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ComponentOne for Web API

ComponentOne for Web API は、ASP.NET Web APIおよびASP.NET Core技術の上に構築されたHTTPサービスセットで

す。Web API は、Visual Studio内でサービスを作成したり、サービスを詳細にカスタマイズするために、Visual Studioテンプ

レートとして使用されます。作成したサービスアプリケーションは、HTTPでWebに公開できます。

Web API は、複数のプラットフォーム上に展開して、さまざまなホストオプションをサポートするように設計されています。IIS展
開、クラウド展開として実行できるほか、セルフホストすることもできます。展開されたサービスアプリケーションは、幅広いクラ

イアント（モバイルデバイス、ブラウザなど）に対してサーバー側として機能します。

以下のトピックでは、Web API のインストール、ライセンス、テクニカルサポートなどについて説明します。このセクションは、

Web API サービスの使用を開始するにあたって役立つ情報を提供することを目的としています。サービスの使用方法の詳細

については、「サービス」セクションを参照してください。

インストール

www.grapecity.co.jp からインストーラ「インストーラの実行ファイルインストーラの実行ファイル」をダウンロードします。インストールウィザードの手順に従って、

Web APIのASP.NET DLL、テンプレート、依存DLL、スタイルシート、およびスクリプトをインストールします。

Web APIサービスは、Visual Studioテンプレートとして提供され、Web APIのインストール後に使用できるようになります。Visual
StudioでComponentOneテンプレートを使用してWeb APIサービスアプリケーションを作成すると、テンプレートによって

C1.Web.API.dll、C1.C1Excel.dllなどの関連アセンブリへの参照がサービスプロジェクトに追加されます。

メモ：メモ： Web APIをインストールした後は、お使いのWindows 10マシンを一度ログオフするか再起動し、その後サービスアプリ

ケーションを作成して、必要な環境変数が設定されるようにすることをお勧めします。ただし、Windows 10にWeb API をインス

トールした後、そのままサービスアプリケーションを作成すると、必要な環境変数は設定されません。

サンプルサンプル

製品のサンプルは、デフォルトでComponentOne Samplesフォルダにインストールされます。

C:\Users\<User Name>\Documents\ComponentOne Samples\Web Api

ノートノート: サンプルの実行中にアセンブリに関するエラーが発生した場合は、GrapeCity NuGetソースから必要な参照を追加する

必要があります。
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Web APIライブラリをライブラリをNuGetから追加するにはから追加するには

ComponentOne Web APIライブラリは、NuGetを介して提供されます。NuGetは、ライブラリと参照を自動的にプロジェクトに追加す

るVisual Studioの拡張機能です。Web API用のNuGetパッケージは、http://nuget.c1.grapecity.com/からWeb APIサービスアプリ

ケーションに追加できます。

C1.Web.Api.ja Nuget パッケージ

C1.Web.Api.BarCode.ja Nuget パッケージ

C1.Web.Api.DataEngine.ja Nuget パッケージ

C1.Web.Api.Document.ja Nuget パッケージ

C1.Web.Api.Excel.ja Nuget.ja パッケージ

C1.Web.Api.Image.ja Nuget パッケージ

C1.Web.Api.Pdf.ja Nuget パッケージ

C1.Web.Api.Report.ja Nuget パッケージ

C1.AspNetCore.Api.ja Nuget パッケージ

C1.AspNetCore.Api.Report.ja Nuget パッケージ

C1.AspNetCore.Api.BarCode.ja Nuget パッケージ

C1.AspNetCore.Api.Image.ja Nuget パッケージ

C1.AspNetCore.Api.Excel.ja Nuget パッケージ

C1.AspNetCore.Api.DataEngine.ja Nuget パッケージ

C1.AspNetCore.Api.Document.ja Nuget パッケージ

C1.AspNetCore.Api.pdf.ja Nuget パッケージ

C1.FlexReport.ja Nuget パッケージ

C1.Excel.ja Nuget パッケージ

C1.Document.ja Nuget パッケージ

C1.DataEngine.ja Nuget パッケージ

このパッケージは、Web APIがインストールされると、Visual Studioで使用できるようになります。ライブラリをNuGetからサー

ビスアプリケーションに追加するには、次の手順を実行します。

NuGetをインストールするにはをインストールするには

1.  http://nuget.org/にアクセスし、［［Install NuGet］］をクリックします。

2.  NuGet.vsixインストーラインストーラを実行します。

3.  ［Visual Studio拡張機能インストーラ］ウィンドウで、［インストール］［インストール］をクリックします。

4.  インストールが完了したら、［閉じる］［閉じる］をクリックします。

Web API参照をサービスアプリケーションに追加するには参照をサービスアプリケーションに追加するには

1. 新しいWeb APIプロジェクトを作成します（「Web APIの設定」を参照）。

2.  ソリューションエクスプローラーで、［参照］［参照］を右クリックし、［［NuGetパッケージの管理］パッケージの管理］を選択します。

3.  NuGetパッケージマネージャーパッケージマネージャーで、GrapeCityをパッケージソースとして選択します。
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4.  プロジェクト要件に従ってNugetパッケージを選択します。

5.  ［インストール］［インストール］をクリックします。

NuGetパッケージソースを手動で作成するにはパッケージソースを手動で作成するには

1.  Visual Studioで、［ツール］メニューから［［NuGetパッケージマネージャー］パッケージマネージャー］→［パッケージマネージャー設定］［パッケージマネージャー設定］を選択します。［オ［オ

プション］プション］ダイアログボックスが表示されます。

2. 左ペインで、［［NuGetパッケージマネージャー］パッケージマネージャー］→［パッケージソース］［パッケージソース］を選択します。

3. 右上隅にある［追加］［追加］ボタンをクリックします。［使用可能なパッケージソース］［使用可能なパッケージソース］に新しいソースが追加されます。

4. 新しいパッケージソースの 名前名前 を設定し、ソースソース は http://nuget.grapecity.com/nugetに設定します。

5.  ［更新］［更新］をクリックし、［［OK］］をクリックします。

これで、NuGetパッケージソースが作成されました。

システム要件

Web APIをインストールするには、以下のコンポーネントがシステムにインストールされている必要があります。

C1.Web.Api (for Web API 2.2)

.NET 4.5以上

Visual Studio 2012、、2013、、2015
IIS 7以上（IISでホストする場合）

C1.AspNetCore.Api (for ASP.NET Core)

.NET 4.5以上

Visual Studio 2015
IIS 7.5以上（IISでホストする場合）
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ブラウザのサポートブラウザのサポート

Internet Explorer 9以上

Mozilla Firefox
Safari

WebAPI のアンインストール

WebAPIをアンインストールするには

1.  スタートメニューから［コントロールパネル］［コントロールパネル］を開き、［プログラムと機能］［プログラムと機能］の［プログラムのアンインストール］［プログラムのアンインストール］を選択します。

2.  リストから［［ComponentOne］］を選択し、［アンインストール］［アンインストール］ボタンをクリックします。

3.  インストーラウィンドウが表示されたら、［変更］［変更］をクリックします。

4.  インストーラウィンドウで［［WebApi］］のチェックマークをオフにし、［次へ］［次へ］をクリックしてプログラムをアンインストールします。
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ライセンス

Web APIは、ComponentOne Studio Enterpriseの一製品であり、他のすべてのComponentOne製品と同様に標準のサブス

クリプションモデルに準拠しています。

Web APIサービスに対しては、ランタイムライセンスチェックが行われます。つまり、ライブラリを使用するには、実行時に一意

のキーの検証が必要です。C1.Web.Api 4（Web API 2.2の場合）サービスは開発レベルのライセンスモードを使用し、

C1.Web.Api 5（Web API 3の場合）サービスはアプリケーションレベルのライセンスモードを使用します。

ComponentOne Enterpriseのサブスクリプションの内容のサブスクリプションの内容

ComponentOne Enterpriseのサブスクリプションには、すべての更新、バグ修正、および1年分の正式版リリースが含まれま

す。たとえば、2015 v1を購入された場合は、バージョン2015 v2、2015 v3、2016 v1、およびこれらのバージョン間にリリースさ

れた他のすべてのバージョンを使用する権利が付与されます。サブスクリプションにより、有効なバージョンの

ComponentOneコントロールを使用して、無償のアプリケーションを無制限に再配布できるようになります。

ComponentOneライセンスモデルの詳細については、https://www.grapecity.co.jp/developer/support/license を参照

してください。

ライセンスの仕組みライセンスの仕組み

Web API 2.2
1つのライセンスを使用して複数のWeb API 2.2アプリケーションを開発できます。システムに存在するComponentOneライセ

ンスに基づいて、ライセンス情報を含むlicenses.licxファイルがVisual Studioテンプレートによって自動的に生成されます。複

数のユーザーにアプリケーションを配布することもできます。配布のために使用料や手数料を支払う必要はありません。これ

は大幅なコスト削減になるほか、ライセンス要件がないため、アプリケーションにComponentOneコントロールを埋め込むこと

が容易になります。

ComponentOne製品をダウンロードしてインストールするときに、ライセンスをアクティブ化するかどうかを尋ねられます。購入
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する前に当社の製品を評価する場合には、ライセンスをアクティブ化するプロセスを省略できます。この場合は、30日間の評

価期間が提供されます。この期間内は、ComponentOne製品のすべての機能を使用できるようになります。30日の期間が終

わると、ライセンスされていないComponentOneコントロールを含むアプリケーションはビルドできなくなります。

その時点で、ライセンスを購入してアクティブ化するか、またはさらに30日の評価期間を承認するための評価キーを要求でき

ます。評価キーを入手したら、ComponentOneのスタートメニューにあるComponentOne License Activationユーティリティを

使用してアクティブ化することができます。

ライセンスを購入する方法またはライセンスを購入する方法または30日間の評価キーを要求する方法日間の評価キーを要求する方法

ライセンスライセンス：ライセンスの購入は、当社のオンラインストアを通して行うか、当社の販売窓口に連絡して行うことができま

す。購入すると、直ちにキーが電子メールで送付されます。

評価キー評価キー：30日間の評価キーは、窓口に連絡するか、当社のWebサイトの［マイアカウント］セクション（このオプション

を実行するには、アカウントが必要です）を通して取得できます。

Webサイトから30日間の評価キーを生成するには、次の手順を実行します。

1.  c1.grapecity.comを開きます。

2.  ［マイアカウント］を開いてログインするか、アカウントを作成します。アカウントを作成する場合は、最初に

ComponentOne製品をダウンロードしたときに使用したときと同じ電子メールアドレスを使用する必要があります。

3.  ［マイ評価］［マイ評価］の下にリストされている現在の評価を見つけ、［評価を延長］［評価を延長］ボタンをクリックします。

4. 電子メールでキーが送付されるので、それを使用してユーザーマシンのアクティブ化を行う必要があります。

ユーザーマシンでキーをアクティブ化する方法ユーザーマシンでキーをアクティブ化する方法

電子メールでライセンスまたは評価キーを受け取ったら、次の手順を実行してマシンでキーをアクティブ化します。

1. 次の場所にあるComponentOne License Activationユーティリティを見つけて開きます。

($/Program Files (x86)/ComponentOne/C1StartMenu) .
2. キーを入力してアクティブ化方法を選択し、画面上の指示に従います。

30日間の評価キーをアクティブ化する場合、評価は、前回の評価とすべて同じように進行します。ライセンスキー

をアクティブ化すると、無償の永久使用権を付与されます。

ライセンスファイルをアプリケーションに手作業で追加する方法ライセンスファイルをアプリケーションに手作業で追加する方法

1.  ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラーで、プロジェクトを右クリックし、［追加］［追加］→［新しい項目］［新しい項目］を選択します。［新しい項目の追［新しい項目の追

加］加］ダイアログボックスが表示されます。

2.  ［新しい項目の追加］［新しい項目の追加］ダイアログで、［［C#］］→［一般］［一般］を選択し、右ペインで［テキストファイル］［テキストファイル］を選択します。

3.  テキストファイルに「licenses.licx」という名前を付けます。

4. 次のコードをテキストファイルに貼り付けます。

licenses.licx

C1.Web.Api.Image.ImageExporter, C1.Web.Api
C1.Web.Api.Excel.ExcelExporter, C1.Web.Api
C1.Web.Api.Excel.ExcelImporter, C1.Web.Api

Web API 3
Web API 3サービスを使用して作成されたアプリケーションには、一意のライセンスキーが必要です。このライセンスは、指定

されたアプリケーションに連結され、実行時に検証されます。アプリケーションにライセンスを追加するには、ComponentOne
のWebサイトでライセンスを生成します。

アプリケーション用に試用ライセンスまたはフルライセンスを生成するには、次の手順を実行します。

1. 新しいWeb APIサービスアプリケーションを作成します（詳細な手順については、「Web APIの設定」を参照してくださ

い）。

2.  NuGetパッケージマネージャーパッケージマネージャーから、必要なNuGetパッケージをアプリケーションに追加します（「インストール」を参
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照）。

3. 次のURLにアクセスします。https://c1.grapecity.com/Members/default.aspx?
ReturnUrl=/MyAccount/MyASPNet.aspx.             

メモメモ：このWebページにアクセスするには、ComponentOneアカウントを作成してログインする必要があります。

4.  フルライセンスを生成する場合は、ページ上部にあるドロップダウンメニューからシリアル番号を選択します。試用ライ

センスを生成する場合は、［評価］［評価］が選択されているままにします。

5.  ［アプリ名］［アプリ名］ テキストボックスにアプリケーションの名前を入力します。

アプリケーションの名前を確認するには、[ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラー]でプロジェクト名を右クリックし、［プロパ［プロパ

ティ］ティ］を選択します。［アプリケーション］［アプリケーション］タブを開きます。アプリケーション名は、［既定の名前空間］［既定の名前空間］に表示される名

前と同じです。

6.  ［生成］［生成］ボタンをクリックします。ランタイムライセンスが文字列の形式で生成されます。

7.  ランタイムライセンスをコピーし、次の手順を実行して、アプリケーションにランタイムライセンスを追加します。

1.  Visual Studioでアプリケーションを開きます。

2.  ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラーで、プロジェクトの名前を右クリックします。

3.  ［追加］［追加］→［新しい項目］［新しい項目］を選択します。［新しい項目の追加］［新しい項目の追加］ダイアログボックスが表示されます。

4.  インストール済みテンプレートから、［［C#］］→［クラス］［クラス］を選択します。

5.  クラス名を「「License.cs」」と設定し、［［OK］］をクリックします。

6.  License.csクラスの内容を、コピーしたランタイムライセンスキーに置き換えます。

C#

public static class License
{
public const string Key = "Your Key"
}

7.  ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラーから、[Startup.cs]を開き、次のようにキーを割り当てます。

C#

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
C1.Web.Api.LicenseManager.Key = License.key;
services.AddMvc(); //Mvcサービスを追加します

試用ライセンスを生成している場合は、これで、アプリケーションを試用目的で使用する準備ができました。この手順は、任意

の数のアプリケーションに対して繰り返すことができます。試用ライセンスはアプリケーション名に対して一意であるため、アプ

リケーションごとに新しい試用ライセンスを生成する必要があります。

Web API 3試用版試用版

試用版は、最初にランタイムライセンスを生成した日から30日間に限定されています。公開するアプリの配布には使用しない

でください。

アプリごとに評価キーを生成します（30日間制限なし）。

ライセンスを拡張する場合は、当社の販売チームにご連絡ください。

Web API 3製品ライセンス版製品ライセンス版

お使いのサブスクリプションに含まれているStudio EnterpriseまたはUltimateのバージョンをアプリケーションが使用する限

り、製品版ライセンスキーに有効期限はありません。サブスクリプションの期限が過ぎても、Web API の有効なバージョンを使

用し続ける限りは、アプリケーションを更新することができます。

ComponentOne Ultimateを購入すると、シリアル番号が与えられます。フルランタイムライセンスを生成する前に、このシリア

ル番号を登録する必要があります。

次の手順を実行して、Web API 3のシリアル番号を登録してください。
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1.  https://c1.grapecity.com/Members/?ReturnUrl=%2fMyAccount%2fMyLicenses.aspx にアクセスし、Web APIサー

ビスアプリケーション用のランタイムライセンスの生成に使用するIDを使用してログインします。

2.  ［製品を登録］［製品を登録］をクリックします。

3.  ［シリアル番号］［シリアル番号］と［購入日］［購入日］を入力し、［製品を登録］［製品を登録］をクリックします。

https://c1.grapecity.com/Members/?ReturnUrl=%2fMyAccount%2fMyLicenses.aspx にアクセスして、アプリごとのランタイ

ムキーを生成します。

メモメモ：シリアル番号を登録するComponentOneアカウントが、アプリケーション用の実行時キーを生成することができる唯

一のアカウントです。ただし、このアカウントは、ComponentOneのWebサイトを通じて任意のシステムからキーを生成す

ることができます。

Web APIクライアントJavaScriptの追加

クライアントアプリケーションはWeb APIサービスアプリケーションに要求を送信します。Web APIは、Webプラットフォーム内で

この要求を生成するためのJavaScriptクライアントコードを提供しています。ComponentOne Web APIクライアントJavaScript
ファイルwebapiclient.min.jsは、WijmoおよびMVCコントロール用のエクスポート/インポート拡張jsです。これは、クライアン

トアプリケーションからサーバー側を呼び出すためのAPIを提供します。

RESTベースのAPIサービスを使用するためには、クライアントJavaScriptファイルは不要であることに注意してください。RESTful
サービスの呼び出しには、要求メソッドのGETとPOSTを使用します。

メモ：メモ：[webapiclient.min.js]ファイルは、デフォルトではC:\Program Files (x86)\ComponentOne\Web Api\clientにイン

ストールされます。

クライアントアプリケーションにWeb APIクライアントJavaScriptファイルを追加して使用するには、次の手順を実行します。

MVC
1.  webapiclient.min.js ファイルをクライアントプロジェクトの [Scripts] フォルダに追加します。

2.  webapiclient.min.js 参照を ［［Views］］→［［Shared］］→ [_Layout.cshtml] ファイルに追加しま

す。"webapiclient.min.js" ファイルを ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラー からこのファイルの上部にあるスクリプト設定

の場所にドラッグします。
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HTML
クライアントプロジェクトがあるフォルダにwebapiclient.min.jsファイルを追加します。

webapiclient.min.jsファイルへの参照を他のWijmo参照と共にHTMLページの<head>タグ内に追加します。クライ

アントJavaScriptファイルを「Scripts」フォルダに配置した場合、追加する参照は次のようになります。

1.  クライアントプロジェクトがあるフォルダに"webapiclient.min.js"ファイルを追加します。

2.  webapiclient.min.js ファイルへの参照を他のWijmo参照と共にHTMLページの<head>タグ内に追加します。クライ

アントJavaScript ファイルを「「Scripts」」フォルダに配置した場合、追加する参照は次のようになります。

HTML

<script src="Scripts/webapiclient.min.js" type="text/javascript"></script>

Web APIの使用

Web APIは、ASP.NET Web APIまたはASP.NET Coreを使用して実装できる次世代のサービスセットです。最初にVisual
Studioでサービスプロジェクトを作成したら、それをIIS上に展開するか、セルフホストする必要があります。これで、クライアント

アプリケーション（MVCアプリケーション、HTMLベースのアプリケーション、デスクトップアプリケーション、または他の一般的な

アプリケーション）は、これらのWeb APIサービスを呼び出すことでExcelファイルのエクスポートとインポート、（目的の形式で

の）画像のエクスポート、指定されたデータおよびテンプレートからのExcelファイルの生成、および指定されたテキストからの

バーコードの生成を実行することができます。Web APIサービスの操作方法については、「サービス」トピックを参照してくださ

い。

以下のトピックでは、Web APIサービスプロジェクトの作成および展開方法、サービスプロジェクトを使用するクライアントアプリ

ケーションの作成方法について説明します。開始する前に、「システム要件」を参照してください。

Web API の設定

ASP.NET Web API は、ブラウザやモバイルデバイスなどの幅広いクライアントに届くHTTPサービスを容易に構築するためのフレー

ムワークです。ASP.NET Web APIは、.NET Framework上でRESTfulアプリケーションを構築するための理想的なプラットフォームで

す。ComponentOne Web API は、FlexChart、Gauge、Imageのエクスポート、およびFlexGridを使用するExcelシートのインポートと

エクスポートを可能にする一連のAPIです。このAPIは、Web API 2.2とASP.NET CoreをサポートするVisual Studioテンプレートとして

利用できます。

このトピックでは、Web APIサービスアプリケーションをVisualStudioで作成し、IIS上に展開する（またはセルフホストする）方法につい

て説明します。これにより、クライアントアプリケーションに対するサーバー側（エンドポイント）が構築されます。クライアントアプリケー

ションは、サービスにアクセスするためにエンドポイントに要求を送信し、応答を受信します。

Web API 2.2
1.  Visual Studio では、［ファイル］［ファイル］→［新規作成］［新規作成］→［プロジェクト］［プロジェクト］を選択して、新しいWeb APIサービスプロジェクトを作成します。

2.  インストール済みテンプレートから、［［C1］］→［［Web］］→［［C1 Web API アプリケーション］アプリケーション］を選択して、新しいComponentOne
Web APIサービスアプリケーションを作成します。
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3.  アプリケーションの[名前名前]および[場所場所]を設定します。

4.  ComponentOne ASP.NET Web APIアプリケーションウィザードで、プロジェクト要件に従ってWeb APIサービスを選択します。

5. ウィザードから[サービスサービス]を選択したら、[OK]をクリックして新しいComponentOne Web APIサービスアプリケーションを作成し

ます。詳細については、サービストピックを参照してください。
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ComponentOneテンプレートは、この新しいプロジェクトに、C1.Web.Api.dll、C1.C1Excel.dllなどの関連アセンブリへの参照を

追加します。

6. 構成されたリモートまたはローカルストレージのデータをアクセスすることができます。ローカルストレージを構成する方法のた

めにストレージの設定、サーバー側の接続文字列の設定、.NETコレクションの設定を参照してください。

7.  これでサービスプロジェクトを設定できました。プロジェクトをIIS上に展開するか（IISでホストされるサービスアプリケーションの

場合）、単にアプリケーションを実行して（セルフホストされる場合）、使用を開始します。

ASP.NET Core
1.  Visual Studio を開き、［ファイル］［ファイル］→［新規作成］［新規作成］→［プロジェクト］［プロジェクト］を選択して、新しいWeb APIサービスプロジェクトを作成しま

す。

2.  インストール済みテンプレートから、［［C1］］→［［Web］］→［［C1 Web APIののASP.NET Coreアプリケーション］アプリケーション］を選択します。

3.  アプリケーションの[名前名前]および[場所場所]を設定します。

4. 構成されたリモートまたはローカルストレージのデータをアクセスすることができます。ローカルストレージを構成する方法のた

めにストレージの設定、サーバー側の接続文字列の設定、.NETコレクションの設定を参照してください。

5.  ランタイムライセンスをアプリケーションに追加します。

6.  Visual Studioでアプリケーションを実行します。

ComponentOneテンプレートは、この新しいプロジェクトに、C1.Web.Api.dll、C1.C1Excel.dllなどの関連アセンブリへの参照を追加し

ます。

メモメモ：データを保護するには、WEB APIプロジェクトをカスタマイズして、要件に応じてセキュリティを構成します。

サーバー側が作成されます。これで、起動したWebAPI サービスに対して生成されたURLを使用して、クライアントアプリケーションか

らサービスプロジェクトを呼び出すことができます。クライアントアプリケーションで、レポート、Excel、画像、バーコードなどのWeb API
サービスを使用できます。詳細については、「サービス」を参照してください。

次の画像は、ホストされているWeb APIサービスアプリケーションを示します。
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上の例では、サービスは、https://demo.grapecity.com/c1/aspnet/webapiexplorer/ でホストされています。

Web API URL for Servicesを正常にホストできたら、これらのWeb APIサービスにアクセスして呼び出し、ExcelファイルやExcel画像

のエクスポートとインポート、指定したデータとテンプレートからのExcelの生成、指定したテキストからのバーコードの生成を行うことが

できます。Web APIサービスの操作方法については、「サービス」トピックを参照してください。

サーバー側の接続文字列の設定

また、データベースファイルからのデータを使用して、Excelファイルを生成、結合、および変換できます。接続文字列も設定す

る必要があります。以下の例では、C1NWind という名前のローカルに使用可能なmdbファイルをストレージとして使用し、ま

た、OleDbデータプロバイダを使用します。ただし、データベースファイルはローカルに配置されている場合やSQL Serverに存

在する場合があり、また、他のデータプロバイダも使用できます。

ノートノート: サーバー側のデータを構成した後、クライアント側のアプリケーションを作成して、データを使用するサービスを呼

び出すことができます。 詳細については、サービスのトピックを参照してください。

ローカルに使用可能な"C1NWind.mdb" データベースファイルの接続文字列を設定するには、次の手順を実行します。

1.  Web APIサービスアプリケーションで新しいフォルダを作成し、そこにデータベースファイルを追加します。ここでは、

App_Dataフォルダにファイルを追加します。
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2.  アプリケーションでOleDbProvider.csファイルを作成し、OleDbProvider クラスを追加します。

3.  OleDbProvider クラスに次のコードを追加します。

C#

public class OleDbProvider: DataProvider {
  public OleDbProvider(string name, string connectionString) {
    Name = name;
    ConnectionString = connectionString;
  }
  public string Name {
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17 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



    get;
    private set;
  }
  public string ConnectionString {
    get;
    private set;
  }
  public override bool Supports(string name) {
    return name.StartsWith(Name, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
  }
  public override IEnumerable GetObject(string name, NameValueCollection args) {
    var tableName = name.Substring(Name.Length).TrimStart('\\', '/');
    var selectCommand = string.Format("select * from {0}", tableName);
    var conn = new OleDbConnection(ConnectionString);
    var command = new OleDbCommand(selectCommand) {
      Connection = conn
    };
    conn.Open();
    return command.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
  }
}

4. 以下に示すように、Startup クラスのConfiguration (IAppBuilder app) メソッド内でデータベースファイルの接続文

字列を設定します。

C#

var connectionString = 
ConfigurationManager.ConnectionStrings["Nwind"].ConnectionString;
app.AddDataProvider(new OleDbProvider("Nwind", connectionString));

ストレージの設定

Web APIサービスアプリケーションを作成し、オプションでそこにストレージストレージを構成できます。ストレージは、サーバー側または

リモートの場所でデータのリポジトリとして機能します。データベースまたはデータファイルから、クライアントアプリケーションに

データを提供します。クライアントアプリケーションは、このデータを使用し、GET要求を通してREST APIサービスを利用して、目

的の形式でExcelファイルを生成、変換、および結合します。詳細については、Excelサービスを参照してください。

ユーザーがGET要求を発行すると、クライアントアプリケーションは、構成されたストレージからデータ/ファイルをフェッチしま

す。ストレージには、リモートストレージまたはローカルストレージを使用できます。リモートストレージは、クラウド上に存在する

場合や、ホストサービスを構成したサーバーとは別のサーバー上に存在する場合があります。一方、ローカルストレージは、ホ

ストサービスが配置されているサーバーと同じサーバーに存在します。このセクションでは、サービスアプリケーション内でロー

カル保存フォルダを作成、構成する方法を具体的に説明します。また、以降の各セクションでは、ローカルストレージを構成す

るためのサーバー側接続文字列および.NETコレクションについて説明します。

Web APIの設定トピックで作成したWeb APIサービスでローカルストレージを構成するには、次の手順を実行します。

1. サービスアプリケーションで、[Files]という名前のフォルダを作成します。

2. 目的のデータファイルをこのフォルダに追加します。
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3. サービス内でこのストレージを構成するには、以下に示すように、GetFullRoot() メソッドを呼び出し、その値をWeb
APIサービスプロジェクトのStartupクラス内のConfiguration (IAppBuilder app) メソッドのローカル変数folderに渡

します。

C#

var folder = GetFullRoot("Files");

4. 以下に示すように、Startup 内でGetFullRoot()メソッドを定義します。

C#

private static string GetFullRoot(string root)
        {
    var applicationBase = AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation
        .ApplicationBase;
        var fullRoot = Path.GetFullPath(Path.Combine(applicationBase, root));
        if (!fullRoot.EndsWith(Path.DirectorySeparatorChar.ToString(), 
        StringComparison.Ordinal))
        {
  // GetFullPathで一致を判定する場合は、完全なディレクトリ名のみとの一致が判定されます。

                        fullRoot += Path.DirectorySeparatorChar;
                }
            return fullRoot;
        }

5. 以下に示すように、Startup 内のConfiguration メソッドのAddDiskStorage() メソッドを通して、ディスクストレージを

サービスアプリケーションの[StorageProviderManager]に追加します。
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C#

 app.UseStorageProviders()
    .AddDiskStorage("fullRoot", GetFullRoot("Files"));

このメソッドは、ルート名、およびストレージの完全なパスを取ります。保存フォルダに適切な名前、たとえば、この場合

には"root"を付けます。

.NETコレクションの設定

.NETコレクション内のデータは、目的の形式でExcelファイルを生成、結合、および変換する際にも使用できます。このセクショ

ンでは、Web API サービスアプリケーションで.NETコレクションを構成する方法を具体的に示します。この例では、

IEnumerable インタフェースを実装して、モデルで生成されたデータを使用します。

ノートノート: Web APIサービスアプリケーションで.NET Collectionsを設定して、.NET Collectionsを使用するためにサービスを

呼び出すクライアント側アプリケーションを作成できます。 詳細については、サービスのトピックを参照してください。

1. サービスアプリケーションで、Models フォルダ内に目的のモデルクラスを作成します。たとえば、ここではSales.cs モデ

ルとCustomerOrder.cs モデルを作成します。

Sales.cs

Example Title

public class Sale
    {        
        public int ID { get; set; }
        public DateTime Start { get; set; }
        public DateTime End { get; set; }
        public string Country { get; set; }
        public string Product { get; set; }
        public string Color { get; set; }
        public double Amount { get; set; }
        public double Amount2 { get; set; }
        public double Discount { get; set; }
        public bool Active { get; set; }

        public MonthData[] Trends { get; set; }
        public int Rank { get; set; }
        public static IEnumerable <Sale> GetData(int total)
        {
            var countries = new[] { "日本","中国","フランス","ドイツ","イタリア",
"韓国","オーストラリア", };
            var products = new[] { "Widget", "Gadget", "Doohickey" };
            var colors = new[] { "Black", "White", "Red", "Green", "Blue" };
            var rand = new Random(0);
            var dt = DateTime.Now;
            var list = Enumerable.Range(0, total).Select(i =>
            {
                var country = countries[rand.Next(0, countries.Length - 1)];
                var product = products[rand.Next(0, products.Length - 1)];
                var color = colors[rand.Next(0, colors.Length - 1)];
                var date = new DateTime(dt.Year, i % 12 + 1, 25, i % 24, i % 60,
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 i % 60);

                return new Sale
                {
                    ID = i + 1,
                    Start = date,
                    End = date,
                    Country = country,
                    Product = product,
                    Color = color,
                    Amount = rand.NextDouble() * 10000 - 5000,
                    Amount2 = rand.NextDouble() * 10000 - 5000,
                    Discount = rand.NextDouble() / 4,
                    Active = (i % 4 == 0),
                    Trends = Enumerable.Range(0, 12).Select(x => new MonthData 
{ Month = x + 1, Data = rand.Next(0, 100) }).ToArray(),
                    Rank = rand.Next(1, 6)
                };
            });
            return list;
        }

        internal static dynamic GetCountries()
        {
            throw new NotImplementedException();
        }

        internal static dynamic GetProducts()
        {
            throw new NotImplementedException();
        }
    }

    public class MonthData
    {
        public int Month { get; set; }
        public double Data { get; set; }
    }
}

CustomerOrder.cs

Example Title

public partial class FlexGridController: Controller {
  public ActionResult Index() {
    var customers = db.Customers.Take(10).ToList();
    var model = customers.Select(c => new CustomerWithOrders {
      CustomerID = c.CustomerID,
        CompanyName = c.CompanyName,
        Country = c.Country,
        City = c.City,
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        Orders = (db.Orders.Where(o => o.CustomerID == c.CustomerID).ToList())
    });
    return View(model);
  }
}                                                       

2. 以下に示すように、AddDataSet()メソッドを通してサービスアプリケーションのデータプロバイダマネージャーにデータ

セットを追加することにより、Startup クラスのConfiguration (IAppBuilder app) メソッド内でモデルを設定します。

C#

app.UseDataProviders()
        .AddItemsSource("Sales", () =>
 Sale.GetData(10).ToList())
        .AddItemsSource("Orders", () => CustomerOrder.GetOrderData(20).ToList())

クライアントアプリケーションの設定

クライアントアプリケーションの作成

このセクションでは、MVCおよびWijmo 5コントロールを使用して、Web APIサービスを呼び出すことができるクライアントアプ

リケーションを作成する方法を説明します。エクスポート/インポート機能を有効にするために、クライアントアプリケーションを

介してWeb APIサービスを呼び出すことができます。クライアントは、ComponentOne Web API Client JavaScriptファイルを使

用して、Web APIサービスのエクスポート/インポート要求を発行します。 Web APIサービスの操作方法の詳細については、

「サービス」を参照してください。

クライアントアプリケーションへのコントロールの追加クライアントアプリケーションへのコントロールの追加

クライアントアプリケーションを作成し、FlexGridコントロールを追加するには、次の手順を実行します。

MVC
1.  Visual StudioでMVC 5アプリケーションを作成します。

2.  コントローラー（たとえば、MVCFlexGridController）を Controllers フォルダに追加します。次の参照を追加します。

C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using Services_Excel.Models;

ノートノート: Services_Excel を自分のアプリケーションの名前と置き換えます。

3.  FlexGridController.csのメソッドIndex()を次のメソッドに置き換えます。

C#

public ActionResult Index()
{
    return View(Sale.GetData(10));
}

4.  コントローラーの対応するビュー（名前「Index.cshtml」）を追加し、次のコードを追加してFlexGridコントロールをビュー

に追加します。

Razor
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@(Html.C1().FlexGrid<Sale>().Id("flexGrid").Width("auto")
    .AutoGenerateColumns(false)
    .Bind(bl => bl.Bind(Model))
    .CssClass("grid")
    .IsReadOnly(true)
    .Columns(bl =>
    {
        bl.Add(cb => cb.Binding("ID"));
        bl.Add(cb => cb.Binding("Date"));
        bl.Add(cb => cb.Binding("Country"));
        bl.Add(cb => cb.Binding("Product"));
        bl.Add(cb => cb.Binding("Color"));
        bl.Add(cb => cb.Binding("Amount"));
    })
)

5.  <body>タグに次のHTMLコードを追加します。

Javascript

<button class="btn btn-primary" onclick="exportControlDemoControl()">
エクスポート</button>

6. 次のJavaScriptコードを追加します。

Javascript

function exportControlDemoControl() {
        var exporter = new c1.mvc.grid.ExcelExporter(),
            control = wijmo.Control.getControl('#flexGrid');
        exporter.requestExport(control, 

'http://demos.componentone.com/aspnet/webapi/api/export/excel', {
            type: xlsx
        });
    }

HTML
1. 新しいHTMLページを作成するには、任意のテキストエディタで次のコードを追加し、.html 拡張子を付けてドキュメント

を保存します。

HTML

<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
<head>
</head>
<body>
</body>
</HTML>

2. 依存関係へのリンクをHTMLページの<head>タグ内に追加します。

メモメモ：HTMLアプリケーションでWijmo 5コントロールを使用するには、いくつかのWijmoファイルへの参照をHTML
ページに含める必要があります。これらのWijmoファイルをダウンロードしてアプリケーション内の適切なフォルダ

にコピーするか、クラウド上のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）でホストされているWijmoファイルを参照します。

Wijmoスクリプトファイルを「Scripts」というフォルダに、cssファイルを「Styles」というフォルダに、Wijmoコントロー
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ルに固有のスクリプトファイルを「Controls」フォルダにダウンロードして配置した場合は、HTMLページの<head>
タグ内に次のWijmo参照を追加します。

HTML

<!-- Wijmo参照 -->
<script src="Controls/wijmo.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="Styles/wijmo.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="Scripts/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Controls/wijmo.grid.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Scripts/webapiclient.min.js" type="text/javascript"></script>

3. 次のマークアップを<body>タグ内に追加して、コントロールを作成します。

HTML

<div id="flexGrid" style="width:auto"></div> <br/>

4.  <body>タグに次のHTMLコードを追加します。

Javascript

<button class="btn btn-primary" onclick="exportControlDemoControl()">
エクスポート</button>

5. 次のJavaScriptコードを追加します。

Javascript

function exportControlDemoControl() {
        var exporter = new c1.mvc.grid.ExcelExporter(),
            control = wijmo.Control.getControl('#flexGrid');
        exporter.requestExport(control, 

'http://demos.componentone.com/aspnet/webapi/api/export/excel', {
            type: xlsx
        });
    }

クライアントアプリケーションへのデータの追加クライアントアプリケーションへのデータの追加

クライアントアプリケーションにデータを挿入するには、次の手順を実行します。

MVC
1.  ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラーで、［［Models］］フォルダを右クリックし、［追加］［追加］→［クラス］［クラス］を選択します。［新しい項目の［新しい項目の

追加］追加］ダイアログボックスが表示されます。

2.  ［新しい項目の追加］［新しい項目の追加］ダイアログで、クラスの名前（例：Sale.cs）を設定します。

3.  ［追加］［追加］をクリックします。

4. 新しいモデルクラスに次のコードを追加します。

Sale.cs

    public class Sale
    {
        public int ID { get; set; }
        public DateTime Date { get; set; }
        public string Country { get; set; }
        public string Product { get; set; }
        public string Color { get; set; }
        public double Amount { get; set; }
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        private static List<string> COUNTRIES = new List<string> 
{ "日本","中国","フランス","ドイツ","イタリア","韓国",
"オーストラリア" };
        private static List<string> PRODUCTS = new List<string> 
{ "Widget", "Gadget" };

        /// <summary>
        /// データを取得する

        /// </summary>
        /// <param name="total"></param>
        /// <returns></returns>
        public static IEnumerable<Sale> GetData(int total)
        {
            var colors = new[] { "Black", "White", "Red", "Green", "Blue" };
            var rand = new Random(0);
            var dt = DateTime.Now;
            var list = Enumerable.Range(0, total).Select(i =>
            {
                var country = COUNTRIES[rand.Next(0, COUNTRIES.Count - 1)];
                var product = PRODUCTS[rand.Next(0, PRODUCTS.Count - 1)];
                var color = colors[rand.Next(0, colors.Length - 1)];
                var date = new DateTime(dt.Year, i % 12 + 1, 25);

                return new Sale
                {
                    ID = i + 1,
                    Date = date,
                    Country = country,
                    Product = product,
                    Color = color,
                    Amount = Math.Round(rand.NextDouble() * 10000 - 5000, 2)
                };
            });
            return list;
        }

        public static List<string> GetCountries()
        {
            var countries = new List<string>();
            countries.AddRange(COUNTRIES);
            return countries;
        }

        public static List<string> GetProducts()
        {
            List<string> products = new List<string>();
            products.AddRange(PRODUCTS);
            return products;
        }
    }

5.  アプリケーションを保存します。
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HTML
1.  <head>タグ内の参照の下に、次のスクリプトを追加してグリッドを初期化し、データを生成します。

Javascript

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {        
// ランダムデータを作成します

    var countries = '"日本","中国","フランス","ドイツ","イタリア","韓国",

"オーストラリア",.split(',');
    var products = 'Widget,Gadget'.split(',');
    var colors = 'Black,White,Red,Green,Blue'.split(',');
    var today = new Date();
    var dd = today.getDate();
    var yyyy = today.getFullYear();
    var numRows = 10;
    var data = [];
    for (var i = 0; i < numRows; i++) {
        var date = (i%12+1)+'/'+dd+'/'+yyyy;
        data.push({
            id: i + 1,
            date: date,
            country: countries[Math.floor((Math.random() * 100) + 1) % 10],
            product: products[Math.floor((Math.random() * 100) + 1) % 2],
            color: colors[Math.floor((Math.random() * 100) + 1) % 5],
            amount: Math.random() * 5000
        });
    }    // データのCollectionViewを作成します（イベント取得のため）

    var view = new wijmo.collections.CollectionView(data);    // グリッドを初期化しま

す

    var grid = new wijmo.grid.FlexGrid('#flexGrid', {
        columns: [{
            binding: 'id',
            header: 'ID'
        }, {
            binding: 'date',
            header: 'Date'
        }, {
            binding: 'country',
            header: 'Country'
        }, {
            binding: 'product',
            header: 'Product'
        }, {
            binding: 'color',
            header: 'Color'
        }, {
            binding: 'amount',
            header: 'Amount'
        }],
        autoGenerateColumns: false,
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        itemsSource: view,
        selectionMode: wijmo.grid.SelectionMode.Row
    });
    });
</script>

2.  アプリケーションを保存します。

先頭に戻る先頭に戻る

REST APIサービス用のクライアントアプリケーション

このセクションでは、RESTful Web APIサービスを呼び出すクライアントアプリケーションの作成方法を具体的に示します。RESTに
基づくWeb APIサービスは、さまざまなプラットフォーム上に構築されたクライアントアプリケーションで利用できます。このクライア

ントアプリケーションを通してWeb APIサービスを呼び出して、Excelファイルを生成および結合すること、またはバーコードを生成

することができます。クライアントアプリケーションからサービスを呼び出す方法については、「サービス」セクションを参照してくだ

さい。

以降の各セクションの例では、HTMLアプリケーションおよびWinFormsアプリケーションを使用してREST APIサービスを呼び出し

ます。したがって、このセクションでは、この2つのアプリケーションを作成します。

このセクションで作成するクライアントアプリケーションは、Excelファイルを生成するためにエンドポイント（サーバー）にPOST要求

を送信し、また、GET要求を送信するクライアントも同様の行で作成できると考えられます。

クライアントアプリケーションへのコントロールの追加クライアントアプリケーションへのコントロールの追加

クライアントアプリケーションを作成し、入力コントロールを追加するには、次の手順を実行します。

WinForms
1.  Visual Studioに新しいWinFormsプロジェクトを作成します。詳細については、「.NETプロジェクトの作成」を参照してくださ

い。

2. 次の参照を追加します。

C#

using System;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Net.Http;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;

3.  ツールボックスから、2つのC1Buttonコントロール、4つのC1Labelコントロール、および3つのC1TextBoxコントロールを

フォームに追加します。

4.  これらの入力コントロールのテキストプロパティを設定します。

5.  ［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。［［F5］］を押してプロジェクトを実行します。

フォームが次のように表示されます。
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6.  ［［Shift］］+［［F5］］を押してアプリケーションのデバッグを停止し、デザインビューに切り替えます。ツールボックスから、

OpenFileDialogコンポーネントをフォームにドラッグアンドドロップします。このコンポーネントは、WinFormsアプリケーショ

ンのデザインビューのコンポーネントトレイに表示されます。

OpenFileDialogコンポーネントは、Web APIサービスに対して要求を実行するときに、データファイルを選択するための

ダイアログボックスを表示します。

HTML
1. 自分の好みのテキストエディタで新しいHTMLページを作成するには、テキストエディタで次のタグを追加し、.html拡張子

を付けてドキュメントを保存します。

HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
</head>
<body>
</body>
</HTML>

2. 次のマークアップを<body>タグ内に追加して、コントロールを作成します。

HTML

<h1>WebAPIを呼び出すためのWebアプリケーション</h1>
<form>
        <label for="dataFile">データファイル:</label>
        <input type="file" id="dataFile" name="dataFile" accept=""/>
        <br /><br />
        <label for="fileName">ファイル名:</label>
        <input type="text" id="fileName" name="fileName" value=""/>
        <br /><br />
        <label for="fileFormat">ファイル形式:</label>
        <input type="text" id="fileFormat" name="type" value=""/>
        <br /><br />
        <input type="submit" value="Excelを生成します"/>
</form>

3.  HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。入力コントロールを含むHTMLページが次のように表示されます。
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先頭に戻る先頭に戻る

再配布可能ファイル

ComponentOne Web APIは、グレープシティ株式会社によって開発および公開されています。このコントロールを使用したり

統合することができる環境であれば、Microsoft Visual Studio などの任意のプログラミング環境と組み合わせて、アプリケー

ションの開発に使用できます。また、ネットワークのクライアント側/ワークステーション側にある1つのCPUで個別に使用される

場合に限り、開発したアプリケーションと一緒に、次に示す再配布可能ファイルを無償で配布できます。

再配布可能ファイル再配布可能ファイル

Web API 2.2の場合の場合

C1.Web.Api Nuget package
C1.Web.Api.BarCode Nuget package
C1.Web.Api.DataEngine Nuget package
C1.Web.Api.Document Nuget package
C1.Web.Api.Excel Nuget package
C1.Web.Api.Image Nuget package
C1.Web.Api.Pdf Nuget package
C1.Web.Api.Report Nuget package
C1.DataEngine NuGet Package
C1.Excel NuGet Package
C1.FlexReport NuGet Package
C1.Document NuGet Package

ASP.NET Coreの場合の場合

C1.AspNetCore.Api NuGet Package
C1.AspNetCore.Api.Report NuGet Package
C1.AspNetCore.Api.BarCode NuGet Package
C1.AspNetCore.Api.Image NuGet Package
C1.AspNetCore.Api.Excel NuGet Package
C1.AspNetCore.Api.Pdf NuGet Package
C1.AspNetCore.Api.Document NuGet Package
C1.AspNetCore.Api.DataEngine NuGet Package
C1.DataEngine NuGet Package
C1.Excel NuGet Package
C1.FlexReport NuGet Package
C1.Document NuGet Package
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Web APIの制限

Web API サービスには、次に示すいくつかの制限があります。これらのいくつかは、製品の改良に従って取り除かれる予定で

す。

Report サービスサービス

レポートサービスはマップコントロールをサポートしていません。

画像サービス画像サービス

ユーザーの操作によって変更されたクライアントの外観は、画像ではエクスポートされない場合があります。たとえば、

クリック後のFlexPieの回転はエクスポートされません。

コントロールの外観が特定の状況でテーマの影響を受ける場合、エクスポートされる画像にその外観は反映されませ

ん。

データラベルのエクスポートは、カスタムitemFormatter JS 関数をサポートしません。

折れ線系列は、グリッド線に重なる場合にはエクスポートに表示されません。

Excelサービスサービス

共通共通

PivotTableはサポートされていません。

VBAマクロのサポートは限定的であり、xlsxに対しては不透過コピーだけがサポートされています。

どのファイル形式であっても、Excelファイルがロードおよび保存されるたびにチャートオブジェクトが保存されることはあ

りません。

保護構造/Windowsはサポートされていません。詳細については、「.NET制限に対するExcel」を参照してください。

インポートとエクスポートインポートとエクスポート

FlexGridでは、結合されたセルを持つExcelファイルのインポートとエクスポートはサポートされていません。

Excel 97-2003形式では、エクスポートされた色の表示が異なることがあります。

FlexGridでは、スタイルのインポートはサポートされていません。

（強調表示された塗りつぶしを持つ）選択されたセルはエクスポートされます。

書式設定は、FlexGridの列単位でのみインポートされます。列内の最後のセルの書式設定がその列全体のセルに適

用されます。これは、FlexGridコントロールの制限事項です。

MVC FlexGridでは、disableServerRead がfalse、onlyCurrentPage もfalseに設定されている場合には、カスタム列

ヘッダーをエクスポートできません。

インポートすると、グループの折りたたまれた状態は失われ、すべてのグループが展開されます。

Excelファイル内の画像は、エクスポートもインポートもできません。

Excelファイル内に設定されたアイコンは、エクスポートもインポートもできません。

Excelファイルの生成ファイルの生成

ExcelファイルをJSON文字列に生成し、それをFlexGridで読み込むと、グループの折りたたまれた状態は失われ、すべ

てのグループが展開されます。

画像が含まれるExcelファイルをJSON文字列またはXML文字列に生成する場合、生成された文字列に画像は含まれ

ません。

Excelファイルの結合ファイルの結合

画像が含まれるExcelファイルをJSON文字列またはXML文字列に結合する場合、結合された文字列に画像は含まれ

ません。

アイコンが設定されているExcelファイルの結合はサポートされません。

配布配布

VSの［作成時に新しいプロジェクトを保存］というオプションをオフにすると、NuGetは機能しません。このオプションは、
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「Visual Basic」の環境設定ではデフォルトでオフになっています。この設定を使用する場合には、このオプションを必ず

オンにしてください。すべてのユーザーが「Web」環境を選択して開発することを強くお勧めします。

WebAPIサービスのセキュリティ

ComponentOne WebAPIサービスは、ASP.NET Web API技術の上に構築されたHTTPサービス セットです。これにより、

ASP.NET Web APIでサポートされている機能をサービスアプリケーションに利用できます。Web APIで可能なセキュリティ対策

は、すべてのWebAPIサービスアプリケーションで実装できます。

Web API サービスは、ユーザーとクライアントアプリケーションをデータベースサーバーで認証するためにさまざまな認証方式

を提供します。組織標準に準拠したセキュリティレベルに応じてWeb API サービスの適切な認証方式を選択できます。詳細に

ついては、「Authentication and Authorization in ASP.NET Web API」を参照してください。

このセクションでは、Web APIでのセキュリティおよびレポートサービスでセキュリティを実装する方法について説明します。レ

ポートサービスアプリケーションにセキュリティを実装するには、次の手順を実行します。

手順1 : レポートサービスの構成

手順2 : カスタム認証の追加

手順1 : レポートサービスの構成

レポートサービスWeb APIを構成する、およびフォルダにアクセスするためのカスタムJavaScriptファイルを追加するには、次

の手順を実行します。

レポートサービスレポートサービスWeb APIアプリケーションの作成アプリケーションの作成

レポートプロバイダのフォルダとレポートへのアクセスレポートプロバイダのフォルダとレポートへのアクセス

レポートサービスレポートサービスWeb APIアプリケーションの作成アプリケーションの作成

Web APIのプロジェクトを構成するには、次の手順に従います。

1.  Visual Studioテンプレートで個別のユーザーアカウント個別のユーザーアカウントを使用して新しいレポートサービスのアプリケーションを作成し

ます。レポートサービスアプリケーションを作成する方法の詳細については、「標準のVisual Studio for Web APIテンプ

レートの使用」を参照してください。

2.  ログイン、ログアウト、ユーザー登録などの認証プロセスを作成します。詳細については、「Secure a Web API with
Individual Accounts and Local Login in ASP.NET Web API」を参照してください。

先頭に戻る先頭に戻る

レポートプロバイダのフォルダとレポートへのアクセスレポートプロバイダのフォルダとレポートへのアクセス

上記の手順を完了したら、レポートプロバイダに指定したフォルダとレポートにアクセスするためにfiles.jsファイルを追加する必

要があります。

1.  ソリューションエクスプローラーでソリューションエクスプローラーで、［Scripts］フォルダを右クリックし、［files.js］Javascriptファイルを追加します。

2.  レポートプロバイダのフォルダとレポートにアクセスするには、次のコードを追加します。

files.js

$(function () {
    setFolder(folder);
});

function folderRefresh() {
    setFolder(folder);
}

function folderUp() {
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    folder = folder || '/';
    var names = folder.split('/');
    if (names.length > 0 && !names[names.length - 1]) {
        names.splice(names.length - 1, 1);
    }

    if (names.length > 0) {
        names.splice(names.length - 1, 1);
    }

    var newFolder = names.join('/');
    setFolder(newFolder);
}

function setFolder(value) {
    value = value || '/';
    if (value[value.length - 1] != '/'){
        value += '/';
    }

    folder = value;
    var $folder = $('#folder');
    $folder.text(value);

    $('#upBtn').prop('disabled', value == '/');

    var $catalogItems = $('#catalogItems');
    $catalogItems.html('Loading');

    wijmo.viewer.ReportViewer.getReports(reportApi, value).

　　then(function (data) {
        $catalogItems.html('');
        data = data || {};
        var dataItems = data.items || [];
        var items = [];
        for (var i = 0, length = dataItems.length; i < length; i++) {
            var item = dataItems[i];
            if (item.type === wijmo.viewer.CatalogItemType.File) {
                items = items.concat(item.items);
                continue;
            }

            items.push(item);
        }

        for (var i = 0, length = items.length; i < length; i++) {
            var item = items[i], name = item.name, isReport = item.type === 
wijmo.viewer.CatalogItemType.Report;
            if (isReport) {
                var parts = item.path.split('/');
                name = parts[parts.length - 2] + '/' + p

ASP.NET Web API コントロール  

32 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



　　　　arts[parts.length - 1];
            }

            var $item = $('<div>')
                .data('catalogItem', item)
                .addClass('catalog-item')
                .on('dblclick', function () {
                    var curItem = $(this);
                    var curData = curItem.data('catalogItem');
                    if (curData.type === wijmo.viewer.CatalogItemType.Report)

    {
                        showReport(curData.path);
                        return;
                    }

                    setFolder(curData.path);
                }),
                icon = $('<div>').addClass('glyphicon')
                .addClass(isReport ? 'glyphicon-file' : 　　　　　　'glyphicon-
folder-close'),
                title = $('<div>').addClass('title').text(name);
            $item.append(icon).append(title);
            $catalogItems.append($item);
        }
    }).catch(function (xhr) {
        var message = xhr.status + ': ' + xhr.statusText;
        $catalogItems.html('<div class="error">' + message + '<br/>'
            + 'このフォルダに対するアクセス許可がありません。ネットワーク管理者にアクセス許可を要求し

てください。</div>' );
    });
}

function showReport(path) {
    var url = reportPageUrl + '?path=' + path;
    gotoUrl(url);
}

function gotoUrl(url) {
    window.location.href = url;
}

var httpRequest = wijmo.httpRequest;
wijmo.httpRequest = function (url, settings) {
    settings = settings || {};
    var token = sessionStorage.getItem(tokenKey);
    if (token) {
        var requestHeaders = settings.requestHeaders || {};
        requestHeaders['Authorization'] = 'Bearer ' + token;
        settings.requestHeaders = requestHeaders;
    }
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    httpRequest(url, settings);
};      

3.  ［［Views］］フォルダを右クリックし、［［Files.cshtml］］ビューを追加します。

Files.cshtml

<div class="toolbar">
    <button id="upBtn" class="btn" onclick="folderUp()"><span class="glyphicon 
glyphicon-arrow-up"></span><span>上のフォルダへ</span></button>
    <button id="refreshBtn" class="btn" onclick="folderRefresh()"><span 
class="glyphicon glyphicon-refresh"></span><span>リフレッシュ</span></button>
    <span class="address">
        <span class="glyphicon glyphicon-folder-open"></span>
        <span>フォルダ：</span>
        <span id="folder"></span>
    </span>
</div>
<div id="catalogItems" class="catalog-items">
</div>
@section scripts{<script src="~/Scripts/files.js"></script>}

先頭に戻る先頭に戻る

手順2 : カスタム認証の追加

ファイルアクセス許可を制御するためのカスタム認証を作成するには、次の手順を実行します。

フォルダのアクセス許可の設定フォルダのアクセス許可の設定

カスタム認証属性でカスタム認証属性でReportControllerのカスタマイズのカスタマイズ

ルート属性のルート属性のIDirectRouteProviderのカスタマイズのカスタマイズ

複数の複数のReportControllersの競合の解決の競合の解決

WebApiConfigクラスにクラスにHttpConfigurationの登録の登録

プロジェクトのビルドおよび実行プロジェクトのビルドおよび実行

フォルダのアクセス許可の設定フォルダのアクセス許可の設定

下の画像に示すように、アプリケーションのフォルダにアクセスできるロールを定義するファイルを追加する必要があります。

_rolesファイルを追加すると、承認属性でロール情報を読み取ることができます。
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ユーザーに割り当てられた役割に基づいてフォルダへのアクセス権限を付与するには、認証属性の役割情報を参照してくださ

い。認証属性はユーザーのログイン情報を識別し、ユーザーに割り当てられた役割に基づいてファイルへのアクセスを提供し

ます。

1.  ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラーで、プロジェクトプロジェクトを右クリックし、［追加］［追加］→［クラス］［クラス］を選択します。「新しい項目の追加」ダ

イアログが表示されます。　　　

2.  「新しい項目の追加」ダイアログで、クラス名を設定します(例:StorageAuthorizeAttribute.cs)。
3. 追加追加 をクリックします。

4.  StorageAuthorizeAttribute.csファイルに次のコードを追加します。

StorageAuthorizeAttribute.cs

using C1.Web.Api.Report;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Web.Http.Controllers;
using System.Web.Http.Filters;
using C1.Web.Api.Storage;

namespace SalesReport.Controllers
{
    internal class StorageAuthorizeAttribute : AuthorizationFilterAttribute
    {
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        public override void OnAuthorization(HttpActionContext actionContext)
        {
   var principal = actionContext.ControllerContext.RequestContext.Principal;
         if (principal == null || principal.Identity == null || 
         !principal.Identity.IsAuthenticated)
            {
                Unauthorize(actionContext);
                return;
            }

            var values = actionContext.RequestContext.RouteData.Values;
            object pathObj;

            if (!values.TryGetValue("path", out pathObj))
            {
                return;
            }

            var path = (pathObj as string) ?? string.Empty;
            var defaultProvider = ReportProviderManager.Current.Get("")
         as FlexReportProvider;
            if (defaultProvider == null)
            {
                return;
            }

            var roles = GetRoles(defaultProvider.Storage, path);
            if(!roles.Any())
            {
                return;
            }

            if (!roles.Any(r => principal.IsInRole(r)))

            {
                Unauthorize(actionContext);
            }
        }

        private static readonly object _locker = new object();
        private static readonly IDictionary<string, 
      IEnumerable<string>> _folderRoles = 
            new Dictionary<string, IEnumerable<string>>

      (StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
        private static IEnumerable<string> GetRoles
                        
       (IStorageProvider storage, string path)
        {
            string folder = path;
            var fileStorage = storage.GetFileStorage(path);
            if (fileStorage.Exists)
            {
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                var pathParts = path.Split('/');
                pathParts = pathParts.Take(pathParts.Length - 1).ToArray();
                folder = string.Join("/", pathParts);
            }

            lock (_locker)
            {
                IEnumerable<string> roles;
                if (_folderRoles.TryGetValue(folder, out roles))
                {
                    return roles;
                }

                var roleList = GetFolderRoles("", storage);
                var folderParts = folder.Split(new[] { '/' },

     StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                var currentFolder = "";
                foreach (var part in folderParts)
                {
                    currentFolder += part;
                    var current = GetFolderRoles(currentFolder, storage);
                    if(current != null && current.Any())
                    {
                        roleList = current;
                    }

                    currentFolder += "/";
                }

                return roleList;
            }
        }

        private static IEnumerable<string> GetFolderRoles(string path, 

 
                IStorageProvider storage)

        {
            IEnumerable<string> roles;
            if (_folderRoles.TryGetValue(path, out roles))
            {
                return roles;
            }

            var roleList = new List<string>();
            var rolesFile = storage.GetFileStorage(path + "/_.roles");
            if(rolesFile.Exists)

            {
                using (var reader = new StreamReader(rolesFile.Read()))
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                {
                    while (!reader.EndOfStream)
                    {
                        var line = reader.ReadLine();
                        if (!string.IsNullOrEmpty(line))
                        {
                            roleList.Add(line);
                        }
                    }
                }
            }

            _folderRoles.Add(path, roleList);
            return roleList;
        }

        private static void Unauthorize(HttpActionContext actionContext)

        {
            actionContext.Response = new System.Net.Http.

                   HttpResponseMessage(HttpStatusCode.Unauthorized);

        }
    }
}

先頭に戻る先頭に戻る

カスタム認証属性でカスタム認証属性でReportControllerのカスタマイズのカスタマイズ

1.  ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラーで、［［Controllers］］フォルダを右クリックします。

2.  コンテキストメニューで、［追加］［追加］→［新規スキャフォールディングアイテム］［新規スキャフォールディングアイテム］を選択します。［スキャフォールディングを追［スキャフォールディングを追

加］加］ダイアログが表示されます。

3.  スキャフォールディングを追加スキャフォールディングを追加ダイアログでは、次の手順を実行します。

1. MVC 5 コントローラーコントローラー -空空 テンプレートを選択します。

2.  コントローラー名を設定します(例: ReportController)。
3. 追加追加をクリックします。

4.  ReportController.csファイルに次のコードを追加します。

ReportController.cs

using System.Web.Http;
namespace SalesReport.Controllers

{
    public class ReportController : C1.Web.Api.Report.ReportController
    {
        [StorageAuthorize]
        public override IHttpActionResult GetCatalogInfo(string path, 
      bool recursive = false)

        {
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            return base.GetCatalogInfo(path, recursive);
        }
    }
}

先頭に戻る先頭に戻る

ルート属性のルート属性のIDirectRouteProviderのカスタマイズのカスタマイズ

1.  ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラーで、プロジェクトプロジェクトを右クリックし、［追加］［追加］→［クラス］［クラス］を選択します。「新しい項目の追加」ダ

イアログが表示されます。

2.  「新しい項目の追加」ダイアログで、クラス名を設定します(例:CustomDirectRouteProvider.cs)。
3. 追加追加をクリックします。

4.  CustomDirectRouteProvider.csファイルに次のコードを追加します。

CustomDirectRouteProvider.cs

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web.Http.Controllers;
using System.Web.Http.Routing;

namespace SalesReport

{

    public class CustomDirectRouteProvider : DefaultDirectRouteProvider

    {
        protected override IReadOnlyList<IDirectRouteFactory>       
        GetActionRouteFactories(HttpActionDescriptor actionDescriptor)

        {

            // ベースクラスコントローラのアクションで設定されたルート属性を継承します

      return actionDescriptor.GetCustomAttributes<IDirectRouteFactory>(true);

        }

        protected override string GetRoutePrefix(HttpControllerDescriptor 
        
        controllerDescriptor)

        {

            var prefix = base.GetRoutePrefix(controllerDescriptor);

            if (string.IsNullOrEmpty(prefix))

            {

                var prefixAttr = controllerDescriptor.GetCustomAttributes
        
        <IRoutePrefix>(true).FirstOrDefault();
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                if (prefixAttr != null)

                {

                    return prefixAttr.Prefix;

                }

            }

           return prefix;
        }
    }
}

先頭に戻る先頭に戻る

複数の複数のReportControllersの競合の解決の競合の解決

このアプリケーションには2つのReportControllerが用意されています。以下のコードを使用すると、クライアントアプリケーショ

ンによって必要なReportControllerを識別するためのカスタマイズされたIHttpControllerTypeResolverが追加されます。

1.  ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラーで、プロジェクトプロジェクトを右クリックし、［追加］［追加］→［クラス］［クラス］を選択します。「新しい項目の追加」ダ

イアログが表示されます。

2.  「新しい項目の追加」ダイアログで、クラス名を設定します(例:CustomDirectRouteProvider.cs)。
3. 追加追加をクリックします。

4.  CustomDirectRouteProvider.csファイルに次のコードを追加します。

CustomDirectRouteProvider.cs

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web.Http.Controllers;
using System.Web.Http.Routing;

namespace SalesReport
{
    public class CustomDirectRouteProvider : DefaultDirectRouteProvider
    {
        protected override IReadOnlyList<IDirectRouteFactory> 
GetActionRouteFactories(HttpActionDescriptor actionDescriptor)
        {
            // ベースクラスコントローラのアクションで装飾されたルート属性を継承する

            return actionDescriptor.GetCustomAttributes<IDirectRouteFactory>
(true);
        }

        protected override string GetRoutePrefix(HttpControllerDescriptor 
controllerDescriptor)
        {
            var prefix = base.GetRoutePrefix(controllerDescriptor);
            if (string.IsNullOrEmpty(prefix))
            {
                var prefixAttr = 
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controllerDescriptor.GetCustomAttributes<IRoutePrefix>(true).FirstOrDefault();
                if (prefixAttr != null)
                {
                    return prefixAttr.Prefix;
                }
            }

            return prefix;
        }
    }
}

WebApiConfigクラスにクラスにHttpConfigurationの登録の登録

WebApiConfig.csファイルにHttpConfigurationを登録します。 また、ベアラートークン認証のみを使用するようにWeb APIを
構成します。

1.  ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラーで、AppDataフォルダ右クリックし、［追加］［追加］→［クラス］［クラス］を選択します。「新しい項目の追

加」ダイアログが表示されます。

2.  「新しい項目の追加新しい項目の追加」ダイアログで、クラス名を設定します(例:WebApiConfig.cs)。
3. 追加追加をクリックします。

4. WebApiConfig.cs ファイルに次のコードを追加します。

WebApiConfig.cs

using System.Web.Http;
using Microsoft.Owin.Security.OAuth;
using System.Web.Http.Dispatcher;

namespace SalesReport
{
    public static class WebApiConfig
    {
        public static void Register(HttpConfiguration config)
        {
            // Web APIの設定とサービス

            // ベアラートークン認証のみを使用するようにWeb APIを構成します

            config.SuppressDefaultHostAuthentication();
            config.Filters.Add(new 
HostAuthenticationFilter(OAuthDefaults.AuthenticationType));

            // Web API ルート

            config.MapHttpAttributeRoutes(new CustomDirectRouteProvider());

            config.Routes.MapHttpRoute(
                name: "DefaultApi",
                routeTemplate: "api/{controller}/{id}",
                defaults: new { id = RouteParameter.Optional }
            );

            config.Services.Replace(typeof(IHttpControllerTypeResolver), new 
ReportsControllerTypeResolver());
        }
    }

  ASP.NET Web API コントロール

41 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



先頭に戻る先頭に戻る

プロジェクトのビルドおよび実行プロジェクトのビルドおよび実行

1.  ［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

2.  ［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

先頭に戻る先頭に戻る

各種オープンソースソフトウェアについて

当社では、各種オープンソースソフトウェア（以下、「OSS」といいます）の使用許諾契約および使用方法に基づき、複数の種類

の OSS プログラムを使用しています。

本ソフトウェアの一部には以下の OSS が含まれます。

PhantomJS

© 2010-2018 PhantomJS contributors.

(BSD 3-Clause "New" or "Revised" License)
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サービス

Web APIサービスサービスを使用するには、最初にVisual Studioでサービスプロジェクトを作成し、それをIIS上に展開するか、セルフ

ホストする必要があります。これで、クライアントアプリケーション（MVCアプリケーション、HTMLベースのアプリケーション、デ

スクトップアプリケーション、または他の一般的なアプリケーション）は、これらのWeb APIサービスを呼び出すことで、Excelファ

イルのエクスポートとインポート、（指定した形式での）画像のエクスポート、指定したデータおよびテンプレートからのExcelファ

イルの生成、および指定したテキストからのバーコードの生成を実行することができます。

ComponentOne Web APIは、次のWeb APIサービスを提供します。

レポートサービス

レポートリスト、レポートのロード、エクスポートなど、ComponentOne Web APIのレポートサービスを操作する方法につ

いて説明します。

データエンジンサービス

データ ソース、生データ、分析、ユニークな値など、ComponentOne Web APIのデータエンジンサービスを操作する方法

について説明します。

PDFサービス

エクスポート、サポートされる形式、PDF状態など、ComponentOne Web APIのPDFサービスを操作する方法について説

明します。

Excelサービス

エクスポート、インポート、Excelの生成、Excelのマージなど、ComponentOne Web APIのExcelサービスを操作する方法

について説明します。

画像サービス

ComponentOne Web APIの画像サービスを使用して、さまざまなコントロールを画像にエクスポートする方法について説

明します。このサービスは、PNG、JPG、BMP、TIFF、およびGIFF形式への画像エクスポートをサポートしています。

バーコードサービス

ComponentOne Web APIのバーコードサービスを使用して、ComponentOneでサポートされるスキャン可能なバーコー

ドを生成する方法について説明します。

クラウド サービス

Cloud services are provided by cloud computing provider servers via the Internet. These services offer easy access to
resource and services provided and managed by the cloud service providers. The main purpose of using cloud
services is to be able to share and store data on the cloud, also known as cloud storage. Cloud storage is provided
through the physical servers maintained and controlled by a cloud computing provider, such as Google and Amazon.

WebAPI offers support for cloud storage through Cloud APIs. These Cloud APIs provide similar functionality as Cloud
SDK of the famous cloud services like Google Drive, OneDrive, Azure, AWS, and DropBox, allowing you to automate
your workflows. They can also be used with REST calls or client libraries.

クラウド API

The following table lists the Cloud API members for the different cloud storages, such as Google Drive, Azure,
OneDrive, AWS, and Dropbox:

api/storage/{*path}

method :

GET

param:

path: The path.
subpath: The file name

Gets the file with the specified path.

api/storage/{*path} Uploads file with the specified path.
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method :

PUT.
POST.

param:

path: The path.
subpath: The file name

api/storage/{*path}

method :

DELETE

param:

path: The path.
subpath: The file name

Deletes the file with the specified path.

api/storage/List/{*path}

method:

GET

param:

path: The path.
subpath: The file name

Gets all files and folders within the specified path.

Azure Web APIサービスの設定

To configure Azure Web API Service and perform different operations, follow these steps:

1.  Configure Storage Connection String
2.  Register the Cloud Service
3.  Perform Operations

Step 1: Configure Storage Connection String

1.  Create Storage Account in Azure and configure connection string. For detailed information on how to
configure the connection string, see Configure Azure Storage connection strings.

2.  Create container to store the files. For more information on how to create a container in Azure portal, see
Create a container.

Back to Top

Step 2: Register the Cloud Service

1.  Create a new C1 Web API Application and make sure the following references are added to the application:
C1.Web.Api.dll
C1.Web.Api.Cloud.dll
Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll

2.  Add StorageProvider in Startup.cs file for registering the Azure cloud service using the following code:
Code
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app.UseStorageProviders().AddAzureStorage("Azure", 
"AzureStorageConnectionString");

3.  Add a controller that inherits ApiController within the Controller folder.

Back to Top

Step 3: Perform Operations

You can choose to perform various operations, such as listing data, uploading, deleting or downloading a file, after
registering the cloud service. To understand how to perform these operations, see Perform Operations.

Back to Top

Dropbox Web APIサービスの設定

To configure Dropbox Web API Service and perform different operations, follow these steps:

1.  Configure Storage Connection String
2.  Register the Cloud Service
3.  Perform Operations

Step 1: Configure Storage Connection String

1.  Create a DropBox Application to make API requests. For creating the Dropbox app, see Dropbox Developers
Apps.

2.  Obtain an access token. For detailed information on how to obtain access token, see Obtaining an access
token.

Back to Top

Step 2: Register the Cloud Service

1.  Create a new C1 Web API Application and make sure the following references are added to the application:
C1.Web.Api.dll
C1.Web.Api.Cloud.dll
Dropbox.Api.dll

2.  Add StorageProvider in Startup.cs file for registering the Dropbox cloud service using the following code:
Code

app.UseStorageProviders().AddDropBoxStorage("DropBox", “Dropbox App access 
token”, “Your application name”);

Back to Top

Step 3: Perform Operations

You can choose to perform various operations, such as listing data, uploading, deleting or downloading a file, after
registering the cloud service. To understand how to perform these operations, see Perform Operations.

Back to Top

OneDrive Web APIサービスの設定

To configure OneDrive Web API Service and perform different operations, follow these steps:

1.  Configure Storage Connection String
2.  Register the Cloud Service
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3.  Perform Operations

Step 1: Configure Storage Connection String

1.  Register your app on OneDrive. For registering app, see Register your app.
2.  Generate an access token. For detailed information on how to obtain access token, see Supported
Authentication flows.

Back to Top

Step 2: Register the Cloud Service

1.  Create a new C1 Web API Application and make sure the following references are added to the application:
C1.Web.Api.dll
C1.Web.Api.Cloud.dll
OneDrive.Api

2.  Register the OneDrive cloud service using the following code:
Code

app.UseStorageProviders().AddOneDriveStorage("OneDrive", “your one drive 
AccessToken”);

Back to Top

Step 3: Perform Operations

You can choose to perform various operations, such as listing data, uploading, deleting or downloading a file, after
registering the cloud service. To understand how to perform these operations, see Perform Operations.

Back to Top

AWS Web APIサービスの設定

To configure AWS Web API Service and perform different operations, follow these steps:

1.  Configure Storage Connection String
2.  Register the Cloud Service
3.  Perform Operations

Step 1: Configure Storage Connection String

1.  Create a Bucket. For creating an Amazon S3 bucket, see Create an S3 Bucket.
2.  Generate an access token and Secret Access Key for your application. For detailed information on how to
obtain access token, see Understanding and Getting Your Security Credentials.

3.  Check region for your AWS app.

Back to Top

Step 2: Register the Cloud Service

1.  Create a new C1 Web API Application and make sure the following references are added to the application:
C1.Web.Api.dll
C1.Web.Api.Cloud.dll
AWSSDK.S3

2.  Register the AWS cloud service using the following code:
Code

app.UseStorageProviders().AddAWSStorage("AWS", “aWSAccessTocken”, “secretKey”, 
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“bucketName”, region);

Back to Top

Step 3: Perform Operations

You can choose to perform various operations, such as listing data, uploading, deleting or downloading a file, after
registering the cloud service. To understand how to perform these operations, see Perform Operations.

Back to Top

Google Drive Web APIサービスの設定

To configure Google Drive Web API Service and perform different operations, follow these steps:

1.  Configure Storage Connection String
2.  Register the Cloud Service
3.  Perform Operations

Step 1: Configure Storage Connection String

Create Google API and get the credentials.json file to your project. For more information on Google Drive API,
see Configure your UI integration.

Back to Top

Step 2: Register the Cloud Service

1.  Create a new C1 Web API Application and make sure the following references are added to the application:
C1.Web.Api.dll
C1.Web.Api.Cloud.dll

2.  Add the "credentials.json" credential file to the project.
3.  Install Google.Apis.Drive.v3 NuGet package from the NuGet Package Manager.
4.  Create a method, say GetUserCredential, to get the credentials from credentials.json file using the following
code:
Code

using Google.Apis.Auth.OAuth2; 

private UserCredential GetUserCredential(string[] scopes) 
        { 
            UserCredential credential; 

            using (var fileStream = 
                    new 
FileStream(HttpContext.Current.Server.MapPath("credentials.json"), 
FileMode.Open, FileAccess.Read)) 
            { 
                string credPath = "token.json"; 
                credential = GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync( 
                        GoogleClientSecrets.Load(fileStream).Secrets, 
                        scopes, 
                        "user", 
                        CancellationToken.None, 
                        new 
FileDataStore(HttpContext.Current.Server.MapPath(credPath), true)).Result; 
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            } 
            return credential; 
        }

Note that the file token.json stores the user's access and refreshes tokens, and is created automatically when
the authorization flow completes for the first time.

5.  Register the Google Drive cloud service using the following code:
Code

using Google.Apis.Drive.v3; 
   string[] scopes = { DriveService.Scope.Drive }; 
   string applicationName = "yout application name"; 
   app.UseStorageProviders().AddGoogleDriveStorage("GoogleDrive", 
GetUserCredential(scopes), applicationName);

Back to Top

Step 3: Perform Operations

You can choose to perform various operations, such as listing data, uploading, deleting or downloading a file, after
registering the cloud service. To understand how to perform these operations, see Perform Operations.

Back to Top

操作の実行

Cloud API allows you to perform the following operations:

List files
Upload file
Download file
Delete file

List Files

1.  Create an API method, say GetCloudData, to fetch or read the list of files and folders from the container.
C#

public class FolderFiles 
{ 
        public string ParentPath { get; set; } 
        public string Name { get; set; } 
        public int Type { get; set; } 
        public FolderFiles[] SubFolder { get; set; } 
        
        //ItemIDは、Googleドライブの場合にのみ必要です

        public string ItemID { get; set; } 
        
        public FolderFiles() 
        { 
            ParentPath = null; 
        } 
} 
 
public async Task<List<FolderFiles>> GetCloudData(string cloudName) 
{ 
            var applicationInitPath  ="FolderName";  // Initial path from where file 
list should be fetched
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            string authority = System.Web.HttpContext.Current.Request.Url.Authority; 
            string apiUrl = authority + "/api/storage/List"; 
            string parentPath = "/" + cloudName + "/" + applicationInitPath); 

            using (HttpClient client = new HttpClient()) 
            { 
                var url = new UriBuilder("http://" + apiUrl + parentPath); 
                var response = await 
client.GetAsync(url.ToString()).ConfigureAwait(false); 

                if (response.IsSuccessStatusCode) 
                { 
                    var data = await 
response.Content.ReadAsStringAsync().ConfigureAwait(false); 
                    var table = 
Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<FolderFiles>>(data); 

                    foreach (var row in table) 
                    { 
                        row.ParentPath = parentPath; 
                        if (row.Type == 0) 
                        { 
                            row.SubFolder = new FolderFiles[0]; 
                        } 
                    } 
                    return table; 
                } 
            } 
            return new List<FolderFiles>(); 
}

2.  Create a method, say LazyLoading_GetCloudData, for fetching details for the specified folder.
C#

public async Task< List<FolderFiles>> LazyLoading_GetCloudData(string subPath, string 
parentPath, string cloudName, string itemId) 
        { 
            string authority = System.Web.HttpContext.Current.Request.Url.Authority; 
            string apiUrl = "http://" + authority + "/api/storage/List"; 

            using (HttpClient client = new HttpClient()) 
            { 
                var url = new UriBuilder(apiUrl + parentPath); 
                                
                if (!string.IsNullOrEmpty(subPath)) 
                    url = new UriBuilder(url + "/?subpath=" + subPath); 

                //While working with Google drive, itemId is required to make sure in 
which folder is working
                if (!string.IsNullOrEmpty(itemId)) 
                    url = new UriBuilder(url + "?itemid=" + itemId); 

 
                var response = await 
client.GetAsync(url.ToString()).ConfigureAwait(false); 

                if (response.IsSuccessStatusCode) 
                { 
                    var data = await 
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response.Content.ReadAsStringAsync().ConfigureAwait(false); 
                    var table = 
Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<FolderFiles>>(data); 

                    foreach (var row in table) 
                    { 
                        row.ParentPath = parentPath + "/" + subPath; 
                        if (row.Type == 0) 
                        { 
                            row.SubFolder = new FolderFiles[0];                         
                        } 
                    } 
                    return table; 
                } 
            } 
            return new List<FolderFiles>(); 
}

Upload File

To upload a file to the container, call C1WebAPI and refer to the specified location in code:

C#

var baseUrl = window.location.origin;//"http://localhost:9272/";

function Upload() { 
            var file = document.getElementById("file").files[0]; 
            var data = new FormData(); 
            data.append("file", file); 

            var url = baseUrl+'api/storage/' + cloudName + "/" + folderPathToUploadFile+ "/" 
+ file.name; 
                        
            //This code is only for using Google Drive service
            if (itemId != null) { 
                url = url + "?itemid=" + itemId; 
            } 

            $.ajax({ 
                url: url, 
                type: 'POST', 
                data: data, 
                cache: false, 
                contentType: false, 
                processData: false 
                                
            }).then(function (res) { 
                alert("Uploaded") 
            }) 
        }

Download File

To download a file, create anchor element with the URL “api/storage”+ filepath and call click method using the following code:

C#

var baseUrl = window.location.origin;//"http://localhost:9272/"; 
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function Download() { 
                var url = baseUrl+'/api/storage/' + cloudName + "/" + 
folderPathToDownloadFile + "/" + FileNameToDownloadwithExtension;  
                var elem = wijmo.createElement(""); 
                elem.click(); 
            }

Delete File

To delete a file, use the following code:

C#

var baseUrl = window.location.origin;//"http://localhost:9272/"; 
function DeleteFile() { 
                var url = baseUrl+'api/storage/' + cloudName + "/" + folderPathToDeleteFile + 
"/?subpath=" + FileNameToDeleteWithExtn; 
        
                //This code is only for using Google Drive service
                if (itemId != null) { 
                     url = url + "?itemid=" + itemId; 
                } 

                $.ajax({ 
                    url: url, 
                    type: 'DELETE', 
                    cache: false, 
                    contentType: false, 
                    processData: false, 

                    success: function (data, success, obj) { 
                        alert("Deleted"); 
                        refreshTree(); 
                    } 
                }); 
            }

データエンジンサービス

DataEngineは、SQL Server、他のSQLベースのRDMSサーバー、NoSQLサービス、Webサービス、ファイル/ネットワークシス

テムの構造化ファイルなどのさまざまなデータソースのデータを分析できる一連のAPIを提供します。集計データは、他のコント

ロールやアプリケーションで使用することができます。
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DataEngine Web APIでは、多くのオープンソース商用分析データベースおよびライブラリで広く使用されている列指向のデー

タモデルが使用されます。DataEngineでは、最大数億個のレコードを数分の1秒で処理できます。集計データはWeb APIから

取得されます。クライアントアプリケーションはシンプルです。クライアントアプリケーションは、対応するクエリーを何らかの形

式でサーバーに送信してデータを取得するだけです。データエンジンサービスデータエンジンサービスの詳細については、「データエンジンサービスの

設定」を参照してください。

DataEngine WebAPIの生成

ComponentOne WebAPI テンプレートを使用するData Engine WebAPI

DataEngineサービスにデータを追加するには、次の手順に従います。

手順手順1：新しい：新しいWebAPIアプリケーションの作成アプリケーションの作成

手順手順2：新しいモデルの作成：新しいモデルの作成

手順手順3：：Startup.csの構成の構成

手順手順4：プロジェクトのビルドおよび実行：プロジェクトのビルドおよび実行

手順手順1: 新しい新しいWebAPIアプリケーションの作成アプリケーションの作成

1.  Visual Studioで、［ファイル］［ファイル］→［新規作成］［新規作成］→［プロジェクト］［プロジェクト］を選択して、新しいWeb APIサービスプロジェクトを作成します。

2.  インストール済みテンプレートから、［［C1］］→［［Web］］→［［C1 Web APIアプリケーション］アプリケーション］を選択して、新しいComponentOne
Web APIサービスアプリケーションを作成します。

3.  アプリケーションの名前名前と場所場所を設定し、［［OK］］をクリックします。

4.  ComponentOne ASP.NET Web APIアプリケーションウィザードアプリケーションウィザードで、[データエンジンサービスデータエンジンサービス]オプションを選択します。
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5. ウィザードで［サービス］［サービス］を選択し、［［OK］］をクリックすると、新しいComponentOne Web APIサービスアプリケーションサービスアプリケーションが作成

されます。ComponentOneテンプレートは、この新しいプロジェクトに、参照C1.Web.Api.dll、C1.DataEngine.dll、および

C1.WebApi.DataEngine.dllを追加します。

手順手順2：新しいモデルの作成：新しいモデルの作成

Olapコントロールのデータソースを作成するために、［Models］フォルダに新しいクラスを作成します。

1.  ［［Models］］フォルダに新しいクラスを追加します（例：ProductData.cs）。
2.  モデルに次のコードを追加して、Olapのデータを定義します。

C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace DataEngineWebpi.Models
{
    public class ProductData
    {
        private static Random r = new Random();

        public int ID { get; set; }
        public string Product { get; set; }
        public string Country { get; set; }
        public DateTime Date { get; set; }
        public int Sales { get; set; }
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        public int Downloads { get; set; }
        public bool Active { get; set; }
        public double Discount { get; set; }

        private static int randomInt(int max)
        {
            return (int)Math.Floor(r.NextDouble() * (max + 1));
        }
        public static DataTable GetDataTable(int cnt, string tableName)
        {
            var sufix = cnt / 10000;
            string[] countries = "中国,インド,ロシア,米国,ドイツ,英国,日本,イタリア,
            ギリシャ,スペイン,ポルトガル".Split(',');
            string[] products = "Wijmo,Aoba,Xuni,Olap".Split(',');
            DataTable data = new DataTable(tableName);
            data.Columns.Add("ID", typeof(int));
            data.Columns.Add("Product", typeof(string));
            data.Columns.Add("Country", typeof(string));
            data.Columns.Add("Date", typeof(DateTime));
            data.Columns.Add("Sales", typeof(int));
            data.Columns.Add("Downloads", typeof(int));
            data.Columns.Add("Active", typeof(bool));
            data.Columns.Add("Discount", typeof(double));
            for (var i = 0; i < cnt; i++)
            {
                object[] values = new object[] {
                 i,
                 products[randomInt(products.Length - 1)],
                 countries[randomInt(countries.Length - 1)],
                 new DateTime(2015, randomInt(11) + 1, randomInt(27) + 1),
                 randomInt(10000),
                 randomInt(10000),
                 randomInt(1) == 1 ? true : false,
                 r.NextDouble()
                };
                data.Rows.Add(values);
            }
            return data;
        }
    }
}

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順3: Startup.csファイルの構成ファイルの構成

Startup.csファイルで、クライアントアプリケーションによってアクセスされるデータソースを登録します。

1.  ソリューションエクスプローラーで、Startup.csファイルを選択して開きます。

2.  Startup1 クラス内のコードを置き換えます。

CS

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.Owin;
using Owin;
using System.IO;
using C1.DataEngine;
using C1.Web.Api;
using DataEngineWebpi.Models;

[assembly: OwinStartup(typeof(DataEngineWebpi.Startup1))]

namespace DataEngineWebpi
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{
    public class Startup1
    {
        private static string DATAPATH = Path.Combine
        (System.Web.HttpRuntime.AppDomainAppPath, "Data");
        public void Configuration(IAppBuilder app)
        {
            app.UseDataEngineProviders()
                .AddDataEngine("complex10", () =>
                {
                    return ProductData.GetData(100000);
                })
                .AddDataEngine("complex50", () =>
                {
                    return ProductData.GetData(500000);
                })
                .AddDataEngine("complex100", () =>
                {
                    return ProductData.GetData(1000000);
                })
                .AddDataSource("dataset10", () => 
ProductData.GetData(100000).ToList())
                .AddDataSource("dataset50", () => 
ProductData.GetData(500000).ToList())
                .AddDataSource("dataset100", () => 
ProductData.GetData(1000000).ToList())
                .AddCube("cube",
                @"Data Source=http://ssrs.componentone.com/OLAP/msmdpump.dll;
                    Provider=msolap;Initial 
Catalog=AdventureWorksDW2012Multidimensional",
                    "Adventure Works");
        }
    }
}

Startup1.csに上記のコードを追加したら、拡張メソッドRegisterDataEngineおよびRegisterDataSetを使用して、DataEngine
データとメモリデータを登録することができます。

メモ：メモ： WebAPIサーバーでクロスドメイン要求をサポートクロスドメイン要求をサポートする場合は、Startup1.csファイルのConfigurationメソッドに次の

コードを追加します。

app.UseCors(CorsOptions.AllowAll);

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順4:プロジェクトのビルドおよび実行プロジェクトのビルドおよび実行

1.  ［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

2.  ［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

ブラウザのアドレスバーで、URLパス（http://localhost:1234/api/dataengine/complex/fieldsなど）を付加して、出力を確

認します。

先頭に戻る先頭に戻る

Visual Studio テンプレートを使用するDataEngine WebAPI
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Visual Studioを使用するDataEngine WebApiを使用するには、次の手順に従います。

手順手順1: WebApiアプリケーションの作成アプリケーションの作成

手順手順2: DataEngine Nugetパッケージのインストールパッケージのインストール

手順手順3: モデルの作成モデルの作成

手順手順4: アプリケーションのスタートアップファイルの追加アプリケーションのスタートアップファイルの追加

手順手順5: データソースの登録データソースの登録

手順手順6: Web.configの設定の設定

手順手順7: プロジェクトのビルドおよび実行プロジェクトのビルドおよび実行

手順手順1: 新しい新しいWebApiアプリケーションの作成アプリケーションの作成

1.  Visual Studioで、［ファイル］［ファイル］→［新規作成］［新規作成］→［プロジェクト］［プロジェクト］を選択します。

2.  インストール済みテンプレートから、［［Visual C#］］→［［Web］］→［［ASP.NET Webアプリケーション（アプリケーション（.NET Framework）］）］を選択し

ます。アプリケーション.NET Frameworkのバージョンがのバージョンが4.5以上であることを確認します。

3.  アプリケーションの名前名前および場所場所を設定します。［［OK］］をクリックして、［新規ASP.NET Webアプリケーション（.NET
Framework）］ダイアログを開きます。

4.  ［［New ASP.NET WebApplication] ダイアログで、［空］［空］テンプレートを選択して、［［Web API］］オプションをオンにします。

5.  ［［OK］］をクリックして、WebApiアプリケーションを作成します。

手順手順2: C1.Web.Api.DataEngine Nugetパッケージのインストールパッケージのインストール

1.  プロジェクトに、C1.Web.Api.DataEngine参照を追加します。

2.  ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラーで、［参照］［参照］を右クリックし、［［NuGetパッケージの管理］パッケージの管理］を選択します。
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3.  ［［NuGetパッケージマネージャー］パッケージマネージャー］で、パッケージソースとして［［Grapecity］］を選択します。C1.Web.Api.DataEngineパッケー

ジを見つけ、［インストール］［インストール］をクリックします。

メモ：メモ：

Startup1.csクラスをアプリケーションと共に実行するには、Visual Studioアプリケーションに

「Microsoft.Owin.Host.SystemWeb」Nugetパッケージをインストールします。

パッケージを復元すると、プロジェクトのproject.jsonファイル内の"dependencies"の下

に"C1.Web.Api.DataEngine"が追加されます。

手順手順3：：ProductData.csモデルの作成モデルの作成

Olapコントロールのデータソースを作成するために、［Models］フォルダに新しいクラスを作成します。

1.  ［［Models］］フォルダに新しいクラスを追加します（例：ProductData.cs）。
2.  モデルに次のコードを追加して、Olapのデータを定義します。

C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace DataEngineWebpi.Models
{
    public class ProductData
    {
        private static Random r = new Random();
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        public int ID { get; set; }
        public string Product { get; set; }
        public string Country { get; set; }
        public DateTime Date { get; set; }
        public int Sales { get; set; }
        public int Downloads { get; set; }
        public bool Active { get; set; }
        public double Discount { get; set; }

        private static int randomInt(int max)
        {
            return (int)Math.Floor(r.NextDouble() * (max + 1));
        }
        public static DataTable GetDataTable(int cnt, string tableName)
        {
            var sufix = cnt / 10000;
            string[] countries = "中国,インド,ロシア,米国,ドイツ,英国,日本,イタリア,
            ギリシャ,スペイン,ポルトガル".Split(',');
            string[] products = "Wijmo,Aoba,Xuni,Olap".Split(',');
            DataTable data = new DataTable(tableName);
            data.Columns.Add("ID", typeof(int));
            data.Columns.Add("Product", typeof(string));
            data.Columns.Add("Country", typeof(string));
            data.Columns.Add("Date", typeof(DateTime));
            data.Columns.Add("Sales", typeof(int));
            data.Columns.Add("Downloads", typeof(int));
            data.Columns.Add("Active", typeof(bool));
            data.Columns.Add("Discount", typeof(double));
            for (var i = 0; i < cnt; i++)
            {
                object[] values = new object[] {
                 i,
                 products[randomInt(products.Length - 1)],
                 countries[randomInt(countries.Length - 1)],
                 new DateTime(2015, randomInt(11) + 1, randomInt(27) + 1),
                 randomInt(10000),
                 randomInt(10000),
                 randomInt(1) == 1 ? true : false,
                 r.NextDouble()
                };
                data.Rows.Add(values);
            }
            return data;
        }
    }
}

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順4: アプリケーションのアプリケーションのStartup.csの追加の追加

1.  ソリューションエクスプローラーソリューションエクスプローラーで、ターゲットプロジェクトを選択します。

2.  ［プロジェクト］メニューで［新しい項目の追加］［新しい項目の追加］オプションをクリックします。

3.  ［新しい項目の追加］ダイアログで、［［Web］］を選択し、右側のリストから［［OWIN Startup クラス］クラス］テンプレートを選択します。
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4.  ［追加］［追加］をクリックします。Startup1.csファイルがアプリケーションに追加されます。

手順手順5: Startup1.csへのデータソースの登録へのデータソースの登録

1.  ソリューションエクスプローラーで、Startup1.csファイルを選択して開きます。

2.  Startup1クラスのコードを置き換えます。

サンプルのタイトル

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.Owin;
using Owin;
using System.IO;
using C1.DataEngine;
using C1.Web.Api;
using DataEngineWebpi.Models;

[assembly: OwinStartup(typeof(DataEngineWebpi.Startup1))]

namespace DataEngineWebpi
{
    public class Startup1
    {
        private static string DATAPATH = Path.Combine
        (System.Web.HttpRuntime.AppDomainAppPath, "Data");
        public void Configuration(IAppBuilder app)
        {
            app.UseDataEngineProviders()
                .AddDataEngine("complex10", () =>
                {
                    return ProductData.GetData(100000);
                })
                .AddDataEngine("complex50", () =>
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                {
                    return ProductData.GetData(500000);
                })
                .AddDataEngine("complex100", () =>
                {
                    return ProductData.GetData(1000000);
                })
                .AddDataSource("dataset10", () => 
ProductData.GetData(100000).ToList())
                .AddDataSource("dataset50", () => 
ProductData.GetData(500000).ToList())
                .AddDataSource("dataset100", () => 
ProductData.GetData(1000000).ToList())
                .AddCube("cube",
                @"Data Source=http://ssrs.componentone.com/OLAP/msmdpump.dll;
                    Provider=msolap;Initial 
Catalog=AdventureWorksDW2012Multidimensional",
                    "Adventure Works");
        }
    }
}

Startup1.csに上記のコードを追加したら、拡張メソッドRegisterDataEngineおよびRegisterDataSetを使用して、DataEngine
データとメモリデータを登録することができます。

メモ：メモ： WebAPIサーバーでクロスドメイン要求をサポートクロスドメイン要求をサポートする場合は、Startup1.csファイルのConfigurationメソッドに次の

コードを追加します。

app.UseCors(CorsOptions.AllowAll);

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順6: Web.configの設定の設定

Web.configファイルを開き、以下のようにWebDAVModuleとWebDAVハンドラがsystem.webServerから削除されていることを確

認します。

Web.config

<system.webServer>
<modules>
      <remove name="WebDAVModule" />
    </modules>
<handlers>
      <remove name="WebDAV" />
      .........
    </handlers>
</system.webServer>

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順7：プロジェクトのビルドおよび実行：プロジェクトのビルドおよび実行

1.  ［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

2.  ［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

ブラウザのアドレスバーで、URLパス（http://localhost:1234/api/dataengine/complex/fieldsなど）を付加して、出力を確

認します。
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先頭に戻る先頭に戻る

SSASサービスを使用するDataEngine

SSASサービスを使用してDataEngineにデータを追加するには、次の手順に従います。

手順手順1: 新しい新しいWebAPIアプリケーションの作成アプリケーションの作成

手順手順2：：Startup.csの構成の構成

手順手順3：プロジェクトのビルドおよび実行：プロジェクトのビルドおよび実行

手順手順1: 新しい新しいWebAPIアプリケーションの作成アプリケーションの作成

1.  Visual Studioで、［ファイル］［ファイル］→［新規作成］［新規作成］→［プロジェクト］［プロジェクト］を選択して、新しいWeb APIサービスプロジェクトを作成しま

す。

2.  インストール済みテンプレートから、［［C1］］→［［Web］］→［［C1 Web APIアプリケーション］アプリケーション］を選択して、新しい

ComponentOne Web APIサービスアプリケーションを作成します。

3.  アプリケーションの名前名前と場所場所を設定し、［［OK］］をクリックします。

4.  ASP.NET Web APIアプリケーションウィザードアプリケーションウィザードで、[データエンジンサービスデータエンジンサービス]オプションを選択します。  
5. ウィザードで［サービス］［サービス］を選択し、［［OK］］をクリックすると、新しいComponentOne Web APIサービスアプリケーショサービスアプリケーショ

ンンが作成されます。ComponentOneテンプレートは、この新しいプロジェクトに、参照C1.Web.Api.dll、
C1.DataEngine.dll、およびC1.WebApi.DataEngine.dllを追加します。

Startup.csファイルの構成ファイルの構成

1.  ソリューションエクスプローラーで、Startup.csファイルを選択して開きます。ここで、キューブデータにアクセスするため

のSSASサービスURLを設定します。

2.  Startup.csファイルで、Startupクラス内に次のコードを追加します。この手順で、アプリケーションのSSASサービスURL
を設定します。次の表は、SSAS接続文字列について説明しています。

プロパティプロパティ 説明説明 例例

Data source サーバーインスタンスを指定します。すべての接続でこ

のプロパティを指定する必要があります。有効な値は、

サーバーのネットワーク名またはIPアドレス、localまた

はlocalhost（ローカル接続の場合）、ローカルキューブ

ファイル（.cub）の名前です。

Data source=AW-
SRV01.corp.Adventure-
Works.com

Initial catalogまたは

Catalog
接続先のAnalysis Servicesデータベースの名前を指定

します。データベースはAnalysis Servicesに展開されて

いる必要があります。また、そのデータベースに接続す

る権限が必要です。

Initial
catalog=AdventureWorks2016

Provider 有効な値は、MSOLAP.<バージョン>です。<バージョ

ン>には、4、5、6、または7を指定します。

SQL Server 2016を必要とする

接続には、

Provider=MSOLAP.7を使用し

ます

Startup.cs

public class Startup
    {
        private readonly HttpConfiguration config = 
GlobalConfiguration.Configuration;
        public void Configuration(IAppBuilder app)
        {                      
               app.UseDataEngineProviders()     
               .AddCube("cube", @"Data Source=http://ssrs.componentone.com/OLAP/
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msmdpump.dll;Provider=msolap;Initial 
Catalog=AdventureWorksDW2012Multidimensional", 

"Adventure Works");
        
            // CORSのサポート

           app.UseCors(CorsOptions.AllowAll);

            // Web API
            RegisterRoutes(config);
            app.UseWebApi(config);
        }

手順手順3：プロジェクトのビルドおよび実行：プロジェクトのビルドおよび実行

1.  ［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

2.  ［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

ブラウザのアドレスバーで、URLパス（http://localhost:1234/api/dataengineなど）を付加して、出力を確認しま

す。

先頭に戻る先頭に戻る

DataEngineのクライアントアプリケーション

データエンジンサービスの使用

このセクションでは、クライアントアプリケーションからWeb APIサービスを呼び出して、DataEngineサービスに保存されている

データを取得する方法を具体的に示します。次の例では、クライアントアプリケーションからWeb APIサービスを呼び出します。

このクライアントはサービスにGET要求を送信し、サービスは応答ストリームを返します。応答ストリームはJSON形式で保存さ

れます。

フィールドを取得フィールドを取得

次の例では、complexを例として使用します。これは、DataEngineデータソースの登録済みキーです。サービスURLには、

データソース名、データセットまたはコレクションの場所、データセットに関連付けられている対応フィールドを指定できます。

サービスを呼び出すサービスを呼び出す

次のコードを追加して、サービスアプリケーションからデータを取得します。

Index.html

Index.html

<script>
    $('#action-button').click(function() {
        $.ajax({
            type: 'GET',
            url: 'http://localhost:7383/api/dataengine/complex/fields',
            cache: false,
            dataType: 'json',
            processData: false,
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            success: function (result, status, xhr) {
                // result.dataからフィールドリストと合計行数が取得されます。

                // データ形式は次のようになります。

                /*{
                    "data":{
                        "fields":[
                            {"binding":"Active","dataType":3},
                            {"binding":"Country","dataType":1},
                            {"binding":"Date","dataType":4},
                            {"binding":"Discount","dataType":2},
                            {"binding":"Downloads","dataType":2},
                            {"binding":"ID","dataType":2},
                            {"binding":"Product","dataType":1},
                            {"binding":"Sales","dataType":2}
                        ],
                        "rowCount":100000
                    }
                }*/
        }
    })
});
</script>

先頭に戻る先頭に戻る

集計データ

このセクションでは、クライアントアプリケーションからWeb APIサービスを呼び出して、DataEngineサービスに保存されている

集計データを取得する方法を具体的に示します。次の例では、クライアントアプリケーションからWeb APIサービスを呼び出し

ます。このクライアントはサービスにPOST要求を送信し、サービスは応答ストリームを返します。応答ストリームはJSON形式で

保存されます。

次の例では、「complex」を例として使用します。これは、DataEngineデータソースの登録済みキーです。サービスURLには、

データソース名、データセットまたはコレクションの場所、データセットに関連付けられている対応フィールドを指定できます。

サービスを呼び出すサービスを呼び出す

次のコードを追加して、サービスアプリケーションから集計データを取得します。

Index.html

Index.html

<script>
    $('#action-button').click(function() {
        $.ajax({
    type: 'POST',
    url: 'http://localhost:7383/api/dataengine/complex/analysis',
    data: {
    view: '{"fields":[{"binding":"Active","dataType":3},
    {"binding":"Country","dataType":1},{"binding":"Date","dataType":4},
    {"binding":"Discount","dataType":2},{"binding":"Downloads","dataType":2},
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    {"binding":"ID","dataType":2},
    {"binding":"Product","dataType":1},{"binding":"Sales","dataType":2}],
    rowFields:{items:["Product"]},
    columnFields:{items:["Country"]},
    valueFields:{items:["Sales"]}}'
    },
    dataType: 'json',
    cache: false,
    processData: false,
    success: function (result, status, xhr) {
    // 結果から次の情報が取得されます。

    //{
    //    "token":"93f00724-3877-41ea-80ff-bbeae96f5e36",
    //    "status":'Executing'
    //}
    }
    })
});
</script>

先頭に戻る先頭に戻る

データソースマネージャ

DataEngineサービスは、SQLサーバー、SSRSサーバー、ファイルシステムの構造化ファイルなど、複数のデータソースからの

データを分析するためのAPIを提供します。このトピックでは、アプリケーションにDataEngineを設定するための適切な方法を

示します。独自のプロジェクトの要件に応じて、以下のメソッドを使用してDataEngineを構成することができます。

メモメモ: Web APIアプリケーションに簡単にデータソースを指定するために、データソースの設定に対してキーを使用できま

す。アプリケーションの各データソース設定に対して一意のキーを使用する必要があります。

AddDataEngineメソッドメソッド

アプリケーションで複雑なデータや大きなデータを扱う場合は、AddDataEngineおよびAddDataEngineメソッドを使用します。

これらのメソッドは、フィールドと結果データを保存するためのメモリマップドファイルを生成します。DataEngineメソッドの詳細

については、ComponentOne WebAPI テンプレートを使用するData Engine WebAPIを参照してください。

メソッドメソッド 説明説明 要素要素

AddDataEngine(string name, DbCommand command,
DbConnection connection = null,
string workspace = null, string tableName = null)

DataEngineのデータを追加しま

す。 name: データを表

すために使用され

る一意の値。

command: デー

タベースからデー

タを取得するため

のADO.NETの
Command オブ

ジェクト。

connectionがnull
の場合は、このメ

ソッドを呼び出す

前に、command
内のconnection
が開いていること

ASP.NET Web API コントロール  

64 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



を確認する必要が

あります。

connection: デー

タベースに接続す

るための、または

nullに設定されて

いる開いた

ADO.NET接続オ

ブジェクト。

workspace:
DataEngineの
データがファイル

に保存されている

サーバーのファイ

ルシステムのパ

ス。nullに設定さ

れている場合、ま

たは設定されてい

ない場合は、デ

フォルトの

workspaceが使用

されます。

tableName:
DataEngineテー

ブルの名前。 null
に設定されている

場合、または設定

されていない場合

は、nameパラメー

タの値が使用され

ます。

AddDataEngine<T>(string name,
Func<IEnumerable<T> dataGetter, string workspace =
null, string tableName = null)

任意のIEnumerableから

DataEngineのデータを追加しま

す。

name: データを表

すために使用され

る一意の値。

dataGetter: 任意

のIEnumerableを
取得するために使

用される関数。

workspace:
DataEngineの
データがファイル

に保存されている

サーバーのファイ

ルシステムのパ

ス。 nullに設定さ

れている場合、ま

たは設定されてい

ない場合は、デ

フォルトの

workspaceが使用

されます。
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tableName:
DataEngineテー

ブルの名前。 null
に設定されている

場合、または設定

されていない場合

は、nameパラメー

タの値が使用され

ます。

AddDataEngine(string name, string workspace, string
tableName)

データファイルが既に存在する

DataEngineのデータを追加しま

す。

name: データを表

すために使用され

る一意の値。

workspace:
DataEngineの
データがファイル

に保存されている

サーバーのファイ

ルシステムのパ

ス。nullに設定さ

れている場合、ま

たは設定されてい

ない場合は、デ

フォルトの

workspaceが使用

されます。

tableName:
DataEngineテー

ブルの名前。null
に設定されている

場合、または設定

されていない場合

は、nameパラメー

タの値が使用され

ます。

AddDataSourceメソッドメソッド

データソースを使用しているが、APIサーバーでデータファイルを生成したくない場合は、AddDataSourceおよび

AddDataSource<T>メソッドを使用します。これらのメソッドは、データを保存するためのキャッシュファイルを生成しないため、

集計データは分析ごとに再計算されます。DataSourceの詳細については、ComponentOne WebAPI テンプレートを使用する

Data Engine WebAPIを参照してください。

メソッドメソッド 説明説明 要素要素

AddDataSource(string name,
Func<IEnumerable> dataSourceGetter)

関数を使用してインメモリデータを

追加します。 name: データを表すために使用

される一意の値。

datasourceGetter: インメモリ

データを返すために使用される

関数。
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AddDataSource(string name,
IEnumerable datasource)

インメモリデータを追加します。
name: データを表すために使用

される一意の値。

datasource: インメモリデータ。

AddCubeメソッドメソッド

任意のSQL Server Analysis Servicesのキューブデータを処理する場合は、AddCubeメソッドを使用します。このメソッドはデー

タファイルを生成しないので、分析のために MDX クエリがサーバーに送信され、集約されたデータがサーバーから返されま

す。このメソッドのパフォーマンスは、SSASサーバーによって異なります。AddCubeメソッドの詳細については、「SSASサービス

を使用するDataEngine」を参照してください。

メソッドメソッド 説明説明 要素要素

AddCube(string name, string
connectionString, string cubeName)

キューブデータを追加します。
name: データを表すために使

用される一意の値。

connectionString: データソー

スに接続するための情報を提

供する文字列。

cubeName: キューブデータ

ソースの名前。

データソースのカスタマイズ

Web APIアプリケーションでDataEngineを使用する場合は、データソースのプロパティをカスタマイズすることができます。

DataEngineは、データソースをカスタマイズするために、次のプロパティを提供します。

最大値のカスタマイズ最大値のカスタマイズ

集計された結果データの最大値をカスタマイズできます。集計データが生成された後、

SetDataEngineAnalysisResultMaxCountプロパティを使用して、集計データがシリアル化できるかどうか指定できます。最大

値を超えた場合は、例外が発生します。

例外を解決するために最大値を増やす、またはビュー定義を変更することができます。デフォルトでは制限がありません。

Example Code

IAppBuilder.SetDataEngineAnalysisResultMaxCount(int count)

デフォルトのデフォルトのworkspaceのパスの設定のパスの設定

DataEngineサービスでは、デフォルトのworkspaceのパスは「アプリケーションベースパス+ /data」です。次の方法を使用し

て、デフォルトのworkspaceのパスをカスタマイズできます。

Example Code

IAppBuilder.SetDefaultWorkspacePath (string path)

フィールド

フィールドサービスは、データからすべてのフィールドを取得するAPIを提供します。クライアントアプリケーションからこのサー

ビスにアクセスして、DataEngineサービスでホストされているさまざまなデータソースのデータを表示することができます。
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フィールドサービスの要求スキーマフィールドサービスの要求スキーマ

特定のデータソースのデータを表示したり、フィールド情報を取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。データ

ソース情報は、次のような要求URLで指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/dataengine/{datasourcekey}/fields

次の図は、データソース情報が指定された要求URLを示しています。

URLパラメータパラメータ

フィールドサービスのURLは、主にdatasourcekeyのパラメータを受け入れます。データにアクセスするには、要求URLにデー

タソース情報とフィールドのデータセット情報を指定する必要があります。DataSourceKeyは、フィールド情報を取得するデータ

ソースを指定するために使用します。DataEngineサービスの詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 フィールド配列が返されます。

404 無効な{datasource}です。

生データ

生データサービスは、データソースの生データへのAPIアクセスを提供します。キューブデータに接続している場合、このサー

ビスはサポートされません。クライアントアプリケーションは、Raw Data APIを使用してデータソースの生データを取得するため

のHTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

生データサービスの要求スキーマ生データサービスの要求スキーマ

データソースの生データを表示するには、GETメソッドを使用する必要があります。データソース情報は、次のような要求URLで
指定します。

GET：http://<host>[:port]/api/dataengine/{datasourcekey}/?[skip=n&top=m]

次の図は、データソース情報が指定された要求URLを示しています。

URLパラメータパラメータ

生データサービスには、次のパラメータがあります。

パラメータパラメータ 説明説明

Data Source 分析するデータソースを指定する際に使用されます。

Skip 全体生データの開始インデックスを指定される正の整数値です。これを設定しない場合は、一連のエン

トリが先頭から返されます。

Top 返される生データの数を指定される正の整数値です。これを設定しない場合は、スキップ値で始まるす

べてのエントリが返されます。
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レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステーステー

タスコードタスコード
原因原因

200 生データ結果情報を指定するためにIRawDataオブジェクトが返されます。 これには、生データの配列と、ペー

ジングなしのすべての生データの合計数の値の2つの項目が含まれます。

404 無効な{datasource}です。

応答は、エクスポートされたファイルです。詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

分析

分析サービスは、指定されたデータソースに従って集計データを計算するAPIを提供します。クライアントアプリケーションは、

Analysis APIを使用してデータソースの集計データを取得するためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

分析サービスの要求スキーマ分析サービスの要求スキーマ

データソースの集計データを表示するには、POSTメソッドを使用する必要があります。データソース情報は、次のような要求

URLで指定します。

POST: http://<host>[:port]/api/dataengine/{datasourcekey}/analyses

応答は、分析結果を指定するIAnalysisオブジェクトです。これは、状態および結果を含めます。状態は「完了」の場合、結果が

配列であり、集計された結果を示します。そうでない場合は、結果はnullです。

次の図は、データソース情報が指定された要求URLを示しています。

URLパラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Data Source 分析するデータソースを指定する際に使用されます。

View Definition ビュー定義の指定に使用します。

次に例を示します。

{
  fields:[
   {"binding":"Active","dataType":3},
   {"binding":"Country","dataType":1},
   {"binding":"Date","dataType":4},
   {"binding":"Discount","dataType":2},
   {"binding":"Downloads","dataType":2},
   {"binding":"ID","dataType":2},
   {"binding":"Product","dataType":1},
   {"binding":"Sales","dataType":2}
  ],
  rowFields:{items:["Product"]},
  columnFields:{items:["Country"]},
  valueFields:{items:["Sales"]}
}
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レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPスス
テータステータス

コードコード

原因原因

201 分析結果情報を指定するために、IAnalysisオブジェクトが返されます。 IAnalysisオブジェクトには、ステータスと

結果データが含まれます。 executionStatusが「Completed」の場合、結果データは集約結果データを表す配列

になります。

それ以外の場合、結果データは常にNULLです。 応答のヘッダーには、分析インスタンスにアクセスするための

URLが表示されます。

404 無効な{datasource}です。

DataEngineサービスの詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

詳細データ

詳細データサービスは、指定されたセルの詳細データを取得するAPIを提供します。キューブデータに接続している場合、この

サービスはサポートされません。クライアントアプリケーションは、Detail Data APIを使用して、指定されたセルの詳細データを

取得するためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

詳細データサービスの要求スキーマ詳細データサービスの要求スキーマ

データソースの詳細データを表示するには、POSTメソッドを使用する必要があります。データソース情報は、次のような要求

URLで指定します。

POST: http://<host>[:port]/api/dataengine/{datasourcekey}

次の図は、データソース情報が指定された要求URLを示しています。

URLパラメータパラメータ

生データサービスには、次のパラメータがあります。

パラメータパラメータ 説明説明

Data Source フィールド情報を取得するデータ ソースを指定します。

View Definition ビュー定義の指定に使用します。タイプは、IViewDefinitionです。次に例を示します。

{
  fields:[
   {"binding":"Active","dataType":3},
   {"binding":"Country","dataType":1},
   {"binding":"Date","dataType":4},
   {"binding":"Discount","dataType":2},
   {"binding":"Downloads","dataType":2},
   {"binding":"ID","dataType":2},
   {"binding":"Product","dataType":1},
   {"binding":"Sales","dataType":2}
  ],
  rowFields:{items:["Product"]},
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  columnFields:{items:["Country"]},
  valueFields:{items:["Sales"]}
}

Key 対応する値によってセルが指定されます。これは配列オブジェクトです。最初に、rowFields
内のフィールドの値を順にキーに追加する必要があります。次に、columnFields内のフィー

ルドの値を順に追加します。nullのフィールド値がある場合は、そのままnullを配列に追加し

ます。nullを削除してはなりません。キー配列の数をrowFieldsおよびcolumnFields内の

フィールドの数と同じにする必要があります。

次に例を示します。

["Aoba", "China"]

Skip 全体生データの開始インデックスを指定される正の整数値です。これを設定しない場合は、

一連のエントリが先頭から返されます。

Top 返される生データの数を指定される正の整数値です。これを設定しない場合は、スキップ値

で始まるすべてのエントリが返されます。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータステータ

スコードスコード
原因原因

200 集計結果を指定するためにIRawDataオブジェクトが返されます。これは、集計データの配列とページングな

しですべての生データの総数を示す数値を含めます。

404 無効な{datasource}です。

詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

一意の値

一意の値サービスは、フィールドの一意の値を取得するAPIを提供します。キューブデータに接続している場合、このサービス

はサポートされません。クライアントアプリケーションは、Detail Data APIを使用して、あるフィールドの一意の値を取得するた

めのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

一意の値サービスの要求スキーマ一意の値サービスの要求スキーマ

{fieldname}で指定された一意の値を取得するには、POSTメソッドを使用する必要があります。データソース情報は、次の

ような要求URLで指定します。

POST: http://<host>
[:port]/api/dataengine/{datasourcekey}/fields/{fieldname}/uniquevalues

次の図は、データソース情報が指定された要求URLを示しています。

URLパラメータパラメータ

生データサービスには、次のパラメータがあります。

パラメータパラメータ 説明説明

datasourcekey フィールドの情報を取得するデータソースを指定する際に使用されます。
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fieldname 一意の値を取得するヘッダーでフィールドを指定するために使用されます。

View Definition ビュー定義の指定に使用します。次に例を示します。

{
  fields:[
   {"binding":"Active","dataType":3},
   {"binding":"Country","dataType":1},
   {"binding":"Date","dataType":4},
   {"binding":"Discount","dataType":2},
   {"binding":"Downloads","dataType":2},
   {"binding":"ID","dataType":2},
   {"binding":"Product","dataType":1},
   {"binding":"Sales","dataType":2}
  ],
  rowFields:{items:["Product"]},
  columnFields:{items:["Country"]},
  valueFields:{items:["Sales"]}
}

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 フィールドの一意の値を指定する配列が返されます。

404 無効な{datasource}です。

詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

ステータス

ステータスサービスは、指定されたステータスのステータスを取得するAPIを提供します。クライアントアプリケーションは、

Token APIを使用して、指定されたステータスのステータスを取得するためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信しま

す。

ステータスサービスの要求スキーマステータスサービスの要求スキーマ

指定されたトークンのステータスを取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。トークン情報は、次のような要求

URLで指定します。

GET：http://<host>[:port]/api/dataengine/{datasourcekey}/analyses/{token}/status

URLパラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Data Source トークン情報を取得するデータ ソースを指定します。

Token 分析インスタンスを指定するために使用されます。 トークンの値を3番目のサービスから取

得できます。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPスス
テータステータス

コードコード

原因原因
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200 ステータスを指定するIStatusオブジェクトが返されます。 ステータスが「Completed」の場合、クエリが正常に実行

され、出力用ためにデータが準備されていることを意味します。 ステータスAPIが正常に返されると、結果データ結果データ

サービスサービスを使用してデータを取得できます。

ステータスが「実行中」の場合は、ステータスが完了、クリアまたは例外に変更されるまで、このリクエストを繰り返

し送信できます。

ステータスが「例外」の場合、実行中に何らかのエラーが発生したことを意味します。 たとえば、この要求で指定さ

れたトークンが存在しない場合、例外が応答として返されます。

404 無効な{datasource}や{token}です。

分析の要求スキーマ分析の要求スキーマ

分析サービスは、指定されたトークンに従って分析データを計算するためのAPIを提供します。クライアントアプリケーション

は、Analysis APIを使用するためにサービスアプリケーションにHTTP要求を送信します。

指定されたトークンスに従って分析データを取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。トークン情報は、次のよう

な要求URLで指定します。

GET：http://<host>[:port]/api/dataengine/{datasourcekey}/analyses/{token}

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 分析結果情報が指定されるIAnalysisオブジェクトが返されます。

404 無効な{datasource}や{token}です。

結果データサービスの要求スキーマ結果データサービスの要求スキーマ

結果データサービスは、指定されたステータスに基づいて結果データを取得するAPIを提供します。クライアントアプリケーショ

ンは、Result Data APIを使用して、指定されたステータスに基づいて結果データを取得するためのHTTP要求をサービスアプリ

ケーションに送信します。

指定されたステータスに基づいて結果データを取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。ステータス情報は、次

のような要求URLで指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/dataengine/{datasourcekey}/analyses/{token}/result

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPスス
テータステータス

コードコード

原因原因

200 結果データを指定するために配列オブジェクトが返されます。 このサービスを呼び出して準備されたデータを取

得した後、トークンが削除されます。 このトークンを他のリクエストでは使用できません。 それを使用した場合、

例外が返されます。

404 無効な{datasource}や{token}です。

ステータスクリアサービスの要求スキーマステータスクリアサービスの要求スキーマ

ステータスクリアサービスは、不要になったステータスをクリアするAPIを提供します。クライアントアプリケーションは、Clear
Token APIを使用して不要になったステータスをクリアするためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

指定されたステータスに基づいて結果データを取得するには、DELETEメソッドを使用する必要があります。ステータス情報は、

次のような要求URLで指定します。
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DELETE: http://<host>[:port]/api/dataengine/{datasourcekey}/analyses/{token}

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

204 応答の内容はありません。

404 無効な{datasource}や{token}です。

PDFサービス

Web API では、さまざまなHTTPサービスを構築できるPDFDocumentサービスが導入されています。構築されたHTTPサービ

スは、さまざまなクライアントがPDFドキュメントを表示、ロード、およびキャッシュするために利用できます。これらはRESTベー

スのAPIサービスです。HTML 5レポートビューアコントロール（FlexViewer）と通信して、Web上にあるPDFドキュメントを表示し

ます。

ComponentOne Web APIはVisual Studioテンプレートとして提供され、Visual Studio上でPDFDocumentサービスを作成す

るために使用できます。クライアントアプリケーションは、PDFDocumentサービスアプリケーションに要求を送信して、PDFファ

イルをロードまたはエクスポートします。このサービスは、Word、Excel、RTF、OpenXML、および画像形式へのレポートのエク

スポートをサポートしています。PDFサービスの詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

PDF WebAPIサービスの構成

ComponentOne Web APIレポートサービスを使用して、HTTPサービスを構築することができます。HTTPサービスは、さまざ

まなクライアントがレポートを表示、ロード、およびキャッシュするために利用できます。これらはRESTベースのAPIサービスで

す。HTML 5 ReportViewerコントロールと通信して、Web上にあるレポートコンテンツを表示します。

ComponentOne Web APIはVisual Studioテンプレートとして提供され、Visual Studio上でレポートサービスを作成するため

に使用できます。クライアントアプリケーションは、レポートサービスアプリケーションに要求を送信して、レポートをロードまた

はエクスポートしたり、ユーザーがレポートでパラメータを使用できるようにします。このサービスは、PDF、Excel、HTML、RTF、
OpenXML、および画像形式へのレポートのエクスポートをサポートしています。
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Olapコントロールにデータを設定するには、次の手順に従います。

手順手順1: 新しい新しいWebAPIアプリケーションの作成アプリケーションの作成

手順手順2：：Startup.csの構成の構成

手順手順3：プロジェクトのビルドおよび実行：プロジェクトのビルドおよび実行

手順手順1: 新しい新しいWebAPIアプリケーションの作成アプリケーションの作成

1.  Visual Studioで、［ファイル］［ファイル］→［新規作成］［新規作成］→［プロジェクト］［プロジェクト］を選択して、新しいWeb APIサービスプロジェクトを作成しま

す。

2.  インストール済みテンプレートから、［［Visual C#］］→［［Web］］→［［C1 Web APIアプリケーション］アプリケーション］を選択して、新しい

ComponentOne Web APIサービスアプリケーションを作成します。

3.  アプリケーションの名前名前と場所場所を設定し、［［OK］］をクリックします。

4.  ComponentOne ASP.NET Web APIアプリケーションウィザードアプリケーションウィザードで、［［PDF サービス］サービス］オプションを選択します。
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5. ウィザードで［サービス］［サービス］を選択し、［［OK］］をクリックすると、新しいComponentOne Web APIサービスアプリケーショサービスアプリケーショ

ンンが作成されます。

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：：Startup.csファイルの構成ファイルの構成

1. サービスアプリケーションで、PdfRootという名前のフォルダを作成します。

2. 目的のPDFファイルファイルをこのフォルダに追加します。
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3.  ソリューションエクスプローラーで、Startup.csファイルを選択して開きます。

4.  Startup.csファイルで、StartupのConfigureメソッドにディスクストレージを追加します。

Startup.cs

app.UseStorageProviders()
.AddDiskStorage ("PdfRoot", System.IO.Path.Combine(System.Web
        .HttpRuntime.AppDomainAppPath, "PdfRoot"));

手順手順3：プロジェクトのビルドおよび実行：プロジェクトのビルドおよび実行

1.  ［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

2.  ［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

ブラウザのアドレスバーで、URLパス（http://localhost:1234/api/pdf/など）を付加して、出力を確認します。

先頭に戻る先頭に戻る

PDF 情報

PDF 情報サービスは、指定されたPDFパスを使用して、PDFファイルに関連する情報を取得します。PDFドキュメントがキャッ

シュされます。クライアントアプリケーションは、PDF情報WebAPIを使用するためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送

信します。

PDF 情報サービスの要求スキーマ情報サービスの要求スキーマ

PDFパスを使用して、特定なPDFファイルに関連する情報を取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。要求URL
で、次のようにPDFパスを指定します。
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GET: http://<host>[:port]/api/pdf/{pdfpath}/$pdf

Pdf Path - PDFファイルの完全なパス

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列は、IExecutionInfoタイプのオブジェクトを含めます。

404 pdfのパスは存在しません。

PDF エクスポート

PDFエクスポートサービスを使用して、PDFドキュメントをさまざまなファイル形式にエクスポートすることができます。データと共

にPDFドキュメントのレイアウトとスタイルも指定された形式にエクスポートされます。

PDFエクスポートサービスは、Export APIを使用して、エンドユーザーが指定されたPDFドキュメントを目的の形式にレンダリン

グおよびエクスポートできるようにします。サービスURLには、PDFファイルのパス、エクスポートファイル名、およびエクスポー

トオプションを指定できます。クライアントアプリケーションは、Export APIを使用してPDFドキュメントをサポートされている形式

にエクスポートするためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

[GET] エクスポートサービスの要求スキーマエクスポートサービスの要求スキーマ

クライアントから、サポートされているPDFドキュメントのエクスポート形式を取得するには、GETメソッドを使用する必要があり

ます。PDFドキュメントのパスおよびPDFドキュメント名は、要求URLで指定します。クライアントアプリケーションは、HTTP要求

メッセージをサービスに送信します。

GET:  http://<host>[:port]/api/pdf/{pdfpath}/$pdf/export?[exportFileName]&[exportOptions]

Pdf Path- PDFファイルの完全なパス

exportFileName- エクスポートされたファイル名

Export Options- IExportOptions

URLパラメータパラメータ

PDFエクスポートサービスのGET要求URLは、pdfpath、exportFileName、およびexportOptions（サポートされている形式）を

パラメータとして受け取ります。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 エクスポートされたファイルストリーム。

404 pdfのパスは存在しません。

406 形式名は受け入れられません。

エクスポートサービスの要求スキーマエクスポートサービスの要求スキーマ

指定したエクスポートフィルタにPDFファイルを取得または描画するには、POSTメソッドを使用する必要があります。要求URL
で、PDFファイルのパスを指定します。クライアントアプリケーションは、HTTP要求メッセージをサービスに送信します。

POST: http://<host>[:port]/api/pdf/{pdfpath}/$pdf/export

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ
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HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 エクスポートされたファイルストリーム。

404 pdfのパスは存在しません。

406 形式名は受け入れられません。

PDFサービスの詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

サポート 形式

サポート形式サービスは、SupportedFormats APIを使用して、エンドユーザーがサポートされているPDFドキュメントのエクス

ポート形式を取得できるようにします。クライアントアプリケーションは、GetPdfSupportedFormats APIを使用してサポートされ

ているPDFドキュメントのエクスポート形式に関する情報を取得するためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信しま

す。

サポート形式サービスの要求スキーマサポート形式サービスの要求スキーマ

クライアントから、サポートされているPDFドキュメントのエクスポート形式を取得するには、GETメソッドを使用する必要があり

ます。要求URLで、次のようにPDFドキュメントファイルのパスを指定します。

GET：http://<host>[:port]/api/pdf/{pathpath}/$pdf/supportedformats

Pdf Path - PDFファイルの完全なパス。

URLパラメータパラメータ

サポート形式サービスのURLは、主にPDFファイルのパスをパラメータとして受け取ります。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列は、IExportDescriptonのコレクションを含めます。

404 pdfのパスは存在しません。

PDFサービスの詳細については、WebApiExplorerのデモ を参照してください。

PDFの機能

PDFDocumentサービスは、PDFファイル形式でサポートされている機能を提供します。クライアントアプリケーション

は、FeaturesAPIを使用してサポートされているPDFドキュメントの機能を取得するためのHTTP要求をサービスアプリケーショ

ンに送信します。

PDFの機能サービスの要求スキーマの機能サービスの要求スキーマ

サポートされているPDFドキュメントの機能を取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。要求URLで、次のように

PDFドキュメントファイルのパスを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/pdf/{pdfpath}/$pdf/features
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Pdf Path - PDFファイルの完全なパス。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 説明説明

200 JSON文字列にはIDocumentFeaturesタイプのオブジェクトが含まれています。

404 指定されたパスは存在しません。

PDFサービスの詳細については、WebApiExplorerのデモ を参照してください。

レポートサービス

Web API では、さまざまなHTTPサービスを構築できるReport Serviceがリリース/導入されています。構築されたHTTPサービ

スは、さまざまなクライアントがレポートを表示、ロード、SSRSレポートおよびキャッシュするために利用できます。これらは

RESTベースのAPIサービスです。HTML 5レポートビューアコントロール（ReportViewer）と通信して、Web上にあるレポートコン

テンツを表示します。

 

ComponentOne Web APIはVisual Studioテンプレートとして提供され、Visual Studio上でレポートサービスを作成するために

使用できます。クライアントアプリケーションは、レポートサービスアプリケーションに要求を送信して、レポートをロード/エクス
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ポートしたり、ユーザーがレポートでパラメータを使用できるようにします。このサービスは、PDF、Excel、HTML、RTF、
OpenXML、および画像形式へのレポートのエクスポートをサポートしています。

FlexReports WebAPI の設定

FlexReportは、複雑なレポートの作成からプレビュー、エクスポート、印刷まで、完全なレポートソリューションを提供する包括

的なレポートツールです。優れたオブジェクトモデルを備え、プレビューコントロールやデザイナアプリケーションに最新のユー

ザーインタフェースを提供しています。レポートはビジネス意思決定とナレッジマネジメントにとって重要です。

ComponentOne Web API を使用すると、HTTPサービスを構築できるレポートサービスを作成できます。このレポートサービ

スを使用して、さまざまなタイプのクライアントがレポートを表示、ロード、およびキャッシュできます。これはRESTベースのAPI
サービスです。ReportViewer（HTML 5ベースのレポートビューア）と通信して、Web上にあるレポートコンテンツを表示しま

す。

メモ：メモ： FlexReportコントロールを使用するための最低のサーバー構成要件はWindows Server 2008 R2です。

ComponentOne Web API Report Servicesは、FlexReportDesignerアプリケーションを使用して作成されたFlexReportファイ

ル（.flxr）をロードできます。詳細については、「FlexReport for WinForms」を参照してください。FlexReport Web APIレポート

サービスは、次の2とおりの方法で作成できます。

ComponentOne WebAPIテンプレートを使用

標準のVisual Studio for Web APIテンプレートの使用

ComponentOne WebAPI テンプレートの使用

ComponentOne インストーラからWeb API をインストールした場合は、FlexReport Web APIを使用して事前構成されたプロジェクト

を簡単に作成できます。ComponentOne Web APIテンプレートを使用して、「FlexreportWebAPI」という名前の新しいプロジェクトを

作成し、次の手順を実行します。
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手順手順1: 新しい新しいWebAPIアプリケーションの作成アプリケーションの作成

手順手順2：：Web APIアプリケーションへのレポートファイルの追加アプリケーションへのレポートファイルの追加

手順手順3：レポートのルート位置の設定：レポートのルート位置の設定

手順手順4：：Report Web APIサービスの展開サービスの展開

手順手順1: 新しい新しいWebAPIアプリケーションの作成アプリケーションの作成

1.  Visual Studioで、［ファイル］［ファイル］→［新規作成］［新規作成］→［プロジェクト］［プロジェクト］を選択して、新しいWeb APIサービスプロジェクトを作成します。

2.  インストール済みテンプレートから、［［C1］］→［［Web］］→［［C1 Web APIアプリケーション］アプリケーション］を選択して、新しいComponentOne
Web APIサービスアプリケーションを作成します。

3.  アプリケーションの名前名前と場所場所を設定し、［［OK］］をクリックします。

4.  ComponentOne ASP.NET Web APIアプリケーションウィザードアプリケーションウィザードで、［レポートサービス］［レポートサービス］オプションを選択します。

5. ウィザードで［サービス］［サービス］を選択し、［［OK］］をクリックすると、新しいComponentOne Web APIサービスアプリケーションサービスアプリケーションが作成

されます。

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：：Web APIアプリケーションへのレポートファイルの追加アプリケーションへのレポートファイルの追加

アプリケーションにレポートファイルを追加するには、次の手順を実行します。

1.  アプリケーションにFilesという名前のフォルダを追加します。

2.  それにFlexReportのレポート定義ファイルを追加します。

レポートでローカルデータベース（MDBファイル、MDFファイルなど）を使用している場合は、アプリケーション

の［［App_Data］］フォルダにそのデータベース を追加します。ただし、レポートの接続文字列が［［App_Data］］フォルダを指してい

ること確認してください。
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メモ：app.UseCors()のために、アプリケーションにMicrosoft.Owin.CorsNugetパッケージを追加してください。

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順3：レポートのルート位置の設定：レポートのルート位置の設定

1.  Startup.csファイルで、StartupクラスのConfigurationメソッド内に次のコードを追加します。

Startup.cs

app.UseCors(CorsOptions.AllowAll);
app.UseReportProviders()
.AddFlexReportDiskStorage("ReportsRoot", GetFullRoot("Files"))

このコードは、レポートファイルが格納されるフォルダ/場所を登録します。この場合は、"Files"フォルダです。

2.  StartupクラスにGetFullRoot関数を追加します。

Startup.cs

private static string GetFullRoot(string root)
{
        var applicationBase = 
AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ApplicationBase;
        var fullRoot = Path.GetFullPath(Path.Combine(applicationBase, root));
        if (!fullRoot.EndsWith(Path.DirectorySeparatorChar.ToString(), 
StringComparison.Ordinal))
        {
                fullRoot += Path.DirectorySeparatorChar;
        }
        return fullRoot;
}

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順4：：Report Web APIサービスの展開サービスの展開

1.  プロジェクトをコンパイルします。

2.  プロジェクトをIISに展開します。

ローカルIISでホストされるサービスの場合、Web API URLはhttp://localhost/FlexReportwebAPI/api/reportです。

メモ：メモ： レポートサービスのWeb API URLを正しく作成できたら、FlexViewer for MVCやWijmo Viewerを使用して、サービスに保

存されているレポートにアクセスして表示することができます。レポートの表示方法については、「FlexViewerでのレポートの表

示」を参照してください。

先頭に戻る先頭に戻る

標準のVisual Studio for Web APIテンプレートの使用

標準のVisual Studio Template for Web APIを使用してFlexReport Web APIを構成するには、次の手順を実行します。

手順手順1：：Web APIプロジェクトの構成プロジェクトの構成

手順手順2：プロジェクトへのレポートファイルの追加：プロジェクトへのレポートファイルの追加

手順手順3：レポートのルート位置の設定と：レポートのルート位置の設定とComponentOne Web APIの使用の使用
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手順手順4：：FlexReport Web APIサービスの展開サービスの展開

手順手順1：：Web APIプロジェクトの構成プロジェクトの構成

Web APIプロジェクトを構成するには、次の手順を実行します。

1. 新しいASP.NET Web APIプロジェクトを作成します。

2.  GrapeCity NuGetからFlexReport Web APIパッケージを追加します。

MVC をインストールした場合は、Visual Studio内にGrapeCity NuGetソースパスが既に設定されています。

または、［オプション］［オプション］ダイアログボックスにある［［NuGetパッケージマネージャー］パッケージマネージャー］→［パッケージソース］［パッケージソース］オプションからソースパ

スを手動で追加できます。このダイアログボックスは、［ツール］［ツール］→［［NuGetパッケージマネージャー］パッケージマネージャー］→［パッケージマネー［パッケージマネー

ジャーの設定］ジャーの設定］を選択すると表示されます（「NuGetパッケージソースの設定」トピックを参照）。NuGetパッケージマネージャー

にReport Serviceが次の図のようにリストされます。
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FlexReport Web APIは、プロジェクトに次の参照を追加します。
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3.  Web APIアプリケーションにライセンスを付与します。アプリケーションの［プロパティ］フォルダ内にlicenses.licxファイルを 作成

し、それに次のコードを追加します。

licenses.licx

C1.Web.Api.LicenseDetector, C1.Web.ApiC1.Web.Api.Report.LicenseDetector, 
C1.Web.Api.Report

手順手順2に戻るに戻る

手順手順2：プロジェクトへのレポートファイルの追加：プロジェクトへのレポートファイルの追加

1.  アプリケーションにFilesという名前のフォルダを作成します。

2.  それにFlexReport定義ファイルを追加します。

レポートでローカルデータベース（MDBファイル、MDFファイルなど）を使用している場合は、プロジェクトの［［App_Data］］フォル

ダにそのデータベースファイルを追加します。ただし、レポートの接続文字列が［［App_Data］］フォルダを指していること確認し

てください。
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先頭に戻る先頭に戻る

手順手順3：レポートのルート位置の設定と：レポートのルート位置の設定とComponentOne Web APIの使用の使用

1.  Startup.csファイルを開き、Configurationメソッドに次のコードを追加します。

Startup.cs

public void Configuration(IAppBuilder app)
{
    app.UseCors(CorsOptions.AllowAll);
    app.UseReportProviders().AddFlexReportDiskstorage

("ReportsRoot",GetFullRoot("Files"))
}

メモ：app.UseCors()のために、アプリケーションにMicrosoft.Owin.Cors Nugetパッケージを追加してください。

2.  Startupクラスに次のGetFullRoot関数を追加します。

Startup.cs

private static string GetFullRoot(string root) {
var applicationBase = AppDomain.CurrentDomain.

SetupInformation.ApplicationBase;
var fullRoot = Path.GetFullPath(Path.Combine(applicationBase, root));
if (!fullRoot.EndsWith(Path.DirectorySeparatorChar.ToString(), 

StringComparison.Ordinal)) {
    fullRoot += Path.DirectorySeparatorChar;
  }
  return fullRoot;
}

3.  Web.Configを開き、system.webServerノード内のハンドラの下に次のエントリを追加します。

Web.config

<add name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0" path="api/*" 

verb="*" type="System.Web.Handlers.TransferRequestHandler" 

preCondition="integratedMode,runtimeVersionv4.0" />

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順4：：FlexReport Web APIサービスの展開サービスの展開

1.  プロジェクトをコンパイルします。

2.  プロジェクトをIISに展開します。ローカルIISでホストされるサービスの場合、Web API URL
はhttp://localhost/FlexReportwebAPI/api/reportです。

メモ：メモ： レポートサービスのWeb API URLを正しく作成できたら、FlexViewer for MVCやWijmo Viewerを使用して、サービスに保

存されているレポートにアクセスして表示することができます。レポートの表示方法については、「FlexViewerでのレポートの表

示」を参照してください。

レポートプロバイダの登録

ComponentOne Web APIは、WebApiサービスのSSRSレポートをサポートしています。ComponentOne WebApiで別のレ

ポートタイプを使用するには、サービス要求URLでレポートプロバイダ情報を指定する必要があります。サービスURLでプロバ
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イダ情報を指定する前に、Visual Studioアプリケーションでレポートプロバイダを登録する必要があります。

レポートの実際のパスを指定するには、レポートのルートパスを提供するレポートプロバイダを登録する必要があります。レ

ポートプロバイダは、アプリケーションのStartup.ConfigurationセクションでReportProviderManagerクラスクラスを使用して登録

する必要があります。

レポートプロバイダの登録手順レポートプロバイダの登録手順

FlexReportの場合の場合

1.  Visual Studioのソリューションエクスプローラーウィンドウで、Startupファイルを選択して開きます。

2.  Startup.csファイルのConfigurationセクションで、ReportProviderManager.AddFlexReportStorage()メソッド

とReportProviderManager.AddFlexReportDiskStorage()メソッドを使用して、レポート定義（.flxrまたは.xml）を格

納するストレージ情報を追加します。

例

app.UseReportProviders.AddFlexReportDiskStorage("Root", @"../reports");

SSRSレポートの場合レポートの場合

1.  Visual Studioのソリューションエクスプローラーウィンドウで、Startupファイルを選択して開きます。

2.  Startup.csファイルのConfigurationセクションで、ReportProviderManager.AddSsrsReportHost()メソッドを使用

して、アプリケーションにSSRSサーバーのURL設定を追加します。

例

app.UseReportProviders
.AddSsrsReportHost("local", http://demo.ssrsreports.com/ReportServer);

レポートのサービス

レポートのサービスは、C1Report、FlexReport、およびSSRSレポートをサポートしています。

FlexReportととSSRSレポートのレポートのURLの説明の説明

次の表では、FlexReportとSSRSレポートのURLパターンの差を示しています。

URL要素要素 FlexReports SSRSレポートレポート

プロバイダ レポート定義ファイルを含むルートパスやストレー

ジパスを指定します。

レポート定義ファイルが保存されているレ

ポートサーバーのWebサービスURLを指定し

ます。

フォルダのパス レポート定義ファイルを含むフォルダの相対パス。

1つのレポート定義ファイルに複数のレポートが含

まれるため、FlexReport定義ファイル（.flxrまた

は.xml）がフォルダとして処理されます。

レポート定義ファイルが保存されているフォル

ダの場所はWebサービスURLによって提供さ

れます。

レポート名 FlexReport定義ファイルで指定されているレポート

名。例: "Simple List"
指定されたフォルダ内のレポートファイル名。

例: "Employee_Sales_Summary"

レポートパスの例 ReportsRoot/reports/CommonTasks.flxr/Simple
List

/AdventureWorks
2008R2/Employee_Sales_Summary_2008R2

レポート情報
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レポート情報サービスは、指定されたレポートパスを使用して、レポートファイルに関連する情報を取得します。クライアントア

プリケーションは、レポート情報WebAPIを使用するためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

レポート情報サービスの要求スキーマレポート情報サービスの要求スキーマ

レポートパスを使用して、特定なレポートファイルに関連する情報を取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。要

求URLで、次のようにレポートファイルのパスを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{reportpath}/$report

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 説明説明

200 JSON文字列にはIReportInfoタイプのオブジェクトが含まれています。

404 指定されたパスは存在しません。

カタログサービス

カタログサービスは、Get メソッドを使用して、指定したフォルダパスからカタログ情報を取得できるようにします。クライアントア

プリケーションは、Catalog APIを使用するためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

カタログサービスの要求スキーマカタログサービスの要求スキーマ

指定したフォルダパスからカタログの情報を取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。要求URLで、次のようにレ

ポートフォルダのパスを指定します。

GET:http://<host>[:port]/api/report/{folderpath}?[recursive]

応答は、フォルダまたはレポートを記述するICatalogItemのオブジェクトを含むJSON文字列です。

再帰再帰 - 再帰は要求パラメータです。デフォルトでFalseに設定されます。再帰をTrueに設定すると、サービスは指定した項目の

下にあるすべての子項目のリストを返します。

URLパラメータパラメータ

カタログサービスのURLは、第一にフォルダパスフォルダパスとレポートパスレポートパスの2つのパラメータを受け取ります。FlexReportの場合は、レ

ポートのリストにアクセスするために、ストレージマネージャによって認識できるレポートファイル名を指定する必要がありま

す。

パラメータ情報

パラメータ情報取得サービスは、Parameters APIを使用して、ユーザーが指定レポートのパラメータ記述を取得し、この情報

を使用してパラメータパネルを初期化できるようにします。クライアントアプリケーションは、Parameters APIを使用するための

HTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

パラメータ情報サービスの要求スキーマパラメータ情報サービスの要求スキーマ

クライアントからレポート内で定義されているすべてのパラメータの情報を取得するには、GETメソッドを使用する必要がありま

す。要求URLで、次のようにレポートファイルのパスとレポート名を指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{report path}/$report/parameters
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応答は、IParameterのコレクションを含むJSON文字列です。

次の図は、レポートのパラメータ記述を取得するためのパラメータを指定した要求URLを示しています。

URLパラメータパラメータ

パラメータサービスのURLは、第一にレポートパスレポートパスのパラメータを受け取ります。要求URLで、レポートファイルパスを指定する

必要があります。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 Json文字列には、IParameterのコレクションが含まれます。

404 無効な{datasource}です。

パラメータサービスの要求スキーマパラメータサービスの要求スキーマ

レポート定義で指定されている名のパラメータを取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。要求URLで、次のよう

にレポートファイルのパスとレポート名を指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{report path}/$report/parameters/{parametername}

URLパラメータパラメータ

パラメータサービスのURLは、第一にレポートパスレポートパスとパラメータ名パラメータ名の2つのパラメータを受け取ります。要求URLで、レポートファ

イル名とレポート名を指定する必要があります。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 Json文字列には、IParameter型オブジェクトが含まれます。

404 レポートのパス、または、パラメータ名が存在しません。

詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

エクスポート

レポートデータをいつでもどこでもさまざまなファイル形式にエクスポートできます。データと共にレポートのレイアウトとスタイ

ルも指定された形式にエクスポートされます。

エクスポートサービスは、Export APIを使用して、エンドユーザーが指定レポートを目的の形式に簡単にレンダリングおよびエ

クスポートできるようにします。クライアントアプリケーションは、Export APIを使用してレポートをサポートされている形式にエ

クスポートするためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

[GET] エクスポートサービスの要求スキーマエクスポートサービスの要求スキーマ

指定したページ設定、または/およびパラメータを持つエクスポートフィルタにレポートを取得または描画するには、GETメソッド

を使用する必要があります。要求URLで、レポートファイルのパス、エクスポートファイル名、イクスポートオプション、パラメータ

およびページ設定を指定します。クライアントアプリケーションは、HTTP要求メッセージをサービスに送信します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{reportpath}/$report/export?[exportFileName]&
[parameters]&[pageSettings]&[exportoptions]

応答は、エクスポートされたファイルストリームです。
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次の図は、レポートをエクスポートするパラメータを含む要求URLを示しています。

URLパラメータパラメータ

エクスポートサービスには、次のパラメータがあります。

パラメータパラメータ 説明説明

reportpath レポートの完全なパスを指定します。

exportFileName エクスポートしたファイルのファイル名を指定します。

Export Options IExportOptionsを使用する使用可能なオプションを一覧表示します。

parameters パラメータを指定します。

pageSettings IPageSettingsを使用してページ設定を指定します。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 エクスポートされたファイルストリーム。

404 レポートパスまたは形式名が存在しません。

406 フォーマット名は受け入れられません。

[POST] エクスポートサービスの要求スキーマエクスポートサービスの要求スキーマ

指定したページ設定、または/およびパラメータを持つエクスポートフィルタにレポートを取得または描画するには、POSTメソッ

ドを使用する必要があります。要求URLで、レポートファイルのパスを指定します。クライアントアプリケーションは、HTTP要求

メッセージをサービスに送信します。

POST: http://<host>[:port]/api/report/{reportpath}/$report/export

応答は、エクスポートされたファイルストリームです。

Postデータには,以下のオプションがあります。

exportFileName
exportOptions
parameters
pageSettings

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 エクスポートされたファイルストリーム。

404 レポートパスまたは形式名が存在しません。

406 フォーマット名は受け入れられません。

レポートサービスの詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

サポート形式サービス
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サポート形式サービスは、SupportedFormats APIを使用して、エンドユーザーがサポートされているレポートエクスポート形

式を取得できるようにします。クライアントアプリケーションは、SupportedFormats APIを使用してサポートされているレポート

エクスポート形式に関する情報を取得するためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

サポート形式サービスの要求スキーマサポート形式サービスの要求スキーマ

クライアントからサポートされているレポートのエクスポート形式を取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。要求

URLで、次のようにレポートファイルのパスとレポート名を指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{report path}/$report/supportedformats

応答は、IExportDescriptorのコレクションを含むJSON文字列です。

次の図は、レポートをストレージからロードするためのパラメータを指定した要求URLを示しています。

URLパラメータパラメータ

サポート形式サービスのURLは、第一にレポートパスレポートパスとレポート名レポート名の2つのパラメータを受け取ります。要求URLで、レポート

ファイル名とレポート名を指定する必要があります。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列は、IExportDescriptionのコレクションを含めます。

404 レポートのパスまたは形式名は存在しません。

サポート形式サービスの要求スキーマサポート形式サービスの要求スキーマ

クライアントから、指定したレポートのサポートされているエクスポート形式を取得するには、GETメソッドを使用する必要があり

ます。要求URLで、次のようにレポートファイルのパスとレポート名を指定します。

GET:http://<host>[:port]/api/report/{reportpath}/$report/supportedformats/{formatname}

URLパラメータパラメータ

サポート形式サービスのURLは、レポートのパスと形式名をパラメータとして受け取ります。要求URLで、レポートファイル名と

形式名を指定する必要があります。

対応メッセージ対応メッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列は、IExportDescription タイプのオブジェクトを含めます。

404 レポートのパスは存在しません。

レポートサービスの詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

レポートのインスタンス

レポートのキャッシュされたインスタンスを操作するためのレポートサービス。これらはRESTfulAPIサービスで、ロード、レンダリ

ング、エクスポート、パラメータの表示、およびページ設定の更新することが可能です。また、これらのサービスは、レポート

ビューアコントロールと通信して、レポートコンテンツをWeb上に表示できます。サービスURLには、レポートのキャッシュされた

情報にアクセスするための$instancesキーワードが含まれています。
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$instances - 実行時に生成したレポートに関連するすべての情報を示します。

$instances キーワードに基づいて以下のWeb APIサービスを利用することができます。

HTTP メソッドメソッド 説明説明

POST: /api/report/{reportpath}/$instances 指定したレポートパスのすべての

キャッシュされたレポートインスタン

スを取得します。

GET: /api/report/{reportpath}/$instances/{instanceid} 指定したインスタンスIDを持つ

キャッシュされたレポートインスタン

スに関する情報を取得します。

POST: /api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance id}/render 指定したインスタンスIDのレポート

インスタンスをレンダリングします。

GET: /api/report/{reportpath}/$instances/{instanceid}/status キャッシュされたインスタンスのス

テータスを取得します。

DELETE: /api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance id} インスタンスを削除します。

GET: /api/report/{reportpath}/$instances/{instanceid}/parameters キャッシュされたインスタンス内の

すべてのパラメータを取得します。

PUT: /api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance id}/parameters 指定したレポートインスタンスIDを
持つインスタンス内のすべてのパラ

メータ値を更新します。

PATCH: /api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/parameters

指定したレポートインスタンス

ID{instance id}/parametersを持つ

インスタンス内の指定されたパラ

メータの値を更新します。

GET:
/api/report/{reportpath}/$instances/{instanceid}/parameters/{parametername}

キャッシュされたインスタンス内の

指定した名前を持つパラメータの情

報を取得します。

PUT: /api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/parameters/{parameterName}

指定したレポートインスタンスの指

定した名前のパラメータ値を更新し

ます。

GET: /api/report/{reportpath}/$instances/{instanceid}/pagesettings キャッシュされたインスタンスの現

在のページ設定を取得します。

PUT: /api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/pagesettings

指定したレポートインスタンスIDを
持つレポートのすべてのページ設

定プロパティを更新します。

PATCH: /api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/pagesettings

指定したレポートインスタンスIDを
持つレポートのすべての指定した

ページ設定プロパティを更新しま

す。

GET: /api/report/{reportpath}/$instances/{instanceid}/outlines キャッシュされたインスタンスIDを
持つレポートのすべての見出しを

取得します。

GET: /api/report/{reportpath}/$instances/{instanceid}/bookmarks/{bookmarkid} キャッシュされたインスタンスで指

定したブックマークIDを持つブック

マークを取得します。
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GET: /api/report/{reportpath}/$instances/{instanceid}/search?[text]&
[matchCase]&[wholeWord]

キャッシュされたインスタンスの検

索結果を取得します。

GET: /api/report/{reportpath}/$instances/{instanceid}/export?[options] キャッシュされたインスタンスを指

定した形式でエクスポートします。

POST: /api/report/{reportpath}/$instances/{instanceid}/export キャッシュされたインスタンスを指

定した形式でエクスポートします。

GET:
/api/report/{reportpath}/$instances/{instanceid}/supportedformats/{formatname}

指定したレポート名を持つサポート

されているエクスポート形式を取得

します。

GET: /api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/supportedformats

指定したインスタンスIDを持つイン

スタンスでサポートされているすべ

てのエクスポート形式を取得しま

す。

GET: /api/report/{reportpath}/$instances/{instanceid}/features レポートインスタンスでサポートされ

ている機能を取得します。

インスタンス

レポートサービスでは、レポートインスタンスのGET、POST、UPDATE、およびDELETEメソッドが提供されています。レポートインスタンスは、新し

いレポートインスタンスの作成、レポートインスタンスの情報の取得、およびレポートインスタンスのレンダリングをサポートされています。クライ

アントアプリケーションは、レポートインスタンスAPIを使用して特定のレポートインスタンスの情報を取得のHTTP要求をサービスアプリケーショ

ンに送信します。

[POST] 新しいインスタンスを作成します新しいインスタンスを作成します

指定したレポートから新しいレポートインスタンスを作成するには、POSTメソッドを使用する必要があります。要求URLで、次のように実行され

たレポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

POST: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot
/FlexCommonTasks/FlexCommonTasks.flxr/Simple List/$instances

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Folder Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

例: FlexCommonTasks.flxr/Simple List

Report Name FlexReportファイルやSSRSフォルダで定義されているレポート名を指定します。

Report Parameters parametersアクションのレスポンスを参照してください。 例: pCategory=1&...

パラメータが複数値の場合は、複数回パラメータを設定してください。 例: pCategory=1&pCustomers=3&...

Report Page Settings ページの設定を指定します。 例:  paperSize=custom&height=10in&width=20.5cm

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコーステータスコー

ドド
原因原因

201 .JSON文字列には、新規に作成されたインスタンスのためにIReportInstanceInfoタイプオブジェクトが含まれていま

す。

404 レポートパスが存在しません。
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先頭に戻る先頭に戻る

[GET] レポートの情報を取得しますレポートの情報を取得します

指定したインスタンスIDを持つレポートインスタンスの情報を取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。要求URLで、次のように実

行されたレポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance id}

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot
/FlexCommonTasks/FlexCommonTasks.flxr/Simple List/$instances

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

例: FlexCommonTasks.flxr/Simple List

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列では、IReportInstanceInfoタイプのオブジェクトが含まれています。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

[POST] レポートをレンダリングしますレポートをレンダリングします

指定したインスタンスIDを持つレポートインスタンスをレンダリングするには、POSTメソッドを使用する必要があります。要求URLで、次のように

実行されたレポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

POST: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance id}/render

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/Simple List$instances/21c2fa46-0a75-4708-acf2-454668eac4cb/render

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

例: FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

Report Parameters parametersアクションのレスポンスを参照してください。 例: parameters.pCategory=1

パラメータが複数値の場合は、複数回パラメータを設定してください。 例:
pCategory=1&pCustomers=3&...

Report Page Settings ページの設定を指定します。 例: 
pageSettings.paperSize=custom&pageSettings.height=10in&pageSettings.width=20.5cm

Action String アクションの文字列を指定します。これはSSRSレポートでのみ必要です。 AdventureWorks
（SSRS）/Product Line Sales レポートを使用します。例: actionString=Sort;33iT0;Ascending

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ
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HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 （レンダリング完了）JSON文字列にIReportStatusタイプのオブジェクトが含まれています。

202 （レンダリング時）レンダーアクションが受け入れられます。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

[GET] レポートのステータスを取得しますレポートのステータスを取得します

指定したインスタンスIDを持つレポートインスタンスのステータスを取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。 要求URLで、次のよ

うにレポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}$instances/{instance id}/status

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters$instances/20f8e7c7-ea84-4961-81f7-
5b8ff662f588/status

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

例: FlexCommonTasks.flxr/Simple List

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列には、IReportStatusタイプのオブジェクトが含まれています。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

[DELETE] インスタンスを削除しますインスタンスを削除します

インスタンスを削除するには、DELETEメソッドを使用する必要があります。要求URLで、次のようにレポートの完全なパスとインスタンスIDを指

定します。

DELETE: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance id}

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/Simple List$instances/21c2fa46-0a75-4708-acf2-454668eac4cb

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

例: FlexCommonTasks.flxr/Simple List

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

204 インスタンスを削除しました。
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404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

パラメータ

レポートインスタンスを使用すると、ユーザーが指定したレポートのパラメータの説明を取得し、レポート内のすべてのパラメータの値を更新し、

レポート内の特定のパラメータを更新し、パラメータ名を使用して特定のパラメータの情報を取得することができます。レポートサービスを使用

するためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信するクライアントアプリケーションを作成できます。

[GET] パラメータサービスの要求スキーマパラメータサービスの要求スキーマ

レポートインスタンス内のパラメータを指定されているインスタンスIDで取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。 要求URLで、次

のように実行するレポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/parameters

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters/$instances/9e20a2d1-e371-44c2-87f2-
bc65700172eb/parameters

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path  実行するレポートの完全なパスを指定します。

 例: FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列にはIParameterのコレクションが含まれます。

404 レポートパスが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

[PUT] パラメータサービスの要求スキーマパラメータサービスの要求スキーマ

レポートインスタンスのすべてのパラメータ値を指定されているインスタンスIDで更新するには、 PUT メソッドを使用する必要があります。 要求

URLで、次のようにレポートの完全なパスおよびインスタンスIDを指定します。

PUT: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/parameters

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters/$instances/9e20a2d1-e371-44c2-87f2-
bc65700172eb/parameters

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

 例:  FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters
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Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

Report Parameters parametersアクションのレスポンスを参照してください。 例: pCategory=1&...

パラメータが複数値の場合は、複数回パラメータを設定してください。 例: pCategory=1&pCustomers=3&...

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列にはIParameterインターフェースのコレクションが含まれます。検証を含む新しいパラメータ。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

[PATCH] パラメータサービスの要求スキーマパラメータサービスの要求スキーマ

レポートインスタンスの特定のパラメータ値を指定されているインスタンスIDで更新するには、PATCHメソッドを使用する必要があります。要求

URLで、次のように実行されたレポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

PATCH: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/parameters

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters/$instances/9e20a2d1-e371-44c2-87f2-
bc65700172eb/parameters

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

 例: FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

Report Parameters parametersアクションのレスポンスを参照してください。 例:pCategory=1&...
            
パラメータが複数値の場合は、複数回パラメータを設定してください。 例: pCategory=1&pCustomers=3&...

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列には、IParameterインターフェイスのコレクションが含まれています。 検証を含む新しいパラメータ。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

[GET] パラメータサービスの要求スキーマパラメータサービスの要求スキーマ

指定したインスタンスIDを持つパラメータを特定のパラメータ名を使用して、レポートインスタンスに取得するには、GETメソッドを使用する必要

があります。要求URLで、次のように実行されたレポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/parameters/{parameterName}

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters/$instances/20f8e7c7-ea84-4961-81f7-
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5b8ff662f588/parameters/pCategory

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

 例: FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

Parameter Name パラメータ名を指定します。例： pCategory

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列にはIParameterタイプのオブジェクトが含まれます。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

[PUT] パラメータサービスの要求スキーマパラメータサービスの要求スキーマ

レポートインスタンスのパラメータを特定のパラメータ名を使用して、指定されているインスタンスIDで取得するには、GETメソッドを使用する必

要があります。要求URLで、次のように実行されたレポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

PUT: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/parameters/{parameterName}

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters/$instances/20f8e7c7-ea84-4961-81f7-
5b8ff662f588/parameters/pCategory

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

 例: FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

Parameter Name パラメータ名を指定します。 例： pCategory

Parameter Values レポートのパラメータ値を指定します。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列には、IParameterインターフェイスのコレクションが含まれます。 検証を含む新しいパラメータ。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

先頭に戻る先頭に戻る

ページの設定

 レポートインスタンスを使用すると、レポートの現在のページ設定を取得し、すべてのページ設定のプロパティを更新し、レポートの特定のペー

ジ設定プロパティを更新することができます。レポートサービスを使用するためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信するクライアント

アプリケーションを作成できます。
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[GET] ページ設定サービスの要求スキーマページ設定サービスの要求スキーマ

レポートインスタンス内の現在のページ設定を指定されているインスタンスIDで取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。要求

URL、次のように実行するレポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/pagesettings

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters/$instances/9e20a2d1-e371-44c2-87f2-
bc65700172eb/pagesettings

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

 例： FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列にIPageSettingsタイプのオブジェクトが含まれます。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

[PUT] ページ設定サービスの要求スキーマページ設定サービスの要求スキーマ

レポートインスタンス内のすべてのページ設定やプロパティを指定されているインスタンスIDで更新するには、PUTメソッドを使用する必要があ

ります。実行するレポートの完全なパスおよびインスタンスIDは、次のように要求URLに指定されています。

PUT: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/pagesettings

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters/$instances/9e20a2d1-e371-44c2-87f2-
bc65700172eb/pagesettings

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path  実行するレポートの完全なパスを指定します。

 例：  FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

Report Page Settings ページ設定を指定します。例： paperSize=custom&height=10in&width=20.5cm

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列には新しいページ設定であるIPageSettingsタイプのオブジェクトが含まれています。1つのプロ

パティーが設定されていない場合は、デフォルト値を使用します。
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404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

[PATCH] ページ設定サービスの要求スキーマページ設定サービスの要求スキーマ

レポートインスタンス内に指定されているインスタンスIDで特定のページ設定プロパティを更新するには、PATCHメソッドを使用する必要があり

ます。レポートの完全なパスとインスタンスIDは、次のように要求URLに指定されています。

PUT: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/pagesettings

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters/$instances/9e20a2d1-e371-44c2-87f2-
bc65700172eb/pagesettings

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

 例： FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id  実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

Report Page Settings ページを設定します。例: paperSize=custom&height=10in&width=20.5cm

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列に新しいページ設定であるIPageSettingsタイプのオブジェクトが含まれます。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

詳細については、WebApiExplorer のデモを参照してください。

先頭に戻る先頭に戻る

サポート形式

レポートインスタンスを使用すると、レポートでサポートされているすべての形式を取得し、特定のエクスポート形式を指定された形式名で取得

することができます。レポートサービスを使用するためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信するクライアントアプリケーションを作成

できます。

[GET] サポート形式サービスの要求スキーマサポート形式サービスの要求スキーマ

サポートされているすべてのエクスポート形式を取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。 要求URL、次のようにレポートの完全

なパスとインスタンスIDを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/supportedformats

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters/$instances/9e20a2d1-e371-44c2-87f2-
bc65700172eb/supportedformats

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明
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Report Full Path  実行するレポートの完全なパスを指定します。

 例:  FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id  実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列には、IExportDescriptionのコレクションが含まれています。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

[GET] サポート形式サービスの要求スキーマサポート形式サービスの要求スキーマ

指定されているインスタンスIDを含むレポートインスタンスで、サポートされる特定の名前を使用してエクスポート形式を取得するには、GETメ
ソッドを使用する必要があります。要求URLで、次のようにレポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/supportedformats/{format name}

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters/$instances/9e20a2d1-e371-44c2-87f2-
bc65700172eb/supportedformats/html

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

 例: FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

Supported Format Name サポートされている形式名を指定します。 例: html

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列には、IExportDescriptionタイプのオブジェクトが含まれています。

404 レポートのパス、インスタンスID、または、形式名が存在しません。

詳細については、WebApiExplorer のデモを参照してください。

先頭に戻る先頭に戻る

機能

レポートインスタンスでは、レポートでサポートされているさまざまな機能を取得できます。クライアントアプリケーションは、レポートサービスを

使用するためのHTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

[GET] 機能サービスの要求スキーマ機能サービスの要求スキーマ

指定したインスタンスIDを使用して、レポートインスタンスでサポートされている機能を取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。

要求URLで、レポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance id}/features

サンプルコード
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http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters$instances/9e20a2d1-e371-44c2-87f2-
bc65700172eb/features

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

例: FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列には、IDocumentFeatures タイプのオブジェクトが含まれています。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

エクスポート

レポートインスタンスを使用して、レポートをさまざまなファイル形式にエクスポートすることができます。データと共にレポートのレイアウトとスタ

イルも指定された形式にエクスポートされます。エクスポートサービスは、エンドユーザーが指定されたインスタンスIDを使用して、指定されたレ

ポートを目的の形式にレンダリングおよびエクスポートできるようにします。クライアントアプリケーションは、レポートサービスを使用するための

HTTP要求をサービスアプリケーションに送信します。

[GET] エクスポートサービスの要求スキーマエクスポートサービスの要求スキーマ

指定したインスタンスIDを使用して、指定したエクスポートフィルタとオプションでレポートインスタンスをエクスポートするには、GETメソッドを使用

する必要があります。要求URLで、レポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

 GET: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance id}/export

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/Simple List/$instances/21c2fa46-0a75-4708-acf2-454668eac4cb/export?
format=html&exportFileName=Simple List

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

例: FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

Format サポートされているフォーマットを指定します。例: HTML

Export File Name エクスポートされたファイルの名前を指定します。

Export Options エクスポートオプションを指定します。 例: outputRange=1&...

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 エクスポートされたファイルストリーム。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しませんや、要求ページの範囲が描画されません。

406 フォーマット名はサポートされていません。
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先頭に戻る先頭に戻る

[POST] エクスポートサービスの要求スキーマエクスポートサービスの要求スキーマ

指定したインスタンスIDを使用して、指定したエクスポートフィルタとオプションでレポートインスタンスをエクスポートするには、POSTメソッドを使

用する必要があります。要求URLで、レポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

POST: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance id}/export

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks/
FlexCommonTasks.flxr/Simple List/$instances/21c2fa46-0a75-4708-acf2-454668eac4cb/export

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

例: FlexCommonTasks.flxr/MultiValue DataBound Parameters

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

Format サポートされているフォーマットを指定します。例: HTML

Export File Name エクスポートされたファイルの名前を指定します。

Export Options エクスポートオプションを指定します。 例: outputRange=1&...

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 エクスポートされたファイルストリーム。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しませんや、要求ページの範囲が描画されません。

406 フォーマット名はサポートされていません。

詳細については、WebApiExplorerのデモを参照してください。

先頭に戻る先頭に戻る

ブックマークと検索

レポートインスタンスでは、ブックマーク名を使用して特定のブックマークに関連する情報を取得できます。また、レポートの検索結果を取得す

るために検索機能も提供されます。 クライアントアプリケーションは、レポートサービスを使用するためのHTTP要求をサービスアプリケーション

に送信します。

[GET] ブックマークブックマーク サービスの要求スキーマサービスの要求スキーマ

指定したインスタンスIDを持つブックマークを特定のブックマーク名を使用して、レポートインスタンスに取得するには、GETメソッドを使用する

必要があります。要求URLで、次のように実行されたレポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance
id}/bookmarks/{bookmark name}

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/Simple List/$instances/21c2fa46-0a75-4708-acf2-
454668eac4cb/bookmarks/bookmark1

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明
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Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

例: FlexCommonTasks.flxr/Simple List

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

Bookmark Name ブックマーク名を指定します。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列には、IDocumentPositionタイプのオブジェクトが含まれています。

404 レポートパス、インスタンスIDまたはブックマークIDが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

[GET] 検索サービスの要求スキーマ検索サービスの要求スキーマ

指定したインスタンスIDを持つレポートの検索結果を取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。 要求URLで、次のようにレポート

の完全なパスとインスタンスIDを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance id}/search

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/Simple List/$instances/21c2fa46-0a75-4708-acf2-454668eac4cb
/search?text=Steven Buchanan&matchCase=true&wholeWord=true

パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

例: FlexCommonTasks.flxr/Simple List

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

Search Text 検索するテキストを指定します。

Match Case 大文字と小文字を区別して値を検索するかどうかを示すBoolean値。

Whole Word 単語単位で値を検索するかどうかを示すBoolean値。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列には、ISearchResultタイプのオブジェクトのコレクションが含まれて

います。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

先頭に戻る先頭に戻る

[GET] アウトラインサービスの要求スキーマアウトラインサービスの要求スキーマ

指定したインスタンスIDを使用してレポートインスタンス内のすべてのアウトラインを取得するには、GETメソッドを使用する必要があります。要

求URLで、次のように実行されたレポートの完全なパスとインスタンスIDを指定します。

GET: http://<host>[:port]/api/report/{folder path}/{report name}/$instances/{instance id}/outlines

サンプルコード

http://demos.componentone.com/ASPNET/c1webapi/4.0.20171.91/api/report/ReportsRoot/FlexCommonTasks
/FlexCommonTasks.flxr/Simple List/$instances/21c2fa46-0a75-4708-acf2-454668eac4cb/outlines

  ASP.NET Web API コントロール

105 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



パラメータパラメータ

パラメータパラメータ 説明説明

Report Full Path 実行するレポートの完全なパスを指定します。

例: FlexCommonTasks.flxr/Simple List

Instance Id 実行するレポートのインスタンスIDを指定します。

レスポンスメッセージレスポンスメッセージ

HTTPステータスコードステータスコード 原因原因

200 JSON文字列には、IOutlineNodeタイプのオブジェクトのコレクションが含まれています。

404 レポートパスまたはインスタンスIDが存在しません。

詳細については、WebApiExplorer のデモを参照してください。

先頭に戻る先頭に戻る

Excelサービス

Web API は、MVC,REST APIサービスおよびWijmo 5コントロールのExcelインポート/エクスポートサービスをサポートしていま

す。Web API内には、Excelファイルのエクスポート/インポート機能を提供するHTTP要求メッセージが含まれています。Web
API は、Visual Studio上でWeb APIサービスを作成するためのVisual Studioテンプレートとして使用できます。作成したサー

ビスは、クライアントアプリケーションがFlexGridおよびExcelデータのエクスポート/インポートに使用できます。

レイアウトとスタイルはデータと共に、指定された形式にエクスポートされます。つまり、結合されたセルまたはヘッダー、書式

設定されたテキスト、グループ化されたデータを含むFlexGridがそのままエクスポートされます。Excel形式にエクスポートする

場合は、グリッドデータの列ヘッダーは含めることも除外することもできます。

エクスポートサービス

Web APIエクスポートサービスを使用して、任意の時点および任意の場所でFlexGridデータをExcelにエクスポートします。レイ

アウトとスタイルはデータと共に、指定された形式にエクスポートされます。つまり、結合されたセルまたはヘッダー、書式設定

されたテキスト、グループ化されたデータを含むFlexGridがそのままエクスポートされます。Excel形式にエクスポートする場合

は、グリッドデータの列ヘッダーは含めることも除外することもできます。

ExcelへのFlexGridのエクスポート

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスプロジェクトを呼び出し、FlexGridデータをExcel
データとしてエクスポートするための関数を追加する方法を説明します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の図は、上記の手順を実行した後のFlexGridを示しています。
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手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

1.  ComponentOne Web APIクライアントクライアントJavaScriptファイルとその参照をMVCまたはHTMLプロジェクトに追加します

（詳細については、「Web APIクライアントJavaScriptの追加」を参照してください）。

2.  Client JavaScript Helperを使用して、エクスポート機能を実装するための関数を作成します。

MVC
FlexGridデータをExcelにエクスポートするには、次のコードを ［［Views］］→［［MVCFlexGrid］］→［［Index.cshtml］］ に追加し

ます。

Index.cshtml

<script type="text/javascript">    
    function exportFlex() {
    var exporter = new c1.mvc.grid.ExcelExporter();
    fileType = document.getElementById("mySelect").value;
    var gridcontrol = wijmo.Control.getControl("#flexGrid");
    exporter.requestExport(gridcontrol,
    "http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/export/excel", {
        fileName: "exportFlexGrid",
        type: fileType,
        });
    }
</script>

HTML
FlexGridデータをExcelにエクスポートするには、次のマークアップを<script>タグ内に追加します。

JavaScript
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<script type="text/javascript">
function exportFlex() {
var exporter = new wijmo.grid.ExcelExporter();
var grid = wijmo.Control.getControl("#TheFlexGrid");
exporter.requestExport(grid, 
"http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/export/excel",
{
fileName: "export",
type: wijmo.ExportFileType.Xls,
 });
 }
</script>

メモ：メモ： HTMLアプリケーションでWijmo 5コントロールを使用するには、いくつかのWijmoファイルへの参照を

HTMLページに含める必要があります。これらのWijmoファイルをダウンロードしてアプリケーション内の適切な

フォルダにコピーするか、クラウド上のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）でホストされているWijmoファイルを参

照します。Wijmoスクリプトファイルを「Scripts」というフォルダに、cssファイルを「Styles」というフォルダに、Wijmo
コントロールに固有のスクリプトファイルを「Controls」フォルダにダウンロードして配置した場合は、HTMLページ

の<head>タグ内に次の参照を追加します。

HTML

<script src="Controls/wijmo.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="Styles/wijmo.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="Scripts/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Controls/wijmo.grid.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Scripts/webapiclient.min.js" type="text/javascript"></script>

 

 

3. ボタンを追加し、ボタンクリックでエクスポート機能を呼び出して、エクスポート要求が開始されるようにします。

MVC
次のコードを［［Views］］→［［MVCFlexGrid］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート/インポート機能に対応す

るボタンを追加します。

次のコードを［［Views］］→［［MVCFlexGrid］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを追加し

ます。

Index.cshtml

<div>
    <select id="mySelect">
        <option selected>Xls</option>
        <option>Xlsx</option>
        <option>Csv</option>
    </select> 
<button onclick="exportFlex()" title="Export">Export</button>
</div>
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HTML
次のマークアップを<body>タグ内に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを作成します。

HTML

<button onclick="exportFlex()" title="Export">Export</button>

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

MVCアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。

［［Export］］ボタンがコントロールと共に出力に表示されます。このボタンを使用して、コントロール内のデータをExcel形式にエク

スポートできます。

MVCおよびWijmo5 FlexGridコントロールを使用したエクスポートサービスのデモサンプルをぜひご覧ください。

MVCFlexGridライブデモ

Wijmo5FlexGridライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

インポートサービス

FlexGridコントロールにExcelデータを簡単にインポートします。このサービスは、xlsx、xls、およびcsvの各ファイル形式から

Excelデータへのインポートをサポートします。このサービスでは、列ヘッダーが存在するかどうかに関係なく、Excelデータを柔

軟にインポートできます。Excelファイルに式が含まれる場合は、計算フィールドがFlexGridにインポートされます。

FlexGridへのExcelのインポート

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通じてWeb APIサービスプロジェクトを呼び出し、ExcelデータをFlexGridコ
ントロールにインポートするための関数を追加する方法を説明します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の図は、上記の手順を実行した後のFlexGridを示しています。
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手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

1.  ComponentOne Web APIクライアントクライアントJavaScriptファイルとその参照をMVCまたはHTMLプロジェクトに追加します

（詳細については、「Web APIクライアントJavaScriptの追加」を参照してください）。

2.  Client JavaScript Helperを使用して、ボタンクリックイベントでトリガされるインポート機能を追加します。

MVC
ExcelデータをFlexGridコントロールにインポートするには、次のコードを ［［Views］］→［［MVCFlexGrid］］
→［［Index.cshtml］］ に追加します。

Index.cshtml

<script type="text/javascript">
    var gridcontrol;
    c1.mvc.Utils.documentReady(function () {
        gridcontrol = wijmo.Control.getControl('#flexGrid')
    });
    function importFlex() {
    var file = document.getElementById("fileInput").files[0];
    var importer = new wijmo.grid.ExcelImporter();
    importer.requestImport(gridcontrol,
    "http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/import/excel", 
file, true)
    }
</script>

               

HTML

ASP.NET Web API コントロール  

110 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



ExcelデータをFlexGridコントロールにインポートするには、次のマークアップを<script>タグ内に追加します。

JavaScript

<script type="text/javascript">
var grid;
$(document).ready(function () {
grid = wijmo.Control.getControl('#TheGrid')
});
function importFlex() {
var file = document.getElementById("fileInput").files[0];
var importer = new wijmo.grid.ExcelImporter();
importer.requestImport(grid, " 
http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/import/excel",
file, true)
 }
</script>

メモ：メモ： HTMLアプリケーションでWijmo 5コントロールを使用するには、いくつかのWijmoファイルへの参照を

HTMLページに含める必要があります。これらのWijmoファイルをダウンロードしてアプリケーション内の適切な

フォルダにコピーするか、クラウド上のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）でホストされているWijmoファイルを参

照します。Wijmoスクリプトファイルを「Scripts」というフォルダに、cssファイルを「Styles」というフォルダに、Wijmo
コントロールに固有のスクリプトファイルを「Controls」フォルダにダウンロードして配置した場合は、HTMLページ

の<head>タグ内に次の参照を追加します。

HTML

<script src="Controls/wijmo.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="Styles/wijmo.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="Scripts/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Controls/wijmo.grid.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Scripts/webapiclient.min.js" type="text/javascript"></script>

3.  クライアントアプリケーションでインポート要求を開始するための入力コントロール（たとえば、ボタン）を提供します。

MVC
次のコードを［［Views］］→［［MVCFlexGrid］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート/インポート機能に対応す

るボタンを追加します。

次のコードを［［Views］］→［［MVCFlexGrid］］→［［Index.cshtml］］に追加して、インポート機能に対応するボタンを追加しま

す。

Index.cshtml

<div>
    <span>Import</span>
    <input type="file" value="Import" id="fileInput" class="upload" 
onchange="importFlex()" />
</div>

HTML
次のマークアップを<body>タグ内に追加して、インポート機能に対応するボタンを追加します。
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HTML

<input type="file" id="fileInput" class="upload" onchange="importFlex()" />

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

MVCアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。

インポートするファイルを選択するためのボタンがコントロールと共に出力に表示されます。このボタンを使用して、目的のファ

イルからコントロールにデータをインポートできます。

MVCおよびWijmo5 FlexGridコントロールを使用したインポートサービスのデモサンプルをぜひご覧ください。

MVCFlexGridライブデモ

Wijmo5FlexGridライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

Excelサービスの生成

指定されたXML、JSON、およびデータソースファイルから、RESTベースのAPIで瞬時にExcelファイルを生成します。さらに、

REST APIサービスを利用することにより、各種のワークブック形式の間で簡単に変換できます。リモートストレージまたはロー

カルストレージからデータを取得するか、またはクライアントからデータをアップロードしてExcelファイルを生成し、Excel形式の

間で変換します。

クライアントアプリケーションは、HTTP要求をWeb APIサービスアプリケーションに送ります。この要求は、GETメソッドとPOSTメ
ソッドを使用してサービスからの応答を検索します。GETメソッドは指定されたリソースから目的の情報を取得し、POSTメソッド

はリソースにデータを送信します。

Excel要求スキーマの生成要求スキーマの生成

ストレージ（ローカルまたはリモート）内に存在するデータから適切な形式でExcelワークブックを生成するには、GETメソッドを

使用する必要があります。この場合は、要求URL内で保存場所、および生成されるExcelのファイル形式を指定します。

GET: http://[:port]/api/excel?FileName=<>&type=<>&datafilename=<>

XMLからからExcelを生成するためのを生成するためのGET要求スキーマ要求スキーマ

次の図は、ストレージに存在するXMLデータファイルから、目的の形式でExcelを生成するためのための要求URLパラメータを

示しています。
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次の表は、要求URLパラメータ（ストレージ内のXMLからExcelを生成するためのパラメータ）とそれらのサポートされる値を示し

ています。

パラメータパラメータ サポートされた値サポートされた値 説明説明

FileName String 生成されたExcelファイルの名前は、ユーザによって指定さ

れます。

Type json, xlsx, xls, csv, xml 生成されたExcelファイルの形式。

DataFileName ストレージマネージャが認識するデータファイ

ル名。

ストレージ内のXMLデータファイル。

データセットデータセット/コレクションからコレクションからExcelを生成するためのを生成するためのGET要求スキーマ要求スキーマ

次の図は、ストレージに存在するデータセットデータセット/コレクションコレクションから、目的の形式でExcelを生成するためのための要求URLパラ

メータを示しています。

次の表は、要求URLパラメータ（ストレージ内のデータセット/コレクションからExcelを生成するためのパラメータ）とそれらのサ

ポートされる値を示しています。

パラメータパラメータ 値値 説明説明

FileName String 生成されたExcelファイルの名前は、ユーザによって指定されま

す。

Type json, xlsx, xls, csv, xml 生成されたExcelファイルの形式。

DataName データプロバイダが認識するデータ

名。

ストレージ内のデータセット/データコレクション。

Excel形式を変換するための形式を変換するためのGET要求スキーマ要求スキーマ

次の図は、ストレージに存在するExcel形式形式のファイルを目的の形式で変換するための要求URLパラメータを示しています。
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次の表は、要求URLパラメータ（ストレージ内のExcelファイルを希望の形式に変換するためのパラメータ）とそれらのサポートさ

れる値を示しています。

パラメータパラメータ サポートされた値サポートされた値 説明説明

FileName String 生成されたExcelファイルの名前は、ユーザによって指

定されます。

Type json, xlsx, xls, csv, xml 変換されたExcelファイルの形式。

WorkBookFileName ストレージマネージャが認識しているExcel
ファイル名。

ストレージ内の（変換されるための）Excelファイル。

クライアントからポストされたクライアントからポストされたXMLからからExcelを生成するためのを生成するためのPOST要求スキーマ要求スキーマ

データがストレージに存在せず、クライアントから提供される場合には、POSTメソッドを使用する必要があります。この場合、ク

エリー文字列のパラメータは、URLではなくPOST要求のHTTPメッセージ本文に含まれて送信されます。POSTの要求URLは次

のように表示されます。

POST: http://[:port]/api/excel

データがストレージに存在せず、クライアントから提供される場合は、POSTメソッドを使用します。
次の表は、要求URLパラメータ（クライアントからポストされたXMLからExcelを生成するためのパラメータ）とそれらのサポート

される値を示しています。

パラメータパラメータ 値値 説明説明

FileName String 生成されたExcelファイルの名前は、ユーザによって指定されます。

Type json, xlsx, xls,
csv, xml

生成されたExcelファイルの形式。

DataFile xml クライントからアップロードするためのXMLデータのコンテキストはコレクションのようです（ルー

ト要素の同じに複数の子要素を持つ要素。）

クライアントからポストされたクライアントからポストされたJSONデータからデータからExcelを生成するためのを生成するためのPOST要求スキーマ要求スキーマ

次の表は、要求URLパラメータ（クライアントからポストされたJSONからExcelを生成するためのパラメータ）とそれらのサポート

される値を示しています。

パラメータパラメータ 値値 説明説明

FileName String 生成されたExcelファイルの名前は、ユーザによって指定されます。

Type json, xlsx, xls, csv, xml 生成されたExcelファイルの形式。

Data json ライアントからアップロードする必要があるJSONデータ。

Excel形式のファイルを変換するための形式のファイルを変換するためのPOST要求スキーマ要求スキーマ

次の表は、要求URLパラメータ（クライアントからポストされたExcelを希望の形式に変換する変換するためのパラメータ）とそれらのサ
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ポートされる値を示しています。

パラメータパラメータ 値値 説明説明

FileName String 生成されたExcelファイルの名前は、ユーザによって指定されます。

Type json, xlsx, xls, csv, xml 変換されたExcelファイルの形式。

WorkBookFileName xls, xlsx, csv ライアントからアップロードする必要がある変換されたExcelファイル。

ここでは、ユーザーが要求URL内のクエリパラメータを指定する必要はありません。(クライアントからポストされたXMLから

Excelを生成, クライアントからポストされたJSONデータからExcelを生成, and クライアントからポストされたデータを使用して

ワークブック形式を変換t)のトピックでは、パラメータまたはクエリー文字列をPOST要求のHTTPメッセージ本文に含まれて送

信される方法を具体的に説明します。

ストレージ内のXMLからExcelを生成

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスを呼び出し、ストレージ（リモートストレージまたは

同じサーバー内のストレージ）内に存在するXML文字列からExcelファイルを生成する方法を具体的に示します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の例では、Web APIサービスをHTMLおよびWinFormsクライアントアプリケーションから呼び出します。これらのクライアント

はサービスにGET要求を送り、サービスは応答ストリームを返します。これにより、この応答ストリームは目的のExcelファイル

形式で保存されます。

次の例では、サービスURLは、DataFileNameパラメータにXMLデータファイル（ストレージ内に存在）を取り、Typeパラメータ

に目的のファイル形式としてcsvを取ります。指定された10RowsData.xmlという名前のXMLデータファイルは、ホストされる

サービスのルートフォルダに存在します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

C#
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1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってWinFormsアプリケーションを作成します。1つの

C1Label、1つのC1TextBox、および1つのC1Buttonコントロールを追加します。フォームが次のように表示されます。

  
2. 以下に示すように、お使いのWinFormsアプリケーションのフォームクラスにメソッド（たとえば、GetExcel()）を定義し

て、サービスアプリケーションを呼び出します。

C#

public void GetExcel()
        {
    var apiURL = string.IsNullOrEmpty(C1TextBox1.Text) ? 
        "http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel?
FileName=excel&type=csv&datafilename=root%2F10rowsdata.xml"
        : C1TextBox1.Text;
    WebRequest request = WebRequest.Create(apiURL);
    WebResponse response = request.GetResponse();
    var fileStream = File.Create("D:\\ExcelfromStorage.csv");      
    //ここで指定したファイル形式は要求されたURLと同じである必要があります。

    response.GetResponseStream().CopyTo(fileStream);
        }

3.  ［［Excelの生成］の生成］ボタンのボタンクリックイベントで、GetExcel()メソッドを呼び出します。

HTML
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってHTMLアプリケーションを作成します。

2.  HTMLページの<body>タグ内の<form>タグに、以下のマークアップを追加します。

HTML

<form action="http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel" 
method="GET">
        <label for="fileName">File Name:</label>
        <input type="text" id="fileName" name="fileName" 
value="ExcelfromStorage" />
        <br />
        <label for="fileFormat">File Format:</label>
        <input type="text" id="fileFormat" name="type" value="csv" />
        <br />
        <label for="datafilename">Xml data file:</label>
        <input type="text" id="datafilename" name="datafilename" 
value="root/10rowsdata.xml" />
        <input type="submit" value="Generate Excel"/>
</form> 
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GET要求に関して、<form>タグのmethod属性にGET、およびそのaction属性にサービス要求URLを設定したことに

注意してください。また、HTMLページに入力コントロールを作成します。このコントロールは、ストレージ内に存在する

XMLデータファイルから目的のExcel形式を生成するための各種パラメータを取ります。

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

WinFormsアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］を押してプロジェクトを実行します。

Request URLフィールドに対応するテキストボックスに、適切なパラメータを含むクエリー文字列と共に、サービスURLを
指定します。

［［Excelの生成］の生成］ボタンをクリックします。生成されたExcelデータストリームは、GetExcel()メソッドで指定された場所にダ

ウンロードされます。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。

目的のExcelファイル形式に該当するパラメータを設定して、［［Excelの生成］の生成］ボタンをクリックします。

以下に示す、ストレージで使用可能なXMLデータファイルからExcelを生成するREST APIサービスのデモサンプルをご覧く

ださい。

Excelの生成のライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

ストレージ内のデータソースからExcelを生成

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスを呼び出し、ストレージ（リモートストレージまたは

同じサーバー内のストレージ）内に存在するデータセットまたは.NETコレクションからExcelファイルを生成する方法を具体的に

示します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の例では、Web APIサービスをHTMLおよびWinFormsクライアントアプリケーションから呼び出します。これらのクライアント

はサービスにGET要求を送り、サービスは応答ストリームを返します。これにより、この応答ストリームは目的のExcelファイル

形式で保存されます。

次の例では、サービスURLはDataNameパラメータにデータセット/コレクション（ストレージ内に存在）の名前と場所を取

り、Typeパラメータに目的のファイル形式であるxlsを取ります。Productsという名前の指定されたデータセットは、ホストされて

いるサービスのNwindフォルダ内に存在しています。
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手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

C#
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってWinFormsアプリケーションを作成します。1つの

C1Label、1つのC1TextBox、および1つのC1Buttonコントロールを追加します。フォームが次のように表示されます。

  
2. 以下に示すように、お使いのWinFormsアプリケーションのフォームクラスにメソッド（たとえば、GetExcel()）を定義し

て、サービスアプリケーションを呼び出します。

C#

public void GetExcel()
        {
            var apiURL = string.IsNullOrEmpty(C1TextBox1.Text) ? 
"http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel?
FileName=excel&type=xls&dataname=Nwind%2FProducts" : C1TextBox1.Text;         
            WebRequest request = WebRequest.Create(apiURL);
            WebResponse response = request.GetResponse();
            var fileStream = File.Create("D:\\ExcelfromStorage.xls");  //ここで指

定したファイル形式は、要求URLで指定された形式と同じである必要があります。

response.GetResponseStream().CopyTo(fileStream);
        }
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3.  ［［Excelの生成］の生成］ボタンのボタンクリックイベントで、GetExcel()メソッドを呼び出します。

HTML
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってHTMLアプリケーションを作成します。

2.  HTMLページの<body>タグ内の<form>タグに、以下のマークアップを追加します。

HTML

<form action="http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel" 
method="GET">
        <label for="fileName">File Name:</label>
        <input type="text" id="fileName" name="fileName" 
value="ExcelfromStorage" />
        <br />
        <label for="fileFormat">File Format:</label>
        <input type="text" id="fileFormat" name="type" value="xls" />
        <br />
        <label for="DataName">Data Name:</label>
        <input type="text" id="DataName" name="DataName" value="Nwind/Products" 
/>
        <input type="submit" value="Generate Excel"/>
</form> 

GET要求に関して、<form>タグのmethod属性にGET、およびそのaction属性にサービス要求URLを設定したことに

注意してください。また、HTMLページで入力コントロールを作成し、各種のパラメータを指定して、ストレージ内に存在

するデータセットから目的のExcel形式でExcelファイルを生成します。

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

WinFormsアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］を押してプロジェクトを実行します。

Request URLフィールドに対応するテキストボックスに、適切なパラメータを含むクエリー文字列と共に、サービスURLを
指定します。

［［Excelの生成］の生成］ボタンをクリックします。生成されたExcelデータストリームは、GetExcel()メソッドで指定された場所にダ

ウンロードされます。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。

目的のExcelファイル形式に該当するパラメータを設定して、［［Excelの生成］の生成］ボタンをクリックします。

以下に示す、ストレージで使用可能なデータソースからExcelを生成するREST APIサービスのデモサンプルをご覧くださ

い。

Excelの生成のライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

ストレージからのデータを使用したワークブック形式の変換
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このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスを呼び出し、ストレージ（リモートストレージまたは

同じサーバー上のストレージ）内で使用可能なExcelファイルを別のファイル形式に変換する方法を具体的に示します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の例では、Web APIサービスをHTMLおよびWinFormsクライアントアプリケーションから呼び出します。これらのクライアント

はサービスにGET要求を送り、サービスは応答ストリームを返します。これにより、この応答ストリームは目的のExcelファイル

形式で保存されます。

次の例では、サービスURLは、WorkBookFileName パラメータにExcelワークブック（ストレージ内に存在）を取り、Typeパラ

メータに目的のファイル形式であるjsonを取ります。指定されたExcelワークブック、results.xlsxは、ホストされるサービスの

ルートフォルダに存在します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

C#
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってWinFormsアプリケーションを作成します。1つの

C1Label、1つのC1TextBox、および1つのC1Buttonコントロールを追加します。フォームが次のように表示されます。

   
2. 以下に示すように、お使いのWinFormsアプリケーションのフォームクラスにメソッド（たとえば、ConvertExcel()）を定義

して、サービスアプリケーションを呼び出します。

C#
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public void ConvertExcel()
        {
        var apiURL = string.IsNullOrEmpty(C1TextBox1.Text) ? 
"http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel?
FileName=excel&type=json&workbookfilename=root%2Grouping.xlsx"
                            : C1TextBox1.Text;
        WebRequest request = WebRequest.Create(apiURL);
        WebResponse response = request.GetResponse();
        var fileStream = File.Create("D:\\ExcelConvert.json");
        response.GetResponseStream().CopyTo(fileStream);
        }

3.  ［［Excel形式の変換］形式の変換］ボタンのボタンクリックイベントで、ConvertExcel()メソッドを呼び出します。

HTML
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってHTMLアプリケーションを作成します。

2.  HTMLページの<body>タグ内の<form>タグに、以下のマークアップを追加します。

HTML

<form action="http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel" 
method="GET">
        <label for="fileName">File Name:</label>
        <input type="text" id="fileName" name="fileName" value="ExcelConvert" />
        <br />
        <label for="fileFormat">File Format:</label>
        <input type="text" id="fileFormat" name="type" value="json" />
        <br />
        <label for="WorkBookFileName">WorkBook File Name:</label>
        <input type="text" id="WorkBookFileName" name="WorkBookFileName" 
value="root/Grouping.xlsx" />
        <input type="submit" value="Convert Excel Format"/>
</form>

GET要求に関して、<form>タグのmethod属性にGET、およびそのaction属性にサービス要求URLを設定したことに

注意してください。また、HTMLページにコントロールを作成します。このコントロールは、各種パラメータを指定して、ス

トレージ内に存在するExcelワークブックから目的の形式でExcelを生成します。

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

WinFormsアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］を押してプロジェクトを実行します。

Request URLフィールドに対応するテキストボックスに、適切なパラメータを含むクエリー文字列と共に、サービスURLを
指定します。

［［Excel形式の変換］形式の変換］ボタンをクリックします。生成されたExcelデータストリームは、ConvertExcel()メソッドで指定された

場所にダウンロードされます。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。
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目的のExcelファイル形式に該当するパラメータを設定して、［［Excel形式の変換］形式の変換］ボタンをクリックします。

以下に示す、ワークブック形式を変換するREST APIサービスのデモサンプルをご覧ください。

Excel形式の変換のライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

クライアントからポストされたXMLからExcelを生成

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスを呼び出し、クライアントからポストされたXMLデー

タファイルからExcelを生成する方法を具体的に説明します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の例では、Web APIサービスをHTMLおよびWinFormsクライアントアプリケーションから呼び出します。これらのクライアント

はサービスにPOST要求を送り、サービスは応答ストリームを返します。これにより、この応答ストリームは目的のExcelファイル

形式で保存されます。

次の例では、クライアントアプリケーションを通してXMLデータファイルを提供します。さらに、エンドユーザーは、クライアントプ

ロジェクトを通して、生成されるExcelファイルのサービスURL、名前、および適切なファイル形式を指定する必要があります。こ

れは、生成するExcelのパラメータまたはクエリー文字列は、要求URL内ではなくPOST要求のHTTPメッセージ本文に含まれて

送信されるためです。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

C#
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってWinFormsアプリケーションを作成します。4つの

C1Labelコントロール、3つのC1TextBoxコントロール、2つのC1Buttonコントロール、および1つのOpneFileDialogコン

ポーネントを追加します。フォームが以下のように表示されるように、テキストプロパティを設定します。
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2.  ［データファイルを選択］［データファイルを選択］ボタンのボタンクリックイベントに以下のコードを追加します。

C#

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                {
            var result = openFileDialog1.ShowDialog();
            if (result == DialogResult.OK || result == DialogResult.Yes)
                    {
                        _filePath = openFileDialog1.FileName;
                        if (!string.IsNullOrEmpty(_filePath))
                        {
                                label1.Text = _filePath;
                        }
                }
                }

3.  ［［Excelの生成］の生成］ボタンのボタンクリックイベントに以下のコードを追加します。

C#

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    if (string.IsNullOrEmpty(_filePath))
            {
                    MessageBox.Show("Invalid response.");
                    return;
            }
    using (var client = new HttpClient())
    using (var formData = new MultipartFormDataContent())
    using (var fileStream = File.OpenRead(_filePath))
        {
    var fileName = string.IsNullOrEmpty(C1TextBox1.Text) ? "test" : 
textBox1.Text;
    var fileFormat = string.IsNullOrEmpty(C1TextBox2.Text) ? "xlsx" : 
textBox2.Text;
    formData.Add(new StringContent(fileName), "FileName");
    formData.Add(new StringContent(fileFormat), "FileFormat");
    formData.Add(new StreamContent(fileStream), "DataFile", 

  ASP.NET Web API コントロール

123 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



Path.GetFileName(_filePath));
    var response = client.PostAsync(C1TextBox3.Text, formData).Result;
    if (!response.IsSuccessStatusCode)
            {
                    MessageBox.Show("Invalid response.");
                    return;
            }
    var tempPath = Path.Combine(Path.GetTempPath(), Guid.NewGuid().ToString());
    if (!Directory.Exists(tempPath))
            {
                    Directory.CreateDirectory(tempPath);
            }
    var tempFilePath = Path.Combine(tempPath, string.Format("{0}.{1}", fileName, 
fileFormat));
    using (var newFile = File.Create(tempFilePath))
            {
                    response.Content.ReadAsStreamAsync().Result.CopyTo(newFile);
            }

        Process.Start(tempFilePath);
                    }
                }

POST要求に関して、System.Net.Http.MultipartFormDataContent クラスのインスタンスであるformDataが使用され

ることに注意してください。コードを通して、HTTPコンテンツをformDataに追加し、指定されたURIに非同期POST要求を

送る際にそれを渡します。

HTML
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってHTMLアプリケーションを作成します。

2.  HTMLページの<body>タグ内の<form>タグに、以下のマークアップを追加します。

HTML

<form action=http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel 

        method="POST" enctype="multipart/form-data">
        <label for="dataFile">Xml data file:</label>
        <input type="file" id="dataFile" name="dataFile" accept=".xml" />
        <br/><br/>
        <label for="fileName">File Name:</label>
        <input type="text" id="fileName" name="fileName" value="test"/>
        <br /><br />
        <label for="fileFormat">File Format:</label>
        <input type="text" id="fileFormat" name="type" value="xlsx" />
        <br /><br />
        <input type="submit" value="POST"/>
</form>

POST要求に関して、<form>タグのmethod属性にPOST、そのenctype属性に"multipart/form-data"、およびそ

のaction属性にサービス要求URLを設定したことに注意してください。また、HTMLページに入力コントロールを作成し

ます。このコントロールは、クライアントからポストされたXMLデータファイルからExcelファイルを生成するために各種の

パラメータを取ります。
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先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

WinFormsアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］を押してプロジェクトを実行します。

［データファイルを選択］［データファイルを選択］ボタンをクリックして、XMLデータファイルを選択およびポストします。 
対応するテキストボックスに、生成されたExcelの名前と適切なファイル形式を指定します。

対応するテキストボックスに、POST要求のサービスURL
（http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel）を入力し、［［Excelの生成］の生成］ボタンをクリッ

クします。生成されたExcelファイルが開きます。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存保存し、それをブラウザで開きます。

XMLデータファイルを選択してポストします。

名前と 適切なファイル形式を 生成されるExcelに対して設定し、［［Excelの生成］の生成］ボタンをクリックします。

以下に示す、XMLデータファイルからExcelを生成するREST APIサービスのデモサンプルをご覧ください。

XMLライブデモからExcelを生成

先頭に戻る先頭に戻る

クライアントからポストされたJSONデータからExcelを生成

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスを呼び出し、クライアントからポストされたJSON
データファイルからExcelを生成する方法を具体的に説明します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の例では、Web APIサービスをHTMLおよびWinFormsクライアントアプリケーションから呼び出します。これらのクライアント

はサービスにPOST要求を送り、サービスは応答ストリームを返します。これにより、この応答ストリームは目的のExcelファイル

形式で保存されます。

次の例では、クライアントアプリケーションを通してJSONデータファイルを提供します。さらに、エンドユーザーは、クライアント

プロジェクトを通して、生成されるExcelファイルのサービスURL、名前、および適切なファイル形式を指定する必要があります。

これは、生成するExcelのパラメータまたはクエリー文字列は、要求URL内ではなくPOST要求のHTTPメッセージ本文に含まれ

て送信されるためです。
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手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

C#
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってWinFormsアプリケーションを作成します。4つの

C1Labelコントロール、3つのC1TextBoxコントロール、2つのC1Buttonコントロール、および1つのOpneFileDialogコン

ポーネントを追加します。フォームが以下のように表示されるように、テキストプロパティを設定します。

         
2.  ［データファイルを選択］ボタンのボタンクリックイベントに以下のコードを追加します。

C#

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
                var result = openFileDialog1.ShowDialog();
        if (result == DialogResult.OK || result == DialogResult.Yes)
                {
                _filePath = openFileDialog1.FileName;
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                if (!string.IsNullOrEmpty(_filePath))
                        {
                        label1.Text = _filePath;
                    }
                        }
        }

3.  ［Excelの生成］ボタンのボタンクリックイベントに以下のコードを追加します。

C#

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (string.IsNullOrEmpty(_filePath))
        {
        MessageBox.Show("Invalid response.");
        return;
    }
using (var client = new HttpClient())
using (var formData = new MultipartFormDataContent())
using (var fileStream = File.OpenRead(_filePath))
        {
var fileName = string.IsNullOrEmpty(C1TextBox1.Text) ? "test" : textBox1.Text;
var fileFormat = string.IsNullOrEmpty(C1TextBox2.Text) ? "xlsx" : textBox2.Text;
formData.Add(new StringContent(fileName), "FileName");
formData.Add(new StringContent(fileFormat), "FileFormat");
formData.Add(new StreamContent(fileStream), "DataFile", 
Path.GetFileName(_filePath));
var response = client.PostAsync(C1TextBox3.Text, formData).Result;
if (!response.IsSuccessStatusCode)
        {
        MessageBox.Show("Invalid response.");
        return;
    }
var tempPath = Path.Combine(Path.GetTempPath(), Guid.NewGuid().ToString());
if (!Directory.Exists(tempPath))
        {
        Directory.CreateDirectory(tempPath);
    }    
var tempFilePath = Path.Combine(tempPath, string.Format("{0}.{1}", fileName, 
fileFormat));
using (var newFile = File.Create(tempFilePath))
        {
        response.Content.ReadAsStreamAsync().Result.CopyTo(newFile);
    }
        
                                Process.Start(tempFilePath);
             }
     }

POST要求に関して、System.Net.Http.MultipartFormDataContentクラスのインスタンスであるformDataが使用され

ることに注意してください。コードを通して、HTTPコンテンツをformDataに追加し、指定されたURIに非同期POST要求を

送る際にそれを渡します。
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HTML
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってHTMLアプリケーションを作成します。

2.  HTMLページの<body>タグ内の<form>タグに、以下のマークアップを追加します。

HTML

<form action=http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel 

    method="POST" enctype="multipart/form-data">
        <label for="data">Json data file:</label>
        <input type="file" id="data" name="data" accept=".json" />
        <br/><br/>
        <label for="fileName">File Name:</label>
        <input type="text" id="fileName" name="fileName" value="test"/>
        <br /><br />
        <label for="fileFormat">File Format:</label>
        <input type="text" id="fileFormat" name="type" value="xlsx" />
        <br /><br />
        <input type="submit" value="Generate Excel"/>
</form>

POST要求に関して、<form>タグのmethod属性にPOST、そのenctype属性に"multipart/form-data"、およびそ

のaction属性にサービス要求URLを設定したことに注意してください。また、HTMLページに入力コントロールを作成し

ます。このコントロールは、クライアントからポストされたJSONデータファイルからExcelファイルを生成するために各種

のパラメータを取ります。

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

WinFormsアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］を押してプロジェクトを実行します。

［データファイルを選択］［データファイルを選択］ボタンをクリックして、JSONデータファイルを選択およびポストします。

対応するテキストボックスに、生成されたExcelの名前と適切なファイル形式を指定します。

対応するテキストボックスに、POST要求のサービスURL（https://demo.grapecity.com/c1/aspnet/webapiexplorer/）
を入力し、［［Excelの生成］の生成］ボタンをクリックします。生成されたExcelファイルが開きます。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存保存し、それをブラウザで開きます。

JSONデータファイルを選択してポストします。

名前と 適切なファイル形式を 生成されるExcelに対して設定し、［［Excelの生成］の生成］ボタンをクリックします。

以下に示す、JSONデータファイルからExcelを生成するREST APIサービスのデモサンプルをご覧ください。

JSONライブデモからExcelを生成

先頭に戻る先頭に戻る

クライアントからポストされたデータを使用してワークブック形式を変換

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスを呼び出し、クライアントからポストされたExcelファ

イルの形式を変換する方法を具体的に説明します。
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手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の例では、Web APIサービスをHTMLおよびWinFormsクライアントアプリケーションから呼び出します。これらのクライアント

はサービスにPOST要求を送り、サービスは応答ストリームを返します。これにより、この応答ストリームは目的のExcelファイル

形式で保存されます。

次の例では、クライアントアプリケーションを通してExcelデータファイルを提供します。さらに、エンドユーザーは、クライアントプ

ロジェクトを通して、生成されるExcelファイルのサービスURL、名前、および適切なファイル形式を指定する必要があります。こ

れは、変換するExcel形式のパラメータまたはクエリー文字列は、要求URL内ではなくPOST要求のHTTPメッセージ本文に含ま

れて送信されるためです。

メモ：メモ： サービスは、クライアントからポストされたxlsファイル、xlsxファイル、およびcsvファイルを変換できます。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

C#
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってWinFormsアプリケーションを作成します。4つの

C1Labelコントロール、3つのC1TextBoxコントロール、2つのC1Buttonコントロール、および1つのOpneFileDialogコン

ポーネントを追加します。フォームが以下のように表示されるように、テキストプロパティを設定します。
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2.  ［データファイルを選択］［データファイルを選択］ボタンのボタンクリックイベントに以下のコードを追加します。

C#

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        var result = openFileDialog1.ShowDialog();
        if (result == DialogResult.OK || result == DialogResult.Yes)
        {
                _filePath = openFileDialog1.FileName;
            if (!string.IsNullOrEmpty(_filePath))
                {
                        label1.Text = _filePath;
                }
        }
        }

3.  ［［Excel形式の変換］形式の変換］ボタンのボタンクリックイベントに以下のコードを追加します。

C#

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        if (string.IsNullOrEmpty(_filePath))
                {
                MessageBox.Show("Invalid response.");
        return;
    }
using (var client = new HttpClient())
using (var formData = new MultipartFormDataContent())
using (var fileStream = File.OpenRead(_filePath))
        {
var fileName = string.IsNullOrEmpty(C1TextBox1.Text) ? "test" : textBox1.Text;
var fileFormat = string.IsNullOrEmpty(C1TextBox2.Text) ? "xlsx" : textBox2.Text;
formData.Add(new StringContent(fileName), "FileName");
formData.Add(new StringContent(fileFormat), "FileFormat");
formData.Add(new StreamContent(fileStream), "DataFile", 
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Path.GetFileName(_filePath));
var response = client.PostAsync(C1TextBox3.Text, formData).Result;
if (!response.IsSuccessStatusCode)
        {
                MessageBox.Show("Invalid response.");
        return;
        }
var tempPath = Path.Combine(Path.GetTempPath(), Guid.NewGuid().ToString());
if (!Directory.Exists(tempPath))
        {
        Directory.CreateDirectory(tempPath);
    }
var tempFilePath = Path.Combine(tempPath, string.Format("{0}.{1}", fileName, 
fileFormat));
using (var newFile = File.Create(tempFilePath))
    {
        response.Content.ReadAsStreamAsync().Result.CopyTo(newFile);
    }
       Process.Start(tempFilePath);
    }
     }

POST要求に関して、System.Net.Http.MultipartFormDataContentクラスのインスタンスであるformDataが使用され

ることに注意してください。コードを通して、HTTPコンテンツをformDataに追加し、指定されたURIに非同期POST要求を

送る際にそれを渡します。

HTML
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってHTMLアプリケーションを作成します。

2.  HTMLページの<body>タグ内の<form>タグに、以下のマークアップを追加します。

HTML

<form action="http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel" \

   method="POST" enctype="multipart/form-data">
        <label for="WorkbookFile">Select data file:</label>
        <input type="file" id="WorkbookFile" name="WorkbookFile" />
        <br/><br/>
        <label for="FileName">File Name:</label>
        <input type="text" id="FileName" name="FileName" value="Excel"/>
        <br /><br />
        <label for="Type">File Format:</label>
        <input type="text" id="Type" name="type" value="xlsx" />
        <br /><br />
        <input type="submit" value="Convert Excel Format"/>
</form>

POST要求に関して、<form>タグのmethod属性にPOST、そのenctype属性に"multipart/form-data"、およびそ

のaction属性にサービス要求URLを設定したことに注意してください。また、HTMLページに入力コントロールを作成し

ます。このコントロールは、クライアントからポストされたExcelファイルのファイル形式を変換するために各種のパラメー

タを取ります。
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先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

WinFormsアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］を押してプロジェクトを実行します。

［データファイルを選択］［データファイルを選択］ボタンをクリックして、変換するExcelファイル（xls、xlsx、またはcsv）を選択してポストします。

対応するテキストボックスに、生成されたExcelの名前と適切なファイル形式を指定します。

対応するテキストボックスに、POST要求のサービスURL
（http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel）を入力し、［［Excel形式の変換］形式の変換］ボタンを

クリックします。生成されたExcelファイルが開きます。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存保存し、それをブラウザで開きます。

Excelデータファイルを選択してポストします。

名前と適切なファイル形式を生成されるExcelに対して設定し、［［Excel形式の変換］形式の変換］ボタンをクリックします。

以下に示す、Excelファイル形式間で変換を行うREST APIサービスのデモサンプルをご覧ください。

Excel形式の変換のライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

Excelサービスの結合

REST APIサービスで、複数のExcelファイルをワークブックに結合します。サービスは、複数のExcelファイルを結合して、サポー

トされているワークブック形式（JSON、XLSX、XLS、およびXML）にします。

結合するファイルがストレージに存在する場合は、GET要求を使用します。また、結合するExcelファイルをクライアントを通して

提供する場合は、POST要求が適切です。

Excel要求スキーマの結合要求スキーマの結合

GET要求URLで、マージされたエクセルの保存場所、および生成されるExcelのファイル形式を指定します。

GET: http://[:port]/api/excel/merge?FileName=<>&type=<>&FileNamesToMerge=<>&FileNamesToMerge

複数の複数のExcelファイルを結合するためのファイルを結合するためのGET要求スキーマ要求スキーマ

次の図は、ストレージに存在する複数のエクスるファイルを結合結合するための要求URLパラメータを示しています。

次の表は、要求URLパラメータ（ストレージである複数のExcelファイルを結合するためのパラメータ）とそれらのサポートされる

値を示しています。

パラメータパラメータ 値値 説明説明

FileName String 生成されたExcelファイルの名前は、ユーザによって指

定されます。
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Type xlsx, xls, xml 結合されたExcelファイルのファイル形式。

FileNamesToMerge ストレージマネージャが認識するExcelファ

イルの名

ストレージにある、結合するためのExcelファイル。

複数の複数のExcelファイルを結合するためのファイルを結合するためのPOST要求スキーマ要求スキーマ

結合するExcelファイルをクライアントを通して提供する場合は、POST要求が適切です。POSTの要求URLは次のように表示さ

れます。

 POST: http://[:port]/api/excel/merge

次の表は、POST要求のクエリパラメータ（クライアントを通して提供する複数のExcelファイルを結合するためのパラメータ）とそ

れらのサポートされる値を示しています。

パラメータパラメータ 値値 説明説明

FileName String 生成されたExcelファイルの名前は、ユーザによって指定されます。

Type xlsx, xls, xml 結合されたExcelファイルのファイル形式。

FileToMerge xlsx, xls, and csv クライアントから結合するためのExcelファイルがアップされました。

ここでは、ユーザーが要求URL内のクエリパラメータを指定する必要はありません。クライアントからポストされたXMLから

Excelを生成 トピックでは、Excelのパラメータまたはクエリー文字列をPOST要求のHTTPメッセージ本文に含まれて送信される

方法を具体的に説明します。

ストレージに存在する複数のExcelファイルを結合

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスを呼び出し、ファイルストレージ（リモートストレージまたは同じサー

バー上のストレージ）内で使用可能な複数のExcelファイルをワークブックに結合する方法を具体的に示します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の例では、Web APIサービスをHTMLおよびWinFormsクライアントアプリケーションから呼び出します。これらのクライアントはサービスにGET要
求を送り、サービスは応答ストリームを返します。これにより、この応答ストリームは目的のExcelファイル形式で保存されます。

次の例では、サービスURLは、FileNamesToMergeパラメータに結合するExcelデータファイル（ストレージ 内に存在）を取り、Typeパラメータに目

的のファイル形式であるxlsを取ります。結合される指定されたExcelファイルは、ホストされるサービスのルートフォルダに存在します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。
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C#
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってWinFormsアプリケーションを作成します。1つのC1Label、1つの

C1TextBox、および1つのC1Buttonコントロールを追加します。フォームが次のように表示されます。

    
2. 以下に示すように、お使いのWinFormsアプリケーションのフォームクラスにメソッド（たとえば、MergeExcel()）を定義して、サービスアプリ

ケーションを呼び出します。

C#

public void MergeExcel()
        {
                var apiURL = 
"http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel/merge?
FileName=excel&type=xls&FileNamesToMerge=root%2FGAS.xls&FileNamesToMerge=root%2FHouston.xlsx";
                WebRequest request = WebRequest.Create(apiURL);
                WebResponse response = request.GetResponse();
                var fileStream = File.Create("D:\\MergedFile.xls");
                response.GetResponseStream().CopyTo(fileStream);
        }

3.  ［［Excelファイルの結合］ファイルの結合］ボタンのボタンクリックイベントで、MergeExcel()メソッドを呼び出します。

HTML
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってHTMLアプリケーションを作成します。

2.  HTMLページの<body>タグ内の<form>タグに、以下のマークアップを追加します。

HTML

<form action="http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel/merge" 
method="GET">
        <label for="fileName">File Name:</label>
        <input type="text" id="fileName" name="fileName" value="MergedFile" />
        <br /><br />
        <label for="fileFormat">File Format:</label>
        <input type="text" id="fileFormat" name="type" value="xls" />
        <br /><br />
        <label for="FileNamesToMerge">File Names to Merge:</label>
        <input type="text" id="FileNamesToMerge" name="FileNamesToMerge" value="root/GAS.xls" 
/>
        <input type="text" id="FileNamesToMerge" name="FileNamesToMerge" 
value="root/Houston.xlsx" />
        <input type="submit" value="Merge Excel"/>
</form>

GET要求に関して、<form>タグのmethod属性にGET、およびそのaction属性にサービス要求URLを設定したことに注意してください。ま

た、HTMLページに入力コントロールを作成します。このコントロールは、ストレージで使用可能で、目的のExcel形式に複数のExcelファイル

を結合するための各種のパラメータを取ります。

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する
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WinFormsアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］を押してプロジェクトを実行します。

要求要求 URLフィールドに対応するテキストボックスに、適切なパラメータを含むクエリー文字列と共に、サービスURLを指定します。

［［Excelファイルの結合］ファイルの結合］ボタンをクリックします。結合されたExcelデータストリームは、MergeExcel()メソッドで指定された場所にダウンロー

ドされます。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。

名前と適切なExcelファイル形式を設定し、［［Excelファイルの結合］ファイルの結合］ボタンをクリックします。

以下に示す、複数のExcelファイルを結合するREST APIサービスのデモサンプルをご覧ください。

Excelの結合のライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

クライアントからポストされた複数のExcelファイルを結合

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスを呼び出し、クライアントからポストされた複数の

Excelファイルをワークブックに結合する方法を具体的に示します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の例では、Web APIサービスをHTMLおよびWinFormsクライアントアプリケーションから呼び出します。これらのクライアント

はサービスにPOST要求を送り、サービスは応答ストリームを返します。これにより、この応答ストリームは目的のExcelファイル

形式で保存されます。

以下の例では、（ワークブックに結合される）Excelファイルがクライアントアプリケーションを通して提供されます。さらに、エンド

ユーザーは、クライアントプロジェクトを通して、（複数のExcelシートの結合時に生成された）ワークブックのサービスURL、名
前、および目的のファイル形式を指定する必要があります。これは、結合するExcelのパラメータまたはクエリー文字列は、要

求URL内ではなくPOST要求のHTTPメッセージ本文に含まれて送信されるためです。

メモ：メモ： サービスは、クライアントからポストされたxlsファイル、xlsxファイル、およびcsvファイルを結合できます。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す
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Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

C#
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってWinFormsアプリケーションを作成します。4つの

C1Labelコントロール、3つのC1TextBoxコントロール、2つのC1Buttonコントロール、および1つのOpneFileDialogコン

ポーネントを追加します。フォームが以下のように表示されるように、テキストプロパティを設定します。

　　　                    
2.  ［結合するファイルを選択］［結合するファイルを選択］ボタンのボタンクリックイベントに以下のコードを追加します。

C#

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
                OpenFileDialog x = new OpenFileDialog();
                x.Multiselect = true;
                x.ShowDialog();
                result = x.FileNames;
                label1.Text = "Files Selected";
        }

3.  ［［Excelファイルの結合］ファイルの結合］ボタンのボタンクリックイベントに以下のコードを追加します。

C#

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        if (result.Length <= 0)
        {
                MessageBox.Show("Please select excel files to merge.");
                return;
        }
        using (var client = new HttpClient())
        using (var formData = new MultipartFormDataContent())
        using (var fileStream = File.OpenRead(result[0]))
                {
                using (var fileStream1 = File.OpenRead(result[1]))
                        {

ASP.NET Web API コントロール  

136 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



                        var fileName = string.IsNullOrEmpty(txtFileName.Text) ? 
"test" : txtFileName.Text;
                        var fileFormat = 
string.IsNullOrEmpty(txtFileFormat.Text) ? "xlsx" : txtFileFormat.Text;
                        formData.Add(new StringContent(fileName), "FileName");
                        formData.Add(new StringContent(fileFormat), "Type");
                        formData.Add(new StreamContent(fileStream), 
"filesToMerge", result[0]);
                        formData.Add(new StreamContent(fileStream1), 
"filesToMerge", result[1]);
                        var response = client.PostAsync(txtUrl.Text, 
formData).Result;
                        if(!response.IsSuccessStatusCode)
                                {
                                MessageBox.Show("Get invalid response.");
                                return;
                                }
                        var tempPath = Path.Combine(Path.GetTempPath(), 
Guid.NewGuid().ToString());
                        if (!Directory.Exists(tempPath))
                                {
                                Directory.CreateDirectory(tempPath);
                                }
                        var tempFilePath = Path.Combine(tempPath, 
string.Format("{0}.{1}", fileName, fileFormat));
                        using (var newFile = File.Create(tempFilePath))
                                {
                                
response.Content.ReadAsStreamAsync().Result.CopyTo(newFile);
                                }
                        Process.Start(tempFilePath);
                        }
                }
        }

POST要求に関して、System.Net.Http.MultipartFormDataContentクラスのインスタンスであるformDataが使用され

ることに注意してください。コードを通して、HTTPコンテンツをformDataに追加し、指定されたURIに非同期POST要求を

送る際にそれを渡します。

HTML
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってHTMLアプリケーションを作成します。

2.  HTMLページの<body>タグ内の<form>タグに、以下のマークアップを追加します。

HTML

<form 
action="http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/excel/merge" 
method="POST" enctype="multipart/form-data">
        <label for="FilesToMerge">Excel Files to Merge:</label>
    <input type="file" id="FilesToMerge" name="FilesToMerge" multiple/>
    <br /><br />
    <label for="FileName">Merged Workbook Name:</label>
    <input type="text" id="fileName" name="FileName" value="Excel"/>
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    <br /><br />
    <label for="Type">Generated File Format:</label>
    <input type="text" id="Type" name="Type" value="xlsx" />
    <br /><br />
    <input type="submit" value="Merge Excel"/>
</form>

POST要求に関して、<form>タグのmethod属性にPOST、そのenctype属性に"multipart/form-data"、およびそ

のaction属性にサービス要求URLを設定したことに注意してください。また、HTMLページに入力コントロールを作成し

ます。このコントロールは、クライアントから提供され、目的のワークブック形式に複数のExcelファイルを結合するため

の各種のパラメータを取ります。

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

WinFormsアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］を押してプロジェクトを実行します。

［結合するファイルを選択］［結合するファイルを選択］ボタンをクリックして、複数のExcelファイルを選択します。

メモ：メモ： ［Ctrl］キーまたは［Shift］キーを押しながら、複数のExcelファイルを選択します。

対応するテキストボックスに、生成されたワークブックの名前と適切なファイル形式を指定します。

対応するテキストボックスに、POST要求のサービスURL（http://demo.grapecity.com/c1/aspnet/WebApiExplorer/）
を入力し、［［Excelファイルの結合］ファイルの結合］ボタンをクリックします。結合されたExcelファイルが開きます。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存保存し、それをブラウザで開きます。

結合するExcelファイルを選択します。

メモ：メモ： ［Ctrl］キーまたは［Shift］キーを押しながら、複数のExcelファイルを選択します。

名前と 適切なファイル形式を 結合されるExcelに対して設定し、［［Excelファイルの結合］ファイルの結合］ボタンをクリックします。

以下に示す、複数のExcelファイルを結合するREST APIサービスのデモサンプルをご覧ください。

Excelの結合のライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

Excelファイルの分割

Excelサービスを使用すると、ComponentOne Web APIサービスアプリケーションを作成することで、Excelシートに対してさま

ざまな操作を実行できます。Excelファイル分割機能は、ストレージにあるExcelファイルを複数のExcelファイルに分割し、それ

らをストレージに保存できるようにします。

クライアントアプリケーションは、Web APIサービスアプリケーションにHTTP要求を送ります。この要求は、GETメソッドとPOSTメ
ソッドを使用してサービスからの応答を検索します。GETメソッドは指定されたリソースから目的の情報を取得し、POSTメソッド

はリソースにデータを送信します。

出力パスと出力名を使用してExcelファイルを分割するには、GETメソッドを使用する必要があります。要求URLは、次のように

指定できます。

GET: http://<host>[port]/api/excel/{excel path}/split

次の図は、Excelファイルを分割するためのパラメータを指定した要求URLを示しています。
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次の表で、Excelファイルを分割する場合に必要な要求URLパラメータを詳細に説明します。

パラメータパラメータ サポートされる値サポートされる値 説明説明

Excel Path xls、xlsx ストレージマネージャーが認識できるExcelファイル名。

Output Path String ストレージ内の出力パス（指定しない場合は、ソースと同じデフォルトの出力パス）。

Output
Names

String 出力ファイル名（指定しない場合は、出力ファイル名を自動的に生成）。

テキストの検索/置換

Excel Web APIサービスを使用すると、Excelシート内のテキストの検索や置換など、基本的なテキスト操作を実行できます。

Excelファイル内のテキストの検索/置換機能を使用するには、GETメソッドを使用する必要があります。

テキストの検索テキストの検索

Excelシート内のテキストを検索するには、GETメソッドを使用する必要があります。

GET： http://<host>[port]/api/excel/{excel path}/{sheet name}/find

次の図は、Excelファイル内のテキストを検索するためのパラメータを指定した要求URLを示しています。

次の表で、Excelファイル内のテキストを検索する場合に必要な要求URLパラメータを詳細に説明します。

パラメータパラメータ 値値 説明説明

Excel Path xls、xlsx ストレージマネージャーが認識できるExcelファイル名。

Sheet Name String シート名（指定しない場合は、すべてのシートを検索）。

Text String Excelファイル内で検索するテキスト。

Match Case String 大文字小文字を区別するかどうかを示すブール値。

Whole Cell String セル全体を検索するかどうかを示すブール値。

アプリケーションを実行すると、URLで指定したテキストが検索され、次の要素が出力されます。

シート名

行インデックス

セルインデックス

開始インデックス

テキストの置換テキストの置換

Excelシート内のテキストを置換するには、GETメソッドを使用する必要があります。
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GET： http://<host>[port]/api/excel/{excel path}/{sheet name}/replace

次の図は、Excelファイル内のテキストを置換するためのパラメータを指定した要求URLを示しています。

次の表で、Excelファイル内のテキストを置換する場合に必要な要求URLパラメータを詳細に説明します。

パラメータパラメータ 値値 説明説明

Excel Path xls、xlsx ストレージマネージャーが認識できるExcelファイル名。

Sheet Name String シート名（指定しない場合は、すべてのシートを検索）。

Text String Excelファイル内で検索するテキスト。

New Text String 置換するテキスト。

Match Case String 大文字小文字を区別するかどうかを示すブール値。

Whole Cell String セル全体を検索するかどうかを示すブール値。

アプリケーションを実行すると、テキストが要求URLで指定した新しいテキストに置換されます。

行の追加/削除

Excel Web APIサービスを使用すると、Excelシート内の行を追加、更新、または削除できます。クライアントアプリケーション

は、Web APIサービスアプリケーションにHTTP要求を送ります。この要求は、GETメソッドとPOSTメソッドを使用してサービスか

らの応答を検索します。GETメソッドは指定されたリソースから目的の情報を取得し、POSTメソッドはリソースにデータを送信し

ます。

Excelパスパス、シート名シート名、および行インデックス行インデックスは、以下で指定した3つの操作すべての共通パラメータです。

行の追加行の追加

Excelシート内の行を追加するには、POSTメソッドを使用する必要があります。

POST: http://<host>[port]/api/excel/{excel path}/{sheet name}/rows/{row index}

次の図は、Excelファイル内の行を追加/削除するためのパラメータを指定した要求URLを示しています。

次の表では、Excelファイルの行の追加/削除に必要な要求URLパラメータを詳細に説明します。

パラメータパラメータ サポートされる値サポートされる値 説明説明

Excel Path xls、xlsx ストレージマネージャーが認識できるExcelファイル名。

Sheet Name String シート名。

Row Index Integer 行インデックス。

行の更新行の更新
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Excelシート内の行を更新できます。このREST APIを使用して、行を表示/非表示またはグループ化/グループ化解除することも

できます。Excelシート内の行を更新するには、PUTメソッドを使用する必要があります。

PUT： http://<host>[port]/api/excel/{excel path}/{sheet name}/rows/{row indexes}

メモ：メモ： 行プロパティの名前と値を指定して同じExcel APIサービスを使用することで、行のプロパティを更新することもでき

ます。使用できるプロパティは、Visible(Boolean)とOutlineLevel(int)です。

行の削除行の削除

Excelシート内の行を削除できます。Excelシート内の行を削除するには、DELETEメソッドを使用する必要があります。

DELETE： http://<host>[port]/api/excel/{excel path}/{sheet name}/rows/{row indexes}

列の追加/削除

Excel Web APIサービスを使用すると、Excelシート内の列を追加、更新、または削除できます。クライアントアプリケーション

は、Web APIサービスアプリケーションにHTTP要求を送ります。この要求は、GETメソッドとPOSTメソッドを使用してサービスか

らの応答を検索します。GETメソッドは指定されたリソースから目的の情報を取得し、POSTメソッドはリソースにデータを送信し

ます。

Excelパスパス、シート名シート名、および列インデックス列インデックスは、以下で指定した3つの操作すべての共通パラメータです。

列の追加列の追加

Excelシート内の列を追加するには、POSTメソッドを使用する必要があります。

POST: http://<host>[port]/api/excel/{excel path}/{sheet name}/columns/{column index}

次の図は、Excelファイル内の列を追加/削除するためのパラメータを指定した要求URLを示しています。

次の表では、Excelファイルの列の追加/削除に必要な要求URLパラメータを詳細に説明します。

パラメータパラメータ サポートされる値サポートされる値 説明説明

Excel Path xls、xlsx ストレージマネージャーが認識できるExcelファイル名。

Sheet Name String シート名。

Column Index Integer 行インデックス。

列の更新列の更新

Excelシート内の列を更新できます。このREST APIを使用して、列を表示/非表示またはグループ化/グループ化解除することも

できます。Excelシート内の列を更新するには、PUTメソッドを使用する必要があります。

PUT： http://<host>[port]/api/excel/{excel path}/{sheet name}/columns/{column indexes}

メモ：メモ： 列プロパティの名前と値を指定して同じExcel APIサービスを使用することで、列のプロパティを更新することもでき

ます。使用できるプロパティは、Visible(Boolean)とOutlineLevel(int)です。

列の削除列の削除

Excelシート内の列を削除できます。Excelシート内の列を削除するには、DELETEメソッドを使用する必要があります。

DELETE： http://<host>[port]/api/excel/{excel path}/{sheet name}/columns/{column indexes}
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画像サービス

Web API は、MVCおよびWijmo 5コントロールの画像エクスポートサービスをサポートしています。ComponentOne Web
APIは、Visual Studio上でWeb APIサービスを作成するためのVisual Studioテンプレートとして使用できます。クライアントアプ

リケーションは、Web APIサービスアプリケーションに要求を送信して、MVCおよびWijmo 5コントロールを画像としてエクス

ポートできます。サービスは、PNG、JPG、BMP、TIFF、およびGIFF形式への画像エクスポートをサポートしています。

MVCまたはWijmo5コントロールをエクスポートするためにイメージサービスを使用している間は、サービスアプリケーションに

phantomjs.exeファイルを追加する必要があります。 詳細については、「Phantomjsの追加の追加」を参照してください。

エクスポートサービス

BulletGraphの画像エクスポート

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスプロジェクトを呼び出し、BulletGraphコントロール

を画像としてエクスポートするための関数を追加する方法を説明します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の図は、上記の手順を実行した後のBulletGraphを示しています。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

1.  ComponentOne Web APIクライアントクライアントJavaScriptファイルとその参照をMVCまたはHTMLプロジェクトに追加します

（詳細な手順については、「Web APIクライアントJavaScriptの追加」を参照してください）。

2.  Client JavaScript Helperを使用して、エクスポート機能を実装するための関数を作成します。

MVC
BulletGraphコントロールを画像にエクスポートするには、次のコードを［［Views］］→［［BulletGraph］］→［［Index.cshtml］］に
追加します。

Index.cshtml

<script type = "text/javascript" >
  function exportImage() {
    var exporter = new wijmo.gauge.ImageExporter();
    imageType = document.getElementById("mySelect").value;
    control = wijmo.Control.getControl('#bulletGraph');
    exporter.requestExport(control,
    "http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/export/image", {
      fileName: "exportBulletGraph",
      type: imageType,
    });
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  } 
</script>

               

HTML
BulletGraphコントロールを画像にエクスポートするには、次のマークアップを<script>タグ内に追加します。

JavaScript

<script type="text/javascript">
    function exportImage() {
        var exporter = new wijmo.gauge.ImageExporter();
        var bulletGraph = wijmo.Control.getControl("#BulletGraph");
        exporter.requestExport(bulletGraph, 
"http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/export/image", {
            fileName: "exportBulletGraph",
            type: Png,
        });
    }
</script>

メモ：メモ： HTMLアプリケーションでWijmo 5コントロールを使用するには、いくつかのWijmoファイルへの参照を

HTMLページに含める必要があります。これらのWijmoファイルをダウンロードしてアプリケーション内の適切な

フォルダにコピーするか、クラウド上のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）でホストされているWijmoファイルを参

照します。Wijmoスクリプトファイルを「Scripts」というフォルダに、cssファイルを「Styles」というフォルダに、Wijmo
コントロールに固有のスクリプトファイルを「Controls」フォルダにダウンロードして配置した場合は、HTMLページ

の<head>タグ内に次の参照を追加します。

HTML

<script src="Controls/wijmo.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="Styles/wijmo.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="Scripts/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Controls/wijmo.gauge.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Scripts/webapiclient.min.js" type="text/javascript"></script>

3. ボタンを追加し、ボタンクリックでエクスポート機能を呼び出して、エクスポート要求が開始されるようにします。

MVC
次のコードを［［Views］］→［［MVCFlexGrid］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート/インポート機能に対応す

るボタンを追加します。

次のコードを［［Views］］→［［BulletGraph］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを追加しま

す。

Index.cshtml

<select id="mySelect">
    <option selected>Png</option>
    <option>Jpg</option>
    <option>Gif</option>
    <option>Bmp</option>
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    <option>Tiff</option>
</select>
<button onclick="exportImage()" title="Export">Export</button>

HTML
次のマークアップを<body>タグ内に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを作成します。

HTML

<button onclick="exportImage()" title="Export">Export</button>

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

MVCアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。

［［Export］］ボタンがコントロールと共に出力に表示されます。このボタンを使用して、コントロールを画像としてエクス

ポートできます。

MVCおよびWijmo5 BulletGraphコントロールを使用した画像エクスポートサービスのデモサンプルをぜひご覧く

ださい。

MVCBulletGraphライブデモ

Wijmo5BulletGraphライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

RadialGaugeの画像エクスポート

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスプロジェクトを呼び出し、RadialGaugeコントロール

を画像としてエクスポートするための関数を追加する方法を説明します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の図は、上記の手順を実行した後のRadialGaugeを示しています。
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手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

1.  ComponentOne Web APIクライアントクライアントJavaScriptファイルとその参照をMVCまたはHTMLプロジェクトに追加します

（詳細な手順については、「Web APIクライアントJavaScriptの追加」を参照してください）。

2.  Client JavaScript Helperを使用して、エクスポート機能を実装するための関数を作成します。

MVC
RadialGaugeコントロールを画像にエクスポートするには、次のコードを［［Views］］→
［［RadialGauge］］→［［Index.cshtml］］に追加します。

Index.cshtml

<script type="text/javascript">
    function exportImage() {
    var exporter = new wijmo.gauge.ImageExporter();
    imageType = document.getElementById("mySelect").value;
    control = wijmo.Control.getControl('#radialGauge');
    exporter.requestExport(control,
    "http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/export/image", {
        fileName: "exportRadialGauge",
        type: imageType,
    });
}
</script>

               

HTML
RadialGaugeコントロールを画像にエクスポートするには、次のマークアップを<script>タグ内に追加します。
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JavaScript

<script type="text/javascript">
function exportImage() {
var exporter = new wijmo.gauge.ImageExporter();
var radialGauge = wijmo.Control.getControl("#RadialGauge");
exporter.requestExport(radialGauge, " 
http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/export/image", {
fileName: "exportRadialGauge",
type: Png,
 });
    }
</script>

メモ：メモ： HTMLアプリケーションでWijmo 5コントロールを使用するには、いくつかのWijmoファイルへの参照を

HTMLページに含める必要があります。これらのWijmoファイルをダウンロードしてアプリケーション内の適切な

フォルダにコピーするか、クラウド上のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）でホストされているWijmoファイルを参

照します。Wijmoスクリプトファイルを「Scripts」というフォルダに、cssファイルを「Styles」というフォルダに、Wijmo
コントロールに固有のスクリプトファイルを「Controls」フォルダにダウンロードして配置した場合は、HTMLページ

の<head>タグ内に次の参照を追加します。

HTML

<script src="Controls/wijmo.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="Styles/wijmo.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="Scripts/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Controls/wijmo.gauge.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Scripts/webapiclient.min.js" type="text/javascript"></script>

3. ボタンを追加し、ボタンクリックでエクスポート機能を呼び出して、エクスポート要求が開始されるようにします。

MVC
次のコードを［［Views］］→［［MVCFlexGrid］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート/インポート機能に対応す

るボタンを追加します。

次のコードを［［Views］］→［［RadialGauge］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを追加しま

す。

Index.cshtml

<select id="mySelect">
    <option selected>Png</option>
    <option>Jpg</option>
    <option>Gif</option>
    <option>Bmp</option>
    <option>Tiff</option>
</select>
<button onclick="exportImage()" title="Export">Export</button>

HTML
次のマークアップを<body>タグ内に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを作成します。
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HTML

<button onclick="exportImage()" title="Export">Export</button>

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

MVCアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。

［［Export］］ボタンがコントロールと共に出力に表示されます。このボタンを使用して、コントロールを画像としてエクス

ポートできます。

MVCおよびWijmo5 RadialGaugeコントロールを使用した画像エクスポートサービスのデモサンプルをぜひご覧く

ださい。

MVCRadialGaugeライブデモ

Wijmo5RadialGaugeライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

FlexPieの画像エクスポート

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスプロジェクトを呼び出し、FlexPieコントロールを画

像としてエクスポートするための関数を追加する方法を説明します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の図は、上記の手順を実行した後のFlexPieを示しています。
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手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

1.  ComponentOne Web APIクライアントクライアントJavaScriptファイルとその参照をMVCまたはHTMLプロジェクトに追加します

（詳細な手順については、「Web APIクライアントJavaScriptの追加」を参照してください）。

2.  Client JavaScript Helperを使用して、エクスポート機能を実装するための関数を作成します。

MVC
FlexPieコントロールを画像にエクスポートするには、次のコードを［［Views］］→［［FlexPie］］→［［Index.cshtml］］に追加しま

す。

Index.cshtml

<script type="text/javascript">
function exportImage() {
    var exporter = new wijmo.chart.ImageExporter();
    imageType = document.getElementById("mySelect").value;
    control = wijmo.Control.getControl('#flexPie');
    exporter.requestExport(control,
    "http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/export/image", {
        fileName: "exportFlexPie",
        type: imageType,
    });
}
</script>
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HTML
FlexPieコントロールを画像にエクスポートするには、次のマークアップを<script>タグ内に追加します。

JavaScript

<script type="text/javascript">
function exportImage() {
var exporter = new wijmo.chart.ImageExporter();                         
var control = wijmo.Control.getControl("#FlexPie");
exporter.requestExport(control, " 
http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/export/image", {
fileName: "exportFlexPie",
type: Png,
        });
    }
</script>

               

メモ：メモ： HTMLアプリケーションでWijmo 5コントロールを使用するには、いくつかのWijmoファイルへの参照を

HTMLページに含める必要があります。これらのWijmoファイルをダウンロードしてアプリケーション内の適切な

フォルダにコピーするか、クラウド上のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）でホストされているWijmoファイルを参

照します。Wijmoスクリプトファイルを「Scripts」というフォルダに、cssファイルを「Styles」というフォルダに、Wijmo
コントロールに固有のスクリプトファイルを「Controls」フォルダにダウンロードして配置した場合は、HTMLページ

の<head>タグ内に次の参照を追加します。

HTML

<script src="Controls/wijmo.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="Styles/wijmo.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="Scripts/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Controls/wijmo.chart.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Scripts/webapiclient.min.js" type="text/javascript"></script>

 

3. ボタンを追加し、ボタンクリックでエクスポート機能を呼び出して、エクスポート要求が開始されるようにします。

MVC
次のコードを［［Views］］→［［MVCFlexGrid］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート/インポート機能に対応す

るボタンを追加します。

次のコードを［［Views］］→［［FlexPie］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを追加します。

Index.cshtml

<select id="mySelect">
    <option selected>Png</option>
    <option>Jpg</option>
    <option>Gif</option>
    <option>Bmp</option>
    <option>Tiff</option>
</select>
<button onclick="exportImage()" title="Export">Export</button>
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HTML
次のマークアップを<body>タグ内に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを作成します。

HTML

<button onclick="exportImage()" title="Export">Export</button>

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

MVCアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。

［［Export］］ボタンがコントロールと共に出力に表示されます。このボタンを使用して、コントロールを画像としてエクス

ポートできます。

MVCおよびWijmo5 FlexPieコントロールを使用した画像エクスポートサービスのデモサンプルをぜひご覧くださ

い。

MVCFlexPieライブデモ

Wijmo5FlexPieライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

FlexChartの画像エクスポート

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスプロジェクトを呼び出し、FlexChartコントロールを

画像としてエクスポートするための関数を追加する方法を説明します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の図は、上記の手順を実行した後のFlexChartを示しています。
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手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

1.  ComponentOne Web APIクライアントクライアントJavaScriptファイルとその参照をMVCまたはHTMLプロジェクトに追加します

（詳細な手順については、「Web APIクライアントJavaScriptの追加」を参照してください）。

2.  Client JavaScript Helperを使用して、エクスポート機能を実装するための関数を作成します。

MVC
FlexChartコントロールを画像にエクスポートするには、次のコードを［［Views］］→［［FlexChart］］→［［Index.cshtml］］に追加

します。

Index.cshtml

<script>
function exportImage() {
    var exporter = new wijmo.chart.ImageExporter();
    imageType = document.getElementById("mySelect").value;
    control = wijmo.Control.getControl('#flexChart');
    exporter.requestExport(control,
    "http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/export/image", {
        fileName: "exportFlexChart",
        type: imageType,
    });
}
</script>

HTML
FlexChartコントロールを画像にエクスポートするには、次のマークアップを<script>タグ内に追加します。

JavaScript
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<script type="text/javascript">
 function exportImage() {
 var exporter = new wijmo.chart.ImageExporter();
 var control = wijmo.Control.getControl("#FlexChart");
 exporter.requestExport(control, " 
http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/export/image", {
 fileName: "exportFlexChart",
            type: Png,
        });
    }
</script>

メモ：メモ： HTMLアプリケーションでWijmo 5コントロールを使用するには、いくつかのWijmoファイルへの参照を

HTMLページに含める必要があります。これらのWijmoファイルをダウンロードしてアプリケーション内の適切な

フォルダにコピーするか、クラウド上のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）でホストされているWijmoファイルを参

照します。Wijmoスクリプトファイルを「Scripts」というフォルダに、cssファイルを「Styles」というフォルダに、Wijmo
コントロールに固有のスクリプトファイルを「Controls」フォルダにダウンロードして配置した場合は、HTMLページ

の<head>タグ内に次の参照を追加します。

HTML

<script src="Controls/wijmo.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="Styles/wijmo.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="Scripts/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Controls/wijmo.chart.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Scripts/webapiclient.min.js" type="text/javascript"></script>

3. ボタンを追加し、ボタンクリックでエクスポート機能を呼び出して、エクスポート要求が開始されるようにします。

MVC
次のコードを［［Views］］→［［MVCFlexGrid］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート/インポート機能に対応す

るボタンを追加します。

次のコードを［［Views］］→［［FlexChart］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを追加しま

す。

Index.cshtml

<select id="mySelect">
    <option selected>Png</option>
    <option>Jpg</option>
    <option>Gif</option>
    <option>Bmp</option>
    <option>Tiff</option>
</select>
<button onclick="exportImage()" title="Export">Export</button>

HTML
次のマークアップを<body>タグ内に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを作成します。

HTML
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<button onclick="exportImage()" title="Export">Export</button>

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

MVCアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。

［［Export］］ボタンがコントロールと共に出力に表示されます。このボタンを使用して、コントロールを画像としてエクス

ポートできます。

MVCおよびWijmo5 FlexChartコントロールを使用した画像エクスポートサービスのデモサンプルをぜひご覧くださ

い。

MVCFlexChartライブデモ

Wijmo5FlexChartライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

LinearGaugeの画像エクスポート

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスプロジェクトを呼び出し、LinearGaugeコントロール

を画像としてエクスポートするための関数を追加する方法を説明します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の図は、上記の手順を実行した後のLinearGaugeを示しています。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

1.  ComponentOne Web APIクライアントクライアントJavaScriptファイルとその参照をMVCまたはHTMLプロジェクトに追加します

（詳細な手順については、「Web APIクライアントJavaScriptの追加」を参照してください）。

2.  Client JavaScript Helperを使用して、エクスポート機能を実装するための関数を作成します。

MVC
LinearGaugeコントロールを画像にエクスポートするには、次のコードを［［Views］］→
［［LinearGauge］］→［［Index.cshtml］］に追加します。
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Index.cshtml

<script type="text/javascript">
function exportImage() {
    var exporter = new wijmo.gauge.ImageExporter();
    imageType = document.getElementById("mySelect").value;
    control = wijmo.Control.getControl('#linearGauge');
    exporter.requestExport(control,
    "http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/export/image", {
        fileName: "exportLinearGauge",
        type: imageType,
    });
}
</script>

HTML
LinearGaugeコントロールを画像にエクスポートするには、次のマークアップを<script>タグ内に追加します。

JavaScript

<script type="text/javascript">
function exportImage() {
var exporter = new wijmo.gauge.ImageExporter();
var gauge = wijmo.Control.getControl("#LinearGauge");
exporter.requestExport(gauge, " 
http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/export/image",
{
fileName: "exportLinearGauge",type: Png,
});
}
</script>

メモ：メモ： HTMLアプリケーションでWijmo 5コントロールを使用するには、いくつかのWijmoファイルへの参照を

HTMLページに含める必要があります。これらのWijmoファイルをダウンロードしてアプリケーション内の適切な

フォルダにコピーするか、クラウド上のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）でホストされているWijmoファイルを参

照します。Wijmoスクリプトファイルを「Scripts」というフォルダに、cssファイルを「Styles」というフォルダに、Wijmo
コントロールに固有のスクリプトファイルを「Controls」フォルダにダウンロードして配置した場合は、HTMLページ

の<head>タグ内に次の参照を追加します。

HTML

<script src="Controls/wijmo.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="Styles/wijmo.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="Scripts/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Controls/wijmo.gauge.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Scripts/webapiclient.min.js" type="text/javascript"></script>

3. ボタンを追加し、ボタンクリックでエクスポート機能を呼び出して、エクスポート要求が開始されるようにします。

MVC
次のコードを［［Views］］→［［MVCFlexGrid］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを

追加します。
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次のコードを［［Views］］→［［LinearGauge］］→［［Index.cshtml］］に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを追加しま

す。

Index.cshtml

<select id="mySelect">
    <option selected>Png</option>
    <option>Jpg</option>
    <option>Gif</option>
    <option>Bmp</option>
    <option>Tiff</option>
</select>
<button onclick="exportImage()" title="Export">Export</button>

HTML
次のマークアップを<body>タグ内に追加して、エクスポート機能に対応するボタンを作成します。

HTML

<button onclick="exportImage()" title="Export">Export</button>

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

MVCアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。

［［Export］］ボタンがコントロールと共に出力に表示されます。このボタンを使用して、コントロールを画像としてエクスポートでき

ます。

MVCおよびWijmo5 LinearGaugeコントロールを使用した画像エクスポートサービスのデモサンプルをぜひご覧ください。

MVCLinearGaugeライブデモ

Wijmo5LinearGaugeライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

バーコードサービス

各種の標準エンコーディングタイプを使用し、（指定された）テキストに基づいて、C1でサポートされるスキャン可能なバーコー

ドをオンザフライで作成します。これによって取得されたバーコードは、画像またはストリームとして保存できます。

たとえば、バーコードをPDFドキュメントまたはフォームで使用したいとします。この場合は、バーコード化するテキストとバー

コードタイプを単純なクライアントアプリケーションを通して提供するだけで済みます。クライアントアプリケーションがGET要求

をREST APIサービスに送ると、REST APIは応答として生成したバーコードを画像ストリームで返します。バーコードサービスで

は、バーコードの画像をPNG、JPEG、BMP、GIF、またはTIFFの各画像形式で保存できます。取得したバーコード画像は、PDF
や他のドキュメント、フォーム、データベース、IDカードなどに埋め込んだり使用することができます。

バーコードサービス要求のスキーマバーコードサービス要求のスキーマ
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クライアントアプリケーションがHTTP要求メッセージをサービスにGET: http://[:port]/api/barcode として送信します。

目的のバーコード画像を生成するには、このサービスURLで各種のバーコードパラメータを指定する必要があります。以下の

図解は、バーコードを生成するパラメータを指定した要求URLを示しています。

次の表は、バーコードパラメータと、それぞれでサポートされる値を示します。

バーコードパラメーバーコードパラメー

タタ

値値  説明説明

Type PNG、JPEG、BMP、GIFF、TIFF 生成するバーコード画像のファイルタイプを指定

します。

Text エンコーディングタイプに依存します。詳細について

は、「サポートされるバーコードシンボル」を参照して

ください。

バーコード画像にエンコードされるテキスト文字

列を指定します。

CodeType 「サポートされるバーコードシンボル」を参照してくだ

さい。

テキスト文字列から画像を生成するために、サ

ポートされるすべてのエンコーディングタイプを

指定します。

BackColor 透過、白、黒、赤、緑、青、黄、オレンジ。 生成するバーコード画像の背景色を指定しま

す。

ForeColor 透過、白、黒、赤、緑、青、黄、オレンジ。 サポートされるバーコード画像の前景色を指定し

ます。

CaptionPosition 上、下、なし 生成したバーコード画像内でのバーコードのキャ

プションの位置を指定します。

CaptionAlignment 左、中央、右 生成したバーコード画像内でのバーコードのキャ

プションの配置を指定します。

CheckSumEnabled True、False バーコードに対してチェックサムを計算して、生

成する画像に含めるかどうかを指定します。

テキストからバーコードを生成

このセクションでは、クライアントアプリケーションを通してWeb APIサービスを呼び出し、目的のテキストからバーコード画像を

生成する方法を具体的に示します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

次の図は、上記の手順を実行した後に生成されるバーコードを示しています。
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次の例では、Web APIサービスをHTMLおよびWinFormsクライアントアプリケーションから呼び出します。これらのクライアント

はサービスにGET要求を送り、サービスは応答としてバーコードストリームを返します。この応答ストリームは、上記のバーコー

ド画像のように画像として保存されます。

次の例では、サービスURLはTextパラメータに1234567890を取り、エンコーディングタイプエンコーディングタイプパラメータとしてCode39xを取って、

上記の画像を生成します。

手順手順1：サービスを呼び出す：サービスを呼び出す

Web APIサービスを呼び出すには、次の手順を実行します。

C#
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってWinFormsアプリケーションを作成します。1つの

C1Label、C1TextBox、および1つのC1Buttonコントロールを追加します。フォームが次のように表示されます。
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2. 以下に示すように、お使いのWinFormsアプリケーションのフォームクラスにメソッド（たとえば、GetBarcode()）を定義し

て、サービスアプリケーションを呼び出します。

C#

public void GetBarcode()
{
var apiURL = string.IsNullOrEmpty(c1TextBox1.Text) ? 
"http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/barcode?
Type=Png&Text=1234567890&CodeType=Ansi39" : c1TextBox1.Text;
WebRequest request = WebRequest.Create(apiURL);
WebResponse response = request.GetResponse();
var fileStream = File.Create("D:\\BarcodeImg.Png");
//ここで指定するファイル形式は、要求URLに指定されたものと同じである必要があります

response.GetResponseStream().CopyTo(fileStream);
}

3.  ［バーコードを生成］［バーコードを生成］ボタンのボタンクリックイベントで、GetBarcode()メソッドを呼び出します。

HTML
1.  「REST APIサービスに対するクライアントの設定」の説明に従ってHTMLアプリケーションを作成します。

2.  HTMLページの<body>タグ内の<form>タグに、以下のマークアップを追加します。

HTML

<form action="http://demos.componentone.com/ASPNET/C1WebAPIService/api/barcode" 
method="GET">
        <label for="fileFormat">File Format:</label>
        <input type="text" id="fileFormat" name="type" value="Jpeg" />
        <br /><br />    <label for="text"> Barcode Text:</label>
        <input type="text" id="text" name="text" value="123456790"/>
        <br /><br />   
        <label for="codeType">Code Type:</label>
        <input type="codeType" id="codeType" name="codeType" value="Code39x"/>
        <br /><br />
        <label for="backColor">Back Color:</label>
        <input type="backColor" id="backColor" name="backColor" value="White" />
        <br /><br />
        <label for="foreColor">Fore Color:</label>
        <input type="foreColor" id="foreColor" name="foreColor" value="Black"/>
        <br /><br />
        <label for="captionPosition">Caption Position:</label>
        <input type="captionPosition" id="captionPosition" 
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name="captionPosition" value="Below" />
        <br /><br />
        <label for="captionAlignment">Caption Alignment:</label>
        <input type="captionAlignment" id="captionAlignment" 
name="captionAlignment" value="Center" />
        <br /><br />
        <label for="CheckSumEnabled">CheckSum Enabled:</label>
        <input type="CheckSumEnabled" id="CheckSumEnabled" 
name="CheckSumEnabled" value="True" />
        <br /><br />   
        <input type="submit" value="Generate Barcode"/>
</form>

GET要求に関して、<form>タグのmethod属性にGET、およびそのaction属性にサービス要求URLを設定したことに

注意してください。また、HTMLページに入力コントロールを作成します。これらのコントロールは、指定したテキストから

目的の画像形式のバーコード画像を生成する各種のバーコードパラメータを取ります。

先頭に戻る先頭に戻る

手順手順2：クライアントプロジェクトを実行する：クライアントプロジェクトを実行する

WinFormsアプリケーションアプリケーション

［ビルド］［ビルド］→［ソリューションのビルド］［ソリューションのビルド］をクリックして、プロジェクトをビルドします。

［［F5］］を押してプロジェクトを実行します。

Request URLフィールドに対応するテキストボックスに、適切なバーコードパラメータを含むクエリー文字列と共に、サー

ビスURLを指定します。

［バーコードを生成］［バーコードを生成］ボタンをクリックします。GetBarcode()メソッドで指定された位置に、生成されたバーコードの画像

がダウンロードされます。

HTMLアプリケーションアプリケーション

HTMLファイルを保存し、それをブラウザで開きます。

意図したバーコード画像を得るためのバーコードパラメータを設定し、［バーコードを生成］［バーコードを生成］ボタンをクリックします。

以下に示す、バーコードを生成するREST APIサービスのデモサンプルをご覧ください。

バーコード生成のライブデモ

先頭に戻る先頭に戻る

サポートされているバーコードシンボル

バーコードエンコーディングのさまざまなタイプ（またはバーコードシンボル）により、テキスト/メッセージの文字と数字をバー

コード内の広いバーと細いバー、スペース、およびクワイエットゾーンのパターンに変換するスキームが指定されます。

以下の表では、バーコードサービスでサポートされるエンコーディングタイプを解説します。

コードタイプ 例 説明

Ansi39

 

ANSI 3 of 9（Code 39）は、大文字、数

字、- , * $ / + %を使用します。これがデ

フォルトのバーコードスタイルです。

  ASP.NET Web API コントロール

159 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         

http://demo.grapecity.com/c1/aspnet/webapiexplorer/


Ansi39x ANSI Extended 3 of 9（Extended Code
39）は、ASCII文字セット全体を使用しま

す。

Codabar Codabarは、A B C D + - : . / $および数

字を使用します。

Code_128_A Code 128 Aは、制御文字、数字、句読

点、大文字を使用します。

Code_128_B Code 128 Bは、数字、句読点、大文字、

小文字を使用します。

Code_128_C Code 128 Cは数字だけを使用します。

Code_128auto Code 128 Autoは、ASCII文字セット全体

を使用します。最小のバーコードになるよ

うに、Code 128 A、B、およびCから1つが

自動的に選択されます。

Code_2_of_5 Code 2 of 5は数字だけを使用します。

Code93 Code 93は、大文字、数字、% $ * / , + -
を使用します。

Code25intlv Interleaved 2 of 5は数字だけを使用しま

す。

Code39 Code 39は、大文字、数字、% * $ /. , -
+を使用します。

Code39x Extended Code 39は、ASCII文字セット全

体を使用します。

Code49 Code 49は、各段8文字の2～8段から成

る2次元高密度スタック型バーコードです。

各段には、スタートコードとストップコード

が含まれます。ASCII文字セット全体をエ

ンコードします。
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Code93x Extended Code 93は、ASCII文字セット全

体を使用します。

DataMatrix Data Matrixは、正方形または長方形のマ

トリックスパターンに並べられた正方形モ

ジュールから成る2次元高密度バーコード

です。

EAN_13 EAN-13は、数字（12個の数字とチェックデ

ジット）だけを使用します。12個の数字だ

けを文字列として受け取ってチェックデ

ジット（CheckSum）を計算し、それを13番
目の位置に追加します。チェックデジット

は、バーコードが正しくスキャンされたかど

うかを検証するために使用される追加の

桁です。チェックデジットは、CheckSumプ

ロパティがtrueに設定されると自動的に追

加されます。

EAN_8 EAN-8は、数字（7個の数字とチェックデ

ジット）だけを使用します。

EAN128FNC1 EAN-128は、運送業で梱包物を識別する

ためのアプリケーション識別子（AI）データ

の1次元英数字表現です。

このタイプのバーコードには、以下のセク

ションが含まれています。

先頭のクワイエットゾーン（空白領

域）

Code 128のスタート文字

スキャナにEAN-128バーコードで

あることを識別させるFNC（ファンク

ション）1文字

データ（AI +データフィールド）

シンボルチェック文字（「スタート

コード値+各文字位置と各文字値

の積」を103で除算。この剰余値が

チェックサム）。

ストップ文字

末尾のクワイエットゾーン（空白領

域）

データセクションのAIは、後に続くデータの

タイプ（ID、日付、数量、計量単位など）を

設定します。データのタイプごとに固有の

データ構造があります。このAIがあること

が、EAN-128コードがCode 128と異なる
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点です。

1つのバーコードで複数のAI（およびその

データ）を組み合わせることができます。

EAN128FNC1はUCC/EAN-128
（EAN128）バーコードタイプの1つで、任意

の場所にFNC1文字を挿入したり、バーサ

イズを調整することができるなど、

UCC/EAN-128にはない機能をサポートし

ています。

FNC1文字を挿入するには、実行時にText
プロパティに"\n"（C#の場合）また

は"vbLf"（VBの場合）を設定します。

IntelligentMail Intelligent Mail（以前の4-State
Customer Barcode）は、米国内の郵便に

使用される65本のバーコードです。

JapanesePostal これは、日本の郵便制度で使用される

バーコードです。18桁の英数字をエンコー

ドします。これには、7桁の郵便番号の後

に、必要に応じて番地や部屋番号などの

情報が含まれます。エンコードするデータ

にはハイフンを含めることができます。

Matrix_2_of_5 Matrix 2 of 5は、3本の黒バーと2本の白

バーから成る比較的高密度のバーコード

です。

MicroPDF417 MicroPDF417は、PDF417から派生された

2次元多段バーコードです。Micro-
PDF417は、データをできる限り小さなサイ

ズの2次元シンボル（最大150バイト、英数

字250文字、数字366桁）にエンコードする

必要があるアプリケーション用に設計され

ています。

MicroPDF417では、可変長のアプリケー

ション識別子（AI）のフィールド区切り文字

としてFNC1文字を挿入することができま

す。

FNC1文字を挿入するには、実行時にText
プロパティに"\n"（C#の場合）また

は"vbLf"（VBの場合）を設定します。

MSI MSI Codeは数字だけを使用します。

Pdf417 Pdf417は、よく使用されている2次元高密

度バーコードです。最大1,108バイトの情

報をエンコードできます。このバーコード

は、小さなバーコードを積み重ねて構成さ

れます。ASCII文字セット全体をエンコード
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します。10のエラー修正レベルと3つの

データコンパクションモード（Text、Byte、
およびNumeric）があります。このバー

コードシンボルは、英数字で最大1,850文
字、数字で最大2,710桁をエンコードでき

ます。

PostNet PostNetは、数字とチェックデジットを使用

します。

QRCode QRCodeは、英数字やバイトデータに加え

て、日本語の漢字やかな文字も扱うことが

できる2次元バーコードです。このバー

コードは最大7,366文字をエンコードできま

す。

RM4SCC Royal Mail RM4SCCは、文字と数字

（チェックデジット付き）だけを使用します。

これは、イギリスのロイヤルメールで使用

されるバーコードです。

RSS14 RSS14は、全方向型POSスキャンに

EAN.UCC品目識別を使用する14桁の省

スペースシンボル（Reduced Space
Symbology：RSS）です。

RSS14Stacked RSS14Stackedは、RSS14Truncatedと同

様にインジケータデジットを含むEAN.UCC
情報を使用しますが、幅が狭い場合、2段
に積み重ねられます。

RSS14Stackedでは合成オプションを設定

できます。［タイプ］［タイプ］ドロップダウンリストか

らバーコードのタイプを選択し、［値］［値］フィー

ルドで合成バーコードの値を指定できま

す。

RSS14StackedOmnidirectional RSS14StackedOmnidirectionalは、

RSS14と同様に全方向型スキャンを含む

EAN.UCC情報を使用しますが、幅が狭い

場合、2段に積み重ねられます。

RSS14Truncated RSS14Truncatedは、RSS14と同様に

EAN.UCC情報を使用しますが、POSでス

キャンされない小さな品目に使用するため

に、0または1のインジケータデジットを含

みます。
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RSSExpanded RSSExpandedは、RSS14と同様に

EAN.UCC情報を使用しますが、重量や賞

味期限などのAI要素を追加します。

RSSExpandedでは、可変長のアプリケー

ション識別子（AI）のフィールド区切り文字

としてFNC1文字を挿入することができま

す。

FNC1文字を挿入するには、実行時にText
プロパティに"\n"（C#の場合）また

は"vbLf"（VBの場合）を設定します。

RSSExpandedStacked RSSExpandedStackedは、RSSExpanded
と同様にAI要素を含むEAN.UCC情報を使

用しますが、幅が狭い場合、2段に積み重

ねられます。

RSSExpandedStackedでは、可変長のア

プリケーション識別子（AI）のフィールド区

切り文字としてFNC1文字を挿入すること

ができます。

FNC1文字を挿入するには、実行時にText
プロパティに"\n"（C#の場合）また

は"vbLf"（VBの場合）を設定します。

RSSLimited RSS Limitedは、RSS14と同様にEAN.UCC
情報を使用しますが、POSでスキャンされ

ない小さな品目に使用するために、0また

は1のインジケータデジットを含みます。

RSSLimitedでは合成オプションを設定で

きます。［タイプ］［タイプ］ドロップダウンリストから

バーコードのタイプを選択し、［値］［値］フィール

ドで合成バーコードの値を指定できます。

UCCEAN128 UCC/EAN –128は、ASCII文字セット全体

を使用します。HIBCアプリケーションで使

用される特殊なCode 128です。

UPC_A UPC-Aは、数字（11個の数字とチェックデ

ジット）だけを使用します。

UPC_E0 UPC-E0は数字だけを使用します。Zero
SuppressionのUPCシンボルに使用されま

す。Captionプロパティには、6桁のUPC-E
コードまたは完全な11桁（必須のコードタ

イプ0を含む）のUPC-Aコードを入力する

必要があります。11桁のコードが入力され

た場合、バーコードコントロールは、可能

であればそれを6桁のUPC-Eコードに変換

します。11桁のコードを6桁のコードに変

換できない場合は、何も表示されません。
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UPC_E1 UPC-E1は数字だけを使用します。主に小

売業界で在庫ラベルに使用されます。

UPC-E1の入力文字列の長さは数字6個で

す。

バーコード機能

以下に、C1でサポートされ、Web APIサービスを使用して生成できるバーコードを示します。

BarCodeDirection: バーコードの方向を選択できます。次のオプションから選択します。

LeftToRight: バーコードシンボルを左から右に印刷します（デフォルト）。

RightToLeft：バーコードシンボルを右から左に印刷します。

TopToBottom：バーコードシンボルを上から下に印刷します。

BottomToTop：バーコードシンボルを下から上に印刷します。

BarHeight：： バーコードの高さを画面ピクセル単位で指定します。バーの高さがコントロールの高さより大きい場合、このプ

ロパティは無視されます。

CodeType：：バーコード画像を生成するためにTextプロパティに保存された値に適用するエンコーディングを選択できます。

CaptionAlignment：：バーコードの値の表示位置を選択できます。使用可能なオプションは、Left、Right、Centerです。

CaptionGrouping：：長い番号を読みやすくするために、キャプションの文字グループ間にスペースを入れるかどうかを示す

値を指定できます。

CaptionPosition：バーコードシンボルに対するキャプションの相対的な垂直位置を選択します。使用可能なオプションは、

None、Above、Belowです。

画像：画像： Textプロパティの値を表すバーコードの画像を取得します。画像は、CodeTypeで指定されたエンコーディングを使用

して生成されます。

ModuleSize：： バーコードのモジュール（最も狭いバーの幅）を画面ピクセル単位で指定します。広いバーの幅は、バーコー

ドタイプに応じて自動的に計算されます。

QuietZone：バーコードのクワイエットゾーンを指定できます。クワイエットゾーンは、バーコードがどこから始まってどこで終

わるかをスキャナが認識できるようにバーコードの左右に置かれた空き領域です。有効なパラメータは、次のとおりです。

Left: バーコードの左に残す空き領域のサイズを入力します。

Right：バーコードの右に残す空き領域のサイズを入力します。

Top：バーコードの上に残す空き領域のサイズを入力します。

Bottom：バーコードの下に残す空き領域のサイズを入力します。

次の図は、左右のクワイエットゾーンを示します。

Text：バーコード画像としてエンコードされる値を指定できます。

WholeSize：：バーコード全体のサイズを指定します。WholeWidthはバーコード全体の幅を表し、WholeHeightはバーコード

全体の高さを表します。
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FixLength：バーコードの値の固定桁数を指定できます。これには、整数値を設定します。

AutoSize：： バーコードをコントロールに合わせて拡大するかどうかを指定できます。値はTrueまたはFalseです。

AutoSizeをTrueに設定した場合

バーコードはコントロールにちょうど収まるように自動的に拡大されます。

読み取り可能なサイズは、バーコード自体によって計算されます。

マトリックスバーコードのサイズは、OnCalculateSizeメソッドによって計算されます。

マトリックス以外のバーコードのサイズは、BarHeightとModuleSizeによって計算されます。

AutoSizeをfalseに設定した場合、

バーコードのサイズは、WidthプロパティまたはHeightプロパティによって決定されます。

BarHeightがコントロールの高さより大きい場合は、コントロールがクリップされます。

BarHeightが高さより小さい場合は、バーコードとコントロールの間に余白が残ります。

バーコードのタイプに固有のオプションは、次のとおりです。

CheckSumEnabled：： チェックデジットを自動的に追加するかどうかを指定できます。連結されているデータに既にチェックデジット

が含まれている場合は、チェックデジットが自動的に追加されないようにする必要があります。このプロパティは、Code49、
Code128、PostNet5/9/11、JapanesePostalの各バーコードでサポートされます。

Ean128Fnc1Options:

Dpi：：プリンタの解像度を指定します。これには、整数値を設定します。

BarAdjust：：ドット単位の調整サイズを指定できます。

ModuleSize：： バーコードモジュールの水平方向のサイズを指定できます。これには、整数値を設定します。

Code25intlvOptions:

BearBar：：ITF（Interleaved Two of Five）バーコードにベアラバーを表示するかどうかを選択できます。値はTrueまたはFalse
です。

LineStroke：：ベアラバーの色を選択できます。

LineStrokeThickness：：  ベアラバーの線の幅を選択できます。これには、整数値を設定します。

Code49Options：：

Grouping：： バーコードでグループ化を使用します。値はTrueまたはFalseです。

Group：： バーコードをグループ化する際のグループ番号を取得または設定します。有効な値は0～8です。Groupingの値が

Trueの場合、Groupの値の範囲は0～8です。Groupingの値がFalseの場合、Groupの値は0です。Groupingの値がtrue
で、Group値が0より小さいか8より大きい場合は、BarCodeException.EnumErrorCode.Code49GroupNoが生成されます。

DataMatrixOptions：：

EccMode：： ECCモードを選択します。有効な値は、ECC000、ECC050、ECC080、ECC100、ECC140、ECC200です。

Ecc200SymbolSize: ECC200シンボルのサイズを選択します。デフォルト値はSquareAutoです。

Ecc200EncodingMode: ECC200エンコーディングモードを選択します。有効な値は、Auto、ASCII、C40、Text、X12、
EDIFACT、Base256です。

Ecc000_140SymbolSize：：ECC000_140シンボルのサイズを選択します。
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StructuredAppend：： 現在のバーコードシンボルが構造的連接シンボルの一部かどうかを選択します。

StructureNumber：： 構造的連接シンボル内の現在のシンボルの構造番号を指定します。この値の範囲は0～15です。

FileIdentifier：： 関連する構造的連接シンボルグループのファイル識別子を指定します。有効なファイル識別子値は、

[1,254]以内である必要があります。ファイル識別子を0に設定すると、ファイル識別子が自動的に計算されます。

GS1CompositeOptions:

Type：： 合成シンボルタイプを選択します。選択できる値はNoneまたはCCAです。CCA（Composite Component - Version
A）は、最小タイプの2次元コンポジットコンポーネントです。

値：値： CCA文字データを指定できます。

MicroPDF417オプションオプション：：

CompactionMode：： CompactionModeのタイプを選択します。有効な値は、Auto、TextCompactionMode、
NumericCompactionMode、ByteCompactionModeです。

FileID：： 構造的連接シンボルのファイルIDを指定します。0～899の値を取ります。この値が0より小さいか899より大きい場

合は、BarCodeException.EnumErrorCode.MicroPDF417FileIDが生成されます。

SegmentCount：： 構造的連接シンボルのセグメント数を指定します。0～99999の値を取ります。この値が0より小さいか

99999より大きい場合は、BarCodeException.EnumErrorCode.MicroPDF417SegmentCountが生成されます。

SegmentIndex：： 構造的連接シンボルのセグメントインデックスを指定します。0～99998の範囲で、セグメント数の値より小

さい値を取ります。この値が0より小さいか99998より大きい場合は、

BarCodeException.EnumErrorCode.MicroPDF417SegmentIndexが生成されます。

Version：： シンボルサイズを選択します。デフォルト値はColumnPriorAutoです。

PDF417オプションオプション：：

Column：： バーコードの列数を指定します。これには、整数値を設定します。デフォルト値は-1で、値の範囲は1～30です。こ

の値が-1以外で1より小さいか30より大きい場合は、BarCodeException.EnumErrorCode.PDF417Colが生成されます。

Row：： バーコードの行数を指定します。これには、整数値を設定します。デフォルト値は-1で、値の範囲は3～90です。この

値が-1以外で3より小さいか90より大きい場合は、BarCodeException.EnumErrorCode.PDF417Rowが生成されます。

ErrorLevel：： バーコードのエラー修正レベルを指定します。これには、整数値を設定します。値は-1または値の範囲は0～8
です。この値が-1以外で0より小さいか8より大きい場合は、BarCodeException.EnumErrorCode.PDF417ErrorLevelが生成

されます。

レベル0は強度が低く、デフォルト値は-1です。

Type：： PDF417バーコードのタイプを選択します。使用可能なタイプはNormalおよびSimpleです。

QRCodeOptions：：

Model：： QRCodeのモデルを選択します。使用可能なモデルはModel1およびModel2です。

ErrorLevel：： バーコードのエラー修正レベルを選択します。使用可能なオプションは、Low、Medium、Quality、Highです。

Version：： バーコードのバージョンを指定します。

マスク：マスク： バーコードのマスクに使用されるパターンを選択します。QRCodeが正しく読み取られるようにするには、マスク処理

で明度のバランスを取る必要があります。使用可能なオプションは、Auto、Mask000、Mask001、Mask010、Mask011、
Mask100、Mask101、Mask110、Mask111です。次の図は、QRCodeのマスクを示します。

 
Connection：： バーコードにコネクションを使用するかどうかを選択します。値はTrueまたはFalseです。

ConnectionNumber：： バーコードのコネクション番号を指定します。0～15の範囲の整数値を取ります。この値が0より小さ

いか15より大きい場合は、EnumErrorCode.QRCodeConnectionNo例外が生成されます。

エンコーディング：エンコーディング： バーコードのエンコーディングを選択できます。これには、整数値を設定します。Modelプロパティが

Model1に設定されている場合、値は-1または1～14の範囲です。ModelプロパティがModel2に設定されている場合、値は-
1または1～40の範囲です。
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RssExpandedStackedオプションオプション：：

RowCount：： 積み重ねる段数を指定します。これには、整数値を設定します。範囲は1～11です。この値が1より小さいか11
より大きい場合は、BarCodeException.EnumErrorCode.RSSExpandedStackedCountが生成されます。
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