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Adobe社より、2020年12月をもって
Flash Playerの提供・アップデートを終了することが発表されました。

スマートカタログのオーサリング機能では、Flash Playerを使用しているため、
HTMLを使用したオーサリング機能への切り替えを実施いたします。

概要

（各ブラウザでの対応状況）

ブラウザ 各社の対応

Microsoft Edge、Internet Explorer 2019年末にデフォルトでFlashをオフ。2020年末に完全にFlashを削除。

Google Chrome 2019年7月にデフォルトでFlashをオフ。2020年末に完全にFlashを削除。

Flash版 HTML5版

https://blogs.windows.com/msedgedev/2017/07/25/flash-on-windows-timeline/#j8HxAWGE2wX7LfQ3.97
https://www.chromium.org/flash-roadmap#TOC-Flash-Disabled-by-Default-Target:-Chrome-76---July-2019-


HTML化にあたり、操作性や一部機能が変更となる箇所がございます。
はじめに操作性の変更点からご案内いたします。

HTML化における操作性の変更点

No. 機能名 差分説明

1 アクションオブジェクトの基本操作
Flash版ではアクション選択メニューからドラッグ＆ドロップでオブジェクトを配置しますが、
HTML版ではアクション選択メニューをクリックすることで配置されるようになりました。

2 アクションオブジェクトのシンプルボタン
シンプルボタンはアクションボタンの１タイプとして存在するようになり、
「アクションボタン設定メニュー」のスタイルから選択できるようになりました。

3 アクション設定メニュー
Flash版では、ボタンをダブルクリックするとアクションボタン設定メニューが表示されますが、
HTML版では、ボタンをクリックすると画面右側にアクションボタン設定メニューが表示されるようになりました。

4 素材ファイル名の表示
Flash版では素材にカーソルを合わせると素材ファイル名が表示されますが、HTML版では
素材をクリックすると、画面右側のアクションボタン設定メニューに素材ファイル名が表示されるようになりました。

5 コピー・一括コピー/移動
Flash版では、「コピー」と、「一括コピー/移動」のボタンが別に設けられていましたが、
HTML版では「コピー/移動」ボタンに集約され、表示されるポップアップで両者の機能を選択するようになりました。

6 イメージプレビュー Editer画面 素材選択画面から選択できるなど操作性が向上しました。

7 アンケート/HTMLボタンのスタイル設定 アンケートやHTML素材のボタンスタイルを変更することが可能となりました。

8 3D画像の設定画面 3D画像設定画面で縦横枚数変更が実施しやすくなるなど操作性が向上しました。

9 “保存”ボタン
Flash版では、画面右上「保存ボタン」が表示されていましたが、
HTML版では、画面左上「コンテンツ」タブにマウスオーバーすると「保存ボタン」が表示されるようになりました。



Flash版ではアクション選択メニューからドラッグ＆ドロップで
オブジェクトを配置しますが、

HTML版ではアクション選択メニューをクリックすることで配置されるようになりました。

1. アクションオブジェクトの基本操作

Flash版 HTML5版

Ｓ

ドラッグ＆ドロップでオブジェクトを配置し、
右下▼をドラッグしてオブジェクトサイズを調整します。

図形を扱うイメージで、オブジェクトの四隅または辺を
ドラッグすることで、サイズを調整することが可能です。

ドラッグ＆ドロップ

アクション選択メニュー クリック アクション選択メニュー

ドラッグ

ドラッグ



シンプルボタンはアクションボタンの１タイプとして存在するようになり、
「アクションボタン設定メニュー」のスタイルから選択できるようになりました。

2. アクションオブジェクトのシンプルボタン

Flash版 HTML5版

スタイル毎にボタンが存在し、
適したボタンスタイルを選択して配置します。

各種ボタンスタイルは「アクションボタン」に集約され、
アクションボタンを配置後、スタイルを選択できるようになり

操作性が向上しました。

アクションボタン
設定メニューシンプルボタン



Flash版では、ボタンをダブルクリックするとアクションボタン設定メニューが
表示されますが、HTML版では、ボタンをクリックすると

画面右側にアクションボタン設定メニューが表示されるようになりました。

3. アクション設定メニュー

Flash版 HTML5版

アクションボタンをダブルクリックすると、
アクションボタン設定メニューが表示されます。

アクションボタンをクリックすると、
画面右側にアクションボタン設定メニューが表示されます。

ダブルクリック

クリック

アクションボタン
設定メニューアクションボタン

設定メニュー



Flash版では素材にカーソルを合わせると素材ファイル名が表示されますが、
HTML版では素材をクリックすると、画面右側の

アクションボタン設定メニューに素材ファイル名が表示されるようになりました。

4. 素材ファイル名の表示

Flash版 HTML5版

素材をマウスオーバーすると、素材ファイル名が表示されます。
素材をクリックすると、アクションボタン設定メニューが表示されます。

アクションボタン設定メニューにて
素材ファイル名を確認することが可能です。

クリックマウスオーバー

素材ファイル名

素材ファイル名



Flash版では、「コピー」と、「一括コピー/移動」のボタンが
別々に設けられていましたが、HTML版では「コピー/移動」ボタンに集約され、

表示されるポップアップで機能を選択するようになりました。

5. コピー・一括コピー/移動

Flash版 HTML5版

作成したボタンなどを他のページへコピーする場合は「コピー」ボタン、
一括でコピーや移動する場合は「一括コピー/移動」ボタンを

クリックしてコピー先を指定します。

コピー、一括コピー/移動
どちらも「コピー/移動」ボタンから選択することが可能です。

クリック

コピー 一括コピー/移動



素材選択画面から選択できるなど操作性が向上しました。

6. イメージプレビュー Editer画面

Flash版 HTML5版

画面左側に素材ファイル名が表示されるので、
取り込む画像にチェックを入れます。

「イメージ選択」ボタンをクリックし、素材選択画面を開きます。
サムネイルなどの詳細も表示されるため、
適した画像が判別しやすくなりました。

チェック

クリック

チェック

素材選択画面



アンケートやHTML素材のボタンスタイルを変更することが可能となりました。

7. アンケート/HTMLボタンのスタイル設定

Flash版 HTML5版

アンケートボタン、HTMLボタンのスタイルを変更したい場合、
シンプルボタンやアクションボタンなど、設定したいスタイルを

配置してからアクションを設定する必要がありました。

アンケートボタン、HTMLボタンからも
スタイルの変更ができるようになり、操作性が向上しました。

ボタンスタイルは
設定できません。

アンケートボタン シンプルボタン



3D画像設定画面で縦横枚数変更が実施しやすくなるなど操作性が向上しました。

8. 3D画像の設定画面

Flash版 HTML5版

3Dエリアをダブルクリックしてアクション設定画面を開き、
3D表示で使用する画像の枚数を縦×横で指定します。 3D設定メニューの「設定」ボタンをクリックし、3D画像設定画面を

開き、3D表示で使用する画像の枚数を縦×横で指定します。

クリック

枚数選択

3D設定メニュー

クリック

枚数選択



Flash版では、画面右上「保存ボタン」が表示されていましたが、
HTML版では、画面左上「コンテンツ」タブにマウスオーバーすると

「保存ボタン」が表示されるようになりました。

9. “保存”ボタン

Flash版 HTML5版

画面右上「保存」ボタンをクリックしてオーサリング内容を保存します。
「保存」ボタン右横「▼」ボタンをクリックすると、

オーサリングツールを終了するためのメニューが表示されます。

画面左上「コンテンツ」ボタンをマウスオーバーすると
オーサリング内容の保存や、

オーサリングツールを終了するためのメニューが表示されます。

マウスオーバー

クリック



HTML化における機能差分

No. 機能名
Flash版
（旧）

HTML5版
（新）

差分説明

10 ガイド文表示モード 〇 ×
マウスオーバー時に各ボタンの説明文が表示される「ガイド文表示モード」が
HTML版にはございません。

11 透明ボタンの枠表示 × 〇
オーサリング画面上で背景が透明な「透明ボタン」や「テキストボタン」の設定位置に
枠が表示されるようになりました。※プレビュー画面ではボタンは透明になります。

12 自動サイズ調整モード 〇 ×
HTML版では下地素材（PDF等）の情報によって自動でオブジェクトのサイズを調整する
「自動サイズ調整モード」がございません。手動でサイズを調整してください。

13 素材の縦横比率の保持 〇 ×
HTML版ではShiftキーを使用した縦横比率を保持したままの
素材のサイズ変更ができません。

14 素材追加 〇 ×
HTML版ではオーサリング画面から素材追加（アップロード）できません。
素材管理画面であらかじめ追加してください。

15 素材管理画面の表示切り替え × 〇 素材管理画面で詳細表示とサムネイル表示を切り替えられるようになりました。

16 素材を種類別にソートする 〇 ×
HTML版では素材管理（選択）画面で、アンケート・イメージ・音声など
素材の種類別にソートすることができません。
プルダウンダウン「種別」から選択した上で、ソートしてください。

17 素材の複数選択 × 〇
差し替え画像や、差し替え動画ボタンの設定時に、
素材管理画面で素材を複数選択し、まとめて配置することができるようになりました。

18 差し替え動画のイメージ生成 × 〇
差し替え動画ボタンのスタイルを動画から自動生成されたサムネイル（イメージ）に
することが可能になりました。
これまで通り、素材からイメージを選択することも可能です。

19 プレビューモード 〇 ×
HTML版ではプレビュー画面が別ウィンドウで表示されるようになり、
プレビュー中の「一括コピー/移動」はできなくなります。
また「コンテンツ拡大縮小スライドバー」は「＋」「ー」のボタンに変更されます。

20 プレビューモードのページめくり × 〇
プレビュー画面で、タブレットでの操作感覚のように、
クリックしながら画面を左右にスクロールすることで、ページを送れるようになりました。
また、スクロールバーや、画面の両端をクリックするページ送りも可能です。

21 プレビューの全画面表示 × 〇 プレビュー画面を別ウィンドウで全画面表示するようになりました。

次に、機能差分についてご案内いたします。



マウスオーバー時に各ボタンの説明文が表示される「ガイド文表示モード」が
HTML版にはございません。

10. ガイド文表示モード

Flash版 HTML5版

ON
マウスオーバー

マウスオーバー

「ガイド」ボタンをクリックすると赤色になり、
ガイド文表示モードがONになります。

各種ボタンにマウスオーバーすると、ガイド文が表示されます。

ガイド文表示モードはございません。
お手数ですがマニュアルをご確認ください。

ガイド文

https://www.visuamall.com/manual/catalog/2/?id=07#7.2


オーサリング画面上で背景が透明な「透明ボタン」や「テキストボタン」の
設定位置に枠が表示されるようになりました。
※プレビュー画面ではボタンは透明になります。

11. 透明ボタンの枠表示

Flash版 HTML5版

透明ボタンやテキストボタンを配置した場合、
配置したボタンをマウスオーバーするとボタン位置が表示されます。

配置したボタン位置が常に表示されるようになりました。

透明ボタン透明ボタン

マウスオーバー



HTML版では下地素材（PDF等）の情報によって
自動でオブジェクトのサイズを調整する「自動サイズ調整モード」がございません。

手動でサイズを調整してください。

12. 自動サイズ調整モード

Flash版 HTML5版

「自動サイズ調整」ボタンをクリックすると赤色になり、
自動サイズ調整モードがONになります。

各種ボタンを配置したい場所へドラッグ＆ドロップすると
下地素材の情報にあわせてボタンサイズが調整されます。

自動サイズ調整モードはございません。
ボタンサイズは手動で調整をお願いいたします。

ON

ドラッグ＆ドロップ

ドラッグ



HTML版ではShiftキーを使用した縦横比率を保持したままの
素材のサイズ変更ができません。

13. 素材の縦横比率の保持

Flash版 HTML5版

「Shift」キーを押しながら、画像右下をドラッグすると、
素材の縦横比率を保持したままサイズを変更することができます。

縦横比率を保持したまま、素材のサイズ変更はできません。
手動で調整してください。

Shiftキー＋ドラッグ



HTML版ではオーサリング画面から素材追加（アップロード）できません。
素材管理画面であらかじめ追加してください。

14. 素材追加

Flash版 HTML5版

「素材追加」ボタンより、未入稿素材を登録します。
オーサリング画面から素材の追加はできません。

オーサリングでご使用になる素材は、
あらかじめコンテンツ管理画面にて素材を登録してください。

クリック

https://www.visuamall.com/manual/catalog/2/?id=05#5.2


素材管理画面で詳細表示とサムネイル表示を切り替えられるようになりました。

15. 素材管理画面の表示切り替え

Flash版 HTML5版

素材管理画面の表示方法は、詳細表示のみでした。 詳細表示画面と、サムネイル表示画面を
切り替えられるようになり、素材が探しやすくなりました。

クリッククリック

詳細表示 サムネイル表示



HTML版では素材管理（選択）画面で、アンケート・イメージ・音声など
素材の種類別にソートすることができません。

プルダウンダウン「種別」を選択した上で、ソートしてください。

16. 素材を種類別にソートする

Flash版 HTML5版

素材を検索する際、素材ID・素材ファイル名・素材種類を
ソートにかけて検索することが可能です。

素材ID・素材ファイル名でソートをかけることが可能です。
素材種類別にはソートをかけることができませんので、

先に素材種別を選択してからソートをかけて対応してください。

種別



差し替え画像や、差し替え動画ボタンの設定時に、素材管理画面で
素材を複数選択し、まとめて配置することができるようになりました。

17. 素材の複数選択

Flash版 HTML5版

差し替え画像エリアに表示させる画像を
ひとつずつドラッグ＆ドロップで取り込みます。

差し替え画像設定メニューから、素材選択画面を開きます。
表示させる画像を複数選択し、まとめて設定することが可能です。

チェック

差し替え画像エリア

ドラッグ＆ドロップ クリック

差し替え画像
設定メニュー



差し替え動画ボタンのスタイルを動画から
自動生成されたサムネイル（イメージ）にすることが可能になりました。

これまで通り、素材から写真(イメージ)を選択することも可能です。

18. 差し替え動画のイメージ生成

Flash版 HTML5版

差し替え動画ボタンを「イメージ」で設定する場合、
素材登録している写真を選択して設定します。

ボタンスタイルに「イメージ」を選択した場合、
設定した動画から、自動でサムネイルが生成されます。

選択

反映されません。



HTML版ではプレビュー画面が別ウィンドウで表示されるようになり、
プレビュー中の「一括コピー/移動」はできなくなります。

また「コンテンツ拡大縮小スライドバー」は「＋」「ー」のボタンに変更されます。

19. プレビューモード

Flash版 HTML5版

「プレビュー」ボタンをクリックすると赤色になり、
プレビューモードがONになります。

プレビュー中も「一括コピー/移動」が可能です。

「プレビュー」ボタンをクリックすると、別ウィンドウで
プレビュー画面が表示されます。

プレビュー中の「一括コピー/移動」はできません。
また、保存していないオブジェクトはプレビュー画面に反映されません。

ON ON
コンテンツ拡大縮小

コンテンツ拡大縮小

〇



プレビュー画面で、タブレットでの操作感覚のように、
クリックしながら画面を左右にスクロールすることで、ページを送れるようになりました。

また、スクロールバーや、画面の両端をクリックするページ送りも可能です。

20. プレビューモードのページめくり

Flash版 HTML5版

画面左上「◀ ▶」ボタン、またはページ入力エディットボックスにて
ページ数を指定して、次ページ以降の挙動を確認します。

◀▶ボタン、ページ入力エディットボックス、スクロールバー、
画面両端の「▶」ボタンでページを送ることが可能です。

画面上をクリックしながらスライドしてもページを送ることができます。

ページ入力
エディットボックス

スクロールバー

ページ入力
エディットボックス



プレビュー画面を別ウィンドウで全画面表示するようになりました。

21. プレビューの全画面表示

Flash版 HTML5版

オーサリング画面上でプレビュー画面が表示されます。 プレビュー画面右下の ボタンをクリックすると
別ウィンドウで全画面表示され挙動を確認することができます。

クリック



本内容について、ご不明な点などございましたら、
お電話、お問い合わせフォームにてサポートセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

1234-5678

マウスオーバー

クリック




