が存在する場合、
これらは、リンクがクリックされソリューショ
ンが開始されると、ソリューショ
ンにパスされます。
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MT_InputParameters 変数はパラメーター値を文字列値アイテムのシーケンスと
して保ちます。単一のパラ

メーターの値を取得するには、シーケンス内のパラメーターのインデックス位置を知る必要があります。この後、
XPath ロケータ式内のこの位置を使用することができます。例: $MT-InputParameters[1]ハイパーリンク
とMT_InputParameters 変数の詳細に関しては、次を参照してく
ださい: ソリューショ
ンへのハイパーリンク。
MT_IsAppStoreApp
現在のソリューショ
ンがAppStore App として実行されているかを示します。許可されている値は true() また
は false() です。デフォルトの値は false()です。
MT_IsEmbedded
現在のソリューショ
ンがWeb ページ内の埋め込み を実行しているかを示します。許可されている値は true()
または false()です。デフォルトの値は false()です。
MT_SimulationMode
下のテーブルにリストされる値を使用して、どのようなシミュレーショ
ンが現在実行されているのか表示します。空の
オプショ
ンは、シミュレーショ
ンではなく
、ソシューショ
ンが実際のエンドユーザーのシナリオを実行していることを示しま
す。$MT_SimulationMode はとても便利です。例えば、現在実行されているシミュレーショ
ン(または実際の
用途)別に条件付きの処理を行いたい場合などです。詳細に関してはシミュレーショ
ンのセクショ
ンを参照してく
だ
さい。
"designer"
"designer-server"
"designer-client"
""

デザイナーで直接シミュレーショ
ンを実行する
シミュレーショ
ンをスタンドアロンサーバーで実行する
シミュレーショ
ンをクライアントでトライアルランする
サーバーからクライアント/
ブラウザー、エンドユーザーによる
実行

MT_UserName
MobileTogether Server にログインする名前。
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動的なローカル変数
グローバル変数ダイアログで動的値の変数はローカル変数と呼ばれています。ローカル変数はデバイスに関連した、およびプ
ロジェクトに関連した情報を含み、プロジェクト実行中に変更できます。例えば、デバイスの向き変数は、ユーザーがデバイス
を持つ現在の向きにより変化します (下のデバイスの向き変数の説明を参照)。
現在のコントロール(下部参照) の情報を含む変数は、現在使用されているコントロールおよびノードの異なるアスペクトを
参照するために使用できるため特に役に立ちます。現在のコントロールとノードを識別できることにより、条件付きの処理を行
うことができます。例えば、$MT_ControlNode 変数はどのノードがプロジェクト実行時に現在のノードかテストする際に
使用でき、また、これを基に他のノードを探すこともできます。$MT_ControlValue 変数は現在のコントロールに関連し
たノードの内容を含んでいます。
メモ:

変数の完全なリストと詳細に関しては、グローバル変数 ダイアログを参照してく
ださい。

デバイスの向きを示す変数
説明
MT_Portrait とMT_Landscape の値は true() または false() と
設定でき、プロジェクトの実行中に変更するこ
とができます。デバイスの向きに合わせ、ページまたはコントロールのプロパティ
を変更する際に使用することができます。
MT_Portrait
MT_Landscape

true() | false()
true() | false()

デバイスのビューポートとディメンションを示す変数
説明
つの変数はそれぞれデバイスのビューポートの幅 (X ディ
メンショ
ン) と高さ(Y ディ
メンショ
ン) を示します。ビューポートは
デザインコンポーネントが描かれるスクリーンのエリアです。ボタンのある上または下のバーを除いたスクリーンのエリアです。
Web ブラウザークライアントでは、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数は MobileTogether Client アプリが
表示されるカンバスのディ
メンショ
ンを与えます。(これは、ブラウザーウィ
ンドウのディ
メンショ
ンからタイトルバー、リボン、ス
テータスバーおよび他のサイドバーを引いた数値です)。これらの変数の値は、ピクセルの値で、( MT_DeviceHeight
とMT_DeviceWidth によりそれぞれ返される)デバイスの高さと幅ディ
メンショ
ンより小さく
なく
てはなりません。iOS
デバイスについてのポイントとピクセルを参照してく
ださい。
MT_CanvasX
MT_CanvasY

ピクセルで表示される長さ
ピクセルで表示される長さ

iOS デバイス上でのポイントとピクセル
長さを定義するプロパティ
のためのピクセルの値を入力すると、iOS デバイスで表示する際には、これらの値は、
ビューポート座標スペース内でポイントとして読み込まれます。ビューポート座標スペースは、デザインコンポーネン
トが描かれ、ポイントがこのスペース内で長さの単位として使用されているカンバスです。ここで使用されるポイントと
は、一インチの1/72 に等しい単位ではありません。 iOS デバイスは自動的にビューポート座標スペース内のポ
イントをデバイス座標スペースでピクセルにマップします。このようにして、iOS デバイスのスクリーンの精度に関係
することなく
、デザインコンポーネントは同じサイズの関係をカンバスに対して保つことができます。
MobileTogether Designer では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 動的変数を使用して、現在のビュ
ーポート、カンバス、の次元を確認することができます。iOS デバイスでは、以下のように変数により返された値が
計算されます: 現在のデバイス座標スペースのピクセル ディ
メンショ
ンは、ビューポート座標スペース内でポイント
に変換されます。対応する数値は2つの変数によりデザイン内で使用されるピクセルとして返されます。
$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により
返された値をベースにして、対応するサイズを計算することがで
きます。例えば、ビューポートの幅の半分にイメージを作成する場合、に$MT_CanvasX * 0.5 等しいピク
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セルの幅を与えます。イメージの幅の XPath 式は concat($MT_CanvasX * 0.5, 'px') になりま
す。

(Windows アプリとブラウザー内の)サイズ変更することのできるウィンドウのサイズを含む変数
説明
これらの変数は Web ブラウザーとWindows アプリデバイスのみに適用することができます。ユーザーは(デスクトップ
アプリ内でウィ
ンドウのサイズが変更できることと同様)ブラウザーウィ
ンドウとWindows RT デバイスのアプリウィ
ンドウの
サイズを変更することができます。$MT_WindowHeight と$MT_WindowWidth 変数は、MobileTogether
Client アプリが実行されるウィ
ンドウの高さと幅を有します。ブラウザー内では、これらの変数はブラウザーウィ
ンドウの高さ
と幅を与えます。(ブラウザー内では、$MT_CanvasX と$MT_CanvasY 変数により与えられる(ブラウザーウィ
ンドウ
のディ
メンショ
ンからタイトルバー、リボン、ステータスバーとサイドバーを引いた値である) MobileTogether Client アプ
リのカンバスが表示されます )
MT_WindowHeight
MT_WindowWidth

ピクセルで表示される長さの値
ピクセルで表示される長さの値

現在のコントロールについての情報を含む変数
説明
説明
これらの変数は現在のコントロールと関連したデータソースノード(コントロールのソースノード)に関連した情報を含みま
す。これらの変数の値は、現在処理されているコントロールにより変化します。例えば、$MT_ControlNode 変数
は、関連したノードが変更すると現在のコントロールが変更されため異なる値を持ちます。(スペースおよび水平線コント
ロールなどの、コントロールの一部は、ソースノードを持ちませんが、チャートコントロールなどの他のコントロールは 関連
したノードのコンテンツとしてXML 値を持つことに注意してく
ださい。)
$MT_ControlNode 変数は、ソースツリ
ーノードへのポインターです。以下のようなテストのために使用することができ
ます: $MT_ControlNode/localname()="first".

これらの変数は、コントロールの値に基づいてコントロールのプロパティ
を変更する際に役に立ちます。例えば、エラー発
生時、$MT_ControlValue 変数はラベルの背景色を赤に変更する際に使用できます: if
($MT_ControlValue = 'NaN') then '#FF0000' else '#FFFFFF'。
MT_ControlKind

文字列の値
文字列の値
MT_ControlNode
コントロールのソースノードであるXML ノード
MT_ControlValue
コントロールのページソースリンクノードの値
MT_ControlValueBefore コントロールのページソースリ
ンクノードの前の
Change
値、ノードまたはノードが編集される前の値
MT_ControlName

メモ: $MT_ControlValue 変数は、コントロールのVisible可視、 XPath から値を取得 および テキストプロ
パティ
の値の生成には使用することができません。これらのプロパティ
の値のために使用される場合、検証エラーが
生じます。
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その他
MT_AudioChannel
この変数はオーディ
オの再生イベントのために定義されたアクショ
ン内でのみ使用することができます。イベントをトリ
ガー下オーディ
オのチャンネルの番号 (1 から 5) である整数を有します。
MT_DBExecute_Result
DB 実行アクショ
ンの最後の実行のXML 結果。DB 実行アクショ
ンにはすべてのSQL ステートメントが使用で
きます。ですから、アクショ
ンの実行は、DB空のデータ、ブール値、計算の結果などを含む多種のXML データを
取得することができます。
MT_FirstPageLoad
現在のワークフローの実行中にpage がロードされる初回の場合、true() に設定する。
MT_HTTPExecute_Result
最後に実行されたSOAP リクエストの実行 または REST リクエストの実行のXML 結果。
MT_PageName
ページの名前。
MT_ServerConnectionErrorLocation
この変数はサーバーの接続エラー時 イベントをトリガーしたアクショ
ンスタックを含む文字列のシーケンスです。アクショ
ン名を変更することができるため、この編集はデバッグのみに使用されることが奨励されます。
MT_TableColumnContext
動的な列を含むテーブルが生成されると、この変数には、現在の列のコンテキストノードが含まれます。これは動的
な行および動的な列を含むテーブルと作業する場合必要不可欠です。このようなテーブルでは、セルのコンテンツが
動的な行に関連した要素のコンテキスト内で定義されます。行コンテキスト内では、
MT_TableColumnContext 変数が使用され、現在の列と
関連する要素が検索されます。この変数の使用
例に関しては、次のセクショ
ンを参照してく
ださい: 「
テーブル| 動的な列」
。
MT_TargetNode
この変数は ノードの更新 ノードの挿入、または ノードの追加 アクショ
ンのターゲットノードを識別します。この変
数は、更新された値、および、新しいノードプロパティ
をターゲットノードに応じて生成するために使用することがで
きます。どの様に変数を使用することができるのかそれぞれのアクショ
ンの説明を参照してく
ださい。
$MT_TargetNode は DB 実行 アクショ
ンおよびロード時に存在することを確認 (XPath) コマンドにも使
用することができます。
MT_UserRoles
現在ログインしているユーザーのロールです。ロールは MobileTogether Server 管理者によりユーザーに割り
当てられ、MobileTogether Server から取得することができます。
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ユーザー変数
ユーザー変数は、グローバル変数ダイアログの下のペインで定義される変数です([プロジェクト| グローバル変数]、下のス
クリーンショ
ット)。

ユーザー変数を追加するには、ダイアログ下のペインで以下を行います:
1. リストに新しいエントリを追加するには、(ペインのツールバーにある) [追加] または [挿入] アイコンをクリックします。
2. 新しい変数の名前を(名前列に、$ シンボル無しで)入力し、変数に説明を与えます(説明 列)上のスクリーン
ショ
ット参照。
3. 値フィ
ールドをクリックして、[XPath/XQuery 式の編集] ダイアログを表示します、変数の値を決めるXPath 式
を入力します。
4. 特定のグループに属する新しい変数を識別するためのアイコンを選択します。
5. [OK] をクリックして完了します。変数はグローバル変数として追加され、プログラミングのコンテキストとして使用する
ことができます。
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データベース
データベース(DB) は MobileTogether デザインのデータソースを使用します。これにより、DB からのデータを
MobileTogether ソリューショ
ンで表示することができます。また、エンドユーザーがモバイルデバイスからDB データの編集
を行うことができます。複数の編集可能な DB データソースを使用することができます。これらのDB ソースのデータは、
XQuery 式を含む多種のメカニズムを使用して、取得、編集、および保存 されることができます。

このセクション
このセクショ
ンは以下のように整理されています:
データソースとしてのDB
DB への接続
DB オブジェクトをデータソースとして選択
DB データの編集
DB にデータを保存
DB 実行アクショ
ン
DB データの表示
データベースクエリ
MobileTogether Client ソリューショ
ン内で編集することのできる、複数のデータソースを使用するMobileTogether デ
ザインについての詳細に関してはデータベースチュートリアル、データベースとチャートを参照してく
ださい。また、データベース
の使用のデモビデオも参照してく
ださい。

データベース サポート
次のデータベースはサポートされています。各データベースの使用できるルートオブジェクトもリストされています。Altova は他
のODBC/ADO データベースへのサポートの向上のための努力をしていますが、以下にリストされたデータベースのみで接続
とデータ処理のテストに成功しています。使用中のAltova アプリケーショ
ンが、64 ビットバージョ
ンの場合、接続されてい
るデータベース特定の64 ビットデータベース ドライバーにアクセスしてく
ださい。Altova アプリケーショ
ンは IBM iSeries デ
ータベースのロジカルファイルをサポートし、ロジカルファイルを表示します。
データベース
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Firebird 2.5.4

データベース

IBM DB2 8.x, 9.1, 9.5, 9.7,
10.1, 10.5

スキーマ

IBM DB2 for i 6.1, 7.1

スキーマ

IBM Informix 11.70

データベース

MariaDB 10

データベース

Microsoft Access 2003,
2007, 2010, 2013

データベース

Microsoft Azure SQL
Database

データベース

Microsoft SQL Server 2005,
2008, 2012, 2014, 2016

データベース

ロジカルファイルはサポートされ、ビューとして表示されていま
す。

SQL Server 2016 codebase

MySQL 5.0, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7 データベース
Oracle 9i, 10g, 11g, 12c

スキーマ

PostgreSQL 8.0, 8.1, 8.2,
8.3, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4,
9.5, 9.6

データベース

Progress OpenEdge 11.6

データベース

SQLite 3.x

データベース

Sybase ASE 15, 16

データベース

PostgreSQL 接続は、ODBC または JDBC などのイ
ンターフェイス（
ドライバ）
によりネイティ
ブとドライバーベースの
接続でサポートされています。ネイティ
ブな接続はドライバを
必要としません。

SQLite 接続は、ネイティ
ブとしてサポートされます。
SQLite データベースファイルへの直接の接続です。別途の
ドライバーは必要ありません。

Teradata 16
データベース
SQLite DB に接続するには、MobileTogether Designer 接続ウィ
ザードを使用してく
ださい。
メモ
Linux とmacOS サーバーでサポートされるデータベース接続は JDBC のみです。
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このセクショ
ン:
DB データソースについて
DB データソースのツリー構造について
データソースの切り替え
OriginalRowSet について
MobileTogether Designer の主キー

DB データ ソースについて
ページのデザインにいく
つものDB データソースを追加し、使用することができます。DB データソースが編集可能である、また
は編集不可能であるかはデータソースが追加される際 に定義されます。データがプレゼンテーショ
ンのみに必要な場合は、
DB データソースを編集不可能に設定します。クライアントにデータの変更を許可する場合は、データソースを編集可能に
設定します。

DB ソースが追加されると、データツリーが生成されます (のスクリーンショ
ットと下のツリー構造のセクショ
ンを参照してく
だ
さい)。各 DB テーブル行は、行要素に対応します。テーブルの列は行要素の属性として追加されます。データソースが複
数のページに使用される場合、単一のツリー構造がデータソースの全てのインスタンスで共有されます。他のページで使用さ
れるデータソースが追加される都度、ツリー構造を共有するオプショ
ンを使用することができます。共有される構造が変更され
る場合、ページの複数インスタンスの共有されるデータソースを変更するオプショ
ンが与えられます。または、共有されるデータ
ソースは、変更され他インスタンス内でのみ変更されます。
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SQL ステートメントがページソース内に保管されている場合、クライアントデバイス上でデザインの実行中、ファイアー
ウォールルールがトリガーされる可能性があります。これを回避するために、以下を行うことが奨励されています: (i)
ページソースプロパティ
を「
サーバーのみにページソースプロパティ
のデータを保管する」
に設定します。(ii) クライアント
接続のためにSSL を使用します。(iii) SQL ステートメントをサーバー上で必要に応じてアセンブルします。

データソースの切り替え
データソースとしてDB を使用するデザインを作成し、他の同じ構造を持つDB に切り替え、元のデザインの使用を継続す
ることができます。データソースのDB を切り替えるには、ツリーの$DB ルートノードを右クリックし、[DB データソースの選
択] を選択して、[DB 接続プロセス] を続行します。
同じテーブル名、同じ列名、同じ列定義を持つ場合、2 つのDB は同じ構造を持つと考えられます。新しい構造が異なる
場合は、DB への接続が設立されても、新しいDB からのデータを使用してデータソースは更新されません。DB の切り
替えが中断されると、データソースは元 DB のを使用して接続を継続します。
メモ:

DB が、大文字と小文字を区別するスイッチに関連する場合、SQL ステートメントXPath 式、および一致しな
い名前を使用する他の構成を変更する必要がります。

DB データ ソースのツリー構造について
すべてのDB データソースには次の構造があります:
$DBX (ルートノード)
|
|--DB (ルート要素)
| |
| |--RowSet (DB テーブルのコンテナー要素)
| | |
| | |--Row (DB テーブル)
| | | |
| | | |--<attributes> (DB テーブルのカラム)

XPath 式を使用して、ツリー内のノードをアドレスすることができます。(ノードのコンテキストメニューを介して) ノードがページ
のXPath コンテキストノードとして設定されている場合、 XPath 式をコンテキストノードに対応して作成することができ
ます。その他の場合は、ノードを次にリストされるルートノードから開始する絶対パスを使用してアドレスすることができます:
$DBX/DB/RowSet/Row/MyAttribute。
(C) 2018 Altova GmbH
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XQuery 式を使用して、DB ツリー内のデータを取得または操作することができます。下の主キーセクショ
ンを参照してく
だ
さい。

OriginalRowSet について
データを編集し、保存するには、ツリーはページソースに、RowSet 要素のコピーであるOriginalRowSet 要素を含む
必要があります。オリジナルのデータは OriginalRowSet 要素に保存され、編集されたデータは RowSet 要素に保存
されます。データソースが保存されると、OriginalRowSet とRowSet の 2 つのツリーの差異が計算され、ページソー
スは差異を基に更新されます。修正に成功すると、修正されたデータは、OriginalRowSet にコピーされ、
OriginalRowSetが新しく
保存されたDB データを含み、修正プロセスが繰り返すことができます。
ページソースのOriginalRowSet を作成するには、ページソースのルートノードを右クリックして、コマンド
[OriginalRowSet の作成] を切り替えます。
[OriginalRowSet の作成] コマンドは、データベース型 ($DB) ルートノードのために有効化されています。ページソース
の元のデータを含むデータ構造を作成/
削除する切り替えコマンドです。ユーザーにより修正されたデータはデータソースにより
作成されたメインの構造に保存されています。修正されたデータがDB に保存されると、OriginalRowSet 構造は新
たにDB に保存されたデータを含むために修正されます。これにより元のDB データはツリーで使用可能となります。

MobileTogether Designer の主キー
DB の主キーは通常、自動インクリメントです。この場合、新しい行がテーブルに追加され、追加された行の主キー列は自
動的にインクリメントされます。MobileTogether Designer では、主キーからテーブルが取得されると、自動インクリメント
情報が自動的に取得され[ページソース] ペインに表示されます(下のスクリーンショ
ット参照)。

この情報の自動取得が成功しなかった場合、切り替えコマンドを含むツリーノードのコンテキストメニューによりノードに正確
な注釈をつけることができます (下のスクリーンショ
ット参照)。
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主キー列が自動インクリメントでない場合、追加された行の新しい主キーの値は XQuery 式を使用して自動的に生成さ
れなければなりません。これは、主キー列を編集することができないからです。XQuery 式は、主キーノードのコンテキストメ
ニューコマンド[ページのロード時に存在することを確認 (XPath 値)] を使用して挿入されます。下の例では、次の
XQuery 式を使用して新しい値が主キー@id のために生成されます:
let $all := $DB1/DB/RowSet/Row/@id
let $ids := remove($all, index-of($all, ""))
let $id := if (empty($ids)) then 1 else max($ids) + 1
return $id
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最も簡単なケースとして、データベースは、Microsoft Access、または、SQLite データベースファイルなどのローカルファイ
ルが挙げられます。高度なケースの例としては、データベースは、アプリケーショ
ンが接続し、データを消費するオペレーティ
ング
システムと同じオペレーティ
ングシステムを使用するとは限らない、リモート、または、ネットワークデータベースサーバーに存在し
ます。例えば、MobileTogether Designer が、Windows で作動し、データ(例えば MySQL) へアクセスするデー
タベースがLinux マシーンで作動することは可能です。
多種のデータベース型とリモートおよびローカルで作業するには、MobileTogether Designer は、データ接続インターフェ
イスとオペレーティ
ングシステム内で使用することのできる、または、定期的にメジャーなデータベースベンダーによりリリースされる
データベースドライバーに従います。常に進化するデータベース技術の景観の中、このアプローチは、クロスプラットフォームに
対する柔軟性および相互運用性に対応します。すなわち、MobileTogether Designer により、以下のデータアクセス
技術により主要なデータベースにアクセスすることができます
次の図は、最も簡単な方法で、(ジェネリックなクライアントアプリケーショ
ンとして表示されている) MobileTogether
Designer と(データベースサーバー、または、データベースファイルであることができる)データ保管の間で使用することのでき
るデータ接続のオプショ
ンを示しています。

* 直接なネイティブな接続 は、SQLite とPostgreSQL データベースのためにサポートされています。使用中の
システムにインストールするために追加ドライバーは必要ではありません。
上の図で示されるように、MobileTogether Designer は、主なデータベース型に次のアクセス技術を使用してアクセスす
ることができます:
基となるOLE DB (Object Linking and Embedding, Database) プロバイダーを使用するADO
(Microsoft® ActiveX® Data Objects)
ADO.NET (データとのインタアクショ
ンを有効化するMicrosoft .NET Framework 内で使用することのできる
ライブラリのセット)
JDBC (Java データベース接続)
ODBC (Open データベース接続)
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ADO.NET の一部はサポートされていない、または、サポートが制限されている場合があります。次を参照してく
ださ
い：ADO.NET サポートメモ。
選択するデータベースへの接続のインターフェイスは、既存のソフトウェアのインフラストラクチャによります。データのアクセス技
術と、接続するデータベースと密に統合することのできる、データベースドライバーを通常選択します。例えば、Microsoft
Access 2013 データベースに接続するには、Microsoft Office Access データベースEngine OLE DB プロバ
イダー などのネィ
ティ
ブなプロバイダを使用するADO 接続文字列を作成します。に接続するには、他方、最新の
JDBC、ODBC、または ADO.NET インターフェイスをOracle Web サイトからダウンロードします。
Windows 製品 (Microsoft Access または SQL Serverなど) のためのドライバーは、Windows オペレーティ
ング
システムで使用可能ですが、他のデータベースの種類では使用することができない可能性があります。メジャーなデータベース
ベンダーは、対応するデータベースにADO、ADO.NET、ODBC、または JDBCの組み合わせからクロスプラットフォー
ムアクセスをすることができる、一般使用可能なデータベースクライアントソフトウェアとドライバーを定期的にリリースします。更
に、上記の技術のためのサードパーティ
ーのドライバーを使用することができます。多く
の場合は、１つ以上の方法で必要な
データベースへ使用中のオペレーティ
ングシステムから接続することができます、この結果、MobileTogether Designer から
も接続することができます。使用可能な機能、パフォーマンスパラメーター、と既知の問題はデータアクセス技術および使用さ
れるドライバーにより異なります。
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データベース接続ウィザードの開始
データベース接続を必要とするアクショ
ンには、接続をセットアップするために必要なステップを案内するウィ
ザードが表示されま
す。
ウィ
ザードのステップを開始する前に、データベースの一部の種類は、データベースドライバーまたはデータベースクライアントソフ
トウェアなどの複数のデータベースの必須条件を個別にインストールまたは構成する必要があることに注意してく
ださい。これら
は、通常各データベースのベンダーにより提供され、特定のWindows バージョ
ン用に調整されたドキュメントを含みます。
データベースの種類別にグループ化されたデータベースドライバーのリストに関しては、をデータベースドライバーの概要参照し
てく
ださい。
データベース接続ウィザードを開始するには次を行ってください:
(ページデザインビューの)ページソースペインから、[ソースの追加] ボタンをクリックして、新しい構造を選択します。
DB クエリビューから、ビューの左上の[クイック接続] ボタンをクリックします。

データベースの種類を選択した後、「次へ」をクリックします。スクリーンの指示はデータベースの種類 (ADO、ADO.NET、
ODBC、JDBC) およびドライバーにより異なります。
例えば、各データベースの種類に適用できるサンプルはデータベース接続のサンプルのセクショ
ンを参照してく
ださい。各データ
ベースへのアクセス技術に関しては以下のトピックを参照してく
ださい:
ADO 接続の設定
ADO.NET 接続の設定
ODBC 接続の設定
JDBC 接続の設定
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データベースドライバー概要
以下のテーブル、特定のデータベースに特定のデータアクセス技術を使用して接続するためのはよく
使用されるデータベースの
ドライバーのリストです。このリストは、完全または規範的なものではありません。以下に表示されているドライバに加え他の
ネィ
ティ
ブまたはサードパーティ
ー代替を使用することができます。
Windows オペレーティ
ングシステムの複数のデータベースドライバーが既に使用されている場合がありますが、代替ドライバ
ーをダウンロードする必要があります。データベースの一部に対して、オペレーティ
ングシステムに付随するドライバーよりもデータ
ベースベンダーより提供される最新のドライバーのパフォーマンスの方が良い場合があります。
データベースのベンダーは、個別にダウンロードすることのできるパッケージ、または、バンドルされたデータベースクライアントソフ
トウェアを提供します。後者の場合、データベースクライアントソフトウェアは、通常、データベースの管理と接続、およびデータ
ベースクライアントとそのコンポーネントのインストールと構成を簡素化するために管理と構成ユーティ
リティ
により構成されていま
す。
データベースクライアントを正確に構成することは、データベースへの接続を成功させるために必須です。データベースをインスト
ールして、使用する前に、各データベースバージョ
ンおよび各 Windows バージョ
ンにより通常異なるデータベースのインスト
ールおよび構成の手順を確認することが奨励されます。
データベースの種類に関して各データアクセステクノロジーの機能と制限を理解するには、特定のデータベース製品のドキュメ
ントを参照し、特定の環境に対しての接続をテストします。よく
発生する接続問題を回避するために、以下に注意してく
ださ
い。:
ADO.NET の一部のプロバイダーはサポートされない、または、サポートが制限されています。次を参照してく
ださい
: ADO.NET サポートメモ。
データベースドライバーをインストールする際、Altova アプリケーショ
ン(32-ビットまたは 64-ビット)などの同じプラッ
トフォームが使用されることが奨励されます。例えば、32ビットのAltova アプリケーショ
ンが64-ビットオペレーティ
ン
グシステムで使用される場合、が使用される場合、32-ビットのドライバーをインストールし、32-ビットのドライバーを
使用して、データベースの接続をセットアップします。詳細に関しては、使用可能な ODBC ドライバーの表示 を
参照してく
ださい。
ODBC データソースをセットアップする際、データソース名 (DSN) をユーザーDSN の代わりにシステム DSN と
して作成することが奨励されます。詳細に関しては、使用可能な ODBC ドライバーの表示 を参照してく
ださい。
JDBC データソースをセットアップする際、JRE (Java Runtime Environment) 、Java Development Kit
(JDK) がインストールされている、またオペレーティ
ングシステムのCLASSPATH 環境変数が構成されていること
を確認してく
ださい。詳細に関しては、JDBC 接続のセットアップを参照してく
ださい。.
データベースベンダーからインストールするドライバーおよびデータベースクライアントソフトウェアのインストールの手順と
サポートの詳細は、インストールパッケージのドキュメントを参照してく
ださい。公式なまたはサードパーティ
データベース
ドライバーの場合、特定のオペレーティ
ングシステムでの特定のドライバーに適用することのできる最も包括的な情報
と構成手順は、通常ドライバーインストールパッケージの一部です。

データベース

インターフェ ドライバー
イス

Firebird

ADO.NET

Firebird ADO.NET データプロバイダー(http://www.firebirdsql.org/en/
additional-downloads/)

JDBC

Firebird JDBC ドライバー( http://www.firebirdsql.org/en/jdbc-driver/ )

ODBC

Firebird ODBC ドライバー( http://www.firebirdsql.org/en/odbcdriver/ )

ADO

DB2 のためのIBM OLE DB プロバイダー

ADO.NET

.NET のためのIBM Data Server プロバイダー

JDBC

JDBC とSQLJ のためのIBM Data Server ドライバー

IBM DB2
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イス
ODBC

IBM DB2 for
i

IBM Informix

Microsoft
Access

ADO

IBM i のための.NET Framework Data プロバイダー

JDBC

Java JDBC Driver のためのIBM ツールボックス

ODBC

iSeries Access ODBC ドライバー

ADO

IBM Informix OLE DB プロバイダー

JDBC

IBM Informix JDBC ドライバー

ODBC

IBM Informix ODBC ドライバー

ADO

ODBC

Microsoft
SQL Server

MySQL

Oracle

i5/OS IBMDA400 OLE DB プロバイダーのためのIBM DB2
i5/OS IBMDARLA OLE DB プロバイダーのためのIBM DB2
i5/OS IBMDASQL OLE DB プロバイダーのためのIBM DB2

ADO.NET

ADO.NET

MariaDB

IBM DB2 ODBC ドライバー

Microsoft Jet OLE DB プロバイダー
Microsoft Access Database Engine OLE DB プロバイダー
OLE DB のための.NET Framework データプロバイダー
Microsoft Access ドライバー

ADO.NET

MariaDB のための専用の.
NET コネクタが不足している場合、MySQL のため
のコネクタ/
NET を使用してく
ださい (http://dev.mysql.com/downloads/
connector/net/)。

JDBC

MariaDB コネクタ/
J (https://downloads.mariadb.org/)

ODBC

MariaDB コネクタ/
ODBC (https://downloads.mariadb.org/)

ADO

SQL Server のためのMicrosoft OLE DB プロバイダー
SQL Server ネイティ
ブなクライアント

ADO.NET

SQL Server のための.NET Framework データプロバイダー
OLE DB のための.NET Framework データプロバイダー

JDBC

SQL Server のためのMicrosoft JDBC ドライバー( http://
msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937724.aspx )

ODBC

SQL Server ネイティ
ブなクライアント

ADO.NET

コネクタ/
NET (http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/)

JDBC

コネクタ/
J ( http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ )

ODBC

コネクタ/
ODBC ( http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/ )

ADO

OLE DB のためのOracle プロバイダー
Oracle のためのMicrosoft OLE DB プロバイダー

ADO.NET

.NET のための Oracle データプロバイダー(http://www.oracle.com/
technetwork/topics/dotnet/index-085163.html)

JDBC

JDBC Thin ドライバー
JDBC Oracle Call Interface (OCI) ドライバー
これらのドライバーは、通常、データベースクライアントのインストール中にインストールさ
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インターフェ ドライバー
イス
れます。(Thin ドライバーではない) OCI ドライバーを使用する接続は、Oracle
XML DB のコンポーネントを使用しています。
ODBC

Oracle のためのMicrosoft ODBC
Oracle ODBC ドライバー(通常、Oracle データベースクライアントのインストー
ル中にインストールされます)。

JDBC

PostgreSQL JDBC ドライバー( https://jdbc.postgresql.org/
download.html )

ODBC

psqlODBC ( https://odbc.postgresql.org/ )

ネイティ
ブな
接続

使用可能。ネイティ
ブな接続を使用する場合、ドライバーをインストールする必要はあ
りません。

Progress
OpenEdge

JDBC

JDBC コネクタ( https://www.progress.com/jdbc/openedge )

ODBC

ODBC コネクタ( https://www.progress.com/odbc/openedge )

SQLite

ネイティ
ブな
接続

使用可能。ネイティ
ブな接続を使用する場合、ドライバーをインストールする必要はあ
りません。

Sybase

ADO

Sybase ASE OLE DB プロバイダー

JDBC

JDBC のためのjConnect

ODBC

Sybase ASE ODBC ドライバー

ADO.NET

Teradata のための.
NET データプロバイダー(http://
downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-providerfor-teradata)

JDBC

Teradata JDBC ドライバー(http://downloads.teradata.com/download/
connectivity/jdbc-driver)

ODBC

Windows のためのTeradata ODBC Driver (http://
downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/
windows)

PostgreSQL

Teradata
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ADO 接続の設定
Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) は、OLE DB を介して多種のデータソースに接続することのできるデータア
クセス技術です。OLE DB は、ODBC または JDBC の代替インターフェイスので、COM (Component Object
Model コンポーネント・
オブジェクト・
モデル) 環境内で、データへの一定のアクセスを提供します。ADO は、Microsoft
Access およびSQL Server 等のMicrosoft ネイティ
ブなデータベースへ接続する典型的な選択ですが、他のデータソ
ースにも使用することができます。
ADO 接続のセットアップ:
1. データベース接続ウィ
ザードの開始。
2. [ADO 接続] をクリックします。

3. [構築] をクリックします。
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4. 接続するデータプロバイダーを選択します。下のテーブルは、よく
ある例をリストしています。
接続するデータベース.
.
.
Microsoft Access

使用するプロバイダー.
.
.
Microsoft Office Access Database Engine OLE DB
Provider
Microsoft Access 2003 に接続する際には、Microsoft Jet
OLE DB Provider も使用することができます。

SQL Server
他のデータベース

SQL Server Native Client
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
データベースに適用することのできるプロバイダーを選択します。
データベースへのOLE DB プロバイダーが使用できない場合は、データベ
ースベンダー(データベースドライバー概要を参照 )から必要なドライバーを
インストールします。別の方法として、ODBC または JDBC 接続をセッ
トアップします。
オペレーティ
ングシステムに必要なデータベースに対するODBC ドライバ
ーがある場合、Microsoft OLE DB Provider for ODBC
Drivers を使用することができます。

5. 「次へ」をクリックして、ウィ
ザードを終了します。
次のウィ
ザードのステップは選択されたプロバイダーに固有の手順です。SQL Server には、データベースユーザー名とパスワ
ードに加え、データベースサーバーのホスト名を提供または選択する必要があります。Microsoft Access には、データベ
ースファイルへのパスを参照または提供するように求められます。
初期化プロパティ(接続パラメーター) の完全なリストは、接続ダイアログボックスのすべて タブで使用することができます?こ
れらのプロパティ
は、選択されたプロバイダーにより異なります。次のセクショ
ンは Microsoft Access and SQL Server
データベースのための基本的な初期化プロパティ
の手引きを説明しています:
SQL サーバーデータリンクプロパティ
のセットアップ
Microsoft Access データリンクプロパティ
のセットアップ

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

842

データベース

データベースへの接続

既存の Microsoft Access データベースへの接続
このアプローチは、パスワードで保護されていないMicrosoft Access データベースに接続する場合に適しています。データ
ベースのパスワードの設定は、Microsoft Access (ADO) への接続で説明されています。
既存の Microsoft Access データベースへの接続方法:
1. データベース接続ウィ
ザードを実行します ( データベース接続ウィ
ザードの開始を参照)。
2. Microsoft Access (ADO) を選択して、「次へ」をクリックします。

3. [既存の MS Access データベースを使用] を選択します。
4. データベースファイルを参照、または、(相対または絶対)パスを入力します。
5. 「接続」をクリックします。
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新規の Microsoft Access データベースの作成
既存のデータベースファイルに接続する代替として、Microsoft Access が使用中のマシンにインストールされていない場
合でも、新規のMicrosoft Access データベースファイル(.accdb, .mdb) を作成して、接続することができます。
MobileTogether Designer により作成されるデータベースは、空です。Microsoft Access または、DatabaseSpy
( http://www.altova.com/ja/databasespy.html )などのツールを使用して、必要とされるデータベース構造を作成
し、データを追加します。
新規の Microsoft Access データベースの作成方法:
1. データベース接続ウィ
ザードを実行します ( データベース接続ウィ
ザードの開始を参照)。
2. Microsoft Access (ADO) を選択して、「次へ」をクリックします。

3. [新規 MS Access データベースの作成] を選択して、作成されるデータベースファイルの(相対または絶対)パス
を入力します (例えば、c:\users\public\products.mdb)。または、[参照] をクリックして、フォルダーを選
択して、ファイル名テキストボックスにデータベースファイルの名前(例えば、products.mdb)を入力し、[保存] を
クリックします。
メモ
データベースファイルを作成する場所に対して、書き込みアクセスの許可があることを確認してく
ださい。
.accdb フォーマットでファイルを作成する場合、Microsoft Access 2007 または以降が使用するコン
ピューターにインストールされている必要があります。.mdb フォーマットでファイルを作成する場合、上記の条
件は必要ありません。
4. 「接続」をクリックします。
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SQL Server データ リンク プロパティの設定
Microsoft SQL Server データベースにADO (ADO 接続のセットアップを参照) を介して接続する場合、次のデータリ
ンクプロパティ
が全ての タブのデータリンクプロパティダイアログボックスで正しく
構成されていることを確認してく
ださい。

データリンクプロパティダイアログボックス

プロパティ

メモ

統合セキュリティ

プロバイダータブでSQL Server Native Client がデータプロバイダーに
選択された場合は、このプロパティ
を、空白文字に設定します。

セキュリティ情報を保持

このプロパティ
をTrue に設定する。
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Microsoft Access データ リンク プロパティの設定
Microsoft Access データベースにADO (ADO 接続のセットアップを参照) を介して接続する場合、次のデータリンク
プロパティ
が全ての タブのデータリンクプロパティダイアログボックスで正しく
構成されていることを確認してく
ださい。

データリンクプロパティダイアログボックス

プロパティ

メモ

データソース

このプロパティ
は、Microsoft Access データベースファイルへのパスを保管
します。データベースへの接続問題を回避するために、UNC (Universal
Naming Convention 汎用名前付け規則)パスフォーマットの使用が奨
励されます。例:
\\anyserver\share$\filepath

Jet OLEDB: システムデータベース

このプロパティ
はワークグループ情報ファイルへのパスを保管します。データベー
スに接続する前に、このプロパティ
を明示的に設定する必要がある可能性が
あります。
"ワークグループ情報ファイル"エラーが理由で接続できない場合、ワークグル
ープ情報ファイル(System.MDW) をユーザープロファイルに適用できるよ
うに設定します (手順は http://support.microsoft.com/kb/305542
を参照してく
ださい)、プロパティ
の値をSystem.MDW ファイルのパスに設
定します。
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Jet OLEDB: データベースパスワー データベースがパスワードで保護されている場合は、このプロパティ
の値をデー
ド
タベースのパスワードに設定します。
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ADO.NET 接続のセットアップ
ADO.NET は、データベースからのデータを含むデータと作業するためにデザインされたMicrosoft .NET フレームワークラ
イブラリのセットです。MobileTogether Designer から、データベースに接続するには、ADO.NET、Microsoft .NET
フレームワーク4、または、以降を使用する必要があります。下に表示されているとおり、 .
NET プロバイダーを選択して、
接続文字列を提供し、データベースにADO.NET を介して接続します。
.NET データプロバイダーは、コマンドを実行する特定の型のデータソースへの接続を可能にするクラスのコネクショ
ンです (例
えば、SQL Server または Oracle データベースなど)。すなわち、ADO.NET とは、MobileTogether Designer
などのアプリケーショ
ンがデータベースプロバイダーを介してデータベースと作動することを意味します。各 データプロバイダーは
特定の型のデータソースと作動するように最適化されています。.
NET プロバイダーには以下の2つの種類があります :
1. デフォルトとしてMicrosoft .NET フレームワークを使用して提供されます。
2. 主要なデータベースベンダーを使用して.
NET フレームワークの拡張として提供されます。このような ADO.NET
プロバイダーは、個別人ストールされている必要があり、通常それぞれのデータベースベンダーのウェブサイトからダウン
ロードすることができます。
メモ: 特定のADO.NET プロバイダーは、サポートされていない、または、サポートが制約されています。ADO.NET サ
ポートに関するメモを参照してく
ださい。
ADO.NET 接続の作成:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。
2. 「ADO.NET 接続」をクリックします。
3. .NET データプロバイダーをリストから選択します。
.NET フレームワークと共に使用することのできるプロバイダーのリストはデフォルトでプロバイダーのリストに表示さ
れます。ベンダーに特有の.
NET データプロバイダーは、使用中のシステムに既にインストールされている場合の
み使用することができます。.
NET データプロバイダーは、データベースベンダーにより提供される、.
msi、また
は、.
exe ファイルを実行して、GAC (Global Assembly Cache) 内にインストールされる必要があります。
4. データベース接続文字列を入力します。接続文字列は、データベース接続情報をセミコロンで区切られた接続パ
ラメーターのキー値ペアとして定義します。例えば、Data Source=DBSQLSERV;Initial
Catalog=ProductsDB;User ID=dbuser;password=dbpass などの文字列は、サーバー
DBSQLSERV 上で、ユーザー名 dbuser とパスワードdbpass を使用して、SQL Server データベース
ProductsDB に接続します。接続文字列を、キー値ペアを直接「
接続文字列」
ダイアログボックスに入力するこ
とにより作成することができます。他の接続オプショ
ンは Visual Studio で作成することができます (次を参照:
Visual Studio 内で接続文字列を作成する)。
接続文字列の構文は、プロバイダーリストより選択されたプロバイダーにより異なります。例えば、次を参照して
く
ださい：サンプルADO.NET 接続文字列。
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「接続」をクリックします。
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Visual Studio 内で接続文字列を作成する
ADO.NET を使用してデータソースに接続するには、有効な接続文字列が必要です。次の手順は、Visual Studio か
ら接続文字列を作成する方法を説明しています。
Visual Studio 内で接続文字列を作成する:
1. 「ツール」メニューから、「データベースへの接続」をクリックします。
2. リストからデータソースを選択します(この例の場合、Microsoft SQL Server)。データプロバイダーは、選択に従
い自動的に記入されます。

3.

「接続」をクリックします。
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4. データベースへのサーバーホスト名、ユーザー名、およびパスワードを入力します。この例の場合、サーバー
DBSQLSERV 上のデータベースProductsDB にSQL Server 認証を使用して接続します。
5. 「OK」をクリックします。
データベースへの接続に成功した場合、サーバーエクスプローラーウィ
ンドウに表示されます。サーバーエクスプローラーウィ
ンド
ウを、メニューコマンド「
表示 | サーバーエクスプローラー」を使用して表示することができます。データベース接続文字列を
取得するには、サーバーエクスプローラーウィ
ンドウ内の接続を右クリックし、「プロパティ」を選択します。接続文字列が、
Visual Studio プロパティ
ウィ
ンドウに表示されます。MobileTogether Designer の「
接続文字列」ボックスに文字列
を貼り付ける前に、アスタリスク( * ) 文字を実際のパスワードと置き換える必要があることに注意してく
ださい。
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サンプル ADO.NET 接続文字列
ADO.NET 接続をセットアップするには、データベース接続ダイアログボックスからADO.NET プロバイダーを選択し、接
続文字列を入力します。(次も参照してく
ださいADO.NET 接続のセットアップ)。異なるデータベースのサンプル
ADO.NET 接続文字列は .
NET プロバイダーの下にリストされています。
Teradata のための .
NET Data
このプロバイダーは、次のTeradata Web サイトからダウンロードすることができます (http://
downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata)。サンプル接続は以下
のとおりです:
Data Source=ServerAddress;User Id=user;Password=password;

IBM i のための .
NET Framework データプロバイダー
このプロバイダーは、IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package の一部としてインスト
ールされます。サンプル接続文字列は以下のとおりです:
DataSource=ServerAddress;UserID=user;Password=password;DataCompression=True;

詳細に関しては、インストールパッケージ内に含まれる「
.
NET プロバイダー技術レファレンスヘルプファイル」
を参照してく
ださ
い。
MySQL のための .
NET Framework データプロバイダー
このプロバイダーをMySQL ウェブサイトからダウンロードすることができます (https://dev.mysql.com/downloads/
connector/net/)。サンプル接続文字列は以下のとおりです:
Server=127.0.0.1;Uid=root;Pwd=12345;Database=test;

次も参照してく
ださい: https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-programmingconnecting-connection-string.html
SQL Server のための .
NET Framework データプロバイダー
サンプル接続文字列は以下のとおりです:
Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User
ID=dbuser;Password=dbpass

次も参照してく
ださい: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254500(v=vs.110).aspx
.NET Framework 4.0 のための IBM DB2 データプロバイダー 10.1.2
Database=PRODUCTS;UID=user;Password=password;Server=localhost:50000;
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このプロバイダーは、通常 IBM DB2 Data Server Client パッケージと共にインストールされます。IBM DB2
Data Server Client パッケージをインストール後 ADO.NET プロバイダーのリスト内でプロバイダーが不足して
いる場合、次の技術メモを参照してく
ださい: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?
uid=swg21429586。

次も参照してく
ださい: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_10.1.0/
com.ibm.swg.im.dbclient.adonet.ref.doc/doc/DB2ConnectionClassConnectionStringProperty.html
.NET (ODP.NET) のための Oracle データプロバイダー
ODP.NET プロバイダーを含むインストールパッケージをOracle ウェブサイトからダウンロードすることができます (次を参照
してく
ださい：http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/downloads/index.html). サンプル接続文
字列は以下のとおりです:
Data Source=DSORCL;User Id=user;Password=password;

Oracle への接続(ODBC)内で説明されているようにtnsnames.ora ファイル内で定義された Oracle サービス名をさす
DSORCL がデータソース名の場合。
tnsnames.ora ファイル内のサービス名を構成せず接続する場合は、以下のような文字列を使用してく
ださい:
Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=host)
(PORT=port)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)
(SERVICE_NAME=MyOracleSID)));User Id=user;Password=password;

次も参照してく
ださい: https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/win.111/b28375/featConnecting.htm
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ADO.NET サポートに関するメモ
下のテーブルは、MobileTogether Designer 内でサポートされていない、または、制限の有るサポートを持つ、既知の
ADO.NET データベースドライバをリストしたテーブルです。
データベース

ドライバ

サポートに関するメモ

すべてのデータベース

.Net Framework Data
Provider for ODBC

制限つきサポート。Microsoft Access 接続の
際に既知の問題があります。ODBC への直接の
接続を代わりに使用することが奨励されます。次
を参照してく
ださい: ODBC 接続のセットアップ。

.Net Framework Data
Provider for OleDb

制限つきサポート。Microsoft Access 接続の
際に既知の問題があります。ADO への直接の接
続を代わりに使用することが奨励されます。次を
参照してく
ださい: ADO 接続のセットアップ。

Firebird

Firebird ADO.NET Data
Provider

制限つきサポート。ODBC または JDBC を代わ
りに使用することが奨励されます。次を参照してく
ださい: Firebird (ODBC) への接続 と
Firebird (JDBC) への接続.

Informix

IBM Informix Data Provider
for .NET Framework 4.0

サポートされていません。DB2 Data Server
Provider を代わりに使用してく
ださい。

IBM DB2 for i
(iSeries)

.Net Framework Data
Provider for i5/OS

サポートされていません。IBM i Access Client
Solutions - Windows Application
Package の一部として提供されている.Net
Framework Data Provider for IBM i を
代わりに使用してく
ださい。

Oracle

.Net Framework Data
Provider for Oracle

制限つきサポート。.
NET Framework と共にこ
のドライバは提供されていますが、Microsoft に
より使用を奨励されていません。

PostgreSQL

-

このベンダーのためのADO.NET ドライバ はサポ
ートされていません。

Sybase

-

このベンダーのためのADO.NET ドライバ はサポ
ートされていません。
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ODBC 接続の設定
ODBC (Open Database Connectivity) は、一般に使用されているデータアクセス技術で、MobileTogether
Designer からデータベースに接続することができます。データベースにアクセスするための主要な手段として、または OLE
DB- や JDBC-による接続の代替として使用することができます。
ODBC を使用してデータベースに接続するには、最初にODBC データソース名(DSN) を作成する必要があります。こ
のステップは、他のユーザーまたはオペレーティ
ングシステムによりDSN が既に作成されている場合必要ありません。DSN
は、統一された、MobileTogether Designer を含むオペレーティ
ングシステム上のODBC に対応したクライアントアプリ
のデータベース接続方法を表します。DSN には以下の種類があります:
システムDSN
ユーザーDSN
ファイルDSN
オペレーティ
ングシステムで特権を持つすべてのユーザーはシステム データソースにアクセスすることができます。作成したユー
ザーのみがユーザー データソースにアクセスすることができます。ファイル DSN を作成した場合、データソースは .
dsn 拡
張子を持つファイルとして作成され、データソースにより使用されているドライバーがインストールされていることが前提で、他の
ユーザーと共有することができます。
ODBC 接続ダイアログボックス内の[ODBC 接続] をクリックすると、使用中のコンピューターで既に使用することのできる
DSN はデータベース接続ダイアログボックスに表示されています。

ODBC 接続ダイアログボックス

データベースにより必要とされるDSN が無い場合、MobileTogether Designer データベース接続ウィ
ザードが作成の
手助けをします。しかし、Windows オペレーティ
ングシステムに直接作成することもできます。いずれにせよ、続行する前
に、使用中のデータベースにODBC ドライバーがオペレーティ
ングシステムのODBC ドライバーリストに適用できることを確
認してく
ださい。( 使用可能な ODBC ドライバーの表示を参照 )。
新規 DSN を使用しての接続:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。
2. データベース接続ダイアログボックスの[ODBC 接続] をクリックします。
3. ソースの種類を選択します (ユーザーDSN、システムDSN、ファイルDSN)。
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システムDSN を作成するには、オペレーティ
ングシステムの管理者権限が必要です。
4. 「追加」 をクリックします。
5. ドライバーを選択して、(作成するDSN の種類に応じて) [ユーザー DSN] または [システム DSN] をクリックし
ます。使用中のデータベースに適用することのできるドライバーがリストされていない場合、データベースベンダーから
ダウンロードして、インストールしてく
ださい。(次を参照: データベースドライバー概要 )。
6. ポップアップするダイアログボックスに特定の接続情報を入力してセットアップを完了します。
接続を成功させるには、データベースサーバーのホスト名(または IP アドレス)、とデータベースのユーザー名およびパスワードを
提供する必要があります。他の接続パラメーターがある可能性がありますが、これらのパラメーターはデータベースプロバイダー
により異なります。各接続方法に固有のパラメーターについての詳細は、ドライバープロバイダーのドキュメントを参照してく
だ
さい。一度作成されると、DSN はデータソース名のリストで使用することができます。ユーザーDSN はユーザーDSN のリ
ストに追加されますが、システムDSN はシステムDSN のリストに追加されます。
既存の DSNを使用しての接続:
1.
2.
3.
4.

データベース接続ウィ
ザードを開始します.
[ODBC 接続] をクリックします。
既存のデータソース(ユーザーDSN、システムDSN、ファイルDSN) から種類を選択します
既存のDSN をクリックして、 「接続」をクリックします。

既存の .
dsn ファイルをベースにして接続文字列を構築する:
データベース接続ウィ
ザードを開始します.
[ODBC 接続] をクリックします。
[接続文字列の構築] を選択して、[構築] をクリックします。
ファイルDSN を使用して、接続文字列を構築する場合、[ファイルデータソース] タブをクリックします。それ以外の
場合は、[マシーンデータソース] タブをクリックします。(システムDSN とユーザーDSN は "
マシン"データソースと
して知られています。)
5. 必要とさえる.
dsn ファイルを選択して、「OK」をクリックします。
1.
2.
3.
4.

用意された接続文字列を使用して接続する:
1.
2.
3.
4.

データベース接続ウィ
ザードを開始します.
[ODBC 接続] をクリックします。
[接続文字列の構築] を選択しています。
接続文字列を与えられたボックスに貼り付け、「接続」をクリックします。
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JDBC 接続の設定
JDBC (Java Database Connectivity) は、Oracle のJava ソフトウェアプラットフォームの一部であるデータベース
アクセスインターフェイスです。JDBC 接続は ODBC 接続に比べ、通常よりもリソースを集中的に使用する接続ですが、
ODBC で使用することのできない機能を使用することができます。ODBC コネクタにより使用できないデータベース機能を
使用する場合 JDBC 接続を使用することが奨励されています。
前提条件
Java Runtime Environment (JRE) または Java Development Kit (JDK) がオペレーティ
ングシステムに
インストールされている必要があります。インストールされていない場合はJava の公式 Web サイトからパッケージ
とインストールの手順をダウンロードしてく
ださい。
データベースベンダーからのJDBC ドライバーがインストールされている必要があります。Oracleデータベースに接
続する場合は、一部のOracle ドライバーは特定のJRE バージョ
ンに固有のため、追加コンポーネントと構成が
必要な点に注意してく
ださい。Oracle 製品のドキュメント (例えば、「
JDBC開発者ガイドおよびリファレンス」
)
には、各 JDBC ドライバーの構成の手続きの詳細が説明されています。
オペレーティ
ングシステムのPATH 環境変数は、JRE または JDK インストールディ
レクトリのbin ディ
レクトリへの
パスを含む必要があります。例えば、C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin など。
CLASSPATH 環境変数は、(.jar ファ
イルの1つまたは複数の) 使用中のWindows オペレーティ
ングシステムの
JDBC ドライバーのパスを含む必要があります。データベースクライアントをインストールする際に、インストーラーはこ
の変数を自動的に構成する可能性があります。JDBC ドライバーのドキュメントは通常ステップバイステップで
CLASSPATH 変数の設定方法を説明しています (CLASSPATH の構成を参照)。
JDBC 接続の設定方法
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。
2. 「JDBC 接続」をクリックします。
3. 任意で、セミコロンで区切られた.
jar ファイルパスのリストを「
クラスパス」
テキストボックスに入力することもできます。
ここで入力される.jar ライブラリは、CLASSPATH 環境変数内で既に定義されているものに加え、環境にロードさ
れます。 「
クラスパス」
テキストボックスの編集が完了すると、ソース.
jar ライブラリ内で検索されるJDBC ドライバ
ーは、「
ドライバー」リストに自動的に追加されます (次のステップを参照してく
ださい)。
4. 「
ドライバー」
の横でJDBC ドライバーをリストから選択、または、Java クラス名を入力します。CLASSPATH 環
境変数により構成されたJDBC ドライバーおよび、「
クラスパス」
テキストボックス内で検出されたドライバーが含ま
れます(次を参照: CLASSPATH の構成)。
CLASSPATH 変数内で定義されているJDBC ドライバーのパスを使用することができます。また、データベ
ース接続ダイアログボックスに直接入力された.
jar パスは Java Virtual Machine (JVM) によりサポートさ
れています。JVM は接続を構築するためのドライバーを決定します。JVM にロードされるJava クラスを確
認し、JDBC ドライバーの競合、および、データベースに接続する際に発生する予期されないエラーを回避す
るようにしてく
ださい。

5. 対応するボックスに、ユーザー名とパスワードを入力します。
6. データベースURL テキストボックス内に、JDBC 接続 URL (文字列) をデータベースの型のとおり入力します。次
のテーブルは一般のデータベースの型のためのJDBC 接続 URL (文字列) の構文について説明しています。
データベース

JDBC 接続 URL

Firebird

jdbc:firebirdsql://<host>[:<port>]/<database
path or alias>

IBM DB2

jdbc:db2://hostName:port/databaseName

IBM Informix

jdbc:informix-sqli://hostName:port/
databaseName:INFORMIXSERVER=myserver
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データベース

JDBC 接続 URL

MariaDB

jdbc:mariadb://hostName:port/databaseName

Microsoft SQL
Server

jdbc:sqlserver://
hostName:port;databaseName=name

MySQL

jdbc:mysql://hostName:port/databaseName

Oracle

jdbc:oracle:thin:@//hostName:port:service

Oracle XML DB

jdbc:oracle:oci:@//hostName:port:service

PostgreSQL

jdbc:postgresql://hostName:port/databaseName

857

Progress OpenEdge jdbc:datadirect:openedge://
host:port;databaseName=db_name

メモ:

Sybase

jdbc:sybase:Tds:hostName:port/databaseName

Teradata

jdbc:teradata://databaseServerName

上記のフォーマットに対する構文のバリエーショ
ンも使用することができます (例えば、データベースURL はポートを
除外、またはデータベースのユーザー名とパスワードを含む可能性があります)。詳細はデータベースのベンダーのドキュ
メントを参照してく
ださい。

7. 「接続」をクリックします。
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CLASSPATH の構成
CLASSPATH 環境変数はクラスと
、オペレーティ
ングシステム上の他のリソースファイルを検索するためJava Runtime

Environment (JRE) により使用されます。JDBC を介してデータベースに接続すると、この変数はオペレーティ
ングシステ
ム上のJDBC ドライバーへのパス、または一部の場合、使用中のデータベースの種類に固有の追加ライブライファイルへの
パスを含むように構成されなければなりません。
下のテーブルは、CLASSPATH 変数に通常含まれる必要のあるサンプルファイルパスをリストしています。重要なことは、シ
ステム上のJDBC ドライバのロケーショ
ン、JDBC ドライバー名、オペレーティ
ングシステム上のドライバーの場所をベースに
この情報を調整する必要があります。接続問題を避けるために、使用中のオペレーティ
ングシステムにインストールされている
JDBC ドライバに適用されるインストールの指示、インストール前とインストール後の構成ステップを確認してく
ださい。
データベース

サンプル CLASSPATH エントリ

Firebird

C:\Program Files\Firebird\Jaybird-2.2.8-JDK_1.8
\jaybird-full-2.2.8.jar

IBM DB2

C:\Program Files (x86)\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar;C:
\Program Files (x86)\IBM\SQLLIB\java
\db2jcc_license_cu.jar;

IBM Informix

C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar;

Microsoft SQL Server

C:\Program Files\Microsoft JDBC Driver 4.0 for SQL
Server\sqljdbc_4.0\enu\sqljdbc.jar

MariaDB

<installation directory>\mariadb-java-client-2.2.0.jar

MySQL

<installation directory>\mysql-connector-java-versionbin.jar;

Oracle

ORACLE_HOME\jdbc\lib\ojdbc6.jar;

Oracle (with XML DB)

ORACLE_HOME\jdbc\lib\ojdbc6.jar;ORACLE_HOME\LIB
\xmlparserv2.jar;ORACLE_HOME\RDBMS\jlib\xdb.jar;

PostgreSQL

<installation directory>\postgresql.jar

Progress OpenEdge

%DLC%\java\openedge.jar;%DLC%\java\pool.jar;

メモ:Progress OpenEdge SDK がマシンにインストールされていると想定します。%
DLC% は OpenEdge がインストールされているディ
レクトリです。
Sybase

C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar

Teradata

<installation directory>\tdgssconfig.jar;<installation
directory>\terajdbc4.jar

CLASSPATH 変数の変更は、使用中のコンピュータのJava アプリケーショ
ンの振る舞いに影響する可能性があ
ります。続行する前に生じえる影響を把握するために、Java ドキュメントを参照してく
ださい。
環境変数は、ユーザーまたはシステムであることができます。システム環境変数を変更するには、オペレーティ
ングシス
テムに対する管理者権限が必要です。
環境変数を変更後、設定の変更を有効にするには、プログラムを再起動してく
ださい。または、オペレーティ
ングシス
テムをログオフまたは再起動してく
ださい。

Windows 7 で CLASSPATH を構成する:
1. [スタート] メニューを開始して、[コンピューター] を右クリックします。
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[プロパティ] をクリックします。
[システムの詳細設定] をクリックします。
[詳細設定] タブから[環境変数] をクリックします。
CLASSPATH 変数を、ユーザーまたはシステム環境変数からロケートして、編集をクリックします。
CLASSPATH 変数が存在しない場合は、[新規] をクリックして作成します。
6. オペレーティ
ングシステム内でJDBC ドライバーがある場所にパスを含むように変数の値を編集します。JDBC ドラ
イバーパスを他の既にCLASSPATH 変数内にあるパスから区別するためにセミコロン( ; )で区切ります。
2.
3.
4.
5.

Windows 10 で CLASSPATH を構成する:
Windows キーを押して、環境編集を入力します。
[システム環境変数の編集] の提案をクリックします。
[環境変数] をクリックします。
CLASSPATH 変数を、ユーザーまたはシステム環境変数からロケートして、編集をクリックします。
CLASSPATH 変数が存在しない場合は、[新規] をクリックして作成します。
5. オペレーティ
ングシステム内でJDBC ドライバーがある場所にパスを含むように変数の値を編集します。JDBC ドラ
イバーパスを他の既にCLASSPATH 変数内にあるパスから区別するためにセミコロン( ; )で区切ります。
1.
2.
3.
4.
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使用可能な ODBC ドライバーの表示
ODBC データソース管理で使用中のオペレーティ
ングシステムで使用可能な ODBC ドライバーを確認することができます。
Windows コントロールパネルの管理ツールからODBC データソース管理 (Odbcad32.exe) にアクセスすることができ
ます。64-ビット版オペレーティ
ングシステムには、2 種類のバージョ
ンの実行可能ファイルがあります:
C:\Windows\SysWoW64 ディ
レクトリにある、Odbcad32.exe ファイルの32-ビット版バージョ
ン(C: が
使用中のシステムドライブとして前提されています)。
C:\Windows\System32 ディ
レクトリにある、Odbcad32.exe ファイルの64-ビット版バージョ
ン
インストールされている32-ビット版データベースドライバーは、ODBC データソース管理の32-ビット版バージョ
ンで、
64-ビット版バージョ
ン内の64-ビット版ドライバーで確認することができます。ですから、対応するバージョ
ンのODBC デー
タソース管理でデータベースドライバーを確認してく
ださい。

ODBC データソース管理者

ターゲットデータベースのドライバーがリストに存在しない場合、または、代替ドライバーを追加する場合、データベースのベンダ
ーからダウンロードしてく
ださい(データベースドライバー概要 を参照)。ODBC ドライバーがシステムで使用可能になると、
ODBC 接続を作成することができます(ODBC 接続のセットアップを参照)。
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PostgreSQL 接続のセットアップ
PostgreSQL データベースへの接続は、ネイティ
ブな接続として、または、ODBC、JDBC、および他のドライバーを使
用して確立することができます。ネイティ
ブな接続の利点は、使用中のシステムにインストールする場合、ドライバーを必要とし
ないことです。また、Linux、または、OS X サーバー上での実行のためにファイルをデプロイする場合、ターゲットサーバー
上にドライバーをインストールする必要はありません(次も参照してく
ださい: Linux とMac上でのデータベース接続)。
ネイティ
ブでは内ドライバーを使用しての接続を作成する場合は、以下のトピックを参照してく
ださい:
JDBC 接続の設定
PostgreSQL (ODBC) への接続
それ以外の場合、PostgreSQL へのネイティ
ブの接続をセットアップする場合、以下の手順に従ってく
ださい。継続するに
は、以下の前提条件が必要です: ホスト名、ポート、データベース名、ユーザー名、およびパスワード。
ネイティブPostgreSQL 接続のセットアップ:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します.
2. 「PostgreSQL 接続」をクリックします。
3. 対応するボックスに、ホスト(PostgreSQL が同じマシンで作動している場合、ローカルホスト)、ポート(通常、
5432 ですが、これは任意です)、データベース名、ユーザー名とパスワードを入力します。

4. 「接続」をクリックします。
PostgreSQL データベースサーバーが異なるマシンに存在する場合、次の点に注意してく
ださい:
PostgreSQL データベースサーバーは、クライアントからの接続を受け入れるように構成されなければなりません。
具体的には、pg_hba.conf ファイルがローカルではない接続を許可するように構成される必要があります。第2
に、postgresql.conf ファイルは、特定されたIP アドレスとポートをリッスンするように構成される必要がありま
す。詳細に関しては、PostgreSQL ドキュメントを参照してく
ださい(https://www.postgresql.org/
docs/9.5/static/client-authentication-problems.html)。
サーバーマシンがファイアウォールを越えてデザインされたポート(通常、5432) 上で接続を受け入れるように構成さ
れている必要があります。例えば、「コントロールパネル > Windows ファイアウォール > 詳細設定 > 受
信の規則」で設定すると、Windows 上で作動するデータベースサーバーでは、ファイアーウォールを越えてポート
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5432 に接続を許可するルールを作成する必要がない場合があります。
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SQLite 接続の設定
SQLite (http://www.sqlite.org) は、ポータブル性とインストールの簡便性が重要な場合理想的な構成のファイルベー
スの、内蔵のデータ型です。Since SQLite データベースは、MobileTogether Designer によりネイティ
ブにサポートさ
れるため、接続のためにドライバーをインストールする必要はありません。
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新規の SQLite データベースの作成
既存のデータベースファイルに接続する代替として、新規のSQLite データベースファイルを作成して、接続することができま
す。MobileTogether Designer により作成されるデータベースは、空です。クエリまたはスクリプトを使用して、必要とされ
るデータベース構造を作成し、データを追加します。
新規の SQLite データベースの作成方法:
1. データベース接続ウィ
ザードを実行します ( データベース接続ウィ
ザードの開始を参照)。
2. SQLite を選択して、「次へ」をクリックします。

3. [新規 SQLite データベースの作成] を選択して、作成されるデータベースファイルの(相対または絶対)パスを入
力します (例えば、c:\users\public\products.sqlite)。または、[参照] をクリックして、フォルダーを選択し
て、ファイル名テキストボックスにデータベースファイルの名前(例えば、products.sqlite)を入力し、[保存] をク
リックします。
データベースファイルを作成する場所に対して、書き込みアクセスの許可があることを確認してく
ださい。
4. 「外部キーの無効化」チェックボックスを任意で選択します。次も参照してく
ださい:外部キーの制約。
5. 「接続」をクリックします。
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外部キーの制約
MobileTogether Designer から既存のSQLite データベースに接続する場合、または新規を作成する場合、デフォ
ルトで、外部キーの制約 が有効化されます。外部キーの制約はデータベース内のデータの整合性を保持する手助けを行い
ます。例えば、外部キーが有効化されていると、他のテーブル内に依存関係がある場合、テーブルからレコードを削除すること
ができません。
特定の場合、一時的にこの振る舞いをオーバーライドし、外部キーを無効化する必要がある場合があります。例えば、データ
検証エラー無しにデータの列を更新、または、挿入する場合など。SQLite データベースに接続する前に、明示的に外部キ
ーを無効化するには、データベース接続ウィ
ザードの「外部キーの無効化」オプショ
ンを選択します。

"SQLite への接続"ウィザードページ

外部キーが無効化されていると、検証チェックのためチェックすることのできなかったデータに対して操作をおこなうことができま
す。同時に、データベース内に不正確なデータを入れてしまう危険性、または、「
無所属の」
行を作成してします可能性が出
てきます。(「
無所属の」
行の例は、「
address」
テーブルにリンクされていない「
person」
テーブル内のアドレスなどが挙げら
れます。これは、個人名が削除されているにもかかわらず、この個人に関連した住所が削除されていない場合などにこのよう
な行が発生します。)
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グローバルリソースからの接続の使用
Altova グローバルリソースは、リソースを再利用、構成し複数のAltova アプリケーショ
ンで使用するためのファイル、フォルダ
ー、または、データベースを参照する方法です。
以前にデータベースをグローバルリソースとして既に構成している場合、接続をいつでも再使用することができます (異なる
Altova アプリケーショ
ン間でも使用可能)。
グローバルリソースからのデータベース接続の使用:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。
2. [グローバルリソース] をクリックします。グローバルリソースとして使用可能なデータベース接続がリストされます。

3. データベース接続履歴から「接続」をクリックします。
ヒント: 各グローバルリソースの追加情報を取得するために、マウスカーソルをグローバルリソースにポイントします。
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データベース接続のサンプル
このセクショ
ンは、MobileTogether Designer からデータベースへの接続のサンプル手順を説明します。Windows マ
シン、ネットワーク環境、とデータベースクライアントまたはサーバーソフトウェアは、次に挙げられるサンプルの構成とは完全に一
致しない可能性があります。
メモ:

ほぼすべてのデータベースの型では、１つ以上のデータアクセステクノロジー(ADO、ADO.NET、ODBC、
JDBC) またはドライバーを使用して接続することができます。データベース接続パフォーマンス、およびドライバーの
機能と制限は、MobileTogether Designer 外で構成された選択されたドライバー、(該当する場合)データベ
ースクライアントソフトウェア、および追加接続パラメータなどによって異なります。
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Firebird (ODBC) への接続
このトピックは、Linux サーバー上で実行される、Firebird 2.5.4 データベースへの接続のサンプルの命令を説明していま
す。
必要条件:
Firebird データベースサーバーは、クライアントからのTCP/IP 接続を受け入れるように構成されています。
Firebird ODBC ドライバーを使用中のオペレーティ
ングシステムにインストールする必要があります。このサンプル
は、を使用します。 Firebird ODBC ドライバーバージョ
ン2.0.3.154 は、Firebird ウェブサイト( http://
www.firebirdsql.org/ ) からダウンロードすることができます。
Firebird クライアントを、使用中のオペレーティ
ングシステムにインストールする必要があります。 Firebird 2.5.4
クライアントのためのスタンドアロンのインストーラーが存在しない点に注意してく
ださい。また、クライアントは、サーバ
ーのインストールパックの一部です。Firebird サーバーインストールパックをFirebird ウェブサイト( http://
www.firebirdsql.org/ ) からダウンロードすることができます。ダウンロードの際、[スーパークラシック/
クラシックまた
は スーパーサーバーのための、Windows 実行ファイル] インストーラーを選択してく
ださい。クライアントファイルのみ
をインストールする場合、[最小クライアントインストール-サーバーツール無し] を選択します。
重要点:
Firebird ODBC ドライバーおよびクライアント(32 ビットまたは 64 ビット) のプラットフォームは、
MobileTogether Designer のプラットフォームに適応する必要があります。
Firebird クライアントのバージョ
ンは、接続されているFirebird サーバーのバージョ
ンに適応する必
要があります。
データベース接続の詳細:サーバー上のサーバーホスト名 または IP アドレス、データベースパス(または エイリア
ス)、ユーザー名、およびパスワード。
ODBC を使用して Firebird に接続する:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。
2. [ODBC 接続] をクリックする。
3. [ユーザー DSN] を選択して、(または、管理者の特権がある場合、 [システム DSN] を選択して、)[追加
] をクリックします。

4. Firebird ドライバーを選択して、をクリックします。そして[ユーザー DSN] (前のステップでの選択により、または、
[システム DSN])。Firebird ドライバーがリスト内に存在しない場合、使用中のオペレーティ
ングシステムにインス
トールされていることを確認してく
ださい ( 使用可能な ODBC ドライバーの表示 を参照)。
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5. データベース接続の詳細を入力します:
データソース名 (DSN)

作成する詳細名とデータソースを入力します。

データベース

サーバーホスト名 または IP アドレスをコロンとデータベースエイリアス(または
パス)の後に入力します。このサンプルでは、ホスト名は、
firebirdserv、データベースエイリアスは、products です:
firebirdserv:products

データベースエイリアスを使用することにより、サーバー側上では、データベー
ス管理者は、エイリアス製品を構成し、サーバー上の実際のFirebird
(.fdb) データベースファイルをポイントします (詳細は、Firebird のドキュメン
トを参照してく
ださい)。
ホスト名の代わりに サーバーIP アドレス、エイリアスの代わりにパスを使用
することもできます。ですから、以下のサンプル接続の文字列は有効です:
firebirdserver:/var/Firebird/databases/
butterflies.fdb
127.0.0.1:D:\Misc\Lenders.fdb
データベースが Windows マシン上に存在する場合、[参照] をクリ
ックし

て、Firebird (.fdb) データベースファイルを直接選択します。
クライアント

fbclient.dll ファイルへのパスを入力します。デフォルトでは、これは
Firebird インストールディ
レクトリのサブディ
レクトリです。

データベースアカウント

データベース管理者 (このサンプルの場合 PROD_ADMIN) により与えられ
たデータベースユーザー名を入力します。

パスワード

データベース管理者により与えられたデータベースパスワードを入力しま
す。
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6. 「OK」をクリックします。
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Firebird (JDBC) への接続
このトピックは、を使用してのFirebird データベースサーバーへの接続のサンプルの命令を説明しています。
必要条件:
Java Runtime Environment (JRE) または Java Development Kit (JDK) が使用中のオペレーティ
ング
システムにインストールされている必要があります。
オペレーティ
ングシステムのPATH 環境変数は、JRE または JDK のインストールディ
レクトリのbin ディ
レクトリへ
のパスを含む必要があります。例えば、C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin.
Firebird JDBC ドライバーが使用中のオペレーティ
ングシステムで使用可能である必要があります (データベースへ
の接続を可能にする.
jar ファイルのフォームをとります)。ドライバーは Firebird Web サイトからダウンロードする
ことができます ( http://www.firebirdsql.org/ )。このサンプルは、Jaybird 2.2.8 を使用します。
データベース接続の詳細があります: ホスト、データベースパス、またはエイリアス、ユーザー名、およびパスワード。
JDBC を使用して Firebird に接続する:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します.
2. 「JDBC 接続」をクリックします。.
3. 「
クラスパス」
の横にデータベースへの接続を与える.
jar ファイルへのパスを入力します。必要であれば、セミコロンで
区切られた.
jar ファイルパスのリストを入力することもできます。このサンプルでは、必要とされる.
jar ファイルは次の
パスを使用して見つけることができます: C:\jdbc\firebird\jaybird-full-2.2.8.jar。.
jar ファイルパスをオペレ
ーティ
ングシステムのCLASSPATH 環境変数に追加した場合、「
クラスパス」
テキストボックスを空白のままにする
ことができます。(次も参照: CLASSPATH の構成)。
4. 「
ドライバー」
ボックスから、org.firebirdsql.jdbc.FBDriver を選択します。このエントリは、有効な .
jar ファイ
ルパスが、「
クラスパス」
テキストボックス内、または、オペレーティ
ングシステムのCLASSPATH 環境変数内で検出
された場合のみ使用することができます (前のステップを参照してく
ださい)。

5. 対応するテキストボックスに、データベースへのユーザー名とパスワードを入力します。
6. URL テキストボックスに、データベースサーバーに適用することのできるハイライトされた値を置き換える、データベース
サーバーの接続文字列を入力します。
jdbc:firebirdsql://<host>[:<port>]/<databese path or alias>
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7. 「接続」をクリックします。
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IBM DB2 (ODBC) への接続
このトピックでは ODBC を使用した、IBM DB2 への接続のサンプル手順を紹介します。
前提条件:
IBM Data Server Client は、使用中のオペレーティ
ングシステムにインストールおよび構成される必要があります
(このサンプルの場合は IBM Data Server Client 9.7 を使用します)。インストールの手順に関しては、IBM
DB2 ソフトウェアにより提供されたドキュメントを確認してく
ださい。 IBM Data Server Client インストール後、
使用中のコンピューターでODBC ドライバーが使用可能か確認してく
ださい(使用可能な ODBC ドライバーの
表示を参照 )。
データベースエイリアスを作成します。複数の作成方法があります:
o IBM DB2 構成アシスタントから
o IBM DB2 コマンドラインプロセッサーから
o ODBC データソースウィ
ザードから(この場合は、下に表示される手順を参照してく
ださい)
データベース接続の詳細: ホスト、データベース、ユーザー名およびパスワード
IBM DB2 への接続:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します そしてIBM DB2 (ODBC/JDBC) を選択します。

2. 「次へ」をクリックします。
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3. ODBC を選択して「次へ」をクリックします。データベースのための既知のリストを編集するようにプロンプトされる
と、IBM DB2 に適用することのできるドライバーを選択して(前提条件を参照)、「次へ」をクリックします。

4. リストからIBM DB2 を選択して、「接続」をクリックします。(ドライバーで使用可能なリストを編集するには、[ド
ライバーの編集] をクリックして、使用可能などドライバーのリストを編集します。クリックして追加または削除する
IBM DB2 ドライバーをチェックまたはチェックの解除をします。ドライバーを選択または選択の解除をします。)
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5. ソース名を入力します (このサンプルでは DB2DSN) 「追加」をクリックします。

6. [データソース] タブで、データベースのユーザー名とパスワードを入力します。
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7. [TCP/IP] タブで、データベース名、エイリアスの名前、ホスト名とポート名を入力して「OK」をクリックします。

8. ユーザ名とパスワードを再入力して「OK」をクリックします。
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IBM DB2 for i (ODBC) への接続
このトピックは、ODBC を使用してIBM DB2 for i データベースへの接続のサンプル手順を説明します。
前提条件:
IBM System i Access for Windows は使用中のオペレーティ
ングシステム(このサンプルでは IBM
System i Access for Windows V6R1M0 を使用しています) にインストールされる必要があります。インス
トールの手順は、IBM DB2 for i ソフトウェアにより提供されているドキュメントを参照してく
ださい。インストール
後、ODBC ドライバーが使用中のコンピューターで使用可能か確認してく
ださい (使用可能なODBC ドライバー
の表示を参照 )。

データベース接続の詳細:データベースサーバーの I.P. アドレス、データベースユーザー名、およびパスワード
i Navigator を実行して、新規接続を作成するウィ
ザードの手順を踏んで新規接続を作成してく
ださい。システム
の指定をプロンプトされると、データベースサーバーのI.P. アドレスを入力してく
ださい。接続を作成した後、検証す
る(接続をクリックして、ファイル > 診断 > 接続の検証 を選択) ことが奨励されます。接続エラーが発生した場
合、データベースサーバー管理者に連絡してく
ださい。
IBM DB2 for i への接続:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します.
2. [ODBC 接続] をクリックします。
3. [ユーザー DSN] をクリックします。(または、[システム DSN] または、後に続く
手順が同じ[ファイル DSN] をク
リックします)。
4. 「追加」 をクリックします。
5. [iSeries Access ODBC ドライバー] をリストから選択します。[ユーザー DSN] (または、該当する場合
[システム DSN]) をクリックします。
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6. データソース名を入力して、システムコンボボックスから接続を選択します。このサンプルでは、データソース名は
iSeriesDSN でシステムは 192.0.2.0 です。

7. [接続オプション] をクリックします。[指定されたユーザー ID を使用] を選択して、データベースユーザー(このサ
ンプル内では DBUSER) の名前を入力します。
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8. 「OK」をクリックします。DSN 内のリストで新しいデータソースを使用することができます。
9. 「接続」をクリックします。
10.データベースのユーザー名とパスワードをプロンプトされると入力して「OK」をクリックします。
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IBM Informix (JDBC) への接続
このトピックでは、JDBC を使用してIBM Informix データベースサーバーに接続する手順のサンプルを説明します。
前提条件:
Java Runtime Environment (JRE) がオペレーティ
ングシステムにインストールされている必要があります。
(データベースへの接続を与える1つ、または、複数の.
jar ファイル) JDBC ドライバーが使用中のオペレーティ
ング
システムで使用可能である必要があります。この例では、IBM Informix JDBC ドライバーバージョ
ン3.70 が
使用されています。ドライバーのインストールの説明に関しては、ドライバーに付随するドキュメント、または、「
IBM
Informix JDBC ドライバプログラマーズガイド」
を参照してく
ださい)。
データベース接続の詳細: ホスト、サーバーの名前、データベース、ポートユーザー名、およびパスワード
JDBC を使用して IBM Informix に接続する:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します.
2. 「JDBC 接続」をクリックします。.
3. 「
クラスパス」
の横にデータベースへの接続を与える.
jar ファイルへのパスを入力します。必要であれば、セミコロンで
区切られた.
jar ファイルパスのリストを入力することもできます。このサンプルでは、必要とされる.
jar ファイルは次の
パスを使用して見つけることができます: C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar。.
jar ファイルパスをオ
ペレーティ
ングシステムのCLASSPATH 環境変数に追加した場合、「
クラスパス」
テキストボックスを空白のままに
することができます。(次も参照: CLASSPATH の構成)。
4. 「
ドライバー」
ボックスから、com.informix.jdbc.IfxDriver を選択します。このエントリは、有効な .
jar ファイ
ルパスが、「
クラスパス」
テキストボックス内、または、オペレーティ
ングシステムのCLASSPATH 環境変数内で検出
された場合のみ使用することができます (前のステップを参照してく
ださい)。

5. データベースへのユーザー名とパスワードを対応するテキストボックスに入力します。
6. ハイライトされた値を、使用するデータベースサーバーに適用する値と置き換えて、データベースURL テキストボック
ス内にデータベースサーバーへの接続文字列を入力します。
jdbc:informix-sqli://hostName:port/
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databaseName:INFORMIXSERVER=myserver;

7. 「接続」をクリックします。
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MariaDB (ODBC) への接続
このサンプルでは、ODBC を使用したMariaDB データベースへの接続方法について説明されています。
必要条件:
MariaDB コネクタ/
ODBC (https://downloads.mariadb.org/connector-odbc/) がインストールされてい
る必要があります。
次のデータベース接続詳細が存在します: ホスト、データベース、ポート、ユーザー名、および、パスワード。
ODBC を使用した MariaDBへの接続の方法:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。
2. 「MariaDB (ODBC)」を選択して、「次へ」をクリックします。

3. 「ドライバーを使用して新規のデータソース名 (DSN) を作成する」を選択し、「MariaDB ODBC 3.0
Driver」を選択します。このようなドライバーがリスト内で使用できない場合、「ドライバーの編集」をクリックし、
使用することのできるMariaDB ドライバーを選択します (リストには使用中のオペレーティ
ングシステム上にインスト
ールされているすべてのODBC ドライバーが含まれています)。
4. 「接続」をクックします。

5. 名前を入力し、任意で、このODBC データソースを将来識別できる詳細を与えます。
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6. データベース接続資格情報(TCP/IP サーバー、ユーザー、パスワード)を入力し、データベースを選択して、
「Test DSN」をクリックします。接続に成功すると、メッセージが表示されます:

7. 「次へ」をクリックしてウィ
ザードを完了します。他のパラメータが必要になる場合がありますが(例えば、安全な接続
を使用して、MariaDB に接続する場合は、SSL 証明書が必要になります)。
メモ:

データベースサーバーがリモートの場合、サーバー管理者が遠隔の接続を使用中のマシンのIP アドレスから受け入
れるように構成する必要があります。
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Microsoft Access (ADO) への接続
Microsoft Access データベースに接続するには、既存のMicrosoft Access データベースに接続するで説明されてい
るとおり、データベースファイルのためのウィ
ザードとブラウザーの手順を踏みます。別の方法としては、このトピックで説明されて
いるとおり、明確的にADO 接続をセットアップすることです。このアプローチは、データベースがパスワードで保護されている
場合、役に立ちます。
接続を使用して、に接続することもできますが、このシナリオには限度があるため、奨励されません。
パスワードで保護されているMicrosoft Access データベースに接続する:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。
2. [ADO 接続] をクリックします。
3. [構築] をクリックします。

4. [Microsoft Office 15.0 Access Database Engine OLE DB Provider] を選択して、「次へ」を
クリックします。
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5. データソースボックス内で、Microsoft Access ファイルへのパスを入力します。ファイルがローカルネットワークU:
\Departments\Finance\Reports\Revenue.accdb を共有するため、ファイルをUNC フォーマットすな
わち、server1 isがサーバーの名前でdfs が共有されるネットワークの名前である、\\server1\\dfs
\Departments\Finance\Reports\Revenue.accdb に変換します。
6. 全て タブのJet OLEDB:Database パスワードプロパティ
をダブルクリックし、データベースパスワードをプロパティ
の値として入力します。

メモ:

まだ接続できない場合、ワーキンググループ情報ファイル(System.MDW) を検索して、ユーザープロフィ
ールに適
用できるようにします。(手順はhttp://support.microsoft.com/kb/305542 を参照してく
ださい。) Jet
OLEDB: System database プロパティ
の値をSystem.MDW ファイルのパスに設定します。
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Microsoft SQL Server (ADO) への接続
このサンプルでは、ADO を使用したSQL Server データベースへの接続方法について説明されています。
Microsoft OLE DB プロバイダーを使用しての SQL Server への接続 :
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。

2. Microsoft SQL Server (ADO) を選択して、「次へ」をクリックします。使用可能な ADO ドライバーが
表示されます。
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3. [Microsoft OLE DB Provider for SQL Server] を選択して、「次へ」をクリックします。

4. データベースサーバーの名前を選択または入力します(このサンプルでは、SQLSERV01 です)。このネットワーク
上の全てのサーバのリストを確認するには、ドロップダウンリストを展開してく
ださい。
5. データベースサーバーがWindows ドメイン上の認証されているユーザーの接続を許可している場合、
[Windows NT 統合されたセキュリティの使用] を選択してく
ださい。それ以外の場合は、[特定の名前とパ
スワードを使用する] を選択して、関連するボックスに入力してく
ださい。
6. 接続するデータベースを選択します (このサンプルでは、NORTHWIND です)。
7. この時点で接続をテストするには、[接続をテストする] をクリックします。このステップは任意で奨励されるステップで
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す。
8. 以下を行ってく
ださい:
a. [パスワードの保存を許可] チェックボックスを選択します。
b. すべて タブで、[セキュリティ情報を保持する] プロパティ
の値をTrue に変更します。

9. 「OK」をクリックします。
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Microsoft SQL Server (ODBC) への接続
このサンプルでは、ODBC を使用したSQL Server データベースへの接続方法について説明されています。
ODBC を使用しての SQL Server への接続:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します.
2. [ ODBC 接続] をクリックします。
3. [ユーザー DSN] を選択して、(または管理者の特権を有する場合は、システム DSN) 「追加」
します。

をクリック

4. [SQL Server ] (または使用可能な場合は [SQL Server Native Client] ) を選択して、[ユーザー
DSN] (またはシステムDSN を作成する場合は システム [DSN]) をクリックします。

5. この接続を認識するための名前と詳細を入力し、接続するをリストから選択します。(このサンプルでは、
SQLSERV01 です。)
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6. データベースサーバーがWindows ドメイン上の認証されているユーザーの接続を許可している場合、
[Windows NT 承認] を選択してく
ださい。それ以外の場合は、[SQL Server 承認.
.
.] を選択して、関
連するボックスに入力してく
ださい。

1. 接続するデータベースを選択します (このサンプルでは、NORTHWIND です)。
7. [完了] をクリックします。
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MySQL (ODBC) への接続
このトピックでは ODBC ドライバーを使用した、Windows マシンから MySQL データベースへの接続のサンプル手順を紹介します。Windows
前提条件:
MySQL ODBC ドライバーを使用中のオペレーティ
ングシステムにインストールする必要があります。(インストール
に関しては、ドライバーに付随するドキュメントを参照してく
ださい)。
データベース接続の詳細: ホスト、データベース、ユーザー名およびパスワード
ODBC を使用しての MySQL への接続:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。

2. [MySQL (ODBC)] を選択して、「次へ」をクリックします。
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3. [ドライバーを使用して新しいデータソース名 (DSN) を作成] を選択して、MySQL ドライバーを選択しま
す。MySQL ドライバーがリストにない場合は、[ドライバーを編集] をクリックして、使用可能な MySQL ドライ
バーを選択します (使用中のオペレーティ
ングシステムにインストールされているすべてのODBC ドライバーがリストさ
れています)。
4. 「接続」をクリックします。

5. データソース名ボックスの中に、今後このODBC データソースを認識するために役に立つ詳細を入力します。
6. データベース接続資格情報 (TCP/IP サーバー、ユーザー、パスワード) を入力して、データベースを選択し、
「OK」をクリックします。
メモ:

Ifデータベースサーバーがリモートの場合、サーバー管理者が使用中のコンピューターのIP アドレスからのリモート接
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続を承諾するように構成される必要があります。また、[詳細>>] をクリックすると使用することのできる追加パラメー
ターが表示されます。デフォルトの値を変更する前に、ドライバーのドキュメントを確認してく
ださい。
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Oracle (ODBC) への接続
このサンプルは、ローカルオペレーティ
ングシステム上にインストールされているOracle データベースクライアントを介して、ネット
ワークマシン上でMobileTogether Designer からOracle データベースサーバーへの接続のよく
使用されている状況を
説明します。
このサンプルでは、MobileTogether Designer 内のデータベース接続ウィ
ザードを使用して、ODBC データソース
(DSN) のセットアップについて説明されています。既にDSN が作成されている場合は Windows 内のODBC データ
ソース管理者から直接作成をする事も可能です。ウィ
ザードがプロンプトした場合はそのように選択してく
ださい。データソース
に関する詳細はODBC 接続のセットアップを参照してく
ださい。
前提条件:
(ODBC Oracle ドライバーを含む) Oracle データベースクライアントが使用中のオペレーティ
ングシステムでインス
トール、および構成されていなければなりません。 Oracle データベースクライアントのインストールおよび構成方法
は Oracle ソフトウェアに付随するドキュメントを参照してく
ださい。
Oracle ホームディ
レクトリにあるtnsnames.ora ファイルは、データベース接続パラメーターを紹介するエントリを
含みます。フォーマットは以下に類似します:
ORCL =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = server01)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SID = orcl)
(SERVER = DEDICATED)
)
)

tnsnames.ora ファイルのパスは Oracle ホームディ
レクトリがインストールされている場所によります。Oracle
データベースクライアント11.2.0 に関しては、デフォルトOracle ホームディ
レクトリのパスは以下の通りです:
C:\app\username\product\11.2.0\client_1\network\admin\tnsnames.ora

接続の詳細を貼り付け保存する、または(使用可能であれば) Oracle ネット構成アシスタントウィ
ザードを実行
することにより tnsnames.ora ファイルに新規エントリを追加することができます。
ODBC を使用しての Oracle への接続:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。
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2. [Oracle (ODBC / JDBC)] を選択して、「次へ」をクリックします。

3. [ODBC] を選択します。
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4. [ドライバーの編集] をクリックします。

5. 使用するOracle ドライバーをせんたく
します (このサンプルでは Oracle in OraClient11g_home1 です)。
Oracle クライアントをインストール後システムで使用可能な Oracle ドライバーのリストを表示します。
6. [戻る] をクリックします。
7. [新しいデータソース(DSN) をドライバーを使用して作成] を選択して、ステップ4 で選択されたOracle ドラ
イバーを選択します。
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Microsoft ODBC for Oracle という名称のMicrosoft により提供されるドライバーを使用することは
避けてく
ださい。Microsoft は Oracle により提供されるODBC ドライバーを使用することを奨励していま
す。(以下参照: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms714756%28v=vs.85%29.aspx)
8. 「接続」をクリックします。

9. データソース名テキストボックスにデータソースを識別する名前を入力します (このサンプルの場合はOracle DSN
1 です)。
10.TNS サービス名ボックスでは、tnsnames.ora ファイルで定義されている通りの接続名を入力します。(前提条
件を参照してく
ださい)。このサンプルでは接続名 ORCL はです。
11.「OK」をクリックします。
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12.データベースのユーザー名とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。
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Oracle (JDBC) への接続
JDBC インターフェイスを使用して、クライアントマシンから、Oracle データベースサーバーへの接続の方法を説明します。
接続は、Oracle Web サイトから使用することのできる、Oracle Instant Client Package (Basic) を使用す
る、Java 接続として作成されます。接続の型の利点は、Oracle Instant Client Package により与えられるJava 環
境と.
jar ライブラリのみを必要とし、更に複雑なデータベースクライアントをインストールする手間を省く
ことができる必点で
す。
前提条件:
Java Runtime Environment (JRE) または Java Development Kit (JDK) が使用中のオペレーティ
ング
システムにインストールされている必要があります。
オペレーティ
ングシステムのPATH 環境変数は、JRE または JDK インストールのbin ディ
レクトリへのパスを含ん
でいる必要があります。例、C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin。
Oracle Instant Client Package (Basic) が使用中のオペレーティ
ングシステムで使用可能である必要が
あります。パッケージは、Oracle の公式 Web サイトからダウンロードすることができます。このサンプルは、
Windows 32-ビットのためのOracle Instant Client Package バージョ
ン12.1.0.2.0 を使用します。
データベース接続の詳細があります: ホスト、データベースパス、またはエイリアス、ユーザー名、およびパスワード。
クライアントパッケージ を使用して Oracle に接続する:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。
2. 「JDBC 接続」をクリックします。
3. 「
クラスパス」
の横にデータベースへの接続を与える.
jar ファイルへのパスを入力します。必要であれば、セミコロンで
区切られた.
jar ファイルパスのリストを入力することもできます。このサンプルでは、必要とされる.
jar ファイルは次の
パスを使用して見つけることができます: C:\jdbc\instantclient_12_1\odbc7.jar。.
jar ファイルパスをオペレ
ーティ
ングシステムのCLASSPATH 環境変数に追加した場合、「
クラスパス」
テキストボックスを空白のままにする
ことができます。(次も参照: CLASSPATH の構成)。
4. 「
ドライバー」
ボックスから、oracle.jdbc.OracleDriver または oracle.jdbc.driver.OracleDriver を
選択します。このエントリは、有効な .
jar ファイルパスが、「
クラスパス」
テキストボックス内、または、オペレーティ
ングシ
ステムのCLASSPATH 環境変数内で検出された場合のみ使用することができます (前のステップを参照してく
だ
さい)。
5. データベースへのユーザー名とパスワードを対応するテキストボックスに入力します。

6. ハイライトされた値を、使用するデータベースサーバーに適用する値と置き換えて、データベースURL テキストボック
ス内にデータベースサーバーへの接続文字列を入力します。
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jdbc:oracle:thin:@//host:port:service

7. 「接続」をクリックします。
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PostgreSQL (ODBC) への接続
このトピックでは ODBC ドライバーを使用した、Windows マシンから PostgreSQL データベースへの接続のサンプル
手順を紹介します。Windows からは、 PostgreSQL ODBC ドライバーを入手することができませんので、個別にダ
ウンロードおよびインストールする必要があります。このサンプルでは、公式 Web サイトからダウンロードされたpsqlODBC
ドライバー(バージョ
ン09_03_300-1) を使用しています。 (データベースドライバー概要も参照してく
ださい)。
メモ:

(ODBC ドライバー無しで)直接 PostgreSQL データベースサーバーに接続するには、次を参照してく
ださい:
PostgreSQL 接続のセットアップ.

前提条件:
psqlODBC ドライバーを使用中のオペレーティ
ングシステムにインストールする必要があります。(インストールに関
しては、ドライバーに付随するドキュメントを参照してく
ださい)。
データベース接続の詳細: ホスト、データベース、ユーザー名およびパスワード
ODBC を使用しての PostgreSQL への接続:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。

2. PostgreSQL (ODBC) を選択して、「次へ」をクリックします。
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3. [ドライバーを使用して新しいデータソース名 (DSN) を作成] を選択して、 PostgreSQL ドライバーを選
択します。MySQL ドライバーがリストにない場合は、[ドライバーを編集] をクリックして、使用可能な
PostgreSQL ドライバーを選択します (使用中のオペレーティ
ングシステムにインストールされているすべての
ODBC ドライバーがリストされています)。
4. 「接続」をクリックします。

5. データベース接続資格情報 (データベース、サーバー、ポート、ユーザー名、パスワード) を入力して、「OK」をク
リックします。
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Progress OpenEdge (ODBC) への接続
このトピックは、Progress OpenEdge 11.6 ODBC ドライバーを使用して、Progress OpenEdge データベースサ
ーバーへの接続の簡単な手順について説明しています。
前提条件
Progress OpenEdge ドライバーのためのODBC コネクタが使用中のオペレーティ
ングシステムにインストール
されている必要があります。Progress OpenEdge ODBC ドライバーは、ベンダーのWeb サイトからダウンロ
ードすることができます (次も参照: データベースドライバーの概要 )。MobileTogether Designer の32 ビット
バージョ
ンを作動する場合は、32 ビットドライバーをダウンロードし、64 ビットバージョ
ンを作動する場合は、64
ビットドライバーをダウンロードしてく
ださい。インストールの後、ODBC ドライバーが使用中のマシンで使用すること
ができるかを確認してく
ださい(次も参照: 使用することのできるODBC ドライバーを確認する)。

データベース接続の詳細があります: ホスト名、ポート番号、データベース名、ユーザーID、およびパスワード。
ODBC を使用して Progress OpenEdge に接続する
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します.
2. 「ODBC 接続」をクリックします。
3. 「ユーザー DSN」をクリックします。(または、次の手順が類似している「システム DSN」、または、「ファイル
DSN」をクリックします)。
4. 「追加」 をクリックします。
5. 「
Progress OpenEdge ドライバー」をリストから選択し、「ユーザー DSN」(または、適用できる場合は、
「システム DSN」)をクリックします。
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6. データベース接続の資格情報 (データベース、サーバー、ポート、ユーザー名、パスワード) を入力し、「OK」をク
リックします。入力されたデータを保存する前に、接続を検証するには、「接続をテストする」をクリックします。

7. 「OK」をクリックします。新規データソースがODBC データソースのリストに表示されます。
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8. 「接続」をクリックします。
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Progress OpenEdge (JDBC) への接続
JDBC を使用してProgress OpenEdge 11.6 データベースサーバーへの接続するためのサンプルの手順が説明されて
います。
前提条件
Java Runtime Environment (JRE) または Java Development Kit (JDK) が使用中のオペレーティ
ング
システムにインストールされている必要があります。 MobileTogether Designer (32-ビット、64-ビット) のプ
ラットフォームが、JRE/JDK に一致していることを確認してく
ださい。
オペレーティ
ングシステムのPATH 環境変数は、JRE または JDK インストールのbin ディ
レクトリへのパスを含ん
でいる必要があります。例、C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin.
Progress OpenEdge JDBC ドライバーが使用中のオペレーティ
ングシステムで使用可能である必要がありま
す。このサンプルでは、JDBC 接続は、C:\Progress\OpenEdge\java にOpenEdge SDK のインスト
ールの一部として存在するopenedge.jar とpool.jar ドライバーコンポーネントファイルにより与えられていま
す。.
データベース接続の詳細があります: ホスト、データベースパス、またはエイリアス、ユーザー名、およびパスワード。
JDBC を使用して OpenEdge へ接続する
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します.
2. 「JDBC 接続」をクリックします。.
3. 「
クラスパス」
の横にデータベースへの接続を与える.
jar ファイルへのパスを入力します。必要であれば、セミコロンで
区切られた.
jar ファイルパスのリストを入力することもできます。このサンプルでは、必要とされる.
jar ファイルは次の
パスを使用して見つけることができますC:\Progress\OpenEdge\java\openedge.jar;C:
\Progress\OpenEdge\java\pool.jar;。.
jar ファイルパスをオペレーティ
ングシステムの
CLASSPATH 環境変数に追加した場合、「
クラスパス」
テキストボックスを空白のままにすることができます。(次も
参照: CLASSPATH の構成)。
4. 「
ドライバー」
ボックスから、com.ddtek.jdbc.openedge.OpenEdgeDriver を選択します。このエントリ
は、有効な .
jar ファイルパスが、「
クラスパス」
テキストボックス内、または、オペレーティ
ングシステムの
CLASSPATH 環境変数内で検出された場合のみ使用することができます (前のステップを参照してく
ださい)。

5. データベースへのユーザー名とパスワードを対応するテキストボックスに入力します。
6. ハイライトされた値を、使用するデータベースサーバーに適用する値と置き換えて、データベースURL テキストボック
ス内にデータベースサーバーへの接続文字列を入力します。
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jdbc:datadirect:openedge://host:port;databaseName=db_name

7. 「接続」をクリックします。
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Sybase (JDBC) への接続
このトピックでは、JDBC を使用して Sybase データベースサーバーに接続する手順のサンプルを説明します。
前提条件:
Java Runtime Environment (JRE) がオペレーティ
ングシステムにインストールされている必要があります。
Sybase jConnect ドライバーがオペレーティ
ングシステムにインストールされている必要があります (このサンプルで
は、Sybase Adaptive Server Enterprise PC Client インストールの一部としてインストールされている
jConnect 7.0 が、使用されています)。ドライバーのインストールの手順に関しては、ドライバーに付随するドキュメ
ント、または Sybase のドキュメントを参照してく
ださい)。
データベース接続の詳細: ホスト、サーバーの名前、データベース、ポートユーザー名、およびパスワード
JDBC を使用して Sybase へ接続する:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。
2. 「JDBC 接続」をクリックします。
3. 「
クラスパス」
の横にデータベースへの接続を与える.
jar ファイルへのパスを入力します。必要であれば、セミコロンで
区切られた.
jar ファイルパスのリストを入力することもできます。このサンプルでは、必要とされる.
jar ファイルは次の
パスを使用して見つけることができます: C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar。.
jar ファイルパ
スをオペレーティ
ングシステムのCLASSPATH 環境変数に追加した場合、「
クラスパス」
テキストボックスを空白のま
まにすることができます。(次も参照: CLASSPATH の構成)。
4. 「
ドライバー」
ボックスから、 を選択します。「
ドライバー」
ボックスから、com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver
を選択します。このエントリは、有効な .
jar ファイルパスが、「
クラスパス」
テキストボックス内、または、オペレーティ
ング
システムのCLASSPATH 環境変数内で検出された場合のみ使用することができます (前のステップを参照してく
ださい)。

5. データベースのユーザー名とパスワードを対応するテキストボックスに入力します。
6. ハイライトされた値をデータベースサーバーに適用することのできる値と置き換えて。データベースURL テキストボック
ス内のデータベースサーバーの接続文字列を入力します。
jdbc:sybase:Tds:hostName:port/databaseName

7. 「接続」をクリックします。
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Teradata (ODBC) への接続
このサンプルでは、ODBC を使用したSQL Teradata データベースへの接続方法について説明されています。
必要条件:
Teradata ODBC ドライバーがインストールされる必要があります (参照: http://downloads.teradata.com/
download/connectivity/odbc-driver/windows。このサンプルは、Windows バージョ
ン16.20.00 のた
めにODBC ドライバーを使用しています。
次のデータベース接続詳細が存在します: ホスト、ユーザー名、および、パスワード。
ODBC を使用した Teradata への接続の方法:
1. Windows キーを押して、「
ODBC」
を入力し、「ODBC データソースのセットアップ(32-ビット)」を提案さ
れるリストから選択します。64-ビットODBC ドライバーが存在する場合、「ODBC データソースのセットアップ
(64-ビット)」を選択し、次のステップ内で64-ビットMobileTogether Designer を使用します。

2. 「System DSN」タブをクリックして、「追加」をクリックします。
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3. 「Teradata データベースODBC ドライバー」を選択して、「終了」をクリックします。

4. 名前を入力し、任意で、このODBC データソースを将来識別できる詳細を与えます。また、データベース接続資
格情報 (データベースサーバー、ユーザー、パスワード)を入力し、オプショ
ンでデータベースを選択します。
5. 「OK」をクリックします。データソースがリスト内に表示されます。
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6. MobileTogether Designer を作動し、データベース接続ウィ
ザードを開始します。
7. 「ODBC 接続」をクリックします。

8. 「System DSN」をクリックし、前に作成されているデータソースを選択し、「接続」をクリックします。
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次のエラーが発生した場合: 「
ドライバーが無効として返されました(または返しませんでした)
SQL_DRIVER_ODBC_VER: 03.80」
「
ドライバーが無効と返されました」
。ODBC クライアントへのパスが使
用中のシステムのPATH 環境変数内に存在することを確認してく
ださい (例えば、このロケーショ
ンにインストール
されている場合、C :\ P rogram F iles \ T eradata\ C lient\ 16.10\ bin )。このパスが不足している場
合、手動で追加します。
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Teradata (JDBC) への接続
このサンプルでは、JDBC を使用したTeradata データベースへの接続方法について説明されています。
必要条件:
Java Runtime Environment (JRE) または Java Development Kit (JDK) が使用中のオペレーティ
ング
システムにインストールされている必要があります。
JDBC ドライバー(データベースへの接続を提供する1つまたは複数の.
jar ファイル) がオペレーティ
ングシステム上
で使用できる必要があります。このサンプルでは、Teradata JDBC ドライバー16.20.00.02 is used. 詳細
に関しては、次を参照してく
ださい: http://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbcdriver。
次のデータベース接続詳細が存在します: ホスト、データベース、ポート、ユーザー名、および、パスワード。
JDBC を使用した Teradata への接続の方法:
1. データベース接続ウィ
ザードを開始します。
2. 「JDBC 接続」をクリックします。
3. 「
クラスパス」
の横に、データベースへの接続を与える.
jar ファイルへのパスを入力します。必要な場合、セミコロンで
区切られた.jar ファイルパスのリストを入力することができます。このサンプルでは、.
jar ファイルは、次のパスの場所
に存在します: C:\jdbc\teradata\。オペレーティ
ングシステムのCLASSPATH 環境変数 に.jar ファイルパス
が追加されている場合、「
クラスパス」
テキストボックス空のままにすることができます (次も参照してく
ださい:
CLASSPATH の構成 ).
4. 「
ドライバー」
ボックス内で、com.teradata.jdbc.TeraDriver を選択します。有効な .
jar ファイルパスが「
クラ
スパス」
テキストボックスで、または、オペレーティ
ングシステムのCLASSPATH 環境変数内に存在すると、使用す
ることができます (前のステップを参照してく
ださい)。

5. ユーザー名とパスワードを対応するテキストボックスのデータベース内に入力します。
6. ハイライトされた値をデータベースサーバーと適用することのできる値を置換え、データベースURL テキスト内にデータ

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

データベース

データベースへの接続

915

ベースサーバーに接続文字列を入力します。
jdbc:teradata://databaseServerName

7. 「接続」をクリックします。
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Linux と macOS でのデータベース接続

以下のAltova サーバー製品にライセンスが与えられている場合?MobileTogether Server、MapForce Server ま
たは StyleVision Server、よく
あるシナリオとして考えられるのは、MobileTogether デザインのデザイン、MapForce
マッピング、または StyleVision 変換を Windows デスクトップコンピューターでおこない、実行を自動化するためにサーバ
ーマシン(Windows、Linux、または OS X / macOS) にデプロイすることです。
このドキュメントでは、[サーバー実行ファイル] は以下のファイルの種類を意味します:
MapForce Server 実行ファイル(.mfx)
MobileTogether デザインファイル(.mtd)
Portable XML Forms (.pxf) としてのStyleVision 変換 (.sps) パッケージ
サーバー実行ファイルをデプロイする時以下のシナリオが考えられます:
1. "Windows上でのデザインと実行"。 このシナリオでは、MobileTogether デザインのデザイン、
MapForce マッピング、StyleVision 変換をWindows 上で行い、対応するサーバ実行ファイルも
Windows システムで実行します。(同じWindows マシンまたは、リモートのWindows サーバーで行うことがで
きます)。
2. "Windows 上でデザイン、Linux または macOS上で実行"
。このシナリオでは、上記のファイルのデザイン
を Windows 上で行い、対応するサーバー実行ファイルをLinux およびOS X / macOS に実行するためにデ
プロイします。
"Windows上でのデザインと実行"シナリオでは、使用可能なデータベーステクノロジーとドライバーはADO、
ODBC、JDBC およびSQLite 接続 ( データベースドライバー概要を参照 ) から構成されます。
"Windows 上でデザイン、Linux または Mac上で実行"シナリオでは、ADO およびODBC 接続はサポート
されていません。このシナリオでは、直接的な SQLite 接続 (SQLite 接続を参照) とJDBC 接続 (JDBC 接
続を参照) がサポートされます。
サーバーにサーバー実行ファイルをデプロイすると、データベースはデプロイされるパッケージに含まれておらず、(SQLite およ
びMicrosoft Access等のファイルベースのデータベースでも同様) デプロイサーバー側でも接続がセットアップされていなけ
ればなりません。すなわち、同じデータベース構成がデザインを行うオペレーティ
ングシステムとファイルをデプロイするサーバー側
で行われていなければならないのです。このルールに対しての例外は、(ドライバーをベースにしない)ネイティ
ブの
PostgreSQL 接続です。ネイティ
ブのPostgreSQL 接続は、MobileTogether Designer の外部の構成を必要と
しません。詳細に関しては、次を参照してく
ださいPostgreSQL 接続のセットアップ。
通常、双方のマシンで同じデータベースの構成が必要なため、サーバー実行ファイルを異なるオペレーティ
ングシステムにデプロ
イするシナリオは若干複雑です。デザインをローカルで行い、デプロイをリモートで行う複雑性をバイパスするため、
MapForce、MobileTogether Designer および StyleVision で使用可能なグローバルリソース機能を使用すること
を検討してく
ださい。
例えば、異なる2 つのグローバルリソース構成を定義し、同じデータベースに接続することができます: 1 つは Windows
スタイルのパス規約を使用して接続設定を行い、もう1 つは、Linux スタイルのパス規約を使用します。最初の接続を使
用して、デザイン中にファイルのテストを行い、第 2 の接続をLinux サーバー上でのファイルの実行に使用することができま
す。
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Linux と macOS 上での SQLite 接続
Altova サーバー製品には、サポートが統合されているため、Linux とmacOS にSQLite を別途にインストールする必
要はありません。ですから、サーバー実行ファイルは、SQLite データベースへの呼び出しを含み、SQLite を最初にインスト
ールすることなく
実行することができます。ですが、サーバー実行ファイルがLinux または OS X / macOS マシン上でデー
タベースファイルへの正しいパスを使用していることを確認する必要があります。すなわち、Linux または OS X / macOS
サーバーでサーバー実行ファイルを実行する前に、SQLite データベースファイルがPOSIX (Portable Operating
System Interface) 準拠であるパスを介して参照されていることを確認してく
ださい。これは、Windows スタイルではな
いのドライブ文字がパスに使用されていないこと、また、ディ
レクトリがスラッシュ( / ) で区切られていることを前提にしていま
す。例えば、パス/usr/local/mydatabase.db は POSIX 準拠で、パスc:\sqlite\mydatabase.db は準拠
ではありません。
Altova 製品の外部で、SQLite データベースと作業するためにシェルが必要な場合、(例えば、データベースの作成な
ど)、コマンドラインシェルを公式のWeb サイト(www.sqlite.org) から、または第三者の代替よりダウンロードする必要が
あるかもしれません。
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Linux と macOS 上での JDBC 接続
Linux または macOS 上での JDBC 接続のセットアップ:
1. データベースベンダーにより提供されるJDBC ドライバーをダウンロードして、オペレーティ
ングシステムにインストールし
ます。オペレーティ
ングシステムが32-ビットで作動する場合は32-ビット版バージョ
ンを、オペレーティ
ングシステムが
64-ビットで作動する場合は 64-ビット版バージョ
ンを選択してく
ださい。
2. 環境変数をJDBC ドライバーがインストールされている場所に設定してく
ださい。通常、CLASSPATH 変数
と、必要があればその他複数を設定します。どの特定の環境変数が構成されるかを検出するには、JDBC ドライ
バーに付随するドキュメントを確認してく
ださい。
メモ:

macOS では、システムは JDBC ライブラリが/Library/Java/Extensions ディ
レクトリにあることを必要とし
ます。ですから、JDBC ドライバーをこの場所でアンパックすることが奨励されます。それ以外の場合、システムを構
成し、JDBC ライブラリがJDBC ドライバーをインストールしたパスを検索するようにする必要があります。
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OS X Yosemite 上での Oracle 接続
OS X Yosemite 上では、Oracle Database Instant Client を介してOracle データベースに接続することができ
ます。Java 8 以前のJava バージョ
ンのMac では JDBC Thin for All Platforms ライブラリを介して接続するこ
ともできます。この点に関しての手順はこのトピックでは、無視することができます。
Oracle Instant Client をOracle の公式ダウンロードページからダウンロードすることができます。Oracle ダウンロードペ
ージでは複数のInstant Client パッケージがあることに注意してく
ださい。Oracle Call Interface (OCI) サポートのあ
るパッケージが選択されていることを確認してく
ださい(例えば Instant Client Basic)。また、オペレーティ
ングシステムが
32-ビットで作動する場合は32-ビット版バージョ
ンを、オペレーティ
ングシステムが64-ビットで作動する場合は 64-ビット版
バージョ
ンを選択してく
ださい。
ダウンロードした後、Oracle Instant Client をアンパックし、インストーラと共にパックされているプロパティ
リストファイル
(.plist) を編集すると、以下の環境変数が対応するドライバーパスをポイントします。例えば:
変数

サンプル値

CLASSPATH

/opt/oracle/instantclient_11_2/ojdbc6.jar:/opt/oracle/
instantclient_11_2/ojdbc5.jar

TNS_ADMIN

/opt/oracle/NETWORK_ADMIN

ORACLE_HOME

/opt/oracle/instantclient_11_2

DYLD_LIBRARY_PATH

/opt/oracle/instantclient_11_2

PATH

$PATH:/opt/oracle/instantclient_11_2

メモ:

使用中のオペレーティ
ングシステムでOracle Instant Client ファイルがインストールされている場所で上記のサンプ
ル値を編集してく
ださい。
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データソースとして DB オブジェクトを選択する
DB に接続後、[データベースオブジェクトの挿入] ダイアログが表示されます(下のスクリーンショ
ット)。このダイアログで、テ
ーブルを選択または SELECT ステートメントを使用してデータソースとして追加するオブジェクトを選択することができます。

テーブルをデータソースとして選択する
下のスクリーンショ
ットでは、MobileCockpit_Sales テーブルが選択されています。[プレビューの表示] をクリックして
ダイアログの下の[プレビュー] ペインのテーブルの選択された行を表示します。

メモ:

1 つのテーブルのみを一度にデータソースとして選択することができます。

SELECT ステートメントを使用する
SELECT ステートメントを使用してデータソースを選択するには、次を行います:
1. [データベースオブジェクト] ダイアログで(上のスクリーンショ
ット) [追加/
編集 SELECT ステートメント] をクリッ
クします。これにより[ SQL SELECT ステートメントの入力] ダイアログが表示されます(下のスクリーンショ
ット)。
2. SELECT ステートメントを入力し、名前を付けます。下のスクリーンショ
ットでは、WHERE 句、id=20 を持つ行を
選択します。ステートメントにVienna Offices という名前を与えます。
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3. [SELECT ステートメントの追加] をクリックしてステートメントを追加します。表示されるSELECT ステートメント
はソースペインに表示されます (下のスクリーンショ
ット参照)。
4. [プレビュー] ペインに選択されたテーブルの行を表示するため[プレビューの表示] をクリックします。

5. [OK] をクリックしてページソースにデータソースを追加します。
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DB データの編集

このセクショ
ン::
OriginalRowSet について
テーブル内のDB データおよび他のコントロールの編集
ノードの更新、挿入、追加、および削除
DB 実行アクショ
ンと$MT_DBExecute_Result 変数
MobileTogether Designer 内の主キー

OriginalRowSet に関して
データを編集し、保存するには、ツリーはページソースに、RowSet 要素のコピーであるOriginalRowSet 要素を含む
必要があります。オリジナルのデータは OriginalRowSet 要素に保存され、編集されたデータは RowSet 要素に保存
されます。データソースが保存されると、OriginalRowSet とRowSet の 2 つのツリーの差異が計算され、ページソー
スは差異を基に更新されます。修正に成功すると、修正されたデータは、OriginalRowSet にコピーされ、
OriginalRowSetが新しく
保存されたDB データを含み、修正プロセスが繰り返すことができます。
ページソースのOriginalRowSet を作成するには、ページソースのルートノードを右クリックして、コマンド
[OriginalRowSet の作成] を切り替えます。
[OriginalRowSet の作成] コマンドは、データベース型 ($DB) ルートノードのために有効化されています。ページソース
の元のデータを含むデータ構造を作成/
削除する切り替えコマンドです。ユーザーにより修正されたデータはデータソースにより
作成されたメインの構造に保存されています。修正されたデータがDB に保存されると、OriginalRowSet 構造は新
たにDB に保存されたデータを含むために修正されます。これにより元のDB データはツリーで使用可能となります。

テーブル内の DB データおよび他のコントロールの編集
DB データ内で編集することのできるコントロールを作成するには、次を行います:
コンボボックスまたは編集フィ
ールドなどエンドユーザーにより編集することのできるコントロールです。ラベルコントロール
は編集することができません。テーブルが繰り返し行から生成される場合は、編集可能なコントロールをテーブルのセ
ル内に追加してく
ださい。手順はデータベースとチャートチュートリアル内のEdit Offices Table セクショ
ンまたはサ
ンプルを参照してく
ださい。また、テーブルとの作業方法の詳細を参照してく
ださい。
コントロールで、編集するデータソースノードへのページソースリンクを作成します。データソースノードをコントロールにド
ラッグしてく
ださい。
テーブルを作成する場合、繰り返し行を持つテーブルを使用する場合、自動的にコントロールを追加/
削除するオプ
ショ
ンを使用してく
ださい。(下のスクリーンショ
ットを参照)。
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DB データソースの繰り返し行要素にリンクされている繰り返し行を持つテーブルを使用する利点は、テーブル行が
追加されると、DB 行も自動的に追加されることです。更に詳しい情報は、テーブルとの作業方法の詳細を参照し
てく
ださい。例えば、データベースとチャートチュートリアルとMobileTogether Designer DB ファイルを参照して
く
ださい。

ノードの更新、挿入、追加、および削除
更新データアクショ
ンにより、ページまたはコントロールイベントがトリガーされると内のノードを編集することができます。
ノードの更新: アクショ
ンのXPath 式より生成されたまたは取得されたDB 列などの１つ以上のノードを更新しま
す。
ノードの挿入: アクショ
ンのXPath 式により選択されたノードの前 DB 列などの１つ以上のノードを挿入します。
ノードの追加: アクショ
ンのXPath 式により選択されたノードの最初または最後の子としてDB 列などの１つ以上
のノードを追加します。追加されたノードの構成およびコンテンツを編集することができます。
ノードの削除: アクショ
ンのXPath 式により指定されたDB 列などの１つ以上のノードを削除します。
メモ:

これらのアクショ
ンはローカルのデータツリーで実行されます。変更されたデータツリーは、エンドユーザーの変更がDB
にパスされるようにのためにDB に保存されなければなりません。
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DB 実行アクションと$MT_DBExecute_Result 変数
DB 実行アクショ
ンにより、INSERT APPEND UPDATE およびDELETE を含むパワフルな SQL ステートメントを使
用してDB を修正することができます。前のセクショ
ンで説明されているアクショ
ンとは次の重要な点で異なります: DB 実
行のSQL ステートメントにより作成された変更は即時 DB に保存されます。前のセクショ
ンで説明されているアクショ
ンの
場合、変更を保存するには保存メカニズムを使用する必要があります。
DB 実行アクショ
ンがSQL ステートメントを実行した後、結果を変数名 $MT_DBExecute_Result に保存しま
す。この変数はプロジェクト内でXPath 式として使用されます。結果、 (オプショ
ンでパラメーターをベースにした)DB からの
構造とデータを選択することができ、保管、変更、または他の箇所に挿入することができます。

MobileTogether Designer の主キー
DB の主キーは通常、自動インクリメントです。この場合、新しい行がテーブルに追加され、追加された行の主キー列は自
動的にインクリメントされます。MobileTogether Designer では、主キーからテーブルが取得されると、自動インクリメント
情報が自動的に取得され[ページソース] ペインに表示されます(下のスクリーンショ
ット参照)。

この情報の自動取得が成功しなかった場合、切り替えコマンドを含むツリーノードのコンテキストメニューによりノードに正確
な注釈をつけることができます (下のスクリーンショ
ット参照)。

主キー列が自動インクリメントでない場合、追加された行の新しい主キーの値は XQuery 式を使用して自動的に生成さ
れなければなりません。これは、主キー列を編集することができないからです。XQuery 式は、主キーノードのコンテキストメ
ニューコマンド[ページのロード時に存在することを確認 (XPath 値)] を使用して挿入されます。下の例では、次の
XQuery 式を使用して新しい値が主キー@id のために生成されます:
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let $all := $DB1/DB/RowSet/Row/@id
let $ids := remove($all, index-of($all, ""))
let $id := if (empty($ids)) then 1 else max($ids) + 1
return $id
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このセクショ
ン:
ソリューショ
ンの進行状況をベースにして保存する
保存アクショ
ン
DB 実行アクショ
ン
保存する列をフィ
ルターする
OriginalRowSet について
トランザクショ
ンをコミットする

ソリューションの進行状況をベースにして保存する
$DB ルートノードのコンテキストメニュには、ルートノードでのデータソースの入れ替えをしソリ
ューショ
ンの進行中の異なる時点
で保存することを可能にする[データの保存] コマンドがあります (下のスクリーンショ
ット)。オプショ
ンは下に説明されていま
す。デフォルトのオプショ
ンである[自動ではない] が選択されている場合、イベントの保存アクショ
ンがトリガーされるとデータが
保存されます。
[データの保存] コマンドは、サブメニューのロールアウトで、(一度に1 つのみ選択可能な) 次の相互に排他的なオプショ
ン
を表示します :

すべてのページ移動時: ツリーのデータはツリーを含むページから移動する際保存されます。
ソリューショ
ンの完了時: ソシューショ
ンの状態、または終了方法に関わらず、ソリューショ
ンを完了するとツリーのデ
ータは保存されます。
最後の送信時: ツリーのデータは、ワークフローの処理がデザインされたとおり、最初のページから最後のページまで、
最後の[送信時] ボタンがタップされた時まで保存されます。もしこのオプショ
ンが選択されていて、ソリューショ
ンが最
後の[送信時] ボタンがタップされる前に終了した場合、ツリーのデータは保存されません。
自動ではない: ツリーは自動的に保存されません。保存 ファイルに保存 、または HTTP/FTP をロード保存 ア
クショ
ンを使用してデータを保存します。
デフォルトの設定は、自動ではない。

保存アクション
保存アクショ
ンが定義されるページイベントまたはコントロールイベントがトリガーされると、DB にデータを保存することができま
す。イベントの例としては、エンドユーザーが[送信] ボタンをクリックすることがあげられます。下のスクリーンショ
ットでは、[送
信] ボタンは Edit Offices Table バーにあります。
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保存アクショ
ンはページアクショ
ンまたはコントロールアクショ
ンで定義することができます。対応するアクショ
ンダイアログには、
すべてのアクショ
ンダイアログ[ページ | アクションの概要] からアクセスすることができます。下のスクリーンショ
ットは、送信
ボタンのクリック時 イベントに対して定義されている保存アクショ
ンを持つページアクショ
ンダイアログを表示しています。

メモ:

DB に秘密キーがある場合、秘密キーは変更、追加、削除された記録のみを保存するために使用されます。DB
に秘密キーが無い場合、変更されたテーブル全体が、元のテーブルを置換、DB に保存されます。

DB 実行アクション
DB 実行アクショ
ンは、DB データを変更することのできる強力なメカニズムです。このアクショ
ンとSQL ステートメントを使
用して、データを更新し保存することができます。このアクショ
ンの使用に関しては、[ページデザイン| データベース| DB 実
行アクショ
ン]のセクショ
ンを参照してく
ださい。

保存する列をフィルターする
$DB ルートノードのコンテキストメニューで、[列をフィ
ルターする] コマンドを選択して[データベース列の保存設定] ダイアロ
グを表示し(下のスクリーンショ
ット参照)、更新または挿入する列を選択します。
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ダイアログは、DB データソースのための列を表示します。その列が更新され、または、挿入された値を取ることができるかを
指定することができます。(更新は、既存の行要素内の変更されたデータを指します。挿入された値は、新規に追加された
行要素を指します)。デフォルトでは、各列の挿入と更新のオプショ
ンはペアとして選択されます。ですが、異なるオプショ
ンを
列の挿入と更新オプショ
ンのために指定する場合、挿入慮更新ステートメントのために個別のフィ
ルター設定を使用する
チェックボックスをチェックしてく
ださい。DB のカラム内のNULL チェックボックスをチェックすることで、空の値を持つ属性は、
内でNULL 値に変換されることができます。不足する属性は常にNULL として保存できることに注意してく
ださい。
(ユーザーにより定義されているため、固定されているため、または計算されているため) 更新することのできない列は、挿入、
更新またはオプショ
ンチェックボックスを使用することができません。 上のスクリーンショ
ットでは、固定値を持つため、ID 列
は、更新されることができません。更新しない列の選択を解除します。全ての列を更新するために、保存設定をリセットする
場合は、[デフォルトにリセット] をクリックします。

OriginalRowSet について
データを編集し、保存するには、ツリーはページソースに、RowSet 要素のコピーであるOriginalRowSet 要素を含む
必要があります。オリジナルのデータは OriginalRowSet 要素に保存され、編集されたデータは RowSet 要素に保存
されます。データソースが保存されると、OriginalRowSet とRowSet の 2 つのツリーの差異が計算され、ページソー
スは差異を基に更新されます。修正に成功すると、修正されたデータは、OriginalRowSet にコピーされ、
OriginalRowSetが新しく
保存されたDB データを含み、修正プロセスが繰り返すことができます。
ページソースのOriginalRowSet を作成するには、ページソースのルートノードを右クリックして、コマンド
[OriginalRowSet の作成] を切り替えます。
[OriginalRowSet の作成] コマンドは、データベース型 ($DB) ルートノードのために有効化されています。ページソース
の元のデータを含むデータ構造を作成/
削除する切り替えコマンドです。ユーザーにより修正されたデータはデータソースにより
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作成されたメインの構造に保存されています。修正されたデータがDB に保存されると、OriginalRowSet 構造は新
たにDB に保存されたデータを含むために修正されます。これにより元のDB データはツリーで使用可能となります。

トランザクションをコミットする
データをDB に保存する他の方法は、独立したトランザクショ
ンを開始してコミットすることです。ページとコントロールイベント
DB トランザクショ
ンはアクショ
ンとして使用することができます。
DB トランザクションについて
トランザクショ
ンが必要な各 DB アクセスには、自動的にトランザクショ
ンが作成され、後に自動的に閉じられます。これ
は一部のセットアップでは理想的です。例えば、同時に自動的に更新したい2 つのDB ページソースが存在する場合、
両方のテーブルが保存されると、トランザクショ
ンがコミットされます。その他の場合はロールバックされます。このようなシチュ
エーショ
ンに対応するために、接続ベースのトランザクショ
ンを作成することができます。
トランザクショ
ンの開始 が始まると、同じDB 接続に属するすべてのDB オペレーショ
ンはこのトランザクショ
ンを使用しま
す。
トランザクショ
ンのコミットにより、トランザクショ
ンの外界で変更が可視化されます。変更はロールバックされることができま
す。この場合、ページソースに保存した場合でも、ロールバックの後で変更は可視化されません!閉じられていない(コ
ミットされたまたはロールバックされた) トランザクショ
ンは、アクショ
ンツリーのが最後に到達すると自動的にロールバックさ
れます!この効果についてメッセージウィ
ンドウに警告が表示されます。
上記の振る舞いはトランザクショ
ンアクショ
ンについて参照していますが、振る舞いはトランザクショ
ンと同じ接続を使用す
るDB オペレーショ
ンにも適用されます。
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[DB 実行] アクショ
ン(下のスクリーンショ
ット参照) は DB データを修正するためのパワフルなメカニズムです。SQL ステ
ートメントを使用してデータを挿入、削除、更新および保存することができます。これにより、ソリューショ
ンの進行中にSQL
言語のパワーをイベントが発生する際に使用することができます。

このセクショ
ンでは、DB 実行 を使用してデータの挿入、更新、削除と保存方法について説明されます。 DB データの変
更を行うコマンドは、アクショ
ンのSQL ステートメントで指定されています。(上のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)
DB 実行アクショ
ンの詳細については、ページデザイン> アクショ
ン> データベース> DB 実行のセクショ
ンを参照してく
だ
さい。 DB 実行のSQL ステートメントは、パラメータの使用を許可することにより、柔軟性を向上します。これらのパラメー
ターの値は、XPath 式により生成されます。詳細に関しては、[DB 実行] アクショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。
DB データが、アクショ
ンが定義されているページと同じページで表示されている場合、再ロードアクショ
ンを使用して変更され
たDB の表示を更新することができます (上のスクリーンショ
ット参照)。上のスクリーンショ
ットでは、$DB1 ツリーがデータ
ベーステーブルOfficeSales_DB のルートノードです。INSERT ステートメントと共に、OfficeSales_DB が変更
された後、デザインページの$DB1 ツリーは再ロードされ、このため、DB への変更がすぐに反映されます。

挿入: DB 実行 とSQL を使用しての行の挿入
SQL のINSERT ステートメントはデータベーステーブルに行を挿入するために使用することができます。INSERT INTO ス
テートメントは特定の値を持つ行を挿入するために使用されますが、INSERT SELECT ステートメントは、SELECT ス
テートメントの結果をテーブルに挿入する時に使用されます。SELECT INTO などの他のSQL ステートメントを使用して、
テーブルに行を挿入することができます。

単一の行全体または行の一部を挿入する
INSERT INTO を使用してテーブルに単一行を挿入する。SQL 構文は以下の通り
です:
IN SERT IN TO DestinationTable (ID,City) VALUES ('ID-Value','City-Value');
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上のステートメントは 2 つの列 (ID およびCity) を含む行をDestinationTable テーブルに挿入します。以
下の点に注意してく
ださい:
SQL ステートメントで指定された列のみが新しい行(上のサンプル内のID,City )に挿入されます。
(すべてのテーブル列を含む) 行全体を挿入するには、SQL ステートメント内のすべてのテーブル列を指定しま
す。
SQL ステートメント内の列の名前と列の値は、各ポジショ
ンで互いに対応する必要があります。この列の順序
は、DB テーブル内の列の順序に対応する必要はありません。これは、DB テーブルのレイアウトが後に変更
し、SQL ステートメントは正しく
、変更されたレイアウトを反映するために更新される必要がないからです。
各列の名前に対して、列の値は存在する必要があります。それ以外の場合、エラーが発生し、行は挿入され
ません。
SQL ステートメントで、列が省略されている場合、DB 内で定義されている列は NULL 値 (または空の) ま
たはデフォルトの値を持つことを許可されていなければなりません。それ以外の場合、エラーが生成され、行は挿
入されません。
複数の行を挿入する場合は、複数のINSERT INTO ステートメントを指定する必要があります。

SELECT ステートメントの結果の挿入
INSERT SELECT を使用して、テーブルにSELECT ステートメントの結果を挿入します。通常、INSERT
SELECT はテーブルから他のテーブルに行のセッ
トをコピーするために使用されます。SQL 構文は以下の通りです:
IN SERT SELEC T Offices (ID,City,Country) SELECT ('ID','Stadt','Land') FRO M Offices_DE ;

上のステートメントは Offices_DEテーブルの全ての行をOffices テーブルに挿入します。以下の点に注意してく
ださい:
SQL ステートメント内で指定された列のみが新しい行(上のサンプル内 ID,City,Country ) に挿入されま
す。
SELECT ステートメントにより
返された列は、目的のテーブルの対応する列に挿入されます。列の対応は、位
置により決定されます。上のサンプルでは、たとえば、Stadt 列は SELECT ステートメントのポジショ
ン2 に
あり、目的テーブルのポジショ
ン2 にあるCity 列に対応します。目的テーブルにある2 つの列の名前は一
致する必要がありません。対応はポジショ
ンにより固定されます。
WHERE 句で、SELECT ステートメントを使用して挿入されたデータをフィ
ルターすることができます。

更新:DB 実行とSQL を使用しての行の更新
SQL のUPDATE ステートメントはデータベーステーブル内の行を更新するために使用することができます。UPDATE ステート
メントには以下の3 つのパートがあります:
更新されるDB テーブルの名前
更新される列の名前とその値
更新される行をフィ
ルターするWHERE 句
SQL UPDATE ステートメントのサンプルは以下の通りです:
UPDATE [AltovaM obile_O ffices]
SET [O ffice] = 'New York',
[Contact] = 'Altova Johnson'
W HERE [id]
= 11;
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このステートメントは、id=11 を持つ行を更新します。例えば、Office='USA' からOffice='New York' へと
Contact=NULL からContact='Altova Johnson' へ更新するとします。下のスクリーンショ
ットは、[DB 実行] ア
クショ
ンのSQL ステートメント設定内のこの UPDATE ステートメントのサンプルを表示しています。

以下の点に注意してく
ださい:
更新される列は name=value の組み合わせにより与えられます。各、name=value 組み合わせは次の組
み合わせとカンマで区切られています。最後のname=value 組み合わせの後にはカンマはありません。
更新される列は単一のSET 句により指定されています。
列の値は、NULL 値がその列に対して使用することを許可されていることを前提にして、A値をNULL に設定する
ことで削除するこができます。例えば、: SET [Contact] = NULL。
再ロードアクショ
ンは、変更が加えられたあと変更されたDBをすぐに再ロードします。再ロードアクショ
ンを使用しないと、ペー
ジに変更は表示されません。

削除:DB 実行 とSQL を持つ行の削除
SQL のDELETE ステートメントは以下を削除するために使用されます:
テーブルの特定の行 (WHERE 句を指定して削除する行を選択します。)
テーブルの全ての行 (WHERE 句を省略することによりテーブルの全ての行を選択します。)
以下は SQL DELETE ステートメントのサンプルです:
DELETE FRO M [AltovaM obile_O ffices]
W HERE [id] = 11;

上のSQL DELETE ステートメントは id=11 を持つ行を削除します。WHERE 句が省略される場合、
AltovaMobile_Offices テーブルのすべての行は削除されます。
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DB 実行アクショ
ン内のSQL DELETE ステートメント

再ロードアクショ
ンにより変更されたDB を変更が実行された後すぐに再ロードすることができます。再ロードアクショ
ンを使用
しない場合、変更はページに表示されません。
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DB データをテーブルと他のコントローで表示する
コントロールからデータソースノードへのページソースリンクを作成して、コントロールにDB データを表示することができま
す。データを表示するには、通常繰り返し行のテーブルが最も確実な方法です。デザインにテーブルコントロールをドラッグし
て、繰り返しテーブルとして新しいテーブルを作成します (下のスクリーンショ
ット参照)。テーブルのセルにコントロールをドラッ
グして、DB 行の行ノードにページソースリンクを作成します。どの様に作動するかのデモンストレーショ
ンは、データベースと
チャートのチュートリアルを参照してく
ださい。を参照してく
ださい。

DB データをチャートとして表示する
DB データを直接表示できる他、DB データをベースにしてチャートを作成することができます。
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この点に関しては データベースとチャートのチュートリアルを参照してく
ださい。
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[DB クエリビュー] (下のスクリーンショ
ット) により、MobileTogether Designer GUI 内部から主要なデータベースに
直接クエリすることができます。データベースは、アクティ
ブなドキュメント内または外部データベースで参照されるデータソースで
あることができます。各 DB クエリペインは、現在アクティ
ブなデザインと関連付けられることに注意してく
ださい。デザインの
DB クエリペインは、一度に複数のデータベース接続することができます。MobileTogether Designer 内で一度に複数の
デザインを開く
こともできます。DB クエリビュー内で定義されたクエリとアクショ
ンは、他のMobileTogether Designer タブ
とは独立していて、デザインファイルの一部としては保存されません。

データベース クエリのメカニズム
データベースクエリのメカニズムは以下の通りです。(このセクショ
ンのサブセクショ
ンに詳細付きで説明されています。)
1. [データベースクエリ| データソースへ接続] ウィ
ンドウを使用して、データベースへの接続が確立されます。
2. ビューの必要条件に合わせて構成することのできる、ブラウザーペインに接続されたデータベースまたはその一部が表
示されます。
3. データベースがクエリされるために、適切な構文で書かれたクエリはクエリペインに入力され、クエリが実行されます。
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4. クエリの結果 は多種のフィ
ルターで表示することができます。

サポートされるデータベース
次のデータベースはサポートされています。各データベースの使用できるルートオブジェクトもリストされています。Altova は他
のODBC/ADO データベースへのサポートの向上のための努力をしていますが、以下にリストされたデータベースのみで接続
とデータ処理のテストに成功しています。使用中のAltova アプリケーショ
ンが、64 ビットバージョ
ンの場合、接続されてい
るデータベース特定の64 ビットデータベース ドライバーにアクセスしてく
ださい。Altova アプリケーショ
ンは IBM iSeries デ
ータベースのロジカルファイルをサポートし、ロジカルファイルを表示します。
データベース

ルートオブジェクト メモ

Firebird 2.5.4

データベース

IBM DB2 8.x, 9.1, 9.5, 9.7,
10.1, 10.5

スキーマ

IBM DB2 for i 6.1, 7.1

スキーマ

IBM Informix 11.70

データベース

MariaDB 10

データベース

Microsoft Access 2003,
2007, 2010, 2013

データベース

Microsoft Azure SQL
Database

データベース

Microsoft SQL Server 2005,
2008, 2012, 2014, 2016

データベース

ロジカルファイルはサポートされ、ビューとして表示されていま
す。

SQL Server 2016 codebase

MySQL 5.0, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7 データベース
Oracle 9i, 10g, 11g, 12c

スキーマ

PostgreSQL 8.0, 8.1, 8.2,
8.3, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4,
9.5, 9.6

データベース

Progress OpenEdge 11.6

データベース

SQLite 3.x

データベース

Sybase ASE 15, 16

データベース

Teradata 16

データベース

(C) 2018 Altova GmbH

PostgreSQL 接続は、ODBC または JDBC などのイ
ンターフェイス（
ドライバ）
によりネイティ
ブとドライバーベースの
接続でサポートされています。ネイティ
ブな接続はドライバを
必要としません。

SQLite 接続は、ネイティ
ブとしてサポートされます。
SQLite データベースファイルへの直接の接続です。別途の
ドライバーは必要ありません。
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GUI 概要とツールバー
DB クエリビュー (下のスクリーンショ
ット) は以下のパーツに分割されています:
ブラウザーウィ
ンドウ 左側にあり、接続情報とデータベーステーブルを表示します。
SQL エディ
ターウィ
ンドウ(クエリウィ
ンドウ) ブラウザーウィ
ンドウの右側にあり、SQL クエリを含みます。
結果/
メッセージウィ
ンドウの結果タブクエリの結果を表形式で表示します。
結果/
メッセージウィ
ンドウのメッセージタブ警告またはエラーメッセージを表示します。
ウィ
ンドウの詳細ははこのセクショ
ンのサブセクショ
ンに説明されています。

DB クエリビュー ツールバー
DB クエリビューツールバー(下のスクリーンショ
ット) は、ビューのトップにあり、ビューに関連した重要なコマンドのアイコンを
表示しています。

Altova MobileTogether Designer
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コマンド

機能

クイック接続

データベース接続ウィ
ザードを開始します。

ブラウザーの切り替え ブラウザーウィ
ンドウのオンとオフを切り替えます。
結果の切り替え

結果/
メッセージウィ
ンドウのオンとオフを切り替えます。

クエリの実行

現在選択されているSQL ステートメントを実行します。スクリプ
トが複数のステートメントを含んでいて、選択されていない場合、
すべてのステートメントが実行されます。

SQL ファイルのイン SQL ファイルをSQL エディ
ターで開きます。
ポート
SQL ファイルのエク SQL クエリをSQL ファイルに保存します。
スポート
元に戻す

SQL エディ
ター内で無制限に編集を元に戻す。

やり直し

SQL エディ
ター内で無制限に編集をやり直す。

オプション

SQL エディ
ターのダイアログのオプショ
ンを開く
。

DatabaseSpy でク Altova DatabaseSpy アプリケーショ
ン内でSQL スクリプトを
エリを開く
開く
。
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データソースへの接続
データベースをクエリするには、最初に必要とされるデータベースに接続し、必要とされるデータソースとルートオブジェクトを複数
の既存の接続から選択します。

データベースに接続する
DB クエリビューに切り替えると、アクティ
ブデザインがデータソースとして使用するすべてのデータベースがブラウザーペインに表
示されます。他のデータベースをクエリするには、クエリビューツールバー内の[クイック接続] をクリックしてく
ださい。

サポートされるデータ
ベースのリストは、データベースクエリ| サポートされるデータベースを参照してく
ださい。

必要なデータソースの選択
既存のすべての接続およびルートオブジェクトは、データベースクエリウィ
ンドウのツールバー内の2 つのコンボボックスにそれ
ぞれリストされています (下のスクリーンショ
ット)。左側のコンボボックスから必要なデータソースを選択した後、右側のコンボ
ボックスから必要なルートオブジェクトを選択することができます。

Altova MobileTogether Designer
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上のスクリーンショ
ットでは、StyleVision DB という名前のデータベースが選択されています。このデータベースの使用でき
るルートオブジェクトに関しては、ルートオブジェクトALTOVA_USER が選択されています。データベースとルートオブジェクトは
ブラウザーペインに表示されます。
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Altova MobileTogether Designer

942

データベース

データベース クエリ

ブラウザー ペイン
ブラウザーペインは、選択されたデータベースのオブジェクトの概要を提供します。この概要は、列が主キーまたは外部キーであ
るかなどのデータベースの制約に関する情報を含みます。IBM DB2 バージョ
ン9 または以降のデータベースでは、ブラウザ
ーは登録されたXML スキーマを個別のフォルダーで表示します (下のスクリーンショ
ット参照)。
このセクショ
ンでは以下について説明されています:
ブラウザーペインで使用することのできるレイアウト。
データベースオブジェクトのフィ
ルター方法。
データベースオブジェクトの検索方法。
アクティ
ブなデータソースのルートオブジェクトの更新方法。

ブラウザーペインのレイアウト
デフォルトのフォルダーのレイアウトは、データベースオブジェクトを階層表示します。選択されたオブジェクトにより、アイテムを右
クリックすると、異なるコンテキストメニューのオプショ
ンを使用することができます。

ブラウザーのレイアウトを選択するには、ブラウザーペインのツールバー内のレイアウトアイコンをクリックし、ドロップダウンリストか
らレイアウトを選択します (下のスクリーンショ
ット)。選択されたレイアウトによりアイコンが変更されることに注意してく
ださ
い。

使用可能なレイアウトは以下の通りです:
フォルダー レイアウト: データベースオブジェクトを、階層ツリー内のオブジェクトの型をベースに、フォルダーに整理しま
す。デフォルトの設定です。
Altova MobileTogether Designer
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スキーマをレイアウトしない: フォルダーレイアウトに類似していますが、データベース スキーマフォルダーは存在しま
せん。ですから、デーブルは、データベーススキーマにより整理されません。
フォルダーをレイアウトしない: フォルダーを使用せずにデータベースオブジェクトを階層順に表示します。
フラットレイアウト: データベースオブジェクトを最初の階層レベルで分けます。例えば、列を対応するテーブルに包
含する代わりに、すべての列は個別の列フォルダーに表示されます。
テーブル依存関係のレイアウト: テーブルを他のテーブルとの関係により整理します。外部キーを持つテーブルおよび
他のテーブルとの関係を持たない外部キーを持つテーブルにより参照されるテーブルのカテゴリーがあります。

ユーザーとシステムテーブルにテーブルを並べ替えるには、フォルダー、フォルダーをレイアウトしない、フラットレイアウトに切り替
え、テーブルふぉふだーを右クリックして、[ユーザーとシステム テーブルの並べ替え] を選択します。テーブルは、ユーザーとシ
ステムテーブルフォルダー内でアルファベット順に並べ替えられます。

データベースオブジェクトのフィルター
ブラウザーペイン内で( [フォルダーをレイアウトしない] および[テーブル依存関係のレイアウト] 以外の) 全てのレイアウト、ス
キーマ、テーブル、およびビューは名前および名前の一部でフィ
ルターすることができます。オブジェクトは文字を入力中にフィ
ル
ターされ、フィ
ルタリングはデフォルトで大文字と小文字を区別します。
ブラウザー内でオブジェクトをフィ
ルターするには、以下を行います:
1. ブラウザーペインのツールバー内の[フォルダーコンテンツのフィ
ルター] アイコンをクリックします。現在選択されているレ
イアウトのテーブルとビューフォルダーの横にフィ
ルターアイコンが表示されます (下のスクリーンショ
ット)。

2. フィ
ルターするフォルダーの横のフィ
ルターアイコンをクリックして、ポップアップメニューからフィ
ルターのオプショ
ン、たとえ
ば、Contains を選択します。

3. 表示されるエントリフィ
ールドに、フィ
ルターする文字列を入力します (下のスクリーンショ
ットでは、Tables フォルダ
ーのフィ
ルターする文字列は NHE です。) フィ
ルターは入力と同時に表示されます。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

944

データベース

データベース クエリ

データベースオブジェクトの検索
名前検索で特定のデータベースアイテムを検索する場合、ブラウザーペインのオブジェクトロケーターを以下の通り使用するこ
とができます:
1. ブラウザーペインのツールバー内で、[オブジェクトロケータ] アイコンをクリックします。ブラウザーペインの下にドロップダウ
ンのリストが表示されます。
2. このリストの入力フィ
ールドに検索する文字列を入力します。例えば、name と入力します(下のスクリーンショ
ッ
ト)。ドロップダウンの矢印は検索する文字列を含むすべてのオブジェクトを表示します。

3. リスト内のオブジェクトをクリックしてブラウザーペイン内に表示します。

ルートオブジェクトの更新
アクティ
ブなデータソースのルートオブジェクトはブラウザーペインのツールバーの[更新] ボタンをクリックすることで更新できま
す。

Altova MobileTogether Designer
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クエリ ペイン: 説明
クエリペインは、選択されたデータベースへクエリを入力するためのインテリジェントな SQL エディ
ターです。クエリを入力後、デ
ータベースクエリウィ
ンドウの実行コマンドをクリックすると、クエリを実行して、結果/
メッセージペイン内に結果と実行メッセージ
が表示されます。クエリとの作業方法は次のクエリペイン: クエリとの作業方法セクショ
ンで説明されています。このセクショ
ンで
は、クエリペインの主な機能について説明されています:
データベースクエリツールバー内のSQL エディ
ターアイコン
SQL エディ
ターオプショ
ン
SQL ステートメントの自動補完
SQL スクリプト内の地域の定義
SQL スクリプト内へのコメントの挿入
ブックマークの使用

データベースクエリツールバー内の SQL エディター アイコン
データベースクエリウィ
ンドウのツールバーの以下のアイコンが、SQL エディ
ターとの作業時に使用されます:
アイコン

コマンド

機能

クエリの実行

現在選択されているSQL ステートメントを実行します。スクリプト
が複数のステートメントを含んでいて、選択されていない場合、すべ
てのステートメントが実行されます。

SQL ファイルのイ SQL ファイルをSQL エディ
ターで開きます。
ンポート
SQL ファイルのエ SQL クエリをSQL ファイルに保存します。
クスポート
元に戻す

SQL エディ
ター内で無制限に編集を元に戻す。

やり直し

SQL エディ
ター内で無制限に編集をやり直す。

オプション

SQL エディ
ターのダイアログのオプショ
ンを開く
。

DatabaseSpy
でクエリを開く

Altova DatabaseSpy アプリケーショ
ン内でSQL スクリプトを開
く
。

SQL エディター オプション
データベースクエリツールバー内の[オプション] アイコンをクリックすると、オプショ
ンダイアログがポップアップします (下のスク
リーンショ
ット)。左側のペイン内で設定のページ、またそのページでのオプショ
ンを選択することができます。 [ページデ
フォルトにリセット] ボタンをクリックして、そのページのオプショ
ンを元の設定にリセットすることができます。
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キーの設定は以下の通りです:
全般 | エンコード: 新規 SQL ファイル、エンコードが検出されない既存のSQL ファイル、バイトオーダーマーク
(BOM) の設定、のためのオプショ
ン。(既存のSQL ファイルのエンコードが検出される場合、ファイルは開かれエン
コードを変更することなく
保存されます。)
SQL エディター: 構文の色分けとデータソースへの接続の実行のオン/
オフの切り替えのオプショ
ン。クエリの実行に
対してタイムアウトを設定することができ、指定された時間が経過すると、タイムアウトを変更するダイアログを表示す
ることもできます。入力ヘルパーは、自動補完機能の一部として表示されます。SQL ステートメントを入力すると、エ
ディ
ターはコンテキストを考慮した自動補完の提案を表示します。自動表示のスイッチがオフに切り替えられている場
合、 Ctrl+スペースキーSpacebar を押して、SQL エディ
ターに自動補完の提案をリクエストすることができま
す。入力ヘルパー情報のバッファーは、データソース、または、最初の必要時に入力されます。テキストビュー設定ボ
タンは、SQL エディ
ター内のタブテキストのサイズとインデントを指定することのできるダイアログを開きます。
SQL エディター | SQL 生成: アプリケーショ
ンは、ブラウザーペインからオブジェクトをドラッグしてクエリペインにド
ロップすると、SQL ステートメントを生成します。SQL ステートメント生成のオプショ
ンは、SQL 生成タブで設定す
ることができます。データベースリストボックスを使用して、データベースの種類を選択して、ステートメント生成オプショ
ンを個別に作業中の異なるデータベースの種類に対して設定します。すべてのデータベースに適用チェックボックスを
アクティ
ブ化することにより、現在選択されているすべてのデータベースに対してオプショ
ンを設定することができます。
オプショ
ンは、ステートメントにセミコロンを追加、識別子をエスケープ文字で囲むなどが含まれます。
SQL エディター | 自動補完: 自動補完機能は、タイプ中に、関連するエントリの候補を多種のSQL 構文カテ
ゴリから提案します。以下のデータベースで使用することが可能です: MS SQL Server 2000、2005、および
2008、MS Access 2003 および2007、およびIBM DB2 v.9。自動補完がオンに切り替えられていると、
自動補完の候補を提案する自動補完ウィ
ンドウが表示されます(下のスクリーンショ
ット)。自動補完ポップアップ
が、遅延の後に自動的にトリガーされるか、自動補完のトリガーペインで設定または、ポップアップが手動でトリガーさ
れるか定義することができます。選択された補完を挿入するために使用されるキーを選択することができます。SQL
エディ
ターは言語統計をベースにして、自動補完エントリを知的に提案することができます。この機能がアクティ
ブ化さ
れていると、提案されるエントリのリストの上に頻繁に使用されるアイテムが表示されます。自動補完ウィ
ンドウ内で
はボタンはウィ
ンドウの下に表示されます (下のスクリーンショ
ット) 。状況依存の提案ボタンにより、コンテキストに
関連したエントリのみを表示するか、またはそのスペル持つすべての考えられるコンテキストを表示するかを設定するこ
とができます。[シングルモード] ボタンにより、カテゴリをクリックして、そのカテゴリのみを選択することができます。[全て
のカテゴリを選択] ボタンによりすべてのカテゴリを選択することができます。カテゴリの選択を解除するには、ボタンをク
リックします。[全てのカテゴリをクリア] ボタンによりすべてのカテゴリの選択を解除します。他のボタンは多種のカテゴリ
のボタンです。
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SQL エディター | 結果ビュー: 結果タブのオプショ
ンの構成。
SQL エディター| フォント: テキストエディ
ターと結果ビュー内のテキストのフォントスタイルの設定のオプショ
ン。

SQL スクリプト内のリージョンの定義
リージョ
ンは、マークおよび宣言されてユニットになるSQL スクリプト内のセクショ
ンです。リージョ
ンは、スクリプトの一部を非
表示または表示するために縮小または展開することができます。また、リージョ
ンを他のリージョ
ンとネストすることもできます。リ
ージョ
ンは、リージョ
ンの前後で、 --region および--endregion コメントにより区切られることができます。-region の後に区切り
を入力することにより、リージョ
ンにオプショ
ンで名前を与えることができます (下のスクリーンショ
ット参
照)。

リージョ
ンを挿入するには、リージョ
ンとするステートメントを選択して、右クリックした後に[リージョンの挿入] を選択します。
展開可能な/
縮小可能なリージョ
ンが作成されます。名前を与えることもできます。上のスクリーンショ
ットでは、行の付番にも
注意してく
ださい。リージョ
ンを削除するには、--region および--endregion の2 つの区切りを削除してく
ださ
い。

SQL スクリプト内へのコメントの挿入
SQL スクリプト内のテキストをコメントアウトすることができます。スクリプトの一部の箇所はスクリプトが実行されるとき実行さ
れません。
ブロックをコメントアウトするには、ブロックをマークした後、右クリックして[ブロックコメントの挿入/削除] を
選択します。ブロックコメントを削除するには、ブロックをマークした後、右クリックして、[ブロックコメントの挿
入/削除] を選択します。
行または行の一部をコメントアウトするには、行コメントが開始される箇所にカーソルをポイントした後、右クリックし
て、[行コメントの挿入/削除] を選択します。行コメントを削除するには、コメントをマークした後、右クリック
し[行コメントの挿入/削除] を選択します。

ブックマークの使用
特定の行にブックマークを挿入することができ、ドキュメント内をブックマークを使用してナビゲートすることができます。ブックマー
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クを挿入するには、ブックマークされる行にカーソルをポイントした後、右クリックして、[ブックマークの挿入/削除] を
選択します。次のまたは前のブックマークに移動するには、右クリックした後、[次のブックマークへ移動] または [前
のブックマークへ移動] を選択します。ブックマークを削除するには、カーソルを削除するブックマークのある行にポイン
トして、右クリックした後 [ブックマークの挿入/削除] を選択します。すべてのブックマークを削除するには、右クリック
した後、[すべてのブックマークを削除] を選択します。
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クエリ ペイン: 作業方法
データベースに接続後、SQL エディ
ターにSQL スクリプトを入力し実行することができます。このセクショ
ンでは以下が説明
されています:
SQL エディ
ターへのSQL スクリプトの入力方法
データベースクエリウィ
ンドウ内でのスクリプトの実行
このセクショ
ンでは以下のアイコンが参照されています:
クエリの実行

現在選択されているSQL ステートメントを実行します。スクリプ
トが複数のステートメントを含み、いずれも選択されていない場
合、すべてが実行されます。

SQL ファイルのイン SQL エディ
ターでSQL ファイルを開きます。
ポート

SQL ステートメントの作成とSQL エディター内のスクリプト
以下のGUI メソッドを使用してSQL ステートメントまたはスクリプトを作成することができます:
ドラッグアンドドロップ: ブラウザーペインからオブジェクトをドラッグしてSQL エディ
ターにドロップします。SQL ステ
ートメントが生成され、そのオブジェクトのためにクエリが生成されます。
コンテキストメニュー: ブラウザーペイン内のオブジェクトを右クリックして、[SQL エディターで表示 | 選択]
を選択します。
手動エントリ: SQL エディ
ターにSQL ステートメントを直接 タイプします。自動補完機能が編集を手助けします。
SQL スクリプトのインポート: データベースクエリウィ
ンドウのツールバー内の[ SQL ファイルのインポート]
アイコンをクリックします。

SQL ステートメントの実行
SQL エディ
ター内のSQL スクリプトが1 つ以上存在する場合、実行するステートメントを選択して、データベースクエリ
ウィ
ンドウのツールバー内の[実行] アイコンをクリックします。スSQL クリプト内でステートメントが選択されていない場合、
スクリプト内の全てのステートメントが実行されます。データベースデータが取得され 結果タブでグリッドとして表示されます。
実行に関するメッセージは メッセージタブに表示されます。
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結果とメッセージ ペイン
結果/
メッセージは 2 つのタブがあります:
結果タブは、クエリにより取得されたデータを表示します。
メッセージタブクエリ実行に関するメッセージを表示します。

結果タブ
クエリにより取得されたデータは、結果タブにグリッドのフォームで表示されます (下のスクリーンショ
ット)。

次の操作は、コンテキスト結果タブ内の適切な場所を右クリックするとポップアップする、コンテキストメニューを使用して、結果
タブで実行することができます。
列の並べ替え: 記録が並べ替えられる列を右クリックし、[並べ替え | 昇順/降順/既定値に復元] を
選択します。
クリップボードにコピー: この手順には 2 つのステップがあります: (i) データ範囲の選択、(ii) 選択範囲のコピー。
データは複数の方法で選択することができます。: (i) 列のヘッダーまたは行番号をクリックしてれつまたは行を選択、
(ii) 個別のセルを選択 (Shift キーおよび/
または Ctrl キーを使用して複数のセルを選択します); (iii) セルを右
クリックして、[選択 | 行/列/すべて] を選択します。選択が決定されると、右クリックして[選択されたセルの
コピー] を選択します。これにより、他のアプリケーショ
ンに貼り付けすることのできるクリップボードに選択範囲をコピー
することができますセルと共にヘッダーをコピーするには、[ヘッダーと選択対象のセルのコピー] コマンドを選択しま
す。
結果タブには以下のツールバーアイコンがあります:
ステートメントへ 現在の結果を作成したSQL エディ
ター内のステートメントをハイ
移動
ライトします。
検索

結果ペイン内のテキストを検索します。XML コンテンツも検索さ
れます。

メッセージタブ
メッセージタブは、以前実行されたSQL ステートメント、エラーの報告および警告メッセージ関する情報を提供します。

Altova MobileTogether Designer
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メッセージタブのツールバーは、ビューをカスタム化、移動、またはメッセージをクリップボードにコピーするアイコンを含んでいま
す。[フィルター] アイコンにより、特定の種類のメッセージの表示の切り替えをオンまたはオフします。[次へ] および
[前へ] アイコンにより、リストをそれぞれ上下に一覧することができます。メッセージはクリップボードに子コンポーネント共にま
たは無しでコピーし、ドキュメントに貼り付けることができます。[検索] 機能により、検索用語を指定し、この用語をリスト
内上下に検索することができます。 [クリア] アイコンにより、レポートペインの内容をクリアすることができます。
メモ:

ツールバーアイコンコマンドは、コンテキストメニューコマンドとしても使用することができます。
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Altova グローバルリソース
Altova グローバルリソースはファイル、フォルダー、そしてデータベースリソースのエイリアス集合のことです。各エイリアスは複数
の構成を持ち、各構成を１つのリソースにマッピングすることができます (下のスクリーンショ
ット参照)。そのため、グローバルリ
ソースを入力として使用することで、グローバルリソースを構成とともに切り替えることができます。この操作は、アクティ
ブな構成
を選択することのできるGUI 上で簡単に行うことができます。例えば、グローバルリソースをページデータソースのデフォルトの
ファイルとして指定することができ、リソースをGUI 内のアクティ
ブ構成をスイッチすることで切り替えることができます。

Altova グローバルリソースの使用には、2 つのステップがあります:
グローバルリソースの定義: XML ファイルによりリソースが定義されます。これらのリソースは複数のAltova 製品間
で共有することができます。
グローバルリソースの使用: MobileTogether Designer 内部ではファイルパスの代わりにグローバルリソースにより
ファイルを指定することができます。グローバルリソースを使用すると、MobileTogether Designer にてアクティ
ブ
な構成を切り替えることで、使用するリソースを簡単に変更することができるようになります。

その他の Altova 製品におけるグローバルリソース
現在のところ、以下のAltova 製品でグローバルリソースを使用することができます: XMLSpy、StyleVision、
MapForce、Authentic Desktop、MobileTogether Designer およびDatabaseSpy。

Altova MobileTogether Designer
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グローバル リソースの定義
Altova グローバルリソースは、以下の方法によりアクセスすることのできるグローバルリソースの管理ダイアログで定義されま
す:
メニューコマンドの「ツール | グローバル リソース」を選択する。
グローバルリソースツールバーにある「グローバル リソースの管理」アイコンをクリックする(下のスクリーンショ
ッ
ト)。

グローバル リソース定義ファイル
グローバルリソースに関する情報はグローバルリソース定義ファイルと呼ばれるXML ファイルに収められています。このファイ
ルは、グローバルリソースの管理ダイアログにて初めてグローバルリソースが定義ならびに保存された際に作成されます (下
のスクリーンショ
ットを参照)。

グローバルリソースの管理ダイアログを初めて開く
と、グローバルリソース定義ファイルのデフォルトの場所と名前が、定義ファ
イルテキストボックスにて指定されます (上のスクリーンショ
ットを参照):
C:\Users\<username>\My Documents\Altova\GlobalResources.xml

このファイルは、すべてのAltova アプリケーショ
ンに対するデフォルトのグローバルリソース定義ファイルとしてセットされます。
従って、任意のAltova アプリケーショ
ンからこのファイルに対して保存されたグローバルリソースは、その他すべてのAltova
アプリケーショ
ンにて直ちにグローバルリソースとして使用することができることになります。グローバルリソースを定義して、グロ
ーバルリソース定義ファイルに保存するには、グローバルリソースの管理ダイアログにてグローバルリソースを追加し、「OK」
ボタンをクリックしてく
ださい。
既に存在するグローバルリソース定義ファイルを、実行中のAltova アプリケーショ
ンにおけるアクティ
ブな定義ファイルとして
選択するには、定義ファイルテキストボックスの隣にある「参照」ボタンから、そのファイルを選択してく
ださい。(上のスクリー
ンショ
ットを参照)
メモ: グローバルリソース定義ファイルの名前は自由に変更することができ、Altova アプリケーショ
ンからアクセスできる任
意の場所へ配置することができます。この場合、各アプリケーショ
ンにて(定義ファイルテキストボックスから) このファ
イルをアプリケーショ
ンのグローバルリソース定義ファイルとして指定する必要があります。複数のAltova 製品にて
同一の定義ファイルを指定することで、これらのAltova 製品にてリソースが利用できるようになります。
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メモ: 複数のグローバルリソース定義ファイルを作成することもできます。この場合、各 Altova アプリケーショ
ンにて同時に
選択できるアクティ
ブな定義ファイルは 1 つだけで、そのファイルの中に含まれている定義だけがアプリケーショ
ンでは
利用できるということに注意してく
ださい。そのため、必要に応じて同じリソースを複数の定義ファイルで記述する必要
が生じることもあります。

グローバル リソースの管理: 追加、編集、削除、保存
グローバルリソースの管理ダイアログでは、選択されたグローバルリソース定義ファイルへグローバルリソースを追加することが
できるほか、選択されたグローバルリソースを編集または削除することができます。ファイル、フォルダー、そしてデータベースのグ
ループに追加されたグローバルリソースは、グローバルリソース定義ファイルにより管理されます (上のスクリーンショ
ットを参
照)。
グローバル リソースを追加するには、「
追加」ボタンをクリックして、表示される「グローバル リソース」ダイアログにてグロ
ーバルリソースを定義します (このセクショ
ン以下のサブセクショ
ンにある「
ファイル」 「
フォルダー」 「
データベース」の記述を
参照く
ださい)。グローバルリソースを定義して(グローバルリソースの管理ダイアログにある「OK」ボタンをクリックすること
で) 保存すると、選択されたグローバルリソース定義ファイルのグローバルリソース定義ライブラリに、そのグローバルリソース
が追加されます。グローバルリソースはエイリアスにより識別されます。
グローバル リソースを編集するには、「編集」ボタンをクリックします。関連するグローバルリソースダイアログが表示され、
必要な変更を行うことができます ( 「
ファイル」 「
フォルダー」 「
データベース」サブセクショ
ンの記述を参照く
ださい)。
グローバル リソースを削除するには、「削除」ボタンをクリックします。
グローバルリソースの追加、編集、または削除を終えた後には、グローバルリソースの管理ダイアログにある「OK」ボタンを
クリックして、グローバルリソース定義ファイルに変更点を保存するようにしてく
ださい。

構成によりグローバル リソースをエイリアス名へ関連付ける
グローバルリソースを定義すると、エイリアス名をリソース(ファイル、フォルダー、データベース) へマッピングすることになります。
1 つのエイリアス名から複数のリソースへのマッピングを行うことができ、各マッピングは構成と呼ばれます。そのため、単一のエ
イリアス名から、複数の構成を介して複数のリソースへの関連付けを行うことができます (以下の図を参照)。

Altova アプリケーショ
ンではファイルの代わりにエイリアスを割り当てることができます。アプリケーショ
ンのアクティ
ブなグローバル
リソース構成を切り替えることで、各エイリアスに割り当てられたリソースを切り替えることができます。例えば、
MobileTogether Designer 内で、2つ以上の代替デフォルトファイルを持つデータソースの場合、グローバルリソースエイ
リアスをデフォルトファイルとして割り当てることができます。MobileTogether Designer 内で、異なるデフォルトファイルを
使用するために、アクティ
ブな構成を変更することができます。 Configuration-1 が、FirstDefault.xml をグ
ローバルリソースエイリアスにマップする場合、そして、Configuration-1 がアクティ
ブな構成として選択されている場
合、FirstDefault.xml がデフォルトファイルとして使用されます。この様にして、単一のエイリアスを介して複数の構成
にアクセスすることができます。このメカニズムはリソースをテストまたは比較する際に役に立ちます。更に、グローバルリソース
は Altova 製品全てで使用することができるため、複数のAltova 製品でもリソースをテストおよび比較することができます。
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ファイル
「
グローバルリソースの管理」ダイアログにある「追加 | ファイル」コマンドにより、ファイルのグローバルリソースダイアログへ
アクセスすることができます (以下のスクリーンショ
ットを参照)。グローバルリソースダイアログでは、リソースエイリアステキスト
ボックスにて入力されたエイリアスの構成を定義することができます。以下に記される方法により構成のプロパティ
を指定して、
「OK」をクリックしてエイリアスの定義を保存してく
ださい。
エイリアスの定義を保存した後には上記の操作を(「
グローバルリソースの管理」ダイアログにある「
追加 | ファイル」コマン
ドを選択するところから) 再度行うことで、別のエイリアスを追加することができます。

グローバル リソース ダイアログ
エイリアスはグローバルリソースダイアログにて定義されます (以下のスクリーンショ
ットを参照)。

グローバル リソース ダイアログのアイコン
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構成の追加: 追加する構成の名前を入力するための、構成の追加ダイアログが表示されます。
構成をコピーして追加: 選択された構成のコピーとして追加する構成の名前を入力するための、構成
の追加ダイアログが表示されます。
削除: 選択された構成を削除します。
開く: グローバルリソースとして作成されるファイルを参照します。

エイリアスの定義
以下の操作により、エイリアスの名前と構成を定義することができます:
1. エイリアスに名前を付ける: リソースエイリアステキストボックスにエイリアスの名前を入力します。
2. 構成を追加する: 構成ペインには、デフォルトで(名前変更や削除を行うことができない) Default という名前の
構成が表示されます。(i) 構成の追加または構成のコピーを追加アイコンをクリックして、(ii) 表示されるダイアログに
て構成名を入力することで、必要なだけの構成を追加することができます。追加された各構成は構成リストに表
示されます。上のスクリーンショ
ットでは、Long とShort という名前の構成が構成リストに追加されています。構成
のコピーを追加コマンドにより、選択されている構成をコピーして、修正することもできます。
3. 各構成に対してリソースの種類を選択する: 構成のリストから目的の構成を選択し、構成の設定ペインにて、
(i) ファイル、(ii) MapForce 変換の結果、または (iii) StyleVision 変換の結果から、構成のリソースを指定し
ます。対応するラジオボタンを選択してく
ださい。MapForce または StyleVision 変換の結果が選択された場
合、.
mfd または .
sps ファイルと対応する入力ファイルを使ってMapForce または StyleVision により変換が
行われ、その変換結果がリソースとなります。
4. リソースの種類に対するファイルを選択する: リソースの種類にファイルが選択された場合、リソースのファイルテキ
ストボックスにてファイルを選択してく
ださい。リソースの種類に変換の結果が選択された場合、ファイルの選択テキス
トボックスにて(MapForce 変換の場合は) .mfd ファイルまたは (StyleVision 変換の場合は) .sps ファイル
を選択してく
ださい。変換に対して複数の入力または出力が可能な場合、選択するためのオプショ
ンが表示されま
す。例えば、StyleVision 変換の出力オプショ
ンが、インストールされているStyleVision のエディ
ショ
ンに合わせ
て表示されます (以下のスクリーンショ
ットでは、Enterprise Edition の出力が示されています)。

目的のオプショ
ンに対応するラジオボタンを選択します (上のスクリーンショ
ットでは、「
HTML 出力」が選択されて
います)。変換の結果をリソースとする場合、出力をファイルまたはグローバルリソースとして保存することができます。
アイコンをクリックして、「
他のグローバルリソースを選択」または、「
参照」を選択してく
ださい。どちらのオプショ
ン
も選択されていない場合、グローバルリソースが使用された際に変換の結果が一時ファイルとしてロードされます。
5. 必要に応じて複数の構成を定義する: その他の構成を必要な数だけ追加して、各構成に対してリソースを指定
します。各構成に対して上記のステップ3 と4 を実行してく
ださい。エイリアスに対する新たな構成はいつでも追加
することができます。
6. エイリアスの定義を保存する: 「OK」をクリックしてエイリアスと、すべての構成をグローバルリソースとして保存しま
す。グローバルリソースが、「
グローバルリソースの管理」ダイアログにあるファイル以下に表示されます。
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MapForce 変換の結果
Altova MapForce では、(既存の) 入力ドキュメントスキーマから出力ドキュメントスキーマへのマッピングが行われます。
MapForce ユーザーにより作成されたこのマッピングは、MapForce Design (MFD) と呼ばれます。入力スキーマに関
連付けられたXML ファイル、テキストファイル、データベースは、データソースとして使用することができ、MapForce により
出力ドキュメントスキーマに対応した出力データファイルが生成されます。「
MapForce 変換の結果」が出力ドキュメント
で、グローバルリソースになります。
MapForce により生成されたデータファイルをグローバルリソースとしてセットするには、グローバルリソースダイアログにて、
以下の設定を行う必要があります (以下のスクリーンショ
ットを参照)。

.mfd (MapForce Design) ファイル: 「
リソースは以下の生成された出力を指します」テキストボックスに
て、.
mfd ファイルを指定する必要があります。
入力データファイル: MFD ファイルが指定されると、そのファイルが解析され、中に含まれる入力スキーマ情報をベ
ースにデフォルトのデータファイルが入力ペインに入力されます (上のスクリーンショ
ットを参照)。他のファイルを指定
することで、各入力スキーマに対するデフォルトファイルの選択を変更することができます。
出力ファイル:MFD ドキュメントに複数の出力スキーマが含まれる場合、出力ペインにそれらの出力すべてが表示
されます (上のスクリーンショ
ットを参照)。個々の出力スキーマに関連付けられた出力ファイルの場所がMFD ド
キュメントにて指定されている場合、その出力スキーマに対するファイルの位置が出力ペインに表示されます。上のス
クリーンショ
ットからは、Customers 出力スキーマにデフォルトのXML データファイル(CustomersOut.xml) が
与えられており、Text ファイル出力 スキーマにはそのような割り当てが行われていないことが理解できます。出力ペイ
ンに表示あるデフォルトのファイルの場所を使用することができるほか、自分で指定することができます。MapForce
変換の結果が、選択された出力スキーマがある場所へ保存され、そのファイルがグローバルリソースとして使用されま
す。
メモ:

このオプショ
ン(MapForce の結果) により、グローバルリソースが呼び出された時に変換が行われるようになりま
す。これで(入力ファイルから得られた) 最新のデータがグローバルリソースに含まれることが保証されます。

メモ:

変換を行うためには MapForce が使用されるため、この機能を使用するには Altova MapForce をインストー
ルする必要があります。
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StyleVision 変換の結果
Altova StyleVision は StyleVision Power Stylesheet (SPS) ファイルを作成するために使用され、これらSPS
ファイルにより、XML ドキュメントを様々なフォーマット(HTML、PDF、RTF、Word 2007+ など) の出力ドキュメントへ
変換するためのXSLT スタイルシートが生成されます。「
StyleVision 変換の結果」オプショ
ンを選択すると、
StyleVision により作成された出力ドキュメントが、選択された構成に関連付けられたグローバルリソースとなります。
グローバルリソースダイアログにて「
StyleVision 変換の結果」オプショ
ンを選択すると、以下のファイルを指定する必要が
あります。

.sps (SPS) ファイル: 「
リソースは以下の生成された出力を指します」テキストボックスにて、ファイルを指定す

る必要があります (上のスクリーンショ
ットを参照)。
入力ファイル: 入力ファイルがSPS ファイル内部で既に指定されている場合、SPS ファイルが選択された段階
で、そのファイルが入力ペインに表示されます。このエントリーは変更することができるほか、エントリーが指定されてい
ない場合、追加する必要があります。
出力ファイル: 出力ペインにて出力フォーマットを選択し、そのフォーマットに対する出力ファイルの場所を指定しま
す。
メモ:

このオプショ
ン(StyleVision の結果) により、グローバルリソースが呼び出された時に変換が行われるようになりま
す。これで、(入力ファイルから得られた) 最新のデータがグローバルリソースに含まれることが保証されます。

メモ:

変換を行うためには StyleVision が使用されるため、この機能を使用するには Altova StyleVision をインスト
ールする必要があります。
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フォルダー
フォルダーに対するグローバルリソースダイアログでは、以下の操作によりフォルダーリソースを追加することができます (以下
のスクリーンショ
ットを参照)。

グローバル リソース ダイアログのアイコン
構成の追加: 追加する構成の名前を入力するための、構成の追加ダイアログが表示されます。
構成をコピーして追加: 選択された構成のコピーとして追加する構成の名前を入力するための、構成
の追加ダイアログが表示されます。
削除: 選択された構成を削除します。
開く: グローバルリソースとして作成されるファイルを参照します。

エイリアスの定義
以下の操作によりエイリアスを定義することができます::
1. エイリアスに名前を付ける: リソースエイリアステキストボックスにエイリアスの名前を入力します。
2. 構成を追加する: 構成ペインには、デフォルトで(名前変更や削除を行うことができない) Default という名前の
構成が表示されます。構成の追加または構成のコピーを追加アイコンをクリックして、表示されるダイアログにて構
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成名を入力することで、必要なだけの構成を追加することができます。構成の追加または構成のコピーを追加アイコ
ンをクリックして、表示されるダイアログで構成の名前を入力することで、構成が追加されます。「OK」をクリックする
ことで新たな構成が構成ペインに表示されます。同じ作業を必要な数だけ繰り返してく
ださい。
3. 構成のリソースとなるフォルダーを選択する: 構成ペインに表示された構成を選択し、グローバルリソースとして作成
するフォルダーを参照します。
4. 必要に応じて複数の構成を定義する: その他の構成を必要な数だけ追加して、各構成に対してリソースを指定し
ます。各構成に対して上記のステップ2 と3 を実行してく
ださい。エイリアスに対する新たな構成はいつでも追加す
ることができます。
5. エイリアスの定義を保存する: 「OK」をクリックしてエイリアスと、すべての構成をグローバルリソースとして保存しま
す。グローバルリソースが、「
グローバルリソースの管理」ダイアログにあるファイル以下に表示されます。
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データベース
データベースに対するグローバルリソースダイアログでは、以下の操作によりデータベースのリソースを追加することができます:

グローバル リソース ダイアログのアイコン
構成の追加: 追加する構成の名前を入力するための、構成の追加ダイアログが表示されます。
構成をコピーして追加: 選択された構成のコピーとして追加する構成の名前を入力するための、構成
の追加ダイアログが表示されます。
削除: 選択された構成を削除します。

検証されていない接続情報の保存
入力された接続情報で正しく
データベースに接続できない場合、これはサーバーにソリューショ
ンのサーバーのデプロイ時の接
続情報は正確でも、サーバーがローカルマシンで作動しない場合があります。接続が(グローバルリソースを定義する)ローカル
マシンから作動しない場合、接続情報ダイアログ(下のスクリーンショ
ット)が表示されます。
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以下のオプショ
ンがあります:
接続を再度試みる: ローカルマシンからの接続を有効化する接続情報を入力し、「接続を再度試みる」をクリッ
クします。は、接続を試みます。
情報をそのまま保存する: または接続または接続情報を検証することなく
接続情報を保存します。この接続情報
はソリューショ
ンがサーバーにデプロイされる時に使用されます。
キャンセル: グローバルリソースとしてデータベースを定義することをキャンセルする。

エイリアスの定義
以下の操作によりエイリアスを定義することができます:
1. エイリアスに名前を付ける: リソースエイリアステキストボックスにエイリアスの名前を入力します。
2. 構成を追加する: 構成ペインには、デフォルトで(名前変更や削除を行うことができない) Default という名前の
構成が表示されます。構成の追加または構成のコピーを追加アイコンをクリックして、表示されるダイアログにて構成
名を入力することで、必要なだけの構成を追加することができます。構成の追加または構成のコピーを追加アイコン
をクリックして、表示されるダイアログで構成の名前を入力することで、構成が追加されます。「
OK」をクリックすること
で新たな構成が構成ペインに表示されます。同じ作業を必要な数だけ繰り返してく
ださい。
3. 構成のリソースとなるデータベースを選択する: 構成ペインに表示された構成を選択し、「データベースを選択」
ボタンをクリックします。グローバルリソース接続を作成ダイアログが表示されます。
4. データベースへ接続する: 接続ウィ
ザード、既存の接続、 ADO 接続、ODBC 接続、または JDBC 接続を
使用して、データベースへの接続を作成します。
5. ルートオブジェクトの選択: ルートオブジェクトを選択することのできるデータベースへ接続した場合、サーバー上に
あるルートオブジェクトを選択するためのダイアログが表示されます (以下のスクリーンショ
ットを参照)。ルートオブ
ジェクトを選択して、「ルートオブジェクトを設定」をクリックしてく
ださい。選択されたルートオブジェクトが、この構
成が使用された時にロードされるルートオブジェクトとなります。
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ルートオブジェクトを選択しなかった場合 (「スキップ」ボタンをクリックした場合)、グローバルリソースがロードされた
際にルートオブジェクトを選択することになります。
6. 複数の構成を必要に応じて定義する: 作成されたその他の構成に対してデータベースリソースを指定します (作
成された構成に対して上記のステップ3 から5 までを繰り返します)。新たな構成をエイリアス定義へ追加することも
できます。
7. エイリアスの定義の保存: 「OK」をグローバルリソースダイアログ内でクリックし、エイリアスとその構成をグローバルリ
ソースとして保存します。グローバルリソースは、グローバルリソースの管理ダイアログ内でデータベースの下にリストされ
ています。
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グローバルリソースを使用する

グローバルリソースには、ファイル型、フォルダー型、そしてデータベース型と、複数の種類が存在します。
MobileTogether Designer で使用することのできる様々なシナリオについて以下で紹介されています: ファイルとフォルダ
ーおよびデータベース。

使用するリソースの選択
アプリケーショ
ン全体で使用することのできるグローバルリソースの選択、ならびに実際に使用されるグローバルリソースの選択
を行うには方法が２つあります:
「
グローバルリソース」ダイアログにてアクティ
ブなグローバルリソースXML ファイルを選択します。アクティ
ブなグロー
バルリソースXML ファイル内に収められている利用可能なグローバルリソースの定義は、アプリケーショ
ン内の開かれ
ているファイル全てで使用することができます。使用することができるのは、アクティ
ブなグローバルリソースXML ファイ
ルにある定義だけとなります。アクティ
ブなグローバルリソースXML ファイルはいつでも変更することができ、新しいファ
イルに収められたグローバルリソース定義が、それまで使用されていたアクティ
ブなファイルの内容に置き換えられます。
従って、アクティ
ブなグローバルリソースXML ファイルにより、(i) 割り当て可能なグローバルリソースと、(ii) 検索可
能なグローバルリソースが決定されます（
例えば、あるグローバルリソースXML ファイル内のグローバルリソースに割り
当てが行われているが、現在アクティ
ブなグローバルリソースXML ファイルにて、対応する名前のリソースがない場
合、割り当てられたグローバルリソースの検索を行うことはできなく
なります）
。
「ツール | アクティブな構成」またはグローバルリソースツールバーからアクティ
ブな構成 を選択します。メニューコマン
ド（
またはツールバーのドロップダウンリスト）
をクリックすることで、全てのエイリアスに対する構成のリストが表示されま
す。構成を選択することで、その構成がアプリケーショ
ンでアクティ
ブな構成となります。この操作により、グローバルリソ
ース（
またはエイリアス）
が使用される際には、各エイリアスに対して対応するアクティ
ブな構成が適用されます。アク
ティ
ブな構成は使用される全てのエイリアスに対して適用されます。アクティ
ブな構成と同じ名前の構成をエイリアスが
持たない場合、そのエイリアスに対してはデフォルトの構成が適用されます アクティ
ブな構成はリソースの割り当てに
影響を与えません。アクティ
ブな構成は、実際にリソースが使用されるときに重要になります。
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ファイルとフォルダーの割り当て
特定の使用シナリオでは、ファイル型ならびにフォルダー型のグローバルリソースをファイルまたはフォルダーを指定するために使
用することができます。例えば、「
ページソース」ペイン内で、データソースのデフォルトファイルをグローバルリソースを使用して
割り当てることができます。ファイルの指定が表示されます（
以下のスクリーンショ
ットを参照）
。

ファイル型またはフォルダー型のグローバルリソースを選択します。現在アクティ
ブなグローバルリソースXML ファイルで定義さ
れた、すべてのファイル型グローバルリソースとすべてのフォルダー型グローバルリソースを表示するコンボボックスが表示されま
す。必要なグローバルリソースを選択します。ファイル型グローバルリソースの場合、選択されたエイリアスがファイルにマップされ
ます。フォルダー型のグローバルリソースの場合、選択されたエイリアスがフォルダーにマップされ、リソースを検索するためのパス
の残りを入力することができます。「
OK」をクリックします (上のスクリーンショ
ットを参照)。
選択されたグローバルリソースが１つ以上の構成を持つ場合、現在アクティ
ブな構成のデータベースリソースが使用されます
( 「ツール | アクティブな構成」またはグローバルリソース ツールバーをチェックしてく
ださい)。
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データベースの割り当て
データまたはデータ構成をDB からインポートするコマンドを実行する場合、グローバルリソースを使用するオプショ
ンを使用す
ることができます（
以下のスクリーンショ
ットを参照）
。

データベースを開く
ダイアログにてグローバルリソースアイコンをクリックすると、現在アクティ
ブなグローバルリソースXML ファイル
に定義されている全てのデータベース型グローバルリソースが表示されます。目的のグローバルリソースを選択して、「接続」
をクリックします。選択されたグローバルリソースに２つ以上の構成が割り当てられている場合、現在アクティ
ブな構成に対応し
たグローバルリソースが使用され（
「ツール | アクティブな構成」またはグローバルリソースツールバーを確認してく
ださい）
、接
続が確立されます。
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構成の切り替え
同時にアクティ
ブにすることのできる構成は１つだけで、その設定はアプリケーショ
ン全体に対して適用されます。これは、アク
ティ
ブな構成が、現在開いている全てのファイルやデータソース接続のエイリアスに対して有効であることを意味します。エイリ
アスにアクティ
ブな構成と同じ名前の構成が割り当てられていない場合、デフォルトの構成がそのエイリアス対して使用されま
す。構成を変更する例として、XSLT ファイルが複数の構成を持つグローバルリソースを介してXML ドキュメントに割り当
てられたと仮定しましょう。各構成は異なるファイルにマップされます。ですから、ファイルの選択はアプリケーショ
ンのアクティ
ブ
な構成としてどの構成が選択されているかにより決まります。
構成の切り替えるには２つの方法があります：
メニューコマンド「ツール | アクティブな構成」を選択すると、グローバルリソースXML ファイル内にある全ての構成
がサブメニューに表示されます。目的の構成を選択します。
グローバルリソースコンボボックスのツールバーから、目的の構成を選択します（
以下のスクリーンショ
ットを参照）
。

アクティ
ブな構成を切り替えるという方法により、グローバルリソースを介して割り当てられたソースファイルを変更することができ
ます。
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シミュレーション
ソリューショ
ンを実行するには次のシミュレーショ
ンの方法を使用することができます:
MobileTogether Designer でのシミュレーショ
ン: デザインにエラーがないか素早く
確認することができます。
サーバーでのシミュレーショ
ン: デザインにエラーがないか追加のテストを実行することができます。このシミュレーショ
ンに
より、データソースが正確に検索されているか、また、URL が正確であるか、現在のサーバー設定が適切であるか、
使用されるDB、URL、およびファイルへアクセスするための全てのパーミッショ
ンがあるかを追加確認することができ
ます。
クライアントでのシミュレーショ
ン: 試行で実際のクライアントとサーバーのインタラクショ
ンのテストケースの試行すること
ができます。このシミュレーショ
ンでは、MobileTogether Designer がサーバーの役割を果たします。
メモ:

ソリューショ
ンをサーバーにデプロイすることも可能です、また、MobileTogether Server のWeb UI のワークフ
ロー タブをクリックして、ソリューショ
ンをブラウザーで実行することもできます。

シミュレーショ
ンの実行中 MobileTogether Designer GUI の[メッセージ] ペインで、実行中のすべてのアクティ
ビティ
の
ステップバイステップの詳細レポートが表示されます。これは、デザインファイルをテストしデバッグするためのとても重要な機能
です。
メモ:
位置情報アクショ
ンを含むデザインをデザイナーまたはサーバでシミュレートする場合は、シミュレーショ
ン内で使用する位置
情報を定義する必要があります。操作方法は位置情報の設定のセクショ
ンに説明されています。
デスクトップで実行されるシミュレーターは NFC が有効化されておらず、NFC サンプルファイルは NFC タグをシミュレー
トするために使用することができます。サンプルファイルのテンプレートに関して、NFC サンプルファイルのセクショ
ンを参照し
てく
ださい。
送信および受信ソリューショ
ン内のプッシュ通知のシミュレーショ
ンが異なる場合、シミュレーショ
ンされ、送信されるプッシュ
通知内のデータをファイルに保存することができます。このデータは、プッシュ通知が受信されたものとして、ソリューショ
ンの
受信のシミュレーショ
ンにロードされることができます。
デバイスのアドレス帳をシミュレートするには、アドレス帳の連絡先のサンプルXML ファイルを使用することができます。こ
のようなファイルの作成および使用に関する詳細は、次を参照してく
ださい: 連絡先のサンプルファイル。

シミュレーションする言語
デザイナーとサーバーのためのシミュレーショ
ンする言語は [プロジェクト| シミュレーションする言語] コマンドで選択しま
す。クライアントシミュレーショ
ンの言語は、シミュレーショ
ンが実行されるモバイルデバイスの言語と同じです。
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MobileTogether Designer でのシミュレーション
MobileTogether Designer 内で直接プロジェクトワークフローのシミュレーショ
ンを実行することができます。シミュレーショ
ンのデバイスはメインツールバーのプレビューデバイスのコンボボックスで現在選択されているデバイスです。異なるデバイスで
シミュレーショ
ンを確認するためにプレビューデバイスを変更することができます。シミュレーショ
ンを実行するには、[プロジェクト
| ワークフローのシミュレーショ
ン] または [F5] を選択します。これによりシミュレーターが開かれ、シミュレーショ
ンが開始されま
す。デザイナーのシミュレーショ
ンは [メッセージ] ペイン]のサーバーとクライアントのメッセージを報告します。

シミュレーションする言語
デザイナーとサーバーのためのシミュレーショ
ンする言語は [プロジェクト| シミュレーションする言語] コマンドで選択しま
す。クライアントシミュレーショ
ンの言語は、シミュレーショ
ンが実行されるモバイルデバイスの言語と同じです。

ファイルの場所
MobileTogether Designer 内でシミュレーショ
ンが直接実行される場合、ファイルのロケーショ
ンはデザイン内で指定され
た通り解決されます。相対パスはデザインファイルのロケーショ
ンと相対します。[ワークフローのシミュレーショ
ンにサーバーを使
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用]を使用する場合ファイルのロケーショ
ンがどのように解決されるか、これらのロケーショ
ンを比較します。

シミュレーターの機能
[シミュレーター] ウィ
ンドウには次の機能があります:
左側の(シミュレーショ
ン)ペインはシミュレーショ
ンを表示します。シミュレーショ
ンペインのためのオプショ
ンは下で説明
されています。
右側の(ページソース) ペインはシミュレーショ
ンの展開中に変化するページソースを表示します。XML データペイ
ンのためのオプショ
ンは下で説明されています。
シミュレーショ
ンの展開中 MobileTogether Designer GUI の[メッセージ] ペインは、発生しているすべてのアク
ティ
ビティ
のステップバイステップのレポートを作成します。ですから、ワークフローの展開の各ステップで何がおこってい
るのか確認することができます。これはデザインファイルのテストおよびデバッグを行うとても有益な機能です。
デザイナーのシミュレーショ
ンがサーバーとクライアントの両方のアクティビティに関してレポートを行う。
サーバーのシミュレーショ
ンはクライアントメッセージに関してのレポートを行う。
クライアントのシミュレーショ
ンはサーバーメッセージに関してのレポートを行う。
ユーザーインタラクショ
ンの有効化を必要とするコントロール。上のスクリーンショ
ットでは、例えば、コンボボックスが有
効化されています。
シミュレーショ
ンペインのオプショ
ン
[シミュレート] メニュー内とシミュレートツールバーアイコン
のスクリーンショ
ット) 。
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戻る: ページがサブページの場合、[戻る] をクリックするとサブページが閉じられます。ページがトップページの場合は、
シミュレーターが閉じられます。「戻る」ボタンのクリック時も参照してく
ださい。
送信: ページが最後のページではない場合、[送信] をクリックすると、次のページに移動します。ページが最後のペ
ージの場合は、ワークフローが終了されます。送信ボタンのクリック時 も参照してく
ださい。
ページの更新: 基になるデータが変更されると、[ページの更新] が有効化されます。[ページの更新] をクリックす
ると、ページが更新されたデータと共に更新されます。
方向の変更: ビューを横長と縦長の方向に切り替えることができます。
タイマーの停止: タイマーが間隔で実行するに設定されており、アクショ
ンが指定された間隔で実行されるように定
義されている場合、[タイマーの停止] をクリックすることによりタイマー(結果的にアクショ
ン) を停止する事ができま
す。これによりこれらのアクショ
ンによるメッセージの多く
をクリアする事ができ、他のメッセージやワークフローの他の部分
を更に簡単に分析する事ができます。
サーバーアクセスの禁止: サーバーへのアクセスを無効化し、サーバーへの接続エラーの状況下でのソリューショ
ンの
振る舞いをテストする事ができます。クリックされると、ボタンは [サーバーへのアクセスの有効化ボタン] に切り替え
られます。詳細に関してはサーバー接続エラーを参照してく
ださい。
WiFi が音の状態でシミュレート: オンに切り替えられた場合、mt-connected-via-wifi は、XPath 拡
張関数をtrue() に設定し、オフに切り替えられた場合は、false() を返します。これにより、シミュレータは
WiFi へのアクセスが使用できる状態でのシミュレーショ
ンを行います。このように、WiFi へのアクセスを必要とするデ
ザインのシナリオをシミュレートすることができます。
LAN がオンの状態でシミュレート: オンに切り替えられた場合、mt-connected-via-lan は、XPath 拡
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張関数をtrue() に設定し、オフに切り替えられた場合は、false() を返します。これにより、シミュレータは
LAN へのアクセスが使用できる状態でのシミュレーショ
ンを行います。このように、LAN へのアクセスを必要とする
デザインのシナリオをシミュレートすることができます。
AppStore App としてシミュレート: 有効化されると、静的グローバル変数 MT_IsAppStoreApp を
true() に設定し、無効化されるとfalse() に設定します。これにより
シミュレーショ
ンはこの変数の値の条件に
より実行されます。
カメラがオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、シミュレーターはデバイスのカメラ機能が使用できる
モノとして振る舞います。これによりカメラ機能を必要とするデザインシナリオをシミュレートすることができます。
ギャラリーがオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、シミュレーターはデバイスのギャラリー機能が使
用できるモノとして振る舞います。これによりギャラリーへのアクセス機能を必要とするデザインシナリオをシミュレートす
ることができます。
マイクがオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、シミュレーターはデバイスのマイクロフォン機能が使
用できるモノとして振る舞います。 これによりマイクへのアクセス機能を必要とするデザインシナリオをシミュレートするこ
とができます。
NFC がオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、mt-nfc-started XPath 拡張関数が
true() に設定され、オフに切り
替えられると、false() に設定されます。NFC が有効化され、NFC アクショ
ンを実行することができることをシミュレーターに示します。実際のNFC データは NFC サンプルファイルを介してシ
ミュレーターに提供されます。
GPS がオンの状態をシミュレートする:オンに切り替えられると、mt-geolocation-started XPath 拡
張関数がtrue() に設定され、オフに切り替えられると、false() に設定されます。シミュレーターがデバイスの
GPS ロケーター開始の通知を受け取ると、位置情報機能が使用できるものとしてソリューショ
ンを実行します。シ
ミュレーショ
ンのために位置情報を提供するために位置情報 XML ファイルを使用してダミーの位置情報を提供す
ることができます。
連絡先がオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、シミュレーターはデバイスのアドレス帳機能が使
用できるモノとして振る舞います。これによりアドレス帳へのアクセス機能を必要とするデザインシナリオをシミュレート
することができます。連絡先は サンプルファイルまたはMicrosoft Outlook 連絡先 からシミュレートされます。オプ
ショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンタブ内で使用するオプショ
ンを指定することができます。
カレンダーのシミュレーショ
ン: オンに切り替えられると、シミュレーターはデヴァイスのカレンダーが使用できるかのように
振る舞います。これにより、カレンダーへのアクセスを必要とするデザインのシナリオをシミュレートすることができます。カ
レンダーは サンプルファイルまたは Microsoft Outlook 連絡先 からシミュレートされます。オプショ
ンダイアログのシ
ミュレーショ
ンタブ内で使用するオプショ
ンを指定することができます。
電話がオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、シミュレーターはデバイスの電話機能が使用できる
モノとして振る舞います。 これにより電話へのアクセス機能を必要とするデザインシナリオをシミュレートすることができ
ます。
SMS がオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、シミュレーターはデバイスのSMS 機能が使用で
きるモノとして振る舞います。これによりSMS へのアクセス機能を必要とするデザインシナリオをシミュレートすること
ができます。
タブの順序の表示: オンに切り替えられていると、タブ順序のシーケンスの一部になるように定義されているコントロ
ールは、番号を含む青い丸でマークされています。番号はタブ順序シーケンス内のコントロールの位置を示していま
す。
アプリに戻る場合をシミュレート(もう一度開く
): ページが開かれるとページの更新が行われるように定義されると
有効化されます。シミュレーショ
ン中にページが更新されます。
シミュレーショ
ンの再開: シミュレーショ
ンを再開します。
デフォルトオプショ
ンの設定: シミュレーショ
ンペインのオプショ
ンをデフォルトの設定にリセットします。
ページソースペインオプショ
ンと機能
これらのオプショ
ンは[ページソース] メニュー内とページソースツールバーで使用する事ができます。

[XPath の評価] をクリックすると、 XPath 式を評価することのできるXPath/XQuery 式の編集ダイアログを
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開きます。XPath 式はシミュレーショ
ンの実行中、[スタイル&プロパティ
] ペインからも編集することができます。
[永続データをクリアして再開する] をクリックすると、永続データをクリアして、シミュレーショ
ンを再開することができ
ます。
ページソースペインでは、ツリーの一部をコピーしてツリーの他の箇所に貼り付けることができます。この機能は、DB
記録などのデータをコピーして、シミュレーショ
ンに更なるデータを追加するために役にたちます。コピーされたノードは
シミュレーショ
ンの間のみ使用することができます。
ページソースのノードを右クリックすると、そのノードのXPath ロケーター式を「XPath をコピーする」コンテキストメ
ニューコマンドを選択して、クリップボードにコピーすることができます。

シミュレーター内のページソースの XML ツリーを編集する
シミュレーター内のツリーは、多種のページソースのXML データを表示し、シミュレーショ
ンが展開中にこれらの値がどのように
変化するかを表示します。シミュレーター内で切り取り/
コピー/
貼り付け/
削除とドラッグアンドドロップを使用して、XML ツリ
ーを直接編集します。(XML ツリーのコンテキストメニュー内の編集コマンドを使用することができます。) シミュレーショ
ンペイ
ンは即時変更されたデータを表示します。この機能により、異なる手動で入力されたデータを含む変更されたXML データ
構造と共にソリューショ
ンをテストします。結果、ソリューショ
ンはより徹底してテストされ、テストはシミュレーショ
ン内で素早く
実
行することができます。
シミュレーター内のXML ツリーのコンテキストメニュは、以下の機能を提供します:
XML のロード: (XML ツリーと同じ構造と要素を持つ) 外部 XML ファイルをXML ツリーにロードします
XML の保存: XML ツリーの構造とデータを希望する場所に保存します。
XMLSpy 内での表示: Altova XMLSpy プログラム内でXML ツリーを開きます。
このツリーをベースにした $XML 構造: ページソースの構造をシミュレーター内のXML ツリーの構造に上書きし
ます。
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サーバーでのシミュレーション

サーバーでのシミュレーショ
ンは MobileTogether Server [プロジェクト| ワークフローのシミュレーションのためにサーバ
ーを使用する] を使用してシミュレーショ
ンを実行しま。[メッセージ] ペイン] にメッセージをレポートします。デザインのエラーを
テストするための追加機能として、このシミュレーショ
ンによりデータソースが正確な場所にあるかどうか、URL が正確である
か、現在のサーバー設定が適切であるか、サーバーが使用される DB、URL、およびファイルにアクセスするパーミッショ
ンがあ
るかを確認することができます。
サーバーでのシミュレーショ
ンのワークフローは以下の通りおこなわれます:
1. MobileTogether Designer 内のアクティ
ブなデザインファイルのワークフローは一時的にMobileTogether
Server にパスされます。このようにすると、サーバーからデザインが機能するか確認するためにデザインをサーバにデプ
ロイする必要がなく
なります。
2. サーバーがMobileTogether Designer のシミュレーターのワークフローとして機能します。このようにシミュレーター
がクライアントの役割をはたします。

シミュレーションする言語
デザイナーとサーバーのためのシミュレーショ
ンする言語は [プロジェクト| シミュレーションする言語] コマンドで選択しま
す。クライアントシミュレーショ
ンの言語は、シミュレーショ
ンが実行されるモバイルデバイスの言語と同じです。

シミュレーションの実行
1. MobileTogether Server を開始します。実行するには 「
MobileTogether Server ユーザーマニュアル」を
参照してく
ださい。
2. MobileTogether Server のWeb UI でソリューショ
ンの作業用ディ
レクトリを設定します。[設定 | サーバー
側ソリューション作業ディレクトリ] 下のスクリーンショ
ット参照)。デザインのすべての相対パスはこの設定で指定
されたディ
レクトリに相対して解決されます。サーバーでのシミュレーショ
ンが正しく
作動するためには、参照されるファ
イルが保存されるディ
レクトリのパスを入力しなければなりません。

3. MobileTogether Designer でサーバー設定 が正確に設定されている。
4. MobileTogether Designer で[プロジェクト| ワークフローのシミュレーションのためにサーバーを使用する]
を選択する。
5. サーバーにアクセスするために必要な資格情報を確認された場合、user-name/password にroot/root
の組み合わせを入力するか、サーバーでのシミュレーショ
ンを実行するために設定した特権のある他のユーザーの資
格情報を入力します。ユーザーへの特権の割り当てに関しては「
MobileTogether Server ユーザーマニュアル」
を参照してく
ださい。
シミュレーショ
ンウィ
ンドウが開かれワークフローが実行されます。
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ファイルの場所
MobileTogether Server がシミュレーショ
ンに使用される場合、デザインにより参照されるファイルは、サーバー側ソリュー
ショ
ン作業ディ
レクトリとして指定されているディ
レクトリかこのディ
レクトリの子孫ディ
レクトリである必要があります。(作業用
ディ
レクトリの設定は MobileTogether Server 設定ページで行うことができます。)
絶対パスが使用される場合、ファイルは作業用ディ
レクトリまたは作業用ディ
レクトリの子孫ディ
レクトリに存在しなけ
ればなりません。
相対パスが使用される場合、パスは作業用ディ
レクトリに相対して解決されます。

シミュレーターの機能
[シミュレーター] ウィ
ンドウには次の機能があります:
左側の(シミュレーショ
ン)ペインはシミュレーショ
ンを表示します。シミュレーショ
ンペインのためのオプショ
ンは下で説明
されています。
右側の(ページソース) ペインはシミュレーショ
ンの展開中に変化するページソースを表示します。XML データペイ
(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

980

シミュレーション

サーバーでのシミュレーション

ンのためのオプショ
ンは下で説明されています。
シミュレーショ
ンの展開中 MobileTogether Designer GUI の[メッセージ] ペインは、発生しているすべてのアク
ティ
ビティ
のステップバイステップのレポートを作成します。ですから、ワークフローの展開の各ステップで何がおこってい
るのか確認することができます。これはデザインファイルのテストおよびデバッグを行うとても有益な機能です。
デザイナーのシミュレーショ
ンがサーバーとクライアントの両方のアクティビティに関してレポートを行う。
サーバーのシミュレーショ
ンはクライアントメッセージに関してのレポートを行う。
クライアントのシミュレーショ
ンはサーバーメッセージに関してのレポートを行う。
ユーザーインタラクショ
ンの有効化を必要とするコントロール。上のスクリーンショ
ットでは、例えば、コンボボックスが有
効化されています。
シミュレーショ
ンペインのオプショ
ン
[シミュレート] メニュー内とシミュレートツールバーアイコン
のスクリーンショ
ット) 。

でこれらのオプショ
ンを使用する事ができます (下

戻る: ページがサブページの場合、[戻る] をクリックするとサブページが閉じられます。ページがトップページの場合は、
シミュレーターが閉じられます。「戻る」ボタンのクリック時も参照してく
ださい。
送信: ページが最後のページではない場合、[送信] をクリックすると、次のページに移動します。ページが最後のペ
ージの場合は、ワークフローが終了されます。送信ボタンのクリック時 も参照してく
ださい。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

シミュレーション

サーバーでのシミュレーション

981

ページの更新: 基になるデータが変更されると、[ページの更新] が有効化されます。[ページの更新] をクリックす
ると、ページが更新されたデータと共に更新されます。
方向の変更: ビューを横長と縦長の方向に切り替えることができます。
タイマーの停止: タイマーが間隔で実行するに設定されており、アクショ
ンが指定された間隔で実行されるように定
義されている場合、[タイマーの停止] をクリックすることによりタイマー(結果的にアクショ
ン) を停止する事ができま
す。これによりこれらのアクショ
ンによるメッセージの多く
をクリアする事ができ、他のメッセージやワークフローの他の部分
を更に簡単に分析する事ができます。
サーバーアクセスの禁止: サーバーへのアクセスを無効化し、サーバーへの接続エラーの状況下でのソリューショ
ンの
振る舞いをテストする事ができます。クリックされると、ボタンは [サーバーへのアクセスの有効化ボタン] に切り替え
られます。詳細に関してはサーバー接続エラーを参照してく
ださい。
WiFi が音の状態でシミュレート: オンに切り替えられた場合、mt-connected-via-wifi は、XPath 拡
張関数をtrue() に設定し、オフに切り替えられた場合は、false() を返します。これにより、シミュレータは
WiFi へのアクセスが使用できる状態でのシミュレーショ
ンを行います。このように、WiFi へのアクセスを必要とするデ
ザインのシナリオをシミュレートすることができます。
LAN がオンの状態でシミュレート: オンに切り替えられた場合、mt-connected-via-lan は、XPath 拡
張関数をtrue() に設定し、オフに切り替えられた場合は、false() を返します。これにより、シミュレータは
LAN へのアクセスが使用できる状態でのシミュレーショ
ンを行います。このように、LAN へのアクセスを必要とする
デザインのシナリオをシミュレートすることができます。
AppStore App としてシミュレート: 有効化されると、静的グローバル変数 MT_IsAppStoreApp を
true() に設定し、無効化されるとfalse() に設定します。これにより
シミュレーショ
ンはこの変数の値の条件に
より実行されます。
カメラがオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、シミュレーターはデバイスのカメラ機能が使用できる
モノとして振る舞います。これによりカメラ機能を必要とするデザインシナリオをシミュレートすることができます。
ギャラリーがオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、シミュレーターはデバイスのギャラリー機能が使
用できるモノとして振る舞います。これによりギャラリーへのアクセス機能を必要とするデザインシナリオをシミュレートす
ることができます。
マイクがオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、シミュレーターはデバイスのマイクロフォン機能が使
用できるモノとして振る舞います。 これによりマイクへのアクセス機能を必要とするデザインシナリオをシミュレートするこ
とができます。
NFC がオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、mt-nfc-started XPath 拡張関数が
true() に設定され、オフに切り
替えられると、false() に設定されます。NFC が有効化され、NFC アクショ
ンを実行することができることをシミュレーターに示します。実際のNFC データは NFC サンプルファイルを介してシ
ミュレーターに提供されます。
GPS がオンの状態をシミュレートする:オンに切り替えられると、mt-geolocation-started XPath 拡
張関数がtrue() に設定され、オフに切り替えられると、false() に設定されます。シミュレーターがデバイスの
GPS ロケーター開始の通知を受け取ると、位置情報機能が使用できるものとしてソリューショ
ンを実行します。シ
ミュレーショ
ンのために位置情報を提供するために位置情報 XML ファイルを使用してダミーの位置情報を提供す
ることができます。
連絡先がオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、シミュレーターはデバイスのアドレス帳機能が使
用できるモノとして振る舞います。これによりアドレス帳へのアクセス機能を必要とするデザインシナリオをシミュレート
することができます。連絡先は サンプルファイルまたはMicrosoft Outlook 連絡先 からシミュレートされます。オプ
ショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンタブ内で使用するオプショ
ンを指定することができます。
カレンダーのシミュレーショ
ン: オンに切り替えられると、シミュレーターはデヴァイスのカレンダーが使用できるかのように
振る舞います。これにより、カレンダーへのアクセスを必要とするデザインのシナリオをシミュレートすることができます。カ
レンダーは サンプルファイルまたは Microsoft Outlook 連絡先 からシミュレートされます。オプショ
ンダイアログのシ
ミュレーショ
ンタブ内で使用するオプショ
ンを指定することができます。
電話がオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、シミュレーターはデバイスの電話機能が使用できる
モノとして振る舞います。 これにより電話へのアクセス機能を必要とするデザインシナリオをシミュレートすることができ
ます。
SMS がオンの状態をシミュレートする: オンに切り替えられると、シミュレーターはデバイスのSMS 機能が使用で
きるモノとして振る舞います。これによりSMS へのアクセス機能を必要とするデザインシナリオをシミュレートすること
ができます。
タブの順序の表示: オンに切り替えられていると、タブ順序のシーケンスの一部になるように定義されているコントロ
ールは、番号を含む青い丸でマークされています。番号はタブ順序シーケンス内のコントロールの位置を示していま
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す。
アプリに戻る場合をシミュレート(もう一度開く
): ページが開かれるとページの更新が行われるように定義されると
有効化されます。シミュレーショ
ン中にページが更新されます。
シミュレーショ
ンの再開: シミュレーショ
ンを再開します。
デフォルトオプショ
ンの設定: シミュレーショ
ンペインのオプショ
ンをデフォルトの設定にリセットします。
ページソースペインオプショ
ンと機能
これらのオプショ
ンは[ページソース] メニュー内とページソースツールバーで使用する事ができます。

[XPath の評価] をクリックすると、 XPath 式を評価することのできるXPath/XQuery 式の編集ダイアログを
開きます。XPath 式はシミュレーショ
ンの実行中、[スタイル&プロパティ
] ペインからも編集することができます。
[永続データをクリアして再開する] をクリックすると、永続データをクリアして、シミュレーショ
ンを再開することができ
ます。
ページソースペインでは、ツリーの一部をコピーしてツリーの他の箇所に貼り付けることができます。この機能は、DB
記録などのデータをコピーして、シミュレーショ
ンに更なるデータを追加するために役にたちます。コピーされたノードは
シミュレーショ
ンの間のみ使用することができます。
ページソースのノードを右クリックすると、そのノードのXPath ロケーター式を「XPath をコピーする」コンテキストメ
ニューコマンドを選択して、クリップボードにコピーすることができます。
メモ:

サーバーに接続する際に問題が生じる場合、サーバーの設定を確認してく
ださい。手順については
「
MobileTogether Server ユーザーマニュアル」
を参照してく
ださい。

シミュレーター内のページソースの XML ツリーを編集する
シミュレーター内のツリーは、多種のページソースのXML データを表示し、シミュレーショ
ンが展開中にこれらの値がどのように
変化するかを表示します。シミュレーター内で切り取り/
コピー/
貼り付け/
削除とドラッグアンドドロップを使用して、XML ツリ
ーを直接編集します。(XML ツリーのコンテキストメニュー内の編集コマンドを使用することができます。) シミュレーショ
ンペイ
ンは即時変更されたデータを表示します。この機能により、異なる手動で入力されたデータを含む変更されたXML データ
構造と共にソリューショ
ンをテストします。結果、ソリューショ
ンはより徹底してテストされ、テストはシミュレーショ
ン内で素早く
実
行することができます。
シミュレーター内のXML ツリーのコンテキストメニュは、以下の機能を提供します:
XML のロード: (XML ツリーと同じ構造と要素を持つ) 外部 XML ファイルをXML ツリーにロードします
XML の保存: XML ツリーの構造とデータを希望する場所に保存します。
XMLSpy 内での表示: Altova XMLSpy プログラム内でXML ツリーを開きます。
このツリーをベースにした $XML 構造: ページソースの構造をシミュレーター内のXML ツリーの構造に上書きし
ます。

サーバー IP アドレスとネットワーク ファイアーウォールの設定
使用中のサーバーは (インターネットを介してアクセスすることのできる) 公開されたIP アドレス、および/
または (例え
ば、企業内ネットワーク内のWiFi など、プライベートのネットワーク内でアクセスすることのできる) プライベートのIP ア
ドレスを持つことができます。もし、モバイルクライアントデバイスがインターネットにサーバーのプライベートのIP アドレスを
使用して、アクセスした場合、アクセスはうまく
いきません。これは、プライベートのIP アドレスは、インターネット上では知
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られておらず、解決することができないからです。クライアントデバイスが、プライベートのIP アドレスを使用する場合、ク
ライアントデバイスはプライベートネットワークへのアクセスを既に取得している必要があります。
サーバーへのアクセスを確実にするために、以下を行ってく
ださい:
インターネットを介してアクセスできるように、サーバーに公開されたIP アドレスを与えます。クライアントデバイス
では、この公開されたIP アドレスを使用してサーバーにアクセスします。
ファイアーウォールを使用しており、MobileTogether Server をサーバーにプライベートIP アドレスを使用し
て(プライベートのネットワーク内に) インストールする場合、ネットワークのファイアーウォールを使用して、公開さ
れたIP アドレス/
ポートの組み合わせに送信されたリクエストを使用中のMobileTogether Server サーバ
ーに転送します。クライアントデバイスでは、公開されたIP アドレスを使用してく
ださい。
MobileTogether Client 通信のために使用されるサーバーポートが使用されてサーバーへのアクセスが許可されるよう
にファイアーウォールが構成されていることを確認してく
ださい。MobileTogether Server で使用されるポートは、
MobileTogether Server のWeb UI の設定ページで指定することができます。(MobileTogether Server ユー
ザーマニュアルを参照してく
ださい)。クライアントデバイスでは、これはアクセスするサーバーポートとして指定されている
必要があります。
ヒント: ポート80 はデフォルトで通常ほとんどのファイアーウォールに対して開かれています。ですから、ファイアーウォール
の設定で問題があり、ポート80 が他のサービスにバインドされていない場合、ポート80 をクライアントとの通信用の
MobileTogether Server ポートとして指定することができます。
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このシミュレーショ
ンメソッドでは、MobileTogether Designer をサーバーとして使用し、モバイルデバイスでワークフローを
実行します。[メッセージ] ペインにサーバーメッセージをレポートします。クライアントでのシミュレーショ
ンでは、ワイアレスLAN
で PC に接続できることを前提としています。以下の手順でクライアント(クライアント上でのシミュレーショ
ン) でトライアルラン
を行ってく
ださい:
1. クライアント: 新しいサーバーの設定
1. MobileTogether をクライアントで開始して、[設定 | サーバー] アイコンをクリックします。
2. 新しいサーバーを追加して、すべての関連するデータを入力しま。(サーバーアドレス、ポート番号、(8083 は
クライアントへのアクセスのデフォルトのサーバーポートです)、ユーザー名およびパスワード)。
3. サーバー設定を保存します。

2. PC: シミュレーションの開始
1. MobileTogether Server がPC で実行されていて、デザイナーと同じポートを使用される場合、サービスを
停止します。
2. MobileTogether Designer で[ツール | オプション]を選択して、[クライアントのトライアルラン] タブをクリッ
クし、クライアントが使用するポート番号を入力します(8083 がデフォルトです)。
3. クライアントでテストする(.mtd) ファイルを開きます。
4. [プロジェクト| クライアント上のトライアルラン] を選択します。これによりページソースとデータ構造を表示す
るダイアログボックスが開かれます。

3. クライアント: シミュレーションの実行
1. また開始されていない場合、モバイルデバイスでMobileTogether Client アプリを開始します。 PC で現
在開かれているデザインファイルのみがこの種類のシミュレーショ
ンを使用するモバイルクライアントで(ソリューショ
ンとして) 閲覧することができます。
2. PC でソリューショ
ンを開始するか確認するプロンプトが表示されます。[はい] をクリックします PC のダイアログ
ボックスにツリー構造が表示されます。少しすると、ソリューショ
ンがクライアントで実行されます。
3. [前へ/
戻る] をクリックして現在のソリューショ
ンを中止することができます。ソリューショ
ンの中止を確認するプロ
ンプトが表示されます。[はい] をクリックします。
メモ:

クライアントでのシミュレーショ
ンで、デザインファイルは 1 つのクライアントでのみで使用できます。

シミュレーションする言語
デザイナーとサーバーのためのシミュレーショ
ンする言語は [プロジェクト| シミュレーションする言語] コマンドで選択しま
す。クライアントシミュレーショ
ンの言語は、シミュレーショ
ンが実行されるモバイルデバイスの言語と同じです。

シミュレーター内のページソースの XML ツリーを編集する
シミュレーター内のツリーは、多種のページソースのXML データを表示し、シミュレーショ
ンが展開中にこれらの値がどのように
変化するかを表示します。シミュレーター内で切り取り/
コピー/
貼り付け/
削除とドラッグアンドドロップを使用して、XML ツリ
ーを直接編集します。(XML ツリーのコンテキストメニュー内の編集コマンドを使用することができます。) シミュレーショ
ンペイ
ンは即時変更されたデータを表示します。この機能により、異なる手動で入力されたデータを含む変更されたXML データ
構造と共にソリューショ
ンをテストします。結果、ソリューショ
ンはより徹底してテストされ、テストはシミュレーショ
ン内で素早く
実
行することができます。
シミュレーター内のXML ツリーのコンテキストメニュは、以下の機能を提供します:
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XML のロード: (XML ツリーと同じ構造と要素を持つ) 外部 XML ファイルをXML ツリーにロードします
XML の保存: XML ツリーの構造とデータを希望する場所に保存します。
XMLSpy 内での表示: Altova XMLSpy プログラム内でXML ツリーを開きます。
このツリーをベースにした $XML 構造: ページソースの構造をシミュレーター内のXML ツリーの構造に上書きし
ます。
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位置情報設定ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) により、デザイナーとサーバーシミュレーショ
ンのためのXML ファイルか
ら位置情報を指定することができます。シミュレーショ
ンはモバイルデバイスを使用せず、使用できる位置情報がないため、
位置情報はこの方法で指定される必要があります。
位置情報設定ダイアログはシミュレーターダイアログからアクセスすることができます:
1. [プロジェクト| ワークフローのシミュレーション(F5)] または [プロジェクト| ワークフローのシミュレーションにサ
ーバーを使用 (Ctrl+F5)] をクリックして、シミュレーターダイアログにアクセスします。
2. シミュレーショ
ンダイアログ内で、左下にある[位置情報] ボタンをクリックします (下のスクリーンショ
ット)。ここで指定
された設定は デザイナーおよびサーバーのシミュレーショ
ン両方に使用されます。
メモ:

位置情報アクショ
ンがデザインで使用されない場合、[位置情報] ボタンは表示されません。

位置情報の設定
以下の位置情報の設定を行うことができます:
位置情報 XML ファイル: シミュレーショ
ンのためのデフォルトの位置情報を含みます。XML ファイルは下にリスト
される構造を持つ必要があります。[参照] ボタンにより、ファイルを参照することができます。[更新] ボタンにより
XML ファイルの位置情報データを読み込み、ダイアログの下の部分の位置情報値ペインに入力することができま
す。デフォルトのファイルは、位置情報のトラッキングの開始 アクショ
ンにより指定された位置情報シミュレーショ
ンファ
イルによりオーバーライドされます。
自動的に移動: 自動的に移動が有効化されていると、XML ファイル内の各位置情報ファイルは順番にシミュレ
ーショ
ン中に読み込まれます。各位置情報の読み込みの間隔を指定することができます。自動的に移動が指定さ
れていない場合シミュレーショ
ンダイアログの左下の、[前に] または [次に] ボタンをクリックして、シミュレーショ
ン中に
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位置情報を変更することができます。これらの位置情報の値はシミュレータのみで実行することができます。これらの
値は、デザイン内でアクショ
ンが明示的に指定されている場合、($GEOLOCTION ツリーを含む) データソースツリー
ノードにパスされます。
マップでロケーショ
ンを表示する: マップでの位置情報の表示アクショ
ンが実行されると、どのマップアプリケーショ
ンが
Web ブラウザーで開かれるかを選択します。

位置情報 XML ファイル構造
MobileTogether Designer が、正確に位置情報を読み込むために、XML ファイルは下にリストされている構造に類似
している構造を持つ必要があります。属性は省略または属性の値は空の文字列である場合があります。しかし、//
Location/Latitude と//Location/Longitude 属性は存在しなく
てはなりません。
位置情報 XML ファイルのサンプル構造
このサンプルは展開されたGeolocation 要素を表示しています。Location とAddress 要素の全ての属性
が使用されているわけではありません。属性の完全なリストは次のリストを参照してく
ださい。緯度と経度の値の構文
フォーマットに関しては、下の位置情報入力文字列フォーマットのセクショ
ンを参照してく
ださい。
<Root>
<G eolocations>
<G eolocation nam e="B uckingham Palace">
<Location
Latitude="51.501364"
Longitude="-0.14189"
Provider="gps"
/>
<Address
AddressLines="B uckingham Palace
C onstitution H ill
London
SW 1A
England"
Locality="London"
SubLocality="W estm inster"
C ountryN am e="U nited Kingdom "
C ountryC ode="G B "
PostalC ode="SW 1A"
Adm inArea="England"
SubAdm inArea="London"
FeatureN am e="B uckingham Palace"
Thoroughfare="C onstitution H ill"
/>
</G eolocation>
<G eolocation/>
...
<G eolocation/>
</G eolocations>
</Root>

位置情報 XML ファイルの全ての属性
<Root>
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<G eolocations>
<G eolocation nam e="">
<Location
AccuracyHorizontal=""
AccuracyVertical=""
Altitude=""
Latitude=""
Longitude=""
M agneticHeading=""
Provider=""
Speed=""
Tim e=""
/>
<Address
AddressLines=""
Adm inArea=""
CountryCode=""
CountryNam e=""
FeatureNam e=""
Locality=""
Phone=""
PostalCode=""
Prem ises=""
SubAdm inArea=""
SubLocality=""
SubThoroughfare=""
Thoroughfare=""
Url=""
/>
</G eolocation>
</G eolocations>
</Root>

位置情報入力文字列フォーマット:
位置情報入力文字列は空白で区別された緯度と経度 (この通りの順番) を含む必要があります。緯度と経度は以
下のフォーマットをとることができます。組み合わせることも可能です。緯度が１つのフォーマットで、経度が他のフォーマッ
トをとることができます。緯度の値の範囲は +90 から-90 (北 から南) です。経度の値の範囲は +180 から180
(東 から西)です。
メモ: 単一およびダブル引用符が入力文字列引数を区切るために使用されていると、使用されている単一およびダブ
ル引用が、それぞれ、分の値と秒の値、不一致をもたらします。この様な場合、分の値と秒の値を表すための使用され
ている引用符は、ダブルにしてエスケープされる必要があります。このセクショ
ンのサンプルでは、入力文字列を区別する
ために使用されている引用符は黄色い(") でハイライトされており、エスケープした単位インジケーターは青い("") で
ハイライトされています。
度、分、10 進の秒、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
サンプル: 33°55'11.11"N 22º44'66.66"W

度、分、10 進の秒、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"
サンプル: 33°55'11.11" -22°44'66.66"

度、分、10 進の分、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
サンプル: 33°55.55'N 22°44.44'W

度、分、10 進の分、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'
サンプル: +33°55.55' -22°44.44'

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

シミュレーション

位置情報の設定

989

10 進の度、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D.DDN/S

D.DDW/E
22.22W

サンプル: 33.33N

10 進の度、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D.DD

+/-D.DD
-22.22

サンプル: 33.33

フォーマットの組み合わせのサンプル:
33.33N -22°44'66.66"
33.33 22°44'66.66"W
33.33 22.c
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NFC タグの検出をシミュレートする場合、(デスクトップマシンがのためにNFC が有効化されていないため) NFC タグの代
わりにNFC サンプルファイルを使用する必要があります。シミュレーショ
ンペインの下の「NFC サンプル」ボタンをクリックし
て、NFC サンプルファイルを参照します。NFC サンプルファイルは、以下に表示される構造が必要です。
NFC サンプルファイルのためのテンプレート
<Root>
<NFCS>
<NFC nam e="Text" tooltip="sends a wellknown text 'This is m y text'">
<Root>
<Tag Id=""/>
<NdefMessage
CanMakeReadOnly=""
IsWriteable=""
MaxSize=""
Type="">
<NdefRecord
Id=""
TypeNameField=""
RecordTypeDefinition=""
Type=""
Text=""
Language=""
URI=""
Payload=""
MimeType=""
ExternalDomain=""
ExternalPackageName="">
<NdefRecord />
</NdefRecord>
<NdefRecord />
...
<NdefRecord />
</NdefMessage>
</Root>
</NFC>
<NFC/>
...
<NFC/>
</NFCS>
</Root>

上のリストに表示されているとおり、各要素は複数のレコード(NdefRecord 要素)を含む単一メッセ
ージ (NdefMessage 要素)に対応しています。
各サンプルファイルは複数のメッセージを持つことができます。NFC サンプルファイルがシミュレー
ションで使用するために選択されると、現在選択されているメッセージのインデックスがシミュレーター
に表示されます (下のスクリーンショット参照)。更に、メッセージ番号にカーソルをポイントすると、ヒン
トが表示されます (スクリーンショットを参照してください)。このヒントは、メッセージの NFC/
@tooltip 属性の値です。新規のメッセージを現在のメッセージとして設定するには、「
前へ」と「次
へ」ボタンを使用してください (スクリーンショットを参照してください)。
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NFC サンプルファイルからメッセージデータを読み取る
NFC サンプルファイルから特定のメッセージを$MT_NFC ツリーに読み取るには、以下をおこないます:
1. (NFC を開始するアクショ
ンをトリガーして) NFC を開始します。
2. NFC サンプル をクリックして、ファイルを参照してNFC サンプルファイルを指定します。
3. NFC サンプルファイルから読み取るメッセージの番号が現在表示されているメッセージ番号 (上のスクリーンショ
ッ
ト、番号 2)であることを確認してく
ださい。
4. このメッセージ番号をクリックして、ファイル内のメッセージデータが読み取られ、$MT_NFC ツリーにロードされます。
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プッシュ通知のシミュレーション

プッシュ通知 (PN) には以下に関連下データが含まれています: (i) プッシュ通知の短いメッセージ。(ii) プッシュ通知の長
いメッセージ。 (iii) プッシュ通知のペイロード。ソリューショ
ンの送信と受信は1つで同じソリューショ
ンです。シミュレーショ
ン内
での送信と受信間のデータの転送は1つのシミュレーショ
ン内で行われます。この場合のシミュレーショ
ンはわかりやすいです。
しかしながら、ソリューショ
ンの送信と受信が異なる場合、シミュレーショ
ンのメカニズムは以下のとおりです: ソリューショ
ンの送
信のシミュレーショ
ン中に送信されるプッシュ通知データは MT プッシュ通知シミュレーショ
ンファイル(.mtpnsim 拡張子を
持つ)に記録されます。ソリューショ
ンの受信がシミュレートされる場合、.mtpnsim ファイルをロードすることができます。シ
ミュレーターは .mtpnsim ファイル内にプッシュ通知データのセットを表示します。また、シミュレートすることを希望するプッ
シュ通知を選択することができます。

プッシュ通知シミュレーションデータの記録
ソリューショ
ンの送信をシミュレート中にプッシュ通知を送信するイベントをトリガーする場合、下に表示されるダイアログが表
示されます。

メモリにプッシュ通知データを記録するには、「記録」をクリックします。メモリに複数のプッシュ通知をこの方法で記録すること
ができます。シミュレーショ
ンを閉じる場合、記録されたプッシュ通知はメモリ内に存在しますが、ファイルに保存されていないこ
とに注意してく
ださい。
ソリューショ
ンファイルを保存、または、閉じる場合、メモリ内に保存されていない記録されたプッシュ通知データが存在すること
を通知され、このデータをファイルに保存するかどうかが問われます。「はい」を選択すると、メモリ内の記録されたプッシュ通知
データの異なるセットがソリューショ
ンとして同じフォルダー内のMT プッシュ通知シミュレーショ
ンファイルに保存されます。この
ファイルは次のパターンで名前が付けられます: YourSolutionName.mtpnsim。追加のプッシュ通知は現在の、また
は、シミュレーショ
ンの次のシミュレーショ
ン中に同じファイル内に保存されます。ファイル内のプッシュ通知データのセットはプッ
シュ通知の記録日時である名前と共に識別されます。

シミュレーターに記録されたシミュレーションデータをロードする
記録されたプッシュ通知シミュレーショ
ンデータをMT プッシュ通知シミュレーショ
ンファイル(.mtpnsim ファイル) からロード
するには、ソリューショ
ンの受信 (MTD ファイル) を開始し、シミュレーターのツールバー内のプッシュ通知 アイコン
を
クリックします。記録されたプッシュ通知 (シミュレーショ
ン) の管理ダイアログが表示されます(下のスクリーンショ
ットを参
照)。「ファイルからロードする」をクリックしロードする.mtpnsim ファイルを参照し、「開く」をクリックします。このファイル
内の記録されたプッシュ通知データはダイアログとメモリ内にロードされます (スクリーンショ
ットを参照) 。 MTD ファイルに
自動的に保存されないことに注意してく
ださい。MTD ファイルを保存せずに再ロードした場合、記録されたプッシュ通知デ
ータを.mtpnsim ファイルから再ロードする必要があります。「ファイルに保存する」をクリックして、MTD ファイルに記録
されたプッシュ通知データを保存します。これにより.mtpnsim ファイルに再ロードすることを回避できます。プッシュ通知デ
ータを他の.mtpnsim ファイルからロードした場合、メモリ内のプッシュ通知データを新しいデータが上書きします。MTD
ファイル内の記録されたプッシュ通知データを上書きするには、このダイアログ内の「ファイルに保存する」をクリックします。
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記録されたプッシュ通知 (シミュレーショ
ン) の管理ダイアログ内で(上のスクリーンショ
ット)、各記録されたプッシュ通知は個
別のラインに名前、短いメッセージデータ、長いメッセージデータ、ペイロードの情報別に表示されています。プッシュ通知の順
序を(右上の)「上に移動」と「下に移動」ツールバーアイコンをクリックすることにより変更することができます。「削除」ツ
ールバーアイコンをクリックしてプッシュ通知を削除することもできます。簡単に識別するためにプッシュ通知の名前を編集する
こともできます。これを行うには、名前をダブルクリックして編集します。ダイアログ内での変更はメモリ内で行われます。MTD
ファイルに変更を保存するには、ファイル「ファイルに保存する」をクリックします。
シミュレーショ
ン内で使用されているプッシュ通知を選択するには、シミュレーターツールバー内のプッシュ通知 アイコン
のドロップダウン矢印をクリックします。これにより現在メモリ内に存在する全てのプッシュ通知のリストが表示されます
(下のスクリーンショ
ットを参照)。プッシュ通知の表示の順番は記録されたプッシュ通知 (シミュレーショ
ン) ダイアログの現在
の順序と同じです (上のスクリーンショ
ットと下のスクリーンショ
ットを比較してく
ださい)。

このリストからプッシュ通知を選択すると、選択されたプッシュ通知が受信された状態をソリューショ
ンはシミュレートします。他
のプッシュ通知の受信をシミュレートするには、ドロップダウンリストから新規のプッシュ通知を選択してく
ださい。
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連絡先のサンプルファイル

デバイスのアドレス帳をシミュレートするには、下にリストされるXML 構造を持つ連絡先ファイルのサンプルを使用することが
できます。オプショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンペイン内で、シミュレーショ
ンのために、連絡先の読み取りアクショ
ン。また
は、シミュレーショ
ンのためにMicrosoft Outlook の連絡先を使用することができます。どちらかの設定を使用するか指定
する設定は、オプショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンペイン内です。
サンプルアドレス帳のためのテンプレート
<?xm lversion="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Root>
<Contact Id="">
<Nam e Prefix="" First="" M iddle="" Last="" Suffix=""/>
<Im age Im age=""/>
<Address Description="" Country="" PostalCode="" City="" Street=""/>
<JobInfo Title="" Com pany="" Departm ent=""/>
<Phone Description="" Num ber=""/>
<Em ailDescription="" Address=""/>
<W ebsite Description="" URL=""/>
<Note Note=""/>
</Contact>
<Contact/>
...
<Contact/>
</Root>
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カレンダーのサンプルファイル
デバイスのカレンダーをシミュレートするには、下のリストで示されるXML 構造を持つサンプルカレンダーファイルを使用するこ
とができます。 オプショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンペイン内でカレンダーへのアクセスアクショ
ンを含むシミュレーショ
ンのために
このファイルが使用されるように指定することができます。オプショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンペイン内で使用される2つの選
択肢を指定する設定です。
カレンダーファイルのためのテンプレート
<?xm lversion="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Root>
<Calendar Id="1" Nam e="Business">
<Event Id="1" Title="Q uarterly M eeting" Start="2018-04-04" End="2018-04-04" AllDay="1"
Location="M eeting Room 2">
<Attendee Nam e="Bob" Status="Accepted" Type="Required" Relationship="Speaker"/>
</Event>
<Event Id="1" Title="New Custom er Lunch" Start="2018-05-14T12:30:00" End="2018-0514T14:00:00" Location="SushiRestaurant">
<Attendee Nam e="Alice" Status="Accepted" Type="O ptional" Relationship="Attendee"/>
</Event>
</Calendar>
<Calendar Id="2" Nam e="Private">
<Event Id="1" Title="Fam ily Dinner" Start="2018-05-18T19:00:00" End="2018-05-18T23:00:00"
Location="Hom e"/>
<Event Id="2" Title="Sum m er Vacation" Start="2018-07-09" End="2018-07-22" AllDay="1"
Location="Hom e"/>
</Calendar>
</Root>

メモ: Microsoft Outlook カレンダーでは、参加者のステータスはイベントの企画者のみが閲覧する
ことができます。イベントを企画しない限り、参加者のステータスを確認することができないこ
とに注意してください。
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サービストリガーのシミュレーション

サーバーサービスがシミュレートされると、サービスのために定義されているアクショ
ンが実行されます。$MT_SERVICE ペー
ジソースツリーをアクショ
ンが使用する場合、このシミュレーショ
ンのために、ツリー内にデータを手動で作成する必要がありま
す。これは、実際のしなりをでは、$MT_SERVICE ページソース内でデータはランタイムにサービスのトリガー情報から生成さ
れます。データはシミュレーショ
ン中には生成されません。
$MT_SERVICES ページソースの構造
<Root>
<Triggers>
<File name="" filename="" reason=""/>
<URL name="" url=""/>
<Timer name=""/>
</Triggers>
</Root>
$MT_SERVICE ツリ
ー内のデータを以下のようにシミュレーショ
ンのために作成することができます:

1. 通常通りシミュレーショ
ンを開始します: デザイナーまたは サーバー。トリガー設定のためのサービスのシミュレーショ
ンダイアログが表示されます。
2. このダイアログには、トリガーの各型のためのペインが含まれています。(下のスクリーンショ
ット内では、ファイルシス
テムトリガーのためのペインが表示されています)。(追加 アイコンをクリックして)シミュレートする個別のトリガーの
ためにエントリを入力します。(エントリを追加しない場合、$MT_SERVICE ページソースのノードはシミュレーショ
ン
中は空白になります。サービスアクショ
ンの定義のXPath 式がページソースからノードにアクセスする場合、
$MT_SERVICE ツリ
ーにデータが含まれているかは関連しません)。
3. トリガーのアクショ
ンと共にシミュレートする値を入力します。各トリガーは Name 属性により識別されます。例えば、
下のスクリーンショ
ット内では、 ファイルシステムトリガーのために3つの値を入力することができます。これらは
$MT_SERVICE ツリ
ーのFile 要素の属性の値に伝達されます (上の $MT_SERVICE ツリーの構造を参照
してく
ださい )。シミュレーショ
ンのためにサーバーを使用する場合、トリガーのために入力する名前がサーバー上のト
リガーの名前に一致することを確認してく
ださい。

4. ダイアログの表示無しにこれらの値を次のサービスのシミュレーショ
ンで使用するには、ダイアログの下にあるこのダイ
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アログの表示 オプショ
ンのチェックを解除します。(シミュレーショ
ンの開始時にこのダイアログを表示するには、オプ
ショ
ンダイアログのシミュレーショ
ンタブに移動し(「ツール | オプション」) サービスのシミュレーショ
ン時にトリガーの
ためのダイアログを表示 オプショ
ンをチェックします。.
5. 「OK」をクリックします。(上記の)サービスはダイアログ内で指定された$MT_SERVICE ページソースの値を使用
して、シミュレートされます。
サービスの作成方法に関する説明に関しては、サーバーサービスのセクショ
ンを参照してく
ださい。
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15.10 メッセージ ペイン
ソリューショ
ンの進行中に、MobileTogether Designer GUI の[メッセージ] ペインにソリューショ
ンに関連するすべての
アクティ
ビティ
に関するステップバイステップのレポートが表示されます。ワークフローの進行の各ステップで何が起こっているかを
明確に確認することができます: サーバーで何が実行されているか、クライアントで何が起こっているか、アクショ
ンのフローの順
序、また、アクショ
ンの実行の理由など。サーバーとクライアントアクショ
ンは異なる背景色で表示されます。エラーはフラッグさ
れ、また警告およびトレースも表示されます。これらはすべて必須であり、デザインファイルをテストおよびデバッグする際にとて
も役に立ちます。
デザイナーでのシミュレーショ
ンはサーバーとクライアントのアクティ
ビティ
についてレポートします。
サーバーでのシミュレーショ
ンはクライアントメッセージをレポートします。
クライアントでのシミュレーショ
ンはサーバーメッセージをレポートします。
下のスクリーンショ
ットはエラー無く
終了したシミュレーショ
ンを表示しています。ワークフローの各ステップで、サーバーおよび/
また
はクライアントで起っているアクショ
ンの詳細についてのメッセージおよび異なる実行にかかった時間が表示されます。サーバーと
クライアントのログメッセージは異なる背景色で表示されており、(下のスクリーンショ
ットでは、それぞれ緑とピンクでハイライト
されています)。多種のアクティ
ビティ
がどこで起きているかを素早く
確認することができます。(背景色は好みによって変更する
ことができます)。[メッセージ] ペインのリンクから、デザインまたは[ページソース] ペインの関連するコンポーネントに移動するこ
とができます。メッセージの上にマウスをポイントすると、特定のワークフローのアクティ
ビティ
についての追加の情報がポップアップ
します。シミュレーショ
ンが終わると、エラーと警告の要約が表示されます (下のスクリーンショ
ットでハイライトされています)。

エラーが発生した場合、赤いアイコンでフラグが付けられます (下のスクリーンショ
ット参照)。

詳細はユーザーインターフェイス> [メッセージ] ペインのセクショ
ンを参照してく
ださい。
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埋め込まれた Web ページソリューション
埋め込まれた Web ページソリューションは Web ページ内で埋め込まれるソリューショ
ンです。事実上、Web ページ
のHTML コードには、ソリューショ
ンがロードされるIFrame 要素が含まれています。Web ページと埋め込まれたソリュー
ショ
ン間で、JavaScript を使用してデータを転送することができます。ソリューショ
ンは MobileTogether Server と通常
通り相互作動し、JavaScript メカニズムを介して、Web ページに通信を返すことのできるMobileTogether Server
からデータを受信します。
下の左下の図は、どのように埋め込まれたソリューショ
ンが埋め込まれたWeb ページとMobileTogether Server と相互
作用するかを示しています。右下のスクリーンショ
ットは、埋め込まれたソリューショ
ンが含まれる(緑の枠で囲まれた) Web
ページを表示しています。
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このセクショ
ンは以下のように整理されています:
Web ページにソリューショ
ンを埋め込むでは、iframe 要素にソリューショ
ンをロードする方法。について説明され
ています。また、自身で試すための完全な HTML コードリスティ
ングが含まれています。
ページとソリューショ
ン間の通信: Web ページ内の埋め込まれたソリューショ
ンに加え、通信と異なるコンポーネント
間の通信も有効化する必要があります。Web ページは IFrame 内のソリューショ
ンとの通信が可能である必要
があります。JavaScript を使用して、メッセージをIFrame にポストし、メッセージからIFrameへ返すためリッスン
します。IFrame 自身内では、データはソリューショ
ンとMobileTogether Server 間で通信されます。セクショ
ン
ポスティ
ング: Web ページからソリューショ
ンへでは、Web ページから、IFrame へ、MobileTogether Server
への通信について説明されています。セクショ
ンリッスン: ソリューショ
ンからWeb ページへは、MobileTogether
Server からIFrame へ、Web ページへの通信の方法について説明しています。
認証: MobileTogether Server 上のワークフローにアクセスを試みる通信はすべて認証される必要があります。
このセクショ
ンでは、埋め込まれたソリューショ
ンが使用することのできる認証の型について説明されています。
JSON Web Tokens (JWT) を介した認証 は埋め込まれたソリューショ
ン特有の認証の種類です。これによ
り、これらのソリューショ
ンが既存のネットワークとシステムに手軽に統合さるます。
サンプル: このセクショ
ンには、埋め込まれたWeb ページソリューショ
ンを使用するHTML ページのコードリストが含
まれており、Web ページとサーバー間の通信の詳細が説明されています。

役に立つデザインの仕組み
次のデザインの仕組みは、Web ページソリューショ
ン機能のための重要な機能のため重要な機能を提供します:
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ソリューショ
ンのページの埋め込まれたメッセージ ページイベントは Web ページからメッセージをピックアップします。
$MT_EMBEDDEDMESSAGE JSON ページソースは、取得されたデータを構造化された書式に保存します。
文字列にロードアクショ
ンは、シリアル化された文字列を解析し、ページソース内にシリアル化が解除された構造を
配置します。JSON ノード内のXML 文字列のシリアル化を解除し、ページソースを作成する際に役に立ちます。
文字列に保存 アクショ
ンはページソースをシリアル化し、ページソース内に結果する文字列を他のページソースノード
に配置します。
埋め込まれたメッセージをバックするアクショ
ンは、シリアル化されたJSON 文字列を現在のソリューショ
ンにロードし
たIFrame に送信します。
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Web ページにソリューションを埋め込む
Web ページ内に1つ、または、複数のMobileTogether ソリューショ
ンを埋め込むことができます。各ソリューショ
ンは
HTML IFRAME 要素内に埋め込まれています。 埋め込むには、以下を行ってく
ださい:
1. ソリューショ
ンを表示するWeb ページ内の場所にHTML IFRAME 要素を追加します(下のサンプルを参照して
く
ださい)。
2. IFRAME のsrc 属性をMobileTogether Server 上で埋め込むためのソリューショ
ンのURL に設定します
(下のリスティングを参照してく
ださい)。
<ifram e src="http://localhost:8083/run?d=/public/m y-m t-solution" fram eborder="0"></
ifram e>

HTML ページがロードされると、そのIFRAME 要素 はターゲットとされたソリューショ
ンをロードします。IFrame は
MobileTogether Server にアクセスするため3つの認証に関連したシナリオを使用することができます:
匿名のアクセス: MobileTogether Server 上でソリューショ
ンへの匿名のアクセスが有効化されている場合、
IFrame 上でソリューショ
ンは直接表示されます。 ユーザーの認証は必要とされません。匿名のアクセスを設定す
るには、サーバーに対して以下を行う必要があります (i) 匿名ログインの許可 (サーバー モバイルクライアントポ
ートのための設定を参照)、(ii) (ワークフローのコンテナーのパーミッショ
ンを設定 をcontainer=read と
workflow=read,use の最小値に設定すること
で)ソリューショ
ンの匿名の使用を許可します。
ユーザーログイン: 匿名のユーザーログインがサーバー上で有効化されていない場合、ユーザーは
MobileTogether Server ログイン資格を提供するように問われます。ユーザーがターゲットとされたソリューショ
ン
にアクセスするパーミッショ
ンを有する場合、ソリューショ
ンMobileTogether Server からWeb ページの
IFrame にダウンロードされます。
JWT 認証: MobileTogether Server 認証システム外のシステム内でユーザーが認証され、JSON Web
Tokens (JWT) を介して、MobileTogether 固有の認証を必要とせず、JWT MobileTogether Server
に認証の情報がパスされます。認証はロードするためのターゲットとされたソリューショ
ンを有効化します。

サンプル: 埋め込まれたソリューションを含むシンプルな Web ページ
下にリストされるHTML コードは、ソリューショ
ンを埋め込むためにどのようにIFRAME 要素が使用されるかを示していま
す。埋め込まれたソリューショ
ンを含むHTML ページのスクリーンショ
ットがその下に表示されています。ソリューショ
ンは(緑の
枠で)囲まれています。このリスティ
ングで使用されるサンプルは About という名前のサンプルです。これは、
MobileTogether Server 内にパッケージされており、サーバーのPublic コンテナーにデフォルトで存在しています。この
ソリューショ
ンをソリューショ
ン内に正確に埋め込むために、About ワークフローの匿名のアクセスを許可するようにサーバーを
セットアップする必要があります。この機能を試すには、下のHTML コードをコピーし、ファイルに保存し、ファイルをブラウザー
から開きます。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Webpage containing an embedded solution</title>
</head>
<body>
<h1>Webpage containing an embedded solution</h1>
<p>The embedded solution is loaded into an IFrame, which is located
immediately below this paragraph.</p>
<div class="resize">
<iframe src="http://localhost:8083/run?d=/public/About"
frameborder="0"></iframe>
</div>
</body>
</html>
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src 属性内のURL は、次のパターンを解決する必要があり
ます: http://<serveraddress>:<serverport-for-client>/
run?d=/<path-to-container>/<solution-nam e>

完全なリスティング (IFrame のサイズを調整するための CSS スタイルが含まれます)
<!DO CTYPE htm l>
<htm l>
<head>
<title>W ebpage containing an em bedded solution</title>
<style>
.resize {
position:relative;
padding-bottom :56.25%;/* proportion value to aspect ratio 16:9 (9/16 = 0.5625 or 56.25%) */
padding-top:30px;
height:auto;
/* alternatively,try a value of 0 */
overflow:hidden;
}
.resize ifram e {
position:absolute;
top:0;
left:0;
width:100%;
height:100%;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>W ebpage containing an em bedded solution</h1>
<p>The em bedded solution is loaded into an IFram e,which is located im m ediately below this paragraph.
CSS style properties are used to resize the IFram e according to window dim ensions so that the IFram e's
aspect ratio is m aintained at 16:9.</p>
<div class="resize">
<ifram e src="http://localhost:8083/run?d=/public/About" fram eborder="0"></ifram e>
</div>
</body>
</htm l>
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Web ページとサーバー間の通信

Web ページにソリューショ
ンが埋め込まれる理由のひとつは、Web ページと埋め込まれたソリューショ
ンの間でデータを交換
し、MobileTogether Server を使用してソリューショ
ンが入力データを処理し、Web ページに結果を返すためにです。
典型的なシナリオは以下のとおりです:
1. ユーザーは HTML Web ページのフォームにデータを入力します。
2. このデータは(Web ページのIFrame に現在ロードされている)ソリューショ
ンに通信されます。
3. ソリューショ
ンでは、通常データの処理が行われるソリューショ
ンのMobileTogether Server 上のワークフロー
にデータが送信されます。
4. (i) ソリューショ
ンの一部として表示することのできる、および/
または (ii) 表示のために、または、更なる処理のため
にWeb ページに返す IFrame に結果が返されます。
メモ:

この機能の詳細では、用語 (IFrame 内に表示される)ソリューショ
ン と(サーバー上にデプロイされるデザイン)ワ
ークフロー が区別されていることに注意してく
ださい。

段階は次の段階により構成されています: Web ページ?ソリューショ
ン?ワークフロー?ソリューショ
ン?Web ページ。 Web
ページとワークフロー間でデータを送信するために使用されているメカニズムは、このセクショ
ンのサブセクショ
ンで説明されていま
す:
ポスティ
ング: Web ページからサーバーへ
リッスン: ソリューショ
ンからWeb ページへ

データ転送メカニズム
Web ページとサーバー間のデータの転送は2つの段階で行われます: Web ページ?ソリューショ
ンとソリューショ
ン?ワークフロ
ー。2つの段階は次のメカニズムをそれぞれ使用します:
Web ページ?ソリューショ
ン
Web ページとソリューショ
ン間の通信は JavaScript により行われます:
Window.postMessage() メソッ
ドは Web ページから埋め込まれたIFrame へデータを送信するために使

用されます(メッセージは自動的にソリューショ
ンからワークフローに送信されます)。
Window.addEventListener() メソッ
ドは、ワークフローからIFrame に送信されるをリッスンするメッセージ
イベントのためにWeb ページ内で使用されます。IFrame によりメッセージが受信されると、JavaScript 関数
がメッセージを処理し、Web ページ内で表示するために使用されるWeb ページに転送されます。
上記の2つのメソッドは、W3C 仕様です。詳細に関しては、次を参照してく
ださい: Mozilla Developer Network での
説明 : PostMessage とAddEventListener。または、イベントリスナーはメッセージイベントをリッスンするので、次を
参照してく
ださい: MessageEvent。

ソリューショ
ン?ワークフロー
ソリューショ
ンとワークフロー間の通信は、($MT_EMBEDDEDMESSAGE という名前の) JSON ページソースからワークフロー
内でデータがアクセスされるためです。JSON ページソースは JSON 構造から作成される必要があります。ソリューショ
ンは
以下を行います : (i) IFrame 内で受信されるメッセージをJSON 文字列にシリアル化します。 (ii) シリアル化された
JSON 文字列を( $MT_EMBEDDEDMESSAGE JSON ページソースとして作成することのできる)ワークフローに自動的に
送信します。
(ワークフローからソリューショ
ンへ)逆方向に通信が発生する場合、JSON 文字列として送信されます
($MT_EMBEDDEDMESSAGE JSON ページソースと通常シリアル化されます)。
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ポスティング: Web ページからサーバーへ
(Web ページに埋め込まれたIFrame を使用して) Web ページからサーバーへ送信されるメッセージは「埋め込まれた
メッセージ」と呼ばれます:
1. Web ページからIFrame へ埋め込まれたメッセージを送信するためにJavaScript が使用されます。埋め込まれ
たメッセージは、postMessage() メソッドの最初のパラメーターであるJSON オブジェクトとして送信されます。
2. 埋め込まれたメッセージがIFrame に到達すると、ソリューショ
ンはメッセージをJSON 文字列にシリアル化し、
MobileTogether Server 上のワークフローのソリューショ
ンにこの文字列を送信します。このステップは自動的に
実行され、プロセスを指定する必要はありません。
3. ワークフロー内では、埋め込まれたメッセージは 埋め込まれたメッセージ イベントによりピックアップすることができます。
アクショ
ンがこのイベントのために指定されていると、$MT_EMBEDDEDMESSAGE JSON ページソースは自動的に
作成されます。必要に応じて追加アクショ
ンを定義することができます。
このセクショ
ンではステップ1 のpostMessage() メソッドについて説明されています。JSON とXML データをプロセス全
体のための詳細をポストしているHTML Web ページサンプルを参照してく
ださい。ステップ2 は自動的に実行され、説明
を必要としません。ステップ3 は JSON とXML サンプル内で詳しく
説明されています。詳細に関しては、埋め込まれた
メッセージ イベントを参照してく
ださい。

postMessage メソッドについて
次の主要な点について注意してく
ださい:
埋め込まれたメッセージは postMessage() の最初のパラメーターとしてパスされます。
埋め込まれたメッセージは JSON オブジェクトとしてパスされます。
メッセージ内のデータは、構成されたクローンアルゴリズムを使用してシリアル化されます。これは、メッセージがデータ
オブジェクトの範囲を含むことができることを意味します。シリアル化は自動的に行われます。しかしながら、全てのデ
ータ型がMobileTogether Server に送信されるとは限りません。
例えば、JSON フォーマットでデータが送信される場合、postMessage() メソッドは変更すること無しにJSON データ
構造を送信することができます。JSON オブジェクトがmyJSONData という名前の変数に割り当てられると、このデータ構
造は postMessage() メソッドを使用して以下のように送信することができます:
function sendM yM essage() {
docum ent.querySelector('iframe').contentW indow .postMessage(myJSONData
, '*');
}

このサンプルでは、JSON データ構造がIFrame により受け取られます。IFrame 内のソリューショ
ンは、データをワークフロ
ーにJSON 文字列として送信します。ワークフロー内では、データ埋め込まれたメッセージ ページイベントによりピックアッ
プされることができ、$MT_EMBEDDEDMESSAGE JSON ページソース内に保管されます。
postMessage() に関する詳細は、Mozilla Developer Network ドキュメントを参照してく
ださい。JSON と

XML サンプルも参照してく
ださい。
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リッスン: ソリューションから Web ページへ
MobileTogether Server からWeb ページへメッセージを次の段階で送信することができます:
1. ワークフローの埋め込まれたメッセージをバックアクショ
ンは、メッセージをシリアル化されたJSON 文字列のフォー
マットでIFrame に送信します。アクショ
ン内で送信するメッセージを指定することができます。
2. IFrame にメッセージが達すると、イベントリスナーがメッセージ イベントをピックアップし、メッセージを処理する関数を
呼び出し、Web ページに転送されます。メッセージ イベントのためにイベントリスナーを以下のとおり登録することが
できます: window.addEventListener('message', ProcessReturnMsg)
3. 上のサンプル内の関数 (ProcessReturnMsg ) は、シリアル化が解除されたJSON オブジェクトの書式のメッ
セージ イベントをパラメーターと
して取ります。通常通りオブジェクトにアクセスすることができ、HTML ページ内で使
用することができます。例:
function ProcessReturnMsg(m) {
msgVar = m.data.json.books
...

}
詳細に関しては、Mozilla Developer Network Web サイトでAddEventListener とMessageEvent の詳
細を参照してく
ださい。

サンプル
下のスクリーンショ
ットに示されるように、デザインには構造を持つ$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソースが含まれていま
す。このページソースのルート要素は(JSON ページソースであるため) json という名前が与えられます。

ページソースの全てのコンテンツ(またはその一部) をIFrame 内のソリューショ
ンにmessage イベントとして送信することが
できます。これを行うには、例えば、デザイン内に、クリック時 イベントのためにが埋め込まれたメッセージをバックするアクショ
ン設定されているボタンがある場合などです (下のスクリーンショ
ットを参照)。下のXPath 式では、
$MT_EMBEDDEDMESSAGE ノードのコンテンツがメッ
セージイベントとして送信されます。すなわち、json ノードとのコンテ
ンツが送信されます。
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HTML ページ内では、イベントリスナーを登録することができます: window.addEventListener('message',
ProcessReturnMsg)

オブジェクトにアクセスし、HTML ページ内で使用することができます。例:
function ProcessReturnMsg(m) {
msgVar = m.data.json.books
/* 'm' is the HTML message event that is passed to ProcessReturnMsg
*/
/* 'data' belongs to the event and holds the message returned by the
MT action */
/* 'json' is the JSON object that is contained in the message */
...

}
上のサンプルでは、books のコンテンツは msgVar に保存されます。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

1010

埋め込まれた Web ページソリューション

16.3

認証

認証

ソリューショ
ンを使用するために、ユーザーは認証される必要があります。認証は2つのレベルで実行されます: (i) ユーザーが
サーバーにログインする必要がある場合、ログインの資格情報が検証されます。(ii) 特定のワークフローにアクセスする際に
ユーザーに異なる許可が与えられ、異なるユーザーに異なるパーミッショ
ンが与えられ、認証されます。
ユーザー認証の3つの種類は、埋め込まれたWeb ページソリューショ
ンのために使用することができます:
匿名のユーザー: ユーザーはログインする必要はありません。
ユーザーログイン: ソリューショ
ンがロードされると、ソリューショ
ン内でMobileTogether Server ログインページが
表示され、ユーザーは MobileTogether Server に登録されている資格を利用してログインすることができます。
JWT 認証: 認証は、MobileTogether システム外で定義され、MobileTogether Server にユーザーがログ
インすることなく
静的におこなうことができます。

異なる認証メソッドの長所と短所
埋め込まれたWeb ページソリューショ
ンのための承認メソッドを決定する際に、次の点に注意してく
ださい:
ソリューショ
ンがシンプルなデータの処理である場合、ユーザーを匿名にし、重要なデータベースの変更を許可せず、
データベースからの機密名情報の表示を許可しないことは安全です。
ユーザーログインは、ユーザーがログインの詳細をMobileTogether Server に登録し、ログインの詳細が既知で
あることを必要とします。
ユーザーログインは、ユーザーとソリューショ
ン間のインタラクショ
ンに不必要なレイヤーを追加する可能性があります。
ユーザーログインは、ユーザーの個人的な認証を有効化します。
JWT 認証は、Web ページ内のコードによりトリガーされる通信により静的に実行されます。実行者は認証プロ
セスの処理方法を決定することができます。これによりシステムデザイン内に柔軟性が与えられます。

1つのセッション、1つの認証の種類
Web ページとサーバー間のセッショ
ンが1つの認証の種類を使用する場合、セッショ
ンが終了、または、再起動されるまで認
証メソッドを使用し続けます。ユーザーがログアウトした場合、または、サーバーがタイムアウトするとセッショ
ンは終了します
(サーバーの設定 内でセッショ
ンのタイムアウトは指定することができます)。
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匿名ログイン
匿名ログインにより、ユーザーがログイン、または、認証を行うことなく
、ソリューショ
ンがIFrame 内で表示されるようになりま
す。匿名ログインは最もシンプルな認証メソッドですが、ソリューショ
ンが(i) 重要なデータベースの変更を許可されていない
場合、(ii) 機機密名情報が表示されないように設定されている場合のみ設定されるべきです。
匿名のアクセスを設定するには、以下を行ってく
ださい:
匿名ログインを許可するように設定してく
ださい(次を参照してく
ださい: モバイルクライアントポートのためのサー
バー設定)
(ワークフローのコンテナーのパーミッショ
ンを設定 をcontainer=read とworkflow=read,use の最小値
に設定することにより) ソリューショ
ンの匿名の使用を許可してく
ださい。
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ユーザーログイン
この認証の種類では、ソリューショ
ンがロードされる前に、ユーザーは正確な資格を使用して、MobileTogether Server
にログインする必要があります。ソリューショ
ンへの呼び出しがトリガーされると、MobileTogether Server ログインページ
が表示されます。ログが認証されるには、2つの条件が満たされるひつようがあります:
ユーザーは、MobileTogether Server のユーザーとして登録される必要があります。
ユーザーは、適切な ターゲットとされたソリューショ
ンへアクセスするパーミッショ
ンを有する必要があります。
MobileTogether Server へのユーザーの登録と、パーミッショ
ンのセットアップの詳細に関しては、次を参照してく
ださい:
MobileTogether Server ドキュメント。
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JWT 認証
埋め込まれたWeb ページソリューショ
ンの認証は、JSON Web Tokens (JWT、奨励される発音: 「
jot」
) を使用し
て行うこともできます。基本的には、JWT 認証は、MobileTogether Server 認証システム外で処理されます。認証
されたユーザーは、MobileTogether Server のWeb ページにパスされるJWT と共に発行されます。また、ユーザーを
検索するために解析され、JWT が有効な場合、JWT 内でユーザーのために指定されている埋め込まれたソリューショ
ン
とサーバー間の通信が実行されます。
下の図は、JWT 認証の仕組みを示しています。

以下の点に注意してく
ださい:
認証サーバーとアプリケーショ
ン(www) サーバーを分ける必要はありません。
埋め込まれたWeb ページソリューショ
ンと認証システムが使用されるシナリオでは、実行者がどのように定義するか
を決定することができます
(ユーザーの認証に成功し) JWT が作成されると、ユーザーを指定するパラメータが定義されます。
MobileTogether Server 上で構成されるユーザーにユーザーが対応するように指定されると、このユーザーのため
に構成されたパーミッショ
ンによりサーバーへのアクセスが決定されます。他のユーザーは構成されたユーザーのリストに
自動的にインポートされます。しかしながら、このユーザーのパーミッショ
ンは、MobileTogether Server 上で構成
されます。
実行者は MobileTogether Server 設定内に、共有される秘密、または、公開キーを入力します。認証サーバ
ー上にJWT を生成するため、実行者が使用する文字の文字列と共有する秘密は同じです。JWT を暗号化
するために使用された秘密キーに公開キーは対応します。
JWT は IFrame にパスされ、ソリューショ
ンのMobileTogether Server への最初の呼び出しと共にパスされま
す。
MobileTogether Server では、共有される秘密、または、MobileTogether Server 設定内の公開キーが使
用され、受信されたJWT を検証するために使用されます。
JWT が検証されると、埋め込まれたIFrame とMobileTogether Server のソリューショ
ンの間に認証された
通信セッショ
ンがセットアップされます。
セッショ
ンのためのユーザーは、JWT 内で指定されたユーザーです。
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JWT とは?
JSON オブジェクトを構成するJWT は要求 (JSON プロパティ
?値ペア) のペアです。これは3つの部分から構成されます
:
ヘッダー: 2つのプロパティ
により構成されています: { "alg": "HS256", "typ": "JWT" }. alg は、
JWT を暗号化するために使用されるアルゴリズムです。
ペイロード: 送信されるデータはここに保存され、JSON プロパティ
?値ペアとしてこのデータは保管されます。
署名: ヘッダー内で指定されるアルゴリズムを使用して暗号化することにより作成されます: (i) base64Urlencoded ヘッダー、(ii) base64Url-encoded ペイロード(iii) 秘密 (または、秘密キー):
HMACSHA256(base64U rlEncode(header) + "." + base64U rlEncode(payload),
secret|privateKey)
最終のJWT は3つの部分から構成されます。それぞれは base64Url-encoded で、点により区切られています。次を
参照してく
ださい: openid.net とjwt.io Web サイト。

対称キーと非対称キー
対称キー(共有された秘密) 、または、非対称キー(秘密?公開ペアの秘密キー)を使用することによりJWT は暗号化さ
れます。
対称キー:(JWT が作成されると) 同じキーが両方の暗号化、および、暗号化解除に使用されます
(MobileTogether Server はキーを使用してJWT を検証します)。共有される秘密として知られる対象キー
は、MobileTogether Server 内の設定として保管されています。対象キーと作業するための詳細に関しては、
次を参照してく
ださい: 対称キー: 共有される秘密 。
非対称キー: 暗号化 (秘密キー) 、および、暗号化解除 (公開キー)のために異なるキーが使用されています。
JWT を検証できるように公開キーは、MobileTogether Server 内の設定として保管されています。JWT の
ために非対称暗号化を使用するための詳細は、次を参照してく
ださい: 非対称キー: 公開キー。

JWT を試す
JWT を以下のように試すことができます:
1. ジェレミー クルツのオンラインJWT ビルダーで自身のJWT を作成します。概要に関しては次を参照してく
ださい
: 対称キー: 共有される秘密。
2. jwt.io Web サイトで、以下のようにキーを検証します: (i) 暗号化されたペイン内に暗号化されたJWT を入
力します。(ii) 署名の検証ペインに、JWT を作成する際に使用した秘密を入力します。Web サイトのデバッ
ガーは署名が検証されたことを通知します。
サンプルJWT 認証 も参照してく
ださい。
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対称キー: 共有された秘密
埋め込まれたWeb ページソリューショ
ン内でJWT を使用する方法:
1. 対称的な暗号化を使用したJWT の作成。JWT は以下をベースとします (i)(要求と呼ばれる) プロパティ
値の
情報。 (ii) ランダムな文字列 (共有される秘密)。
2. Web ページから送信されたを検証するためのJWT のためのMobileTogether Server のセットアップ。2つの
情報を提供します: (i) JWT を生成するために使用された秘密。(ii) オーディ
エンスの要求の値 (JWT を生成
するために使用されたものと同じである必要があります)。
3. Web ページ内では、JWT がIFrame にパスされます。
JWT がサーバーにパスされると、オーディ
エンスの情報とJWT を生成するために使用した設定内に入力した秘密を使用
してサーバーは検証します。

JWT の作成
説明では ジェレミー クルツのオンラインJWT ビルダーを使用して対称キー(共有される秘密)を用いたのJWT 作成の
プロセスが説明されています。ここでは MobileTogether の埋め込まれたWeb ページソリューショ
ン内でのJWT の使
用に関連した要求 (JSON プロパティ
?値ペア)について説明されています。
標準の要求
標準の要求はコアの要求を構成します (下のスクリーンショ
ットを参照) :

MobileTogether Server は、サーバーへのアクセスの時刻がJWT の有効期間内に存在するかをチェックしま
す。有効期限を適切に設定してく
ださい。
オーディエンスパラメーターは、MobileTogether Server 上で設定する設定の1つです。ですから、(JWT を設
定する際の) オーディエンスパラメーターとMobileTogether Server オーディエンス設定 内で同じ値を設定
してく
ださい(次を参照してく
ださい：MobileTogether Server 設定 )。
サブジェクトパラメーターは、MobileTogether Server へログインするユーザーを指定する場所です。ユーザー名
がMobileTogether Server を使用して登録されているユーザーの場合、ログインはそのユーザーが有するパーミッ
ショ
ンを使用して行われます。ユーザーがMobileTogether Server に登録されておらず MobileTogether
Server にログインした場合、関連するワークフローにアクセスできるようにこの新規のユーザーのためにパーミッショ
ン
を設定する必要があります 。
JWT対称キー のための (または、共有される秘密)
キー(または、共有される秘密) は、他の入力されたデータと共に、JWT を生成するために使用されます。この秘密は、
Web ページから受信されるJWT を非暗号化し認証するために使用されます。MobileTogether Server により使用
されます。秘密は、(JWT の) 暗号化と非暗号化に使用されます。JWT を生成する際、共有される秘密として任意の
文字列を指定することができます。MobileTogether Server 秘密 設定として同じ文字列が入力されなければなりませ
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ん (下の MobileTogether Server 設定 を参照してく
ださい)。
下のスクリーンショ
ットでは、32-文字の長さの秘密が入力され、暗号化アルゴリズムHS256 が選択されます。「署名され
た JWT の作成」をクリックすると、JWT が作成され、テキストボックス内に表示されます。

MobileTogether Server 設定
MobileTogether Server の設定タブ内で、JWT 認証を有効化する必要があり、次の2つの設定を入力する必要があ
ります (下のスクリーンショ
ットを参照):
秘密: これは JWT を作成するために使用された対称キー(共有された秘密) です。この情報を用いて、サーバ
ーは JWT を検証することができます (非対称暗号化 を使用する場合、このフィ
ールド内に秘密?公開ペアの公
開キーを入力します)。
オーディエンス: JWT を作成する際にオーディ
エンスの要求のために入力された文字列と同じ文字列を入力しま
す。
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非対称キー: 公開キー
JWT のために非対称暗号化が使用されている場合、暗号化 (JWT 署名) は秘密キーを使用して行われ、検証は公
開キーを使用して行われます。MobileTogether Server がJWT を検証できるようにするには、以下を行ってく
ださい:
MobileTogether Server の設定タブ内で、JWT 認証を有効化し、以下の設定を入力します (下のスクリーンショ
ット
を参照):
秘密: 秘密?公開ペアの公開キーを入力します (対称暗号化 が使用される場合、共有される秘密を入力してく
ださい)。
オーディエンス: JWT を作成する際にこの要求のために入力された文字列と同じ文字列を入力します。
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サンプル

このセクショ
ン内のサンプルは、簡単なサンプルから始まり、JWT 認証を使用するサンプルで終わる埋め込まれたWeb ペ
ージソリューショ
ンのセットアップ方法、について説明しています。このセクショ
ンで使用されるサンプルファイルは、マイドキュ
メントMobileTogether フォルダー内にあります: MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials
\EmbeddedWebpageSolutions。
このセクショ
ン:
ソリューショ
ンの埋め込み
JSON データの送信/
受信
XML データの送信/
受信
JSON ページソースの事前設定
JWT 認証
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ソリューションの埋め込み
下にリストされるHTML コードは IFRAME 要素がどのようにソリューショ
ンを埋め込むために使用されるかを示しています。
HTML コードをコピーして、ファイルに保存し、ブラウザーで開く
ことによりこの機能を試すことができます。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Webpage containing an embedded solution</title>
</head>
<body>
<h1>Webpage containing an embedded solution</h1>
<p>The embedded solution is loaded into an IFrame, which is located
immediately below this paragraph.</p>
<div class="resize">
<iframe src="http://localhost:8083/run?d=/public/About"
frameborder="0"></iframe>
</div>
</body>
</html>

このリスティ
ングで使用されているサンプルソリューショ
ンは About と名前が付けられており、MobileTogether Server 内
にパッケージされており、サーバーのPublic コンテナー内のデフォルトの場所に保存されています。このソリューショ
ンを正確
に埋め込むために、About ワークフローの匿名のアクセスが許可されるようにセットアップされているようにしてく
ださい。
次を参照: Web ページにソリューショ
ンを埋め込む
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JSON データの送信/受信
このセクショ
ンでは、JSON ソースデータを使用する埋め込まれたWeb ページの仕組みが説明されています。Web ペー
ジからJSON 書式の本のリストが埋め込まれた(青い枠で囲まれている) IFrame に送信されます (下のスクリーンショ
ッ
ト)。 MobileTogether ソリューショ
ンを使用してリストを編集することができます。IFrame 内に変更を保存すると、編集
された本のリストがWeb ページに送信されます。

埋め込まれたWeb ページソリューショ
ンは (jsonBooks.html) とMobileTogether デザイン(jsonBooks.mtd)
から構成されています。両方のファイルは次の場所にあります: マイドキュメントMobileTogether フォルダー:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\EmbeddedWebpageSolutions。ファ
イルを試すに
は、ファイルをサーバーにデプロイし、匿名でアクセスできるようにします。必要な場合は、IFrame がサーバー上のワークフロ
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ーを正確にターゲットできるようにHTML コードを変更します。Web ページをブラウザー内で開き、開始するために「ロー
ド」ボタンをクリックします。
下の説明には、Web ページの完全な HTML コードリスティ
ングと、コードとソリューショ
ンのインタラクショ
ンの方法につい手
説明されています。

HTML コード リスティング
ファイルjsonBooks.html のHTML コードリスティ
ング。コードの説明は次のセクショ
ンで行われています。このサンプル
で使用されるJavaScript 機能は、全てのブラウザーで使用できない場合があることに注意してく
ださい。この場合、ブラウ
ザーに合うようにJavaScript を変更してく
ださい。
Web ページ コードリスティング
<!DO CTYPE htm l>
<htm l>
<head>
<style>
*{
font-fam ily:Segoe UI,Tahom a,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
ifram e {
width:100%;
height:400px;
border:2px solid blue;
border-radius:5px;
m argin:10px 0px;
}
code {
font-size:sm all;
}
</style>
<script>
// The initialbook list is stored in a variable in JSO N form at
// It can be easily handled in JavaScript
var books = {
"books": [
{
"author": "M ary Shelley",
"title": "Frankenstein; or, The M odern Prom etheus",
"year": 1818,
"pages": 280
},
{
"author": "B ram Stoker",
"title": "D racula",
"year": 1897,
"pages": 302
}
]
};
// Posts variable 'books'to IFram e (from where 'books'is forwarded to M T Server)
function sendbooks() {
docum ent.querySelector('ifram e').contentW indow .postM essage(books, '*');
}
// Contents of variable 'books'converted to string and displayed inside HTM L elem ent CO DE
function show books() {
docum ent.querySelector('code').innerText = JSO N .stringify(books, null, ' ');
}
// m = HTM L m essage event;data = container for m essage from server
// m .data.json = contents of the 'json'object that was sent from the server
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function receivebooks(m ) {
books = m .data.json;
show books();
}
// Handler to receive m essages from server via solution in IFram e
w indow .addEventListener('m essage', receivebooks);
// Handler to show initialbook list in webpage on page load
docum ent.addEventListener('D O M C ontentLoaded', show books);
</script>
</head>
<body>
<h4>Exam ple showing how to interact with a single JSO N source</h4>
<h5>The books we want to edit:</h5>
<!-- Send the JSO N book list from the webpage to the IFram e -->
<button onclick="sendbooks()">Load</button>
<pre><code><!-- The SHO W BO O KS function displays the book list here --></code></pre>
<h5>
Click LO AD to load the book list into the IFram e.In the IFram e,edit the list.You can add,delete,
and/or m odify entries.Click SAVE to save changes.Notice that changes are propagated to the list in the
webpage.
</h5>
<ifram e src="http://localhost:8083/run?d=/public/jsonB ooks" fram eborder="0"></
ifram e>
</body>
</htm l>

しくみ
以下の説明では、異なる背景色が使用され仕組みのそれぞれの部分で起こっていることが説明されています (Web ペー
ジ?ソリューショ
ン?ワークフロー):
Web ページ: ユーザーアクショ
ンとHTML/JavaScript コードの作動方法
ソリューション: IFrame 内のソリューショ
ンにより実行されるアクショ
ン
ワークフロー: (MT デザインをベースにした)サーバー上の処理

HTML ページのロード時:
books と
いう名前のJavaScript 変数が読み込まれます。books という名前のJSON オブジェク

トが含まれています。
var books = {
"books": [
{
"author": "M ary Shelley",
"title": "Frankenstein; or, The M odern Prom etheus",
"year": 1818,
"pages": 280
},
{
"author": "B ram Stoker",
"title": "D racula",
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"year": 1897,
"pages": 302
}
]
};
DOMContentLoaded イベントのをリ
ッスンする)イベントリスナーとJavaScript 関数
(showbooks) を使用してbooks 変数のコンテンツがHTML code 要素内で表示されます:
docum ent.addEventListener('D O M C ontentLoaded', show books);
function show books() {
docum ent.querySelector('code').innerText = JSO N .stringify(books, null, ' ');
}
<pre><code></code></pre>

HTML ドキュメントがロードされた時、books 変数のコンテンツを確認することができます (後に、同じ
関数をbooks 変数の更新を確認するために使用します。)

IFrame は (iframe 要素のsrc 属性内をターゲットにして) jsonBooks ソリューショ
ンをロードし
ます:
<ifram e src="http://localhost:8083/run?d=/public/jsonB ooks"
fram eborder="0"></ifram e>

ロードボタンのクリック時:
<button onclick="sendbooks()">Load</button>

JavaScript 関数は、postMessage()を使用して、books 変数のコンテンツを
IFrame に送信します。
function sendbooks() {
docum ent.querySelector('ifram e').contentW indow .postM essage(books, '*');
}
{books} は(シリ
アル化されたJSON フォームで)自動的にサーバー上のワークフローに送信されま

す。
ページイベント埋め込まれたメッセージ には.
.
.
と定義されているアクショ
ンが存在するため、

... ページソース$MT_EMBEDDEDMESSAGE は{books} データと共に自動的にロードされます。デ
ザイン内で目的どおり作動するには、(デザイン時に定義される) ページソースの構成が受信される
JSON データの構造に対応する必要があります。ページソース内のitem ノードは、JSON 配列内
の各アイテムに対応します。(受信されるJSON データがページソースのために定義されている構造に
一致しない場合、自身の構造を用いてロードされます。デザイン内のXPath 式が定義された構成を
参照するため、ランタイムにロードされた構造にXPath 式を使用してたどり着く
ことはできません。)
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デザインは item ノードの繰り返しテーブルを含んでいます。テーブルのセルはそれぞれ author
title year およびpages ページソースノードにリ
ンクされています。

この結果、.
.
.
...IFrame 内のソリューショ
ンが更新されます。ワークフローの$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソ
ース内のデータと共に繰り返しテーブルが作成されます。
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ソリューショ
ン内で本のデータを編集する際、$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソースが継続的に更
新されます。 「保存」をクリックすると、ボタンのクリック時 イベントハンドラーがトリガーされます。
ボタンのクリック時 イベントは埋め込まれたメッ
セージをバックアクショ
ンが実行されるように指定します。
これはページソース$MT_EMBEDDEDMESSAGE 全体のコンテンツをmessage へイベントとして
IFrame に送信されます ( $MT_EMBEDDEDMESSAGE には編集された本のリストが含まれているこ

とに注意してく
ださい。)

message イベントをリ
ッスンするためにイベントリスナーを登録することができます。message イベント
をピックすると、JavaScript 関数 (receivebooks) が呼び出されます:
w indow .addEventListener('m essage', receivebooks);
receivebooks 関数は (下を参照) message イベント(m) をパラメータと
して取り(data は
message イベントのデータ)、受信されたメッ
セージ内のjson オブジェクトのコンテンツをbooks 変
数に割り当てます。 books 変数は、サーバーからの更新された本のリストであるjson オブジェクトの

コンテンツを含みます。更新されたブックリストの構造は元の本のリストの構造と同じです。(しかしなが
ら、books 配列内には数の多い、または、少ない本のアイテムが含まれています)。
function receivebooks(m ) {
books = m .data.json;
show books();
}
showbooks 関数は Web ページ内の更新されたブックリストを表示しています:
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function show books() {
docum ent.querySelector('code').innerText = JSO N .stringify(books, null, ' ');
}
<pre><code></code></pre>
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XML データの送信/受信
このセクショ
ンでは、 XML ソースデータ(ブックリスト)を使用する埋め込まれたWeb ページの仕組みが説明されています。
Web ページからJSON 書式の本のリストが埋め込まれた(青い枠で囲まれている) IFrame に送信されます (下のスク
リーンショ
ット)。 MobileTogether ソリューショ
ンを使用してリストを編集することができます。IFrame 内に変更を保存
すると、編集された本のリストがWeb ページに送信されます。

埋め込まれたWeb ページソリューショ
ンは (xmlBooks.html) とMobileTogether デザイン(xmlBooks.mtd) か
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ら構成されています。両方のファイルは次の場所にあります: マイドキュメントMobileTogether フォルダー:
MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials\EmbeddedWebpageSolutions。ファ
イルを試すに
は、ファイルをサーバーにデプロイし、匿名でアクセスできるようにします。必要な場合は、IFrame がサーバー上のワークフロ
ーを正確にターゲットできるようにHTML コードを変更します。開始するために「ロード」ボタンをクリックします。
下の説明には、Web ページの完全な HTML コードリスティ
ングと、コードとソリューショ
ンのインタラクショ
ンの方法につい手
説明されています。

HTML コード リスティング
ファイルxmlBooks.html のHTML コードリスティ
ング。コードの説明は次のセクショ
ンで行われています。このサンプルで
使用されるJavaScript 機能は、全てのブラウザーで使用できない場合があることに注意してく
ださい。この場合、ブラウザ
ーに合うようにJavaScript を変更してく
ださい。
Web ページ コードリスティング
<!DO CTYPE htm l>
<htm l>
<head>
<style>
*{
font-fam ily:Segoe UI,Tahom a,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
ifram e {
width:100%;
height:400px;
border:2px solid blue;
border-radius:5px;
m argin:10px 0px;
}
code {
font-size:sm all;
}
</style>
<script>
// The book list in XM L form at
var books = '
<books>
<item >
<author>M ary Shelley</author>
<title>Frankenstein;or,The M odern Prom etheus</title>
<year>1818</year>
<pages>280</pages>
</item >
<item >
<author>Bram Stoker</author>
<title>Dracula</title>
<year>1897</year>
<pages>302</pages>
</item >
</books>
';
// This is the XM L DO M tree (initialized in showbooks)
var books;
function sendbooks() {
docum ent.querySelector('ifram e').contentW indow.postM essage({
"books":books.childNodes[0].outerHTM L
},'*');
}
// This is the function that receives the updated books
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function receivebooks(m ) {
books = m .data.json.books;
showbooks();
}
// Contents of variable 'books'converted to string and displayed inside HTM L elem ent CO DE
function show books() {
// Create a DO M tree from the XM L
books = new DO M Parser().parseFrom String(books,'text/xm l');
// M anipulate the DO M and show the result
docum ent.querySelector('code').innerText = books.childNodes[0].outerHTM L;
}
// Handler to receive m essages from server via solution in IFram e
window.addEventListener('m essage',receivebooks);
// Handler to show initiallist of books on page load
docum ent.addEventListener('DO M ContentLoaded',show books);
</script>
</head>
<body>
<h4>Exam ple showing how to interact with an XM L source</h4>
<h5>The books we want to edit:</h5>
<button onclick="sendbooks()">Load</button>
<pre><code></code></pre>
<h5>
Click LO AD to load the book list into the IFram e.In the IFram e,edit the list.You can add,delete,
and/or m odify entries.Click SAVE to save changes.Notice that changes are propagated to the list in the
webpage.
</h5>
<ifram e src="http://localhost:8083/run?d=/public/xm lBooks" fram eborder="0"></ifram e>
</body>
</htm l>

しくみ
以下の説明では、異なる背景色が使用され仕組みのそれぞれの部分で起こっていることが説明されています (Web ペー
ジ?ソリューショ
ン?ワークフロー):
Web ページ: ユーザーアクショ
ンとHTML/JavaScript コードの作動方法
ソリューション: IFrame 内のソリューショ
ンにより実行されるアクショ
ン
ワークフロー: (MT デザインをベースにした)サーバー上の処理

HTML ページのロード時:
books と
いう名前のJavaScript 変数が読み込まれます。XML 構造を含む文字列が含まれてい

ます:
var books = '
<books>
<item >
<author>M ary Shelley</author>
<title>Frankenstein; or, The M odern Prom etheus</title>
<year>1818</year>
<pages>280</pages>
</item >
<item >
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<author>B ram Stoker</author>
<title>D racula</title>
<year>1897</year>
<pages>302</pages>
</item >
</books>
';

(DOMContentLoaded イベントのをリッスンする)イベントリスナーとJavaScript 関数
(showbooks) を使用してbooks 変数のコンテンツがHTML code 要素内で表示されます:
docum ent.addEventListener('D O M C ontentLoaded', show books);
showbooks 関数: (i) DOM ツリーを books 変数内の XML 構造から作成します。(ii)
HTML code 要素内に希望する XML 構造を配置します。
function show books() {
books = new D O M Parser().parseFrom String(books, 'text/xm l');
docum ent.querySelector('code').innerText = books.childN odes[0].outerH TM L;
}
<pre><code></code></pre>

HTML ドキュメントがロードされた時、books 変数のコンテンツを確認することができます (後に、
showbooks 関数をbooks 変数の更新を確認するために使用します)。
IFrame はIFrame は (iframe 要素のsrc 属性内をターゲットにして) jsonBooks ソリュー
ショ
ンをロードします:ソリューショ
ンxmlBooks をロードします:
<ifram e src="http://localhost:8083/run?d=/public/xm lB ooks"
fram eborder="0"></ifram e>

ロードボタンのクリック時:
<button onclick="sendbooks()">Load</button>

JavaScript 関数 (sendbooks) は、postMessage()を使用して、books 変数のコン
テンツを IFrame に送信します。XML コンテンツは JSON オブジェクト内に配置され
ルことに注意してください (これはワークフローが JSON を受信することを期待する
からです)。
function sendbooks() {
docum ent.querySelector('ifram e').contentW indow .postM essage({
"books": books.childN odes[0].outerH TM L
}, '*');
}
{books} は(シリ
アル化されたJSON フォームで)自動的にサーバー上のワークフローに送信されま

す。
アクショ
ンが定義されているため、ページイベント埋め込まれたメッセージ は有効化されます (下のスク
リーンショ
ットを参照)。この結果、ページソース$MT_EMBEDDEDMESSAGE は {books} データと
共に自動的にロードされます。
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文字列からロードアクショ
ンは $MT_EMBEDDEDMESSAGE/json/books のコンテンツをXML ペー
ジソース$books として作成します (上のスクリーンショ
ット)。これらのページソースは既に作成されて
います (下のスクリーンショ
ットを参照)。

デザインコンポーネントにXML データをリンクし、XML データを編集できるように、XML ページソースが
作成されます。デザインは $books ページソースのitem ノードの繰り返しテーブルを含んでいます
(下のスクリーンショ
ットを参照)。デザインは item ノードの繰り返しテーブルを含んでいます。テーブル
のセルはそれぞれ author title year およびpages ページソースノードにリンクされていま
す。

ページソースがロードされるため、ワークフローの$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソース内のデータ
を使用して繰り返しテーブルが作成されます。
IFrame 内のソリューショ
ン内でアップデートは表示されています。
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ソリューショ
ン内で本のデータを編集する際、$books ページソースが継続的に更新されます。「保存」
をクリックすると、ボタンのクリック時 イベントハンドラーがトリガーされます。
ボタンのクリック時 イベントは次の2つのアクショ
ンを指定します: (i) $books ページソースを保存する
「
文字列に保存」
アクショ
ン(編集された本のリストを含む) $MT_EMBEDDEDMESSAGE/json/
books。(ii) $MT_EMBEDDEDMESSAGE のコンテンツをmessage イベントと
してIFrame に送
信する「
埋め込まれたメッセージをバックする」
アクショ
ン($MT_EMBEDDEDMESSAGE/json/books

には編集された本のリストが含まれていることに注意してく
ださい)。

message イベントをリ
ッスンするためにイベントリスナーが登録されます。message イベントをピック
アップする、JavaScript 関数 (receivebooks) が呼び出されます:
w indow .addEventListener('m essage', receivebooks);
receivebooks 関数 (下を参照) は message イベント(m) をパラメーターと
して取り、(data
は message イベントのデータです)、受信されたメッセージ内のjson/books オブジェクトのコンテン
ツをbooks 変数に割り当てます。books 変数には、サーバーから更新された本のリストが含まれる

ようになります。
function receivebooks(m ) {
books = m .data.json.books;
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show books();
}
showbooks 関数: (i) books 変数内の XML 構造から DOM ツリーを作成します。(ii)
希望する XML 構造を HTML code 要素内に配置します。
function show books() {
books = new D O M Parser().parseFrom String(books, 'text/xm l');
docum ent.querySelector('code').innerText = books.childN odes[0].outerH TM L;
}
<pre><code></code></pre>

Web ページに更新された本のリストが表示されます。
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JSON ページソースの事前設定
このセクショ
ン内のサンプルでは、HTML ページが開かれると、自動的にWeb ページからのJSON ソースデータが自動
的にワークフローに送信されます。
HTML コードは JSON データの送信/
受信 サンプル内で使用されるものをベースにしています。差異は、以下のとおりです:
前のサンプルでは、Web ページ内でボタンをクリックして、最初の本のリストをIFrame に送信する必要があります。このサ
ンプルでは、データはページが開かれると自動的にロードされます。(「ロード」ボタンとその関数は削除され、新しい関数が
データをロードするために使用されます)。
このサンプルで使用されるファイルは jsonBooksOnStart.html とjsonBooks.mtd です。両方のファイルは次の
場所にあります: マイドキュメントMobileTogether フォルダー: MobileTogetherDesignerExamples
\Tutorials\EmbeddedWebpageSolutions. ファ
イルを試すには、MTD ファイルをサーバーにデプロイし、匿名
でのアクセスを有効化してく
ださい。必要な場合は、正確なワークフローをターゲットするためにHTML コードを変更します。
下の説明は JSON データの自動ロードに関連した点についてのみ行われています。仕組みの他の点については、次を参
照してく
ださい: JSON データの送信/
受信。

HTML コード リスティング
ファイルjsonBooksOnStart.html のHTML コードリスティ
ング。コードの説明は次のセクショ
ンで行われています。こ
のサンプルで使用されるJavaScript 機能は、全てのブラウザーで使用できない場合があることに注意してく
ださい。この場
合、ブラウザーに合うようにJavaScript を変更してく
ださい。
Web ページ コードリスティング
<!DO CTYPE htm l>
<htm l>
<head>
<style>
*{
font-fam ily:Segoe UI,Tahom a,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
ifram e {
width:100%;
height:400px;
border:2px solid blue;
border-radius:5px;
m argin:10px 0px;
}
code {
font-size:sm all;
}
</style>
<script src="http://localhost:8083/js4.0/W ebAppIFram e.js"></script>
<script>
// The initialbook list stored in a variable in JSO N form at
var books = {
"books": [
{
"author": "M ary Shelley",
"title": "Frankenstein; or, The M odern Prom etheus",
"year": 1818,
"pages": 280
},
{
"author": "B ram Stoker",
"title": "D racula",
"year": 1897,
"pages": 302
}
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]
};
// Contents of variable 'books'converted to string and displayed inside HTM L elem ent CO DE
function show books() {
docum ent.querySelector('code').innerText = JSO N .stringify(books, null, ' ');
}
// m = HTM L m essage event;data = container for m essage from server
// m .data.json = contents of the 'json'object that was sent from the server
function receivebooks(m ) {
books = m .data.json;
show books();
}
// Handler to show books in webpage on page load
docum ent.addEventListener('D O M C ontentLoaded', show books);
// Handler to receive m essages from server via solution in IFram e
window.addEventListener('m essage',receivebooks);
// Handler to send data to IFram e on page load
docum ent.addEventListener('D O M C ontentLoaded', function() {
var em bedded = new WebAppIFrame(docum ent.querySelector('ifram e'));
em bedded.start('http://localhost:8083/run?d=/public/jsonB ooks', books);
});
</script>
</head>
<body>
<h4>An editable list of books in JSO N form at</h4>
<h5>The book list,stored as a JSO N object in the webpage:</h5>
<pre><code><!-- The SHO W BO O KS function displays the book list here --></code></pre>
<h5>The book list is displayed in the Ifram e as soon as the HTM L page is opened.</h5>
<ifram e fram eborder="0"></ifram e>
</body>
</htm l>

しくみ
以下の説明では、異なる背景色が使用され仕組みのそれぞれの部分で起こっていることが説明されています (Web ペー
ジ?ソリューショ
ン?ワークフロー):
Web ページ: ユーザーアクショ
ンとHTML/JavaScript コードの作動方法
ソリューション: IFrame 内のソリューショ
ンにより実行されるアクショ
ン
ワークフロー: (MT デザインをベースにした)サーバー上の処理

HTML ページのロード時:
books と
いう名前のJavaScript 変数が読み込まれます。books という名前のJSON オブジェク

トが含まれています。
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var books = {
"books": [
{
"author": "M ary Shelley",
"title": "Frankenstein; or, The M odern Prom etheus",
"year": 1818,
"pages": 280
},
{
"author": "B ram Stoker",
"title": "D racula",
"year": 1897,
"pages": 302
}
]
};

Web ページ内でブックリストを表示する:
DOMContentLoaded イベントのをリ
ッスンする)イベントリスナーとJavaScript 関数
(showbooks) を使用してbooks 変数のコンテンツがHTML code 要素内で表示されます:
docum ent.addEventListener('D O M C ontentLoaded', show books);
function show books() {
docum ent.querySelector('code').innerText = JSO N .stringify(books, null, ' ');
}
<pre><code></code></pre>

HTML ドキュメントがロードされた時、Web ページ内のブックリストを確認することができます。
Web ページをロードする際に自動的に本のリストを自動的に IFrame に送信する:
DOMContentLoaded イベントをリ
ッスンするイベントリスナーは、自動的にロードする関数を定義しま

す:
docum ent.addEventListener('D O M C ontentLoaded', function() {
var em bedded = new WebAppIFrame(docum ent.querySelector('ifram e'));
em bedded.start('http://localhost:8083/run?d=/public/jsonB ooks', books);
});

上で定義される関数は W ebAppIFram e.js を呼び出すことで変数を作成します。JavaScript ファ
イルへの参照 (script 要素を参照してください) は前の JSON サンプルで必要とさ
れていないことに注意してください。
<script src="http://localhost:8083/js4.0/W ebAppIFram e.js"></script>
W ebAppIFram e.js (下のリスティング) はソリューションをロードして、データを
$MT_EMBEDDEDMESSAGE に送信します。ソリューションを開始する URL は IFrame
の src 属性を与えられていませんが、start メソッドの最初のパラメータとしてパス

されます。
WebAppIFrame.js のコードリスティング:
'use strict';
function W ebAppIFram e(ifram e, listener) {
var _this = this;
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var _data;
var _jw t;
if (listener) {
w indow .addEventListener('m essage', listener, false);
}
this.start = function(url, data, jw t) {
function _start() {
_this.post({data: _data, jw t: _jw t});
ifram e.rem oveEventListener('load', _start);
}
_data = data;
_jw t = jw t;
if (_jw t) {
url += '&auth';
}
ifram e.addEventListener('load', _start);
ifram e.src = url + '&em bed';
}
this.post = function(data) {
ifram e.contentW indow .postM essage(data, '*');
}
}

IFrame はソリューショ
ンjsonBooks をロードし、Web ページからデータを受け取ります。
{books} は(シリ
アル化されたJSON フォームで)自動的にサーバー上のワークフローに送信されま

す。
ページイベント埋め込まれたメッセージ には.
.
.
と定義されているアクショ
ンが存在するため、

... ページソース$MT_EMBEDDEDMESSAGE は自動的に{books}データと共にロードされます。
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デザインは item ノードの繰り返しテーブルを含んでいます。デザインは item ノードの繰り返しテーブ
ルを含んでいます。テーブルのセルはそれぞれ author title year およびpages ページソー
スノードにリンクされています。

この結果、.
.
.
...IFrame 内のソリューショ
ンがこのデータと共にロードされます。ワークフローの
$MT_EMBEDDEDMESSAGE ページソース内のデータと
共に繰り返しテーブルは作成されます。

HTML ページを開く
とデータをIFrame 内で直接使用することができます。
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JWT 認証
このセクショ
ンのJWT 認証サンプルは、前のセクショ
ン内の設定済みのページソースのWeb ページを編集します。ソリュ
ーショ
ンへの呼び出しと共に、JWT も送信されます。JWT は文字列として送信される必要があります (すなわち、引用符
を用いて送信する必要があります)。下のコードリスティ
ングでは、JWT は青でハイライトされています。
このサンプルで使用されるファイルは JWT.html とjsonBooks.mtd です。両方のファイルは次の場所にあります: マイ
ドキュメントMobileTogether フォルダー: MobileTogetherDesignerExamples\Tutorials
\EmbeddedWebpageSolutions。ファ
イルを試すには、MTD ファイルをサーバーにデプロイし、サーバーの設定内で
JWT 認証を有効化します (次のセクショ
ンを参照してく
ださい)。newuser がサーバーに登録されていない場合、自動
的にユーザーとしてインポートされ、ログインが成功します。jsonBooks.mtd のコンテナーにアクセスするには、パーミッショ
ンを設定をする必要があります。必要な場合は、正確なワークフローをターゲットするためにHTML コードを変更します。
このサンプルファイル内のJWT は www.altova.com に設定されたオーディ
エンスの要求、および、(ユーザー名を指定す
る) newuser に設定されたサブジェクトの要求 を使用して作成されました。このJWT を生成するために使用された秘密
は gQkhVQPKkNYts3CraUsmmF6RyEvTCFnt です。

サーバーの設定
サーバーがWeb ページにより送信されるJWT を非暗号化し検証するために、JWT 認証は次の2つの設定と共にサー
バーの設定内で有効化されている必要があります (下のスクリーンショ
ット):
JWT を生成するために使用される秘密: gQkhVQPKkNYts3CraUsmmF6RyEvTCFnt
JWT を生成するために使用されるオーディ
エンスの要求の値: www.altova.com

メモ:

更に、 newuser がjsonBooks.mtd のコンテナーにアクセスできるようにパーミッショ
ンを設定 することを忘れな
いでく
ださい。

HTML コード リスティング
ファイルJWT.html のHTML コードリスティ
ング。JWT は青でハイライトされています。このサンプルで使用される
JavaScript 機能は、全てのブラウザーで使用できない場合があることに注意してく
ださい。この場合、ブラウザーに合うよう
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にJavaScript を変更してく
ださい。
Web ページ コードリスティング
<!DO CTYPE htm l>
<htm l>
<head>
<style>
*{
font-fam ily:Segoe UI,Tahom a,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
ifram e {
width:100%;
height:400px;
border:2px solid blue;
border-radius:5px;
m argin:10px 0px;
}
code {
font-size:sm all;
}
</style>
<script src="http://localhost:8083/js4.0/W ebAppIFram e.js"></script>
<script>
// The initialbook list stored in a variable in JSO N form at
var books = {
"books": [
{
"author": "M ary Shelley",
"title": "Frankenstein; or, The M odern Prom etheus",
"year": 1818,
"pages": 280
},
{
"author": "B ram Stoker",
"title": "D racula",
"year": 1897,
"pages": 302
}
]
};
// Contents of variable 'books'converted to string and displayed inside HTM L elem ent CO DE
function show books() {
docum ent.querySelector('code').innerText = JSO N .stringify(books, null, ' ');
}
// m = HTM L m essage event;data = container for m essage from server
// m .data.json = contents of the 'json'object that was sent from the server
function receivebooks(m ) {
books = m .data.json;
show books();
}
// Handler to show books in webpage on page load
docum ent.addEventListener('D O M C ontentLoaded', show books);
// Handler to receive m essages from server via solution in IFram e
window.addEventListener('m essage',receivebooks);
// Handler to send data to IFram e on page load
docum ent.addEventListener('D O M C ontentLoaded', function() {
var em bedded = new WebAppIFrame(docum ent.querySelector('ifram e'));
em bedded.start('http://localhost:8083/run?d=/public/jsonB ooks', books,
'eyJ0eXAiO iJKV1Q iLCJhbGciO iJIUzI1NiJ9.eyJpc3M iO iJPbm xpbm UgSldUIEJ1aW xkZXIiLCJpYXQ iO jE1M DE4M
zU4M zUsIm V4cCI6M TUzM zM 3M TgzNSwiYXVkIjoid3d3Lm FsdG92YS5jb20iLCJzdW IiO iJuZXd1c2VyIiwiR2l2ZW
5O YW 1lIjoiSm 9obm 55IiwiU3Vybm FtZSI6IlJvY2tldCIsIkVtYW lsIjoianJvY2tldEBleGFtcGxlLm NvbSIsIlJvbGUiO lsiT
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W FuYW dlciIsIlByb2plY3Q gQ W RtaW 5pc3RyYXRvciJdfQ .M 66SBrP_U30iQ eheQ W pPTdaBzsJZqK2L7BJQ 8gKPLo');
});
</script>
</head>
<body>
<h4>An editable list of books in JSO N form at</h4>
<h5>The book list,stored as a JSO N object in the webpage:</h5>
<pre><code><!-- The SHO W BO O KS function displays the book list here --></code></pre>
<h5>The book list is displayed in the Ifram e as soon as the HTM L page is opened.</h5>
<ifram e fram eborder="0"></ifram e>
</body>
</htm l>
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自動化されたテスト
自動化されたテストの機能により、デザイン、ページソースデータ、コンポーネントスタイル、または、レイアウト、またはソリュー
ショ
ンの環境の差異を検出するために、(基本的には、シミュレーショ
ンである)2つのテストランを比較することができます。
このプロセスの仕組みは以下のとおりです:最初に、デザインのベースのテストラン(または、テストケース)が記録されます。この
テストのケースは、特定のユーザーとデザインのアクショ
ンにより作動します。テストケースは、次に異なるパラメーターを用いて
再生されます (例えば、異なるページソースデータ、または、デバイスのOS の異なるバージョ
ン)。MobileTogether
Designer 内の再生がテストケースから、差異を返すと、記録され、ベースのテストケースと比較されます。記録された再生
が、元のテストケースとは異なる、テストランを呼び出します。問題が検出されると、指摘されます。更に、デザインのためのテ
ストケースは、デザインと共に、MobileTogether Server にデプロイされることができます。これにより、テストケースは、再
生のために複数のクライアントデバイスにダウンロードすることができます。クライアントデバイス上の再生はサーバに保存され、
MobileTogether Designer 内で比較のために取得されます。
一般的な自動化されたテストのシナリオは以下のように進行します:
1. テストケースの記録:これは、異なる環境で再生することのできる記録されたテストケースの実行です。
2. テストケースの再生: 再生は、テストケースのテストランとして保存されます。再生が、MobileTogether
Designer 内の場合、差異を返す再生のみがテストランとして保管されます。テストケースが、MobileTogether
Server にデプロイされている場合、これらのクライアントの再生はサーバーに保管されます。
1. テストランが基のテストケースと比較される場合: 比較は MobileTogether Designer 内でおこなわれます。
異なるレベルを構成することができ、差異を詳細に確認することができます。テストランは、クライアントの再生から返
され、(サーバー上に保管され) MobileTogether Designer で比較のために取得されることができます。

ルーチンステップを実行するために自動化されたテストを使用する
特定のルーチンのステップをシミュレーショ
ンを実行する都度実行する場合、これらのステップはテストケースとして記録し、後に
再生することができます。例えば、デザインは、ユーザーにログインの詳細、または変更しないデータの他のアイテムを入力する
ようにプロンプトする場合があります。その後、テストケースをルーチンのステップを完了し、追加のテストステップを手動で実行
することができます。このように使用することにより、自動化されたテストは、デザイン中に時間を省く
ことができます。

自動化されたテスト メニューコマンド
プロジェクトメニューに自動化されたテスト機能を実行するコマンドがあります。この機能は、自動化されたテストツールバー
にもあります (下のスクリーンショ
ット参照)。

新規テストケースの記録: シミュレーター内で新規テストケースが開始され、ユーザーのアクショ
ンを記録します。
記録が停止すると、名前をつけて記録を保存するようにプロンプトされます。 詳細に関しては次を参照してく
ださ
い: テストケースの記録 。
テストケースの再生: 再生のために使用することのできるテストケースオプショ
ンコンボボックスで選択されたテ
ストケースを再生します。再生が差異をテストケースから返す場合、再生は保存されます。次を参照してく
ださ
い: テストケースの再生。
クライアント上のテストケースのトライアルラン: 接続されたクライアントで、再生のために使用することのできる
テストケースコンボボックス内で選択されているテストケースを再生します。再生が差異を返すと、再生は保存され
ます。次を参照してく
ださい: テストケースの再生
テストケースとテストランの管理: テストケースとテストランの管理 ダイアログを表示します。
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「
再生のために使用することのできるテストケース」
コンボボックスは、テストケースが記録された後のみ表示されます。こ
こで選択されているテストケースは、「テストケースの再生」または「クライアント上のテストケースのトライアルラン」がク
リックされると実行されます。

このセクション
このセクショ
ンは以下のとおり整理されています:
テストケースの記録
テストケースの再生
テストケースとテストランの管理
テストケースをサーバーにデプロイする
テストランの比較
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このアクショ
ンにより、比較のためのベースのケースとして使用することのできるベースのテストケースが作成されます。
テストケースの記録: シミュレーター内で新規のテストケースを開始し、テストケースを記録します。記録が停止す
ると、記録に名前をつけて保存するようにプロンプトされます。詳細に関しては、テストケースの記録 を確認して
く
ださい。
記録の停止: 記録を停止して、記録されたテストケースの名前を指定する、記録されたテストケースの確認ダイ
アログを開きます。
テストケースの記録は、以下のようにおこないます:
1. アクティ
ブなデザインをテストするためのデザインを作成します。
2. ツールバーアイコン新規テストケースの記録 (上のアイコンを参照)をクリックします。
3. 表示されるシミュレーターウィ
ンドウ内でテスト内に含むステップを実行します。手動でスナップショ
ットを取ることもで
き、このオプショ
ンは記録オプショ
ン内で有効化することができます (下を参照)。
4. テストケースを完了すると、(右下の) 「閉じる」 をクリック、または ツールバーアイコン「新規テストケースの記録
の停止」をクリックします。(上のアイコンを参照)
5. 表示される記録されたテストケースの確認ダイアログ内にテストケースの名前を入力して、「保存」をクリックします。
各デザインのために、記録することのできる(ベースの) テストケースの数に制限はありません。

記録のオプション
テストケースとテストランの管理ダイアログの下の部分で記録および再生のためのオプショ
ンを使用することができます。差異を
表示する再生は、自動的に記録され、保管されます。ここで設定する記録オプショ
ンは再生にも使用することができます。
記録オプショ
ン
記録オプショ
ンを使用することができます:
デザインアクショ
ンのログ: デザインのアクショ
ンとは、ユーザーにより明示的にトリガーされないアクショ
ンを指します。
例としては、ページソースにデータを自動的に保存するなどが挙げられます。このオプショ
ンがチェックされていると(デ
フォルト) デザインアクショ
ンがログされます。
各ステップの後のスナップショ
ットを自動的に作成: このオプショ
ンは、テストランの再生にではなく
、テストケースの
記録に適用されます。このオプショ
ンをチェックして、テストケースの後に自動的にスナップショ
ットが作成することができ
ます。スナップショ
ットは、スナップショ
ットに含まれる項目の選択オプショ
ンで選択されているアイテムが含まれます
(次のポイントを参照してく
ださい)。
スナップショ
ットに含まれる項目: スナップショ
ットに含む項目を選択します。オプショ
ン: ページソース、スタイル、およ
び、クライアントビュー(クライアント上のデザインコンポーネントのレイアウトの座標)。これらのスナップオプショ
ンの1つ
を選択し、スナップショ
ットを自動的に作成するオプショ
ンを解除すると、シミュレーター 内の「スナップショットの記
録」ボタンがテストケースの記録中に有効化され、スナップショ
ットを希望するタイミングで取ることができます。
再生オプショ
ン
以下の再生オプショ
ンを使用することができます:
テストケースの再生の速度:テストケースの再生の速度を選択することができます。ステップバイステップを選択すると、シ
ミュレーター内の「次のステップの再生」ボタンが再生中に有効化され、テストをこのスピードで実行することができます。
「次のステップの再生」をクリックしてテストを順番を追って実行します。
永続データのリセット: 各テストケースには、永続データを元の値にリセットするリセットチェックボックスが存在します。チェック
されると、テストケースが再生され、クライアント上の永続データは元の値にリセットされます。
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テストケースの再生
(テストケースの記録)テストケースが記録されると、(例えば、異なるページソースデータ、または、デバイスのOS の異なるバ
ージョ
ンを使用するなど)異なるパラメーターを使用してテストケースを再生することができます。再生が差異を返す場合、閉じ
られる際に再生は自動的にデザインに保存されます。それ以外の場合は、保存されません。保存された再生は、テストケー
スとテストランの管理ダイアログ内で、ベースのテストケースの関連付けられたテストケースとして表示されます (次を参照: テ
ストケースとテストランの管理)。

デザイナーとクライアント内での再生
MobileTogether Designer または クライアントデバイス上でテストケースを再生することができます。これをおこなうには、
ツールバーから対応するアイコンをクリックしてく
ださい(下のスクリーンショ
ット参照)。これらはそれぞれ、「テストケースの再
生」と「クライアント上のテストケース」です。

テストケースの再生: 再生のために使用することのできるテストケースオプショ
ンコンボボックスで
選択されたテストケースを再生します。再生が差異をテストケースから返す場合、再生は保存されま
す。
クライアント上のテストケースのトライアルラン: 接続されたクライアントで、再生のために使用する
ことのできるテストケースコンボボックス内で選択されているテストケースを再生します。再生が差異を
返すと、再生は保存されます。

再生のオプション
テストケースとテストランの管理ダイアログの下の部分で記録および再生のためのオプショ
ンを使用することができます。差異を
表示する再生は、自動的に記録され、保管されます。ここで設定する記録オプショ
ンは再生にも使用することができます。
記録オプショ
ン
記録オプショ
ンを使用することができます:
デザインアクショ
ンのログ: デザインのアクショ
ンとは、ユーザーにより明示的にトリガーされないアクショ
ンを指します。
例としては、ページソースにデータを自動的に保存するなどが挙げられます。このオプショ
ンがチェックされていると(デ
フォルト) デザインアクショ
ンがログされます。
各ステップの後のスナップショ
ットを自動的に作成: このオプショ
ンは、テストランの再生にではなく
、テストケースの
記録に適用されます。このオプショ
ンをチェックして、テストケースの後に自動的にスナップショ
ットが作成することができ
ます。スナップショ
ットは、スナップショ
ットに含まれる項目の選択オプショ
ンで選択されているアイテムが含まれます
(次のポイントを参照してく
ださい)。
スナップショ
ットに含まれる項目: スナップショ
ットに含む項目を選択します。オプショ
ン: ページソース、スタイル、およ
び、クライアントビュー(クライアント上のデザインコンポーネントのレイアウトの座標)。これらのスナップオプショ
ンの1つ
を選択し、スナップショ
ットを自動的に作成するオプショ
ンを解除すると、シミュレーター 内の「スナップショットの記
録」ボタンがテストケースの記録中に有効化され、スナップショ
ットを希望するタイミングで取ることができます。
再生オプショ
ン
以下の再生オプショ
ンを使用することができます:
テストケースの再生の速度:テストケースの再生の速度を選択することができます。ステップバイステップを選択すると、シ
ミュレーター内の「次のステップの再生」ボタンが再生中に有効化され、テストをこのスピードで実行することができます。
「次のステップの再生」をクリックしてテストを順番を追って実行します。
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永続データのリセット: 各テストケースには、永続データを元の値にリセットするリセットチェックボックスが存在します。チェック
されると、テストケースが再生され、クライアント上の永続データは元の値にリセットされます。

MobileTogether Designer 内でのテストケースの再生
MobileTogether Designer 内でテストケースを再生するには、以下を行います:
1. 再生のための使用することのできるテストケースオプショ
ンコンボボックス内から、(上のスクリーンショ
ットのツー
ルバー参照)再生を希望するテストケースを選択します。ベースの テストの実行 のみが再生されることに注意して
く
ださい。
2. テストケースの再生 をクリックします(上のスクリーンショ
ットのツールバー参照)。
シミュレーター内で再生が実行されます。再生が差異を返す場合、閉じられる際に再生は自動的に(関連付けられたテス
トの実行として)保存されます。

クライアントデバイス上でのテストケースの再生
クライアント上でテストの実行の試行をおこなうことにより、特定のクライアントデバイスでテストの実行の機能が正確に作動し
ているかプレビューし、確認することができます。この場合、 MobileTogether Designer マシンは、MobileTogether
Server の役割を果たします。これは、(サーバーとしての役割を果たす)デザイナーマシンがクライアントに接続するための個
別のポートを設定する必要があることを意味します。
セットアップは2つの部分から構成されています:
MobileTogether Designer, 内で、ツール | オプション| クライアント上のトライアルランに移動して、クライ
アントデバイスとの通信のために個別のポートをセットアップします。: 例えば、8089.
クライアントデバイス上では、デザイナーマシンを新しいサーバーとして追加します。必要条件: (i) (DOS コマンド
ipconfig を使用して確認すること
のできる)マシンのIP アドレス、と(ii) 前のステップ内で構成されているポート
の番号
テストケースを再生するには、以下を行います:
1. 再生のために使用することのできるテストケースコンボボックス(上のスクリーンショ
ットのツールバー参照) 内か
ら、再生するテストケースを選択します。テストの実行のみを再生することができることに注意してく
ださい。
2. クライアント上のテストケースをクリックします。(上のスクリーンショ
ットのツールバー参照) 「
クライアント上のトライ
アルラン」ダイアログが開かれます (下のスクリーンショ
ット参照)。
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3. クライアントデバイスで、デザイナーマシンを接続し、ソリューショ
ンを更新します。現在、MobileTogether
Designer 内でアクティ
ブなすべてのソリューショ
ンが表示されます。
4. クライアントデバイスで、クライアントデバイス上でテストケースを再生するためのソリューショ
ンを開始します。
テストケースは、クライアント上で再生されます。 MobileTogether Designer 内で「
クライアント上のトライアルラン」ダイ
アログ(上のスクリーンショ
ット参照) は、再生が展開されると共にページソースデータと共に更新されます。再生が差異を返
す場合、閉じられる際に再生は自動的に(関連付けられたテストランとして)保存されます。差異が存在するかを確認する
には、自動化されたテストツールバー内の記録の管理をクリックします。
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テストケースとテストランの管理

テストケースとテストランの管理 ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) で以下をおこなうことができます:
テストケースのために記録のオプショ
ンをセットアップします。
その後のテストランのために記録と再生のオプショ
ンをセットアップします。
個々のテストケースのテストランは、永続データを元のデータにリセットすることから始まります。
MobileTogether 記録ファイル(.mtrecord ファイル)を再ロードして保存します。デザインファイルごとに1つの
.mtrecord ファ
イルが常に存在し、デザインファイルと同じ名前がつけられています(がファイルの拡張子は異なりま
す)。
テストランを比較します。
テストケースは関連付けられたテストケースと置き換えられます。
テストケースをテストランの1つと置き換えます。テストランはテストケースのロールを取ります。他のテストランは削除さ
れ、選択されたテストランは、空のグループの新規テストケースとなります。
MobileTogether Server にベースのテストケースをデプロイし、サーバーからテストケースを取得し、サーバーからテ
ストケースを削除します。

ダイアログは、記録された各テストケース、および、関連したテストラン(再生)を関連したデータと共に表示します。データと時
刻は、言語などの他の関連したクライアント設定などと同様クライアントデバイスから取得されます。

記録と再生のオプション
テストケースとテストランの管理ダイアログの下の部分で記録および再生のためのオプショ
ンを使用することができます。差異を
表示する再生は、自動的に記録され、保管されます。ここで設定する記録オプショ
ンは再生にも使用することができます。
記録オプショ
ン
記録オプショ
ンを使用することができます:
デザインアクショ
ンのログ: デザインのアクショ
ンとは、ユーザーにより明示的にトリガーされないアクショ
ンを指します。
例としては、ページソースにデータを自動的に保存するなどが挙げられます。このオプショ
ンがチェックされていると(デ
フォルト) デザインアクショ
ンがログされます。
各ステップの後のスナップショ
ットを自動的に作成: このオプショ
ンは、テストランの再生にではなく
、テストケースの
記録に適用されます。このオプショ
ンをチェックして、テストケースの後に自動的にスナップショ
ットが作成することができ
ます。スナップショ
ットは、スナップショ
ットに含まれる項目の選択オプショ
ンで選択されているアイテムが含まれます
(次のポイントを参照してく
ださい)。
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スナップショ
ットに含まれる項目: スナップショ
ットに含む項目を選択します。オプショ
ン: ページソース、スタイル、およ
び、クライアントビュー(クライアント上のデザインコンポーネントのレイアウトの座標)。これらのスナップオプショ
ンの1つ
を選択し、スナップショ
ットを自動的に作成するオプショ
ンを解除すると、シミュレーター 内の「スナップショットの記
録」ボタンがテストケースの記録中に有効化され、スナップショ
ットを希望するタイミングで取ることができます。
再生オプショ
ン
以下の再生オプショ
ンを使用することができます:
テストケースの再生の速度:テストケースの再生の速度を選択することができます。ステップバイステップを選択すると、シ
ミュレーター内の「次のステップの再生」ボタンが再生中に有効化され、テストをこのスピードで実行することができます。
「次のステップの再生」をクリックしてテストを順番を追って実行します。
永続データのリセット: 各テストケースには、永続データを元の値にリセットするリセットチェックボックスが存在します。チェック
されると、テストケースが再生され、クライアント上の永続データは元の値にリセットされます。

テストケースと関連した テストラン
テストケースの名前は、記録プロセスの最後に定義されます。テストケースとテストランの管理 ダイアログ(上のスクリーン
ショ
ット) を使用し、名前をダブルクリックし名前を編集することができます。各テストケースとテストランは、内部 ID により識
別されます。ですから、テストケースとテストランがファイルに保存されると(次のセクショ
ンを参照)、テストケースは、同様に識
別されますが(内部 ID を基本にして)異なる名前がつけられ、名前の変更が(内部 ID をベースにして)識別されます。
テストケースから差異を返す再生は、テストケースと関連した テストラン(再生されたテストケース)として保管されます。保
管される際にTest Run のデフォルトの名前を自動的に与えられます (上のスクリーンショ
ット参照)。これらの名前は、ダブ
ルクリックして編集することにより後に変更することができます。
テストケースとテストランの管理 ダイアログ内では、(上のスクリーンショ
ット) テストランはもとのテストケースに依存すると考え
られます。関連したテストランを表示、または、非表示するために、テストケースを展開、または、折りたたむこともできます。テ
ストケースが削除されると、すべての関連付けられたテストランも削除されます。

入力のステップをマージする
テストランではなく
、テストケースが選択されると、このボタンが有効化され、編集フィ
ールドのみに適用されます。編集フィ
ール
ドの入力時 イベントのためにアクショ
ンが存在する場合、編集フィ
ールド内でのキーストロークの全てが個別のステップとして
記録されます。全てのキーストロークを編集フィ
ールド全体のための単一のステップにマージするには、入力のステップをマー
ジするをクリックします。このマージを元に戻すことはできないことに注意してく
ださい。

永続データのリセット
テストケースが再生されるとデザインの永続データを元の値にリセットするには、テストケースのリセットチェックボックスを選択しま
す (上のスクリーンショ
ット内の「
テストケースとテストランの管理」
ダイアログを参照してく
ださい)。

テストケースとテストランのロードと保存
すべてのテストケースとそのテストランは、<mtdesignfilename>.mtrecord に保存されることができます。各
MobileTogether デザインには、関連した.mtrecord ファイルが1つ存在します。例えば、デザインファイル
QS01.mtd には、関連付けされたQS01.mtrecord と
いう名前のMobileTogether 記録ファイルが存在します。テ
ストケースとテストランの管理 ダイアログの「保存」ボタンをクリックすると、MT 記録ファイルは、デザインファイルと同じファイル
に保存されます(下のスクリーンショ
ット)。MT 記録ファイルを次に保存すると、既存のMT 記録ファイルを上書きします。
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「
全ての再生を削除する」
をクリックすると、全てのテストケースのテストランを削除することができます。
テストケースとそのテストランをアクティ
ブなデザインのMT 記録ファイルから再ロードする場合は、「再ロード」をクリックしま
す。この場合、ダイアログのテストケースとテストランは、MT 記録ファイル内の既存のファイルと置き換えられます。
テストランのプロパティ
テストランのプロパティ
を確認するには、選択して、「選択項目を比較」をクリックします。テストケースとテストランを比較ダイ
アログ内にテストランのプロパティ
が表示されます。

テストケースの削除と比較
1つ以上のテストケース/
ランを削除する場合、チェックボックスを選択して、「選択項目を削除」をクリックします。テストケー
スを選択すると、すべてのテストランが明示的に選択され、削除されます。しかしながら、警告が表示され、継続するようにプ
ロンプトされます。
テストランがテストケースと異なる場合、比較ペイン内で差異の部分がピンク色のボタンで表示されています (上のスクリーン
ショ
ットを参照)。例えば、テストランのアクショ
ンが異なる場合、テストランのアクショ
ンセルにはピンク色のボタンが含まれていま
す (上のスクリーンショ
ットを参照)。ピンクボタンをクリックする場合、テストランとテストケースが表示されるテストケースとテス
トランの比較ダイアログが表示されます。このダイアログを開く
には、「選択項目の比較」をクリックします。

関連した テストランを テストケースに変更する
テストランをテストケースに変換するには、選択した後、「レファレンスを置き換える」をクリックします。選択されたテストラン
が、元のテストケースと置き換えられ、テストケースの名前を取ります。置き換えられたテストケースと関連付けられた他のすべ
てのテストランは、削除されます。アクショ
ンが実行される前に、アクショ
ンをキャンセルすることのできる、警告メッセージが表示
されます。

サーバーへのデプロイ
アクティ
ブなデザインの1つ以上のテストケースをサーバーにデプロイすることができます:
「ファイル | MobileTogether Server にデプロイする」 コマンドを使用してデザインとテストケースをデプロイし
ます。
デザインが既にデプロイ済みの場合、テストケースのみデザイン無しでをデプロイします。テストケースとテストランの管
理ダイアログ内の「デプロイ」をクリックします (上のスクリーンショ
ット参照)。
テストケースがサーバーにデプロイされると、サーバー上でアクティ
ブ化されます。ソリューショ
ンがクライアント上で開始される都
度、再生することができます。複数のテストケースがアクティ
ブになると、これらのテストケースは、クライアント上で生成されま
す。 再生の結果はサーバー上に保管されます。テストケースとテストランの管理ダイアログ内の「取得」をクリックすることでこ
れらの再生をMobileTogether Designer で取得することができます (上のスクリーンショ
ット参照)。取得された再生
は、デプロイされたテストケースの関連付けられたテストケースとして保管され、他の関連付けられたテストケースと同じ方法
で扱うことができます。
サーバーからデプロイされたテストケースを削除することができます。以下をおこないます: テストケースとテストランの管理ダイア
ログから(上のスクリーンショ
ット参照) 削除するテストケースを選択し、「デプロイされた項目を削除する」をクリックしま
す。
この操作の詳細に関しては、サーバーへのデプロイを参照してく
ださい。
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アクティ
ブなデザインの1つまたは複数のベースのテストケースをサーバーにデプロイすることができます。テストケースがサーバー
上でアクティ
ブ化されると、クライアント上でソリューショ
ンが開始する都度再生することができるようになります。このように、テス
トケースは複数のクライアント上で再生することができます。これらの再生はサーバーに保管され、元のテストケースと比較する
ために、MobileTogether Designer から取得することができます。

テストケースを MobileTogether Server にデプロイする
テストケースをデザインと共に「ファイル | MobileTogether Server へデプロイ」コマンドを使用して
MobileTogether Server にデプロイすることができます。このコマンドは次の項目を入力することのできるダイアログを表示
します (下のスクリーンショ
ット) : (i) サーバーへのアクセスの詳細、(ii) サーバー上のデザインへのパス、および(iii) デザイ
ンと共にデプロイするテストケース(デプロイするテストケースを選択してく
ださい)。
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デザインガスでにサーバーにデプロイされている場合、テストケースとテストランの管理ダイアログ内の「デプロイ」をクリックし
て、テストケースを更にデプロイすることができます。テストケースは内部 ID により識別され、同じID を持つテストケースの
みにより上書きされます。

サーバー上でのテストケースの管理
サーバー上のソリューショ
ンがテストケースと共にデプロイされていると、ワークフロータブ内で(下のスクリーンショ
ット)、ソリュー
ショ
ンには自動化されたテストの列内にホイールのアイコンが表示されます (スクリーンショ
ットを参照)。
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デザインのテストケースを有効化し、クライアント上でテストケースがどのように再生するか定義するには、ソリューショ
ンのホイー
ルアイコンをクリックしてく
ださい (上のスクリーンショ
ットに表示されています)。これは、そのソリューショ
ンの自動化されたテ
ストを示すページを表示しています(下のスクリーンショ
ット)。

自動化されたテストページは、選択されたソリューショ
ンのためにデプロイされたすべてのテストケースを表示しています。クライ
アントデバイス上での再生のための個々のテストケースを次のようにセットアップすることができます:
1. 「
アクティ
ブ」
列内から、アクティ
ブ化するテストケースをチェックします。これらのテストケースは、ユーザーがソリューショ
ン
を開始するとクライアント上で再生されます。複数のテストケースが選択された場合、選択されたテストケースすべて
が再生されます。ソリューショ
ンのテストケースがアクティ
ブ化されていると、ワークフローのページで、デザインの「
自動化
されているテスト」
の列に赤いホイールのアイコンが表示されます。
2. 再生中のログの詳細を設定します。希望する列のチェックボックスをチェックしておこないます。 テストケースとテストラ
ンの管理ダイアログ内の記録と再生オプショ
ンのセクショ
ンを参照してく
ださい。
3. 「保存」をクリックして完了します。
テストケースを削除する場合は、左側の列のチェックボックスを選択して、「選択項目の削除」をクリックしてく
ださい。サーバ
ー上のテストケースを削除する場合は、( MobileTogether Designer )テストケースとテストランの管理ダイアログ内で削
除する項目を選択し、「選択項目の削除」をクリックします。

クライアント上での再生の後
クライアント上でテストケースが再生されると、再生の結果はサーバーにテストケースとして保管され、自動化されたテストペー
ジに表示されます (下のスクリーンショ
ット)。各再生の結果は、テストケースの子孫として表示されます。例えば、下のス
クリーンショ
ットでは、2つの再生がテストケースCityTimes01-Cities のために保管されています。再生が発生するク
ライアントデバイスと再生の回数も表示されていることに注意してく
ださい。 テストランを削除するには、左側の列のチェック
ボックスを選択して、「選択項目の削除」をクリックしてく
ださい。
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( MobileTogether Designer の)テストケースとテストランの管理ダイアログ内の「取得」をクリックして
MobileTogether Designer へテストランを取得することができます。取得はデザインのデプロイされたすべてのテストランに
適用され、サーバーからのテストランの削除は含まれません。取得されたテストランは、構造的にMobileTogether
Designer 内の元のテストケースに表示され、他の関連したテストランと同様に扱われます。例えば、元のテストケースと抽
出されたテストランを比較することができます。
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テストランを元のテストケースと比較して、ステップ、アクショ
ン、ページソースデータ、スタイル、およびクライアントのビュー(特定の
クライアント内のデザインのレイアウト座標コンポーネント)の差異を確認することができます。テストケースとテストランの管理ダ
イアログ内から、比較する2つのテストランを選択し、「チェック項目の比較」をクリックします。テストケースとテストランの比較
ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) が表示されます。

各テストランが異なるペインにツリーとして表示されます(上のスクリーンショ
ット参照)。それぞれの詳細はペインの上に表示さ
れています。ペイン内では、各ツリーは、テストケース(ステップ)とデザインアクショ
ンの時系列のシーケンスとして構成されていま
す。スナップショ
ットが、テストケース中に作成された場合、 (例えば、ユーザーアクショ
ンの後)、スナップショ
ットの詳細はそ
の時点で表示されます。各スナップショ
ットは以下から構成されています: (i) ページソースデータ、(ii) スタイルの情報、と
(iii) クライアント上のデザインコンポーネントのレイアウト座標。
テストケースとテストランの比較 ダイアログで以下をおこなうことができます:
次の比較レベルの表示/
非表示: (i) デザインアクショ
ン、(ii) ページソースデータ、(iii) スタイル、と(iv) クライアン
トのデザインコンポーネントのレイアウト座標。これらのレベルの1つを表示、または、非表示にするには、それぞれ
チェックとチェックの解除チェックボックスをチェックしてく
ださい。
上下のスクロールバーをドラッグし、または、「前の差異」と「次の差異」ボタンをクリックすることにより、ドキュメン
ト内を移動することができます。
他のテストケース内のアイテムの状況をロケートする場合、カーソルでそのアイテムの中央の列をポイントしてく
ださい。
状況が両方のペインをつなぐ赤いコネクターで表示されます (上のスクリーンショ
ット参照)。
両方のツリー内の最後のアイテムは、それぞれの最後の状態を表しています。最後の状態に差異が存在しない場
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合、双方の間のコネクタは緑色で表示されます。それ以外の場合は赤で表示されます。
差異に関しては、指定されたページソース、または、スナップショ
ットデータノードを無視してく
ださい。2つのペインの間
の列内の差異コネクタを右クリックし、<このノード>のみを無視 または <これらのノード>すべてを無視 を選択
します(下のスクリーンショ
ット参照)。無視されるノードは黄色でハイライトされます。これらのノードは、今後の再
生で無視する差異として考えられます。これらのノード内の差異を考慮して、<このノード>のみを無視 または <
これらのノード>すべてを無視 の選択を解除してく
ださい。

両方のツリーの最後のアイテムは、最後の状態に相対します。最後の状態に差異がない場合、2つのツリーの間の
コネクタは緑で表示され。それ以外の場合は、赤で表示されます。
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AppStore App
アプリストアにポストしエンドユーザーがダウンロードするためのMobileTogether アプリを作成することができます。
MobileTogether Designer 内でカスタム化されたAppStore App の作成方法は、以下のとおりです:
1. アプリを生成するMobileTogether Designer で、デザインしてテストを行うことができます。他の
MobileTogether Designer デザインと同様にプロジェクトを作成します。
2. [ファイル | AppStore App のためにプログラムコードを生成する] コマンドを使用してデザインからAppStore
App のためのプログラムコードの生成 を行います。プログラムコードは、Android、iOS、Windows Phone お
よびWindows のために生成することができます。
3. MobileTogether Server にプロジェクトをデプロイする。他のプロジェクトのデプロイと同じ方法で行います。
4. それぞれのデバイスとオペレーティ
ングシステムのためにAppStore App を作成するために生成されたプログラムコー
ドをコンパイルする
プログラムコード生成 とコードのコンパイルの手順はこのセクショ
ンのそれぞれのサブセクショ
ンで説明されています。

AppStore App とMobileTogether Client 上のソリューションの違い
AppStore App は、MobileTogether ソリューショ
ンと異なります。
AppStore App は、MobileTogether ソリューショ
ンと異なります。MobileTogether ソリューショ
ンは
MobileTogether Server にデプロイされますが、MobileTogether Client を介してもアクセスすることができます。複
数のクライアントデバイスは、1つまたは複数のMobileTogether Server 上の1つまたは複数のソリューショ
ンにアクセス
することができます。
AppStore App は、実行するために構成する必要のない直接1つのワークフローにアクセスする、軽量の代替を与えま
す。 ソリューショ
ンとAppStore App 間の違いは下のテーブルにリストされています。
ソリューショ
ンとAppStore App の違いは下のテーブルにリストされています。
MobileTogether Client 上のソリューション

AppStore App

MobileTogether Client は、アプリストアからダウ AppStore App は、アプリストアからダウンロードされま
ンロードされます。
す。
MobileTogether Designer プロジェクトは、
MobileTogether Designer プロジェクトは、
MobileTogether Server にソリューショ
ンとして MobileTogether Server にワークフローとしてデプロイ
デプロイされます。
されます。
MobileTogether Client は、上の1つまたは複
数のMobileTogether Server にアクセスしま
す。

AppStore App は、関連したワークフローにアクセスしま
す。1つのワークフローに専用のアプリです。

エンドユーザーは構成を行いMobileTogether
MobileTogether Client は、必要ありません。
Client を維持する必要があります。複数のサーバ AppStore App は、エンドユーザーに簡単かつシンプル
ーとソリューショ
ンにアクセスすることができます。
な単一のワークフローへのアクセスを提供します。
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プロジェクトからプログラムコードを生成する
Android、iOS、Windows Phone、およびWindows で作動するモバイルデバイスのAppStore App のためにプロ
グラムコードを生成するには、 コマンド[ファイル | AppStore App のためにコードを生成] をクリックします。コマンド
は、すべてのモバイルフォーマットが選択された場合7つのスクリーンを持つウィ
ザードを開きます。各スクリーンは生成されるコ
ードのための設定を含みます。
1: 全般: 名前、バージョン、言語、URL
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実行可能ファイル名: 内部で使用され、コードにより参照される名前です。空白文字を使用せずに名前を使
用してく
ださい。
表示名: ユーザーが見ることのできるアプリの名前。
バージョ
ン: アプリのバージョ
ン番号です。整数、または、小数である必要があります。例: 1 または 1.0 また
は 1.1 または 1.21。(例えば、アプリがストアにより許可されず、デザインが変更されコードを再生成する場合
など) 全てのプラットフォームのためにデプロイしない場合、次をおこなうことが奨励されます。バージョン番号を1つ上
げ、プラットフォームのためプログラムコードを生成します。例: v1.2 がiOS 以外の全てのプラッ
トフォームに許可
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された場合、(他のストアに提出されていない場合) v1.3 を iOS のために作成します。v1.4 は全てのプ
ラットフォームのために作成作成され全てのストアにより許可された場合に使用することができます (非iOS は
v1.2 からv1.4 に移動します)。
アプリの言語 (Windows App とWindows Phone のみ): アプリのインターフェイスは EN ES FR
DE JA で表示すること
ができます。アプリ内に含む言語を選択します。モバイルデバイスの言語が選択された
言語の1つの場合、アプリはその言語で表示されます。モバイルデバイスの言語が、選択された言語に含まれて
いない場合、アプリのデフォルトの言語である英語で表示されます。アプリインターフェイスの言語はソリューショ
ン
文字列のローカライズには依存しません。
URL スキームとホスト: ハイパーリンクからアプリを開始するURL。ハイパーリンクのターゲットURL は、以下
のフォーマットを使用します: <url-scheme>://<url-host>。一意のURL スキームと一意のURL ホ
ストを入力します。スキームの情報は、アプリのマニフェストファイル内に保管され、このスキームを使用して開始
するURL を開く
ために使用されるアプリを使用するデバイスを示します。このスキームを持つURL を持つリン
クがタップされると、デバイスは URL 、つまりアプリ、によりポイントされたリソースにアクセスします。

2: ユーザーインターフェイス: アイコン、著作権、法的
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スプラッシュスクリーン: 縦長と横長の向きでのスプラッシュスクリーンを参照することができます。モバイルデバイス
のスプラッシュスクリーンはモバイルデバイスの向きにより変更されます。iOS アプリのために、縦長のスプラッシュス
クリーンが両方の向きに合わせて描かれます。向き別に、または、デバイス別にスプラッシュスクリーンを希望する
場合、異なる次元の異なるスプラッシュスクリーンをここで説明されるとおり生成されたプログラムコードをビルドす
る前に割り当てます。
起動アイコン: モバイルデバイス内に表示されるアプリを開始するためのアイコン。最大のピクセルのサイズは、
200x200 です。
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著作権と法的なテキスト: モバイルデバイス内に表示されるテキスト。

3: サーバー: サーバーとログイン設定

サーバー: ワークフローがデプロイされるサーバーのIP アドレス。
ポート: アプリがアクセスされるサーバーのポート。サーバーのクライアントデバイスアクセスポートは
MobileTogether Server 内で設定されます。詳細は MobileTogether Server ユーザーマニュアルを
参照してく
ださい。
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SSL: SSL を使用する場合、MobileTogether Server 内でセットアップしてく
ださい。詳細に関しては、
MobileTogether Server ユーザーマニュアルを参照してく
ださい。
常に匿名ログインを使用する: ログインの情報無しにユーザーがアプリにアクセスすることを許可する場合この
オプショ
ンを選択します。それ以外の場合、エンドユーザーはユーザー名とパスワードがログインするために必要で
す。ログイン資格情報のセットアップに関しては、MobileTogether Server ユーザーマニュアルを参照して
く
ださい。

4: 特権: ユーザーとアプリの特権
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エンドユーザーが永続的データをリセットすることを許可するか設定することができます。アプリの特権は、デバイスのオペレ
ーティ
ングシステムがアプリに与える特権です。ここで選択する特権は、アプリのマニフェストファイル内に保管されていま
す。アプリがインストールされると、デバイスはアプリのマニフェストを確認して、エンドユーザーにアプリがリクエストする特権
について通知します。エンドユーザーがこれらの特権を許可すると、アプリはインストールされ、リクエストされた特権がアプ
リに与えられます。例えば、SMS の送信 アクショ
ンがデザイン何に含まれていると、デフォルトで特権は設定されてお
り、変更することはできません。ロケーショ
ンへのアクセスはモバイルデバイスのGPS 場所情報を参照します。上のスクリ
ーンショ
ットでは、デザインは位置情報の機能を使用しており、デバイスの位置情報へのアクセスを必要とします。ロケー
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ショ
ンへのアクセスの 資格情報は自動的に選択され、変更することはできません。

5: コード生成: アプリフォーマットと SPL テンプレートのロケーション

プログラムコードを生成するアプリフォーマットを選択します。異なるアプリフォーマットのためのSPL テンプレートがプログラ
ムコードを生成するために必要になります。これらは MobileTogether Designer インストールで提供されており、以
下の場所にあります: C:\Program Files (x86)\Altova\MobileTogetherDesigner4
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\MobileTogetherSPL。1つまたは複数のSPL テンプレートをカスタマイズすると
、(カスタム化されたファイルが保

存される) SPL テンプレートディ
レクトリのコピーを作成し、このスクリーン内でこのディ
レクトリの場所を指定します (次を
参照してく
ださい:上のスクリーンショ
ット)。新しいフォルダーは SPLテンプレートディ
レクトリの構造を再現する必要があ
ります。

6: プッシュ通知
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プッシュの通知の受信時 イベントのためにアクショ
ンが定義されている場合、このスクリーンが表示されます。このスクリー

ン内で、異なるオペレーティ
ングシステムのためにプッシュ通知 (PN) 登録を作成した際に取得された詳細を入力しま
す (次を参照してく
ださい: AppStore App 内のプッシュ通知)。Android デバイスに送信されたプッシュ通知のため
に、背景色を選択することもできます。

7: Android と iOS

プログラムコードが各フォーマットのために生成されるターゲットディ
レクトリを設定します。Android パッケージのための
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パッケージ名とiOS のためのバンドルID プレフィ
ックスを指定する必要があります。バンドルID プレフィ
ックスが(ドッ
ト) 文字 . で終わっていることを確認してく
ださい。例えば、com.altova. は必要条件を満たしています。バンドル
ID は、スクリーン1 で与えられたアプリ名にバンドルID プレフィ
ックスを加えて構成されています。iCloud アクセスを持
つようにアプリを指定している場合、iCloud コンテナー ID が自動的に生成され、<appname>.entitlements
と呼ばれるファイル内に保管されています。プログラムコードのターゲットディ
レクトリ内にこのファイルは自動的に作成され
ます。詳細に関しては、プログラムコードのコンパイル: iOS を参照してく
ださい。

8: WindowsApp
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Windows App フォーマットのためにプログラムコードが生成されるターゲットディ
レクトリを設定します。会社製造元
ID と製品 ID を指定する必要があります。発行元 ID は、デベロッパーアカウントに割り当てられていた発行元
GUID に設定されています。(Windows App | 必要条件 参照。発行元 GUID は、Dev Center 内のアカウ
ントサマリーページで見つけることができます)。製品 ID は、アプリを識別するために使用されます。アプリのスプラッシュ
スクリーンの背景色を選択することもできます。

[プログラムコードの生成] ウィ
ザードに必要な情報を入力し、[完了] をクリックすると、[アプリをサーバーにデプロイ] ダイアロ
グが表示されます。
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サーバーにワークフローをデプロイする
[プログラムコードの生成] ウィ
ザード内の[完了] をクリックすると、[アプリをMobileTogether Server にデプロイ] ダイア
ログ(下のスクリーンショ
ット) が表示されます。ダイアログのデータフィ
ールドをMobileTogether Server にデプロイコ
マンドの説明どおり入力します。

[OK] をクリックすると以下が実行されます:
1. ワークフローMobileTogether Server がにデプロイされます。
2. プログラムコードが指定されたターゲットディ
レクトリにそれぞれ選択されたフォーマットで生成されます。
生成されたプログラムコードをそれぞれのフォーマット(Android、iOS、Windows App および/
または Windows
Phone) からAppStore App にコンパイルすることができます。
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ワークフローキー
プログラムコードが生成され、ワークフローがサーバーにデプロイされる都度、一意のワークフロー キー がプログラムコードとサー
バー上のワークフローに割り当てられます。プログラムコードがコンパイルされると、コンパイルされたフォーマット内にワークフロー
キーが保管されます。このワークフローキーが特定のワークフローとアプリを関連付ける "
握手"としての役割を果たします。
[プログラムコードの生成] ウィ
ザードを再度破損した場合、プログラムコードは再生成され、ワークフローはサーバーに再デプ
ロイされます。アプリとワークフローは、新しいワークフローキーを与えられます。新しく
デプロイされたワークフローが前のワークフ
ローを上書きした場合、前のアプリバージョ
ンはサーバー上の新しいワークフローにアクセスすることはできません。これは、前の
アプリのワークフローキーが新しく
デプロイされたワークフローのワークフローキーと一致しないからです。新しいバージョ
ンのアプリ
のみが(同じワークフローキーを持つため)新しく
デプロイされたワークフローにアクセスすることができます。
ですから、ソリューショ
ンを変更する都度、新しいバージョン番号 を(プログラムコードの生成ウィ
ザードのスクリーン1内で) コ
ードのデプロイとワークフローのサーバーへのデプロイ前に割り当てます。この手順であれば、サーバー上の以前のワークフロー
は、新しいワークフローにより上書きされません。前のバージョ
ンのアプリは以前のワークフローを継続して使用することができ、
また新しいバージョ
ンのアプリは新しいワークフローを使用することができます。
メモ:

デザインを変更していない場合でも、[プログラムコードの生成] ウィ
ザードを実行する都度、新規の一意のワークフロ
ーキーが生成されます。

メモ:

アプリとワークフローの互換性を確認するために、[プログラムコードの生成] ウィ
ザードを定期的にMobileTogether
Server をバックアップすることが奨励されます。手順についての詳細は、MobileTogether Server マニュアルを
参照してく
ださい。
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18.3

プログラムコードのコンパイル
[プログラムコードの生成] ウィ
ザードを完了して、[ワークフローをサーバーにデプロイ] ダイアログ内の[OK] をクリックすると、
アプリのワークフローがサーバーにデプロイされ、選択されたアプリフォーマットのためのプログラムコードが生成されます。プログラ
ムコードは、各アプリフォーマットのために個別に生成され、ウィ
ザード内で指定されたターゲットディ
レクトリに生成されます。こ
のセクショ
ンは、アプリストアにアップロードすることのできるそれぞれのプログラムコードをAppStore App に生成する方法を
説明します。
MobileTogether Designer により生成されるプログラムコードは、通常作成する前に変更は必要ありません。しかし、プ
ロジェクトを変更する必要があり、生成されたプロジェクトファイルの代わりにSPL テンプレートファイルを変更することは重要
です。[プログラムコードの生成] ウィ
ザードを使用してプロジェクトを後に生成するときに変更が失われないようにするためで
す。SPL とSPL テンプレートは、SPL テンプレートのセクショ
ンで説明されています。
プログラムコードは下にリストされるアプリフォーマットのために生成されます。下のリンクにより対応するサブセクショ
ンに移動す
ることができます。各サブセクショ
ンはそれぞれのアプリフォーマットのためのプログラムコードのコンパイルの方法について説明して
います。

Android
iOS
Windows App
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Android
ウィ
ザードを完了すると、MobileTogether Designer は、Android Studio プロジェクトを作成します。Android
Studio を使用して、このプロジェクト(.apk ファイル)をAndroid アプリに作成することができます。

Android Studio プロジェクト
Android Studio プロジェクトは、 ([プログラムコードの生成ウィ
ザードのスクリーン6 ] )でプログラムコードの保存場所フォ
ルダーとして選択されたディ
レクトリに作成されます。
プロジェクトファイルは、以下の場所に保存されます。これらのファイルは、Android Studio 内でコンパイルされる前に変更
される必要はありません。しかし、必要な場合はコンテンツを変更することができます。詳細に関しては、コンテンツのカスタム
化を参照してく
ださい。
app\src\main\AndroidManifest.xml

これは、Android マニフェストです。[プログラムコードの生成] ウィ
ザード内で入力されたパッケージ名およびアプリバージョ
ンなどアプリに関連した情報を含みます。
app\src\main\java\<package-name>\MainActivity.java
app\src\main\java\<package-name>\<binary-name>.java
<package-name> と<binary-name> の値は [プログラムコードの生成] ウィ
ザードのスクリーン6 と1 でそれぞれ

入力された値から取得されます。
ディ
レクトリapp\src\main\res\ は、アプリアイコンのためのリソースファイル、スプラッシュスクリーン、とその他のリソース
文字列を含みます。多種のサイズのアプリアイコンは、適切なサブディ
レクトリで使用することができます。異なるサイズは自
動的にMobileTogether Designer により、[プログラムコードの生成ウィ
ザードのスクリーン2] 内で指定されたアイコン
ファイルから作成されます。

Android アプリの作成
アプリは、Android Studio を使用して作成されます。ここで説明されるステップは、ドキュメントの作成時 (2015 年 10
月) に最新であるAndroid Studio 1.3 RC 4 に関連したものです。
Android Studio 内で(ターゲットディ
レクトリ) プロジェクトを開きます。ビルドは自動的に開始され、Gradle Console
内で結果が表示されます。ビルドのプロセス中、以下のメッセージを受信する可能性があります: AAPT err […]
libpng warning: iCCP: Not recognizing known sRGB profile that has been edited。

これは、無視しても安全なメッセージです。APK ファイルはすぐには作成されず、APK ファイルを作成するためにアプリを
実行する必要があります。

アプリの実行とデバッグ
ビルドが完了すると、以下のAndroid Studio コマンドの1つを作成してアプリを実行することができます: [実行] <app>
または [デバッグ] <app>。APK ファイルが作成されます: app\build\outputs\apk\app-debug.apk。

Android アプリのリリース
アプリをリリースするには、署名されたAPK を作成する必要があります。以下を行ってく
ださい:
1. Android Studio 内で、コマンド[ビルド| 署名された APK の作成] を発行します。署名されたAPK の生
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成ウィ
ザードを開始します。
2. KeyStore パスを入力します。新規のKeyStore を作成する必要がある可能性があります。
3. ウィ
ザードのスクリーンを確認して、必要とされる情報を入力します。
4. [完了] をクリックして、署名されたAPK の作成を開始します。
署名されたAPK ファイルは、以下に保管されます: app\app-release.apk.
メモ:

[署名された APK の作成] コマンドは、Android Studio に間違った報告 lint エラーをオープンコードファイル
内に引き起こす可能性があります。このエラーが発生した場合、[ファイル | 無効なキャッシュ/再起動] を発行
することにより、エラーは削除されるかもしれません。以下のメッセージを受信した場合: AAPT err […]
libpng warning: iCCP: Not recognizing known sRGB profile that has been
edited, 無視をすること
ができます。
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iOS
iOS アプリのために生成されたプログラムコードは、XCode プロジェクトです。 [プログラムコードの生成ウィ
ザードのスクリー
ン6 ]内で指定されたディ
レクトリに保存されます。XCode を使用して、.xcodeproj ファイルを開きiOS アプリを作成
します。

必要条件
生成されたプログラムコードから、iOS アプリをビルド、テストおよび発行するには、以下が必要です:
XCode の最新バージョ
ンは、デベロッパープラットフォームから利用することができます。
アプリをテストするためには、iOS 9.0 または 以降
Apple デベロッパープログラム内のメンバーシップ。アプリをテストしてアプリストアで発行するために必要です。

アプリのビルドと配布
アプリの作成の大まかな概要は、以下のとおりです。詳細に関しては、Apple アプリの配布のガイドラインを参照してく
ださ
い。
1. XCode 内.xcodeproj ファイルのを開きます。
2. チームアプリ、ID、プロビジョ
ニングプロファイルがセットアップされていることを確認してく
ださい。 手順については 配
布のためXCode プロジェクトを構成するを参照してく
ださい。アドホック配布のためのテストデバイスは対応するプ
ロビジョ
ニングファイルを再生成した後にアクティ
ブになります。
3. 使用されるスプラッシュスクリーンを決定します。デフォルトでは、[プログラムコードの生成ウィ
ザードのスクリーン2] )
内で指定された縦長のスプラッシュスクリーンが元のアスペクト率と同じにスクリーンに表示されます。個々のスプラッ
シュスクリーンを異なるデバイスと向きごとにセットアップする場合は、以下を行います: (i) [サポートするファイル |
Info.plist] に移動して、ローンチスクリーンインターフェイスファイルベース名を削除します、(ii)
images.xcassets をクリ
ックして、ビュー内を右クリックしてイメージの新規イメージのローンチ、を選択します、
(iii) 各解像度と向きのためのイメージを指定します。
4. iOS デバイスがつながれている場合、 [製品 | デスティネーション] に移動して、デバイスをチェックします。その他
の場合は、[製品 | デスティネーション] に移動して、iOS デバイスを選択します。コンパイルされたアプリをシミュ
レーターで実行することはできません。ですから、アプリをテストする場合は、iOS デバイスに接続している必要があり
ます。
5. iOS デバイス上でコンパイルされたアプリをテストするには、( [製品 | デスティネーション] でiOS デバイスを選択
した後)[製品 | 実行] をクリックします。
6. アドホックのApp Store への提出は、[製品 | アーカイブ] をクリックして、アプリをエクスポートします。Apple アプ
リの配布のガイドラインの手順に従ってく
ださい。
メモ:

複数のページのあるiOS アプリでは、アプリの最後のページの[送信] ボタンがタップされると、アプリは再起動しま
す。これは iOS アプリは自動的にシャットダウンできないためです。

iCloud を使用するための追加ステップ
アプリがiCloud を使用する場合、アプリがファイルがクライアントに保存されることを定義する場合、通常、追加ステップを行
うことが必要になります:
1. XCode 内で、一般タブをクリックします (下のスクリーンショ
ット参照)。プロビジョ
ニングファイルが不足していることを
通知するメッセージが表示されます。
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2.
3.
4.
5.

開発者アカウントの権利がある場合は、[問題をフィックス] をクリックします。
機能 タブをクリックします (上のスクリーンショ
ット参照).
サービスセクショ
ンで、iCloud ドキュメントを選択します。
必要に応じてデフォルトの設定を変更し、[問題をフィックス] をクリックします。

上記のステップは、アプリid とiCloud とコンテナーをセットアップするための、開発者アカウントの権利がある場合の、素早い
手順を示したものです。
iCloud Container ID は、iCloud がアプリにアクセスするために必要です。プログラムコードの生成中、iCloud
Container ID は、プログラムコードウィ
ザードのスクリーン6 内で指定されたバンドルID にから自動的に生成されま
す。生成されたID のフォームは以下のとおりです: iCloud.<BundleIDPrefix>.<PackageName>。プログラムコ
ードのターゲットディ
レクトリ内で自動的に作成される<appname>.entitlements と呼ばれるファイルに保管されま
す。自動的に生成されたID を変更するには、<appname>.entitlements 内の名前を変更し、ファイルを保存して
く
ださい。権利ファイル内のID は、開発者アカウント内のiCloud Container ID に一致する必要があります。
iCloud 使用に関する詳細は、iOS 開発者ドキュメント内の次のトピックを参照してく
ださい: 機能の追加 とアプリ内で
CloudKit を有効化する。
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Windows アプリ
Windows App フォーマットは、(Windows RT で作動するタブレット) とWindows 8.1 または以降で作動する
PC などのWindows タッチデバイスのためです。Windows アプリのために生成されたプログラムコードは、C++ です。
[プログラムコードの生成ウィ
ザードのスクリーン7 ] で指定されたディ
レクトリに生成されます。生成されたC++ プロジェクト
(some-app-name.vcxproj) をVisual Studio 内でプロジェクトにビルドし、Windows アプリにビルドすることがで
きます。ビルドプロセスの出力は .XAP 拡張子を持つファイルを含みます。これは、アプリに必要なすべてのファイルを含む
zip ファイルです。このファイルがWindows App Store で発行されるファイルです。

必要条件
生成されたプログラムコードからをWindows アプリをビルドしてテストするには、以下が必要です:
Visual Studio 2015 Update 3 (このバージョ
ンのみ) と Windows 8.1 (または以降)のためのストアアプリ
の管理のためのツール。
アプリをテストするためには、Windows 8.1 または 以降
Windows アプリ開発者アカウント。アプリをWindows Store で発行するために必要です。 Microsoft アカウ
ントを開く
ために必要な情報を参照してく
ださい。
メモ:

Windows Phone 8.1 はサポートされていません。

アプリの作成
アプリの作成のための広義の概要は、以下のとおりです:
1. Visual Studio 内で生成されたプログラムコードを開きます。[プログラムコードの生成ウィ
ザードのスクリーン7 ] 。
内で指定されたターゲットディ
レクトリ内の.vcxproj ファイルを開きます。
2. Visual Studio 内で、ビルド構成をWindows 32、Windows 64 または ARM に設定します。(下のスクリ
ーンショ
ット参照) [プログラムコードの生成ウィ
ザードのスクリーン1 ] で入力した同じバージョ
ンを入力します。例え
ば、10 をウィ
ザードで入力した場合、内に入力する番号は 10.0.0.0. となります。また、Visual Studio 内
では、バージョ
ン設定の自動的振番のオプショ
ンを解除してく
ださい(下のスクリーンショ
ット参照)。このオプショ
ンが
チェックされていない場合、バージョ
ン番号はアプリを作成する都度更新され、ウィ
ザードに入力する番号と一致しな
く
なります。

3. [実行] ボタンの右のコンボボックスから、[デバッグ] を選択して、[実行] をクリック、または [F5] を押す、または
[デバッグ | デバッグの開始] を選択します
4. Visual Studio がMobileTogether プロジェクトまたは ワークフローファイルの拡張子の一部の存在を確認でき
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ないため例外が報告される場合があります。これらの例外は無視することができます。
5. プログラムコードを変更する場合は、プログラムコードを生成するSPL テンプレートを編集するか、[プログラムコード
の生成] ウィ
ザード内のエントリの一部を修正するかを決めます。前者の場合、SPL テンプレートを編集し、プログ
ラムコードを再生成するため[プログラムコードの生成] ウィ
ザードを実行します。
1. リリースするアプリをビルドするためには、[実行] ボタンの横のコンボボックスに移動し、[リリース] を選択します。[プ
ロジェクト| ストア| アプリパッケージの作成] を選択します。これによりウィ
ザードが開かれます。
6. ウィ
ザードのスクリーン内から、リクエストされた情報を提供するオプショ
ンを選択します。
7. ウィ
ザードを完了すると、[作成] を押します。Visual Studio がアプリの作成を開始します。
選択された各プラットフォーム(Win-32、Win-64、およびARM)、には APPXUPLOAD ファイルが作成されます。これ
は、Windows Store にアップロードするためのファイルです。更に、各プラットフォームのために、それぞれのプラットフォーム
上にコンパイルされたアプリをインストールするためのインストーラーを含む(名前内にWindowsStore を持つ)フォルダーが
作成されます。これにより、Windows Store で発行する前に、アプリを複数のマシンでテストすることができます。このパッ
ケージからのインストールの方法は次のセクショ
ンで説明されています。

アプリを直接インストールする
アプリを直接 Windows 8.1 または以降で作動するPC または タブレットにインストールすることができます。このようなイン
ストール方法は (Windows Store からアプリをダウンロードすることに比べ) とても便利です。例えば、複数のワークステー
ショ
ンでアプリをテストして直接配布する場合など。
1. PC またはタブレット上で、スタートページに移動し、Windows PowerShell を検索します。右クリックをして[管
理者として実行] を選択します。
2. PowerShell 内に以下を入力します: set-executionpolicy unrestricted
3. [Y] で確認し[Enter] を押します。(この手順は一度のみ行うだけです)。
4. Show-WindowsDeveloperLicenseRegistration を入力して、[Enter] を押します。
5. Windows Developer License を取得するためにダイアログを完了します。(この手順は一度のみ行うだけで
す)。
6. PC またはタブレットにコンパイルされたアプリパッケージのファイルをコピーします。
7. PowerShell 内で(cd コマンドを使用して)ファイルをコピーした場所にナビゲートします。
8. フォルダー内の.ps1 スクリプトを開始するためにAdd-AppDevPackage.ps1 を入力して、[Enter] を押
します。(ps1 スクリプトを開始する別の方法は、コンテキストメニューコマンド[PowerShell 内での実行] (また
は類似のコマンド) を使用します。
9. アプリは、スタートページにインストールされ、テストすることができます。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

1084

AppStore App

18.4

SPL テンプレート

SPL テンプレート

MobileTogether Designer は、Spy Programming Language (SPL) テンプレートを使用してAndroid、
iOS、Windows およびWindows Phone のためのAppStore App プログラムコードを作成するために使用されるファ
イルを生成します。
SPL テンプレートは、MobileTogether Designer のインストールの際に与えられ、フォルダーC:\Program
Files (x86)\Altova\MobileTogetherDesigner4\MobileTogetherSPL 内にあり
ます。この
ディ
レクトリを[プログラムコードの生成ウィ
ザードのスクリーン5 ]内で使用するSPL テンプレートディ
レクトリとして指
定します。
SPL テンプレートは、[プログラムコードの生成] ウィ
ザード内に入力する情報に関連付けられた変数を使用しま
す。
プログラムコードを変更する必要はなく
、生成されるコードを直接変更してはなりません。その代わりに、コードを生成する
SPL テンプレートを編集します。この方法であれば、テンプレートからプログラムコードを再生成する際に変更が失われるこ
とはありません。このセクショ
ンは SPL テンプレートの作動および編集方法について説明します。

SPL テンプレートのロケーション
SPL テンプレートは MobileTogether Designer アプリケーショ
ンフォルダー内にあります:
C:\Program Files (x86)\Altova\MobileTogetherDesigner4\MobileTogetherSPL

このフォルダーは、各アプリのフォーマット(Android.spl iOS.spl WindowsApp.spl 、と
WindowsPhone.spl) のためのエントリ
ポイントSPL テンプレート、共通のライブラリSPL テンプレート(変更されては
ならないCommonLibrary.spl) とそのフォーマットのための追加 SPL を含む各アプリのフォーマットを含みます。それぞ
れのアプリフォーマット内は ZIP ファイルとそのアプリのためのSPL テンプレートファイルです。
各 SPL ファイルは、プロジェクトファイルを生成するテンプレートであり、他のSPL ファイルを呼び出します。Android
Studio プロジェクトを作成する場合、例えば、MobileTogether Designer は、(SPL テンプレートディ
レクトリ内の)
Android.spl を処理します。このSPL ファ
イルは、代わりに、他のプロジェクトファイルを生成し、他のSPL ファイル.
を
呼び出す他のSPL ファイルを呼び出します。これらのSPL テンプレートファイルは、生成されたプログラムコードを変更する
ために変更することのできるファイルです。これらは、このセクショ
ンのサブセクショ
ンで説明されているSPL 構文 とSPL 命令
を使用して書かれています。

SPL テンプレートを使用してプログラムコードを変更する
プログラムコードのカスタム化の方法は、以下のとおりです:
1. SPL テンプレートディ
レクトリ全体 (または、変更するテンプレートのみ)を選択したディ
レクトリにコピーします。この方
法で、MobileTogether Designer の再インストールは、カスタム化されたSPL テンプレートに上書きされませ
ん。ディ
レクトリのコピーは元のディ
レクトリと同じ構造を持つ必要があります。
2. SPL ファイルを必要に応じて変更します。
3. プログラムコードの生成ウィ
ザードを変更されたSPL テンプレートを使用して実行します。 [プログラムコードの生成
ウィ
ザードのスクリーン5 ] 内で、カスタム化されたSPL テンプレートを含むディ
レクトリの場所を指定します。
カスタム化されたテンプレートに従い、プログラムコードが生成されます。

このセクション
このセクショ
ンは、以下のとおり構成されています:
Altova MobileTogether Designer
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SPL 構文
SPL 文字列のメカニズム
$Options のプロパティ
$Application のプロパティ
その他のオブジェクト
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SPL 構文
SPL テンプレートは生成するプログラムコードのプログラミング言語で構成されています。テンプレートは 生成されたプログラ
ムコードにMobileTogether データを統合するためのSPL 命令のスニペットを含みます。SPL 命令は角かっこで囲まれ
ています。例えば、ファイルを生成するためのSPL 命令が黄色でハイライトされた、(XML で書かれた) XML テンプレート
があるとします。
<?xm lversion="1.0" encoding="utf-8"?>
<m anifest xm lns:android="http://schem as.android.com /apk/res/android"
package="[=$O ptions.androidPackageNam e]"
android:versionCode="[=$O ptions.appVersion]"
android:versionNam e="[=$O ptions.appVersion]">
<uses-sdk
android:m inSdkVersion="15"
android:targetSdkVersion="22"/>
</m anifest>

複数のステートメント
複数のステートメントは、かっこのペア内に含まれることができます。追加ステートメントは前のステートメントから新しいラインま
たはコロンで区切られる必要があります。有効なサンプルは、以下のとおりです:
[$x = 42
$x = $x + 1]

[$x = 42: $x = $x + 1]

テキスト
角かっこで囲まれていないテキストは出力に直接書き込まれます。角かっこを生成するには、バックスラッシュでエスケープしま
す: \[ と\]。バックスラッシュを生成するには \\ を使用します。

コメント
命令ブロック内のコメントは常に'文字から始まり、次のラインまたは終わりの角かっこで終了します。

変数
変数は値を与えることで作成できます。$ 文字は変数を宣言または使用する場合に使用されます。変数名は大文字と
小文字を区別します。変数には以下の型があります:
整数: 0 がfalse でその他はすべてtrue の場合、ブール値としても使用されます。
文字列: 文字列のメカニズムを参照
オブジェクト: MobileTogether により提供されます。例えば、$Options オブジェクト
変数の型は最初の割り当てで宣言されます:
[$x = 0] は x が整数であること
を意味します。
[$x = "teststring"] は x が文字列であること
を意味します。
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文字列
文字列は、2 重引用符はで囲まれています。 2 重引用符内の\n と\t は、新しいラインとタブ、\"は、リテラルな 2
重引用符、\\ はバックスラッシュとみなされます。文字列の制約は複数のラインでも示すことができます。文字列の連結は
& 文字を使用します:
[$BasePath = $outputpath & "/" & $JavaPackageDir]

オブジェクト
オブジェクトは、MobileTogether 構成です。オブジェクトには、. operator を使用してアクセスすることのできるプロパティ
があります。SPL 内で新しいオブジェクトを作成することはできませんが変数にオブジェクトを割り当てることはできます。
class [=$class.Name]

このサンプルの出力単語 class の後には、スペースと$class オブジェクトのName プロパティ
の値が続きます。

条件子
ELSE を伴う
または伴わないでIF ステートメントを以下のように使用します。条件の周りに中かっこを使用しないでく
ださ
い。
if condition
statements
else
statements
endif

サンプル
[if $namespace.ContainsPublicClasses and $namespace.Prefix <> ""]
whatever you want ['inserts whatever you want, in the resulting file]
[endif]

反復子
FOREACH ステートメントを使用して以下のよう
に反復します:
foreach object in collection
statements
next

サンプル
[foreach $class in $classes
if not $class.IsInternal
]
class [=$class.Name];
[
endif
next]
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SPL は、以下にリストされる文字列の操作メカニズムを提供します。

integer Compare(s)
s (大文字小文字を区別する)に対する文字列の辞書的リ
レーショ
ンを示す値を返します:
<0 =

文字列は s より小さい

0

文字列は s と等しい

=

>0 =

文字列は s より大きい

integer CompareNoCase(s)

s (大文字小文字を区別しない)に対する文字列の辞書的リレーショ
ンを示す値を返します:
<0 =
文字列は s より小さい
0

=

>0 =

文字列は s と等しい
文字列は s より大きい

integer Find(s)
サブストリングs の最初のマッチのための文字列を検索します。s の最初の文字のゼロベースのインデックスを、または見つ
からない場合 -1 を返します。

string Left(n)
文字列の最初のn 文字を返します。

integer Length()

文字列の長さを返します。
string MakeUpper()

大文字に変換された文字列を返します。
string MakeUpper(n)
大文字に変換された最初のn 文字をオプショ
ンで含む文字列を返します。

string MakeLower()

小文字に変換された文字列を返します。
string MakeLower(n)
小文字に変換された最初のn 文字をオプショ
ンで含む文字列を返します。を返します。

string Mid(n)

ゼロをベースにしたインデックスの位置 n から始まる文字列を返します。
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string Mid(n,m)

ゼロをベースにしたインデックスの位置 n から始まり、長さm を持つ文字列を返します。を返します。
string RemoveLeft(s)
Left(s.Length())がサブストリング s に等しい場合、サブストリ
ングs を除く
文字列を返します。

string RemoveLeftNoCase(s)
Left(s.Length())がサブストリング s (大文字小文字を区別しない)に等しい場合、サブストリ
ングs を除く
文字列を

返します。
string RemoveRight(s)
Right(s.Length())がサブストリング s に等しい場合、サブストリ
ングs を除く
文字列を返します。

string RemoveRightNoCase(s)
Right(s.Length()) がサブストリング s (大文字小文字を区別しない)に等しい場合、サブストリ
ングs を除く
文字

列を返します。
string Repeat(s,n)
n 回リ
ピートされたサブストリングs を含む文字列を返します。

string Replace(sOld,sNew)
文字列 sOld を文字列 sNew と置き換えます。

string Right(n)
文字列の最後のn 文字を返します。

文字列プロパティ
以下のプロパティ
を使用することができます:
Length: 文字列の長さを返します。 サンプル: $Options.deploymentPath.Length は
deploymentPath 内に含まれる文字列の長さを返します。
XMLEncode: XML エンコードされたフォーマッ
ト内の文字列の長さを返します。サンプル:
$Options.deploymentPath.XMLEncode は、XML-エスケープテキストと
してdeploymentPath 内

に含まれる文字列を返します。
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$Options のプロパティ
$Options オブジェ
クトは、以下にリストされたプロパティ
を取ることができます。プロパティ
の大半の値は、[プログラムコード

の生成] ウィ
ザード内で提供され、このセクショ
ンで説明されています。オブジェクトのプロパティ
は . operatorを使用してアク
セスすることができます。SPL テンプレートの使用方法のサンプルの一部が下に表示されています。
<data
android:schem e="[=$Options.schemeForRunSolutionUrl]"
android:host="[=$Options.hostForRunSolutionUrl]"/>

@Override
public boolean GetServerUsesSsl()
{
return [if $Options.isUseSSL = 1]true[else]false[endif];
}

ワークフローに関連した プロパティ
以下のワークフローに関連したプロパティ
を使用することができます:
workflowKey: ワークフローキーを返します。サンプル: $Options.workflowKey は、ワークフローキーを

返します。プログラムコードの生成 が行われ、関連したワークフローがサーバーにデプロイされると、同じ一意のワーク
フローキーが割り当てられます。 AppStore App は、ワークフローと同じキーを与えられている場合のみこのワークフ
ローにアクセスすることができます。詳細に関しては、ワークフローをサーバーにデプロイを参照してく
ださい。
deploymentPath:デプロイされたワークフローのパスを返します。 サンプル:
$Options.deploymentPath は、MobileTogether Server 上のワークフローパスを返します。ワークフロ
ーパスのサンプル: /Public/DateTime/。

一般的なプロパティ
以下が[プログラムコード生成ウィ
ザードのスクリーン1 ] 内で与えられているプロパティ
です。
appName
visibleAppName
appVersion
hostForRunSolutionUrl
schemeForRunSolutionUrl

ユーザーインターフェイスプロパティ
以下が[プログラムコード生成ウィ
ザードのスクリーン2] 内で与えられているプロパティ
です。
splashScreenPortraitFilePath
splashScreenLandscapeFilePath
launcherIconFilePath
aboutText
aboutCopyRight
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以下が[プログラムコード生成ウィ
ザードのスクリーン3 ] 内で与えられているプロパティ
です。
serverAddress
serverPort
isServerAccessAlwaysAnonymous
isUseSSL

ユーザーとアプリ特権についてのプロパティ
以下が[プログラムコード生成ウィ
ザードのスクリーン4 ] 内で与えられているプロパティ
です。
mayResetPersistentData
isAllowSMS
isAllowTelephoneCall
isAllowCamera
isAllowLocationAccess
isAllowExternalStorageAccess
isAllowiCloudAccess
isAllowAudioRecording
isAllowPhotoGalleryAccess

Android とiOS プロパティ
以下が[プログラムコード生成ウィ
ザードのスクリーン6] 内で与えられているプロパティ
です。
targetDirectoryAndroid
androidPackageName
androidPackageDir
targetDirectoryIOS
iosBundleIdentifierPrefix

Windows App とWindows Phone プロパティ
以下が[プログラムコード生成ウィ
ザードのスクリーン7] 内で与えられているプロパティ
です。
windowsAppCompanyName
windowsPhoneCompanyName
windowsCompanyPublisherID
targetDirectoryWindowsApp
windowsAppCompanyProductID
targetDirectoryWindowsPhone
windowsPhoneCompanyProductID
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$Application のプロパティ
$Application オブジェ
クトは、以下にリストされるプロパティ
を取ることができます。オブジェクトのプロパティ
は.

operatorを使用してアクセスすることができます。SPL テンプレートの使用方法のサンプルの一部が下に表示されていま
す。
sub CopyFile( byval $sSource, byval $sTarget )
return $Application.CopyFile( $sSource, $sTarget )
endsub
sub UnzipFile( byval $sZipFile, byval $sTargetDir )
return $Application.UnzipFile( $sZipFile, $sTargetDir )
endsub

プロパティ
CopyFile(sSource, sTarget)
ロケーショ
ンsSource にあるファイルをロケーショ
ンsTarget にコピーします。

UnzipFile(sZipFile, sTargetDir)
ロケーショ
ンsZipFile にあるZIP アーカイブをディ
レクトリsTargetDir で展開します。

CopyAndResizeImage(sSource, sTarget, nTargetWidth, nTargetHeight)
ロケーショ
ンsSource にあるイメージファイルをロケーショ
ンsTarget にコピーし、コピーされたイメージを
nTargetWidth およびnTargetHeight により
与えられたピクセルのディ
メンショ
ンにサイズ調整します。
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その他のオブジェクト
次のオブジェクトは変数としてアクセスすることができます:
$Host

MobileTogetherDesigner <バージョ
ン、例、
2.0>

$HostShort

MobileTogetherDesigner

$HostURL

http://www.altova.com/
mobiletogether

$HostVersion

メジャー製品バージョ
ン(例えば、1.5 の場合 1 )

$HostRelease

マイナー製品バージョ
ン(例えば、1.5 の場合 1 )

$RegisteredName

ライセンスを持つユーザーの名前

$RegisteredCompan ライセンスを持つ企業名
y
$CreationDate

SPL コード生成の日時

$outputpath

サーバー上のターゲットワークフローディ
レクトリ
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サーバーサービス
サービスとは MobileTogether Server Advanced Edition にソリューショ
ン(.mtd ファイル)としてデプロイされて
いるMobileTogether アクショ
ンのセットです。 MobileTogether Server の特定の条件の組合せが満たされるとサービ
スはサーバー上で実行されます。 MobileTogether Server Advanced Edition の管理インターフェイス内でこれらの
条件を定義することができます。
MobileTogether サービスの作成と実行の大まかなステップは、以下のとおりです:
1. MobileTogether Designer 内でのサービスの作成。各サービスは単一の.mtd ファイル内に保管されます。
2. MobileTogether Designer からMobileTogether Server Advanced Edition へのサービスのデプロイ。
3. MobileTogether Server 管理者 インターフェース内でサービスをトリガーするために必要な条件を定義します。
各ステップについて、このセクショ
ンのサブセクショ
ンで説明されています。MobileTogether Server 上のサービスのセット
アップに関する詳細は、MobileTogether Server ドキュメントを参照してく
ださい。
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サービスの作成
サービスはソリューショ
ンと同じ方法で作成されます。ツリーからデータを使用するために、ページソースツリーを定義すること
ができます。しかしながら、サービスは(ユーザーインターフェースが使用されず)サーバー上で実行されることが前提であり、すべ
てのコントロールと新規の(トップ、または、サブ)ページの追加は無効化されています。サーバー上実行することのできるサービ
スは、サーバーからの電子メールの送信や、ページソース内のノードの更新などのサーバー側のアクショ
ンです。このようなアク
ショ
ンのセットはサービスのアクショ
ンとして定義することができ、他のアクショ
ンは無効化されています。
新規のサービスを作成するには、以下を行います:
1. 「ファイル | 新規のサービス」をクリックして、サービスのためにデザインファイルを開きます。新規のサービスデザイ
ンが作成され、$MT_SERVICE ページソースが自動的に作成されます。MobileTogether Designer インタ
ーフェイスはソリューショ
ンのインターフェイスと同様の外観です。すべてのコントロールが無効化されているため、クライ
アントインターフェースデザインは不可能なことに気が付きます。代わりに、サービスのために定義するすべてのアク
ショ
ンは、プロジェクトイベントサービスの実行中のタブ内で定義される必要があります。
2. ページソースを使用する場合、 $XML1 という名前のXML ページソースが追加されているページソースペインに
追加します(下のスクリーンショ
ットを参照)。
3. サービスのアクショ
ンダイアログを以下の方法で開く
ことができます: ページデザインの中央にあるサービスアクションツ
リー ボタンをクリックします、または、スタイル&プロパティ
ペイン内で、サービスアクション プロパティ
の追加ダイアロ
グボタンをクリックします。

4. ダイアログの左側のペインは、サービスのために使用することのできるすべてのアクショ
ンを表示しています (上のスクリ
ーンショ
ットでは表示されていません)。使用することのできないアクショ
ンは無効化されており、(灰色で表示されて
います)。サービスの実行中 タブの中にサービスとして実行するアクショ
ンをドラッグします。上のスクリーンショ
ットで
は、2つのアクショ
ンが追加されています: (i) ファイルからロードするは MobileTogether Server ログファイルを
$XML1 ページソースにロードします。(ii) 電子メールの送信 は3人の受信者にMobileTogether Server ロ
グの$XML1 ツリーを添付ファイルとした電子メールを送信します。
5. 「OK」をクリックして、サービスのアクショ
ンの作成を完了します。
6. .mtd のサービスとファイル型のために適した名前を持つファイルを保存 (Ctrl+S) します。
メモ:

各サービスのために1つのみのアクショ
ンのセットを作成することができます。「ファイル | 新規のサービス」を2番目に
選択すると、新規のからのサービスファイルが作成されます。

$MT_SERVICE ページソース
サービスデザインが作成されると$MT_SERVICE ページソースは自動的に作成されます。下のスクリーンショ
ットは、ページ
ソースの構造を示しています。
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$MT_SERVICES ページソースの構造
<Root>
<Triggers>
<File name="" filename="" reason=""/>
<URL name="" url=""/>
<Timer name=""/>
</Triggers>
</Root>

ランタイムでは、サービスのためにセットされたトリガーに関するデータはページソースにサーバーからパスし、ページソースの適切
なノード内に保管されます。例えば、ファイルシステムトリガーを有効化するファイル名は、ページソースの//File/
@filename ノード内に保管されます。サービスアクショ
ンのXPath 式は、これらのノードにアクセスし、これらのノード内に
保管されたランタイムの情報は XPath 式により使用されることができます。例えば、(新規のファイルの作成、ファイルの変
更、または、ファイルの削除などの)サービスアクショ
ンをトリガーするファイルの名前を、トリガーがアクティ
ブ化される理由と共に
電子メールの送信 アクショ
ン内で送信することができます。これらはランタイムの前に知ることのできない情報です。
ページソースの関連したノードは自動的にランタイムで記入されるため、 $MT_SERVICE ページソースの構築、または、ノー
ドを作成する心配は必要ありません。サーバー側 トリガーに関する(追加の) ランタイムの情報のソースとして使用することが
できます。XPath 式を使用してこの情報にアクセス、および、使用することができます: (i) サービスアクショ
ンを情報の値を
条件にし、(ii) サービスアクショ
ン内でデータとしてパスすることができます。
メモ:

シミュレーショ
ンに関しては、シミュレーショ
ンのためにのみ使用される$MT_SERVICE ページソースにデータを入力
することができます。このデータはランタイムに受信されたデータをシミュレートします。シミュレーショ
ンのために
$MT_SERVICE ページソースの作成する方法は、サービストリ
ガーシミュレーショ
ン内の説明を参照してく
ださい。

サービスプロパティ
スタイル&プロパティペイン内でサービスのためにデータ取得のタイムアウト(秒数)を設定することができます(上のスクリーン
ショ
ットを参照)。タイムアウトの期間の前に、データがサーバーから抽出されない場合、エラー時 の設定内で設定されたア
クショ
ンが実行されます(上のスクリーンショ
ットを参照)。
サーバーの外部のソース( DB または URL など) からデータを取得する際のサーバーの待ち時間。値は整数の秒数で、入
力またはコンボボックスのドロップダウンリストから選択されます。 デフォルトの値は 10 秒です。タイムアウトが過ぎると、クラ
イアントにメッセージが表示されます。例外は、ロードアクショ
ンのエラー時の 設定がContinue となっている場合です。
この場合、Continue 設定のエラー時 ツリー内で定義されているアクショ
ンが実行されます。
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サービスのデプロイ
サービスファイルが保存されると、MobileTogether Server Advanced Edition にデプロイする必要があります。「ファ
イル | MobileTogether Server へデプロイ」.を使用して、ソリューショ
ンのデプロイと同様に行います。
メモ: MTS サービスファイルをMobileTogether Server Advanced Edition のみにデプロイすることができま
す。スタンダードエディ
ショ
ンにデプロイを試みるとエラーが発生します。
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サービスの実行

MobileTogether Server Advanced Edition にサービスがデプロイされると、構成(または 設定) インターフェースにアク
セスすることのできるワークフロータブにリストされます。サービスの構成 (または、設定) インターフェースにより、サービスを実行
するトリガーを定義し、管理することができます (下のスクリーンショ
ット参照)。

次の種類のトリガーを作成することができます:
特定の期間内でどの日時にどの頻度でサービスが実行されるか指定することのできる、タイマー トリガー。
サーバー上のファイル、または、ディ
レクトリ上の変更をチェックして、サービスをトリガーすることのできる、ファイルシステ
ム トリガー。
指定されているURI ロケーショ
ンでリソースへの変更をチェックしてサービスを実行することのできるHTTP トリガー。
サービスの設定インターフェイスへのアクセス、および、サービスのためのトリガーの設定方法に関しては、MobileTogether
Server ドキュメントを参照してく
ださい。
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メニュー コマンド
MobileTogether Designer メニューコマンドは次のメニューに整理されています:
ファイル
編集
プロジェクト
ページ
テーブル
表示
ルーツ
ウィ
ンドウ
ヘルプ
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ファイル 1103

ファイル
[ファイル] メニューは次のコマンドを含みます:
新規作成
新規のサービス
開く
再ロード
閉じる
すべて閉じる
非アクティ
ブをすべて閉じる
保存
名前を付けて保存
コピーに名前を付けて保存
すべて保存
MobileTogether Server へデプロイ
MobileTogether Server から開く
MobileTogether Server から削除する
モバイルアプリのためのコード生成
メールで送信
印刷
印刷プレビュー
印刷設定
最近使用したファイル
終了
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新規作成
新規作成
アイコン

ショートカット
Ctrl+N
説明
新しいドキュメントタブを開き、空のMobileTogether デザインファイルをこのタブにロードします。ドキュメントは一
時的にメモリに保管されます。保存する場合は、.mtd 拡張子と共にディ
スクに保存する必要があります。
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ファイル 1105

新規のサービス
新規のサービス
アイコン

説明
メインウィ
ンドウで新規のドキュメントタブを開き、空のMobileTogether Server サービスファイルをこのタブにロ
ードします。このドキュメントは一時的にメモリに保存されます。保管する場合、.mtd 拡張子と共にディ
スクに保
存される必要があります。MobileTogether Server サービス機能の詳細に関しては、セクショ
ンサーバーサービ
スを参照してく
ださい。
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メニュー コマンド

ファイル

開く
開く
アイコン

ショートカット
Ctrl+O
説明
開くMobileTogether デザインファイル(.mtd ファイル) を選択することのできる開く
ダイアログをポップアップしま
す。MTD ファイルがメインウィ
ンドウの新しいタブに開かれます。

URL を使用してファイルを開く
または保存する
「
ファイルを開く
」および「
ファイルの保存」ダイアログでは、URL を使用して必要なファイルを選択またはファイルを保
存することができます。(下のスクリーンショ
ット参照)。「URL に切り替える」をクリックして選択プロセスに移動しま
す。

URL から(開く
または保存する)ファイルを選択するには以下を行ってく
ださい:
1. 「URL に切り替える」コマンドをクリックします。これにより、開く
まはた保存ダイアログのURL モードにスイッ
チされます。(下のスクリーンショ
ットは開く
ダイアログを表示しています)。
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メニュー コマンド

ファイル 1107

2. アクセスするURL をサーバーURL フィ
ールドに入力します (上のスクリーンショ
ット)。サーバーが
Microsoft® SharePoint® Server の場合、 Microsoft® SharePoint® Server チェックボックス
をチェックしてく
ださい。この種類のサーバー上にあるファイルと作業する場合、下のMicrosoft®
SharePoint® Server メモを参照してく
ださい。
3. サーバーがパスワードにより保護されている場合、ユーザーIDとパスワードをユーザーとパスワードのフィ
ールドに
入力してく
ださい。
4. 「参照」をクリックして、サーバーのディ
レクトリ構造をナビゲートします。
5. フォルダーツリー内でロードするファイルを参照してクリックします。ファイルURL がファイルURL フィ
ールドに表
示されます (上のスクリーンショ
ット参照)。「開く」または 「保存」ボタンはこの時点からアクティ
ブになりま
す。
6. 「開く」をクリックしてファイルをロードするか、「保存」をクリックして保存します。
以下の点に注意してく
ださい:
WebDAV をサポートするサーバーとMicrosoft SharePoint Servers のみで参照機能を使用すること
ができます。サポートされるプロトコールは FTP、HTTP およびHTTPS です。
ファイルを開く
際のロード処理を更に管理するには、ローカルのキャッシュまたはプロキシのサーバーからファイルを
ロードします。(ファイルが事前にロードされることにより更に処理スピードを向上することができます)。また、電
子出版またはデータベースシステムなどの作業中のファイルを再ロードして、「再ロード」オプショ
ンを選択しま
す。

Microsoft® SharePoint® Server メモ
Microsoft® SharePoint® Servers に関する以下の点に注意してく
ださい:
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メニュー コマンド

ファイル

「
利用可能なファイル」ペインに表示されるディ
レクトリ構造では、ファイルアイコンにはファイルのチェックイン/
チェックアウトの状態を表示するシンボルがあります (下のスクリーンショ
ット)。

ファイルを右クリックすると、ファイルで使用することのできるコンテキストメニューがポップアップします(上のスクリー
ンショ
ット)。
異なるファイルアイコンが以下に表示されています:
チェックインされています。チェックアウトできます。
他のユーザーによりチェックアウトされています。チェックアウトできませ
ん。
ローカルでチェックアウトされています。編集およびチェックインすること
ができます。
ファイルをチェックアウトした後、Altova アプリケーショ
ンを使用して編集することができ、「ファイル | 保存
(Ctrl+S)」を使用して保存することができます。
編集されたファイルを「URL を開く
」ダイアログのコンテキストメニューからチェックインすることができます(上のス
クリーンショ
ット参照) または、アプリケーショ
ンのメインウィ
ンドウのファイルタブを右クリックすることによりポップアッ
プするコンテキストメニューを使用して(下のスクリーンショ
ット).

ファイルが他のユーザーによりチェックアウトされている場合、チェックアウトすることができません。
ファイルがローカルでチェックアウトされている場合、コンテキストメニューのチェックアウトを元に戻すコマンドを使用
してチェックアウトを元にもどすことができます。これによりファイルを変更することなく
サーバーに戻すことができま
す。
Altova アプリケーショ
ンでファイルをチェックアウトした場合、他のAltova アプリケーショ
ンでチェックアウトするこ
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メニュー コマンド

ファイル 1109
とはできません。ファイルは既にチェックアウト済みと見なされます。この時点で使用できるMicrosoft®
SharePoint® Server をサポートするAltova アプリケーショ
ンのコマンドは、以下の通りです: 「チェックイ
ン」および「チェックアウトを元に戻す」です。
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メニュー コマンド

ファイル

再ロード
再ロード
アイコン

説明
MobileTogether Designer 外で変更された開かれているドキュメントを再ロードします。MobileTogether
Designer 外でドキュメントが変更されると、変更されたドキュメントを再ロードを問うプロンプトが表示されます。
再ロードを選択すると、ファイルが最後に保存された時点からの変更が失われます。
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ファイル 1111

閉じる、すべて閉じる、非アクティブをすべて閉じる
閉じる
説明
アクティ
ブなドキュメントウィ
ンドウを閉じる。ファイルが変更されると、(タイトルバーのファイル名の後にアスタリスク*
が表示され)ファイルを最初に保存するか問われます。

すべて閉じる
説明
すべての開かれているドキュメントウィ
ンドウが閉じられます。ドキュメントが変更されると、(タイトルバーのファイル名
の後にアスタリスク* が表示され)ファイルを最初に保存するか問われます。

非アクティブをすべて閉じる
説明
アクティ
ブなドキュメントウィ
ンドウ以外のすべての開かれているドキュメントウィ
ンドウを閉じます。ドキュメントが変更
されると、(タイトルバーのファイル名の後にアスタリスク* が表示され)ファイルを最初に保存するか問われます。
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メニュー コマンド

ファイル

保存、名前を付けて保存、コピーに名前を付けて保存、すべて保存
保存
アイコン

ショートカット
Ctrl+S
説明
アクティ
ブなドキュメントのコンテンツをファイルに保存します。

名前を付けて保存
説明
名前とアクティ
ブなドキュメントを保存するファイルの場所を入力する[名前を付けて保存] ダイアログがポップアップ
します。新しく
保存されたドキュメントは、メインウィ
ンドウのアクティ
ブタブにある元のドキュメントを置き換えます。

コピーに名前を付けて保存
説明
アクティ
ブドキュメントを保存し名前と場所を入力する[コピーに名前を付けて保存] ダイアログボックスがポップ
アップします。保存されるドキュメントはアクティ
ブドキュメントのコピーです。新しく
保存されたドキュメントは
MobileTogether Designer で開かれません。元のドキュメントがメインウィ
ンドウでアクティ
ブなドキュメントとし
て残ります。

すべて保存
アイコン

説明
開かれているドキュメントに加えられたすべての変更を保存します。コマンドは複数のドキュメントを同時に編集す
る際に役に立ちます。(例えば、作成されてすぐ) ドキュメントが以前に保存されている場合、 [名前を付けて保
存] ダイアログボックスがそのドキュメントのために表示されます。
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メニュー コマンド

ファイル 1113

URL を使用してファイルを開く
または保存する
「
ファイルを開く
」および「
ファイルの保存」ダイアログでは、URL を使用して必要なファイルを選択またはファイルを保
存することができます。(下のスクリーンショ
ット参照)。「URL に切り替える」をクリックして選択プロセスに移動しま
す。

URL から(開く
または保存する)ファイルを選択するには以下を行ってく
ださい:
1. 「URL に切り替える」コマンドをクリックします。これにより、開く
まはた保存ダイアログのURL モードにスイッ
チされます。(下のスクリーンショ
ットは開く
ダイアログを表示しています)。
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メニュー コマンド

ファイル

2. アクセスするURL をサーバーURL フィ
ールドに入力します (上のスクリーンショ
ット)。サーバーが
Microsoft® SharePoint® Server の場合、 Microsoft® SharePoint® Server チェックボックス
をチェックしてく
ださい。この種類のサーバー上にあるファイルと作業する場合、下のMicrosoft®
SharePoint® Server メモを参照してく
ださい。
3. サーバーがパスワードにより保護されている場合、ユーザーIDとパスワードをユーザーとパスワードのフィ
ールドに
入力してく
ださい。
4. 「参照」をクリックして、サーバーのディ
レクトリ構造をナビゲートします。
5. フォルダーツリー内でロードするファイルを参照してクリックします。ファイルURL がファイルURL フィ
ールドに表
示されます (上のスクリーンショ
ット参照)。「開く」または 「保存」ボタンはこの時点からアクティ
ブになりま
す。
6. 「開く」をクリックしてファイルをロードするか、「保存」をクリックして保存します。
以下の点に注意してく
ださい:
WebDAV をサポートするサーバーとMicrosoft SharePoint Servers のみで参照機能を使用すること
ができます。サポートされるプロトコールは FTP、HTTP およびHTTPS です。
ファイルを開く
際のロード処理を更に管理するには、ローカルのキャッシュまたはプロキシのサーバーからファイルを
ロードします。(ファイルが事前にロードされることにより更に処理スピードを向上することができます)。また、電
子出版またはデータベースシステムなどの作業中のファイルを再ロードして、「再ロード」オプショ
ンを選択しま
す。

Microsoft® SharePoint® Server メモ
Microsoft® SharePoint® Servers に関する以下の点に注意してく
ださい:
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メニュー コマンド

ファイル 1115
「
利用可能なファイル」ペインに表示されるディ
レクトリ構造では、ファイルアイコンにはファイルのチェックイン/
チェックアウトの状態を表示するシンボルがあります (下のスクリーンショ
ット)。

ファイルを右クリックすると、ファイルで使用することのできるコンテキストメニューがポップアップします(上のスクリー
ンショ
ット)。
異なるファイルアイコンが以下に表示されています:
チェックインされています。チェックアウトできます。
他のユーザーによりチェックアウトされています。チェックアウトできませ
ん。
ローカルでチェックアウトされています。編集およびチェックインすること
ができます。
ファイルをチェックアウトした後、Altova アプリケーショ
ンを使用して編集することができ、「ファイル | 保存
(Ctrl+S)」を使用して保存することができます。
編集されたファイルを「URL を開く
」ダイアログのコンテキストメニューからチェックインすることができます(上のス
クリーンショ
ット参照) または、アプリケーショ
ンのメインウィ
ンドウのファイルタブを右クリックすることによりポップアッ
プするコンテキストメニューを使用して(下のスクリーンショ
ット).

ファイルが他のユーザーによりチェックアウトされている場合、チェックアウトすることができません。
ファイルがローカルでチェックアウトされている場合、コンテキストメニューのチェックアウトを元に戻すコマンドを使用
してチェックアウトを元にもどすことができます。これによりファイルを変更することなく
サーバーに戻すことができま
す。
Altova アプリケーショ
ンでファイルをチェックアウトした場合、他のAltova アプリケーショ
ンでチェックアウトするこ
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メニュー コマンド

ファイル

とはできません。ファイルは既にチェックアウト済みと見なされます。この時点で使用できるMicrosoft®
SharePoint® Server をサポートするAltova アプリケーショ
ンのコマンドは、以下の通りです: 「チェックイ
ン」および「チェックアウトを元に戻す」です。
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ファイル 1117

MobileTogether Server へデプロイ
MobileTogether Server へデプロイ
アイコン

説明
(i) サーバーへの接続の詳細と(ii) サーバー上のプロジェクトのデプロイプロパティ
を指定することのできる
[ MobileTogether Server へデプロイ] ダイアログを開きます。 [OK] をクリックすると、現在アクティ
ブな
MobileTogether デザインファイルがMobileTogether Server へデプロイされます。
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メニュー コマンド

ファイル

デプロイには以下の詳細が必要になります:
サーバー名とポート: ポートは MobileTogether Server 管理者ポートを指しており、
MobileTogether Server の管理者ポートの設定 と一致する必要があります。SSL を使用する場
合、MobileTogether Server のセキュリティ
保護されたポートを使用してく
ださい。
ユーザー名とパスワード: デザイナーからワークフローを保存する特権を与えられているユーザーのユーザー
名とパスワード。MobileTogether Server ユーザーとその特権は MobileTogether Server のユー
ザーとロールの設定で指定されています。
ログイン: ログインが直接かまたはドメインユーザーとしてかを指定してく
ださい。(ログインがドメインユーザ
ーとしての場合、ドメイン固有のユーザー名 およびパスワードを使用することができます)。コンボボック
スのオプショ
ンから、直接またはドメインを選択してく
ださい。コンボボックスに表示されているドメインのみ
が、アクティ
ブディ
レクトリログインのために構成されています。アクティブディレクトリログインのためのサー
バーの構成の詳細に関しては、MobileTogether Server ユーザーマニュアルを参照してく
ださ
い。
グローバルリソースのアクティブな構成: コンボボックスのドロップダウンリストから使用可能なアクティ
ブな
構成を選択してく
ださい。使用可能な構成は、グローバルリソース定義ファイルで定義されており、自動的
に取得することができます。詳細は Altova グローバルリソースのセクショ
ンを参照してく
ださい。
デプロイパスとソリューションの説明: サーバーに表示されるデプロイされたソリューショ
ンのパスと名前 とソ
リューショ
ンの説明。
デプロイにデザインの変更点を保存: プロジェクトファイルはデプロイ前に保存され、デザインの最新の変
更が含まれます。
次のワークフローランで永続クライアントデータをリセットする: ソリューショ
ンが次回実行される時に永
続クライアントデータをリセットします。

関連項目
プロジェクトファイルのロケーショ
ン
[ファイル] ペイン
プロジェクトのデプロイ
サーバー上のデータストレージ
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ファイル 1119

MobileTogether Server から開く
MobileTogether Server から開く
アイコン

説明
MobileTogether Server のロケーショ
ンからMobileTogether Server にデプロイされた
MobileTogether デザインファイルを開きます。[参照] ボタンを使用して開く
サーバー上のファイルを選択しま
す。

MobileTogether Serverからデザインを開く
際に以下の詳細が必要になります:
サーバー名とポート: ポートは MobileTogether Server 管理者ポートを指しており、
MobileTogether Server の管理者ポートの設定 と一致する必要があります。SSL を使用する場
合、MobileTogether Server のセキュリティ
保護されたポートを使用してく
ださい。
ユーザー名とパスワード: デザイナーからワークフローを保存する特権を与えられているユーザーのユーザー
名とパスワード。MobileTogether Server ユーザーとその特権は MobileTogether Server のユー
ザーとロールの設定で指定されています。
ログイン: 直接かまたはドメインユーザーとしてのログインを指定します。(ドメインユーザーとしてのログインの
場合は、ドメインと特有のユーザー名とパスワードを使用することができます。) コンボボックスのオプショ
ンか
ら、直接を選択または使用するドメインを選択してく
ださい。コンボボックスに表示されているドメインのみが
アクティ
ブディ
レクトリログインのためにサーバー上で構成されています。アクティブディレクトリログインの
ためのサーバー構成の詳細については、「
MobileTogether Server ユーザーマニュアル」
を参照
してく
ださい。
パスとソリューションの名前 (デザイン): デプロイされたソリューショ
ンのパスと名前をクリックして
MobileTogether Server にデプロイされたすべてのソリューショ
ンを参照します。
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メニュー コマンド

ファイル

MobileTogether Server から削除する
MobileTogether Server から削除する
アイコン

説明
MobileTogether Server からデプロイされたデザインファイルを削除します。[続ける] ボタンを使用して、サーバ
ー上の削除するファイルを選択してく
ださい。

サーバーに接続するには以下の詳細が必要になります:
サーバー名とポート: ポートは MobileTogether Server 管理者ポートを指しており、
MobileTogether Server の管理者ポートの設定 と一致する必要があります。SSL を使用する場
合、MobileTogether Server のセキュリティ
保護されたポートを使用してく
ださい。
ユーザー名とパスワード: デザイナーからワークフローを保存する特権を与えられているユーザーのユーザー
名とパスワード。MobileTogether Server ユーザーとその特権は MobileTogether Server のユー
ザーとロールの設定で指定されています。
ログイン: 直接かまたはドメインユーザーとしてのログインを指定します。(ドメインユーザーとしてのログインの
場合は、ドメインと特有のユーザー名とパスワードを使用することができます。) コンボボックスのオプショ
ンか
ら、直接を選択または使用するドメインを選択してく
ださい。コンボボックスに表示されているドメインのみが
アクティ
ブディ
レクトリログインのためにサーバー上で構成されています。アクティブディレクトリログインの
ためのサーバー構成の詳細については、「
MobileTogether Server ユーザーマニュアル」
を参照
してく
ださい。
[続ける] をクリックすると、MobileTogether Server フォルダー(コンテナー) とソリューショ
ン(デザイン) を表示
するウィ
ンドウが表示されます (下のスクリーンショ
ット)。削除するコンテナーまたはデザインを参照、選択し、[コン
テナーの削除] または [削除] をクリックします。
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メニュー コマンド

ファイル

モバイルアプリのためのコード生成
モバイルアプリのためのコード生成
説明
カスタムモバイルアプリの作成のためのダイアログを開きます(下のスクリーンショ
ット)。ウィ
ザードを使用しモバイルカ
スタムアプリを作成する方法に関しては、カスタムアプリのセクショ
ンを参照してく
ださい。
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ファイル 1123

メールで送信
メールで送信
アイコン

説明
アクティ
ブな MobileTogether デザインドキュメント(MTD ドキュメント) を電子メールの添付として送信しま
す。コマンドを選択する際、アクティ
ブな MTD ドキュメントが添付された電子メールが開かれます。電子メールの
宛先: フィ
ールドに受信者の名前を、件名: フィ
ールドに件名の情報を入力して、電子メールアプリケーショ
ンの
[送信] コマンドをクリックします。
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ファイル

印刷
印刷
アイコン

ショートカット
Ctrl+P
説明
現在アクティ
ブなドキュメントの印刷オプショ
ンを選択することのできる印刷ダイアログボックスを開きます (下のスクリ
ーンショ
ット)。

現在印刷中のジョ
ブに適用できるオプショ
ンが有効されていると、次のオプショ
ンを使用することができます:
範囲: デザイン図全体または現在の選択箇所を印刷するか選択します。
ズーム: 印刷で使用されるズームのレベルを設定します。
図のページ分割: イメージの分割を(許可) または (禁止) するかを選択します。
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ファイル 1125

印刷プレビュー、印刷設定
印刷プレビュー
説明
[印刷] ダイアログボックスを開きます。(下のスクリーンショ
ット)。[プレビュー] をクリックして、ダイアログで指定さ
れた設定により現在アクティ
ブなドキュメントをプレビューします。

印刷プレビューモードでは、プレビューウィ
ンドウのトップ左の印刷プレビューツールバーにより印刷とプレビューに関連
したオプショ
ンが与えられています。[拡大] と[縮小] ボタンを使用してプレビューを拡大または縮小することができ
ます。ページの拡大によりページの長さ全体がプレビューウィ
ンドウにフィ
ットしない場合、[1 ページ /2 ページ] ボ
タンにより1 または 2 ページごとに表示することができます。[次のページ] と[前のページ] ボタンを使用してペー
ジ間を移動することができます。ツールバーにも全てのページを印刷する、およびプレビューウィ
ンドウを閉じるボタンが
含まれています。
メモ:

印刷プレビューで背景の色とイメージを有効化するには、次を行います: (i) Internet Explorer の[ツ
ール] メニューから[インターネットのオプション] をクリックし、詳細設定タブをクリックします; (ii) 設定ボッ
クスの、印刷から背景色とイメージを印刷のチェックボックスをチェックします、そして(iii) [OK] クリックしま
す。

印刷設定
説明
用紙書式やページの向きなどのプリンターの設定を指定する、プリンター固有の「
印刷セットアップ」ダイアログボッ
クスを表示します。これらの設定は今後すべての印刷ジョ
ブに適用されます。
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ファイル 1127

最近使用したファイル、閉じる
最近使用したファイル
説明
「ファイル」メニューの一番下に最近使用した順に9 つのファイルのリストが表示されます。名前をクリックしてファ
イルを開く
ことができます。キーボードを使用してファイルを開く
場合、「Alt+F」を押して「ファイル」メニューを開
き、開く
番号を押します。

閉じる
説明
MobileTogether Designer を終了します。保存されていない変更のある開かれているファイルがある場合、こ
れらの変更を保存するようにプロンプトされます。MobileTogether Designer はプログラム設定への変更と最
近使用されたファイルの情報も保存します。
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20.2

編集

編集

[編集] メニューは次のコマンドを含みます:
元に戻す
やり直し
切り取り
コピー
貼り付け
削除
すべて選択
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編集 1129

元に戻す、やり直し
元に戻す
アイコン

ショ
ートカット
Ctrl+Z
説明
制限無く「
元に戻す」をサポートします。全てのアクショ
ンは元に戻すことができ、１つのコマンドを元に戻してから
次のコマンドを元にもどすことができます。「
元に戻す」の履歴は 「保存」コマンドを使用した後に保持され、変
更を保存した前の状態のドキュメントに戻ることができます。ます。 「元に戻す」と「やり直し」 コマンドを使用
して履歴を前後することができます。(下の「やり直し」コマンドを参照してく
ださい)。

やり直し
アイコン

ショ
ートカット
Ctrl+Y
説明
前に元に戻されたコマンドをやり直すことができます。これにより、完成された作業の完全な履歴を得ることができま
す。「元に戻す」と「やり直し」コマンドを使用して、履歴を前後することができます。
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編集

切り取り、コピー、貼り付け、削除
切り取り
アイコン

ショ
ートカット
Ctrl+X または Shift+Del
説明
現在の場所から選択箇所を削除し、選択されたテキストまたはアイテムをクリップボードにコピーします。

コピー
アイコン

ショ
ートカット
Ctrl+C
説明
現在のロケーショ
ンから選択範囲を削除することなく
、選択されたテキストまたはアイテムをクリップボードにコピーしま
す。このコマンドは MobileTogether Designer 内でデータを複製するために使用することができます。

貼り付け
アイコン

ショ
ートカット
Ctrl+V
説明
クリップボードの内容を現在カーソルのある場所に挿入します。

削除
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編集 1131

アイコン

ショ
ートカット
Del
説明
現在選択されているテキストまたはアイテムをクリップボードに貼り付けることなく
削除します。
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編集

すべて選択
すべて選択
ショートカット
Ctrl+A
説明
ドキュメント全体のコンテンツを選択します。
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20.3

プロジェクト 1133

プロジェクト
[プロジェクト] メニューはプロジェクト全体に適用するコマンドを含み、次のコマンドを含みます:
検証
ページソース構造の再ロード
ワークフローのシミュレーショ
ン
クライアントでの試行
ワークフローのシミュレーショ
ンにサーバーを使用
新しいテストケースの記録
テストケースの再生
クライアント上でのテストケースのトライアルラン
テストケースとテストランの管理
グローバル変数
すべてのグローバル変数の使用法のリスト
すべてのページソース変数の使用法のリスト
XPath/XQuery 関数
すべてのユーザー定義 XPath/XQuery 関数の使用法のリスト
アクショ
ングループ
すべてのアクショ
ングループの使用法のリスト
スタイルシート
スタイルシートのすべての使用方法をリストする
リッチテキストスタイルシート
キャッシュの概要
ローカライズ
シミュレーショ
ンする言語
すべてのファイルとディ
レクトリの参照のリスト
すべての外部データ参照のリスト
使用されていない関数、ユーザー編集、およびアクショ
ングループのリスト
OAuth 設定の維持
OAuth 設定のインポート
iOS プッシュ通知ボタンセット
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プロジェクト

検証
検証
アイコン

説明
現在アクティ
ブなプロジェクトを検証します。もしプロジェクトが複数のページを含む場合、すべてのページが検証され
ます。検証の結果は [メッセージ] ペインにエラーの数と警告としてレポートされます。エラーや警告が検出されると
メッセージが各項目について表示されます。
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プロジェクト 1135

ページソース構造の再ロード
ページソース構造の再ロード
アイコン

説明
[ページソース] ペインで定義されたページソースデータ構造を再ロードします。このコマンドを使用してページのソー
スデータをページのデザイン中に更新することができます。
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ワークフローのシミュレーション
ワークフローのシミュレーション
アイコン

ショートカット
F5

説明
テストのために別のウィ
ンドウで、(MobileTogether Designer) のローカルシミュレーターを開始します (下のス
クリーンショ
ット参照)。シミュレーターは現在アクティ
ブなプロジェクトのワークフローをステップバイステップで実行しま
す。ページ設定ツールバーのデバイスのセレクターで選択されているモバイルクライアントでシミュレーショ
ンが実行さ
れます。
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プロジェクト 1137

クライアントでの試行
クライアント上のトライアルラン
アイコン

ショートカット
Shift+F5
説明
指定されたクライアントでアクティ
ブな MobileTogether デザインファイルをテストします。MobileTogether
Designer は MobileTogether Server として機能し、クライアントに直接デザインと関連するデータファイルを
処理します。モバイルデバイスのMobileTogether Client アプリは、MobileTogether Designer を実行中
のローカルPC にサーバー接続をセットアップしなければなりません。デフォルトで、8083 がクライアントが接続す
る必要のあるローカルのPC ポートです。[オプショ
ン] ダイアログのクライアントタブでの試行 でこのポートを変更す
ることができます。クライアントとPC の接続が確立され、クライアントでデザインが選択されると、クライアント上のト
ライアルランダイアログ(下のスクリーンショ
ット) のソースツリーが作成され試行 (シミュレーショ
ン) が開始されます。
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ワークフローのシミュレーションにサーバーを使用
ワークフローのシミュレーションにサーバーを使用
アイコン

ショートカット
Ctrl+F5
説明
[サーバーの設定] ダイアログを表示します (下のスクリーンショ
ット)。シミュレーショ
ンを実行する
MobileTogether Server の接続および認証情報を入力します。[OK] をクリックすると、別のウィ
ンドウでシ
ミュレーショ
ンが開始します。
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プロジェクト 1139

新しいテストケースの記録
新しいテストケースの記録
アイコン

説明
シミュレーター内で新しいテストケースを開始し、ユーザーアクショ
ンを記録します。記録が停止すると、記録に名
前を付けて、テストケースとして保存するように問われます。記録オプショ
ンはテストケースとテストランの管理 ダイ
アログ内で指定することができます。 詳細に関しては、テストケースの記録を参照してく
ださい。.
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プロジェクト

テストケースの再生
テストケースの再生
アイコン

説明
再生のために使用することのできるテストケースコンボボックス内で選択することのできるテストケースを再生します。
再生がテストケースから差異を返すと、再生は保存されます。詳細に関しては、テストケースの再生 を参照して
く
ださい。テストケースとテストランの管理 ダイアログ内で再生のためのオプショ
ンを指定できることに注意してく
ださ
い。
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クライアント上でのテストケースのトライアルラン
クライアント上でのトライアルテストケース
アイコン

ショートカット
Alt+F5
説明
接続されているクライアント上で、「
再生のために使用することのできるテストケース」
コンボボックス内で選択されて
いるテストケースを再生します。再生が差異を返すと、再生は保存されます。 詳細に関しては、テストケースの
再生を参照してく
ださい。
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テストケースとテストランの管理
テストケースとテストランの管理
アイコン

説明
テストケースとテストランの管理 ダイアログを表示します。
テストケースとテストランの管理 ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) で以下をおこなうことができます:
テストケースのために記録オプショ
ンを設定する。
次のテストランのために記録と再生オプショ
ンをセットアップする。
MobileTogether 記録ファイル(.mtrecord ファイル)をロードして保存する。
テストランを削除し比較する。
テストケースをテストランの内の一件と代用する。テストランはテストケースの役割を果たします。他のテスト
ランは削除され、選択されたテストランがその(空の) グループの新しいテストケースとなります。
MobileTogether Server にテストケースをデプロイし、サーバーからテストランを取得し、テストケースま
たはテストランをサーバーから削除します。

詳細に関しては、テストケースとテストランの管理を参照してく
ださい。.
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グローバル変数
グローバル変数
アイコン

説明
[グローバル変数] ダイアログを開く(下のスクリーンショ
ット)。XPath または XQuery などのデザイナーのプログ
ラミングコンテキストでプロジェクト内でグローバル変数を使用することができます。MobileTogether Designer
には、ダイアログの上のペインにリストされるグローバル変数の標準ライブラリがあります。グローバル変数の値は
MobileTogether により、シミュレーショ
ン中およびクライアントデバイスでアプリが実行される際に割り当てられてい
ます。グローバル変数には 3 つの種類があり、ダイアログの変数のリストはこれらの3つの種類別に分類されます:
静的な値変数 (グローバル変数 と呼ばれています): これらの変数はモバイルデバイスの情報を含みま
す。これらの変数の値はプロジェクトの実行中は変更されることはありません。ペイン上の値列は、現在選
択されているモバイルデバイスを指定しています。リストされている値は、すべてその特定のデバイスで使用
するためです。シミュレーショ
ンでのクライアントデバイスは[デバイスの選択] コンボボックスにより選択された
デバイスです。例えば、変数 $MT_Android は、使用されるモバイルデバイスがAndroid の場合、
true の値を持ちます。(デバイスの情報は通常のモバイル通信の手順の一部と
してデバイスから送信さ
れます。)
動的な値変数 (ローカル変数 と呼ばれています): これらの変数は、デザインページとそのコントロールに
関する変数の情報を含みます。これらの値は実行中に変更することができます。例えば、
$MT_ControlNode 変数は、プロジェ
クトの実行中のある時点の現在のコントロールのページソースリ
ンクがノードであるものにより、異なる値を持ちます。
ユーザー変数: グローバル変数の標準ライブラリに加え、(ダイアログではユーザー変数と呼ばれてる)自
身のグローバル変数を追加することができます。変数には任意の値を与えることができ、この値は、プロ
ジェクトのXPath/XQuery 式で使用することができます。
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変数を追加するには、下のペインで以下を行います:
1. (ペインのツールバーにある) [追加] または [挿入] アイコンをクリックしてリストに行を追加します。
2. 新しい変数の名前を(名前 列に)入力し、変数に説明を与えます(説明列)。上のスクリーンショ
ット参
照。
3. 値フィ
ールドをクリックして、式 XPath/XQuery ダイアログを表示し、この変数の値を決めるXPath 式
を入力します。
4. 特定のグループに属する新しい変数を認識するためのアイコンを選択します。
5. [OK] をクリックして終了します。変数はグローバル変数として追加され、プログラミングコンテキストで使
用することができます。
定義済みグローバル変数の説明はグローバル変数のセクショ
ンを参照してく
ださい。
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すべてのグローバル変数の使用方法のリスト
すべてのグローバル変数の使用方法のリスト
説明
[メッセージ] ペインにすべてのグローバル変数のリストを返します。各グローバル変数は、変数が使用されている箇
所の情報と共にリストされています。このリストは、使用方法を含む定義に直接移動するリンクが含まれており、素
早く
定義を検索し編集することができます。
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すべてのページソース変数の使用方法のリスト
すべてのページソース変数の使用方法のリスト
説明
[メッセージ] ペインにすべてのページソース変数のリストを返します。リストの各ページソース変数は、ページソースが
使用されている定義へのリンクを含んでおり、その定義を素早く
検索および編集することができます。ページソースリ
ンクをクリックすることで、[ページソース] ペイン内のページソースをハイライトします。
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プロジェクト 1147

XPath/ XQuery 関数
XPath/ XQuery 関数
アイコン

説明
プロジェクト内のすべてのユーザー定義関数をリストする[XPath 関数] ダイアログを開きます。これらのXPath
関数はプロジェクト内のすべてのXPath 関数で使用されることができます。ダイアログのツールバー内の対応する
アイコンを使用して関数を追加および削除することができます。関数の定義を編集するには、関数の[XPath 式
の編集] ボタンをクリックしてく
ださい。

ユーザにより定義された新しい XPath 関数の追加
ユーザーにより定義された新しい関数を追加するには次の2 つのステップを踏みます: (i) 関数の宣言と(ii) 関
数の定義。
新しい関数を追加するには以下を行います、XPath 関数ダイアログ(上のスクリーンショ
ット参照) のツールバー
から[追加] をクリックします。これにより新しいXPath 関数ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) が表示されます。

このダイアログで、関数の名前の宣言、関数パラメーター(引数) の数と種類の指定、関数の戻り値の種類を指
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定することができます。上のスクリーンショ
ットで摂氏から華氏へ変換する関数の小数点の宣言をおこなっていま
す。関数は摂氏の値を小数とする1 つのパラメーターをもちます。これは、小数、華氏の気温、を出力します。関
数の働きに関しては、次のステップで説明されています。関数 (上のスクリーンショ
ット) を宣言した後、[OK] を
クリックします。関数を定義することのできる、新しく
宣言された関数のテンプレートを含む関数の編集ダイアログ
(下のスクリーンショ
ット) が表示されます。

波かっこに関数の定義を入力します。上のスクリーンショ
ットに表示された定義では、$a が入力パラメーターで
す。 [OK] をクリックして終了します。関数は XPath 関数ダイアログのユーザー定義関数のリストに追加され、
プロジェクトのすべてのXPath 式で使用することができます。
メモ:

ユーザー定義 XPath 関数は個別の名前空間にある必要はありません。結果、ユーザー定義関数を定
義または呼び出す際に名前空間プレフィ
ックスは必要ありません。 XPath デフォルト名前空間 は、拡
張関数およびユーザー定義関数を含む、すべてのXPath/XQuery 関数に使用されています。内蔵さ
れた関数を含むあいまいさを回避するために、ユーザー定義関数を大文字にすることが奨励されます。
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すべてのユーザー定義 XPath/ XQuery 関数のリスト
すべてのユーザー定義 XPath/ XQuery 関数のリスト
説明
[メッセージ] ペイン内のプロジェクト内のページで使用されたすべてのユーザー定義 XPath/XQuery 関数のリス
トを発生するページと共に返します。
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アクション グループ
アクション グループ
アイコン

説明
アクショ
ングループを作成し管理することのできる、[アクショ
ングループ] ダイアログを表示します (下のスクリーン
ショ
ット)。

アクショ
ングループを作成するには、以下を行います:
1. [アクショ
ングループ] ペインの[管理] をクリックします (下のスクリーンショ
ット参照)。

2. [アクショ
ングループの管理] ダイアログが表示されます。ダイアログのツールバーの[追加] をクリックしま
す。デフォルトの名前を持つ、アクショ
ングループがこのダイアログに追加されます。
3. アクショ
ングループの名前を変更して、[OK] をクリックします。[アクショ
ングループの管理] ダイアログが閉
じられ、[アクショ
ングループ] ペインのグループのリストに新しいアクショ
ングループが追加されます (上のス
クリーンショ
ット参照)。
4. [アクショ
ングループ] ペイン(上のスクリーンショ
ット) から、編集するアクショ
ングループの[編集] アイコン
をクリックします。グループのコンテンツはペインの右に表示されます (下のスクリーンショ
ット参照)。アクショ
ングループの詳細はアクショ
ングループのコンボボックスのグループを選択することでも表示できます。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

メニュー コマンド

プロジェクト 1151

5. 右側のペインにアクティ
ブなアクショ
ングループを作成するには、アクショ
ングループダイアログから使用可能
なアクショ
ンをドラッグアンドドロップします。
6. [OK] をクリックして終了します。アクショ
ングループはページアクショ
ンで使用することができます。
メモ: このダイアログの最後のセクショ
ンは保存されます。結果、最後のセクショ
ンがハイライトされダイアログは再
開されます。
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すべてのアクション グループの使用法のリスト
すべてのアクション グループの使用法のリスト
説明
プロジェクトのページで使用される[メッセージ] ペイン内の全てのアクショ
ングループリストを返します。リストはアク
ショ
ングループにてオーダーされます。各アクショ
ングループは、直接および間接使用法別に細分類されています。ア
クショ
ングループを使用するページは、アクショ
ングループのイベントトリガーと共にリストされています。この機能はユ
ーザー定義コンポーネントをレビューして、プロジェクトを整理するときに役に立ちます。リストのリンクをクリックすること
で直接それぞれの定義に移動することができます。
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スタイルシート
スタイルシート
説明
異なるスタイルシート内でスタイルシートを管理し、スタイルを定義するスタイルシートダイアログ(下のスクリーン
ショ
ット参照)を表示します。

スタイルシートのライブラリを管理するためには、次のアクショ
ンを実行することができます:
ユーザーにより作成されたスタイルシートを追加: 「スタイルシートの追加」 をクリックします。
ユーザーにより作成されたスタイルシートの名前を変更: 名前をダブルクリックして編集します。
ユーザーにより作成されたスタイルシートを削除:「スタイルシートの削除」 をクリックします。
メモ: プロジェクトという名前のプロジェクトスタイルシート(上のスクリーンショ
ット参照) はデフォルトで存在しま
す。このスタイルシートの名前を変更し、削除することはできません。プロジェクトスタイルシートとユーザーにより作成
されたスタイルシートに関する詳細は、スタイルシートの型とスコープを参照してく
ださい。
左側のペイン内で、コントロール、テーブル、ページを選択します。コンポーネントのために使用することのできるスタイ
ルは右側のペイン内に表示されています。スタイルの値を設定するには、希望する値を入力、または、スタイルのコ
ンボボックスオプショ
ンから値を選択、またはスタイルの値を評価するXPath 式を入力します。詳細に関しては、
スタイルシートプロパティを参照してく
ださい。定義済みの値を持つスタイルに関しては、右側のペインの「空白
ではないアイテムを表示する」アイコンをクリックしてく
ださい。
完了すると、「保存」をクリックします。
メモ: 空では内アイテムの表示を有効化/
無効化するアイコンが各ペインに存在します (すなわち、(少なく
とも1
つの) 値が定義されているアイテム)。空ではないアイテムのみを表示する機能は定義されているスタイルのリストを
確認する際に役に立ちます。例えば、現在定義されているスタイルの概要を確認する場合。左側のペインには
以下を行うツールバーアイコンが存在します: (i) 全てのアイテムの展開。(ii) 全てのアイテムの折りたたみ。
スタイルシートの作動の概要については、スタイルシートを参照してく
ださい。
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スタイルシートのすべての使用方法をリストする
スタイルシートのすべての使用方法をリストする
説明
ユーザーにより作成されたスタイルシートをページインスタンス、テーブルインスタンス、およびコントロールインスタンス
に適用することができます。このコマンドは、メッセージペイン内にプロジェクト内すべてのユーザーにより作成されたス
タイルシートリストと使用箇所を表示します (下のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。

スタイルシートによりリストは命令することができます。各スタイルシートの下に、スタイルを使用する全てのページ、テ
ーブル及びコントロールインスタンスがリストされます。これらのアイテムをクリックすると対応するページ、テーブル、ま
たは、コントロールに移動することができます。
スタイルシートが使用されていない場合、メッセージペインに報告されます(上のスクリーンショ
ットを参照)。使用さ
れていないスタイルシートはプロジェクトメニューの「使用されていない関数、ユーザー変数、スタイルシート、
アクショングループをリストする」コマンドを使用して報告されます。
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リッチテキストスタイルシート
リッチテキストスタイルシート
説明
以下を定義することのできるリッチテキストスタイルシートダイアログを開きます (下のスクリーンショ
ット):
ソリューショ
ンの表示内のテキストのためのスタイルルール
ページソースからソリューショ
ンの表示へのスタイルのマッピング

リッチテキストスタイルシートダイアログの詳細に関しては、リッチテキストのセクショ
ンを参照してく
ださい。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

メニュー コマンド

プロジェクト 1157

キャッシュの概要
キャッシュの概要
アイコン

説明
MobileTogether Server およびサーバーキャッシュの概要への接続を有効化します: キャッシュヒット数、キャッ
シュのサイズ、消去など。
キャッシュの概要ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) は、メニューコマンド[プロジェクト| キャッシュの概要] から
アクセスすることができます。

ダイアログはサーバー上の全てのキャッシュの概要を表示します。また、次を実行することができます:
キャッシュの有効化/
無効化
キャッシュの削除
キャッシュに関する詳細は キャッシュのセクショ
ンを参照してく
ださい。
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ローカライズ
全般的な説明
(例えば、ボタンのテキスト) などの異なるコントロール または (例えば、コンボボックスの値をリストするドロップダ
ウンなど)他の方法でコントロールに関連する文字列をローカライズ(翻訳)することができます。で表示されるロー
カリゼーショ
ンダイアログを表示します(下のスクリーンショ
ット)。コントロールに関連する文字列の他に、カスタ
ム 文字列 をローカライズすることができます。そして、デザインのすべての箇所にmt-load-string 関数を
使用して、挿入することができます。
コントロールに関連した 文字列 は、上のペインに表示されます (下のスクリーンショ
ットを参照)。この
ペインの列は、左から右の順序です: (i) コントロールが表示されるページ; (ii) コントロールの名前; (iii)
テキスト文字列を含むコントロールプロパティ
; (iv) デフォルトの言語のテキスト文字列; ローカライズされ
た言語のテキスト内のテキスト文字列を含む追加の列、各言語につき一列ずつ。
カスタム文字列 は、のペインに表示されます。ペインの列は、それぞれ左から右の順序です: (i) カスタ
ム文字列の名前; (ii) ローカライズされた言語のテキスト内のテキストカスタム文字列を含む追加の列、
各言語につき一列ずつ。
言語の追加 アイコンを使用して、列をローカリゼーショ
ン言語に追加します。追加する列数に制限はありませ
ん。特定の言語内のコントロールに関連した文字列 または カスタム文字列をローカライズするには、その言語
の列に翻訳を入力します。翻訳を保存するには、[OK] をクリックします。
ローカリゼーショ
ンダイアログ内で、ローカライズされた(コントロールに関連した)全ての文字列は、ローカライズされ
たソリューショ
ンのバージョ
ンで使用されます。モバイルデバイスの言語設定で、language-country バリアン
ト(例えば、es-US または fr-CH) が指定されます。下に表示される順序に従い、表示される文字列の言
語が選択されます。
1. ソリューショ
ンの対応するローカライズされたlanguage-country (es-US または fr-CH) 文字
列は存在する場所で使用されます。
2. 文字列のための、language-country ローカリゼーショ
ン(es-US または fr-CH) が存在しない
場合、ローカライズされたlanguage (es または fr) 文字列 が存在する場合は使用されます。
3. 文字列のための、language-country ローカリゼーショ
ン(es-US または fr-CH) または
language ローカリ
ゼーショ
ン(es または fr) が存在しない場合、デフォルトの言語 が使用されま
す。
ローカライズされた文字列が定義されている言語でシミュレーショ
ンを確認するには、シミュレーショ
ン言語 [プ
ロジェクト| シミュレーション言語] コマンドを使用して、シミュレーショ
ンする言語を設定して、シミュレーショ
ンの
実行を行います。
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フィルターの適用
次のフィ
ルターがローカリゼーショ
ンダイアログで使用することができ、組み合わせも行うことができます:
ページ: そのページのみの文字列を確認するためにドロップダウンリストからページを選択します。す
べてのページを選択するには、オプショ
ンを空にするか、または空のエントリを選択します。これによ
り、コントロールに関連した文字列 (上のペイン) のみにフィ
ルターを適用します。
コントロールに関連した 文字列 および カスタム文字列: 検索するテキストを入力します。すべ
てのコントロールの名前 (2番目の列の上のペイン) および検索テキストを含むカスタム文字列名
(下のペインの最初の列 ) が表示されます。これは、両方のペインへ適用されるフィ
ルターです。
不完全な翻訳 のみ: このオプショ
ンをクリックして、不完全な翻訳のみを表示します。不完全な翻
訳とは、1つ以上のローカリゼーショ
ンが不足している文字列をさします。このフィ
ルターは、両方のペイ
ンに表示されます。このオプショ
ンが選択されている間に翻訳が入力されるとフィ
ルターをアップデートす
るために表示を更新する必要があるかもしれません。オプショ
ンの選択を解除、再び選択することで
更新を行うことができます。
言語列の追加、名前変更、および削除
これらのアイコンは、右側の上のペインの上にあります。

(C) 2018 Altova GmbH

言語の追加

言語名を入力または選択することのできる言語の追加 ダイアログです。
[OK] をクリックすると、その言語名を持つ列が(上のおよび下の)両方のペイ
ンに追加されます(関連した mt-available-languages XPath 関
数も参照してく
ださい)。

言語の名前変
更

名前変更する言語列内(ペイン内の行)にカーソルをポイントすると、[言語の
名前変更] をクリックします。言語の変更 ダイアログが、編集フィ
ールド内で
選択済みの言語と共に表示されます。言語名を変更して、[OK] をクリック
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します。両方のペイン内の変更される列名をクリックします。
言語の削除

削除する言語列内(ペイン内の行)にカーソルをポイントすると、[言語の削
除] をクリックします。列を削除するかを問われると、[はい] をクリックして、列
およびエンティ
ティ
を削除します。[いいえ] をクリックするとキャンセルされます。

カスタム文字列 (下のペイン)
カスタム文字列は、デザイン内で使用されるすべてのテキストであることができます。ペインの右上にあるアイコ
ンを使用して下のペインで管理されます。
ローカライズされ カスタム文字列に行を追加します。新規に追加されたカスタム文字列は、編
た文字列の追加 集することのできる、デフォルトの名前で作成されます。名前をクリックして編集
します。 XPath 式からのカスタム文字列を参照するために名前は使用され
ます。下を参照してく
ださい。
行の複製

下のペインで選択されているカスタム文字列(名前とローカライズされた内容)を
複製します。これにより、既存の文字列に類似した文字列を追加する場合、
時間を節約することができます。2つの文字列の名前が同じの場合、両方の
名前が赤で表示されます。複製されて文字列を必要に応じて編集します。

ローカライズされ 現在選択されているカスタム文字列を削除します。
た文字列の削除
デザイン内でカスタム文字列を使用するには、XPath 式内のmt-load-string 関数を使用します。
例: mt-load-string('NameOfString')。

ローカリゼーションのエクスポートおよびインポート
ローカライズされた文字列は、XML ファイルにエクスポートすることができます。1つまたは複数の言語を単
一のファイルにエクスポートすることができます (下のスクリーンショ
ットを参照)。利点は、翻訳者が個別の
言語ファイルで作業できることです。翻訳された、 XML ファイル内の文字列は、プロジェクトにインポートす
ることができ、ローカリゼーショ
ンダイアログ内の対応するローカリゼーショ
ン言語に入力されます。
ローカリゼーショ
ンダイアログの[エクスポート] をクリックすると、(このトピックの最初のスクリーンショ
ット参
照)、ローカリゼーショ
ンダイアログのエクスポートが表示されます (下のスクリーンショ
ット) 。ダイアログに表
示される言語は、プロジェクトのローカリゼーショ
ン言語として設定された言語です。1つまたは複数の言語に
エクスポートを選択することができます。
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翻訳の代わりに デフォルトテキストをエクスポートするオプショ
ンが選択されている場合、エクスポートさ
れたファイルは、デフォルトの言語テキストを、既に完了している翻訳の代りにすべてのローカリゼーショ
ン言
語 属性 の値として、デフォルト言語 テキストを含みます。(下のXML ファイル リスト参照 )。プロジェク
は、しかし、翻訳を保管します。デフォルト言語 テキストをエクスポートするには、翻訳メモリと作業すること
のできる翻訳ツールが役に立ちます。 これは、XML ファイルが翻訳 ツールにインポートされると、翻訳 メ
モリが自動的にすべてのインポートされた文字列を、メモリ内にあるものととして翻訳するからです。ですから、
新しく
インポートされたデフォルトテキスト文字列が、以前に翻訳されていると、再度翻訳メモリを使用し
て、自動的に翻訳されるのです。 残りの語句は、手動で翻訳されます。プロジェクに翻訳されたXML ファイ
ルがインポートされると、ローカリゼーショ
ンダイアログの対応するローカリゼーショ
ン言語列に入力されます。
[ローカリゼーショ
ンのエクスポート] ダイアログ内の[エクスポート]をクリックすると、名前およびXML ファイルの
場所を指定することのできる保存ダイアログが表示されます。
単一言語のXML リストの エクスポート
<Localizations version="1">
<Controls>
<Controldefault="Select Em ployee" property="Page Title" nam e="Select Em ployee"
id="2">
<Languages de="M itarbeiter auswählen"/>
</Control>
...
</Controls>
<Strings>
<String default="Adm in" nam e="Role-A Nam e">
<Languages de="Adm inistration"/>
</String>
...
</Strings>
</Localizations>

複数言語の XML リストのエクスポート
<Localizations version="1">
<Controls>
<Controldefault="Select Em ployee" property="Page Title" nam e="Select Em ployee"
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id="2">
<Languages de="M itarbeiter auswählen" es="Seleccionar em pleado" fr=""/>
</Control>
...
</Controls>
<Strings>
<String default="Adm in" nam e="Role-A Nam e">
<Languages de="Adm in" es="Adm inistración" fr=""/>
</String>
...
</Strings>
</Localizations>

メモ: ((翻訳の代わりに)エクスポートデフォルト言語 テキストのエクスポートが有効化されていない場
合 )ローカリゼーショ
ン言語に翻訳されていない文字列は、空の文字列 としてエクスポートされます。

翻訳された XML ファイルのインポート
翻訳されたXML ファイルをインポートするには、ローカリゼーショ
ンダイアログ内の[インポート] をクリックしま
す (このトピックの最初のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。これは、インポートするXML ファイルを選
択することのできる、[開く
] ダイアログを表示します。[開く] をクリックすると、ローカリゼーショ
ンのインポート
ダイアログが表示されます (下のスクリーンショ
ット)。ローカリゼーショ
ン内の対応する列をもつXML ファイル
内で見つけることのできる言語が表示されている言語です。ダイアログXML ファイル内にローカリゼーショ
ン
言語が存在し、対応するローカリゼーショ
ン言語名がプロジェクト内に存在しない場合、その言語は、表
示されません。

インポートする言語を選択します。空のローカリゼーショ
ンオプショ
ンを選択した場合、XML ファイル内の
空のローカリゼーショ
ン文字列がすべての既存のローカリゼーショ
ン文字列を空でない場合でも上書きしま
す。[インポート] をクリックして終了します。
翻訳された言語 文字列 は、プロジェクトにインポートされ、ローカリゼーショ
ンダイアログの対応するローカリ
ゼーショ
ン言語 列に入力されます。インポートされたXML ファイルの構造 およびコンテンツは、
MobileTogether Designer が正確に処理できるXML ファイルである必要があります。ローカリゼーショ
ン言語 属性以外の他の属性の値を変更しないことが重要です。
メモ: XML ファイル内では、翻訳されている文字列は、デフォルトの言語文字列と同じの場合、翻訳された
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プロジェクト 1163

文字列は対応するエントリにインポートされず、ローカライズ言語のカラムは空のままです。ソリューショ
ンが実
行されると、ローカライズ言語エントリが存在しないため、デフォルトの言語の文字列が使用されます。このよ
うに、言語間の文字列の重複は回避されます。
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プロジェクト

シミュレーションする言語
シミュレーションする言語
説明
MobileTogether Designer がローカライズされている場合、このコマンドによりシミュレーターで使用される言語
を選択することができます。コマンドにはメニューアイテムとしてローカライズする言語を含むサブメニューがあります。
プロジェクトが1 つ以上の言語にローカライズされている場合、これらの言語は [シミュレーションする言語] コマ
ンドのサブメニューで使用することができます。このサブメニューで、プロジェクトのシミュレーショ
ンで使用される言語を
選択することができます。シミュレーショ
ンする言語が変更されるまで、選択された言語のローカライズされた文字
列がプロジェクトのシミュレーショ
ンで使用されます。
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すべての外部デー参照のリスト
すべての外部デー参照のリスト
説明
[メッセージ] ペインにプロジェクト内で参照されているすべての外部データソースのリストを返します。これらは、
HTTP、REST、およびSOAPによりアクセスされたデータソースを含みます。リスト内のリンクをクリックすることによ
り、選択されたリーソースを参照するデザイン定義に直接移動することができます。
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プロジェクト

使用されていない関数、ユーザー変数およびアクション グループのリスト
使用されていない関数、ユーザー変数およびアクション グループのリスト
説明
[メッセージ] ペインにすべての使用されていない XPath/XQuery 関数 ユーザー関数 スタイルシート、およ
びアクショ
ングループ のリストを返します。これは、ユーザー定義されたコンポーネントをレビューし、プロジェクトを整
理する時に役に立ちます。リストのリンクをクリックすると、対応する定義に直接移動することができます。
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OAuth 設定の維持
OAuth 設定の維持
説明
MobileTogether Designer 内で作成されるREST リクエストは OAuth を使用して認証することができま
す。手順については、REST リクエスト設定のセクショ
ンを参照してく
ださい。
MobileTogether Designer プロジェクト内で複数のOAuth 設定定義を作成することができます。これらの定
義はプールに保管され、認証 REST リクエストのためのプールから定義をドキュメント内で使用することができま
す。[OAuth 設定の維持] ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) のダイアログによりアクティ
ブなプロジェクトの
OAuth 定義 を管理することができます。ダイアログは、アクティ
ブなプロジェクトの定義のプール内のOAuth 設定
定義を表示します。プールから定義を削除、他のMobileTogether Designer プロジェクトから定義をインポー
ト、クリップボードから定義をコピー、クリップボードに定義をコピーすることができます。

ダイアログには、以下の列があります:
名前: 作成時に設定定義に割り当てられた名前。編集することはできません。
編集: 選択された定義の設定を編集する[OAuth 設定] ダイアログを開く
ボタン。
プロトコール: OAuth1 または OAuth2 を使用するかを決める定義
使用された : 現在のプロジェクト(デザイン)内での定義の使用回数。
URL: 定義のエンドポイントのURL の一番長い共通部分
このダイアログ内で次のアクショ
ンを実行することができますダイアログ:
選択項目の削除: 1つ以上の定義を定義のために選択することができます。
選択項目のコピー: クリップボードに1つ以上の定義をグループとしてコピーすることができます。
貼り付け: このボタンは、1つ以上のOAuth 設定定義が現在クリップボードにある場合有効化されま
す。クリップボードのコンテンツを、現在のプロジェクトの定義のプールに貼り付けます。
インポート: 他の開かれているMobileTogether Designer ファイルから1つ以上のOAuth 定義をイ
ンポートすることのできる[OAuth 設定のインポート] ダイアログを開きます。詳細に関しては、
[OAuth 設定のインポート] ダイアログを参照してく
ださい。
すべて選択: すべての定義を選択します。
選択解除: 定義を選択しません。
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プロジェクト 1169

OAuth 設定のインポート
OAuth 設定のインポート
説明
MobileTogether Designer 内で作成されるREST リクエストは、OAuth により認証することができます。
認証方法に関しては REST リクエスト設定 のセクショ
ンを参照してく
ださい。
MobileTogether Designer プロジェクト内で複数のOAuth 設定 定義を作成することができます。これらの
定義はプールに保管され、REST リクエストの認証のためにプールから定義を使用することができます。[OAuth
設定のインポート] ダイアログ(下のスクリーンショ
ット) により他の開かれているMobileTogether Designer
プロジェクトから定義を現在のプロジェクトにインポートすることができます。

[ドキュメントを開く
] ペイン(上のスクリーンショ
ット参照) は、現在 MobileTogether Designer 内で開かれて
いる他のすべてのドキュメントを表示します。下のペイン内で表示されるOAuth 設定 定義 の1つ以上のドキュメ
ントを選択します。下のペインから現在のMobileTogether Designer プロジェクトにインポートする1つ以上の
定義を選択し、[選択項目をインポート] をクリックします。定義はインポートされ、[OAuth 設定の維持] ダ
イアログ内で確認することができます。
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iOS プッシュ通知ボタンセット
iOS プッシュ通知ボタンセット
説明
iOS デバイスで受信される プッシュ通知 (プッシュ通知) 内で表示されるボタンを作成するためにこのコマンドは
使用されます。iOS プッシュ通知ボタンは AppStore App 内で使用することができますが、MobileTogether
アプリでは使用することができません。プッシュ通知ボタンはソリューショ
ンの受信内で作成されます。ここで定義され
るボタンセットの名前は、ソリューショ
ンの受信内でプッシュ通知が受信される際に、プッシュ通知内でどのボタン
セットがソリューショ
ンの送信を表示するかを示すために使用されます 。ソリューショ
ンの送信と受信が同じ場合、ソ
リューショ
ン内で定義されるプッシュ通知ボタンセットはプッシュ通知ボタンセットの選択のためのコンボボックス内で使
用できるようになります。
このコマンドを選択すると、iOS プッシュ通知ボタンセットダイアログが表示されます (下のスクリーンショ
ット).

ボタンは、1つ、2つ、3つのボタンセットとして作成されます。作成するボタンセットの数量に制限はありません。ボタ
ンセットは最多で3つのボタンを持つことが出来ます。
ボタンセットを作成するには、「
新規ボタンセットを追加」
をクリックします。ボタンセット、または、ボタンを削除するに
は、アイテムを選択し、ダイアログの右上にある「削除」アイコンをクリックします。ダイアログの右上のアイコンを使
用しダイアログの編集アクショ
ンを元に戻す、または、やり直すことが出来ます。
メモ:

プッシュ通知ボタンはボタンコントロールに関連せず、区別してく
ださい。

プッシュ通知に関する概要と詳細は、プッシュ通知 を参照してく
ださい。
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20.4

ページ 1171

ページ
[ページ] メニューにはプロジェクトの現在アクティ
ブなページに適用されるコマンドが含まれています:
ページアクショ
ン
アクショ
ンの概要
コントロールへジャンプ
タブ順序の表示/
定義
メモ:

[ページ] メニューコマンドはページデザインビューでのみ使用することができます。
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ページ

ページ アクション
ページ アクション
説明
現在アクティ
ブなページの[アクショ
ン] ダイアログを表示します (下のスクリーンショ
ット参照)。ダイアログの左側の
ペインは、機能別に分類された使用することのできるアクショ
ンを表示しています。右側のペインはそのページで使
用することのできるイベントのタブを含みます。使用することの可能なイベントはプロジェクトのワークフローロールによ
り決まります。例えば、[戻る] ボタンを押すことにより、戻ることのできないページには ボタンのクリック時 はありませ
ん。

使用することのできるイベントが発生する際に特定のアクショ
ンを実行する場合、左側のペインのアクショ
ンを右側
のペインのアクショ
ンにドラッグします。必要に応じてアクショ
ンの追加プロパティ
を指定します。(個別のページアク
ショ
ンについての詳細はのページアクショ
ンセクショ
ンを参照してく
ださい。) 任意でプロジェクトのために定義された
アクショ
ングループを追加することができる点にも注意してく
ださい。[OK] をクリックして終了する。
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アクションの概要
アクションの概要
説明
現在アクティ
ブなページのアクショ
ンの概要ダイアログを表示します (下のスクリーンショ
ット参照)。ダイアログはコン
トロールアクショ
ンを表示しています。ページデザイン内の各コントロールは、イベントと対応するアクショ
ンと共にリス
トされています。これがコントロールアクショ
ンです。ダイアログはアクティ
ブなページで使用することのできるイベント
も表示しています。これがページアクショ
ンです。例えば、下のスクリーンショ
ットでは、Income アイテムはページア
イテムです: ページアクショ
ンを持つページイベントがあります。他のアイテムすべてはコントロールです: コントロール
アクショ
ンを持つコントロールイベントがあります。

イベントのアクショ
ンを作成または既存のアクショ
ンを編集するには、イベントの[編集] アイコンをクリックし
ます (上のスクリーンショ
ット参照)。これにより[コントロールアクショ
ン] ダイアログまたは、[ページアクショ
ン] ダイアログへ移動することができます。
(ページではなく
) コントロールが選択された場合、[コントロールへジャンプ] ボタンが有効化されます。ク
リックすることで、デザイン内の各当するコントロールまで移動することができます。
メモ: このダイアログの最後のセクショ
ンは保存されます。結果、最後のセクショ
ンがハイライトされダイアログは再
開されます。
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ページ

コントロールへジャンプ
コントロールへジャンプ
ショートカット
Ctrl+J
説明
[コントロールへジャンプ] ダイアログを表示します(下のスクリーンショ
ット)。ダイアログには、現在アクティ
ブなページ
デザインを表示するドロップダウンリスト付きのコンボボックスがあります。ページコントロールは Name プロパティ
の値
をアルファベット順にしてリストされています。

ドロップダウンリストからページコントロールを選択するか、またはコントロールの名前(自動補完を使用することが可
能)を入力します。[OK] をクリックして終了します。ダイアログボックス内で選択されたページコントロールは、デザ
イン内で選択されます。コントロールがデータノードと関連付けられた場合、[ページソース] ペイン内のそのノードに
焦点が当てられます。
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ページ 1175

タブの順序の表示/定義
タブの順序の表示/定義
ショートカット
Ctrl+T
説明
タブの順序の機能はページ上のコントロールのためにタブの順序を定義します。(Web とWindows クライアント
のみ)定義されると、デバイスのユーザーがTab キーをタップすると、タブの順序のシーケンス内の次のコントロール
にフォーカスが移動されます。
選択されると、このコマンドは以下を行います: (i) タブの順序オプショ
ンダイアログを表示します (下のスクリーン
ショ
ット参照)、(ii)デザイン内のすべてのコントロール上でタブの順序のシーケンス内で番号を与えられる可能性
のある青い色の番号アイコンを示します (下のスクリーンショ
ット参照)、(iii) コントロールプロパティ入力/エスケ
ープ が設定済みのコントロール上で入力 とエスケープキーショ
ートカットを示すアイコン(緑とピンクのアイコン)を
表示します (下のスクリーンショ
ット参照)。

タブの順序のシーケンスを設定するには、以下を行います:
1. タブの順序オプショ
ンダイアログを開きます。次のタブ番号 フィ
ールドは、1 を表示します。タブの順序
のシーケンスに割り当てられているすべてのコントロールが疑問符を含む青い丸と共に表示されます。
2. タブの順序のシーケンス内で番号 1 を割り当てるコントロールをクリックします。コントロールのアイコンは番
号 1 を含み、次のタブ番号 フィ
ールドは 2 に変更されます。
3. タブの順序のシーケンスの2番目にするコントロールをクリックします。.コントロールのアイコンは、番号 2 を
含み、はに変更されます。次のタブ番号 フィ
ールドは 3 に変更されます。.
以下の点に注意してく
ださい:
次のタブ番号 フィ
ールドは常に次の選択に割り当てられます。この番号は、手動、または、自動的に増
加することができます。
自動インクリメントオプショ
ンにより、次の番号を自動的に1つずつ増やすことができます。このオプショ
ン
が選択されていない場合、は増分せず、選択するコントロールの番号は番号を一意に保つ オプショ
ンに
より決定されます。
次のタブ番号 フィ
ールドを設定し、コントロールをクリックすることにより、個別のコントロールの番号を変更
することができます。
番号を一意に保つ オプショ
ンにより、次の選択が前の選択番号とは異なることを保証することができま
す。
割り当て済みの番号を全てクリアするをクリックして、デザイン内の割り当て済みのすべての番号を削除
することができます。
メモ:
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メモ: コントロールのためのシーケンス内の番号にコントロールとタブの順序 プロパティ
を設定し、タブの順序の機
能は個別のコントロールのために設定することができます。
タブシーケンスの表示、入力/
エスケープショ
ートカットに割り当てられているコントロールの表示
タブの順序のオプショ
ンダイアログが開かれると、デザイン内で次のインディ
ケーターが表示されます:
タブの順序のシーケンスに割り当てられているすべてのコントロールは、シーケンス内の場所を示す番号を
含む青い丸と共に表示されています。タブの順序のシーケンスにコントロールが割り当てられていない場
合、疑問符を含む青い丸が表示されます。
入力 または エスケープキーショ
ートカットに割り当てられているコントロールは、対応するショ
ートカットイ
ンディ
ケーターと共に表示されています。(上のスクリーンショ
ットを参照)。1つ以上のコントロールが同じ
(入力 または エスケープ) ショ
ートカットに割り当てられている場合、ショ
ートカットは最初に表示され、有
効化されているコントロールに適用されます。
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テキストサイズの自動調整グループのリスト
テキストサイズの自動調整グループのリスト
説明
メッセージペイン内でテキストサイズを自動的に調整する プロパティ
が設定され、グループ別に自動的に調整された
ページ上の全てのコントロールをリストします (下のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。テキストサイズの自動
調整 プロパティ
の詳細に関しては、ラベルまたは ボタンコントロールなどの、使用することのできるプロパティ
のため
に使用することのできるコントロールの詳細を参照してく
ださい。
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テーブル

テーブル

テーブル メニューコマンドはテーブル、が拡張子、テーブル行、テーブル列により選択されていると使用することができます。以
下のコマンドが含まれています:
テーブルの挿入
テーブルの削除
行の挿入
行の追加
行の削除
列の挿入
列の追加
列の削除
左側のセルをジョ
イン
右側のセルをジョ
イン
上のセルをジョ
イン
下のセルをジョ
イン
セルを水平に並べて分割
セルを垂直に並べて分割
追加?削除ボタンの表示
テーブルヘッダーの挿入
テーブルフッターの追加
テーブル先行列の挿入
テーブル末尾列の追加
テーブルヘッダーの削除
テーブルフッターの削除
テーブル先行列の削除
テーブル末尾列の削除
行を繰り返し行に変換する
行を静的な行に変換する
繰り返しテーブルへの変換
非繰り返しテーブルへの変換
列を繰り返し列に変換する
列を静的な列に変換する
テーブルに関する詳細は、「
オブジェクト/
機能のデザイン| テーブル」
のセクショ
ンを参照してく
ださい。
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テーブル 1179

テーブルの挿入/削除
テーブルの挿入 とテーブルの削除 コマンドは、テーブル(静的 繰り返しまたは動的な行 および/
または 動的な列を持つ
テーブル) 内のセルが選択されている場合使用することができます。
テーブルの挿入
アイコン

説明
テーブルの挿入 コマンドは、選択されたセルの左側に2x2 のディ
メンショ
ンの静的なテーブルを挿入します。

テーブルの削除
アイコン

説明
テーブルの削除 コマンドは現在選択されているテーブルを削除します。
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テーブル

行/列の挿入/追加/削除
テーブルに表示される2つの「
挿入」
、2つの「
追加」
、および2つの「
削除」
コマンドは、テーブル(静的 繰り返しまたは動的
な行 および/
または 動的な列を持つテーブル) 内の列または行が選択されている場合使用することができます。
行の挿入

列の挿入

行の追加

列の追加

行の削除

列の削除

「挿入」と「追加」コマンドにより現在選択されているセルに対しそれぞれ行/
列を挿入/
追加することができます。このように
追加された行と列は静的です。これは、例えば、デザイン内に静的な行の1つが追加されると、出力内の静的な行として表
示されることを意味します。もちろん、繰り返し構造内に列が追加されると、静的な行は構造の反復と共に繰り返されます。
行の削除 と列の削除 コマンドは現在選択されている行/
列をそれぞれ削除します。
テーブルセルが選択されると、これらのコマンドはコンテキストメニューコマンドとして使用することができます。
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テーブル 1181

セルのジョイン/分割
(下のテーブルに表示されている) 4 つの「ジョイン」コマンドと2 つの「分割」コマンドにより現在選択されているセルを隣
接したセルにジョ
イン、または、現在選択されているセルを分割することができます。これらのコマンドはテーブルのセルのために
使用することができます(静的 繰り返しまたは動的な行 および/
または 動的な列を持つテーブル)。
左側のセルをジョイン

セルを水平に並べて分
割

右側のセルをジョイン

セルを垂直に並べて分
割

上のセルをジョイン
下のセルをジョイン

セルのジョ
イン
セルを近隣したセルに水平に、または、垂直にジョ
インすることができます。セルのジョ
インは、近隣するセルが存在する限り複
数回おこなうことができます。セルのジョ
インは、セルを水平、または、垂直に2つまたは複数の列と行に対して行うことができま
す。詳細に関しては次を参照してく
ださい:行/
列のジョ
インと分割。
セルの分割
セルを水平、または、垂直に2つのセルに分割することができます。セルが水平に分割されると、元のセル内のコンテンツ、また
は、書式が新しいペアの左側のセルに保管されます。右側のセルは空です。セルが垂直に分割されると、新しいペアの上のセ
ルに元のセル内のコンテンツ、または、書式が保管されます。下のセルは空です。
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テーブル

追加?削除ボタンの表示
追加?削除ボタンの表示
説明
追加?削除ボタンの表示 コマンドは繰り返しテーブル、または、動的な行 を持つテーブルの繰り返し行に対して
使用することができます。選択された行のために追加?削除 ボタンを作成します。下のスクリーンショ
ットが有効化
された追加?削除 ボタンを持つ動的な行が存在するテーブルのデザインを表示しています (テーブルの右下にある
2つのアイコンにより示されています)。

上のスクリーンショ
ットはデザイン内のテーブルを表示していますが、下のスクリーンショ
ットはこのようなテーブルがクラ
イアントデバイス上でどのように表示されるかを表示しています。「削除」ボタンを押すことにより行を削除することが
できます (下のスクリーンショ
ットを参照してく
ださい)。これにより、対応する行データが元のデータソースから削除
されます。「追加」ボタンをタップして新規の行を追加することができます。
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テーブル 1183

ヘッダー/フッター、先行/末尾列の追加
これら4つのコマンドはそれぞれ、テーブルのヘッダー、フッター、先行列、または、末尾列を追加します。これらは動的な (繰り
返し) 行 または 動的な (繰り返し) 列を持つテーブルに適用されます。
テーブルヘッダーの挿入
アイコン

説明
ヘッダーが無い動的な行を持つテーブルに空のヘッダー行を挿入します。テーブルにヘッダーが既存の場合、このコ
マンドは無効化になります。

テーブルフッターの挿入
アイコン

説明
フッターが無い動的な行を持つテーブルに空のフッター行を挿入します。テーブルにフッターが既存の場合、このコマ
ンドは無効化になります。

テーブル先行列の挿入
アイコン

説明
先行列を持たない動的な列が存在するテーブル内に空の先行列を追加します。テーブルに先行列が既に存在す
る場合、このコマンドは無効化になります。(メモ: テーブルの左側の列が垂直ヘッダー列としての役割を果た
す場合、テーブルの先行列として参照されます。)

テーブル末尾列の追加
アイコン

説明
末尾列を持たない動的な列が存在するテーブル内に空の末尾列を追加します。テーブルに末尾列が既に存在
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テーブル

する場合、このコマンドは無効化になります。(メモ: テーブルの右側の列が垂直フッター列としての役割を果
たす場合、、テーブルの末尾列として参照されます。)

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

メニュー コマンド

テーブル 1185

ヘッダー/フッター、先行/末尾列を削除する
これら4つのコマンドはそれぞれ、テーブルのヘッダー、フッター、先行列、または、末尾列を削除します。これらは動的な (繰り
返し) 行 または 動的な (繰り返し) 列を持つテーブルに適用されます。
テーブルヘッダーの削除
アイコン

説明
動的な行を持つテーブルのヘッダーを削除します。テーブルにヘッダーが存在しない場合、このコマンドは無効化に
なります。

テーブルフッターの削除
アイコン

説明
動的な行を持つテーブルのフッターを削除します。テーブルにフッターが存在しない場合、このコマンドは無効化に
なります。

テーブル先行列の削除
アイコン

説明
動的な列が存在するテーブルの先行列を削除します。テーブルに先行列が存在しない場合、このコマンドは無効
化になります。(メモ: テーブルの左側の列が垂直ヘッダー列としての役割を果たす場合、テーブルの先行
列として参照されます。)

テーブル末尾列の削除
アイコン

説明
動的な列が存在するテーブルの末尾列を削除します。テーブルに末尾列が存在しない場合、このコマンドは無

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

1186

メニュー コマンド

テーブル

効化になります。(メモ: テーブルの右側の列が垂直フッター列としての役割を果たす場合、、テーブルの末
尾列として参照されます。)
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行を繰り返し/静的な行に変換する
この行を繰り返し行に変換する
説明
選択された行が動的な (繰り返し) 行では無い場合、このコマンドは繰り返し行に変換します。選択された行が
繰り返し行である場合、このコマンドは無効化になります。

この行を静的な行に変換する
説明
選択された行が動的な (繰り返し) 行である場合、このコマンドは静的な行に変換します。選択された行が繰り
返し行では無い場合、このコマンドは無効化になります。
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テーブル

繰り返し/非繰り返しテーブルへの変換
繰り返しテーブルに変換する
説明
選択されたテーブルが繰り返しテーブルでは無い場合、このコマンドは繰り返しテーブルに変換します。選択された
テーブルが繰り返しテーブルである場合、このコマンドは無効化になります。

非繰り返しテーブルに変換する
説明
選択されたテーブルが繰り返しテーブルである場合、このコマンドは非繰り返しテーブルに変換します。選択されたテ
ーブルが繰り返しテーブルでは無い場合、このコマンドは無効化になります。
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テーブル 1189

列を繰り返し/非繰り返し列へ変換する
この列を繰り返し列に変換する
説明
選択された列が動的 (繰り返し) 列では無い場合、このコマンドは列を繰り返し列に変換します。選択された列
が繰り返し列の場合、このコマンドは無効化になります。

この列を静的な列に変換する
説明
選択された列が動的 (繰り返し) 列の場合、このコマンドは列を静的な列に変換します。選択された列が繰り返
し列では無い場合、このコマンドは無効化になります。
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表示

表示

[表示] メニューには次のコマンドが含まれます:
ステータスバー
ページ
ファイル
コントロール
ページソース
概要
スタイル&プロパティ
メッセージ
全てをオン/
オフ
ズーム
拡大
縮小
ズームを100% にリセット
選択合わせてズームする
ウィ
ンドウのサイズに合わせて大きさを変更
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ステータス バー とペイン
表示メニューのコマンドをクリックすることにより、ステータスバーと各種ペインをオン/
オフに切り替えることができます:
ステータスバー
[ページ] ペイン
[ファイル] ペイン
[コントロール] ペイン
[ページソース] ペイン
[概要] ペイン
[スタイル&プロパティ] ペイン
[メッセージ] ペイン
[全てをオン/
オフ] コマンドによりすべてのペインおよびステータスバーを表示または非表示状態で切り替えることができます。
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表示

ズームのレベル
ズームコマンドにより、ページデザインの拡大率を(10% と100% の間で) およびワークフローダイアグラム(10% と200%
の間で) を柔軟に変更することができます。ズームコマンドはページデザインビューで有効化することができます。

ズーム
説明
ページデザインビュー内で10% から100% へと拡大率を変更することのできる、スライドルールを含むズームダ
イアログを開きます。

拡大
アイコン

説明
ダイアグラムを10 パーセントポイント(100, 110, 120...) ごとに拡大します。ページデザインビュー内で
は、テンプレートサイズの制限により既に上限に達している場合があります。

縮小
アイコン

説明
コマンドが実行されるたびに、ダイアグラムを10 パーセントポイント(100 90 80...) ごとに縮小します。

ズームを 100%にリセットする
説明
ズーム要素を100% にリセットします。これは元のサイズに戻すための手っ取り早い方法です。
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20.7

ツール 1193

ツール
[ツール] メニューは次のコマンドを含みます:
グローバルリソース
アクティ
ブな構成
ユーザー定義ツール
カスタマイズ
ツールバーとウィ
ンドウの復元
オプショ
ン
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ツール

グローバル リソース
グローバル リソース
アイコン

説明
以下を行うことのできる、グローバルリソースダイアログを表示します (下のスクリーンショ
ット):
グローバルリソースで使用するグローバルリソースXML ファイルを指定します (定義ファイル)。
ファイル、フォルダー、データベースグローバルリソース(またはエイリアス) を追加します。
各グローバルリソース(エイリアス) のための各種の構成を指定します (これを行うにはグローバルリソース
を編集します。)
[サーバーから開く] と[サーバーへデプロイ] により、グローバルリソースをサーバーから開き、またグローバ
ルリソースをMobileTogether Server へデプロイすることができます。

グローバルリソースの定義方法の詳細はグローバルリソースの定義のセクショ
ンで説明されています。
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アクティブな構成
アクティブな構成
説明
コマンドロールにマウスをかざすと、現在アクティ
ブなグローバルリソースXML ファイルで定義されているすべての構
成を含むサブメニューが展開されます。

現在アクティ
ブな構成はドットで表示されています。上のスクリーンショ
ットでは、現在アクティ
ブな構成は
Default です。アクティ
ブな構成を変更するには、アクティ
ブにする構成を選択してく
ださい。
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ツール

ユーザー定義ツール
ユーザー定義ツール コマンドにカーソルを置く
と、外部アプリケーショ
ンを使用するカスタム化されたコマンドを含むサブメニュー
が表示されます。下のスクリーンショ
ットでは、2つのカスタムコマンドが表示されています: (i) Windows Explorer 内で親
フォルダーを開く
、(ii) Altova XMLSpy でアクティ
ブなファイルを開く
。カスタマイズダイアログのツールタブ内でこれらのコマ
ンドを作成することができます。これらのカスタムコマンドの1つをクリックすると、このコマンドに関連するアクショ
ンが実行されま
す。

作成されたカスタムコマンドのリストの下に、「カスタマイズ」コマンド(スクリーンショ
ットを参照)があります。これによりカスタ
マイズダイアログのツールタブが開かれ、既存のカスタムコマンドを編集、または、新規のカスタムコマンドを作成することができ
ます。
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ツール 1197

カスタマイズ
個人のニーズに応えるため、カスタマイズコマンドを使用してMobileTogether Designer をカスタマイズすることができま
す。
コマンド
ツールバー
ツール
キーボード
メニュー
オプショ
ン

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

1198

メニュー コマンド

ツール

コマンド
コマンド
コマンドタブにより、優先順位に従いアプリケーショ
ンコマンドをメニューとツールバーに追加することができます。新しいアプ
リケーショ
ンまたはメニューを作成することができない点に注意してく
ださい。

ツールバーまたはメニューにコマンドを追加するには、以下を行ってく
ださい:
1. [全てのコマンド] カテゴリをカテゴリリストボックスから選択します。使用することのできるコマンドはコマンドリ
ストボックスに表示されます。
2. コマンドリストボックスのコマンドをクリックして、既存のメニューまたはルールバーにドラッグします。コマンドをドロッ
プする妥当なポジショ
ンにカーソルをかざすとI-ビームが表示されます。
3. コマンドを挿入するために、マウスボタンをリリースします。
以下の点に注意してく
ださい:
コマンドをドラッグすると、マウスポインターの先に小さなボタンが表示されます: これによりコマンドが現在ドラッ
グされていることを示します。
ポインターの下の"
x" は、コマンドが現在のカーソルの位置にドロップできないことを示しています。
コマンドがドロップできる場所 (ツールバーまたはメニュー) にカーソルが移動されると、"
x" が消えI-ビームが
有効な場所を示します。
コマンドはメニューまたはツールバーに置く
ことができます。自身のツールバーを作成する場合、ツールバーを
作成する、このカスタマイズメカニズムを使用します。
閉じられたメニューにカーソルを移動すると、そのメニューを開く
ことができ、メニューのどの場所にでもにコマンド
を挿入することができます。

コマンドをテキストメニューに追加するには、以下を行ってく
ださい:
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ツール 1199

1. [カスタマイズ] ダイアログのメニュータブをクリックします。
2. [コンテキストメニュー] ペインで、コンボボックスからコンテキストメニューを選択します。選択されたコンテキストメ
ニューが表示されます。
3. [カスタマイズ] ダイアログで、コマンドタブに切り替えます。
4. コマンドリストボックスから作成するコマンドをドラッグしてコンテキストメニュー内の希望する場所にドロップします。

メニュー、コンテキストメニューまたはツールバーからコマンドを削除する、またはメニュー全体を削除するには、以下を行っ
てく
ださい。
1. カスタマイズダイアログが開いた状態で(任意のタブを選択して) メニューまたはメニューコマンドを右クリックしま
す。
2. [削除] を表示されるコンテキストメニューから選択します。または、メニューまたはメニューコマンドを"
x" アイコン
がマウスポインターの下に表示されるまでドラッグし、メニューまたはメニューコマンドにドロップします。

削除されたメニューコマンドを回復するには、このセクショ
ンで説明されているメカニズムを使用します。削除されたメニュー
を回復するには [ツール | カスタマイズ | メニュー] に移動して、[アプリケーショ
ンフレームメニュー] ペインの[リセッ
ト] ボタンをクリックします。または、 [ツール | カスタマイズ | ツールバー] に移動して、メニューバーを選択し、[リセッ
ト] ボタンをクリックします。
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ツール

ツールバー
ツールバー
アプリケーショ
ンツールバーには最も頻繁に使用されるメニューコマンドのアイコンがあります。各アイコンの情報は、カー
ソルがアイコンの上にかざされると、ヒントおよびステータスバーに表示されます。ツールバーをフロートするウィ
ンドウとして表
示される画面の任意の場所にドラッグすることができます。
ツールバータブにより以下を行うことができます:
特定のツールバーをアクティ
ブ化または非アクティ
ブ化する(つまり、インターフェイスに表示されるツールバーを決
定する)
各ツールバーに表示されるアイコンを設定する
特定のツールバーを作成する

次の機能を使用することができます:
ツールバーのアクティブ化または非アクティブ化: ツールバーリストボックスのチェックボックスをクリックする。
新しいツールバーを追加する: [新規作成] ボタンをクリックして、表示される[ツールバー名前] ダイアログ内
のツールバーに名前を付ける。コマンドタブからコマンドを新しいツールバーにドラッグします。
追加されたツールバーの名前を変更する: ツールバーペインから追加されたツールバーを選択します。[名前
の変更] ボタンをクリックして、表示される[ツールバー名前] ダイアログの名前を編集します。
メニューバーをリセットする: [ツールバー] ペインからメニューバーアイテムを選択して、[リセット] をクリックしま
す。これによりメニューバーをアプリケーショ
ンが最初にインストールされた時の状態にリセットします。
全てのツールバーとメニューコマンドをリセットする: [全てリセット] ボタンをクリックします。これにより、すべて
のツールバーとメニューをアプリケーショ
ンが最初にインストールされた時の状態にリセットします。
ツールバーを削除する: ツールバーペイン内で削除するツールバーを選択して、[削除] をクリックします。
特定のツールバーのコマンドのテキストラベルを表示する: ツールバーを選択して、テキストラベルチェックボッ
クスの表示をクリックします。各ツールバー別にテキストラベルがアクティ
ブ化されなければならない点に注意してく
ださい。
メモ:

ツールバーにコマンドを追加するには、コマンドタブのコマンドリストボックスからコマンドをツールバーにドラッグしま
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す。ツールバーからコマンドを削除するには、[カスタマイズ] ダイアログを開き、任意のタブを選択して、コマンドを
ツールバーにドラッグします (詳細は コマンドを参照してく
ださい)。
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ツール
ツール
「ツール」タブによりMobileTogether Designer 内から外部アプリケーショ
ンを使用するためのコマンドをセットアップ
することができます。これらのコマンドは「ツール | ユーザー定義ツール」メニューに追加されます。例えば、
MobileTogether Designer 内のアクティ
ブなファイルを(ツール) タブ内に作成した「ツール | ユーザー定義ツー
ル」メニューをクリックしてXMLSpy などの外部アプリケーショ
ンで開く
ことができます。

外部アプリケーショ
ンを使用するコマンドのセットアップは、以下のようにおこないます:
1. メニュー コンテンツペイン内で(上のスクリーンショ
ット参照)、ペインのタイトルバー内の「新規作成」アイコ
ンをクリックして、作成されたアイテムライン内にメニューコマンドの名前を入力します。 上のスクリーンショ
ット内
では、メニューコマンド「親フォルダーに移動する」が入力されています。Windows Explorer 内でアク
ティ
ブなドキュメントの親フォルダーを開く
このコマンドを使用する予定です。「新規作成」アイコンをクリックして
コマンドリストにコマンドを追加することができます。上のスクリーンショ
ット内では、例えば、Altova XMLSpy
プログラム内でアクティ
ブなドキュメントを開く
ためにコマンドを作成することができます。「アイテムを上に移動」
と「アイテムを下に移動」アイコンを使用して他のコマンドに対してリスト内を上または下に移動することができ
ます。「削除」アイコンをクリックしてコマンドを削除します。
2. 外部アプリケーショ
ンをコマンドと関連付けるには、メニュー コンテンツペイン内でコマンドを選択します。コマン
ドフィ
ールド内で、外部アプリケーショ
ンの実行可能ファイルへのパスを入力、または参照します。上のスクリー
ンショ
ット内では、Windows Explorer 実行可能ファイルへのパスがコマンドフィ
ールド内に入力されていま
す。
3. 引数 フィ
ールド内で外部アプリケーショ
ンにパスされる引数は選択されます (上のスクリーンショ
ット参照)。使
用することのできる引数は、引数 フィ
ールドのボタンをクリックすると表示され、下に説明が表示されます。引数
を選択すると、引数フィ
ールドにコード文字列が表示されます。例えば、上のスクリーンショ
ット内では、
Windows Explorer でソリューショ
ンデザインであるべきアクティ
ブなドキュメント内の開かれるフォルダーとして
パスされます。
4. 現在の作業ディ
レクトリ(任意)を指定する場合、最初のディレクトリフィ
ールドに入力します。
5. 「閉じる」をクリックして完了します。
「ツール | ユーザー定義ツール」メニュー内に作成されたユーザー定義コマンドが表示されます。
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(「ツール | ユーザー定義ツール」メニュー内の)作成されたユーザー定義コマンドをクリックすると、コマンドに関連付け
られたアクショ
ンが実行されます。スクリーンショ
ット内に表示されるコマンドのサンプルは以下をおこないます: Windows
Explorer 内でアクティ
ブなソリューショ
ンがロケートされるフォルダーが開かれます。Altova XMLSpy コマンド内の開く
コマンドは、XMLSpy 内でアクティ
ブなドキュメントを開きます。XMLSpy にパスされる引数は親フォルダーへのパスで
はなく
、アクティ
ブなドキュメントへのパスです。

引数
引数 フィ
ールドは外部アプリケーショ
ンコマンドにパスされる引数を指定します。
ソリューショ
ンファイル名: アクティ
ブなソリューショ
ンデザインファイルの名前です。
ソリューショ
ンファイルパス: アクティ
ブなファイルの名前を含むアクティ
ブなソリューショ
ンデザインファイルへのパス
です。
ソリューショ
ンフォルダー: アクティ
ブなソリューショ
ンデザインファイルの親フォルダーです。
一時 フォルダー: 一時ファイルを保管するためのWindows システムフォルダーへのパス。

最初のディレクトリ
最初のディレクトリエントリは任意です。 コマンドのために作成された最初のディ
レクトリを設定します。
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キーボード
キーボード
キーボードタブにより、コマンドのための新しいキーボードショ
ートカットを作成することができます。

ショートカットの割り当て
コマンドにショ
ートカットをわりあてるには、次を行ってく
ださい。
1. カテゴリーコンボボックスの全てのコマンドカテゴリーを選択します。
2. コマンドリストボックスから、新しいショ
ートカットを割り当てるコマンドを選択、または変更するショ
ートカットがある
コマンドを選択します。
3. 新しいショ
ートカットキーテキストボックスをクリックして、ショ
ートカットを割り当てるコマンドを押します。コマンドに
ショ
ートカットが割り当てられていない場合、[割り当て] ボタンを有効化されています。コマンドにショ
ートカット
が既に割り当てられている場合、テキストボックスの下にそのコマンドは表示され、[割り当て] ボタンは非有効
化されています。 (新しいショ
ートカットキーテキストボックスをクリアするにはコ以下のントロールキーを押しま
す。Ctrl Alt または Shift)。
4. [割り当て] ボタンをクリックしてショ
ートカットを割り当てます。 現在のキーリストボックスにショ
ートカットは表示
されます。単一のコマンドに複数のショ
ートカットを割り当てることができます。
5. [閉じる] ボタンをクリックして確認します。
ショートカットの削除
ショ
ートカットは複数のコマンドに割り当てることができません。ショ
ートカットを削除する場合、現在のキーリストボックスの
ショ
ートカットをクリックして[削除] ボタンをクリックします。 [閉じる] をクリックします。

アクセラレータの設定
現在使用できる機能はありません。
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メニュー
メニュー
メニュータブにより2 つのメインメニューバー(デフォルトとアプリケーショ
ンメニューバー) およびコンテキストメニューをカスタ
マイズすることができます。

デフォルトのメニューバーおよびアプリケーションのメニューバーをカスタマイズする
デフォルトのメニューバーはメインウィ
ンドウでドキュメントが開かれていない時に表示されているメニューバーです。アプリケ
ーショ
ンのメニューバーは 1 つ以上のドキュメントがメインウィ
ンドウで開かれている時に表示されているメニューバーです。
各メニューバーは個別にカスタマイズすることができ、1 つのメニューバーに対して行われカスタマイズの変更は互いに影
響しません。メニューバーをカスタマイズするにや、メニューの表示コンボボックスから選択します (上のスクリーンショ
ット参
照)。[カスタマイズ] ダイアログのコマンドタブに切り替えて、コマンドリストボックスからコマンドをドラッグしてメニューバーま
たはメニューにドロップします。

メニューからコマンドを削除してメニューバーをリセットする
メニュー全体またはメニュー内のコマンドを削除するには、メニューまたはメニューコマンドを選択して、(i) 右クリックして
[削除] を選択する。または (ii) メニューバーまたはメニューからドラッグします。2 つのメニューバー(デフォルトとアプリケ
ーショ
ンメニューバー) をインストールした初期の状態に、メニューの表示コンボボックスからメニューを選択して、コンボボッ
クス下の[リセット] ボタンをクリックして、リセットすることができます。
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コンテキストメニューのアプリケーションをカスタマイズする
コンテキストメニューはアプリケーショ
ンのインターフェイスの特定のオブジェクトを右クリックすると表示されるメニューです。こ
れらのコンテキストメニューは次の方法でカスタマイズすることができます:
1. テキストメニューの選択コンボボックスからコンテキストメニューを選択します。これによりコンテキストメニューがポップ
アップします。
2. [カスタマイズ] ダイアログのコマンドタブに切り替えます。
3. コマンドリストボックスからコンテキストメニューへコマンドをドラッグします。
4. コンテキストメニューからコマンドを削除する場合は、コンテキストメニューのコマンドを右クリックして、[削除] をク
リックします。または、削除するコマンドをコンテキストメニュー外へドラッグします。
コンテキストメニューをインストールした初期の状態に、メニューの表示コンボボックスからメニューを選択して、コンボボック
ス下の[リセット] ボタンをクリックして、リセットすることができます。

メニュー に影をつける
[メニューに影を付ける] チェックボックスを選択して、すべてのメニューに影をつける。
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オプション
オプション
オプショ
ンタブにより一般環境設定の定義を行うことができます。

次のオプショ
ンの切り替えを行うためにチェックボックスを選択します:
ツールバーに画面のヒントを表示: ツールバーのアイコンにマウスをかざすとポップアップが表示されます。ポップ
アップはアイコンの機能の短い説明と、ショートカットキーを表示オプショ
ンがチェックされており、ショ
ートカットが
割り当てられている場合、関連したキーボードショ
ートカットが表示されます。
画面のヒントにショートカットキーを表示: 画面のヒントにショ
ートカットの情報が表示されるかを定義しま
す。
大きなアイコン: ツールバーのアイコンの大きさを標準と大きなアイコン間で切り替えることができます。
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ツールバーとウィンドウの復元
ツールバーとウィンドウの復元
説明
MobileTogether Designer をシャットダウンし、すべてのツールバーとウィ
ンドウをインストール時の元の状態にリ
セットして再起動します。
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オプション
[オプション] コマンドはオプショ
ンダイアログを表示します。(下のスクリーンショ
ット)。設定は下で説明されている複数のタブ
で使用することができます。

全般
全般タブでは (下のスクリーンショ
ット) スクリーンショ
ットに表示されている通り設定を定義することができます。
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プログラムのロゴ: プログラムの開始または印刷の出力で表示することができます。
ウィンドウのタイトル: アプリケーショ
ンウィ
ンドウはファイル名またはフルファイルパスとファイル名を表示することが
できます。
編集 | 確認: デザイナー入力が必要な場合、アクショ
ンを使用することができるか確認されます。例えば、共
有されるページリソースが変更された場合、リソースを共有するすべてのページで変更を使用することができる
か、また変更は現在のページのみに適用されるか確認されます。
ビデオ: MobileTogether Designer がデザイン無しで開かれた場合、MobileTogether Designer デ
モビデオについてのメッセージを表示します。( MobileTogether Designer をデザイン無しで開始するに
は、すべてのデザインを閉じて、MobileTogether Designer を閉じます。) メッセージは、Altova Web
サイト上のデモビデオのページへのリンクを含んでいます。このページのビデオでは MobileTogether
Designer の機能を簡単に紹介しています。
デザインビュー: 列の幅の最小値: デザインビュー内のテーブル最小の幅を設定します。スライダーは、0 か
ら7 へのスケールのオプショ
ンを提供します。スライダーをドラッグして、左に移動] と [右に移動] キーを使
用してく
ださい。選択された値は、クライアントデバイス上のテーブル列の幅に影響を与えません。

ファイル
ファイルタブでは (下のスクリーンショ
ット) スクリーンショ
ットに表示されている通り設定を定義することができます。
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プロジェクト: 選択された場合、プログラムの開始時、プログラムの前回終了時開かれていたすべてのプロジェク
トが開かれます。
変更されたファイルの再ロード: 他のユーザにより加えられた変更を確認し、再ロードするか確認するオプショ
ン。ファイルが再ロードされた場合、最後の保存時からの変更が失われます。
プロジェクトの検証: プロジェクトの検証の実行。オプショ
ンを選択してく
ださい。
ソース構造の再ロード: ページソース構造の再ロード。オプショ
ンを選択してく
ださい。修正前に確認 オプショ
ンにより、1つまたは複数の他のページにより共有されたページソース構造の修正の前に確認することができま
す。例えば、このオプショ
ンが選択されており、共有されているページソース構造に修正が加えられると、ユーザ
ーは次のオプショ
ンから選択するように問われます : (i) 共有された構造がすべての発生の際に(すなわち、発
生するすべてのページで)修正される(ii) データ構造のデータのコピーがこのページのために異なる名前で保存さ
れるか、このデータ構造が他のページ内のデータ構造に影響を与えることなく
データ構造を編集する(iii) 編集
をキャンセルする。
キャッシュの検証: キャッシュの検証の指定。オプショ
ンを選択してく
ださい。

サーバー設定
サーバー設定タブ(下のスクリーンショ
ット) により、MobileTogether Designer に接続するための
MobileTogether Server の接続と認証の設定を定義することができます。これらの設定はソリューショ
ンがサーバーに
デプロイされる時 および、サーバーがワークフローシミュレーショ
ンに使用される時に使用されます。ユーザーは対応する
MobileTogether Server の権限を有する必要があります: デザイナーからワークフローを保存するおよびサーバ
ー シミュレーショ
ンの実行。ユーザーのMobileTogether Server へのアクセス権限は MobileTogether Server
のWeb UI で定義されています。詳細は 「
MobileTogether Server ユーザーマニュアル」を参照してく
ださい。
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MobileTogether Server のアクティ
ブディ
レクトリログインの機能 がドメインユーザーに対して有効化されている場
合、MobileTogether Designer からMobileTogether Server へ接続するログイン情報は、ドメインの資格情
報です。例えば、オフィ
スネットワークのWindows ユーザー名とパスワードが、MobileTogether Server 認証の使
用を有効化している場合、ドメイン固有のユーザー名およびパスワードを入力することができます。
MobileTogether Server に直接指定されているユーザー資格情報を選択するか、または、ドメイン固有のユーザー
資格情報を使用するかは、ログインコンボボックスから適切なオプショ
ンを選択してく
ださい(上のスクリーンショ
ット)。コ
ンボボックスの横のボタンは MobileTogether Server との接続を更新するためのボタンです。

クライアントのトライアルラン
クライアントのトライアルランタブで(下のスクリーンショ
ット)、MobileTogether Designer がクライアントと接続する
ローカルポートを定義することができます。クライアントのトライアルラン機能では、MobileTogether Designer は
MobileTogether Server として機能し、デザインと関連したデータファイルを直接クライアントにサーブします。

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

1214

メニュー コマンド

ツール

SSL: SSL が使用されているかどうか。
秘密キー、証明書: (SSL が使用されている場合) SSL 秘密キーと証明書を参照します 。

シミュレーション
シミュレーショ
ンタブで(下のスクリーンショ
ット)、シミュレーショ
ンに使用されるユーザー名とロール、および再帰的なサブペ
ージで警告が発行されるか、また、コメントと処理の指示がシミュレーターのXML データツリーで表示するかを指定でき
ます。
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シミュレーショ
ンのチェック| 再帰的サブページ: 再帰的サブページに関しての警告が発行されるか指定しま
す。
サービストリガーのためのダイアログの表示: サービスシミュレーショ
ンの開始時.ダイアログの表示をオンとオフに
切り替えます。
シミュレーショ
ンする言語: ローカライズのオプショ
ンに対するヒントです。プロジェクトはローカライズされることが
でき、プロジェクト内のテキスト文字列をローカライズダイアログ内で翻訳することができます ([プロジェクト| ロ
ーカライズ])。プロジェクトが複数の言語にローカライズされている場合、シミュレーショ
ンする言語を[プロジェク
ト| シミュレーションする言語] コマンドのサブメニューから選択することができます。
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XML データツリー: コメントおよび処理命令がシミュレーターのXML データツリー内で表示されるかを指定し
ます。
クライアントデバイス上のファイル: デザインがクライアントデバイス上のファイルを参照する場合、これらのファイ
ルはシミュレーショ
ン中にアクセスすることはできません。シミュレーショ
ン中は、このオプショ
ン内で指定されたオプ
ショ
ンがクライアント側のファイルのために検索されます。クライアント側のファイルが、デザイン内で参照されたとき
と同じ名前でここに保存されている場合、シミュレーショ
ン中に正確にアクセスする事ができます。ます。
オプショ
ン: ここで指定される設定はシミュレーターのデフォルトの設定を決定します。シミュレーターが開始した
後、これらの設定をシミュレータのツールバー内、または、[シミュレーション]メニューで変更する事ができます。
WiFi、LAN、またはモバイルネットワーク接続によりシミュレーショ
ンを開始するかを選択することができます。デ
フォルトでは、他の2つの設定はオフですが、[WiFi オプションがオンの場合をシミュレート]はオンに設定され
ています。(シミュレーター内では、オプショ
ンを随時変更することができます。) [デフォルトの設定] ボタンは、
デフォルトの設定にオプショ
ンをリセットします。
電子メール
電子メールタブ内の設定は、電子メールサービスプロバイダー(通常使用中のISP) のSMTP サーバーにアク
セスするために、のために、ローカルシミュレーショ
ン中に使用されます。サーバーを介して、エンドユーザーからの電
子メールの送信を有効化する、(サーバーからの)電子メールの送信 アクショ
ンにより使用されます。リアルタイムの
シナリオでは、SMTP サーバーへのアクセスは、MobileTogether Server 内で構成されます。しかし、ローカ
ルシミュレーショ
ン中には、SMTP サーバー情報は、使用することができません(これは、ローカルシミュレーショ
ン
中 MobileTogether Server にアクセスされないからです)。ローカルシミュレーショ
ンのための、SMTP サーバー
設定はですからこのタブに入力されます (下のスクリーンショ
ット)。
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SMTP ホストおよび SMTP ポート: これらは、SMTP ホスト名 およびISP のSMTP サーバーの
SMTP ポートです。これらの詳細は、使用中のISP により提供されます。
ユーザー名 および パスワード: 電子メールアカウントの、ユーザー名 およびパスワードは、電子メールの
サービスプロバイダーに登録されています。
詳細を入力した後、[OK] をクリックします。電子メールを送信して、設定が正確に作動しているか確認すること
ができます。
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ウィンドウ

ウィンドウ

[ウィンドウ] メニューは次のコマンドを含みます:
重ねて表示
上下に並べて表示
左右に並べて表示
閉じる
すべて閉じる
非アクティ
ブを全て閉じる
現在開かれているウィ
ンドウのリスト
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重ねて表示と並べて表示
「ウィンドウ」メニューには、MobileTogether Designer ウィ
ンドウがどのようにGUI で表示 (重ねて表示、並べて表
示、または最大化して表示) されるかを指定するコマンドがあります。ウィ
ンドウを最大化するには、そのウィ
ンドウの「最大
化」ボタンをクリックします。
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閉じる、全て閉じる、非アクティブを全て閉じる
閉じる
説明
アクティ
ブなドキュメントウィ
ンドウを閉じる。ファイルが変更されると、(タイトルバーのファイル名の後にアスタリスク*
が表示され)ファイルを最初に保存するか問われます。

すべて閉じる
説明
すべての開かれているドキュメントウィ
ンドウが閉じられます。ドキュメントが変更されると、(タイトルバーのファイル名
の後にアスタリスク* が表示され)ファイルを最初に保存するか問われます。

非アクティブをすべて閉じる
説明
アクティ
ブなドキュメントウィ
ンドウ以外のすべての開かれているドキュメントウィ
ンドウを閉じます。ドキュメントが変更
されると、(タイトルバーのファイル名の後にアスタリスク* が表示され)ファイルを最初に保存するか問われます。
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現在開かれているウィンドウのリスト
現在開かれているすべてのドキュメントウィ
ンドウは、「ウィンドウ」メニューの下に、アクティ
ブなウィ
ンドウにチェック付きで、ド
キュメント名別にリストされています。他のウィ
ンドウをアクティ
ブにするには、アクティ
ブにするウィ
ンドウの名前をクリックしてく
ださ
い。このリストは現在開かれているすべてのウィ
ンドウを表示し、ウィ
ンドウ間で素早く
切り替えることができます。また、
CTRL+TAB または CTRL+F6 キーボードショ
ートカットを使用して、開かれているウィ
ンドウ間を循環することができま
す。

ウィンドウ ダイアログ
開かれているウィ
ンドウの下のリストが「ウィンドウ」ダイアログのエントリです。このエントリをクリックすることで、すべての開かれ
ているウィ
ンドウのリストと選択されたウィ
ンドウへ適用することのできるコマンドを与える「
ウィ
ンドウ」ダイアログが開かれます。
(名前をクリックすることでウィ
ンドウを選択することができます。)
警告: 「
ウィ
ンドウ」ダイアログを終了するには、「OK」をクリックします。「ウィンドウを閉じる」ボタンをクリックしないでく
だ
さい。「ウィンドウを閉じる」ボタンはウィ
ンドウダイアログで現在選択されているウィ
ンドウを閉じます。
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ヘルプ

ヘルプ

[ヘルプ] メニューには、ヘルプの使用または、MobileTogether Designer についての詳細を得るためのコマンド、および
情報とAltova Web サーバー上のサポートページへのリンクがあります。[ヘルプ] メニューにはまた、製品を購入するとライセ
ンスキーコードを入力することのできる[登録] ダイアログがあります。
[ヘルプ] メニューは次のコマンドを含みます:
目次
インデックス
検索
ソフトウェアのアクティ
ベーショ
ン
オーダーフォーム
登録
最新情報のチェック
サポートセンター
デモビデオを観る
インターネット上のMobileTogether Designer
MobileTogether Designer について
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目次、インデックス、検索
目次
説明
ヘルプウィ
ンドウの左側のペインに目次を表示した、MobileTogether Designer の画面上のヘルプマニュアル
を開きます。目次はヘルプドキュメント全体の概要を表示しています。目次のエントリをクリックしてトピックに移動す
ることができます。

インデックス
説明
ヘルプウィ
ンドウの左側のペインにキーワードインデックスを表示したMobileTogether Designer の画面上のヘ
ルプマニュアルを開きます。目次はヘルプドキュメント全体の概要を表示しています。インデックスはキーワードをリス
トし、キーワードをダブルクリックすることでトピックへ移動することができます。キーワードが1つ以上のトピックにリンク
されている場合は、トピックのリストが表示されます。

検索
説明
ヘルプウィ
ンドウの左側のペインに検索ダイアログを表示したMobileTogether Designer の画面上のヘルプマ
ニュアルを開きます。単語を検索するには、入力フィ
ールドに検索対象を入力して、「Return」を押します。ヘ
ルプシステムは、ヘルプドキュメント全体で全文検索を行いヒットしたリストを返します。アイテムを表示するためには
アイテムをダブルクリックします。
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アクティベーション、注文フォーム、登録、最新情報のチェック
ライセンス登録
説明
Altova 製品ソフトウェアをダウンロードすると、無料評価キーまたは購入されたライセンスキーを使用して、製品の
アクティ
ベーショ
ンを行うことができます。
無料評価キー：初めて製品のダウンロードとインストールを行うと、ソフトウェアアクティ
ベーショ
ンダイアログ
が表示されます。ダイアログでは無料評価キーコードをリクエストすることができます。ユーザーの名前、所
属会社名、そして電子メールアドレスを入力して、無料評価キーを取得するボタンをクリックしてく
ださい。
入力された電子メールアドレスに評価キーが送信されます。ソフトウェアアクティ
ベーショ
ンのダイアログボック
スにて送信されたキーコードを入力し、「OK」をクリックすることで、Altova 製品を使用することができるよ
うになります。ソフトウェアは30日の間アンロックされます。
購入されたライセンスキー：ソフトウェアアクティ
ベーショ
ンダイアログにはライセンスキーのキーコードを購入
するボタンが含まれています。このボタンをクリックするとAltova のオンラインショ
ップが表示され、製品に対
応したライセンスキーを購入することができます。ライセンスにはシングルユーザーとマルチユーザーという二種
類のライセンスがあります。両種類のキーコードが電子メールにより送信されます。シングルユーザーライセン
スにはライセンスデータや組織名、そしてキーコードが含まれています。ライセンス契約では、ライセンスされ
ている数を超えて組織内のコンピューターにAltova 製品をインストールできないということに注意してく
ださ
い。電子メール内に含まれているライセンス情報を、登録ダイアログに正確に入力するように注意してく
だ
さい。
メモ:

ソフトウェアアクティ
ベーショ
ンダイアログにてライセンス情報を入力する際には、ライセンス電子メールに記さ
れた情報を正確に入力するようにしてく
ださい。マルチユーザーライセンスの場合、Name フィ
ールドに、各
ユーザーの名前を入力してく
ださい。

ソフトウェアアクティ
ベーショ
ンダイアログ(下のスクリーンショ
ット) は、「ヘルプ| ソフトウェアアクティベーション」を
クリックすることにより常にアクセスすることができます。
以下の方法によりソフトウェアをアクティ
ブ化することができます:
(「新しいキーコードを入力する」をクリックして)ライセンスキーの情報を入力します。または、
( 「Altova LicenseServer を使用」をクリックして)ネットワーク上のAltova LicenseServer から
ライセンスを取得します。Altova LicenseServer は、使用中のAltova 製品のためのライセンスをライ
センスプール上に有する必要があります。ライセンスがLicenseServer プール内に存在する場合、
Software Activation ダイアログ内に表示されます (下のスクリーンショ
ット)。「保存」をクリックしてライ
センスを取得します。
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ライセンスが1度取得されると、7日間は、LicenseServer に戻すことができません。7日過ぎると、(「ラ
イセンスを戻す」をクリックして) ライセンスを戻すことができ、ライセンスは、他のクライアントから取得するこ
とができます。LicenseServer 管理者は、LicenseServer のWeb UI を使用して、取得された
ライセンスの割り当てを解除することができます。

ライセンスのチェックアウト
ライセンスが製品マシン上に保管されるように、ライセンスをライセンスプールから30 日間チェックアウトする
ことができます。これにより、オフラインで作業することが可能になります。これはとても役に立ちます。Altova
LicenseServer にアクセスできない環境(例えば、旅行中にAltova 製品がインストールされたラップ
トップコンピューターで作業する)場合などが挙げられます。ライセンスはチェックアウトされていますが、
LicenseServer は、ライセンスが使用中と表示し、ライセンスは他のマシンで使用することができません。
ライセンスはチェックアウトの期間が終わると自動的にチェックインされた状態を戻します。または、チェックア
ウトされたライセンスはソフトウェアのライセンスの認証ダイアログのボタンを使用してチェックインすることがで
きます。
ライセンスをチェックアウトするには以下をおこないます: (i) ソフトウェアのライセンスの認証ダイアログでライ
センスのチェックアウトをクリックします (上のスクリーンショ
ット参照)。(ii) ライセンスのチェックアウトダイ
アログ内から、チェックアウトの期間を選択し、チェックアウトをクリックします。ライセンスがチェックアウトされ
ます。ソフトウェアのライセンスの認証ダイアログは、チェックアウト期間の終わりを含むチェックアウトの情報
を表示します。ダイアログ内のライセンスのチェックアウトボタンは、チェックインボタンに変わります。チェッ
クインボタンをクリックして、ライセンスをチェックインすることができます。ライセンスは自動的にチェックイン状
態に戻されるため、選択したチェックアウトの期間がオフラインで作業する期間をカバーするように確認して
く
ださい。
Altova LicenseServer を使用することにより、IT 管理者は、リアルタイムでネットワーク上の全てのライセンス
の概要、および、クライアントの割り当てと、クライアントのライセンスの使用状況を確認することができます。
LicenseServer を使用する利点は、ですから、多数のAltova ライセンスを管理することのできる管理機能で
す。 Altova LicenseServer は、Altova Web サイトで無料で提供されています。Altova
LicenseServer およびAltova LicenseServer を使用したライセンスの供与に関する詳細は、Altova
LicenseServer ドキュメントを参照してく
ださい。
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注文フォーム
説明
ソフトウェア製品のライセンスを購入する準備が整った場合、ソフトウェアアクティ
ベーショ
ンダイアログにて「キーコー
ドを購入する」ボタンを選択するか、「ヘルプ| 注文フォーム」コマンドを選択して、Altova オンラインショ
ップへ
アクセスすることができます。

登録
説明
Altova 製品登録ページをブラウザーのタブに表示します。Altova ソフトウェアを登録することにより、最新の製品
の情報が得られます。

最新情報のチェック
説明
Altova サーバーに接続して、より新しいバージョ
ンの製品が利用可能かどうかチェックし、その結果を表示します。
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他のコマンド
サポートセンター
説明
インターネット上にあるAltova サポートセンターへのリンクとなっています。サポートセンターには FAQ やディ
スカッ
ショ
ンフォーラムが含まれており、問題の解決方法を探ったり、Altova の技術サポートスタッフへアクセスすることがで
きます（
現在英語のみの提供となります）
。

デモビデオの表示
説明
Altova Web サイト上のMobileTogether Designer デモビデオのページにリンクされます。このページのビデ
オでは、MobileTogether Designer の使用方法および使用開始について説明されています。

インターネット上の MobileTogether Designer
説明
インターネット上にあるAltova Web サイトへのリンクとなっています。Altova Web サイトでは、
MobileTogether Designer や関連するテクノロジーについて確認することができます。

MobileTogether Designer について
説明
スプラッシュ画面と製品のバージョ
ン番号が表示されます。
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よくある質問
プロジェクトで ODBC を介して MySQL を使用しています。MobileTogether Server にソリューショ
ンをデプロイして、実行すると、次のエラーが表示されます: データベース: [Microsoft][ODBC ドラ
イバーマネジャー] データソース名が見つかりませんまたデフォルトのドライバーが指定されてい
ません.
.
.
データベースからの取得にエラーが発生しました。

MobileTogether Server は、Windows サービスにインストールされていると考えます。このため、デフォルトは
Windows アカウントでは実行されません。この問題を解決するには次のオプショ
ンがあります:
データソース名 (DSN) がユーザーDSN として定義されています。Windows コントロールパネルを使用し
て、システムDSN を移動/
再作成します。必要であれば、MobileTogether Designer 内のやり直し、
再度デプロイします。
MobileTogether Server サービスをWindows ユーザーアカウントに割り当てます。 MobileTogether
Server のインストール後、Windows サービスアプリを使用して、ユーザーアカウントを割り当てます。
MobileTogether のグローバルリソースメカニズムは異なる接続を使用します。または、異なるデータベースを
MobileTogether Server とMobileTogether Designer で使用します。

Sybase DB (Sybase ASE ODBC Driver 4.10.00.00)に対して、ODBC 接続を使用しています。レジ
ストリ または ファイル DSN にユーザー名およびパスワードが保管されていないようですが、なぜ
でしょう?
IODBC-管理者を使用してデータソースを作成した場合、ユーザー名とパスワードはレジストリまたはファイルDSN に
保管されません。 MobileTogether Server へ接続するためには、ユーザー名とパスワードを入力するポップアップは
表示されず、この情報を手動で入力する必要があります。この手順は以下のために行われる必要があります:システム
DSN、( REG_SZ としての) UserDSN およびFileDSN。
Name: UID
Name: PWD

Value: <Your UserID>
Value: <Your Password>

Web ブラウザーをクライアントとして使用した場合、永続的データはどこに保管されるのですか?
Web クライアントに保存されるデータは、ブラウザーの (ストレージとして知られる) ローカル スト
レージに保存されます。HTML 5.0 ローカルストレージは以下のブラウザーでサポートされます:
IE 8.0 Firefox
+
3.5+

Altova MobileTogether Designer

Safari
4.0+

Chrome
4.0+

Opera
10.5+

iPhone
2.0+

Android
2.0+
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このセクショ
ンに含まれる情報:
XSLT とXPath/XQuery 関数
ライセンス情報
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XSLT と XPath/ XQuery 関数
このセクショ
ンでは、XPath および/
または XQuery 式で使用することのできる、Altova 拡張関数と他の拡張関数をリスト
します。Altova 拡張関数は Altova のXSLT およびXQueryエンジンで使用することができ、W3C 標準で定義され
た関数ライブラリで使用することのできる機能に追加して機能を提供します。

一般的な情報
以下の一般的な情報に注意してく
ださい:
W3C 仕様により定義されているコア関数ライブラリの関数は、関数の呼び出しにプレフィ
ックスは必要ありません。こ
れは、XSLT およびXQuery エンジンが、 XPath/XQuery 関数仕様で指定されているhttp://
www.w3.org/2005/xpath-functionsプレフィ
ックス無しの関数をデフォルト関数の名前空間に属するも
のとして読み込むためです。
関数において、各アイテムが引数となるようなシーケンスが期待されており、２つ以上のアイテムがシーケンスにより呼
び出された場合、エラーが返されます。
全ての比較は Unicode コードポイントコレクショ
ンを使用することで行われます。
QName の結果は [prefix:]localname という形式でシリアル化されます。
xs:decimal の精度
精度とは、数値内にある桁数のことで、仕様では少なく
とも18桁が求められます。xs:decimal 型に結果が収められる除
算の場合、端数処理を行うことなく
精度は 小数点以下の19桁になります。
黙示的なタイムゾーン
２つのdate time、または dateTime 値を比較する場合、比較する値のタイムゾーンを明らかにする必要があります。
値の中にタイムゾーンが明示的に与えられていない場合、黙示的なタイムゾーンが使用されます。黙示的なタイムゾーンはシ
ステムクロックから取得され implicit-timezone() 関数によりその値をチェックすることができます。
照合順序
デフォルトの照合順序は、Unicode コードポイントをベースに文字列を比較するUnicode コードポイント照合順序で
す。エンジンは Unicode 照合アルゴリズムを使用しています。他のサポートされる照合順序は下にリストされるICU 照合
順序 です。使用するには、サポートされる照合順序のリストのURI を提供してく
ださい(下のテーブル)。max とmin 関
数を含む、文字列の比較は、指定された照合順序に沿って行われます。照合順序オプショ
ンが指定されていない場合、デ
フォルトのUnicode コードポイント照合順序が使用されます。
言語

URI

da: デンマーク語

da_DK

de: ドイツ語

de_AT, de_BE, de_CH, de_DE, de_LI, de_LU

en: 英語

en_AS,
en_CA,
en_MH,
en_PK,
en_ZW

es: スペイン語

es_419, es_AR, es_BO, es_CL, es_CO, es_CR,
es_DO, es_EC, es_ES, es_GQ, es_GT, es_HN, es_MX,
es_NI, es_PA, es_PE, es_PR, es_PY, es_SV, es_US,
es_UY, es_VE

fr: フランス語

fr_BE, fr_BF, fr_BI, fr_BJ, fr_BL, fr_CA, fr_CD,
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en_AU,
en_GB,
en_MP,
en_SG,

en_BB,
en_GU,
en_MT,
en_TT,

en_BE,
en_HK,
en_MU,
en_UM,

en_BM,
en_IE,
en_NA,
en_US,

en_BW,
en_IN,
en_NZ,
en_VI,

en_BZ,
en_JM,
en_PH,
en_ZA,
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fr_CF,
fr_GA,
fr_MF,
fr_SN,

fr_CG,
fr_GN,
fr_MG,
fr_TD,

it: イタリ
ア語

it_CH, it_IT

ja: 日本語

ja_JP

nb: ノルウェ
ー語

nb_NO

fr_CH, fr_CI, fr_CM, fr_DJ, fr_FR,
fr_GP, fr_GQ, fr_KM, fr_LU, fr_MC,
fr_ML, fr_MQ, fr_NE, fr_RE, fr_RW,
fr_TG

(ブークモール)
nl: オランダ語

nl_AW, nl_BE, nl_NL

nn: ノルウェ
ー語

nn_NO

(ニーノシュク)
pt: ポルトガル語

pt_AO, pt_BR, pt_GW, pt_MZ, pt_PT, pt_ST

ru: ロシア語

ru_MD, ru_RU, ru_UA

sv: スウェ
ーデン語

sv_FI, sv_SE

名前空間軸
名前空間軸は XPath 2.0 にて廃止されましたが、名前空間軸の使用はサポートされています。XPath 2.0 メカニズムに
より名前空間情報へアクセスするには、in-scope-prefixes() namespace-uri() namespace-urifor-prefix( 関数を使用してく
ださい。

Altova MobileTogether Designer

(C) 2018 Altova GmbH

参照

XSLT と XPath/ XQuery 関数 1235

Altova 拡張関数
Altova 拡張関数はXPath/XQuery 式で使用することができ、XPath、XQuery、およびXSLT 関数の標準ライブラ
リで使用可能な機能に更なる機能性を与えます。
Altova 拡張関数を標準関数ライブラリと区別するために、このドキュメントでは、Altova 拡張関数にサフィ
ックス
[altova:]を付けて名前指定されています。例: add-years-to-date [altova:]。
XPath/XQuery 式でAltova 拡張機能を使用する場合、プレフィ
ックスまたはサフィ
ックスなしで、関数を使用す
る同様、Altova 拡張関数を使用することができます。Altova 拡張子を次のように使用してく
ださい: addyears-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10)。

XPath 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用 ):

XP1 XP2 XP3.1

XSLT 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用):

XSLT1 XSLT2
XSLT3

XQuery 関数 (XQuery 内の XQuery 式で使用):

XQ1 XQ3.1

XPath/XQuery 関数
XPath/XQuery 関数は、 XQuery 関数のXPath 式で使用することができます:
日付/
時刻
位置情報
イメージに関連した
数値
シーケンス
文字列
その他
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XPath/ XQuery 関数: 日付と時刻
Altova の日付/
時刻拡張関数は XPath とXQuery 式で使用することができ、XML スキーマの異なる日付および時刻
データ型で保存されているデータを処理するための追加機能を提供します。
関数の名前指定と言語の適用性
Altova 拡張関数はXPath/XQuery 式で使用することができ、XPath、XQuery、およびXSLT 関数の標準ライブ
ラリで使用可能な機能に更なる機能性を与えます。
Altova 拡張関数を標準関数ライブラリと区別するために、このドキュメントでは、Altova 拡張関数にサフィ
ックス
[altova:]を付けて名前指定されています。例: add-years-to-date [altova:]。
XPath/XQuery 式でAltova 拡張機能を使用する場合、プレフィ
ックスまたはサフィ
ックスなしで、関数を使用
する同様、Altova 拡張関数を使用することができます。Altova 拡張子を次のように使用してく
ださい: addyears-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10)。

XPath 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用 ):

XP1 XP2 XP3.1

XSLT 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用):

XSLT1 XSLT2
XSLT3

XQuery 関数 (XQuery 内の XQuery 式で使用):

XQ1 XQ3.1

機能によりグループ化
xs:dateTime に期間を追加して、xs:dateTimeを返す
xs:date に期間を追加して、xs:date を返す
xs:time に期間を追加して、return xs:time を返す
フォーマットと期間の取得
現在の日付/
時刻を生成する関数からタイムゾーンを削除する
日付から整数を週の曜日として返す
日付から週数を整数として返す
各型の構文コンポーネントから日付、時刻、期間 の型を構築する
文字列入力から日付、日付時刻 または 時刻 を構築する
年齢に関連した関数
アルファベット順にグループ化
altova:add-days-to-date
altova:add-days-to-dateTime
altova:add-hours-to-dateTime
altova:add-hours-to-time
altova:add-minutes-to-dateTime
altova:add-minutes-to-time
altova:add-months-to-date
altova:add-months-to-dateTime
altova:add-seconds-to-dateTime
altova:add-seconds-to-time
altova:add-years-to-date
altova:add-years-to-dateTime
altova:age
altova:age-details
altova:build-date
altova:build-duration
altova:build-time
altova:current-dateTime-no-TZ
altova:current-date-no-TZ
altova:current-time-no-TZ
altova:format-duration
altova:parse-date
altova:parse-dateTime
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altova:parse-duration
altova:parse-time
altova:weekday-from-date
altova:weekday-from-dateTime
altova:weeknumber-from-date
altova:weeknumber-from-dateTime
[ トップ ]

xs:dateTime に期間を追加する
XP3.1 XQ3.1
これらの関数は xs:dateTime に期間を追加し、xs:dateTime を返します。xs:dateTime 型は CCYY-MMDDThh:mm:ss.sss のフォーマッ
トです。これは xs:date とxs:time フォーマットの連結で、T により区切られてい
ます。タイムゾーンサフィ
ックス+01:00 (for example)は任意です。

add-years-to-dateTime [altova:]
add-years-to-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Years を xs:integer) as
xs:dateTime と
する
XP3.1 XQ3.1
日付までの期間を年数で表示します。第 2 の引数は第 1 の引数として与えられたxs:date に追加される年数で
す。結果は xs:date 型です。

サンプル
add-years-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), 10) returns
2024-01-15T14:00:00
add-years-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), -4) returns
2010-01-15T14:00:00

add-months-to-dateTime [altova:]
add-months-to-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Months を xs:integer) as
xs:dateTime と
する
XP3.1 XQ3.1
xs:dateTime に月数での期間を追加します (下のサンプル参照)。第 2 の引数は、第 1 の引数と
して与えられ
たxs:dateTime に追加される月数です。結果は xs:dateTime 型です。

サンプル
add-months-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), 10) 201411-15T14:00:00 を返します。
add-months-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), -2) 201311-15T14:00:00 を返します。

add-days-to-dateTime [altova:]
add-days-to-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Days as xs:integer) を
xs:dateTime と
する
XP3.1 XQ3.1
xs:dateTime に日数での期間を追加します (下のサンプル参照)。第 2 の引数は、第 1 の引数と
して与えられ
たxs:dateTime に追加される日数です。結果は xs:dateTime 型です。

サンプル
add-days-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), 10)は 2014-0125T14:00:00 を返します。
add-days-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), -8)は 2014-01-
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25T14:00:00 を返します。

add-hours-to-dateTime [altova:]
add-hours-to-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Hours as xs:integer) を
xs:dateTime と
する
XP3.1 XQ3.1
xs:dateTime に時間数での期間を追加します (下のサンプル参照)。第 2 の引数は、第 1 の引数と
して与えら
れたxs:dateTime に追加される時間数です。結果は xs:dateTime 型です。

サンプル
add-hours-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T13:00:00"), 10) は 201401-15T23:00:00 を返します。
add-hours-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T13:00:00"), -8) は 201401-15T05:00:00 を返します。

add-minutes-to-dateTime [altova:]
add-minutes-to-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Minutes as xs:integer) を
xs:dateTime と
する
XP3.1 XQ3.1
xs:dateTime に分数での期間を追加します (下のサンプル参照)。第 2 の引数は、第 1 の引数と
して与えられ
たxs:dateTime に追加される分数です。結果は xs:dateTime 型です。

サンプル
add-minutes-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:10:00"), 45) 201401-15T14:55:00 を返します。
add-minutes-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:10:00"), -5) 201401-15T14:05:00 を返します。

add-seconds-to-dateTime [altova:]
add-seconds-to-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Seconds を xs:integer) as
xs:dateTime と
する
XP3.1 XQ3.1
xs:dateTime に秒数での期間を追加します (下のサンプル参照)。第 2 の引数は、第 1 の引数と
して与えられ
たxs:dateTime に追加される秒数です。結果は xs:dateTime 型です。

サンプル
add-seconds-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:10"), 20) 201401-15T14:00:30 を返します。
add-seconds-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:10"), -5) 201401-15T14:00:05 を返します。
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[ トップ ]

xs:date に期間を追加する
XP3.1 XQ3.1
これらの関数は xs:date に期間を追加し、xs:date を返します。xs:date 型は CCYY-MM-DD フォーマットで

す。
add-years-to-date [altova:]
add-years-to-date(Date as xs:date, Years as xs:integer) をxs:date と
する
XP3.1 XQ3.1

日付までの期間を年数で表示します。第 2 の引数は第 1 の引数として与えられたxs:date に追加される年数で
す。結果は xs:date 型です。
サンプル
add-years-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10) は 2024-01-15 を返します。
add-years-to-date(xs:date("2014-01-15"), -4) は 2010-01-15 を返します。

add-months-to-date [altova:]
add-months-to-date(Date as xs:date, Months as xs:integer) をxs:date と
する
XP3.1 XQ3.1

日付までの期間を月数で表示します。第 2 の引数は第 1 の引数として与えられたxs:date に追加される月数で
す。結果は xs:date 型です。
サンプル
add-months-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10) 2014-11-15 を返します。
add-months-to-date(xs:date("2014-01-15"), -2) 2013-11-15 を返します。

add-days-to-date [altova:]
add-days-to-date(Date as xs:date, Days as xs:integer) をxs:date と
する
XP3.1 XQ3.1

日付までの期間を日数で表示します。第 2 の引数は第 1 の引数として与えられたxs:date に追加される日数で
す。結果は xs:date 型です。
サンプル
add-days-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10)は 2014-01-25 を返します。
add-days-to-date(xs:date("2014-01-15"), -8) は 2014-01-07 を返します。

[ トップ ]

フォーマットと期間の取得
XP3.1 XQ3.1
これらの関数は xs:date に期間を追加し、xs:date を返します。xs:date 型は CCYY-MM-DD フォーマットで
す。
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format-duration [altova:]
format-duration(Duration as xs:duration, Picture as xs:string) as xs:string

とする
XP3.1 XQ3.1
第 1 の引数として提出された期間を、第 2 の引数として提出された文字列によりをフォーマットします。出力は、文字
列によりフォーマットされたテキスト文字列です。
サンプル
format-duration(xs:duration("P2DT2H53M11.7S"), "Days:[D01] Hours:[H01]
Minutes:[m01] Seconds:[s01] Fractions:[f0]") は "Days:02 Hours:02
Minutes:53 Seconds:11 Fractions:7" を返します。
format-duration(xs:duration("P3M2DT2H53M11.7S"), "Months:[M01] Days:
[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01]") は "Months:03 Days:02 Hours:02
Minutes:53" を返します。

parse-duration [altova:]
parse-duration(InputString as xs:string, Picture as xs:string) をxs:duration

とする
XP3.1 XQ3.1
パターン化された文字列を最初の引数として、文字を第 2 の引数とします。入力文字列は文字をベースに解析さ
れ、xs:duration が返されます。
サンプル
parse-duration("Days:02 Hours:02 Minutes:53 Seconds:11 Fractions:7"),
"Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01] Seconds:[s01] Fractions:[f0]") は
"P2DT2H53M11.7S" を返します。
parse-duration("Months:03 Days:02 Hours:02 Minutes:53 Seconds:11
Fractions:7", "Months:[M01] Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01]") は
"P3M2DT2H53M" を返します。

[ Top ]
xs:time に期間を追加する
XP3.1 XQ3.1
これらの関数は xs:time に期間を追加し、 xs:time を返します。 xs:time 型は hh:mm:ss.sss 構文フォ
ームです。

文字 Z は協定世界時 (UTC) を表します。他のタイムゾーンは、UTC との差異を+hh:mm または -hh:mm のフォー
マットで表示しています。タイムゾーンの値が無い場合は、UTC ではない未知のタイムゾーンとして見なされます。
add-hours-to-time [altova:]
add-hours-to-time(Time as xs:time, Hours as xs:integer) をxs:time と
する
XP3.1 XQ3.1

日付までの期間を時間数で表示します。第 2 の引数は第 1 の引数として与えられたxs:time に追加される時間
数です。結果は xs:time 型です。
サンプル
add-hours-to-time(xs:time("11:00:00"), 10) は 21:00:00 を返します。
add-hours-to-time(xs:time("11:00:00"), -7) は 04:00:00 を返します。

add-minutes-to-time [altova:]
add-minutes-to-time(Time as xs:time, Minutes as xs:integer) をxs:time と
する
XP3.1 XQ3.1

日付までの期間を分数で表示します。第 2 の引数は第 1 の引数として与えられたxs:date に追加される分数で
す。結果は xs:date 型です。
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サンプル
add-minutes-to-time(xs:time("14:10:00"), 45) 14:55:00 を返します。
add-minutes-to-time(xs:time("14:10:00"), -5) 14:05:00 を返します。

add-seconds-to-time [altova:]
add-seconds-to-time(Time as xs:time, Minutes as xs:integer) をxs:time と
する
XP3.1 XQ3.1

時間までの期間を秒数で表示します。第 2 の引数は、第 1 の引数として与えられたxs:time に追加される秒数
です。結果は xs:time 型です。第 2 のコンポーネントは 0 から59.999 の範囲であることができます。
サンプル
add-seconds-to-time(xs:time("14:00:00"), 20) は 14:00:20 を返します。
add-seconds-to-time(xs:time("14:00:00"), 20.895) は 14:00:20.895 を返しま

す。

[ Top ]

現在の日付/時刻を生成する関数からタイムゾーンを削除する
XP3.1 XQ3.1
これらの関数は、現在のxs:dateTime xs:date または xs:time 値からそれぞれタイムゾーンを削除します。
xs:dateTime とxs:dateTimeStamp の差異は、後者のタイムゾーンが必要な場合です。(前者の場合は任意で
す。) xs:dateTimeStamp 値のフォーマットは CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sss±hh:mm または CCYY-MMDDThh:mm:ss.sssZ です。、日付と
時刻がxs:dateTimeStamp としてシステムクロックから読み込まれる場合、
current-dateTime-no-TZ() 関数がタイムゾーンを削除するために使用されます。
current-dateTime-no-TZ [altova:]
current-dateTime-no-TZ() をxs:dateTime と
する
XP3.1 XQ3.1
この関数は引数を必要としません。current-dateTime() (システムクロックによる現在の時刻) のタイムゾーンの
部分を削除し、xs:dateTime の値を返します。
サンプル
現在のdateTime が 2014-01-15T14:00:00+01:00 の場合:
current-dateTime-no-TZ() は 2014-01-15T14:00:00 を返します。

current-date-no-TZ [altova:]
current-date-no-TZ() をxs:date と
する
XP3.1 XQ3.1
この関数は引数を必要としません。current-date() (システムクロックによる現在の時刻) のタイムゾーンの部分
を削除し、xs:date の値を返します。
サンプル
現在のdate が2014-01-15+01:00 の場合:
current-date-no-TZ() は 2014-01-15 を返します。

current-time-no-TZ [altova:]
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current-time-no-TZ() をxs:time と
する
XP3.1 XQ3.1
この関数は引数を必要としません。current-time() (システムクロックによる現在の時刻) のタイムゾーンの部分
を削除し、xs:time の値を返します。

サンプル
現在のtime が14:00:00+01:00 の場合:
current-time-no-TZ() は 14:00:00 を返します。

[ Top ]

xs:dateTime または xs:date として曜日を返す
XP3.1 XQ3.1
これらの関数は、xs:dateTime または xs:date から曜日を(整数として)を返します。曜日は (米国式フォーマットを
使用して) 1 から7 と番号づけられています。 日曜=1 と番号付けられます。欧州のフォーマットでは月曜 (=1) として番
号付けられます。日曜=1 である米国フォーマットは整数 0 がフォーマットを表示するために使用できる箇所で設定すること

ができます。
weekday-from-dateTime [altova:]
weekday-from-dateTime(DateTime as xs:dateTime) をxs:integer と
する

XP3.1

XQ3.1

時刻付きの日付を単一の引数として、この日付の曜日を正数として返します。曜日は 日曜=1 から開始して番号を
付けます。(月曜=1 とする) ヨーロッパのフォーマットが必要な場合、この関数の他の署名を使用します (下の次の
署名を参照)。
サンプル
weekday-from-dateTime(xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00")) は月曜を表示する
2 を返します。
weekday-from-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Format as xs:integer) as
xs:integer と
する
XP3.1 XQ3.1
時間月の日付を最初の引数として、この日付の曜日を正数として返します。曜日は 月曜=1 から開始して番号を付
けます。第 2 の引数(整数)が0 の場合、日曜=1 から開始して、曜日は 1から7 と番号を付けます。第 2 の引
数が0 以外の整数の場合、月曜=1です。第 2 の引数がない場合、関数はこの関数の他の署名を持つと読み込まれ
ます (前の次の署名を参照)。

サンプル
weekday-from-dateTime(xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00"), 1) は月曜を表示
する1 を返します。
weekday-from-dateTime(xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00"), 4) は月曜を表示
する1 を返します。
weekday-from-dateTime(xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00"), 0) は月曜を表示
する2 を返します。

weekday-from-date [altova:]
weekday-from-date(Date as xs:date) を xs:integer と
する
XP3.1 XQ3.1
日付を単一の引数として、この日付の曜日を正数として返します。曜日は 日曜=1 から開始して番号を付けます。
(月曜=1 とする) ヨーロッパのフォーマットが必要な場合、この関数の他の署名を使用します (下の次の署名を参

照)。
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サンプル
weekday-from-date(xs:date("2014-02-03+01:00")) は月曜を表示する2 を返します。
weekday-from-date(Date as xs:date, Format as xs:integer) を xs:integer と
する
XP3.1 XQ3.1

日付を最初の引数とし、この日付の曜日を正数として返します。曜日は 月曜=1 から開始して番号を付けます。第
2 (フォーマット) 引数が0,の場合、日曜=1 から開始し、曜日は 1 から7で番号付けられます。第 2 引数が整数で
0 以外の場合、月曜=1です。第2 の引数がない場合、関数はこの関数の他の署名を持つと読み込まれます (前の署名
を参照)。
サンプル
weekday-from-date(xs:date("2014-02-03"), 1) は月曜を示す 1 を返します。
weekday-from-date(xs:date("2014-02-03"), 4) は月曜を示す 1 を返します。
weekday-from-date(xs:date("2014-02-03"), 0) は月曜を示す 2 を返します。

[ Top ]

xs:dateTime または xs:date から週数を返す XP2 XQ1 XP3 XQ3
これらの関数は週数(整数として)をxs:dateTime からxs:date.から返します。週の番号付けは、米国、欧州、イス

ラムのカレンダーフォーマットで使用することができます。週の始まりが異なるため、週数の番号付けは、カレンダーのフォーマッ
トにより異なります。(米国フォーマットでは、日曜、欧州フォーマットでは月曜、イスラムフォーマットでは土曜が週の開始日で
す)。
weeknumber-from-date [altova:]
weeknumber-from-date(Date as xs:date, Calendar as xs:integer) をxs:integer と

する XP2 XQ1 XP3 XQ3
正数として提出されたDate 引数の週数を返します。第 2 の引数(カレンダー)は続く
カレンダーシステムを指定しま
す。
サポートされるカレンダー の値は次のとおりです:
0 = US 米国のカレンダー (週の始まり
は日曜日)
1 = ISO 標準、 欧州のカレンダー (週の始まり
は月曜日)
2 = イスラムのカレンダー (週の始まり
は土曜日)

デフォルトは 0 です。
サンプル
weeknumber-from-date(xs:date("2014-03-23"), 0) は 13 を返します。
weeknumber-from-date(xs:date("2014-03-23"), 1) は 13 を返します。
weeknumber-from-date(xs:date("2014-03-23"), 2) は 13 を返します。
weeknumber-from-date(xs:date("2014-03-23")
) は 13 を返します。

上のサンプル(2014-03-23) のdate の曜日は日曜日です。米国およびイスラムのカレンダーは欧州カレンダ
ーのこの日付よりも一週間先です。

weeknumber-from-dateTime [altova:]
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weeknumber-from-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Calendar as xs:integer) を
xs:integer と
する XP2 XQ1 XP3 XQ3
正数として提出されたDateTime 引数の週数を返します。第 2 の引数(カレンダー)は続く
カレンダーシステムを指定

します。
サポートされるカレンダー の値は次のとおりです:
0 = US 米国のカレンダー (週の始まり
は日曜日)
1 = ISO 標準、 欧州のカレンダー (週の始まり
は月曜日)
2 = イスラムのカレンダー (週の始まり
は土曜日)

Default is 0.
サンプル
weeknumber-from-dateTime(xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00"), 0) は 13 を

返します。
weeknumber-from-dateTime(xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00"), 1) は 13 を

返します。
weeknumber-from-dateTime(xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00"), 2) は 13 を

返します。
weeknumber-from-dateTime(xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00")

) は 13 を

返します。
上のサンプル(2014-03-23T00:00:00) のdateTime の曜日は日曜日です。米国およびイスラムのカレン
ダーは欧州カレンダーのこの日付よりも一週間先です。

[ トップ ]

各型の構文コンポーネントから日付、時刻、期間の型を構築する
XP3.1 XQ3.1
関数は、xs:date, xs:time または xs:duration の構文コンポーネントを入力引数とし、引数を結合させて対応
するデータ型を構築します。
build-date [altova:]
build-date(Year as xs:integer, Month as xs:integer, Date as xs:integer) を
xs:date と
する
XP3.1 XQ3.1
第 1 、第 2 、第3 の引数は、それぞれ、年、月、日を表します。xs:date 型の値を構築するため結合されます。
整数の値は、特定の日付の一部の適正な範囲内である必要があります。例えば第 2 の引数 (月の部分) は 12

以上であってはなりません。
サンプル
build-date(2014, 2, 03) は 2014-02-03 を返します。

build-time [altova:]
build-time(Hours as xs:integer, Minutes as xs:integer, Seconds as
xs:integer) をxs:time と
する
XP3.1 XQ3.1
第 1 、第 2 、第3 引数はそれぞれ時間数 (0 から23)、分数 (0 から59)、および秒数 (0 から59) の値です。こ
れらの値は、xs:time 型の値を作成するために結合されます。整数の値は、それぞれの部分の正しい範囲内である
必要があります。例えば、秒 (分) 引数は、59 以上であってはなりません。値にタイムゾーンを追加するには、この関

数の他の署名を使用してく
ださい(次の署名を参照)。
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サンプル
build-time(23, 4, 57) は 23:04:57 を返します。
build-time(Hours as xs:integer, Minutes as xs:integer, Seconds as
xs:integer, TimeZone as xs:string) をxs:time と
する
XP3.1 XQ3.1
第 1 、第 2 、第 3 引数はそれぞれ時間数 (0 から23)、分数 (0 から59)、および秒数 (0 から59) の値です。
第四の引数は、値の一部としてタイムゾーンを与えます。4 つの引数が結合され、xs:time 型の値を構築します。
例えば、第 2 の引数 (分数) は 59 以上であってはなりません。

サンプル
build-time(23, 4, 57, '+1') は 23:04:57+01:00 を返します。

build-duration [altova:]
build-duration(Years as xs:integer, Months as xs:integer) を
xs:yearMonthDuration と
する
XP3.1 XQ3.1
xs:yearMonthDuration 型の値を構築するためには 2 つの引数が必要です。最初の引数は期間の年数 値
の部分を与え、第 2 の引数は、月数 値の部分を与えます。第 2 の引数 (月数)がと同じまたはより大きく
なると、整
数は 12 により分割されます。 商は、年数 の部分を表す 最初の引数に加算され、(除算の)残りはの部分は 月数
の部分を表すために使用されます。期間のxs:dayTimeDuration 型を作成するには、次の署名を参照してく
だ

さい。
サンプル
build-duration(2, 10) は P2Y10M を返します。
build-duration(14, 27) は P16Y3M を返します。
build-duration(2, 24) は P4Y を返します。
build-duration(Days as xs:integer, Hours as xs:integer, Minutes as
xs:integer, Seconds as xs:integer) をxs:dayTimeDuration と
する
XP3.1 XQ3.1
xs:dayTimeDuration 型の値を構築するためには 4 つの引数が必要です。最初の引数は期間の日数 値の
部分で、第 2 、第 3 、第 4 引数は、それぞれ期間の時間数、分数、秒数 値のです。これらの3 つの時間 引数

は、次の高い単位の値に加算され、結果は期間の全体の値を計算するために使用されます。例えば、72 秒は、
1M+12S (1 分 と
12 秒)に変換され、この値が期間全体の値を計算するために使用されます。
xs:yearMonthDuration 型の期間を構築するためには、次の署名を参照してく
ださい。
サンプル
build-duration(2, 10, 3, 56) は P2DT10H3M56S を返します。
build-duration(1, 0, 100, 0) は P1DT1H40M を返します。
build-duration(1, 0, 0, 3600) は P1DT1H を返します。

[ トップ ]

文字列入力から 日付、日付時刻 または 時刻 を構築する XP2 XQ1 XP3 XQ3
関数は、文字列を引数として、xs:date xs:dateTime または xs:time データ型を構築します。文字列は、デー
タ型のコンポーネントを提出されたパターン引数をベースにして分析されます。
parse-date [altova:]
parse-date(Date as xs:string, DatePattern as xs:string) をxs:date と
する

XP2

XQ1 XP3 XQ3

Date 入力文字列をxs:date の値と
して返します。第二の引数であるDatePattern は、入力文字列のパタ
ーン(コンポーネントのシーケンス) を指定します。DatePattern は、下にリストされるコンポーネント指定子および任
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意の文字であるコンポーネントセパレータと共に説明されています。下のサンプルを参照してく
ださい。
D
日付
M
月
Y
年
DatePattern のパターンは、Date のパターンに一致する必要があり
ます。出力は xs:date 型であるため、出
力は常に YYYY-MM-DD 構文フォーマットになります。
サンプル
parse-date(xs:string("06-03-2014"), "[D]-[M]-[Y]") は 2014-03-06 を返しま

す。
parse-date(xs:string("06-03-2014"), "[M]-[D]-[Y]") は 2014-03-06 を返しま

す。
parse-date("06/03/2014", "[M]/[D]/[Y]") は 2014-03-06 を返します。
parse-date("06 03 2014", "[M] [D] [Y]") は 2014-03-06 を返します。
parse-date("6 3 2014", "[M] [D] [Y]") は 2014-03-06 を返します。

parse-dateTime [altova:]
parse-dateTime(DateTime as xs:string, DateTimePattern as xs:string) を
xs:dateTime と
する XP2 XQ1 XP3 XQ3
DateTime 入力文字列をxs:dateTime の値と
して返します。第二の引数であるDateTimePattern は、
入力文字列のパターン(コンポーネントのシーケンス) を指定します。DateTimePattern は、下にリストされるコンポ

ーネント指定子および任意の文字であるコンポーネントセパレータと共に説明されています。下のサンプルを参照してく
ださい。
D
日
M
月
Y
年
H
時間
m
分
s
秒
DateTimePattern のパターンは、DateTime のパターンに一致する必要があり
ます。出力は xs:dateTime
型であるため、出力は常にYYYY-MM-DDTHH:mm:ss 構文フォーマットになります。

サンプル
parse-dateTime(xs:string("06-03-2014 13:56:24"), "[D]-[M]-[Y] [H]:[m]:
[s]") は 2014-03-06T13:56:24 を返します。
parse-dateTime("time=13:56:24; date=06-03-2014", "time=[H]:[m]:[s];
date=[D]-[M]-[Y]") は 2014-03-06T13:56:24 を返します。

parse-time [altova:]
parse-time(Time as xs:string, TimePattern as xs:string) をxs:time と
する

XP2

XQ1 XP3 XQ3

Time 入力文字列をxs:time の値と
して返します。第二の引数であるTimePattern は、入力文字列のパタ
ーン(コンポーネントのシーケンス) を指定します。TimePattern は、下にリストされるコンポーネント指定子および任

意の文字であるコンポーネントセパレータと共に説明されています。下のサンプルを参照してく
ださい。
H
時間
m
分
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s

秒

TimePattern のパターンは、Time のパターンに一致する必要があり
ます。出力は xs:time 型であるため、出
力は常にYYYY-HH:mm:ss 構文フォーマットになります。

サンプル
parse-time(xs:string("13:56:24"), "[H]:[m]:[s]") は 13:56:24 を返します。
parse-time("13-56-24", "[H]-[m]") は 13:56:00 を返します。
parse-time("time=13h56m24s", "time=[H]h[m]m[s]s") は 13:56:24 を返します。
parse-time("time=24s56m13h", "time=[s]s[m]m[H]h") は 13:56:24 を返します。

[ トップ ]

年齢に関連した関数
XP3.1 XQ3.1
関数は計算された年齢(i) 入力引数の日付と現在の日付の期間 (ii) 2 つの入力引数の日付の期間 を返します。
altova:age 関数は、年齢を年数で返します、altova:age-details は年齢を年数、月数、日数からなるを3
つの整数のシーケンスで返します。

age [altova:]
age(StartDate as xs:date) をxs:integer と
する

XP3.1 XQ3.1

引数として提出された開始日から(システムクロックから取得された)現在の日付 までの日数を数えて、あるオブジェクト
の年齢の年数である正数を返します。入力引数が1 年よりも大きい場合、または一年の場合、返される値は負の数
です。
サンプル
If the current date is 2014-01-15:
age(xs:date("2013-01-15"))
age(xs:date("2013-01-16"))
age(xs:date("2015-01-15"))
age(xs:date("2015-01-14"))

は 1 を返します。
は 0 を返します。
は -1 を返します。
は 0 を返します。

age(StartDate as xs:date, EndDate as xs:date) をxs:integer と
する

XP3.1

XQ3.1

最初の引数として提出された開始日から第 2 の引数の終了日 までの日数を数えて、あるオブジェクトの年齢の年数
である正数を返します。最初の引数が1 年または第 2 の引数よりも後の日付の場合、返される値は負の数です。
サンプル
If the current date is 2014-01-15:
age(xs:date("2000-01-15"), xs:date("2010-01-15")) は 10 を返します。
age(xs:date("2000-01-15"), current-date()) は、現在の日付が2014-01-15 の場
合 14 を返します。
age(xs:date("2014-01-15"), xs:date("2010-01-15")) は -4 を返します。

age-details [altova:]
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age-details(InputDate as xs:date) を(xs:integer)* と
する

XP3.1 XQ3.1

引数と(システムクロックから取得された)現在の日付として提出された日付の間の年数、月数、日数の3 つの整数を
返します。返されたyears+months+days の合計は、2 つの日付 (入力の日付と現在の日付) の時間差です。
入力の日付は現在の日付よりも早いまたは遅い値をもつことができますが、入力の日付が早いか遅いかは返される値
で示されていません。戻される値は常に正の数です。
サンプル
現在の日付が2014-01-15 の場合:
age-details(xs:date("2014-01-16"))
age-details(xs:date("2014-01-14"))
age-details(xs:date("2013-01-16"))
age-details(current-date()) は (0 0

は (0 0 1)を返します。
は (0 0 1) を返します。
は (1 0 1) を返します。
0)を返します。

age-details(Date-1 as xs:date, Date-2 as xs:date) を(xs:integer)* と
する
XP3.1 XQ3.1

二つの引数間の年数、月数、日数の3 つの整数を返します。 返されたyears+months+days の合計は、2 つ
の入力の日付 の時間差です。最初の引数として提出される二つの日付はどちらが速く
ても、また遅く
てもかまいませ
ん。返される値は入力の日付が現在の日付より早いかまた遅いかを示しません。戻される値は常に正の数です。
サンプル
age-details(xs:date("2014-01-16"), xs:date("2014-01-15")) は (0 0 1) を返

します。
age-details(xs:date("2014-01-15"), xs:date("2014-01-16")) は (0 0 1)を返

します。

[ Top ]
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XPath/ XQuery 関数: 位置情報
以下の位置情報 XPath/XQuery 拡張関数は、MobileTogether Designer の現在のバージョ
ンにによりサポートさ
れています。
関数の名前指定と言語の適用性
Altova 拡張関数はXPath/XQuery 式で使用することができ、XPath、XQuery、およびXSLT 関数の標準ライブ
ラリで使用可能な機能に更なる機能性を与えます。
Altova 拡張関数を標準関数ライブラリと区別するために、このドキュメントでは、Altova 拡張関数にサフィ
ックス
[altova:]を付けて名前指定されています。例: add-years-to-date [altova:]。
XPath/XQuery 式でAltova 拡張機能を使用する場合、プレフィ
ックスまたはサフィ
ックスなしで、関数を使用
する同様、Altova 拡張関数を使用することができます。Altova 拡張子を次のように使用してく
ださい: addyears-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10)。

XPath 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用 ):

XP1 XP2 XP3.1

XSLT 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用):

XSLT1 XSLT2
XSLT3

XQuery 関数 (XQuery 内の XQuery 式で使用):

XQ1 XQ3.1

parse-geolocation [altova:]
parse-geolocation(GeolocationInputString as xs:string) をxs:decimal+ と
する
XP3.1 XQ3.1

GeolocationInputString 引数を解析して、位置情報の緯度と
経度 (この通りの順番) を2 つの
xs:decimal アイテムのシーケンスと
して返します。位置情報入力文字列が提供されることのできるフォーマットは以

下のリストの通りです。
メモ: image-exif-data 関数とExif メタデータの@Geolocation 属性を位置情報入力文字列を提供する
際に使用することができます。
サンプル
parse-geolocation("33.33

-22.22") は 2 つのxs:decimals (33.33, 22.22) の

シーケンスを返します。
parse-geolocation("48°51'29.6""N 24°17'40.2""") は 2 つの xs:decimals
(48.8582222222222, 24.2945) のシーケンスを返します。
parse-geolocation('48°51''29.6"N 24°17''40.2"') は 2 つの xs:decimals
(48.8582222222222, 24.2945) のシーケンスを返します。
parse-geolocation( image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/
@Geolocation ) は 2 つの xs:decimals のシーケンスを返します。

位置情報入力文字列フォーマット:
位置情報入力文字列は空白で区別された緯度と経度 (この通りの順番) を含む必要があります。緯度と経度
は以下のフォーマットをとることができます。組み合わせることも可能です。緯度が１つのフォーマットで、経度が他の
フォーマットをとることができます。緯度の値の範囲は +90 から-90 (北 から南) です。経度の値の範囲は
+180 から180 (東 から西)です。
メモ: 単一およびダブル引用符が入力文字列引数を区切るために使用されていると、使用されている単一および
ダブル引用が、それぞれ、分の値と秒の値、不一致をもたらします。この様な場合、分の値と秒の値を表すための
使用されている引用符は、ダブルにしてエスケープされる必要があります。このセクショ
ンのサンプルでは、入力文字
列を区別するために使用されている引用符は黄色い(") でハイライトされており、エスケープした単位インジケータ
ーは青い("") でハイライトされています。
度、分、10 進の秒、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
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D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
サンプル: 33°55'11.11"N 22º44'66.66"W

度、分、10 進の秒、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"
サンプル: 33°55'11.11" -22°44'66.66"

度、分、10 進の分、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
サンプル: 33°55.55'N 22°44.44'W

度、分、10 進の分、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'
サンプル: +33°55.55' -22°44.44'

10 進の度、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D.DDN/S

D.DDW/E
22.22W

サンプル: 33.33N

10 進の度、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D.DD

+/-D.DD
サンプル: 33.33 -22.22

フォーマットの組み合わせのサンプル:
33.33N -22°44'66.66"
33.33 22°44'66.66"W
33.33 22.c

Altova Exif 属性: 位置情報
Altova XPath/XQuery エンジンはカスタム属性 Geolocationを標準 Exif メタデータタグから生成しま
す。Geolocation は、4 つのExif タグの連結です: 単位の追加された(下のテーブル参照)
GPSLatitude GPSLatitudeRef GPSLongitude GPSLongitudeRef。
GPSLatitude

GPSLatitudeRef

GPSLongitude GPSLongitudeRe
f

Geolocation

33 51 21.91

S

151 13 11.73 E

33°
51'21.91"S
151°
13'11.73"E

geolocation-distance-km [altova:]
geolocation-distance-km(GeolocationInputString-1 as xs:string,
GeolocationInputString-2 as xs:string) をxs:decimal と
する
XP3.1

XQ3.1

2 つの位置情報の間の距離をキロメートルで計算します。位置情報入力文字列を提供することのできるフォーマットは
下にリストされています。緯度の値の範囲は +90 から-90 (北 から南) です。経度の値の範囲は +180 から180 (東 から西)です。
メモ: image-exif-data 関数とExif メタデータの@Geolocation 属性を位置情報入力文字列を提供する
際に使用することができます。
サンプル
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geolocation-distance-km("33.33 -22.22", "48°51'29.6""N
17'40.2""") は xs:decimal 4183.08132372392 を返します。

24°

位置情報入力文字列フォーマット:
位置情報入力文字列は空白で区別された緯度と経度 (この通りの順番) を含む必要があります。緯度と経度
は以下のフォーマットをとることができます。組み合わせることも可能です。緯度が１つのフォーマットで、経度が他の
フォーマットをとることができます。緯度の値の範囲は +90 から-90 (北 から南) です。経度の値の範囲は
+180 から180 (東 から西)です。
メモ: 単一およびダブル引用符が入力文字列引数を区切るために使用されていると、使用されている単一および
ダブル引用が、それぞれ、分の値と秒の値、不一致をもたらします。この様な場合、分の値と秒の値を表すための
使用されている引用符は、ダブルにしてエスケープされる必要があります。このセクショ
ンのサンプルでは、入力文字
列を区別するために使用されている引用符は黄色い(") でハイライトされており、エスケープした単位インジケータ
ーは青い("") でハイライトされています。
度、分、10 進の秒、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
サンプル: 33°55'11.11"N 22º44'66.66"W

度、分、10 進の秒、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"
サンプル: 33°55'11.11" -22°44'66.66"

度、分、10 進の分、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
サンプル: 33°55.55'N 22°44.44'W

度、分、10 進の分、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'
サンプル: +33°55.55' -22°44.44'

10 進の度、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D.DDN/S

D.DDW/E
22.22W

サンプル: 33.33N

10 進の度、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D.DD

+/-D.DD
-22.22

サンプル: 33.33

フォーマットの組み合わせのサンプル:
33.33N -22°44'66.66"
33.33 22°44'66.66"W
33.33 22.c

Altova Exif 属性: 位置情報
Altova XPath/XQuery エンジンはカスタム属性 Geolocationを標準 Exif メタデータタグから生成しま
す。Geolocation は、4 つのExif タグの連結です: 単位の追加された(下のテーブル参照)
GPSLatitude GPSLatitudeRef GPSLongitude GPSLongitudeRef。
GPSLatitude

GPSLatitudeRef

GPSLongitude GPSLongitudeRe
f

Geolocation

33 51 21.91

S

151 13 11.73 E

33°
51'21.91"S
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151°
13'11.73"E

geolocation-distance-mi [altova:]
geolocation-distance-mi(GeolocationInputString-1 as xs:string,
GeolocationInputString-2 as xs:string) をxs:decimal と
する
XP3.1

XQ3.1

2 つの位置情報の間の距離をマイルで計算します。位置情報入力文字列を提供することのできるフォーマットは下にリ
ストされています。緯度の値の範囲は +90 から-90 (北 から南) です。経度の値の範囲は +180 から180 (東
から西)です。
メモ: image-exif-data 関数とExif メタデータの@Geolocation 属性を位置情報入力文字列を提供する
際に使用することができます。.
サンプル
geolocation-distance-mi("33.33 -22.22", "48°51'29.6""N
17'40.2""") は xs:decimal 2599.40652340653 を返します。

24°

位置情報入力文字列フォーマット:
位置情報入力文字列は空白で区別された緯度と経度 (この通りの順番) を含む必要があります。緯度と経度
は以下のフォーマットをとることができます。組み合わせることも可能です。緯度が１つのフォーマットで、経度が他の
フォーマットをとることができます。緯度の値の範囲は +90 から-90 (北 から南) です。経度の値の範囲は
+180 から180 (東 から西)です。
メモ: 単一およびダブル引用符が入力文字列引数を区切るために使用されていると、使用されている単一および
ダブル引用が、それぞれ、分の値と秒の値、不一致をもたらします。この様な場合、分の値と秒の値を表すための
使用されている引用符は、ダブルにしてエスケープされる必要があります。このセクショ
ンのサンプルでは、入力文字
列を区別するために使用されている引用符は黄色い(") でハイライトされており、エスケープした単位インジケータ
ーは青い("") でハイライトされています。
度、分、10 進の秒、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
サンプル: 33°55'11.11"N 22º44'66.66"W

度、分、10 進の秒、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"
サンプル: 33°55'11.11" -22°44'66.66"

度、分、10 進の分、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
サンプル: 33°55.55'N 22°44.44'W

度、分、10 進の分、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'
サンプル: +33°55.55' -22°44.44'

10 進の度、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D.DDN/S

D.DDW/E
22.22W

サンプル: 33.33N
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10 進の度、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D.DD

+/-D.DD
-22.22

サンプル: 33.33

フォーマットの組み合わせのサンプル:
33.33N -22°44'66.66"
33.33 22°44'66.66"W
33.33 22.c

Altova Exif 属性: 位置情報
Altova XPath/XQuery エンジンはカスタム属性 Geolocationを標準 Exif メタデータタグから生成しま
す。Geolocation は、4 つのExif タグの連結です: 単位の追加された(下のテーブル参照)
GPSLatitude GPSLatitudeRef GPSLongitude GPSLongitudeRef。
GPSLatitude

GPSLatitudeRef

GPSLongitude GPSLongitudeRe
f

Geolocation

33 51 21.91

S

151 13 11.73 E

33°
51'21.91"S
151°
13'11.73"E

geolocation-within-polygon [altova:]
geolocation-within-polygon(Geolocation as xs:string, ((PolygonPoint as
xs:string)+)) をxs:boolean と
する
XP3.1 XQ3.1
PolygonPoint 引数により
説明されているGeolocation (最初の引数) が多角形のエリア内に存在するかを
決定します。もし、PolygonPoint 引数が(最初と最後のポイントが同じ場合に作成される)閉じられたフィ
ギュアを

作成しない場合、フィ
ギュアを閉じるために、最初のポイントが明示的に最後のポイントとして追加されます。全ての引
数(Geolocation およびPolygonPoint+) は、(下にリストされるフォーマットの) 位置情報入力文字列によ
り提供されます。Geolocation 引数が多角形エリア内にある場合、関数は true(); を返します。その他の場合
は false()を返します。緯度の値の範囲は +90 から-90 (北 から南) です。経度の値の範囲は +180 から180 (東 から西)です。
メモ: image-exif-data 関数とExif メタデータの@Geolocation 属性を位置情報入力文字列を提供する
際に使用することができます。
サンプル
geolocation-within-polygon("33 -22",
"58 -32")) は true() を返します。
geolocation-within-polygon("33 -22",
true() を返します。
geolocation-within-polygon("33 -22",
51'29.6""N 24°17'40.2""")) は true()

("58 -32", "-78 -55", "48 24",
("58 -32", "-78 -55", "48 24")) は
("58 -32", "-78 -55",

"48°

を返します。

位置情報入力文字列フォーマット:
位置情報入力文字列は空白で区別された緯度と経度 (この通りの順番) を含む必要があります。緯度と経度
は以下のフォーマットをとることができます。組み合わせることも可能です。緯度が１つのフォーマットで、経度が他の
フォーマットをとることができます。緯度の値の範囲は +90 から-90 (北 から南) です。経度の値の範囲は
+180 から180 (東 から西)です。
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メモ: 単一およびダブル引用符が入力文字列引数を区切るために使用されていると、使用されている単一および
ダブル引用が、それぞれ、分の値と秒の値、不一致をもたらします。この様な場合、分の値と秒の値を表すための
使用されている引用符は、ダブルにしてエスケープされる必要があります。このセクショ
ンのサンプルでは、入力文字
列を区別するために使用されている引用符は黄色い(") でハイライトされており、エスケープした単位インジケータ
ーは青い("") でハイライトされています。
度、分、10 進の秒、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
サンプル: 33°55'11.11"N 22º44'66.66"W

度、分、10 進の秒、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"
サンプル: 33°55'11.11" -22°44'66.66"

度、分、10 進の分、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
サンプル: 33°55.55'N 22°44.44'W

度、分、10 進の分、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'
サンプル: +33°55.55' -22°44.44'

10 進の度、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D.DDN/S

D.DDW/E
22.22W

サンプル: 33.33N

10 進の度、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D.DD

+/-D.DD
-22.22

サンプル: 33.33

フォーマットの組み合わせのサンプル:
33.33N -22°44'66.66"
33.33 22°44'66.66"W
33.33 22.c

Altova Exif 属性: 位置情報
Altova XPath/XQuery エンジンはカスタム属性 Geolocationを標準 Exif メタデータタグから生成しま
す。Geolocation は、4 つのExif タグの連結です: 単位の追加された(下のテーブル参照)
GPSLatitude GPSLatitudeRef GPSLongitude GPSLongitudeRef。
GPSLatitude

GPSLatitudeRef

GPSLongitude GPSLongitudeRe
f

Geolocation

33 51 21.91

S

151 13 11.73 E

33°
51'21.91"S
151°
13'11.73"E

geolocation-within-rectangle [altova:]
geolocation-within-rectangle(Geolocation as xs:string, RectCorner-1 as
xs:string, RectCorner-2 as xs:string) をxs:boolean と
する
XP3.1 XQ3.1
長方形の対格の角を指定する第 2 及び第 3 引数( RectCorner-1 RectCorner-2 )により説明されてい
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るGeolocation (最初の引数) が長方形のエリア内に存在するかを決定します。全ての引数(Geolocation
RectCorner-1 およびRectCorner-2) は、(下にリ
ストされるフォーマットの) 位置情報入力文字列により提
供されます。Geolocation 引数が長方形エリア内にある場合、関数は true(); を返します。その他の場合は
false()を返します。緯度の値の範囲は +90 から-90 (北 から南) です。経度の値の範囲は +180 から180
(東 から西)です。
メモ: image-exif-data 関数とExif メタデータの@Geolocation 属性を位置情報入力文字列を提供する
際に使用することができます。
サンプル
geolocation-within-rectangle("33 -22", "58 -32", "-48 24") は true() を

返します。
geolocation-within-rectangle("33 -22", "58 -32", "48 24") は false() を

返します。
geolocation-within-rectangle("33 -22", "58 -32", "48°51'29.6""S
17'40.2""") は true() を返します。

24°

位置情報入力文字列フォーマット:
位置情報入力文字列は空白で区別された緯度と経度 (この通りの順番) を含む必要があります。緯度と経度
は以下のフォーマットをとることができます。組み合わせることも可能です。緯度が１つのフォーマットで、経度が他の
フォーマットをとることができます。緯度の値の範囲は +90 から-90 (北 から南) です。経度の値の範囲は
+180 から180 (東 から西)です。
メモ: 単一およびダブル引用符が入力文字列引数を区切るために使用されていると、使用されている単一および
ダブル引用が、それぞれ、分の値と秒の値、不一致をもたらします。この様な場合、分の値と秒の値を表すための
使用されている引用符は、ダブルにしてエスケープされる必要があります。このセクショ
ンのサンプルでは、入力文字
列を区別するために使用されている引用符は黄色い(") でハイライトされており、エスケープした単位インジケータ
ーは青い("") でハイライトされています。
度、分、10 進の秒、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
サンプル: 33°55'11.11"N 22º44'66.66"W

度、分、10 進の秒、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"
サンプル: 33°55'11.11" -22°44'66.66"

度、分、10 進の分、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
サンプル: 33°55.55'N 22°44.44'W

度、分、10 進の分、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'
サンプル: +33°55.55' -22°44.44'

10 進の度、方角のサフィ
ックス付き(N/S, W/E)
D.DDN/S

D.DDW/E
22.22W

サンプル: 33.33N

10 進の度、プレフィ
ックスサイン付き(+/-); (N/W) のためのプラスサインは任意です。
+/-D.DD

+/-D.DD
-22.22

サンプル: 33.33
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フォーマットの組み合わせのサンプル:
33.33N -22°44'66.66"
33.33 22°44'66.66"W
33.33 22.c

Altova Exif 属性: 位置情報
Altova XPath/XQuery エンジンはカスタム属性 Geolocationを標準 Exif メタデータタグから生成しま
す。Geolocation は、4 つのExif タグの連結です: 単位の追加された(下のテーブル参照)
GPSLatitude GPSLatitudeRef GPSLongitude GPSLongitudeRef。
GPSLatitude

GPSLatitudeRef

GPSLongitude GPSLongitudeRe
f

Geolocation

33 51 21.91

S

151 13 11.73 E

33°
51'21.91"S
151°
13'11.73"E

[ Top ]
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XPath/ XQuery 関数: イメージに関連
以下のイメージに関連したXPath/XQuery 拡張関数は、MobileTogether Designer の現在のバージョ
ンにによりサ
ポートされています。
関数の名前指定と言語の適用性
Altova 拡張関数はXPath/XQuery 式で使用することができ、XPath、XQuery、およびXSLT 関数の標準ライブ
ラリで使用可能な機能に更なる機能性を与えます。
Altova 拡張関数を標準関数ライブラリと区別するために、このドキュメントでは、Altova 拡張関数にサフィ
ックス
[altova:]を付けて名前指定されています。例: add-years-to-date [altova:]。
XPath/XQuery 式でAltova 拡張機能を使用する場合、プレフィ
ックスまたはサフィ
ックスなしで、関数を使用
する同様、Altova 拡張関数を使用することができます。Altova 拡張子を次のように使用してく
ださい: addyears-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10)。

XPath 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用 ):

XP1 XP2 XP3.1

XSLT 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用):

XSLT1 XSLT2
XSLT3

XQuery 関数 (XQuery 内の XQuery 式で使用):

XQ1 XQ3.1

suggested-image-file-extension [altova:]
suggested-image-file-extension(Base64String as string) をstring? と
する
XP3.1 XQ3.1

イメージファイルのBase64 エンコードを引数として、イメージのファイル拡張子を、イメージのBase64エンコード内の
記録として返します。返された値は、エンコード内で使用することのできるイメージ型情報を基にしたヒントです。この情
報が使用できない場合、空の文字列が返されます。この関数は、Base64 イメージをファイルとして保存し、適切な
ファイル拡張子を動的取得する際に役に立ちます。
サンプル
suggested-image-file-extension(/MyImages/MobilePhone/Image20141130.01)
は 'jpg' を返します。
suggested-image-file-extension($XML1/Staff/Person/@photo) は '' を返します。

上のサンプルでは、関数の引数として与えられたノードは Base64 エンコードイメージを含むと仮定します。最初のサン
プルは jpg をファイルの型および拡張子として取得します。二番目のサンプルでは、与えられたBase64 エンコードは
使用できる拡張子の情報を提供しません。

mt-transform-image [altova:]
mt-transform-image(Base64Image as Base64BinaryString, Size as item()+,
Rotation as xs:integer, Quality as xs:integer) をBase64BinaryString と
する
XP3.1 XQ3.1

Base64-エンコードイメージを最初の引数として、変換されたBase64-エンコードイメージを返します。第 2、第
3、第 4 引数は変換された以下のイメージパラメーターです: サイズ、回転、およびクオリティ
。
サイズ引数には 3 つのサイズ変更のオプショ
ンがあります。
(X,Y
)

絶対ピクセルの値。アスペクト率は保持されません。高さと幅は自動的にイメージの長いおよび短い
辺に逢わされるため、高さと幅の指示は関係ありません。2 つの整数アイテムのシーケンスとして値
が入力されます。かっこが必要です。

X

X をピクセルの新しい長い辺と
して、イメージの縦横比のサイズ変更が行われます。アスペクト率は

保持されます。値は整数で引用符なしで入力されます。
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'X%'

元のディ
メンショ
ンの与えられたパーセンテージにイメージのサイズを変更します。値は文字列として
引用符を付けて入力される必要があります。

回転は以下の値を持つことができます: 90 180 270 -90 -180 -270。これらの値は回転の度数
です。正の値はイメージを時計回りに回転させます。負の値はイメージを反時計回りに回転させます。
Altova Exif 属性 OrientationDegree を使用して、イメージの現在の回転の度数(0, 90, 180,
270) をイメージのExif Orientation タグから取得すること
ができます。ですが、
OrientationDegree 属性はデータのOrientation タグから取得されるため、Exif データ内に
Orientation タグが存在する場合のみ使用すること
ができます。(下の OrientationDegree 説明を
参照してく
ださい)。
クオリティ
は、0 から100 の値で、JPEG 圧縮のIJG クオリティ
スケールの値を参照していますが、クオリティ
のパーセンテージのインジケーターではありません。サイズとクオリティ
のどちらかを優先すると、もう一方の優先度
が下がります。フルカラーソースのイメージでは、75 が通常最高値と見なされています。もし、75 が満足のいく
結果をもたらさない場合は、値を上げてく
ださい。
メモ: Exif データが元のイメージに存在する場合、変換時に削除され、変換されたイメージには Exif データは存
在しません。
サンプル
mt-transform-image(Images/Image[@id='43'], '50%', 90, 75)
関数は、43 の @id 値を持つイメージ子孫ノード内でBase64-エンコード文字列として保管されているイメ

ージを入力とします。関数は変換されたイメージを返します。変換されたイメージは 50% まで、サイズ変更さ
れ、時計回りに90 度回転され、75 のクオリティ
レベルを与えられます。
mt-transform-image(Images/Image[@id='43'], 400, 90, 75)
関数は前のサンプルと同じ結果を出しますが、長い辺は 400 ピクセルの特定の値に設定されています。元のイ

メージのアスペクト率は保持されます。
mt-transform-image(Images/Image[@id='43'], (400, 280), image-exifdata($XML1/$XML1/Images/ReferenceImage)/@OrientationDegree, 75)
このサンプルは、前のサンプルと同じイメージを選択し、同じクオリティ
値 (75) を設定します。イメージのサイズ
は 400x280 ピクセルに設定されています。回転値は、ノード内のBase64-エンコードイメージの
@OrientationDegree 属性から得られます。

Altova Exif 属性: OrientationDegree
Altova XPath/XQuery エンジンはカスタム属性 OrientationDegree をExif メタデータタグ
Orientation から生成します。
OrientationDegree は標準 Exif タグOrientation を正数の値 (1 8 3 または 6) からそれぞれ
対応する度数の値 (0, 90, 180, 270) へ下の図に示されているように変換します。2 4 5 7 の
Orientation 値の変換はないこと
に注意してく
ださい。(これらの向きはイメージ1 を垂直方向中央軸で反
転して、2 の値を持つイメージを取得します。そして、このイメージを90-度ごとに時計回りにジャンプさせそれぞ
れ 7 4 および5 の値を取得します。)。
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標準 Exif メタタグ
ImageWidth
ImageLength
BitsPerSample
Compression
PhotometricInterpretation
Orientation
SamplesPerPixel
PlanarConfiguration
YCbCrSubSampling
YCbCrPositioning
XResolution
YResolution
ResolutionUnit
StripOffsets
RowsPerStrip
StripByteCounts
JPEGInterchangeFormat
JPEGInterchangeFormatLength
TransferFunction
WhitePoint
PrimaryChromaticities
YCbCrCoefficients
ReferenceBlackWhite
DateTime
ImageDescription
Make
Model
Software
Artist
Copyright
------------------------------
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ExifVersion
FlashpixVersion
ColorSpace
ComponentsConfiguration
CompressedBitsPerPixel
PixelXDimension
PixelYDimension
MakerNote
UserComment
RelatedSoundFile
DateTimeOriginal
DateTimeDigitized
SubSecTime
SubSecTimeOriginal
SubSecTimeDigitized
ExposureTime
FNumber
ExposureProgram
SpectralSensitivity
ISOSpeedRatings
OECF
ShutterSpeedValue
ApertureValue
BrightnessValue
ExposureBiasValue
MaxApertureValue
SubjectDistance
MeteringMode
LightSource
Flash
FocalLength
SubjectArea
FlashEnergy
SpatialFrequencyResponse
FocalPlaneXResolution
FocalPlaneYResolution
FocalPlaneResolutionUnit
SubjectLocation
ExposureIndex
SensingMethod
FileSource
SceneType
CFAPattern
CustomRendered
ExposureMode
WhiteBalance
DigitalZoomRatio
FocalLengthIn35mmFilm
SceneCaptureType
GainControl
Contrast
Saturation
Sharpness
DeviceSettingDescription
SubjectDistanceRange
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ImageUniqueID
-----------------------------GPSVersionID
GPSLatitudeRef
GPSLatitude
GPSLongitudeRef
GPSLongitude
GPSAltitudeRef
GPSAltitude
GPSTimeStamp
GPSSatellites
GPSStatus
GPSMeasureMode
GPSDOP
GPSSpeedRef
GPSSpeed
GPSTrackRef
GPSTrack
GPSImgDirectionRef
GPSImgDirection
GPSMapDatum
GPSDestLatitudeRef
GPSDestLatitude
GPSDestLongitudeRef
GPSDestLongitude
GPSDestBearingRef
GPSDestBearing
GPSDestDistanceRef
GPSDestDistance
GPSProcessingMethod
GPSAreaInformation
GPSDateStamp
GPSDifferential

image-exif-data [altova:]
image-exif-data(Base64BinaryString as string) をelement? と
する
XP3.1 XQ3.1
Base64 エンコードイメージを引数として、イメージのExif メタデータを含むExif という名の要素を返します。The
Exif メタデータは Exif 要素の属性の値ペアとして作成されます。属性名は、Base64エンコード内で検出された

Exif データタグです。Exif 仕様タグのリストは以下の通りです。ベンダー特有のタグがExif データ内に存在する場
合、タグとその値も属性値のペアとして返されます。標準 Exif メタデータタグに追加して(下のリスト参照) Altova 特
有の属性値のペアもまた生成されます。これらのAltova Exif 属性は以下のとおりです。
サンプル
属性にアクセスするには、以下の関数を使用します:
image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@GPSLatitude
image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@Geolocation

全ての属性にアクセスするには、以下の関数を使用します:
image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@*

全ての属性の名前にアクセスするには、以下の式を使用します:
for $i in image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@* return
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name($i)

関数により返される属性の名前を検出するために役に立ちます。

Altova Exif 属性: 位置情報
Altova XPath/XQuery エンジンはカスタム属性 Geolocationを標準 Exif メタデータタグから生成しま
す。Geolocation は、4 つのExif タグの連結です: 単位の追加された(下のテーブル参照)
GPSLatitude GPSLatitudeRef GPSLongitude GPSLongitudeRef。
GPSLatitude

GPSLatitudeRef

GPSLongitude GPSLongitudeRe
f

Geolocation

33 51 21.91

S

151 13 11.73 E

33°
51'21.91"S
151°
13'11.73"E

Altova Exif 属性: OrientationDegree
Altova XPath/XQuery エンジンはカスタム属性 OrientationDegree をExif メタデータタグ
Orientation から生成します。
OrientationDegree は標準 Exif タグOrientation を正数の値 (1 8 3 または 6) からそれぞれ
対応する度数の値 (0, 90, 180, 270) へ下の図に示されているように変換します。2 4 5 7 の
Orientation 値の変換はないこと
に注意してく
ださい。(これらの向きはイメージ1 を垂直方向中央軸で反
転して、2 の値を持つイメージを取得します。そして、このイメージを90-度ごとに時計回りにジャンプさせそれぞ
れ 7 4 および5 の値を取得します。)。

標準 Exif メタデータタグのリスト
ImageWidth
ImageLength
BitsPerSample
Compression
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PhotometricInterpretation
Orientation
SamplesPerPixel
PlanarConfiguration
YCbCrSubSampling
YCbCrPositioning
XResolution
YResolution
ResolutionUnit
StripOffsets
RowsPerStrip
StripByteCounts
JPEGInterchangeFormat
JPEGInterchangeFormatLength
TransferFunction
WhitePoint
PrimaryChromaticities
YCbCrCoefficients
ReferenceBlackWhite
DateTime
ImageDescription
Make
Model
Software
Artist
Copyright
-----------------------------ExifVersion
FlashpixVersion
ColorSpace
ComponentsConfiguration
CompressedBitsPerPixel
PixelXDimension
PixelYDimension
MakerNote
UserComment
RelatedSoundFile
DateTimeOriginal
DateTimeDigitized
SubSecTime
SubSecTimeOriginal
SubSecTimeDigitized
ExposureTime
FNumber
ExposureProgram
SpectralSensitivity
ISOSpeedRatings
OECF
ShutterSpeedValue
ApertureValue
BrightnessValue
ExposureBiasValue
MaxApertureValue
SubjectDistance
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MeteringMode
LightSource
Flash
FocalLength
SubjectArea
FlashEnergy
SpatialFrequencyResponse
FocalPlaneXResolution
FocalPlaneYResolution
FocalPlaneResolutionUnit
SubjectLocation
ExposureIndex
SensingMethod
FileSource
SceneType
CFAPattern
CustomRendered
ExposureMode
WhiteBalance
DigitalZoomRatio
FocalLengthIn35mmFilm
SceneCaptureType
GainControl
Contrast
Saturation
Sharpness
DeviceSettingDescription
SubjectDistanceRange
ImageUniqueID
-----------------------------GPSVersionID
GPSLatitudeRef
GPSLatitude
GPSLongitudeRef
GPSLongitude
GPSAltitudeRef
GPSAltitude
GPSTimeStamp
GPSSatellites
GPSStatus
GPSMeasureMode
GPSDOP
GPSSpeedRef
GPSSpeed
GPSTrackRef
GPSTrack
GPSImgDirectionRef
GPSImgDirection
GPSMapDatum
GPSDestLatitudeRef
GPSDestLatitude
GPSDestLongitudeRef
GPSDestLongitude
GPSDestBearingRef
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GPSDestBearing
GPSDestDistanceRef
GPSDestDistance
GPSProcessingMethod
GPSAreaInformation
GPSDateStamp
GPSDifferential

[ トップ ]
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XPath/ XQuery 関数: 数値
Altova の数値拡張関数は XPath とXQuery 式で使用することができ、XML スキーマの異なる日付および時刻データ
型で保存されているデータを処理するための追加機能を提供します。
関数の名前指定と言語の適用性
Altova 拡張関数はXPath/XQuery 式で使用することができ、XPath、XQuery、およびXSLT 関数の標準ライブ
ラリで使用可能な機能に更なる機能性を与えます。
Altova 拡張関数を標準関数ライブラリと区別するために、このドキュメントでは、Altova 拡張関数にサフィ
ックス
[altova:]を付けて名前指定されています。例: add-years-to-date [altova:]。
XPath/XQuery 式でAltova 拡張機能を使用する場合、プレフィ
ックスまたはサフィ
ックスなしで、関数を使用
する同様、Altova 拡張関数を使用することができます。Altova 拡張子を次のように使用してく
ださい: addyears-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10)。

XPath 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用 ):

XP1 XP2 XP3.1

XSLT 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用):

XSLT1 XSLT2
XSLT3

XQuery 関数 (XQuery 内の XQuery 式で使用):

XQ1 XQ3.1

自動付番関数
generate-auto-number [altova:]
generate-auto-number(ID as xs:string, StartsWith as xs:double, Increment as
xs:double, ResetOnChange as xs:string) を xs:integer と
する XP1 XP2 XQ1 XP3.1
XQ3.1

関数が呼び出される度に番号を生成します。関数が初めて呼び出される際に生成される最初の番号は
StartsWith 引数により
指定されます。その後の関数の呼び出しは新しい番号を生成します。この番号は前に生
成された番号を、Increment 引数で指定された値ごとにインクリメントします。実質的には、generate-autonumber 関数は、ID 引数により
指定されたカウンターを作成し、このカウンターが関数が呼び出されるごとにインクリメ
ントされます。ResetOnChange 引数の値が、前の関数呼び出しから変更されると、生成される番号の値がの
StartsWith 値にリ
セットされます。自動付番は reset-auto-number 関数を使用してリセットすることができ
ます。
サンプル
generate-auto-number("ChapterNumber", 1, 1, "SomeString") は、関数が呼び出
される度に番号を1 つ返します。starting with 1, から始まり、関数が呼び出される度に1 ずつインクリメン
トします。その後の呼び出しの4 番目の"SomeString"引数がである限り、インクリメントは継続されます。
4 番目の引数の値が変更されると、( ChapterNumber と呼ばれる) カウンターは 1 にリセットされます。
ChapterNumber の値もreset-auto-number 関数の呼び出しにより
のreset-autonumber("ChapterNumber")よう
にリセットされます。

reset-auto-number [altova:]
reset-auto-number(ID as xs:string) XP1 XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1
この関数は、ID 引数内で名づけられた自動付番カウンターの番号をリセットします。 引数内のカウンター名を作成し
た関数の引数により指定された数値にリセットされます。generate-auto-number

サンプル
reset-auto-number("ChapterNumber") は、generate-auto-number 関数により
作成さ
れたChapterNumber という名の自動付番カウンターをリセットします。
generate-auto-number 関数のStartsWith 引数の値に数値をリ
セットします。
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[ Top ]

数値関数
hex-string-to-integer [altova:]
hex-string-to-integer(HexString as xs:string) をxs:integer と
する

XP3.1

XQ3.1

10 進のシステム(10進)内の正数の16 進の同値の文字列引数を必要とし、10 進の整数を返します。
サンプル
hex-string-to-integer('1') は 1 を返します。
hex-string-to-integer('9') は 9 を返します。
hex-string-to-integer('A') は 10 を返します。
hex-string-to-integer('B') は 11 を返します。
hex-string-to-integer('F') は 15 を返します。
hex-string-to-integer('G') はエラーを返します。
hex-string-to-integer('10') は 16 を返します。
hex-string-to-integer('01') は 1 を返します。
hex-string-to-integer('20') は 32 を返します。
hex-string-to-integer('21') は 33 を返します。
hex-string-to-integer('5A') は 90 を返します。
hex-string-to-integer('USA') はエラーを返します。

integer-to-hex-string [altova:]
integer-to-hex-string(Integer as xs:integer) をxs:string と
する

XP3.1 XQ3.1

正数を引数として必要とし、文字列として自身のベース16 の同値を返します。
サンプル
integer-to-hex-string(1) は '1' を返します。
integer-to-hex-string(9) は '9' を返します。
integer-to-hex-string(10) は 'A' を返します。
integer-to-hex-string(11) は 'B' を返します。
integer-to-hex-string(15) は 'F' を返します。
integer-to-hex-string(16) は '10' を返します。
integer-to-hex-string(32) は '20' を返します。
integer-to-hex-string(33) は '21' を返します。
integer-to-hex-string(90) は '5A' を返します。

[ トップ ]

数値をフォーマットする関数
mt-format-number [altova:]
mt-format-number(Number as xs:numeric, PictureString as xs:string) を
xs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
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第 2 (PictureString) 引数に従い、数値を最初の引数、フォーマットとし、フォーマットされ数値を文字列として
返します。これは、読みにく
い番号を読み取りやすく
するためにフォーマットする際にとても役に立ちます。ピクチャ文字列
は通貨シンボルなどの文字を含むことができ、フォーマットされた出力でこれらの文字を使用することができます。その位
置の入力番号に小数がない場合は小数の場所にゼロを挿入することができ、ピクチャ文字列の小数の位置にゼロを使
用することができます(下のサンプル参照)。ゼロ(または他の文字) の使用を強制しない場合は、番号記号 (#) を
使用します。
小数区切りの前の小数は決して短縮することができません。(小数区切りの右側の) 数値の小数の部分、および、(小
数区切りの左側の)単位桁は、ピクチャ文字列の小数部分が入力数値の小数の数よりも短い場合、四捨五入され
ます。
メモ: モバイルデバイス上でのフォーマットされた出力でのグループ区切りと小数区切りは、モバイルデバイスで使用される
言語の区切りです。
サンプル
mt-format-number(12.3, '$#0.00') は $12.30 を返します。
mt-format-number(12.3, '$00.00') は $12.30 を返します。
mt-format-number(12.3, '$0,000.00') は $0,012.30 を返します。
mt-format-number(12.3, '$#,000.00') は $012.30 を返します。
mt-format-number(1234.5, '$#,##0.00') は $1,234.50 を返します。
mt-format-number(1234.5, '$#0.00') は $1234.50 を返します。
mt-format-number(123.4, '$0') は $123 を返します。
mt-format-number(1234.5, '$0') は $1235 を返します。
mt-format-number(1234.54, '$0.0') は $1234.5 を返します。
mt-format-number(1234.55, '$0.0') は $1234.6 を返します。

generate-auto-number [altova:]
generate-auto-number(ID as xs:string, StartsWith as xs:double, Increment as
xs:double, ResetOnChange as xs:string) を xs:integer と
する XP1 XP2 XQ1 XP3.1
XQ3.1

関数が呼び出される度に番号を生成します。関数が初めて呼び出される際に生成される最初の番号は
StartsWith 引数により
指定されます。その後の関数の呼び出しは新しい番号を生成します。この番号は前に生
成された番号を、Increment 引数で指定された値ごとにインクリメントします。実質的には、generate-autonumber 関数は、ID 引数により
指定されたカウンターを作成し、このカウンターが関数が呼び出されるごとにインクリメ
ントされます。ResetOnChange 引数の値が、前の関数呼び出しから変更されると、生成される番号の値がの
StartsWith 値にリ
セットされます。自動付番は reset-auto-number 関数を使用してリセットすることができ
ます。
サンプル
generate-auto-number("ChapterNumber", 1, 1, "SomeString") は、関数が呼び出
される度に番号を1 つ返します。starting with 1, から始まり、関数が呼び出される度に1 ずつインクリメン
トします。その後の呼び出しの4 番目の"SomeString"引数がである限り、インクリメントは継続されます。
4 番目の引数の値が変更されると、( ChapterNumber と呼ばれる) カウンターは 1 にリセットされます。
ChapterNumber の値もreset-auto-number 関数の呼び出しにより
のreset-autonumber("ChapterNumber")よう
にリセットされます。

[ トップ ]
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XPath/ XQuery 関数: シーケンス
Altova のシーケンス拡張関数は XPath とXQuery 式で使用することができ、XML スキーマの異なる日付および時刻デ
ータ型で保存されているデータを処理するための追加機能を提供します。
関数の名前指定と言語の適用性
Altova 拡張関数はXPath/XQuery 式で使用することができ、XPath、XQuery、およびXSLT 関数の標準ライブ
ラリで使用可能な機能に更なる機能性を与えます。
Altova 拡張関数を標準関数ライブラリと区別するために、このドキュメントでは、Altova 拡張関数にサフィ
ックス
[altova:]を付けて名前指定されています。例: add-years-to-date [altova:]。
XPath/XQuery 式でAltova 拡張機能を使用する場合、プレフィ
ックスまたはサフィ
ックスなしで、関数を使用
する同様、Altova 拡張関数を使用することができます。Altova 拡張子を次のように使用してく
ださい: addyears-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10)。

XPath 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用 ):

XP1 XP2 XP3.1

XSLT 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用):

XSLT1 XSLT2
XSLT3

XQuery 関数 (XQuery 内の XQuery 式で使用):

XQ1 XQ3.1

attributes [altova:]
attributes(AttributeName as xs:string) をattribute()* と
する
XP3.1 XQ3.1
入力引数 AttributeName 内で与えられた名前と同じローカル名を持つすべての属性を返します。検索は大文字
と小文字を区別し、attribute:: 軸に対して行われます。これは、コンテキストノードが親要素ノードである必要が

あることを意味します。
サンプル
attributes("MyAttribute") は MyAttribute()* を返します。
attributes(AttributeName as xs:string, SearchOptions as xs:string) as
attribute()*
XP3.1 XQ3.1
入力引数 AttributeName 内で与えられた名前と同じローカル名を持つすべての属性を返します。検索は大文字
と小文字を区別し、attribute:: 軸に対して行われます。コンテキストノードが親要素ノードである必要がありま

す。第 2 引数はオプショ
ンのフラッグを含みます。使用することのできるフラッグは以下の通りです:
r = 正規表現検索を切り
替えます; AttributeName は正規表現検索文字列である必要があります;
f = このオプショ
ンが指定されている場合、AttributeName は完全一致を提供します。それ以外の場合は、
AttributeName は属性名に部分的に一致すると
その属性を返します。例えば: f が指定されていない場合、
MyAtt は MyAttribute を返します。
i = 大文字と
小文字を一致させる検索に切り替えます。
p = 検索に名前空間プレフィ
ックスを含みます。AttributeName は、名前空間プレフィ
ックスを含みます。例えば
: altova:MyAttribute。
フラッグは順序に関わりなく
書き込むことができます。無効なフラッグはエラーを生成します。1つまたは複数のフラッグを省
略することができます。空の文字列は許可されていますが、引数を1つしか持たない関数と同じ効果を持ちます(前の
署名)、ですが、空のシーケンスは第 2 の引数としては許可されていません。
サンプル
attributes("MyAttribute", "rfip") は MyAttribute()* を返します。
attributes("MyAttribute", "pri") は MyAttribute()* を返します。
attributes("MyAtt", "rip") は MyAttribute()* を返します。
attributes("MyAttributes", "rfip") は不一致を返します。
attributes("MyAttribute", "") は MyAttribute()* を返します。
attributes("MyAttribute", "Rip") 認識されないフラッ
グエラーを返します。
attributes("MyAttribute", ) 見つからない第 2 引数を返します。
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elements [altova:]
elements(ElementName as xs:string) をelement()* と
する
XP3.1 XQ3.1
入力引数 ElementName で与えられた名前と同じローカル名を持つすべての要素を返します。検索は大文字と小
文字を区別してchild:: 軸に対して実行されます。コンテキストノードは、検索される要素の親ノードである必要が

あります。
サンプル
elements("MyElement") は MyElement()* を返します。
elements(ElementName as xs:string, SearchOptions as xs:string) as element()*
XP3.1 XQ3.1

入力引数 ElementName 内で与えられた名前と同じローカル名を持つすべての属性を返します。検索は大文字と
小文字を区別し、child:: 軸に対して行われます。コンテキストノードが親要素ノードである必要があります。第 2
引数はオプショ
ンのフラッグを含みます。使用することのできるフラッグは以下の通りです:
r = 正規表現検索を切り
替えます; ElementName は正規表現検索文字列である必要があります;
f = このオプショ
ンが指定されている場合、ElementName は完全一致を提供します。それ以外の場合は、
ElementName は属性名に部分的に一致すると
その属性を返します。例えば: f が指定されていない場合、
MyElem は MyElement を返します。
i = 大文字と
小文字を一致させる検索に切り替えます。
p = 検索に名前空間プレフィ
ックスを含みます。ElementName は、名前空間プレフィ
ックスを含みます。例えば:
altova:MyElement。
フラッグは順序に関わりなく
書き込むことができます。無効なフラッグはエラーを生成します。1つまたは複数のフラッグを省
略することができます。空の文字列は許可されていますが、引数を1つしか持たない関数と同じ効果を持ちます(前の
署名)、ですが、空のシーケンスは第 2 の引数としては許可されていません。
サンプル
elements("MyElement", "rip") は MyElement()* を返します。
elements("MyElement", "pri") は MyElement()* を返します。
elements("MyElement", "") は MyElement()* を返します。
attributes("MyElem", "rip") は MyElement()* を返します。
attributes("MyElements", "rfip") 不一致を課ｗします。
elements("MyElement", "Rip") 認識されないフラッ
グエラーを返します。
elements("MyElement", ) 見つからない第 2 引数を返します。

find-first [altova:]
find-first((Sequence as item()*), (Condition( Sequence-Item as xs:boolean))
をitem()? とする
XP3.1 XQ3.1

この関数は 2 つの引数を必要とします。最初の引数は 1 つ、または 1 つ以上のデータ型のアイテムのシーケンスで
す。第 2 の引数Condition は、( 1 のアリティ
を持つ) 1 つの引数 を必要とし、boolean を返す XPath 関数
に対する参照です。Condition で参照された関数の代わりに、Sequence の各アイテムが提出されます。(注意
: この関数は 1 つの引数のみを必要とします。) Condition 内の関数にtrue()と評価させる最初の
Sequence アイテムは、find-first 反復の終了の結果と
して返されます。
サンプル
find-first(5 to 10, function($a) {$a mod 2 = 0}) は xs:integer 6 を返しま

す。
Condition 引数は、$a と
いう名のインライン関数を宣言し、定義します。XPath 3.0 インライン関数
function()を参照します。Sequence 引数内の各アイテムでは、find-first がパスされ、代わり
に、$a を入力値とします。入力値は関数定義($a mod 2 = 0)内の条件に対してテストされます。この条件
を満たす最初の入力値がfind-first (この場合は 6) の結果として返されます。
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find-first((1 to 10), (function($a) {$a+3=7})) は xs:integer 4 を返します。

更なるサンプル
ファイルC:\Temp\Customers.xml が存在する場合:
find-first( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/
index.html"), (doc-available#1) ) は xs:string C:\Temp\Customers.xml を

返します。
ファイルC:\Temp\Customers.xml が存在せず、http://www.altova.com/index.html が存
在する場合:
find-first( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/
index.html"), (doc-available#1) ) は xs:string http://www.altova.com/
index.html を返します。

ファイルC:\Temp\Customers.xml が存在せず、http://www.altova.com/index.html も存
在しない場合:
find-first( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/
index.html"), (doc-available#1) ) 結果無しを返します。

上のサンプルについての注意点
XPath 3.0 関数 doc-available は URI として使用され、ドキュメントノードが提出されたURI で検
出される場合 true を返する単一の引数を必要とします。(ですから、提出されたURI でのドキュメントは
XML ドキュメントである必要があります。)
doc-available 関数は、find-first の第 2 引数である、Condition で使用すること
ができま
す。これは、1 つの引数 (アリティ
=1) のみを必要とするからであり、item()を入力( URI として使用され
る文字列) として、boolean の値を返すからです。
doc-available 関数は、参照されているだけで、呼び出されていない点に注意してく
ださい。アタッチさ
れている#1 サフィ
ックスは関数が1 つのアリティ
であることを表示するためです。doc-available#1 の
意味は以下のとおりです: アリティ
=1 を持つ doc-availabe() 関数を使用し、最初のシーケンスの各アイ
テムの代わりに,
単一引数としてパスします。 この結果、 2 つの文字列の各自つは、文字列をURIとして
使用し、URIにドキュメントノードが存在するかテストするdoc-available()にパスされます。1 つが各
当する場合、doc-available() 関数は true() を評価し、シーケンス内のその文字列のインデック
ス ポジショ
ンは、 find-first 関数の結果として返されます。doc-available() 関数に関しての注意
点: 相対パスは、デフォルトで関数がロードされるXML ドキュメントの現在のベースURI に対して相対的に
解決されます。

find-first-combination [altova:]
find-first-combination((Seq-01 as item()*), (Seq-02 as item()*),
(Condition( Seq-01-Item, Seq-02-Item as xs:boolean)) をitem()* と
する

XP3.1

XQ3.1

この関数は 3 つの引数を必要とします:
最初の2 つの引数 Seq-01 とSeq-02, は、1 つまたは1 つ以上のデータ型のアイテムです。
第 3 の引数 Condition は、(2 のアリティ
を持つ) 2 つの引数を必要とし、boolean を返す XPath 関
数に対しての参照です。
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Seq-01 とSeq-02 のアイテムは指定された組み合わせ(各シーケンスからの１つずつにアイテムで構成されるペア)
で、Condition 内の関数の引数としてパスされました。組み合わせは以下のように指定されています。
If
Seq-01 = X1, X2, X3 ... Xn
And Seq-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn
Then (X1 Y1), (X1 Y2), (X1 Y3) ... (X1 Yn), (X2 Y1), (X2 Y2) ... (Xn Yn)
Condition 関数にtrue() と
評価するように指示する最初のペアはfind-first-combination の結果と
して返されます。以下の点に注意してく
ださい: (i) Condition 関数が提出された引数ペア内で繰り返され、
true()を評価しない場合、find-first-combination は、結果を返しません; (ii) find-firstcombination の結果が常に(データ型の)アイテムのペアである場合またはアイテムでない場合。

サンプル
find-first-combination(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b =
32}) は xs:integers (11, 21) のシーケンスを返します。
find-first-combination(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b =
33}) は xs:integers (11, 22) のシーケンを返します。
find-first-combination(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b =
34}) は xs:integers (11, 23) のシーケンを返します。

find-first-pair [altova:]
find-first-pair((Seq-01 as item()*), (Seq-02 as item()*), (Condition( Seq01-Item, Seq-02-Item as xs:boolean)) をitem()* と
する
XP3.1 XQ3.1

この関数は 3 つの引数を必要とします:
最初の2 つの引数 Seq-01 とSeq-02, は、1 つまたは1 つ以上のデータ型のアイテムです。
第 3 の引数 Condition は、(2 のアリティ
を持つ) 2 つの引数を必要とし、boolean を返す XPath 関
数に対しての参照です。
Seq-01 とSeq-02 のアイテムは指定された組み合わせで、Condition 内の関数の引数と
してパスされました。

組み合わせは以下のように指定されています。
If
Seq-01 = X1, X2, X3 ... Xn
And Seq-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn
Then (X1 Y1), (X2 Y2), (X3 Y3) ... (Xn Yn)
Condition 関数にtrue() と
評価するように指示する最初のペアはfind-first-pair の結果として返され
ます。以下の点に注意してく
ださい: (i) Condition 関数が提出された引数ペア内で繰り返され、true()を評価
しない場合、find-first-pair は、結果を返しません; (ii) find-first-combination の結果が常に

(データ型の) アイテムのペアである場合またはアイテムでない場合。
サンプル
find-first-pair(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 32}) は
xs:integers (11, 21) のシーケンスを返します。
find-first-pair(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 33}) は結

果無しを返します。
上の2 つのサンプルに表示される通り、ペアの順序は以下の通りです: (11, 21) (12, 22) (13,
23)...(20, 30) 。( 33 を返す指示されたペアがないため) この理由で第 2 のサンプルは 結果無しを返
します。
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find-first-pair-pos [altova:]
find-first-pair-pos((Seq-01 as item()*), (Seq-02 as item()*),
(Condition( Seq-01-Item, Seq-02-Item as xs:boolean)) をxs:integer と
する
XP3.1 XQ3.1

この関数は 3 つの引数を必要とします:
最初の2 つの引数 Seq-01 とSeq-02, は、1 つまたは1 つ以上のデータ型のアイテムです。
第 3 の引数 Condition は、(2 のアリティ
を持つ) 2 つの引数を必要とし、boolean を返す XPath 関
数に対しての参照です。
Seq-01 とSeq-02 のアイテムは指定された組み合わせで、Condition 内の関数の引数と
してパスされました。

組み合わせは以下のように指定されています。
If
Seq-01 = X1, X2, X3 ... Xn
And Seq-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn
Then (X1 Y1), (X2 Y2), (X3 Y3) ... (Xn Yn)
Condition 関数にtrue()を評価させる、最初に指示されたペアのインデッ
クスポジショ
ンは、は findfirst-pair-pos の結果と
して返されます。関数が提出された引数ペア内で繰り返され、true()を一度も評価
しない場合、find-first-pair-pos 結果無しが返します。

サンプル
find-first-pair-pos(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 32})
は 1 を返します
find-first-pair-pos(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 33})

は結果無しを返します。
上の2 つのサンプルに表示される通り、ペアの順序は以下の通りです: (11, 21) (12, 22) (13,
23)...(20, 30)。最初のサンプルでは、最初のペアは Condition 関数にtrue()を評価させ、シーケ
ンス内のインデックスポジショ
ンには 1 が返されます。第 2 のサンプルでは、33 を返すペアがないため、結果無
しが返します。

find-first-pos [altova:]
find-first-pos((Sequence as item()*), (Condition( Sequence-Item as
xs:boolean)) をxs:integer と
する
XP3.1 XQ3.1

この関数は 2 つの引数を必要とします。最初の引数は 1 つ、または 1 つ以上のデータ型のアイテムのシーケンスで
す。第 2 の引数 Condition は、( 1 のアリティ
を持つ) 1 つの引数 を必要とし、boolean を返す XPath 関数
に対する参照です。Condition で参照された関数の代わりに、Sequence の各アイテムが提出されます。(注意
: この関数は 1 つの引数のみを必要とします。) Condition 内の関数にtrue()と評価させる最初の
Sequence アイテムは、find-first-pos の結果と
して返されたSequence 内インデックスポジショ
ンを持ちま
す。
サンプル
find-first-pos(5 to 10, function($a) {$a mod 2 = 0}) は xs:integer 2 を

返します。
Condition 引数は、$a と
いう名のインライン関数を宣言し、定義します。XPath 3.0 インライン関数
function()を参照します。 Sequence 引数内の各アイテムでは、find-first-pos がパスされ、
代わりに、$a を入力値とします。入力値は関数定義($a mod 2 = 0)内の条件に対してテストされます。こ
の条件を満たす最初の入力値がfind-first-pos ( (シーケンス内で)条件を満たす最初の値である6 が

シーケンスのインでクス位置 2 にあるためこの場合は 2、) の結果として返されます。
find-first-pos((2 to 10), (function($a) {$a+3=7})) は xs:integer 3 を返し

ます。
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更なるサンプル
ファイルC:\Temp\Customers.xml が存在する場合:
find-first-pos( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/
index.html"), (doc-available#1) ) returns 1

ファイルC:\Temp\Customers.xml が存在せず、http://www.altova.com/index.html が存
在する場合:
find-first-pos( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/
index.html"), (doc-available#1) ) returns 2

ファイルC:\Temp\Customers.xml が存在せず、http://www.altova.com/index.html も存
在しない場合:
find-first-pos( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/
index.html"), (doc-available#1) ) 結果無しを返します。

上のサンプルについての注意点
XPath 3.0 関数 doc-available は URI として使用され、ドキュメントノードが提出されたURI で検
出される場合 true を返する単一の引数を必要とします。(ですから、提出されたURI でのドキュメントは
XML ドキュメントである必要があります。)
doc-available 関数は、find-first-pos の第 2 引数である、Condition で使用すること
が
できます。これは、1 つの引数 (アリティ
=1) のみを必要とするからであり、item()を入力( URI として使
用される文字列) として、boolean の値を返すからです。
doc-available 関数は、参照されているだけで、呼び出されていない点に注意してく
ださい。アタッチさ
れている#1 サフィ
ックスは関数が1 つのアリティ
であることを表示するためです。doc-available#1 の
意味は以下のとおりです: アリティ
=1 を持つ doc-availabe() 関数を使用し、最初のシーケンスの各アイ
テムの代わりに,
単一引数としてパスします。 この結果、 2 つの文字列の各自つは、文字列をURIとして
使用し、URIにドキュメントノードが存在するかテストするdoc-available()にパスされます。1 つが各
当する場合、doc-available() 関数は true() を評価し、シーケンス内のその文字列のインデック
ス ポジショ
ンは、 find-first-pos 関数の結果として返されます。doc-available() 関数に関して
の注意点: 相対パスは、デフォルトで関数がロードされるXML ドキュメントの現在のベースURI に対して相
対的に解決されます。

substitute-empty [altova:]
substitute-empty(FirstSequence as item()*, SecondSequence as item()) を
item()* と
する
XP3.1 XQ3.1
FirstSequence が空の場合、SecondSequence を返します。FirstSequence が空でない場合、
FirstSequence を返します。

サンプル
substitute-empty( (1,2,3), (4,5,6) ) は (1,2,3) を返します。
substitute-empty( (), (4,5,6) ) は (4,5,6) を返します。
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XPath/ XQuery 関数: 文字列
Altova の文字列拡張関数は XPath とXQuery 式で使用することができ、XML スキーマの異なる日付および時刻デー
タ型で保存されているデータを処理するための追加機能を提供します。
関数の名前指定と言語の適用性
Altova 拡張関数はXPath/XQuery 式で使用することができ、XPath、XQuery、およびXSLT 関数の標準ライブ
ラリで使用可能な機能に更なる機能性を与えます。
Altova 拡張関数を標準関数ライブラリと区別するために、このドキュメントでは、Altova 拡張関数にサフィ
ックス
[altova:]を付けて名前指定されています。例: add-years-to-date [altova:]。
XPath/XQuery 式でAltova 拡張機能を使用する場合、プレフィ
ックスまたはサフィ
ックスなしで、関数を使用
する同様、Altova 拡張関数を使用することができます。Altova 拡張子を次のように使用してく
ださい: addyears-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10)。

XPath 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用 ):

XP1 XP2 XP3.1

XSLT 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用):

XSLT1 XSLT2
XSLT3

XQuery 関数 (XQuery 内の XQuery 式で使用):

XQ1 XQ3.1

camel-case [altova:]
camel-case(InputString as xs:string) をxs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
入力文字列をInputString をキャメルケースで返します。文字列は(空白スペースのショ
ートカットである) 正規表
現 '\s' を使用して分析されます。空白文字または連続する空白文字のシーケンスの後の最初の非空白スペース

文字は大文字です。出力文字列の最初の文字は大文字です。
サンプル
camel-case("max") Max を返します。
camel-case("max max") Max Max を返します。
camel-case("file01.xml") File01.xml を返します。
camel-case("file01.xml file02.xml") File01.xml File02.xml を返します。
camel-case("file01.xml
file02.xml") File01.xml
File02.xml を返します。
camel-case("file01.xml -file02.xml") File01.xml -file02.xml を返します。
camel-case(InputString as xs:string, SplitChars as xs:string, IsRegex as
xs:boolean) をxs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
SplitChars を使用して、次の大文字をトリ
ガーする文字を決定し、入力文字列をInputString キャメルケ
ースに変換します。 SplitChars は、IsRegex = true()の場合、または、IsRegex = false()の場

合、プレーン文字は正規表現として使用されます。出力文字列の最初の文字は大文字です。
サンプル
camel-case("setname getname", "set|get", true()) setName getName を返しま

す。
camel-case("altova\documents\testcases", "\", false()) Altova
\Documents\Testcases を返します。

char [altova:]
char(Position as xs:integer) をxs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
xs:string.Position に対してのコンテキストアイテムの値を変換すること
により得られた文字列内の
Position 引数により
指定されたポジショ
ンにある文字を含む文字列を返します。引数により提出されたインデックス

に文字が存在しない場合、結果文字列は空です。
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サンプル
コンテキストアイテムが1234ABCD の場合:
char(2) は 2 を返します。
char(5) は A を返します。
char(9) は空の文字列を返します。
char(-2) は空の文字列を返します。

char(InputString as xs:string, Position as xs:integer) をxs:string と
する
XP3.1 XQ3.1

引数として提出された文字列内のPosition 引数により指定されたポジショ
ンでの文字を含む文字列を返しま
す。Position 引数により提出されたインデックスに文字が存在しない場合、結果文字列は空です。
サンプル
char("2014-01-15", 5) は - を返します。
char("USA", 1) は U を返します。
char("USA", 10) は空の文字列を返します。
char("USA", -2) は空の文字列を返します。

first-chars [altova:]
first-chars(X-Number as xs:integer) をxs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
xs:string に対するコンテキストアイテムの値を変換すること
により得られた最初のX-Number 文字を含む文字

列を返します。
サンプル
コンテキストアイテムが1234ABCD の場合:
first-chars(2) は 12 を返します。
first-chars(5) は 1234A を返します。
first-chars(9) は 1234ABCD を返します。
first-chars(InputString as xs:string, X-Number as xs:integer) をxs:string と

する

XP3.1 XQ3.1

InputString 引数と
して提出された文字列の最初の文字を含む文字列を返します。

サンプル
first-chars("2014-01-15", 5) は 2014- を返します。
first-chars("USA", 1) は U を返します。

last-chars [altova:]
last-chars(X-Number as xs:integer) をxs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
xs:string に対してのコンテキストアイテムの値の変換より取得された文字列の最後の X-Number 文字を含んでい

る文字列を返します。
サンプル
コンテキストアイテムが1234ABCD の場合:
last-chars(2) は CD を返します。
last-chars(5) は 4ABCD を返します。
last-chars(9) は 1234ABCD を返します。
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last-chars(InputString as xs:string, X-Number as xs:integer) as xs:string と

する

XP3.1 XQ3.1

引数として提出された文字列の最後の X-Number 文字を含んでいる文字列を返します。

サンプル
last-chars("2014-01-15", 5) は 01-15 を返します。
last-chars("USA", 10) は USA を返します。

pad-string-left [altova:]
pad-string-left(StringToPad as xs:string, StringLength as xs:integer,
PadCharacter as xs:string) をxs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
PadCharacter 引数は１文字です。文字列の左側にバッ
ドされ、この数が、StringLength 引数の整数の値
と等しく
なるようにStringToPad の文字の数を増やします。StringLength 引数は任意の整数の値 (正数また
は負数) を持つことができますが、パディ
ングは、StringLength の値がStringToPad 内の文字数よりも多い
場合の場合のみ発生します。もし、StringToPad がStringLength の値よりも多く
の文字数も持つ場合、
StringToPad は変更されません。

サンプル
1, 'Z') は 'AP' を返します。
2, 'Z') は 'AP' を返します。
3, 'Z') は 'ZAP' を返します。
4, 'Z') は 'ZZAP' を返します。
-3, 'Z') は 'AP' を返します。
3, 'YZ')は [パッ
ド文字が長すぎます] エラーを返します。

pad-string-left('AP',
pad-string-left('AP',
pad-string-left('AP',
pad-string-left('AP',
pad-string-left('AP',
pad-string-left('AP',

pad-string-right [altova:]
pad-string-right(StringToPad as xs:string, StringLength as xs:integer,
PadCharacter as xs:string) をxs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
PadCharacter 引数は１文字です。文字列の右側にバッ
ドされ、この数が、StringLength 引数の整数の値
と等しく
なるようにStringToPad の文字の数を増やします。StringLength 引数は任意の整数の値 (正数また
は負数) を持つことができますが、パディ
ングは、StringLength の値がStringToPad 内の文字数よりも多い
場合の場合のみ発生します。もし、StringToPad がStringLength の値よりも多く
の文字数も持つ場合、
StringToPad は変更されません。

サンプル
pad-string-right('AP',
pad-string-right('AP',
pad-string-right('AP',
pad-string-right('AP',
pad-string-right('AP',
pad-string-right('AP',

1, 'Z') を'AP' を返します。
2, 'Z') を'AP' を返します。
3, 'Z') を'APZ' を返します。
4, 'Z') を'APZZ' を返します。
-3, 'Z') を'AP' を返します。
3, 'YZ') は [パッ
ド文字が長すぎます] エラーを返します。

repeat-string [altova:]
repeat-string(InputString as xs:string, Repeats as xs:integer) をxs:string と

する XP2 XQ1 XP3 XQ3
最初のInputString引数により構成される文字列、Repeats 回繰り返してを生成します。
サンプル
repeat-string("Altova #", 3) は "Altova #Altova #Altova #" を返します。
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substring-after-last [altova:]
substring-after-last(MainString as xs:string, CheckString as xs:string) を
xs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
CheckString がMainString 内で検出された場合、MainString 内のCheckString が発生した後の
サブ文字列が返されます。MainString 内でCheckString が検出されない場合、空の文字列が返されます。
CheckString が空の文字列の場合、MainString 全体が返されます。一度以上発生する場合、
CheckString の最後の発生の後の サブ文字列が返されます。

サンプル
substring-after-last('ABCDEFGH', 'B') は 'CDEFGH' を返します。
substring-after-last('ABCDEFGH', 'BC') は 'DEFGH' を返します。
substring-after-last('ABCDEFGH', 'BD') は '' を返します。
substring-after-last('ABCDEFGH', 'Z') は '' を返します。
substring-after-last('ABCDEFGH', '') は 'ABCDEFGH' を返します。
substring-after-last('ABCD-ABCD', 'B') は 'CD' を返します。
substring-after-last('ABCD-ABCD-ABCD', 'BCD') は '' を返します。

substring-before-last [altova:]
substring-before-last(MainString as xs:string, CheckString as xs:string) を
xs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
CheckString がMainString 内で検出された場合、MainString 内のCheckString が発生する前の
サブ文字列が返されます。MainString 内でCheckString が一度以上発生する場合、CheckString の
最後の発生の前の サブ文字列が返されます。

サンプル
substring-before-last('ABCDEFGH', 'B') は 'A' を返します。
substring-before-last('ABCDEFGH', 'BC') は 'A' を返します。
substring-before-last('ABCDEFGH', 'BD') は '' を返します。
substring-before-last('ABCDEFGH', 'Z') は '' を返します。
substring-before-last('ABCDEFGH', '') は '' を返します。
substring-before-last('ABCD-ABCD', 'B') は 'ABCD-A' を返します。
substring-before-last('ABCD-ABCD-ABCD', 'ABCD') は 'ABCD-ABCD-' を返します。

substring-pos [altova:]
substring-pos(StringToCheck as xs:string, StringToFind as xs:string) を
xs:integer と
する
XP3.1 XQ3.1
StringToCheck 内でのStringToFind の最初の発生の文字位置を整数と
して返します。
StringToCheck の最初の文字は、位置 1 にあり
ます。StringToFind がStringToCheck 内で発生し
ない場合、整数 0 が返されます。第 2 またはその後のStringToCheck, 発生を確認するには、この関数の次の

署名を確認してく
ださい。
サンプル
substring-pos('Altova', 'to') 3 を返します。
substring-pos('Altova', 'tov') 3 を返します。
substring-pos('Altova', 'tv') returns 0 を返します。
substring-pos('AltovaAltova', 'to') 3 を返します。
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substring-pos(StringToCheck as xs:string, StringToFind as xs:string,
Integer as xs:integer) をxs:integer と
する
XP3.1 XQ3.1
StringToCheck 内でのStringToFind の最初の発生の文字位置を返します。Integer 引数により
与えら
れた、文字位置からStringToFind の検索が開始されます。この位置の前の文字サブ文字列は検索されません。
しかし、返された整数は、全体文字列 StringToCheck の検索された文字列の位置です。この署名は、
StringToCheck 内で複数回発生する、第 2 または後の発生を検索する際に役に立ちます。
StringToFind がStringToCheck 内で発生しない場合、整数 0 が返されます。

サンプル
substring-pos('Altova', 'to', 1) 3 を返します。
substring-pos('Altova', 'to', 3) 3 を返します。
substring-pos('Altova', 'to', 4) 0 を返します。
substring-pos('Altova-Altova', 'to', 0) 3 を返します。
substring-pos('Altova-Altova', 'to', 4) 10 を返します。

trim-string [altova:]
trim-string(InputString as xs:string) をxs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
この関数は xs:string 引数を必要とし、先頭または後続の空白を削除し、トリミングされたxs:string を返し

ます。
サンプル
trim-string("
Hello World
")) は "Hello World" を返します。
trim-string("Hello World
")) は "Hello World" を返します。
trim-string("
Hello World")) は "Hello World" を返します。
trim-string("Hello World")) は "Hello World" を返します。
trim-string("Hello
World"))は "Hello
World" を返します。

trim-string-left [altova:]
trim-string-left(InputString as xs:string) をxs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
この関数は xs:string 引数を必要とし、先頭または後続の空白を削除し、トリミングされたxs:string を返し

ます。
サンプル
trim-string-left("
Hello World
"))は "Hello World
" を返します。
trim-string-left("Hello World
")) は "Hello World
" を返します。
trim-string-left("
Hello World")) は "Hello World" を返します。
trim-string-left("Hello World")) は "Hello World" を返します。
trim-string-left("Hello
World")) は "Hello
World" を返します。

trim-string-right [altova:]
trim-string-right(InputString as xs:string) をxs:string と
する
XP3.1 XQ3.1
この関数は xs:string 引数を必要とし、先頭または後続の空白を削除し、トリミングされたxs:string を返し

ます。
サンプル
trim-string-right("
Hello World
"))は "
Hello World" を返します。
trim-string-right("Hello World
"))は "Hello World" を返します。
trim-string-right("
Hello World")) は "
Hello World" を返します。
trim-string-right("Hello World")) は "Hello World" を返します。
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trim-string-right("Hello
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XPath/ XQuery 関数: その他
以下の一般使用のためのXPath/XQuery 拡張関数は、MobileTogether Designer の現在のバージョ
ンにによりサ
ポートされています。
関数の名前指定と言語の適用性
Altova 拡張関数はXPath/XQuery 式で使用することができ、XPath、XQuery、およびXSLT 関数の標準ライブ
ラリで使用可能な機能に更なる機能性を与えます。
Altova 拡張関数を標準関数ライブラリと区別するために、このドキュメントでは、Altova 拡張関数にサフィ
ックス
[altova:]を付けて名前指定されています。例: add-years-to-date [altova:]。
XPath/XQuery 式でAltova 拡張機能を使用する場合、プレフィ
ックスまたはサフィ
ックスなしで、関数を使用
する同様、Altova 拡張関数を使用することができます。Altova 拡張子を次のように使用してく
ださい: addyears-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10)。

XPath 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用 ):

XP1 XP2 XP3.1

XSLT 関数 (XSLT 内の XPath 式で使用):

XSLT1 XSLT2
XSLT3

XQuery 関数 (XQuery 内の XQuery 式で使用):

XQ1 XQ3.1

URI 関数
get-temp-folder [altova:]
get-temp-folder() をxs:string と
する XP2 XQ1 XP3 XQ3
この関数は引数を必要としません。この関数は現在のユーザーの一時的なフォルダーへのパスを返します。
サンプル
get-temp-folder() は、マシーン上で、xs:string と
してC:\Users\<UserName>
\AppData\Local\Temp\ と
類似したパスを返します。

[ Top ]
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22.2

ライセンス情報
ライセンス情報
ソフトウェアの配布 に関する情報
ソフトウェアのアクティ
ベーショ
ンとライセンスの計測 に関する情報
このソフトウェアに関連する知的所有権 に関する情報
このソフトウェア製品の使用に関するエンドユーザー使用許諾契約書
本製品を使用する前に、上記の情報をよく
お読みく
ださい。ソフトウェアのインストール時に上記のすべての条件に同意した
とみなされ、お客様は上記の条件に拘束されることを同意したとみなされます。
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電子的なソフトウェアの配布
この製品は電子的なソフトウェアの配布により利用することが可能で、この配布方法により、以下のユニークなメリットがありま
す：
購入を決定する前に、無料でソフトウェアを試用することができます。
ソフトウェアの購入を決定した際には、Altova Web サイトにて注文を行います。すぐにライセンス登録された製品の使
用を開始することができます。
オンラインにて注文を行うと、常に最新のソフトウェアをご利用いただけます。
製品パッケージには包括的なヘルプシステムが画面上に表示されます。最新バージョ
ンのユーザーマニュアルは
www.altova.com 上にあり、(i) HTML フォーマットによる閲覧、ならびに(ii) PDF フォーマットのダウンロードと印刷に
対応しております。

組織内でソフトウェアの評価を行う
評価版のソフトウェアを組織内のネットワークにて配布したい場合、またはインターネットに接続されていないコンピューターに
てソフトウェアを使用する場合、どのような状態でも改変さていていないことを条件に、セットアッププログラムだけの配布を行う
ことが可能です。ソフトウェアインストーラーへアクセスした人は、例外なく
30日間の評価ライセンスキーコードをリクエストして、
試用期間が経過した後は、製品を使い続けるためにライセンスの購入を行う必要があります。
詳細については、このセクショ
ン最後にあるAltova ソフトウェアライセンス使用許諾契約書 を参照く
ださい。
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ソフトウェアのアクティベーションとライセンスの計測
Altova のソフトウェアアクティ
ベーショ
ンの一部として、ソフトウェアにより内部ネットワークまたはインターネットへの接続を行い、
インストール時、登録時、Altova により使用されるライセンスサーバーの更新やライセンスの正当性を検証することで、ソフト
ウェアの不正な使用を防ぎ、顧客サービスを向上するため、ライセンスに関する情報を送信することがあります。アクティ
ベー
ショ
ンにより、オペレーティ
ングシステムや IP アドレス、日付/
時刻、ソフトウェアのバージョ
ン、コンピュータ名などのライセンスに
関する情報が、お使いのコンピューターとAltova ライセンスサーバー間にてやり取りされます。
お使いのAltova 製品にはライセンス計測モジュールが内蔵されており、エンドユーザー使用許諾契約書の意図しない違反
を防ぎます。お使いの製品はシングルユーザーまたはマルチユーザーとしてインストールされており、ライセンス計測モジュールに
より、ライセンスされている数を超えたユーザーが同時に製品を使用することが無いことが保証されます。
このライセンス計測技術により、ローカルエリア接続 (LAN) において、別々のコンピューター間で動作しているアプリケーショ
ン
インスタンス間の通信が行われます。

シングルライセンス
ライセンス計測プロセスの一部としてアプリケーショ
ンが起動すると、ソフトウェアにより短いデータグラムがブロードキャストにより
送信され、同一のネットワークセグメントにある他のコンピューターにてプログラムが動作していないかのチェックが行われます。
応答が無い場合は、アプリケーショ
ンの他インスタンスから送信される信号に応えるため、ポートが開かれます。

マルチライセンス
同一のLAN 内にて2つ以上のアプリケーショ
ンインスタンスが使用された場合、スタートアップ時に、これらインスタンス間にお
いて通信が行われます。これらのインスタンス間にてキーコードのやりとりが行われ、購入された数のライセンスを超えてインスタ
ンスが起動しないように保証することができます。このようなライセンス計測システムは UNIX やデータベース開発ツールにて
広く
使用されているもので、Altova ユーザーはリーズナブルな価格にて同時使用マルチユーザーライセンスを購入することがで
きます。
弊社はアプリケーショ
ンのデザインも行っており、少数の小さなネットワークパケットを送信することで、ネットワークに対する負荷
を最小限に抑えております。Altova により使用される2799番 TCP/IP ポートは IANA により公式登録されており（
詳細
は ( IANA Web サイト(http://www.iana.org/) を参照く
ださい）
、弊社のライセンス計測モジュールも既にテストされた
ものです。
ファイヤーウォールを使用している場合、2799番ポートにてAltova 製品が動作しているコンピューター同士が通信している
のに気づかれるかも知れません。その他の手段によりライセンス使用許諾書の内容が守られることを保証できる限り、組織間
の異なるグループにおいてこのようなトラフィ
ックをブロックすることは勿論可能です。
お使いのコンピューターがオンラインの場合、ライセンス計測技術とは関係の無い数々の便利な機能を利用することができる
ようになります。
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知的所有権
Altova ソフトウェアならびにAltova により認められたコピーは、Altova ならびにその供給者が知的所有権を有しています。
ソフトウェアの構造や構成、コードは Altova ならびにその供給者にとって価値のある企業秘密かつ機密情報となります。こ
のソフトウェアは米国の著作権法により保護されており、国際条項ならびにソフトウェアが使用されている国の法律が適用さ
れます。Altova はこのソフトウェアに関する特許、企業秘密、商標に関する所有権ならびにこれらに限定されないその他の
知的財産権を有しており、Altova の所有権には、このソフトウェアならびにそれに付随する印刷物に抱合された画像、写
真、アニメーショ
ン、映像、音声、音楽、テキスト、そして「
アプレット」
が含まれます。著作権侵害に関する届け出は、
Altova Web Site に記されているAltova 著作権エージェントへお送りく
ださい。
Altova ソフトウェアには国際条項により保護されているサードパーティ
ソフトウェアも含まれており、http://
www.altova.com/legal_3rdparty.html にて詳細が記されている著作権法なども含め、しかしこれに限定されないかた
ちで知的所有権により保護されます。
その他全ての名前または商標は、対応する所有者が有するものです。
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Altova MobileTogether Designer エンドユーザー使用許諾契約書
THIS IS A LEGAL DOCUMENT - - RETAIN FOR YOUR RECORDS
ALTOVA® MOBILETOGETHER DESIGNER END USER LICENSE AGREEMENT
Licensor:
Altova GmbH
Rudolfsplatz 13a/ 9
A- 1010 Wien
Austria
Important - Read Carefully. Notice to User:
This End User License Agreement ( Agreement ) is a legal document between you
and Altova GmbH ( Altova ). It is important that you read this document before using
the Altova- provided software ( Software ) and any accompanying documentation,
including, without limitation printed materials,
online
files, or electronic
documentation ( Documentation ). By clicking the I accept and Next buttons
below, or by installing, or otherwise using the Software, you agree to be bound by the
terms of this Agreement as well as the Altova Privacy Policy ( Privacy Policy )
including, without limitation, the warranty disclaimers, limitation of liability, data use
and termination provisions below, whether or not you decide to purchase the
Software. You agree that this agreement is enforceable like any written agreement
negotiated and signed by you. If you do not agree, you are not licensed to use the Software,
and you must destroy any downloaded copies of the Software in your possession or control. You
may print a copy of this Agreement as part of the installation process at the time of acceptance.
Alternatively, a copy of this Agreement may be found at http:/ / www.altova.com/ legal.html and a
copy of the Privacy Policy may be found at http:/ / www.altova.com/ privacy.
1. SOFTWARE LICENSE
(a)

License Grant.
(i)
Upon your acceptance of this Agreement Altova grants you a non- exclusive,
non- transferable (except as provided below), limited license, without the right to grant
sublicenses, to install and use a copy of the Software on one compatible personal computer or
workstation.
(ii)
You may not use the Software to develop and distribute other software programs
that directly compete with any Altova software or service without prior written permission. Altova
reserves all other rights in and to the Software.
(b)

AppStore Apps.

(i)
The AppStore App feature in the Software enables users to generate source
code. Your license to install and use a copy of the Software as provided herein permits you to
generate source code based on (i) Altova Library modules that are included in the Software (such
generated code hereinafter referred to as the Restricted Source Code ) and (ii) schemas or
mappings that you create or provide (such code as may be generated from your schema or
mapping source materials hereinafter referred to as the Unrestricted Source Code ). In addition
to the rights granted herein, Altova grants you a non- exclusive, non- transferable, limited license
to compile the complete generated code (comprised of the combination of the Restricted Source
Code and the Unrestricted Source Code) into executable object code form, and to use, copy,
distribute or license that executable. You may not distribute or redistribute, sublicense, sell, or
transfer the Restricted Source Code to a third- party in the un- compiled form. Notwithstanding
anything to the contrary herein, you may not distribute, incorporate or combine with other
software, or otherwise use the Altova Library modules or Restricted Source Code, or any Altova
intellectual property embodied in or associated with the Altova Library modules or Restricted
Source Code, in any manner that would subject the Restricted Source Code to the terms of a
copyleft, free software or open source license that would require the Restricted Source Code or
Altova Library modules source code to be disclosed in source code form. Notwithstanding
anything to the contrary herein, you may not use the Software to develop and distribute other
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software programs that directly compete with any Altova software or service without prior written
permission. Altova reserves all other rights in and to the Software.
(ii)
In the event Restricted Source Code is incorporated into executable object
code form, you will include the following statement in (1) introductory splash screens, or if none,
within one or more screens readily accessible by the end- user, and (2) in the electronic and/ or
hard copy documentation: Portions of this program were developed using Altova®
MobileTogether and includes libraries owned by Altova GmbH, Copyright © 2007- 2016 Altova
GmbH (www.altova.com).
(iii)
You agree not to use the Software to create an AppStore App for any unlawful
or illegal activity, nor to develop any AppStore App that would commit or facilitate the
commission of a crime, or other tortious, unlawful, or illegal act. You agree that, to the best of
your knowledge and belief, your AppStore App will not violate, misappropriate, or infringe any
Altova or third party copyrights, trademarks, rights of privacy and publicity, trade secrets, patents,
or other proprietary or legal rights (e.g. musical composition or performance rights, video rights,
photography or image rights, logo rights, third party data rights, etc. for content and materials that
may be included in your AppStore App). Further, you agree not to use the Software to create any
AppStore App or other software program that would disable, hack or otherwise interfere with any
security, digital signing, digital rights management, content protection, verification or
authentication mechanisms implemented in or by the Software or by other third party software,
services or technology, or enable others to do so, unless otherwise permitted by the Altova in
writing. AppStore Apps must not contain any malware, malicious or harmful code, program, or
other internal component (e.g. computer viruses, trojan horses, backdoors ) and may not use
any Software in a way that could damage, destroy, or adversely affect Altova software or services,
or any other software, firmware, hardware, data, systems, services, or networks.
(iv)
You agree that you are solely responsible for any data, content, or resources
that you create, transmit or display through the AppStore App, and for the consequences of your
actions.
(c)
Backup and Archival Copies. You may make one (1) backup and one (1) archival copy
of the Software, provided your backup and archival copies are not installed or used on any
computer and further provided that all such copies shall bear the original and unmodified
copyright, patent and other intellectual property markings that appear on or in the Software.
(d)
Title. Title to the Software is not transferred to you. Ownership of all copies of the
Software and of copies made by you is vested in Altova, subject to the rights of use granted to
you in this Agreement. As between you and Altova, documents, files, stylesheets, generated
program code (including the Unrestricted Source Code), schemas that are authored or created by
you via your utilization of the Software, and AppStore Apps, in accordance with its
Documentation and the terms of this Agreement, are your property. AppStore Apps means the
app authored or created by you via your utilization of the create AppStore App option in Altova
MobileTogether Designer and connected to the Altova MobileTogether Server.
(e)
Reverse Engineering. Except and to the limited extent as may be otherwise
specifically provided by applicable law in the European Union, you may not reverse engineer,
decompile, disassemble or otherwise attempt to discover the source code, underlying ideas,
underlying user interface techniques or algorithms of the Software by any means whatsoever,
directly or indirectly, or disclose any of the foregoing, except to the extent you may be expressly
permitted to decompile under applicable law in the European Union, if it is essential to do so in
order to achieve operability of the Software with another software program, and you have first
requested Altova to provide the information necessary to achieve such operability and Altova has
not made such information available. Altova has the right to impose reasonable conditions and to
request a reasonable fee before providing such information. Any information supplied by Altova
or obtained by you, as permitted hereunder, may only be used by you for the purpose described
herein and may not be disclosed to any third party or used to create any software which is
substantially similar to the expression of the Software. Requests for information from users in
the European Union with respect to the above should be directed to the Altova Customer
Support Department.
(f)

Other Restrictions. You may not loan, rent, lease, sublicense, distribute or otherwise

(C) 2018 Altova GmbH

Altova MobileTogether Designer

1288

参照

ライセンス情報

transfer all or any portion of the Software to third parties except as otherwise expressly provided.
You may not copy the Software except as expressly set forth herein, and any copies that you
are permitted to make pursuant to this Agreement must contain the same copyright, patent and
other intellectual property markings that appear on or in the Software. You may not modify, adapt
or translate the Software. You may not, directly or indirectly, encumber or suffer to exist any lien
or security interest on the Software; knowingly take any action that would cause the Software to
be placed in the public domain; or use the Software in any computer environment not specified in
this Agreement. You may not permit any use of or access to the Software by any third party in
connection with a commercial service offering, such as for a cloud- based or web- based SaaS
offering.
You will comply with applicable law and Altova s instructions regarding the use of the
Software. You agree to notify your employees and agents who may have access to the Software
of the restrictions contained in this Agreement and to ensure their compliance with these
restrictions.
(g)
NO GUARANTEE.
THE SOFTWARE IS NEITHER GUARANTEED NOR
WARRANTED TO BE ERROR- FREE NOR SHALL ANY LIABILITY BE ASSUMED BY
ALTOVA IN THIS RESPECT.
NOTWITHSTANDING ANY SUPPORT FOR ANY
TECHNICAL STANDARD, THE SOFTWARE IS NOT INTENDED FOR USE IN OR IN
CONNECTION WITH, WITHOUT LIMITATION, THE OPERATION OF NUCLEAR
FACILITIES, AIRCRAFT NAVIGATION, COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC
CONTROL EQUIPMENT, MEDICAL DEVICES OR LIFE SUPPORT SYSTEMS, MEDICAL
OR HEALTH CARE APPLICATIONS, OR OTHER APPLICATIONS WHERE THE FAILURE
OF THE SOFTWARE OR ERRORS IN DATA PROCESSING COULD LEAD TO DEATH,
PERSONAL INJURY OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE. YOU
AGREE THAT YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND
ADEQUACY OF THE SOFTWARE AND ANY DATA GENERATED OR PROCESSED BY
THE SOFTWARE FOR YOUR INTENDED USE AND YOU WILL DEFEND, INDEMNIFY
AND HOLD ALTOVA, ITS OFFICERS AND EMPLOYEES HARMLESS FROM ANY THIRD
PARTY CLAIMS, DEMANDS, OR SUITS THAT ARE BASED UPON THE ACCURACY AND
ADEQUACY OF THE SOFTWARE IN YOUR USE OR ANY DATA GENERATED BY THE
SOFTWARE IN YOUR USE.
2. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
You acknowledge that the Software and any copies that you are authorized by Altova to make are
the intellectual property of and are owned by Altova and its suppliers. The structure,
organization and code of the Software are the valuable trade secrets and confidential information
of Altova and its suppliers. The Software is protected by copyright, including without limitation by
United States Copyright Law, international treaty provisions and applicable laws in the country in
which it is being used. You acknowledge that Altova retains the ownership of all patents,
copyrights, trade secrets, trademarks and other intellectual property rights pertaining to the
Software, and that Altova s ownership rights extend to any images, photographs, animations,
videos, audio, music, text and applets incorporated into the Software and all accompanying
printed materials. You will take no actions which adversely affect Altova s intellectual property
rights in the Software. Trademarks shall be used in accordance with accepted trademark
practice, including identification of trademark owners names. Trademarks may only be used to
identify printed output produced by the Software, and such use of any trademark does not give
you any right of ownership in that trademark. Altova®, XMLSpy®, Authentic®, StyleVision®,
MapForce®, UModel®, DatabaseSpy®, DiffDog®, SchemaAgent®, SemanticWorks®, MissionKit®,
Markup Your Mind®, Nanonull , MobileTogether®, MobileTogether Server®, MobileTogether
Designer®, MobileTogether Mobile App®, RaptorXML®, RaptorXML Server®, RaptorXML +XBRL
Server®, Powered By RaptorXML®, FlowForce Server®, StyleVision Server®, and MapForce
Server® are trademarks of Altova GmbH. (pending or registered in numerous countries).Unicode
and the Unicode Logo are trademarks of Unicode, Inc. Windows, Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, and Windows 8 are trademarks of Microsoft. W3C, CSS, DOM, MathML, RDF, XHTML,
XML and XSL are trademarks (registered in numerous countries) of the World Wide Web
Consortium (W3C); marks of the W3C are registered and held by its host institutions, MIT, INRIA
and Keio. Except as expressly stated above, this Agreement does not grant you any intellectual
property rights in the Software. Notifications of claimed copyright infringement should be sent to
Altova s copyright agent as further provided on the Altova Web Site.
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3. LIMITED WARRANTY AND LIMITATION OF LIABILITY
(a)
Limited Warranty and Customer Remedies. YOU ACKNOWLEDGE THAT THE
SOFTWARE IS PROVIDED TO YOU AS- IS WITH NO WARRANTIES FOR USE OR
PERFORMANCE, AND ALTOVA DISCLAIMS ANY WARRANTY OR LIABILITY OBLIGATIONS TO
YOU OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. WHERE LEGALLY LIABILITY CANNOT BE
EXCLUDED FOR THE SOFTWARE, BUT IT MAY BE LIMITED, ALTOVA S LIABILITY AND THAT
OF ITS SUPPLIERS SHALL BE LIMITED TO THE SUM OF FIFTY DOLLARS (USD $50) IN TOTAL.
(b)
No Other Warranties and Disclaimer. THE FOREGOING LIMITED WARRANTY AND
REMEDIES STATE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR ALTOVA OR ITS SUPPLIER S
BREACH OF WARRANTY. ALTOVA AND ITS SUPPLIERS DO NOT AND CANNOT WARRANT
THE PERFORMANCE OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE SOFTWARE. EXCEPT
FOR THE FOREGOING LIMITED WARRANTY, AND FOR ANY WARRANTY, CONDITION,
REPRESENTATION OR TERM TO THE EXTENT WHICH THE SAME CANNOT OR MAY NOT BE
EXCLUDED OR LIMITED BY LAW APPLICABLE TO YOU IN YOUR JURISDICTION, ALTOVA AND
ITS SUPPLIERS MAKE NO WARRANTIES, CONDITIONS, REPRESENTATIONS OR TERMS,
EXPRESS OR IMPLIED, WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE OR
OTHERWISE AS TO ANY OTHER MATTERS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW, ALTOVA AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES AND
CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
SATISFACTORY QUALITY, INFORMATIONAL CONTENT OR ACCURACY, QUIET ENJOYMENT,
TITLE AND NON- INFRINGEMENT, WITH REGARD TO THE SOFTWARE, AND THE PROVISION
OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU
SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHERS, WHICH VARY FROM STATE/
JURISDICTION TO STATE/ JURISDICTION.
(c)
Limitation of Liability. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW EVEN IF A REMEDY FAILS ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT SHALL ALTOVA OR
ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES
FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS
INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OF OR
INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE
SUPPORT SERVICES, EVEN IF ALTOVA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES. Because some states and jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of
liability, the above limitation may not apply to you. In such states and jurisdictions, Altova s
liability shall be limited to the greatest extent permitted by law and the limitations or exclusions
of warranties and liability contained herein do not prejudice applicable statutory consumer rights
of person acquiring goods otherwise than in the course of business. The disclaimer and limited
liability above are fundamental to this Agreement between Altova and you.
(d)
Waiver and Indemnity. BY USING THE SOFTWARE, YOU AGREE, TO THE EXTENT
PERMITTED BY LAW, TO SAVE AND PROTECT, HOLD HARMLESS, INDEMNIFY AND DEFEND
ALTOVA, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AFFILIATES, AGENTS, CONTRACTORS,
AND LICENSORS AGAINST ANY AND ALL LIABILITY, CAUSES OF ACTION, CLAIMS, LOSS
DAMAGE OR COST AND EXPENSE ARISING FROM, ALLEGEDLY ARISING FROM, OR
RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY ACTS OF THE LICENSEE OR ANY OF ITS
OFFICERS, EMPLOYEES, INDEPENDENT CONTRACTORS OR AGENTS DONE IN THE
PERFORMANCE, OPERATION, OR USE OF THE SOFTWARE, OR ANY ACT DONE UNDER
PRETENDED AUTHORITY OF THIS LICENSE. THIS AGREEMENT TO INDEMNIFY AND HOLD
ALTOVA HARMLESS SHALL INCLUDE ANY COSTS INCURRED BY ALTOVA IN DEFENDING
ANY ACTION INVOLVING AN ACT BY THE LICENSEE OR ANY OF ITS OFFICERS, EMPLOYEES,
INDEPENDENT CONTRACTORS OR AGENTS, AND SHALL INCLUDE ANY ATTORNEY S FEES
INCURRED BY ALTOVA.
4. SUPPORT AND MAINTENANCE
Altova offers Support & Maintenance Package(s) ( SMP ) for the Software only if you have
obtained a valid license for MobileTogether Server, which may be obtained from Altova at
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www.altova.com. The Support Period shall coincide with the MobileTogether Server Software
license term. The terms of SMP are set forth in the Altova MobileTogether Server Software
License Agreement located at http:/ / www.altova.com/ license_agreements.html.
5. SOFTWARE ACTIVATION AND UPDATES
(a)
License Metering. The Software includes a built- in license metering module that is
designed to assist you with monitoring license compliance in small local networks. The metering
module attempts to communicate with other machines on your local area network. You permit
Altova to use your internal network for license monitoring for this purpose. This license metering
module may be used to assist with your license compliance but should not be the sole method.
Should your firewall settings block said communications, you must deploy an accurate means of
monitoring usage by the end user and preventing users from using the Software more than the
Permitted Number.
(b)
License Compliance Monitoring. You are required to utilize a process or tool to
ensure that the Permitted Number is not exceeded. Without prejudice or waiver of any potential
violations of the Agreement, Altova may provide you with additional compliance tools should you
be unable to accurately account for license usage within your organization. If provided with such
a tool by Altova, you (a) are required to use it in order to comply with the terms of this
Agreement and (b) permit Altova to use your internal network for license monitoring and metering
and to generate compliance reports that are communicated to Altova from time to time.
(c)
Software Activation. The Software may use your internal network and Internet
connection for the purpose of transmitting license- related data at the time of
installation, registration, use, or update to an Altova- operated license server and
validating the authenticity of the license- related data in order to protect Altova
against unlicensed or illegal use of the Software and to improve customer service.
Activation is based on the exchange of license related data between your computer
and the Altova license server. You agree that Altova may use these measures and
you agree to follow any applicable requirements. You further agree that use of
license key codes that are not or were not generated by Altova and lawfully obtained
from Altova, or an authorized reseller as part of an effort to activate or use the
Software violates Altova s intellectual property rights as well as the terms of this
Agreement. You agree that efforts to circumvent or disable Altova s copyright
protection mechanisms or License Server violate Altova s intellectual property rights
as well as the terms of this Agreement. Altova expressly reserves the rights to seek
all available legal and equitable remedies to prevent such actions and to recover lost
profits, damages and costs.
(d)
LiveUpdate. Altova provides a new LiveUpdate notification service to you, which is free
of charge. Altova may use your internal network and Internet connection for the purpose of
transmitting license- related data to an Altova- operated LiveUpdate server to validate your
license at appropriate intervals and determine if there is any update available for you.
(e)
Use of Data. The terms and conditions of the Privacy Policy are set out in full at
http:/ / www.altova.com/ privacy and are incorporated by reference into this Agreement. By your
acceptance of the terms of this Agreement and/ or use of the Software, you authorize the
collection, use and disclosure of information collected by Altova for the purposes provided for in
this Agreement and/ or the Privacy Policy. Altova has the right in its sole discretion to amend
this provision of the Agreement and/ or Privacy Policy at any time. You are encouraged to review
the terms of the Privacy Policy as posted on the Altova Web site from time to time.
(f)
Audit Rights. You agree that Altova may audit your use of the Software for compliance
with the terms of this Agreement at any time, upon reasonable notice. In the event that such
audit reveals any use of the Software by you other than in full compliance with the terms of this
Agreement, you shall reimburse Altova for all reasonable expenses related to such audit in
addition to any other liabilities you may incur as a result of such non- compliance.
(g)
Notice to European Users. Please note that the information as described in
paragraph 5(d) above may be transferred outside of the European Economic Area, for purposes of
processing, analysis, and review, by Altova, Inc., a company located in Beverly, Massachusetts,
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U.S.A., or its subsidiaries or Altova s subsidiaries or divisions, or authorized partners, located
worldwide. You are advised that the United States uses a sectoral model of privacy protection
that relies on a mix of legislation, governmental regulation, and self- regulation. You are further
advised that the Council of the European Union has found that this model does not provide
" adequate" privacy protections as contemplated by Article 25 of the European Union's Data
Directive. (Directive 95/ 46/ EC, 1995 O.J. (L 281) 31). Article 26 of the European Union's Data
Directive allows for transfer of personal data from the European Union to a third country if the
individual has unambiguously given his consent to the transfer of personal information, regardless
of the third country's level of protection. By agreeing to this Agreement, you consent to the
transfer of all such information to the United States and the processing of that information as
described in this Agreement and the Privacy Policy.
6. TERM AND TERMINATION
This Agreement may be terminated (a) by your giving Altova written notice of termination; or (b)
by Altova, at any time without prior notice. Upon any termination of the Agreement, you must
cease all use of the Software that this Agreement governs, destroy all copies then in your
possession or control and take such other actions as Altova may reasonably request to ensure
that no copies of the Software remain in your possession or control. The terms and conditions
set forth in Sections 1(c), 1(d), 1(e), 1(l), 2, 3, 5, 7, 8, and 9 survive termination as applicable.
7. RESTRICTED RIGHTS NOTICE AND EXPORT RESTRICTIONS
The Software was developed entirely at private expense and is commercial computer software
provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the U.S. Government or
a U.S. Government contractor or subcontractor is subject to the restrictions set forth in this
Agreement and as provided in FAR 12.211 and 12.212 (48 C.F.R. § 12.211 and 12.212) or DFARS
227. 7202 (48 C.F.R. § 227- 7202) as applicable. Consistent with the above as applicable,
Commercial Computer Software and Commercial Computer Documentation licensed to U.S.
government end users only as commercial items and only with those rights as are granted to all
other end users under the terms and conditions set forth in this Agreement. Manufacturer is
Altova GmbH, Rudolfsplatz, 13a/ 9, A- 1010 Vienna, Austria/ EU. You may not use or otherwise
export or re- export the Software or Documentation except as authorized by United States law
and the laws of the jurisdiction in which the Software was obtained. In particular, but without
limitation, the Software or Documentation may not be exported or re- exported (i) into (or to a
national or resident of) any U.S. embargoed country or (ii) to anyone on the U.S. Treasury
Department's list of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce's Table
of Denial Orders. By using the Software, you represent and warrant that you are not located in,
under control of, or a national or resident of any such country or on any such list.
8. U.S. GOVERNMENT ENTITIES
Notwithstanding the foregoing, if you are an agency, instrumentality or department of the federal
government of the United States, then this Agreement shall be governed in accordance with the
laws of the United States of America, and in the absence of applicable federal law, the laws of the
Commonwealth of Massachusetts will apply. Further, and notwithstanding anything to the contrary
in this Agreement (including but not limited to Section 5 (Indemnification)), all claims, demands,
complaints and disputes will be subject to the Contract Disputes Act (41 U.S.C. § § 7101 et
seq.), the Tucker Act (28 U.S.C. § 1346(a) and § 1491), or the Federal Tort Claims Act (28 U.S.C.
§ § 1346(b), 2401- 2402, 2671- 2672, 2674- 2680), FAR 1.601(a)
and 43.102 (Contract
Modifications); FAR 12.302(b), as applicable, or other applicable governing authority. For the
avoidance of doubt, if you are an agency, instrumentality, or department of the federal, state or
local government of the U.S. or a U.S. public and accredited educational institution, then your
indemnification obligations are only applicable to the extent they would not cause you to violate
any applicable law (e.g., the Anti- Deficiency Act), and you have any legally required authorization
or authorizing statute.
9. THIRD PARTY SOFTWARE
The Software may contain third party software which requires notices and/ or additional terms
and conditions. Such required third party software notices and/ or additional terms and
conditions are located at our Website at http:/ / www.altova.com/ legal_3rdparty.html and are made
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a part of and incorporated by reference into this Agreement. By accepting this Agreement, you
are also accepting the additional terms and conditions, if any, set forth therein.
10. GENERAL PROVISIONS
If you are located in the European Union and are using the Software in the European Union and
not in the United States, then this Agreement will be governed by and construed in accordance
with the laws of the Republic of Austria (excluding its conflict of laws principles and the U.N.
Convention on Contracts for the International Sale of Goods) and you expressly agree that
exclusive jurisdiction for any claim or dispute with Altova or relating in any way to your use of
the Software resides in the Handelsgericht, Wien (Commercial Court, Vienna) and you further
agree and expressly consent to the exercise of personal jurisdiction in the Handelsgericht, Wien
(Commercial Court, Vienna) in connection with any such dispute or claim.
If you are located in the United States or are using the Software in the United States then this
Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the Commonwealth
of Massachusetts, USA (excluding its conflict of laws principles and the U.N. Convention on
Contracts for the International Sale of Goods) and you expressly agree that exclusive jurisdiction
for any claim or dispute with Altova or relating in any way to your use of the Software resides in
the federal or state courts of the Commonwealth of Massachusetts and you further agree and
expressly consent to the exercise of personal jurisdiction in the federal or state courts of the
Commonwealth of Massachusetts in connection with any such dispute or claim.
If you are located outside of the European Union or the United States and are not using the
Software in the United States, then this Agreement will be governed by and construed in
accordance with the laws of the Republic of Austria (excluding its conflict of laws principles and
the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods) and you expressly agree
that exclusive jurisdiction for any claim or dispute with Altova or relating in any way to your use
of the Software resides in the Handelsgericht, Wien (Commercial Court, Vienna) and you further
agree and expressly consent to the exercise of personal jurisdiction in the Handelsgericht Wien
(Commercial Court, Vienna) in connection with any such dispute or claim. This Agreement will
not be governed by the conflict of law rules of any jurisdiction or the United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is expressly excluded.
This Agreement contains the entire agreement and understanding of the parties with respect to
the subject matter hereof, and supersedes all prior written and oral understandings of the parties
with respect to the subject matter hereof. Any notice or other communication given under this
Agreement shall be in writing and shall have been properly given by either of us to the other if
sent by certified or registered mail, return receipt requested, or by overnight courier to the
address shown on Altova s Web site for Altova and the address shown in Altova s records for
you, or such other address as the parties may designate by notice given in the manner set forth
above. This Agreement will bind and inure to the benefit of the parties and our respective heirs,
personal and legal representatives, affiliates, successors and permitted assigns. The failure of
either of us at any time to require performance of any provision hereof shall in no manner affect
such party s right at a later time to enforce the same or any other term of this Agreement. This
Agreement may be amended only by a document in writing signed by both of us. In the event of a
breach or threatened breach of this Agreement by either party, the other shall have all applicable
equitable as well as legal remedies. Each party is duly authorized and empowered to enter into
and perform this Agreement. If, for any reason, any provision of this Agreement is held invalid or
otherwise unenforceable, such invalidity or unenforceability shall not affect the remainder of this
Agreement, and this Agreement shall continue in full force and effect to the fullest extent
allowed by law. The parties knowingly and expressly consent to the foregoing terms and
conditions.
Last updated: 2015- 11- 01
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Progress OpenEdge データベース,
J DBC を使用しての接続,907
ODBC を使用しての接続,904
PXF ファイル,
PDF、Word、RTF 出力の生成のため,485

R
REST,
ページソースとして追加,233, 236
リクエストの設定,236
REST リクエスト内の OAuth, 236
RTF,
デザインを使用して生成する,485

SOAP チュートリアル,148
SQL Server,
ADO を介しての接続,840
ADO.NET を使用して接続する,847
SQL ステートメント,590
SQLite,
外部キーの無効化,865
接続のセットアップ(Linux), 917
接続のセットアップ(macOS), 917
接続の設定 (Windows), 865
StyleVision Server,
PDF、Word、RTF 出力の生成のため,485
Sybase,
J DBC を使用しての接続,909

T
Teradata,
J DBC を使用した接続,910, 914

U
URL を開くアクション,482

V
Visibility,
of controls, 86
of table columns, 86

W
WADL,
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WADL,
REST リクエスト内,236
Web ページへのソリューションの埋め込み,1019
Windows,
サーバー実行ファイルをデプロイ,916
Word,
デザインを使用して生成する,485
WSDL,
SOAP リクエスト内,243

X
XML ツリー,248
XPath コンテキスト ノード,37
XPath 式,
MobileTogether デザイン内での使用,27
XPath/ XQuery 関数,
MobileTogetherのための拡張関数,798
ユーザー定義,814
XPath/
XPath/
XPath/
XPath/

XQuery
XQuery
XQuery
XQuery

式エバリュエータ,796
式ダイアログ,796
式ビルダー,796
条件式の編集ダイアログ,796

Z
アクション,466
DB トランザクションの開始,588
DB コミットトランザクション,596
DB バルク挿入,594
DB ロールバック トランザクション,597
DB 実行,590
HTTP/ FTP をロード/保存,569
If- Then, 623
If- Then- Else, 624
Let, 627
Loop, 625
MapForce 転送,490
REST リクエストの実行,581
SOAP からロード/保存,573
SOAP リクエストの実行,579
URL を開く,482
アクションの実行のキャンセル,601
イベントの設定,47
イメージの表示,508

オーディオ (再生), 511
オーディオの録音,515
カレンダーへのアクセス,495
キーボードを隠す,551
コメント,599
サーバー接続エラーのトライ/キャッチ,632
サブページへ移動,545
サブページを閉じる,549
スロー,629
ソリューションの実行,604
に SMS を送信する,480
に通話を発信する,481
ノードの置換,620
ビデオ(再生), 519
ファイルからロード,557
ファイルにイメージを保存,503
ファイルに保存,557
ファイルをロード/保存,557
ファイルを開く,482
フォルダーの読み取り,584
ページソースの保存/復元,586
ページのロード時,56
ページへ移動,544
マップで位置情報を表示,526
メッセージ ボックス,470
ユーザーキャンセルの振る舞い,602
ユーザーによるバーコードのスキャン,509
ユーザーによる時刻の選択,500
ユーザーによる日付の選択,499
ユーザーのイメージ選択,502
リセット,578
リターン,633
位置情報データの読み込み,522
位置情報トラッキングの開始,521
位置情報トラッキングの停止,521
一番下へスクロール,550
印刷,485
共有,477
更新ノード,608
再ロード,556
削除ノード,619
実行,600, 690
挿入ノード,612
待機カーソルの表示/非表示,493
電子メールの送信,472
読み上げ,518
表示の更新,552
付加ノード,615
文字列からロード,571
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アクション,466
文字列に保存,571
保存,69, 575
例外のトライ/キャッチ,630
連絡先の読み取り,494
アクショングループ,634
呼び出し、Let アクションの変数の変数値の設定,644
作成と編集,637
使用,639
アクションの実行のアクションのキャンセル,601
アクションの保存,69
アサーション,306
アサーション メッセージ コントロール,306
アドレスブックのサンプルファイル,994
アドレス帳からの連絡先,
データソースとして並べ替え,494
読み取り,494
イベント,
アクション設定,47
コントロールイベント,462
ページ イベント,286
イメージ,45, 674
Base64, 679, 685
Base64 エンコード,677
Base64 または URL, 675
Exif, 677, 679
URL の変更,59
サーバーで変換,600
サイズ変更,690
ソース,675
データベース内,691
ファイルに保存,503
ファイル拡張子,503
ユーザーにより選択された,502, 685
回転,690
変換,690
イメージ コントロール,378, 675
イメージアクション,501
イメージの表示アクション,508
イメージの変換,690
エイリアス,
グローバルリソース参照,954
エスケープショートカット,
ページ上のコントロールの表示,1175
エリアチャートの機能,752
ゲージチャートの機能,752
ローソク足チャートの機能,752
円グラフの機能,752
折れ線グラフの機能,752
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棒グラフの機能,752
エンドユーザー使用許諾契約書,1282
オーディオ,
ファイルフォーマット、エンコード,701
再生アクション,511
録音 アクション,515
オーディオ 再生,
の概要,693
オーディオの再生,
開始、一時停止 、再開、停止、へスキップ,511
オーディオの録音,
の概要,696
開始、停止,515
オプション,
3D チャート,761
エリアチャートの機能,752
ゲージチャートの機能,752
チャートX- 軸,758
チャートY- 軸,760
チャートZ- 軸,761
チャートグリッド,758, 760, 761
チャートサイズ,762
チャートのタイトル,750
チャートの色,756
チャートの背景,750
チャートの凡例,750
チャートフォント,763
ローソク足チャートの機能,752
円グラフの機能,752
折れ線グラフの機能,752
棒グラフの機能,752
カレンダー,
イベント情報を書き込む,495
イベント情報を読み取る,495
ページソースからデータを読み取る,495
カレンダーのサンプルファイル,995
カレンダー内のイベント,
読み取りと書き込み,495
キーボードを隠すアクション,551
キャッシュ,217, 259
クエリ,936
クライアントでの試用,984
クライアント側の永続データ ストレージ,219
グローバル リソース,213
定義,955
グローバル リソース XML ファイル,955
グローバルリソース,
データベースの型の定義,963
ファイルの型の定義,957
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グローバルリソース,
フォルダーの型の定義,961
構成の変更,969
使用,966, 968, 969
グローバルリソースの,
構成,955
グローバルリソースの構成,969
グローバル変数,817
MT_Android, 819
MT_AudioChannel, 822
MT_Browser, 819
MT_ButtonBackgroundColor, 819
MT_ButtonTextColor, 819
MT_CameraAvailable, 819
MT_CanvasX, 822
MT_CanvasY, 822
MT_ClientLanguage, 819
MT_ControlKind, 822
MT_ControlName, 822
MT_ControlNode, 822
MT_ControlValue, 822
MT_ControlValueBeforeChange, 822
MT_DBExecute_Result, 822
MT_DeviceHeight, 819
MT_DeviceWidth, 819
MT_DPIX, 819
MT_DPIY, 819
MT_EditFieldBackgroundColor, 819
MT_EditFieldTextColor, 819
MT_FirstPageLoad, 822
MT_GeolocationAvailable, 819
MT_HTTPExecute_Result, 822
MT_InputParameters, 819
MT_iOS, 819
MT_iPad, 819
MT_IsAppStoreApp, 819
MT_IsEmbedded, 819
MT_LabelBackgroundColor, 819
MT_LabelTextColor, 819
MT_Landscape, 822
MT_NFCAvailable, 819
MT_PageBackgroundColor, 819
MT_PageName, 822
MT_Portrait, 822
MT_ServerConnectionErrorLocation, 822
MT_SimulationMode, 819
MT_SMSAvailable, 819
MT_TableColumnContext, 822
MT_TargetNode, 822
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MT_TelephonyAvailable, 819
MT_UserName, 819
MT_UserRoles, 822
MT_WindowHeight, 822
MT_Windows, 819
MT_WindowsPhone, 819
MT_WindowWidth, 822
ユーザー定義,825
グローバル変数 ( 静的 ), 819
グローバル変数 ( 動的 ), 822
ゲージチャートの機能,752
コメントアクション,599
コントロール,300
アサーション メッセージ,306
イメージ,378
コンボ ボックス,337
スペース,421
チェック ボックス,328
チャート,322
テーブル,431
ビデオ,454
ボタン,312
ラジオボタン,398
ラベル,389
リッチテキスト,408
共通のコンテキストメニューコマンド,301
時刻,443
垂直線,451
水平線,372
水平線スライダー,375
切り替え,423
日時(iOS), 356
日付,347
編集フィールド,363
コントロール アクション,47
コントロール イベント,47
コントロール ペイン,186
コントロールイベント,462
とアクション,462
コンボ ボックス,42
イベントとアクション,47
コンボ ボックス コントロール,337
コンボボックス,
ソースノード,59
ドロップダウンリストの定義,101
ドロップダウンリストの編集,63
サーバー,
インタラクションのレベル,197
サーバーアクション,600
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サーバーサービス,
サービスのデプロイ,1099
サービスの実行,1100
トリガーデータを持つシミュレーション,996
概要,1096
新規サービスの作成,1097
サーバーシミュレーションのためのファイルの場所,978
サーバーにデプロイされた,
デプロイするファイル,184
サーバーへの接続エラー時,293
サーバー上のデータ ストレージ,217
サーバー上の作業用ディレクトリの設定,
サーバーシミュレーション,978
サーバー接続エラーのトライ/キャッチアクション,632
サービス,
サーバーサービスを参照,1096
サブページ,182
サブページ チュートリアル,118
サブページへ移動アクション,545
サブページを閉じる アクション,549
システム DSN,
セットアップ,854
システム必要条件,21
シミュレーション,972
MobileTogether Designer 内,973
Outlook カレンダー,995
クライアントで,984
サーバー上,978
サービストリガー上,996
デバイスのアドレス帳から連絡先を読み取る,994
デバイスのカレンダーからカレンダーを読み取る,995
ファイルのロケーション(サーバー), 978
ファイルの場所 (デザイナー), 973
メッセージ ペイン,998
位置情報コンポーネント付きデザイン,986
結果と理由,61
実行,50, 61
出たの読み取りのための NFC タグ,990
ショートカットの挿入,
ページ上のコントロールのための表示,1175
シリアル化,571
スクロールすることのできるテーブル,168
スタイル & プロパティ ペイン,190
スペース コントロール,421
スローアクション,629
ソースデータ,
データソース参照,222
ソリューション,
ソリューションの終了後の他のソリューションの開始,604
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最小化して他のアクションを開始する,604
ソリューションの実行アクション,604
ソリューションへのハイパーリンク,789
ソリューションへのリンク,789
タブされたページ,182
タブの順序,
シーケンス内でのコントロールの定義,1175
タブ分割,182
チェック ボックス コントロール,328
チャート,721
3D 設定,761
X- 軸,758
Y- 軸,760
Z- 軸,761
エリアチャートの機能,752
グリッドライン,758, 760, 761
ゲージチャートの機能,752
サイズ,762
タイトル,750
データの選択,724
データの選択: シンプル,727
データの選択: フレキシブル,731
フォント,763
ローソク足チャートの機能,752
円グラフの機能,752
外観,741
系列色,756
作成と構成,722
色の定義,756
色の範囲,756
折れ線グラフの機能,752
塗りつぶし,756
背景色,750
棒グラフの機能,752
凡例の削除,750
凡例の追加,750
目盛り間隔,762
余白,762
チャート コントロール,322
チャート チュートリアル,105
チュートリアル,32
SOAP, 148
クイックスタート(パート1), 34
サブページ,118
ファイルの場所,34
可視性,118
ツリーデータ,248
ツリーデーター,
のためのデフォルトファイル,253
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ツリーデーター,
ファイルからデータをインポート,253
手動で入力,253
ツリー構造,248
について,251
手動で作成,251
データ,
クライアント上で永続的,219
データ ソース,
種類,225
追加,224
データソース,97, 222
HTTP/ FTP、REST および SOAP, 233
ページ データ ソースを参照,37
データソースツリー,
変更,56
データソースツリーのデフォルトのファイル,253
データツリー,248
データの更新アクション,607
データベース,594, 828
DB データの編集,922
DB 実行アクション,930
MobileTogether 内でのデータの表示,934
NULL 値,575
OriginalRowSet, 830
SELECT ステートメント付きのデータソースを選択する,
920
SQL ステートメントの実行,590
アクション,587
コミットトランザクション,596
データ ソースとして,830
データソースとして DB オブジェクトを選択する,920
データソースとしてテーブルを選択する,920
データを保存,926
とグローバルリソース,968
とテーブル,104, 109, 113
トランザクションの開始,588
ロールバック トランザクション,597
自動インクリメントフィールド,830
主キーの値,830
内のイメージ,691
編集の有効化,109, 113
データベースドライバー,
概要,837
データベース接続,
ウィザードの開始,836
グローバルリソースからの再使用,866
セットアップサンプル,867
設定,834
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データをデフォルトファイルに保存する,69
テーブル,649
コンテキストメニュー,671
スクロールすることのできる,168
とデータベース,104, 109, 113
プロパティ,665
繰り返し,653
静的,651
追加,41
動的な行,657
動的な行と列,661
動的な列,661
テーブル コントロール,431
テキストサイズ,
自動調整グループのリスト,1177
デザイナーシミュレーターのためのファイルの場所,973
デザイン に XML を埋め込む,215
デザイン ファイル,
新規作成,35
デザインのステップ,25
デザインのテスト,
シミュレーションを参照する,984
デザインのフォーマット,41
テストケース,
サーバーにデプロイ,1054
記録,1046
再生,1047
テストケースとテストラン,
管理,1050
テストケースをサーバーにデプロイ,1054
テストラン,
比較,1058
デバイスのプレビュー,
選択,36
デフォルトの XPath コンテキスト ノード,37
デフォルトファイル,65
トップページ,182
に SMS を送信するアクション,480
に通話を発信するアクション,481
ノード,
新規作成,612, 615
ノードの置換アクション,620
バーコード,509
パフォーマンス,214
ビデオ,
ファイルフォーマット、エンコード,462, 701
再生 アクション,519
ビデオ 再生,
の概要,699
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ビデオコントロール,454
ビデオの再生,
開始、一時停止、停止,519
ファイル DSN,
セットアップ,854
ファイルにイメージを保存アクション,503
ファイルペイン,184
ファイルを開くアクション,482
プッシュ通知,
$MT_PUSHNOTIFICATION, 714
OnPushNotificationReceived, 714
シミュレーション,719, 992
と $MT_PUSHNOTIFICATION ツリー,537
プッシュ通知,714
プッシュ通知トピック,542
ペイロード,537
ボタン,537, 714
外部プッシュ通知キー,541, 714
概要,711
受信のメカニズム,714
送信アクション,537
送信のメカニズム,712
送信方法,712, 714
プッシュ通知アクションの送信,537
プッシュ通知トピック,542
プッシュ通知トピックの登録,542
プッシュ通知のシミュレーション,719, 992
プレビューデバイス,
選択,179
プロジェクト,196
デプロイ,200
のローカライズ,211
プロジェクトファイルの場所,198
プロパティ,204
内の名前空間,212
プロジェクトのシミュレーション,
シミュレーション参照,50
プロジェクトのデプロイ,200
プロジェクトの検証,49
プロジェクト構造,94
プロジェクト内の名前空間,258
ページ イベント,286
とアクション,286
ページ コントロール,186
ページ シーケンス,94
ページ ソース,
ルートノード,245
ページ デザイン ビュー,179
ページ ビュー設定,179
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ページ ペイン,182
ページコントロール,301
ページソース,
オプション,231
ツリーの構造とデータ,248
内部メモリに状態を一時的に保存,586
内部保存のの保存/復元,586
ページソース ペイン,
ツリー構造の作成,187
機能,187
ページソースアクション,554
ページソースツリー,248
XML 構造のインポート,251
のコンテキストメニュー,262
ファイルからデータをインポート,253
構造,251
読み取り専用および編集可能,253
ページソースツリー内のツリーノード,262
のコンテキストメニュー,262
ページソースリンク,59
ページデータソース,
追加,37
ページデザイン,278
ページに関連するアクション,543
ページのセットアップ,36
ページプロパティ,283
ページへ移動 アクション,544
ボタンコントロール,
ボタンのクリック時,312
マップで位置情報を表示アクション,526
メイン ウィンドウ,
説明と機能,178
メッセージ ボックス アクション,470
メッセージペイン,192
ユーザー DSN,
セットアップ,854
ユーザー インターフェイス,
しくみの説明,176
概要,176
ユーザーキャンセルの振る舞いアクション,602
ユーザーによるバーコードのスキャンアクション,509
ユーザーによる時刻の選択アクション,500
ユーザーによる日付の選択アクション,499
ユーザーのイメージ選択,502
ユーザーログイン,1012
ユーザー定義 XPath/ XQuery 関数,814
ユーザー変数,825
ライセンス,
情報,1282
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ライセンス計測,
Altova 製品にて,1284
ラジオボタン コントロール,398
ラベル コントロール,389
リセット アクション,578
リターン アクション,633
リッチテキスト,
ソリューション内での編集,786
リッチテキストコントロール,408
セットアップ,779
ソリューション内での編集,786
リッチテキストスタイルシートの割り当て,780
リッチテキストスタイルシート,
リッチテキストコントロールの割り当て,780
作成,780
定義,782
リッチテキスト機能,778
ローカライズ,211, 1158
シミュレーション,1164
ソリューションの言語の切り替え,605
ローカライズのためのシミュレーション言語,1164
ローカル動的編集,
グローバル変数 (動的), 822
ローソク足チャートの機能,752
ワークフロー,94
トップページのシーケンスで定義された,182
ワークフロー シミュレーション,
シミュレーション参照,50
位置情報アクション,520
位置情報データ,
$MT_GEOLOCATION ツリーに入力,522
位置情報データの読み込みアクション,522
位置情報トラッキング,
開始と停止,521
位置情報トラッキングの開始アクション,521
位置情報トラッキングの停止アクション,521
一番下へスクロールアクション,550
印刷アクション,485
永続データ,219
円グラフの機能,752
可視性プロパティチュートリアル,118
外部キー,
SQLite 内で無効化,865
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