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【本マニュアルに使用されている商標について】
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必要な動作環境について
＜ FlyView に必要な環境（デスクトップ側）＞

FlyView を使用するには次の環境が必要となります。

[OS]
Microsoft Windows XP SP2
Microsoft Windows Vista

[ ハードウェア ]
Windows が動作する PC（Windows Vista が快適に動作する PC スペックを推奨）

[ 最低動作条件 ]
CPU: Pentium4 2.0GHz 以上
RAM: 512MB 以上（Windows Vista の場合は 1.0GB 以上）
HDD: 200MB 以上の空

[ 必要なソフトウェア ]
Microsoft .NET Framework2.0
Adobe FlashPlayer（ActiveX 版）

[ 環境 ]
インターネットへ FTP 接続ができる環境
FlashPlayer がインストールされてない環境で FlyView を起動させると、以下の警告ダイアログが出ます。その場合は直接 Adobe 社のサイトから Adobe
FlashPlayer（ActiveX 版）をインストールしてください。
（http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1̲Prod̲Version=ShockwaveFlash&Lang=Japanese）

Windows XP の場合

＜ ﬂvw.js に必要な環境（閲覧側）＞

Windows Vista の場合

実際にブラウザ上で閲覧するには次の環境が必要となります。

Web ブラウザ（必ず JavaScript を「有効」の状態にして下さい。
）
※コンテンツに Flash を使用している場合は FlashPlayer (ActiveX) プラグインが必要

[Windwos XP SP2]
・Internet Explorer 6.0 SP2（FlashPlayer ActiveX プラグインが必要）
・FireFox 2.0 (FlashPlayer プラグインが必要）

[Windows Vista]
・Internet Explorer 7.0（FlashPlayer ActiveX プラグインが必要）
・FireFox 2.0 (FlashPlayer プラグインが必要）

[MacOS X 10.4]
・Safari 2.0, 3.0(FlashPlayer プラグインが必要）

[Linux (Ubuntu 7.10)]
・FireFox 2.0（FireFox3 Bata5 は不可）(FlashPlayer プラグインが必要）

JavaScript が有効になっているか、以下の方法でご確認下さい。
● Internet Explorer 6.x、7.x をお使いの場合
ブラウザのメニューバーから、
「ツール」→「インターネットオプション」→「セキュリティ」を選び、
「インターネットゾーン」の [ セキュリティ ] タブを選択します。[ レベルのカ
スタマイズ ] ボタンをクリックします。[ セキュリティの設定 ] 画面が表示されるので、[ スクリプト ] までスクロールし［スクリプト］の［アクティブスクリプト］を［有効にする］
がチェックされていることを確認してください。( チェックされていない場合は、必ずチェックしてください。)

● Mozilla Firefox2.x をお使いの場合
ブラウザのメニューバーから、
「ツール」→「オプション」を選択します。
「オプション」画面で、
「コンテンツ」をクリックし、
「JavaScript を有効にする」がチェックされている
ことを確認してください。( チェックされていない場合は、必ずチェックしてください )。

● Safari をお使いの場合
ツールバーの「Safari」をクリックし、
「環境設定」を選択します。
「セキュリティ」の項目を選択し「JavaScript を有効にする」がチェックされていることを確認してください。( チェックされていない場合は、必ずチェックしてください。)
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FlyView の概要
「FlyView」は Windows 側の「FlyViewManager」と「FlyViewPort」、そして Web 側の「FLVW」で構成されています。Web 上の指定位置に指定した画像（静止画、
Flash）に表示時間、順序等を設定し、繰り返し表示させ、テロップ文字をスクロールさせます。HTML で、「FLVW」を読み込むための必要項目の記述をし、CSS
でレイアウトを設定をすれば、Web 上に簡単かつ自由に動きのある画面を作り出す事が可能です。

FlyView
Windows 側

【FlyViewManager（FVM）】
サーバーの設定、編集をします。

HTML

FLVW を読み込むため
の記述をします。

＋
【FlyViewPort（FVP）】

表示させるコンテンツの設定をします。

「表示グループの設定」で詳細を設定します。

CSS

レイアウトを決めます。

※この二つは前もって作成
し、サーバーに先にアップ
ロードをしておいて下さい。

アップロード

アップロード

サーバー

Web 側

【FLVW】

FLVW の概念
FLVW は JavaScript と DOM(Document Object Model) の組み合わせで動作するように設計されています。多くの他の JavaScript と共に動作できるように設計され
ていますが、タイマーを利用しているため、タイマーを利用する他の JavaScript との併用はできません。（ブラウザによっては動作する場合があります）同様の
理由で一画面で複数の FLVW を使用することはできません。複数の FLVW を一画面で使用する場合は、フレームを利用するなどの方法が考えれられます。
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①インストール
①「setup.exe」のアイコンをダブルクリックします。

②お使いのパソコンに「 .NET Framework2.0」がインストールされていない場合
は最初にインストールを促す画面がでますので、指示に従ってインストールをし
ます。既にインストール済みの場合はこの画面は出ず、④の画面が表示されます。

※「FlyView」を利用する為には「.NET Framework2.0」が必要になりますので
必ずインストールして下さい。なお、「.NET Framework2.0」のインストールは
Microsoft 社のサイトよりダウンロードされますので、インターネットに接続し
た状態で実行して下さい。

③「.NET Framework2.0」のインストールが実行されます。

④「FlyView」のインストーラーが起動したら［次へ］ボタンをクリックします。
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⑤使用許諾契約書の内容を確認し［同意する］にチェックをつけ［次へ］ボタン
をクリックします。

⑥「FlyView」をインストールするフォルダを選択します。通常は特に変更する
必要はありません。インストール先を変更する場合は [ 参照 ] ボタンをクリックし、
インストール先のフォルダを選択します。
⑦インストール方法を選択します。
［すべてのユーザー］（同じパソコンを複数のユーザーで分けて利用し、それぞれ
のユーザーも使用する場合はこちらを選択します。）又は、［このユーザーのみ］
のどちらかを選択し、チェックをつけます。
⑧［次へ］ボタンをクリックします。

⑨［次へ］ボタンををクリックします。
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⑩「FlyView」のインストールが実行されます。

⑪インストールが完了しました。
［閉じる］ボタンをクリックしてこの画面を閉じます。

インストール後、Windows Update で「.NET Framework2.0」の重
要な更新があるかどうか確認し、ある場合は更新して下さい。

■アンインストール
［コントロールパネル］を開いて［プログラム（アプリケーション）の追加と削除］（Windows Vista の場合は［プログラムと機能］）をダブルクリックし、
一覧から「FlyView」を選択し、［削除］をクリックします。なお、再起動の必要はありません。
※完全に削除したい場合は、以下のフォルダ（使用データー、ログ、各設定内容等が保存）も削除します。
【Windows XP の場合】
C:¥Documents and Settings¥[ ユーザー名 ]¥My Documents¥FlyViewFiles
C:¥Documents and Settings¥[ ユーザー名 ]¥Local Settings¥Application Data¥Fukuneko¥FlyView
【Windows Vista の場合】
C:¥Users¥[ ユーザー名 ]¥My Documents¥FlyViewFiles
C:¥Users¥[ ユーザー名 ]¥AppData¥Local¥Fukuneko¥FlyView

■再インストール
・再インストール後はライセンスキーを再度入力する必要はありません。
・アンインストール後、再インストールしてもそれまでの設定内容は全て保存されていますので、引き続き利用することができます。（Data フォルダ、Log
フォルダ内のデータを含みます）
※但し、アンインストール時に完全に削除するという操作を行っている場合は、この限りではありません。（ライセンスキー、それまでの設定内容等、全
て削除されていますので、初めてのインストールと同じ手順が必要となります。）
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②起動と終了
FlyView を起動する
①「FlyView」をインストールするとデスクトップに左のショートカットアイコ
ンが自動的に作成されます。（アンインストール時には自動的に削除されます。）
「FlyView」起動するにはこのショートカットアイコンをダブルクリックします。

②ライセンスキーを入力します。これは最初の起動時にのみ必要となります。入
力し終えたら［OK］ボタンをクリックします。

※インストール方法に［すべてのユーザー用］を選択している場合は、それぞ
れのユーザーの最初の起動時に同様にライセンスキーの入力が必要となります。

試用版の使用期間（30 日間）終了以前に正規版を購入、インストールした場合、［ヘルプ］メニューから［ライセンスキーの入力］を選択し、正規版の
ライセンスキーを入力すると、それまでの設定内容も引き続き使用することができます。

③「FlyView」が起動し、「FlyViewManager」の設定画面が表示されます。

FlyView を終了する
①起動済となっている「FlyViewPort」を選択し、
［終了］ボタンをクリックします。
②［閉じる］ボタンをクリックします。

起動済となっている「FlyViewPort」を終了せずに［閉じる］ボタンをクリッ
クすると以下のメッセージが表示されます。終了する場合は［はい］ボタン
をクリックします。［いいえ］ボタンをクリックした場合は閉じた後も起動
した状態が続き、タスクバーにアイコンが表示されます。
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では実際に作成してみましょう
HTML と CSS で作成した以下の画面に４つの「グループ」を 1 つの「グループセット」として作成してみます。
作成例）
●画像：2 グループ（画像 A・画像 B）
●テロップ文字：2 グループ （テロップ文字 A・テロップ文字 B）
●ラベル：2 ヶ所（画像 A 用・画像 B 用）
●メニュー

まず、この画面に表示されるグループセット名を「天気と交通」とし、
【画像 A 表示部分】の部分に、
「天気」というグループ名をつけ、
４つの画像が５秒毎に順番に切替わって表示されるよう作成をすすめてみます。

画像 A 用
ラベル表示部分

メニュー
表示部分

画像 B 用
ラベル表示部分

画像 A
表示部分

画像 B
表示部分

この部分を
作成します。

テロップ文字 A
表示部分

テロップ文字 B
表示部分
telop2.txt
telop1.txt

toshin.gif

kanagawa.gif

asu.gif
kyo.gif
shukankion.gif
ﬂash1.swf
shukantenki.gif

ﬂash2.swf
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kanto.gif

③サーバー設定

FlyViewManager

「FlyView」で作成したコンテンツをサーバーに送るために、接続先のサーバーの詳細を「FlyView」の「FlyViewManager」画面で設定します。「FlyView」はサーバー
へのデーター送信方法である FTP 機能を持っていますので、ここでホームページ作成時と同じ設定をすることにより、コンテンツのサーバーへのアップロードが
可能となります。
※サーバーアドレス、ユーザー名、パスワードをご用意下さい。

① ［新規作成］ ボタンをクリックします。

この時点で「My Documents」フォルダ内に「FlyViewFiles」フォルダが自動的に作成さ
れます。このフォルダは今後 FlyView で使用するデーターやログの保存用となりますが、
任意のフォルダをユーザーが指定することも可能です。

②【接続】に関する設定をします。 （＝ FlyViewPort を設定）
●区別しやすい［名称］をつけ FlyViewPort 名とします。 例）fc2
●［サ−バ−アドレス］、［ユーザー名］、［パスワード］を入力します。
●［PASV モードを使う］場合はチェックを入れます。
●［データーアップロード・ディレクトリ］を入力します。 例）data
●［定期的に自動アップロードを行う］は必要に応じてチェックを入れます。

●以上設定後に［接続テスト］ボタンをクリックす
ることで、正常にサーバーに接続できるかどうかの
チェックができます。
※エラーの場合は入力文字の間違い等ないか設定内容をもう
一度ご確認下さい。

※ Windows や セ キ ュ リ テ ィ ソ フ ト の フ ァ イ ヤ ー
ウォールの警告が表示された場合は、［ブロックを解
除する］、［許可する］（ソフトによってメッセージは
異なります）を選択して下さい。

③ 【その他】 の設定をします。
●［ログ保存先フォルダ］を設定します。通常は特に変更する必要はありません。
※

ログ保存先フォルダは変更しない場合は「My Documents」-「FlyViewFiles」-「Log0 」
となります。（※数字は作成順に 0 から順番にふられた番号となります。）

●［ログ保存数］はコンテンツのアップロードの履歴が 1 日に 1 ファイル作成さ
れますので、そのファイル数となります。このファイル数を超えると古いものか
ら削除されます。 例）5 ファイルまで保存
●［エラー時の再開間隔］、［リトライ回数］はコンテンツのアップロード時にエ
ラーが起こった場合に適用されます。
●［起動時にウィンドウを表示する］、［自動起動する］は必要に応じてチェック
を入れます。
●［ウィンドウの閉じるボタン（×）で最小化する］は必要に応じてチェックを
入れます。入れた場合［閉じる］ボタンをクリックした際に「FlyViewPort」は最
小化されタスクトレイへ表示されます。起動状態は継続されます。
「FlyViewPort」を起動した状態で「FlyView」を終了させることができますので、
［定期
的に自動アップロードを行う］という設定にしている場合に、より有効な機能です。

④ ［適用］ ボタンをクリックしてサーバーの設定を確定します。
⑤ ［OK］ ボタンをクリックします。
（②で接続テストをした場合、ここで接続が切れます。）
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■サーバー設定を削除する場合
①削除する FlyViewPor 名を選択して、[削除 ] ボタンをクリックします。
例）「fc2」を削除します。

②確認メッセージが表示されますので、削除する場合は［はい］ボタンをクリッ
クします。

③ログフォルダを削除するかどうか確認のメッセージが表示されますので、削除
する場合は［はい］、残す場合は［いいえ］ボタンをクリックします。
ログフォルダは特に必要がない限りは削除します。残す場合は、
ログフォルダは順に増えていきますので、ご注意下さい。

■サーバー設定を変更する場合
①変更する FlyViewPort 名を選択して、[ 編集 ] ボタンをクリックします。
②「FlyViewPort 設定」画面で、設定の変更をします。
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④コンテンツ設定

FlyViewPort

Web 上に実際に表示されるコンテンツの設定を FlyViewPort 画面で設定します。

・コンテンツとして使用できるファイル形式（拡張子は以下の表記を使用します）
【画像（静止画・Flash)】・・・静止画 は .jpeg (.jpg) .gif .png 、 Flash は .swf
【テロップ文字】・・・.txt
※保存時、文字コードは utf-8 にします。テロップ文字は半角英数字、特殊文字を使用すると正しく表示されない場
合がありますのでご注意下さい。
・ファイル名は半角英数字でつけます。

① FlyViewPort を起動させます。
FlyViewPort 名を選択して［起動］ボタンをクリックします。サーバーに接続さ
れます。
例）「fc2」を起動させます。

②選択した FlyViewPort が開きます。
例）「fc2」が起動しました。
［表示グループの設定］ボタンをクリックします。
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グループセットの作成
まずグループセットを作成します。グループセットとは同じ画面上で表示される「コンテンツグループのかたまり」と考えて下さい。つまり一画面、一グループセッ
トということになります。複数のサイトや、同一サイトの複数ページで同じグループセットを使用することも可能です。

①グループセットの ［新規作成］ ボタンをクリックします。

②グループセットの新規作成をします。
●［グループセット名］を設定します。 例）天気と交通
●［データフォルダ］を設定します。グループセットで使用するデータのコピー
が入ります。通常は特に変更する必要はありません。

③ ［OK］ ボタンをクリックします。
※

データフォルダは変更しない場合は「My Documents」-「FlyViewFiles」-「Data0 」と
なります。
（※数字は作成順に 0 から順番にふられた番号となります。）1 グループセット、
1 フォルダとなります。

④グループセットが作成されました。

①グループセットの内容を変更する場合にクリックします。

【変更と削除】

①

②

「グループセットの変更」画面が表示されますので、変更する箇所を設定しなおし、
［OK］ボタンをクリックします。

②グループセットを削除する場合にクリックします。
メッセージが表示されますので、削除する場合は［はい］ボタンをクリックします。
データフォルダも削除する場合は［はい］ボタンをクリックします。
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グループの作成
グループを作成します。グループとは「同じ領域で順番に入れ替わりながら表示されるコンテンツのひとまとまり」をいいます。グループセットは１〜複数のグルー
プで構成されています。

①グループの ［新規作成］ ボタンをクリックします。

②グループの新規作成をします。
●［グループ名］を設定します。 例）天気
●［グループタイプ］は、静止画や Flash の場合は Fixed、テロップ文字の場合は
Telop を選択します。 例）Fixed
●［グループ ID］は 0 から順に自動的に割り当てられます。（変更可）

③ ［OK］ ボタンをクリックします。
④グループが作成されました。

①グループの内容を変更する場合にクリックします。

【変更と削除】

「グループの設定変更」画面が表示されますので、変更する箇所を設定しなおし、
［OK］ボタンをクリックします。

①

②

②グループを削除する場合にクリックします。
メッセージが表示されますので、削除する場合は［はい］ボタンをクリックします。
グループを削除しても、使用していたデーターは、データフォルダに残ります。
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表示内容の作成
グループごとの表示コンテンツを設定していきます。

※グループセット、グループが未設定の場合はファイル追加はできません。「グループセット」、
「グループ」を先に設定して下さい。

①まず 「未設定コンテンツ一覧」 にファイルを追加していきます。
［ファイル追加］ボタンをクリックし、使用するファイルを表示し、追加してい
きます。
※追加したファイルのコピーがデータフォルダに同時に保存されます。元デー
ターは元の場所にそのまま残ります。
例）asu.gif
kyo.gif
shukankion.gif
shukantenki.gif

※ファイルを追加しても一覧に表示されない場合は「未設定コンテンツ一覧」上で右
クリックし、［一覧を更新］をクリックします。

【「未設定コンテンツ一覧」 からファイルを削除する場合】
①ファイル名を選択して、右クリックで［削除］を選択します。
例）kyo.gif を削除します。

②メッセージが表示されますので、削除する場合は［はい］ボタンをクリックし
ます。
※同じグループセット内の他のグループでも重複
して使用しているファイルはエラーメッセージが
出て、削除はできません。
※読み取り専用ファイルを削除する場合は、該当
ファイルの［プロパティ］から［読み取り専用］の
チェックを外してから削除して下さい。チェックが
入ったままですと削除できません。

③「未設定コンテンツ一覧」から削除されました。
※データフォルダからも削除されます。（データフォルダ自体は残ります。）
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②次に 「設定済コンテンツ一覧」 にアップロードしたいファイルを追
加していきます。
①ファイル名を選択し [ 追加 ] ボタン、右クリックで [ 追加 ] を選択、またはドラッ
グ＆ドロップで追加していきます。

②「設定済コンテンツ一覧」に追加されました。

【「設定済コンテンツ一覧」からファイルを削除する場合】
①ファイル名を選択し［削除］ボタン、または右クリックで［削除］を選択します。
例）asu.gif

を削除します。

②「未設定コンテンツ一覧」に戻り、
「設定済コンテンツ一覧」から削除されました。
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③表示する順番を決めます。
上から順（コンテンツ ID 順）に表示されます。
表示順番はファイル名を選択し、ドラッグ＆ドロップ、[ ↓ ][ ↑ ] ボタン、右クリッ
クで [ 上へ ][ 下へ ] を選択、のいずれかで変更します。

④表示の仕方を設定します。
〈静止画、Flash の表示切替時間の設定〉
設定した時間で画像が切り替わります。ファイル独自の時間を設定したい場合は
それぞれを設定します。（→手順⑤参照）
例）5 秒毎に切替ります。

〈テロップ文字の移動速度の設定〉
[ 描画間隔 ] の時間内に、[ ステップ ] で設定したピクセル分左へスクロールをし
ます。
例）17 ミリ秒間に 2 ピクセル分左へスクロールします。

【プレビューウィンドウ】
ファイル名にマウスを重ねるとそのファイルのプレビューウインドゥが開き、
ファイル内容を確認することができます。※表示したくない場合は［プレビュー
ウインドゥを表示する］のチェックをはずします。

⑤各コンテンツの設定変更をします。
ファイル名を選択しダブルクリックか、
［変更］ボタン、または右クリックで [ 変更 ]
を選択すると、次の「コンテンツの設定変更」画面が表示されますので設定を変
更します。
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〈静止画の場合〉
●［コンテンツ名］はラベルとメニューに表示されます。例）明日の天気
●［リンク］はリンク先がある場合に設定します。
※相対パス、絶対パスとも可能です。
●［ターゲット］ではリンク先のウインドゥの表示方法を選びます。
●［タイプ］は Image と表示されます。
●［コンテンツ独自の表示時間を設定する］を設定すると④で設定した表示切替
時間より、こちらが優先されます

以上を設定後、［OK］ボタンをクリックして閉じます。

〈Flash の場合〉
●［コンテンツ名］はラベルとメニューに表示されます。例）フラッシュ
●［タイプ］は Flash と表示されます。
●［コンテンツ独自の表示時間を設定する］を設定すると⑤で設定した表示時間
は無視され、こちらが優先されます
●［停止を自動検出する］にチェックを入れるとその動画が独自にもっている表
示時間が優先されます。（検出されない場合もありますのでご注意下さい）ルー
プ設定をしたものはループ機能が働き、次のコンテンツが表示されません。

以上を設定後、［OK］ボタンをクリックして閉じます。

〈テロップ文字の場合〉
●［コンテンツ名］はラベルとメニューに表示されます。例）交通情報
●［リンク］はリンク先がある場合に設定します。
※相対パス、絶対パスとも可能です。
●［ターゲット］ではリンク先のウインドゥの表示方法を選びます。
●［タイプ］は Text と表示されます。

以上を設定後、［OK］ボタンをクリックして閉じます。

⑥ ［適用］ ボタンをクリック
全ての設定終了後［適用］ボタンをクリックすると「設定済コンテンツ一覧」の
コンテンツが「アップロードリスト」に追加表示されます。

⑦ ［OK］ ボタンをクリックして閉じます。

同じ手順で、必要なグループ分を作成していきます。（後からの追加も可能です。）コンテンツは他のグループで使用されているものでも、重複して使用すること
ができます。
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FlyViewPort
⑤アップロード
ではサーバーにアップロードしてみましょう。

① ﬂvw.js のアップロード
まず最初に「ﬂvw.js」ファイルをアップロードする必要があります。このファイルは、コンテンツを Web 上に表示させるための JavaScript ファイルです。

①［アップロード］メニューから［flvw.js をアップロード］を選択します。

※ Windows や セ キ ュ リ テ ィ ソ フ ト の フ ァ イ ヤ ー
ウォールの警告が表示された場合は、
［ブロックを解
除する］
、
［許可する］
（ソフトによってメッセージは
異なります）を選択して下さい。

② ［flvw.js のアップロードディレクトリ］ を入力します。
作成していない場合は空白にします。
例）common

③ ［アップロード開始］ ボタンをクリックします。

④ [OK] ボタンをクリックます。

⑤ [ 閉じる ] ボタンをクリックします。

この操作は、初めてアップロードする時のみ必要となりますが、｢FlyView｣ を新しいバー
ジョンにアップデートした場合は「ﬂvw.js」ファイルも変更されている場合もあります
ので、［ﬂvw.js をアップロード］より再度アップロードをして下さい。
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②コンテンツのアップロード
では次に、設定したコンテンツをサーバーにアップロードしてみましょう。
「アップロードリスト」にアップロードの準備ができたファイルが表示されています。

① ［開始］ ボタンをクリックするか、［アップロード］ メニューから ［開
始］ を選択して、 アップロードを開始します。

●ユーザーが設定したコンテンツファイルの他に、「FlvList.xml」というファイルがあ
りますが、これは「ﬂvw.js」がコンテンツを表示するための情報が入ったファイルです。
自動的に作成されますので一緒にアップロードします。このファイルがないとサーバー
にコンテンツがアップロードされません。
●ファイルはグループ ID の順（同グループ内ではコンテンツ ID 順）に表示されます。

②ファイル名の左に
ました。

マークがつき、 正常にアップロードが完了し

※アップロード中にエラーが起きた場合は、FlyViewPort の設定の「リトライ回
数」、「エラー時の再開間隔」が適用されます。

③画面右上の ［閉じる］ ボタンをクリックするか、［ファイル］ メニュー
から ［終了］ を選択して FlyViewPort 画面を閉じます。
※ FlyViewPort 設 定 で［ ウ ィ ン ド ウ の 閉 じ る ボ タ ン（ × ） で 最 小 化 す る ］ に
チェックを入れている場合は、画面右上の［閉じる］ボタンをクリックすると、
FlyViewPort は最小化されタスクトレイへ表示されます。起動状態は継続されま
す。

【ログ履歴について】

①

②

［ログ］メニューから
①［ログを表示］を選択するとアップロードのログ履歴を見ることができます。（直近のログファイ
ルが表示されますので、それ以前のファイルはログ保存先フォルダを直接開いてご覧下さい。）
②［すべてのログを消去］を選択するとログ保存先フォルダ内にある全てのログが消去されます。

・アップロード後、再度コンテンツを設定しなおし、再アップロードするには、一度その FlyViewPort を［終了］し、再び［起動］してアップロードします。
・Web 上ではこのアップロードと同時にリアルタイムで反映され、閲覧者がリロードをする必要はありません。
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⑥ Web 上での確認
では、サイトを表示してみましょう。

「コンテンツ名」がここに
「メニュー」として表示さ
れます

チェックの入っているコンテンツが表示さ
れます。閲覧者がチェックを入れたり外し
たりすることで表示コンテンツを自由に選
択できます。

「コンテンツ名」がここに
「ラベル」として表示され
ます

ここに 4 つのコンテンツが表
示されます。
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作成例
この後、他の３箇所も設定説明していきます。※グループセットが「天気と交通」となっていることをご確認下さい。
「画像 B 表示部分」を作成します。

画像 B
表示部分

①新規グループを作成します。
例）グループ名 「交通情報」
グループタイプ [Fixed］
グループ ID 「1」

②「未設定コンテンツ一覧」にファイルを追加していきます。
例）kanagawa.gif
kanto.gif
toshin.gif
ﬂash1.swf
ﬂash2.swf
※一覧には同じグループセット内の同じグループタイプの未設定コンテンツが全
て表示されます。表示はファイル名のアルファベット順になります。

③「設定済コンテンツ一覧」に追加していきます。
④表示する順番と、コンテンツ名を設定します。
例）kanagawa.gif「神奈川」
ﬂash1.swf「広告 1」
kanto.gif「関東」
ﬂash2.swf「広告 2」
toshin.gif「都心」

⑤［適用］ボタンをクリックします。
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「テロップ文字 A 表示部分」を作成します。

テロップ文字 A 表示部分

⑥新規グループを作成します。
例）グループ名 「テロップ 1」
グループタイプ 「Telop」
グループ ID 「2」

⑦「未設定コンテンツ一覧」にファイルを追加していきます。
例）telop1.txt

⑧「設定済コンテンツ一覧」に追加していきます。
⑨コンテンツ名を設定します。
例）telop1.txt 「道路情報」
⑩［適用］ボタンをクリックします。
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「テロップ文字 B 表示部分」を作成します。

テロップ文字 B 表示部分

⑪新規グループを作成します。
例）グループ名 「テロップ 2」
グループタイプ 「Telop」
グループ ID 「2」

⑫「未設定コンテンツ一覧」にファイルを追加していきます。
例）telop2.txt

※一覧には同じグループセット内の同じグループタイプの未設定コンテンツが全
て表示されます。表示はファイル名のアルファベット順になります。

⑬「設定済コンテンツ一覧」に追加していきます。
⑭コンテンツ名を設定します。
例）telop2.txt 「電車情報」
⑮［適用］ボタンをクリックします。

⑯以上で新しくグループの設定が終了しました。
⑰［OK］ボタンをクリックします。
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⑰「アップロードリスト」に表示されたコンテンツを、サーバーにアップロード
します。
［開始］ボタン、または［アップロード］メニューから［開始］を選択します。

⑱アップロードが正常に終了しました。

⑲ Web で確認します。
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「FlyView」での作成概略
FlyViewPort を起動します

グループセットを設定します
グループを設定します

表示される順番
ドラッグ＆ドロップまたは↑↓等で簡単に
入れ替えができます

こちらの「設定済コンテンツ一覧」にその
グループで表示させたいコンテンツを追加
します

画像の表示切替時間の設定をします

「未設定コンテンツ一覧」にファイ
ルを追加します

テロップ文字の移動速度の設定をします

サーバーにアップロードします
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HTML の記述について

HTML

FLVW を動作させるためには、FLVW を HTML に読み込む必要があります。表示するページの HTML に次のような記述を加えて下さい。

head 内の記述方法
【記述例】
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">①
<script language="JavaScript" src="common/ﬂvw.js" type="text/javascript"></script>②
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var FLVW = com.fukuneko.Flvw; ③
FLVW.gmap.add(0, "ImageArea0", "ImageElement0", "MenuGroup0", "ImageLabel0");
FLVW.gmap.add(1, "ImageArea1", "ImageElement1", "MenuGroup1", "ImageLabel1");
FLVW.gmap.add(2, "TelopArea0", "TelopText0", "MenuGroup2");
FLVW.gmap.add(3, "TelopArea1", "TelopText1", "MenuGroup3");
</script>
</head>
<body onLoad="FLVW.FlvwManagerStart()">④
〜略〜
</body>
①記述言語
utf-8 に指定します。

② FLVW を読み込むための記述
<script language="JavaScript" src="common/ﬂvw.js" type="text/javascript"></script>
→ ﬂvw.js が FLVW の本体になります。このファイルを設置する場所に応じて、src 部分のパスを修正します。
【基本的なファイル配置】

index.html

・・・表示用の HTML です

［common］ ・・・ﬂvw.js を配置するフォルダです（フォルダの作成は任意です。）
ﬂvw.js ・・・FLVW 本体です
［data］

・・・FLVW の表示データーを保存するフォルダです。必ず作成してください。また、必ず表示用 HTML
から相対パスで ./data となるようにして下さい。（HTML と同じ階層）

③ FLVW とエレメント （HTML でマークアップした部分） のマッピング （対応づけ） のための設定
var FLVW = com.fukuneko.Flvw;
記述を省略化するために、FLVW という変数を使用しています。この FLVW は他の JavaScript の変数とぶつからないようにして下さい。任意の変数を利用で
きますが、変数を代入せずに常に com.fukuneko.Flvw とする方法もあります。

FLVW.gmap.add(0, "ImageArea0", "ImageElement0", "MenuGroup0", "ImageLabel0");
①グループ ID

②表示領域
エレメント ID

③実際に表示する
エレメント ID

④メニュー表示領域
エレメント ID

⑤ラベル表示領域
エレメント ID

①グループ ID：FVP で指定したグループの ID（数値が入ります）
②表示領域エレメント ID：div タグで指定した ID
③実際に表示するエレメント ID：画像（静止画・Flash）の場合は img タグで指定した ID
テロップ文字の場合は span タグで指定した ID
④メニュー表示領域エレメント ID：メニューを表示させるための div タグで指定した ID
（※メニュー表示させない時は null を記入します。""( クオート）はつけません）
⑤ラベル表示領域エレメント ID：ラベルを表示させるための div タグで指定した ID
（※ラベルを表示させない時は省略します）
※①〜⑤を必要なグループの数だけ行うこととなります。

④ FLVW の起動方法の設定 ・ ・ ・ body タグ
<body onLoad="FLVW.FlvwManagerStart()">
FLVW を起動するために body タグに上記の記述をします。この記述ではページが読み込まれると自動的に FLVW が起動しますが、ボタンなどのアクション
に割り当てることもできます。
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エレメントの記述方法
HP をデザインする際に、FlyViewPort で設定される各グループを表示させる領域をユーザーが作成する必要があります。

【記述例】
<body onLoad="FLVW.FlvwManagerStart()">
〜略〜
<div id="Menu">
<div id="MenuHeader"> </div>
<div class="MenuGroupHeader" id="MenuGroupHeader0"> </div>
<div class="MenuGroup" id="MenuGroup0"></div> ③
<div class="MenuGroupHeader" id="MenuGroupHeader1"> </div>
<div class="MenuGroup" id="MenuGroup1"></div>
<div class="MenuGroupHeader" id="MenuGroupHeader2"> </div>
<div class="MenuGroup" id="MenuGroup2"></div>
<div class="MenuGroupHeader" id="MenuGroupHeader3"> </div>
<div class="MenuGroup" id="MenuGroup3"></div>
</div>
<div id="ViewArea">
<div id="ImageLabel0"></div> ④
<div id="ImageArea0"><img id="ImageElement0" src="images/spacer.gif" ①
width="127" height="360" border="0"></div>
<div id="ImageLabel1"></div>
<div id="ImageArea1"><img id="ImageElement1" src="images/spacer.gif"
width="480" height="360" border="0"></div>
<div id="TelopArea0"> ②
<span id="TelopText0"></span>
</div>
<div id="TelopArea1">
<span id="TelopText1"> </span>
</div>
</div>
</div>
</body>
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①画像 （静止画 ・ 動画 ) を表示させる場合の領域作成

CSS

・・・div エレメントの中に img エレメントを入れるようにします。

画像を表示させる領域

例）＜ div id="ImageArea0" ＞

＜ div id="id 名 " ＞
＜ img id="id 名 " ＞
＜ /div ＞

＜ img id="ImageElement0" src=" ●●● "
width="127" height="360"/ ＞
＜ /div ＞

※赤枠、黒枠とも実際は同じ大きさで作成します。

※ img エレメントは大きさを固定させるために画像サイズ（width
と height）を必ず指定して下さい。指定サイズで表示されます。

②テロップ文字を表示させる場合の領域作成
・・・div エレメントの中に span エレメントを入れるようにします。

テロップ文字を表示させる領域

＜ div id="id 名 " ＞
例）＜ div id="TeropArea0" ＞
＜ span id= "TelopText0" ＞●●●＜ /span ＞
＜ span id= "id 名 " ＞＜ /span ＞
＜ /div ＞
＜ /div ＞
※ span エレメントは大きさの指定はしません。
※スクロール表示されるので位置指定も行わないで下さい。
※文字のサイズ・色は CSS で指定して下さい。

※赤枠、黒枠とも実際は同じ大きさで作成します。

③選択メニューを表示させる場合の領域作成
・・・表示させる領域のエレメントを作成します。（メニューを表示させない場合は作成の必要はありません）
●メニュー：FVP で設定した「コンテンツ名」が表示されます。閲覧者が自由に選択できるようにコンテンツ名の左にチェックボックスが表示されます。メニュー
はグループ単位で表示されますので、必要なグループ分を作成します。

＜ div id="id 名 " ＞＜ /div ＞

例）＜ div id="MenuGroup0" ＞●●●＜ /div ＞

メニューを表示させる領域

コンテンツ名
コンテンツ名

④ラベルを表示させる場合の領域作成
・・・表示させる領域のエレメントを作成します。（ラベルを表示させない場合は作成の必要はありません）
●ラベル：画像やテロップ文字と同時に表示される名称。FVP で設定した「コンテンツ名」が表示されます。

ラベルを表示させる領域

＜ div id="id 名 " ＞＜ /div ＞

例）＜ div id="ImageLabel0" ＞●●●＜ /div ＞

①〜④とも●●●の部分は空欄でも問題はありません。空欄の場合、ダウンロードされるまでの間何も表示されない状態になり
ます。様々な環境で閲覧されている方のためにも、また、デザイン面からも軽いサイズの画像や文字を入れておくことをお勧め
します。

ID について
これらのエレメントには FLVW がアクセスできるように ID をつけなくてはなりません。
ID は他のエレメントとぶつからない様に設定します。
任意の半角英数字を利用できます。大文字小文字は区別されます。
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CSS（スタイルシート）について
●レイアウトは必ず CSS で設定してください。
●テロップ文字の文字のサイズや色は HTML ではなく、CSS で設定して下さい。
●テロップ文字を表示させる領域の CSS は position を必ず指定してください。
指定可能な値は次の２つです。この２つ以外の値を使用した場合、IE では、テロップが領域に収まらなくなり、画面全域でスクロールします。
※ FireFox などでは、他の指定でも問題ありません。
position: relative;
position: absolute;

操作方法は［ヘルプ］ボタンからもご覧になれます。
（ヘルプ URL は http://www.fukuneko.com/software/support/ﬂyview/）

本ソフトウェア「FlyView」に関するお問合せは、以下までご連絡下さい。

福猫 株式会社
〒 156-0044 東京都世田谷区赤堤 4 丁目 2 番 3 号 アメニティ K2- 3B
TEL：03-5376-9897
E-mail：contact@fukuneko.com
Web：http://www.fukuneko.com/
営業時間：平日 9:30 〜 17:30
休日：土・日・祭日、年末年始
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福猫 株式会社
http://www.fukuneko.com/
「FlyView」開発元・販売元：福猫株式会社
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