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1. タグによる選択ダイアログのフォルダ表示 

1.1. 機能概要 

Edition CMS に登録されている素材、カセットの整理用に付けるタグを使用して、Edition Flex の素材選択ダイアログ、カセット選択ダイアログに疑似的なツリー

構造（＝タグフォルダ）を再現します。 

 

1.2. 設定 

CMS のアプリケーション設定の providerTagMode でタグフォルダ機能のオンオフを設定します。 

Edition CMSの ExternalConfig.groovy 

providerTagMode = true・・・タグフォルダ機能オン 

providerTagMode = false・・・タグフォルダ機能オフ 

 

Flex のメニュー設定ファイルでフィルタするタグを指定します。 

editor-ja.laml の AddImageParts、AddCassettePartsの param 

filterTag<tab>タグ 1,タグ 2,タグ 3,・・・ 一覧表示の対象とするタグ。カンマ区切りで複数のタグを指定すると AND 条件でフィルタ 
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1.3. 動作 

タグフォルダ用のタグは「folder/」で始まることが条件です。スラッシュでさらに階層を下げることができます。 

folder/aaa/bbb とある場合、Flex の素材（カセット）選択ダイアログでは、${basePath}/aaa/bbb というフォルダに素材・カセットが表示されます。 

 

特殊な扱いとして、Flex から見て、${basePath} 直下にあるもの、すなわち vpath が "/" になるフォルダの検索をした場合は、まったくタグを持たない素材・カ

セットも表示されます。タグが一つでも付いていれば該当しないので、"非表示"など適当なタグをつけておくことで表示したくない素材・カセットを非表示にする

ことができます。 

タグフォルダモードでは、あるフォルダを表示した場合、そのフォルダ直下だけでなく、サブフォルダ以下の素材・カセットも含めて表示されます（サブフォルダ

をたどるごとに絞り込まれていくような感じになります）。 
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CMS の素材一覧でのタグ設定 

 

folder/植物/青 

 

folder/風景 

 

folder/植物/赤 

 

動物 

 

folder/植物/黄 

 

鳥 

 

folder/風景 

 

＜タグなし＞ 
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タグフォルダのルート / を表示した場合、全ての素材が表示されます。 

ルートにはタグの付いていない素材も表示されます。 

左図の赤枠の素材にはタグが付いていません。 

タグフォルダの 植物 を表示した場合、「folder/植物」が含まれるタグの付

いた素材のみ表示されます。 

「folder/植物/青」 

「folder/植物/赤」 

「folder/植物/黄」 

のタグが付いた素材が表示されます。 
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動物 

 

鳥 

 
 
  

タグフォルダの 植物 / 赤 を表示した場合、「folder/植物/赤」が含まれる

タグの付いた素材のみ表示されます。 

「folder/」から始まらないタグは素材一覧に表示されません。 

「動物」 

「鳥」 
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CMS の素材一覧でのタグ設定 メニュー設定（editor-ja.laml）filterTag パラメータを指定 

 

folder/植物 

花 

青 

 

folder/植物 

花 

赤 

 

folder/植物 

花 

黄 

 
 

  
  

menuItem 

 title 素材（タグフィルタ） 

 cmd AddImageParts 

 param 

  title 素材（タグフィルタ） 

  filterTag 花 

filterTag に「花」を設定した場合。 

タグ「花」が付けられている素材のみが表示されます。 
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filterTag に「花,赤」を設定した場合。 

タグ「花」と「赤」が付けられている素材のみが表示されます。 



機能解説書 Edition Flex / CMS Edition20161215-01 

11 

2. 素材の入れ替えで同一タグのみ入れ替え対象にする 

2.1. 機能概要 

Edition CMS に登録されている素材、カセットの整理用に付けるタグを使用して、Edition Flex の素材の入れ替え、カセットの入れ替えの対象となる素材・カセッ

トを限定する機能です。 

 

2.2. 設定 

Flex のメニュー設定ファイルでフィルタするタグを指定します。 

editor-ja.laml の EditPartsImage、EditPartsCassetteの param 

sameTagOnly<tab>true・・・ 入れ替え対象として同じタグが付いている素材のみ表示 

sameTagOnly<tab>false・・・ 入れ替え対象として同じタグが付いている素材以外も表示 

settings の limitFolder を true にすると、フォルダ移動ができなくなるので、配置されている素材と同じ folder/***タグを持ち、かつ、その他のタグが同じ素

材・カセットのみを表示します。 
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2.3. 設定例 

true フォルダ表示なし false フォルダ表示あり

配置されている素材 folder/植物 夏 黄 選択可 選択可

素材1 folder/植物 夏 黄 選択可 選択可

素材2 folder/植物 夏

素材3 folder/植物 黄

素材4 folder/植物

素材5 夏

素材6 黄

素材7 folder/食べ物 夏 黄 選択可

素材8 folder/食べ物 夏

素材9 folder/食べ物 黄

素材10 folder/食べ物

素材11 夏

素材12 黄

limitFolderの設定
タグ入れ替え可能素材

 
複数のタグが付いている場合、すべてが一致している素材・カセットのみ選択可能 

フォルダ表示ありの設定の場合は、folder/***タグが異なる素材・カセットでも他のタグが一致すれば選択可能 
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3. 素材アップロード時の保存先パスと folder/タグを設定する 

3.1. 機能概要 

素材アップロードコマンド（UploadMaterial）でアップロード配置した素材の登録先とタグを設定する機能です。 

 

3.2. 設定 

Flex のメニュー設定ファイルでフィルタするタグを指定します。 

editor-ja.laml の materialUploadReplaceButtonParam 

{extension:'jpg,jpeg,gif,png,svg,zip,pdf', maxsize:80000000, providerId:'', basePath:'/materials/00c6db86c0a800294350fd10d5743427/', vpath:'user01'} 

providerId<tab>・・・保存先プロバイダ。値なし（CMS 固定） 

basePath<tab>保存先パス・・・アップロード素材の保存先。テンプレートの素材は /materials/##テンプレート trackingId## 

vpath<tab>タグ名・・・アップロード素材に付けるタグ名を指定。タグは「folder/タグ名」として付けられる 

 

editor-ja.laml の materialUploadReplaceButtonParam、UploadMaterialの param 

providerId<tab>・・・保存先プロバイダ。値なし（CMS 固定） 

basePath<tab>保存先パス・・・アップロード素材の保存先。テンプレートの素材は /materials/##テンプレート trackingId## 

vpath<tab>タグ名・・・アップロード素材に付けるタグ名を指定。タグは「folder/タグ名」として付けられる 
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アップロード時に、アップロード画像に（フォルダ）タグをつける事ができるようになる為、アップロード履歴一覧をツリー表示できるようになります。 

例えば、素材追加でアップロード画像を一覧表示して選択できます。 

editor-ja.laml の例： 

 

素材アップロード（素材を userMaterials に登録して、folder/user01 というタグを付ける） 

menuItem 

 title 素材アップロード 

 cmd UploadMaterial 

 param 

  providerId 

  extension jpg,jpeg,gif,png,svg,zip,pdf 

  basePath /userMaterials/ 

  vpath user01 

 

素材配置（登録先 userMaterialsにある、folder/user01 というタグの素材のみ表示する） 

menuItem 

 title アップロード画像 

 cmd AddImageParts 

 param 

  providerId 

  title アップロード画像 

  basePath /userMaterials/ 

  filterTag folder/user01 
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4. タグ設定の操作性向上のための CMS機能強化 

Edition CMS のタグ関連の機能を強化しました。 

 

 タグ指定ダイアログで新規タグを追加可能にしました 

 フォルダ用のタグ「folder/」の文字列をボタンクリックで入力可能にしました 

 タグ一覧画面で一括登録・編集・削除を可能にしました 

 素材一覧で素材登録時にタグを選択していると、登録された素材に自動的に選択中のタグが付きます 

 

4.1. タグ指定ダイアログで新規タグを追加・フォルダ用のタグ「folder/」の文字列入力用のボタンを配置 

  

タグ選択ダイアログに 

新規タグ入力欄と[folder/]ボタンを追加 
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4.2. タグ一覧画面で一括登録・編集・削除 

  
 
  

 追加したいタグ名を改行して連続入力 

 変更したいタグは既存のタグの後に半角スペースを空け

て変更後のタグ名を入力 

 削除したいタグは先頭に-を付ける 
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4.3. 素材一覧での素材登録時に自動的に選択中のタグを付ける 

 

タグを選択した状態で素材を登録 

登録時に選択中のタグが付く 
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