
 
 
 
 
 

ClockLink.com の為の AIR アプリケーションのご紹介 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

グランドライン 



始めまして。グランドラインと申します。 
 
今日は先程出来上がったばかりの、ClockLink.com の為の AIR アプリを紹介します。 
 
AIR は Adobe 社の提供するアプリケーションの実行環境です。 
 
実行環境と言っても良く分からないと思いますが、例えて言えば Adobe 社

のブラウザと考えれば良いでしょう。 
 
ブラウザですので、WEB サイト等で使われている Flash 等も表示出来ますし、HTML ベースのサイト

をデスクトップへ表示する事が出来ます。 
 
只、一般的なブラウザと違って、例えば、通常表示されるウインドウ枠を表示せずにコンテンツだけを

表示したり、WEB 側のサーバ等とのデータのやりとりをして PC 内の SQlite データベースへデータを

保存する事が出来たりしますし、最近は Gainner と言うフィジカルコンピューティング用のボード等か

ら、スイッチの信号を貰ったり、何かを動かしたりと色々な事ができるので、アイデア次第で面白い物

が出来ると思います。 
又、私は、デザインは得意ではありませんが、Flash で作られたお洒落なデザインのボタン等を使った

アプリを作る事もできますし、サッと表示されてフワっと消える等と言った表現も簡単に出来ますので、

デザイナーのセンスが活かされるコンテンツも作成出来ます。 
 
今日は、この AIR の機能の一部を使った、デスクトップマスコットを紹介します。 
 
ClockLink.com はフリーで、非常に正確な時間を表示する

様々なデザインの時計を提供しているクールなサイトで

す。 
 
これは基本的にWEBサイト用に作られているものですが、

折角、沢山あるデザインの時計をデスクトップへ置きたい

と思いませんか？ 
 
PC の時計と言うのは常に正確とは限りませんので、正確

な時計が表示されていると安心です。 
 
先程出来上がったばかりですが、私のデスクトップの右上にお洒落なデジタル時計が表示されているの

がお分かりでしょうか？ 
 
デジタルデザインの時計は、ClockLink.com でも人気のデザインですが、この様に AIR アプリを使う



事で、本来の WEB サイト用に作られた時計をデスクトップへ表示する事が出来るんです。 
 
この時計はマウスでドラッグして、デスクトップの好きな場

所へ置く事が出来ますし、下の写真の様に（この資料を作成

する為に PhotoShop を立ち上げていますが）、常にデスクト

ップの最前列へ表示されますので、大事な約束を忘れて遅刻

する心配もありません。 
 
この時計を任意の位置に置きたい時は単純にマウスでドラ

ックするだけです。 
 
但 し 、 こ の 写 真 の 様 に 、

ClockLink.com の時計はマウスを

ロールオーバするとサイトへの案

内のロゴが表示されてしまい、このままクリックするとブラ

ウザが開いてサイトを表示するだけとなってしまいますの

で、ドラッグ出来ません。 
 
時計の種類によってはロゴが少し小さく、ドラッグ可能なものもあるのですが、一生懸命その場所を探

すのは面倒ですので、マウスを時計の上へ持って行って右クリックをしてみて下さい。 
 
この AIR アプリのメインパネルが表示されます。 
 
え・・何も起こらない。ですって？ 
 
済みません、確かに、この時計の場合、このロゴの Flash の上でクリックするとマウスのクリック動作

を全て取ってしまっていますので、このままでは何も起こりません。 
 
実はこの AIR アプリは ClockLink.com の時計だけでは無く、PC 内の好きな画像（JPG,GIF）や Flash
をデスクトップへ置く事が出来るのです。 
例えば、自分の可愛い娘さんのお気に入りの写真をいつも PC のデスクトップへ表示しておく事が出来

ますし、このアプリにはそう言う機能は入れていませんが、スライドショーの様に自動的に写真を入れ

換える事も可能です。 
 
元々、このアプリは PC 内のこの様な画像や Flash をデスクトップへ置いておく為に作ったもので、普

通の写真やFlashアニメーションの場合はこの様にマウスのクリック動作を全て取る事はありませんの

で、単に右クリックでパネルが表示されます。 
 



ClockLink.com の時計もデザインによっては、ロゴが全部掛からない物もありますので、その場所を探

せば右クリックでパネルが表示されるのですが、それを探すのは面倒です。 
 
そこで、右クリックした後に、キーボードのキーを何でも良いから押してみて下さい。 
そうすると、メインパネルが現れます。 
 
この様に、今回、ClockLink.com の時計を表示する為に、AIR アプリにフォーカスがある状態で何かの

キーを押すとパネルが表示されるように作り直しています。 
フォーカスがある状態と言うのは、普通は分かり難いので、単に時計の上で右クリックして何かのキー

を押すと覚えておけば良いでしょう。 
 
又、この AIR アプリは後から説明しますが、表示する時計や画像の大きさも好きなサイズに変えられま

す。実は、このデジタル時計もオリジナルではもっと大きいサイズなのです。 
 
Flash のメリットの一つにベクターデザインと言う考え方があります。要するに、大きくしても線がギ

ザギザにならないという事で、この為、時計も大きくする事も小さくする事もできるので、場合によっ

ては、デスクトップ一杯に時計を表示しておく事も可能です。 
 
只、大きさやデスクトップの置いた場所によっては、はみ出してしまって表示されない場合があります。 
その為、特別なキーとして ESC（エスケープキー）を用意しています。 
 
あれ？何処かに消えちゃった・・と思った時は、先程と同

じ様に、右クリックして ESC キーを押すと、写真の様に

デスクトップの一番左端に、パネルと表示されますので、

何処に行ったか分らなくなった時は ESC キーを押して下

さい。 
 
このパネルが表示されれば、パネルをクリックしてドラッ

グ出来ますし、先程の時計も再び、写真の様に好きな場所へ移動が出来ます。 
 
位置が決まったら、先程と同じ様にパネルの上で右クリッ

クするとこのパネルは消えてしまいます。今度は右クリッ

クだけで大丈夫です。 
 
このメインパネルは、初めて AIR アプリをインストール

した場合はパネルだけが表示

されます。 
実はこのパネルにも幾つかの機能があります。 



一番大事な機能は、デスクトップに表示したい画像等をこの上にドラッグ＆ドロップするとすぐに表示

されると言う機能です。 
 
只、残念ながら、ClockLink.com の時計を表示している場

合はマウスの動きを同様に取られてしまいますので、写真

等をドラッグ＆ドロップしても表示されません。 
 
この為の機能も用意していますが、先に、最初にインスト

ールした場合から説明しましょう。 
 
写真の様に、マイドキュメントのマイピクチャ等の写真を

マウスでこのパネルへドラッグ＆ドロップしてみてください。ドロップ出来る場所になると＋の表示が

出ますのですぐに分ります。 
 
ドロップすると写真の様に、パネルが自動的に消えて、ド

ロップした写真がデスクトップへ表示されます。 
但し、オリジナルのサイズが大きい為デスクトップからは

み出してしまっていますね。 
 
もちろん、この写真をマウスでドラッグする事も出来るの

ですが、それでも大き過ぎてこれでは PC で仕事が出来ま

せん。 
例えば、この様に、この写真の上に別の写真を再度ドラッ

グ＆ドロップして写真を

変える事も出来ますが、こ

の写真もまだサイズが大

きいですね。 
 
そこで、写真の上で右クリックしてみてください。 
これは単なる写真ですので、クリックした場所で 
パネルが表示されます。 
 
そこでこのパネルの、レンチと 
ドライバーの部分にマウスを置いて 
みて下さい。「設定」と言うロゴが 
表示され少しこの部分が大きく 
なります。これはボタンの形はしてい 
ませんが、アプリの設定を行うウインドウを表示するボタンです。 



このボタンをクリックすると写真の様なウインドウがデス

クトップへ表示されます。 
 
このウインドウもデスクトップの好きな位置へ動かす事が

出来ます。 
 
このウインドウにも幾つか機能がありますが、最も大事な機

能は表示するものの大きさを変える機能です。 
 
最初に置いた状態ではオリジナルのサイズが表示され（この

場合はこの写真は 1280×1024 で撮影されている様です）ス

ライダーのポインタは×１の所に置かれます。 
これをマウスでクリックして直接動かすか、マウスのホイー

ルがあればホイールを動かしてみてください。 
 
表示される倍率が変わり、好きな大きさへ変更できます。範囲は×0.1
から×４までです。 
大きすぎる写真も適当な大きさへ変更できました。 
 
又、良く見ると、image path と言うところに何やら文字列

が表示されていますが、これはこの画像ファイルがあるパス

と言うものを表示しています。この欄は後ほど説明しますが、

直接修整出来ます。 
 
もう一つ、写真等を表示させる機能として、ファイルを開く

為のウインドウを表示させる方法があります。 
虫眼鏡の絵のボタンをクリックしてみてください。 
 
設定ウインドウの上にファイルを開くと、見慣れたファイル

を開くウインドウが表示されます。 
 
ここからファイルを選ぶ事で表示内容を変える事も出来ま

す。 
 
これだとドラッグしなくても内容が変更できますので、先程

ドラッグ＆ドロップで内容を変更できなかった ClockLink.com の時計を時計では無く、別の写真と入れ

換える事が出来ます。 
 



同様に好きな大きさに変えて、好きな位置に移動させて下さい。 
 
この写真が気に入れば、一番右側のファイルが開いた絵の保存ボ

タンをクリックして下さい。 
 
この AIR アプリは小さいながら SQlite と言うデータベースを使

っていますので、この保存ボタンを押すと、写真のパス情報や倍率、デスクトップの位置情報を全て

PC へ保存してくれます。 
 
もし、仕事が終わって PC の電源を切って帰ったとしても、翌日電源を入れて、この AIR アプリを立ち

上げれば同じ位置に表示されます。 
 
毎回立ち上げるのが面倒な場合はスタートアップへアプリを登録しておけば電源を入れれば自動的に

毎日同じ場所へ表示されると言う訳です。 
 
さて、この設定ウインドウに Target URL と言う欄が

あり、何やら URL が表示されていますが、実はこれ

は ClockLink.com のアドレスなのです。 
 
写真の上にまだメインパネルが表示されている状態

なら、メインパネルにある PC の絵の部分をクリック

してみてください。※サブウインドウのディスプレイ

の絵があるボタンと間違わないで下さい。 
ブラウザが自動的に開いて ClockLink.com のサイトが表示されます。 
 
例えば、この Target URL の欄も好きなサイトへ変える事が出来ますので、検索にグーグルを使ってい

る場合等、グーグルのアドレスを登録しておいて、ランチャーとして使う事も出来るのです。 
初期設定は ClockLink.com のアドレスになっています。 
 
ClockLink.com の時計を登録する為の手順は詳しく

説明しませんが、Newest Clock になっているクール

なアナログ時計を登録してみましょう。 
 
ClockLink.com の手順に沿って、写真の様な、タグが

表示されるところまで進みましょう。 
 
この画面では時計の色や表示する基本時間（日本なら JST）を選ぶ事ができますので、ここで、好きな

デザインにして下さい。 



最後に、上下二つのタグが表示されている欄がありますが、下の部分のタグを全てコピーしてください。 
WEB サイトの場合はこれを HTML に貼り付ければこの時計が表示される訳です。 
 
このアプリの場合は、設定ウインドウの image path の欄へ

ペーストしてください。 
既に他のパスが表示されている場合は全て選択して右クリ

ックしてペーストを選ぶとペーストされます。 
 
但し、このままでは、まだこのアプリでは表示出来ませんの

で、image path の横にあるディスプレイの絵のボタンをク

リックして下さい。 
 
そうすると、image path 内の文字列が、このアプリで表示

する為のパスへ自動的に変換されて、写真の様にデスクトッ

プへこのアナログ時計を表示する事が出来ました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
後は、既にやった様に大きさや位置を変えてデスクトップへ

配置した後、保存ボタンをクリックすれば、このクールなア

ナログ時計は毎日私のデスクトップへ表示されると言う訳

です。 
 
最後に、この時計の位置だけは、保存を押さなくともマウス

でドラッグした位置を自動的にデータベースへ保存してい

ますので、場所を変える度に、設定パネルを表示させる必要

はありません。 
ClockLink.com の時計を表示している場合は右クリック＋

何かのキーを押せばパネルが表示されますのその状態で移

動させて下さい。 



今日は、ClockLink.com の時計を表示する為の AIR アプリの紹介をしましたが、この AIR アプリはイ

ンストールも非常に簡単です。 
専用のインストーラを作って、何処かの WEB サイトに置いておく事で、数回クリックするだけで簡単

に AIR の実行環境やアプリをインストールしてくれます。〇UN の Java アプリの様なインストールの

面倒さもありません。 
下は、私が作ったグーグルマップメモと言う AIR アプリのインストールのサイトです。

GoogleMapMemo と言うのはグーグルマップをデスクトップ上で簡単に使える様にして、お気に入りの

場所があれば、SQLite データベースへ位置情報や名称・コメントを入れて保存しておく事が出来るア

プリです。リストをクリックするだけで、すぐにお気に入りの場所の地図を表示してくれると言う訳で

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上で今回のご紹介を終わりたいと思います。 
え、このアプリのインストーラですか？ 
残念ながら、この ClockLink.com のサンプルアプリのインストーラは用意していません。 
何故なら AIR アプリの面白さを紹介する為のもので、配布を予定していないからです。 
もし、面白そうだと思われた方はこちらへご連絡下さい。 
 
グランドライン captain@grandline.org  


