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第1章 WebControl 開発入門 

入門テキストは以下の手順により、SuperMap IS .NET を使用して 1 ステップずつ地図表示(拡

大、縮小、移動などの機能)、属性による地図の検索、地図による属性の検索など GIS の基本機能

を実行する WebGIS サイトを作成するガイドをします。本テキストを学習することにより、開発者は

SuperMap IS .NET に基づいた Web GIS サイトの開発技術を迅速に掌握することができます。以

下で、開発環境の設定、地図の作成・表示、地図サーバーの設定、Web GIS サイトの開発などい

くつかの手順について、SuperMap IS .NET に基づいた Web GIS サイトの開発プロセスを紹介し

ます。 

  入門テキストサンプルプロジェクト名は SMISStepByStep（VB.NET）または

SMISStepByStepCS（C#）で、プロジェクトソースコードはインストールディレクトリ¥Getting 

Started¥SMISStepByStep にインストールされています。本入門テキストは SMISStepByStepCS

を例として説明を行なっています。 

ステップ 1：開発環境の設定 

ステップ 2：地図の作成・表示 

ステップ 3：地図サーバーの設定と起動 

ステップ 4：Web サイトプロジェクトの作成 

ステップ 5： WebControl をアップロード 

ステップ 6：地図メインウィンドウ画面の作成 

ステップ 7：地図表示基本機能を実行 

ステップ 8：属性から地図を検索 

ステップ 8：属性から地図を検索 

まとめ 
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 ステップ 1：開発環境の設定 
 

Visual Studio .NET 2005 の環境でSuperMap IS .NETに基づいたWeb GISサイトの開発を行い

ます。

SuperMap IS .NETについて二次開発を行うには以下の環境が必要です。 

• OS： Windows 2000（SP2 以上），Windows NT4.0（SP4+IE5.0 以上），Windows XP

（SP2 以上），Windows Server 2003（SP1 以上）またはこれ以上のバージョン 

• IISをインストール 

• SuperMap IS .NET と Microsoft Visual Studio .NET  2005 をインストール   

 
 
 ステップ 2：地図の作成・表示 
 

サーバーの設定と起動の前に、先に表示に用いる地図を作成する必要があります。地図の作成

は一般には SuperMap のデスクトップツール SuperMap Deskpro，SuperMap Express または

SuperMap Objects 開発に基づいたソフトウェアを使用します。ここではすでに作成済みの

SuperMap IS .NET の SampleData データ——世界地図を用います。地図データは SuperMap 

IS .NET インストールディレクトリ¥Data¥ディレクトリにあります。地図を設定する際に地図のパスを

直接このディレクトリのワークスペースファイル- SMISSampleData.smw に指示することが可能で

す。     

 
 
 ステップ 3：地図サーバーの設定と起動 
 
 インストール説明にしたがって SuperMap IS .NET のインストールが完了したら、SuperMap 

IS .NET サービスを設定し起動できます。SuperMap IS .NET サービス管理と設定は完全にリモ

ート方式で提供されています。即ち、サイト方式でサーバーを管理します。SuperMap IS 2.2 を使

用したことのあるユーザーはご存知のように、SuperMap IS 2.2 バージョンは同時にローカルとリモ

ートの 2 種類の方式を提供しています。理解と使用の利便性から考慮し、SuperMap IS .NET は

統一されたリモート管理の方式でサーバーを管理し設定します。SuperMap IS .NET インストール

プロセスで IS Manager サイトを作成するのは、即ちリモート管理サイト名で、ローカルでは

http://localhost/ISManager アドレスによりサービス管理サイトにアクセスできます。この管理サイト

により SuperMap IS .NET サービスパラメータを設定・管理できます。また、サーバーの全ての

Services について監視と停止、起動操作を実行でき、プロセスの監視を行ないます 
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 ステップ 4：Web サイトプロジェクトの作成 
 
1. Visual Studio .NET 2005 を起動 

 

2. プロジェクトを作成 

    マウスでFileメニューNewメニュー項目のProjectオプションをクリックすると、以下の図に示すよ

うなNew Projectウィンドウが表示されます。Microsoft Visual Studio .NETはマルチ言語の開発環

境をサポートし、この環境がサポートするどの言語を使用してもASP.NET Web Applicationプロジ

ェクトを作成できます。ここでは応用が最も一般的で簡単なVisual C#.Net開発言語を用いて、

ASP.NET Web Applicationプロジェクトを作成します。図 4.1 に示すように、プロジェクト新規作成

ウィンドウ左側のProject TypeでVisual C# Projectsを選択し、右側のTemplatesでASP.NET 

Web Applicationを選択します。また下側のLocationが対応する選択ボックスでサイト名を

SMISStepByStepCSに設定します。    

 

 

図4.1 

 
3. マウスで“OK”ボタンをクリックするとプロジェクトの新規作成が完了し、プロジェクトは自動で

SMISStepByStepサイトを作成します。 
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 ステップ 5：  SuperMap IS WebControls をアップロード 
 

1. コントロールアップロードウィンドを開きます。図  5.1 に示すようにToolboxツールバーで

General Tab ページ（どのTabページでも選択できます。コントロールの管理と使用に便利なように、

ここではnullのTabページを選択）を選択します。マウスでToolboxツールバーを右クリックすると図 

5.1 のようなメニューが表示されます。次にAdd/Remove Items...メニューをクリックすると

Customize Toolboxウィンドウが表示されます。 

 

 
図 5.1 

 
 2. Customize Toolbox ウィンドウで右下の“Browser...”ボタンをクリックすると Open ウィンドウが表

示されます。ディレクトリのパスを SuperMap IS .NET があるインストールディレクトリの SDK ディレ

クトリに指定します。図 5.2 に示すように SuperMap.IS.WebControls.dll を選択し、次に“Open”ボ

タンをクリックすると Open ウィンドウを閉じ、Customize Toolbox ウィンドウに戻ります。“OK”ボタン

をクリックすると SuperMap IS WebControls コントロールのアップロードが完了します。 
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図 5.2 

 
3. コントロールのアップロードに成功したら、Toolbox ツールは図 5.3 に示すように、SuperMap IS 

WebControls シリーズコントロールが現れます。 

 

 

図 5.3 
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 ステップ 6：地図メインウィンドウ画面の作成 
 

SuperMap IS .NET の大部分の機能はすでに Visual Studio .NET WebControls 可視化コント

ロールにパッケージされており、プログラム開発の速度が大きくアップしました。SuperMap IS 

WebControl を使用して Web GIS アプリケーションプログラムを開発する手順は Visual Basic で

SuperMap コントロールを使用してデスクトップ GIS を開発するのと多くの類似点があります。

SuperMap IS WebControls コントロールにはプロパティ、メソッド、イベントが備わっており、より便

利 に 地 図 ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ミ ン グ に 対 応 す る こ と が で き ま す 。 以 下 の 手 順 で は

SMISStepByStepCS サイトが地図メインウィンドウ画面を作成し、且つ画面に一組の SuperMap 

IS WebControls 基本コンポーネントを追加します。 

 

1、地図ウィンドウ画面の作成     

プロジェクトを新たに作成する際、同時にファイル名をWebForm1.aspxとする画面を作成しました。

この画面を地図メインウィンドウ画面とします。マウスでWebForm1.aspxファイルを右クリックし、プ

ロパティメニューで“Set As Start Page”を選択・実行し、次にマウスでこのファイルをダブルクリック

し画面を開きます。 
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図 6.1 

 
2、コントロールを追加    

    WebForm画面にコントロールを追加する操作方法には 2 種類あります。一つは先にマウスを用

いてToolboxツールバーのコントロールのアイコンをクリックし、次にマウスで画面の指定位置で矩

形フレームを一つ描きます。コントロールは矩形フレームのサイズと位置に基づき対応する位置に

追加されます。もう一つのコントロール追加方法はマウスでコントロールのアイコンをダブルクリック

すると、コントロールは自動で画面に追加されます。次に手動でコントロールのサイズと位置を調整

します。上述した 2 種類の方法で画面に先に地図表示コントロール——MapControlコントロール

を追加します。属性設定ウィンドウによりこれのWidth（幅）とHeight（高さ）を設定します。図 6.2 と図

6.3 に示すように地図メインウィンドウ画面にMapControlコントロールを追加しました。本機器の地

図サービスがすでに起動している場合、地図表示コントロールは設計時に現在の地図サービスの

最初の地図の図形を取得し表示します。操作方法はMapControlコントロールでマウスを右クリック
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し、Load Mapメニューを選択し、且つ表示したい地図を選択します。 

 

 
図 6.2 

  

 

図 6.3 
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 3、地図ダウンロード待ちアイコンを設定 

    システムが地図サーバーにリクエストを出す時、地図ウィンドウの中心にGIFアイコンを表示し、

現在地図をダウンロード中であることを表し、操作者に待つように提示を行ないます。このアイコン

はシステムですでに名称とパスが指定され、アイコンファイル名はloading.gifで、保存パスはシステ

ムがあるディレクトリのImagesディレクトリです。指定した名称のアイコンを指定したディレクトリにコ

ピーするだけで、システム実行時に自動でこのアイコンを用います。ここではSuperMap IS .NET 

Demo が提供するloading.gifアイコンを採用し、これをサイトディレクトリのImagesフォルダにコピ

ーしました。 

 

4、実行テスト 

現在までのところまだアプリケーションプログラムにコードを一行も追加していませんが、すでに作

成中のWeb GISサイトについて実行テストを行うことができます。DebugメニューのStartメニューコ

マンドを実行するか、ツールバーボタン をクリックするか、またはF5 キーを押

すと現在のアプリケーションプログラムの実行テストを行うことができます。図 6.4 はアプリケーション

プログラムの実行結果で、行なった地図表示機能を見ることができます。次のステップではプロジェ

クトに地図拡大、縮小、移動など地図表示の基本機能を追加します。 

  

 
図 6.4 
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 ステップ 7：地図表示基本機能を実行 
 
    地図表示の基本機能には主に地図の拡大、縮小、移動と全体表示などが含まれます。このス

テップではこれらの基本機能を実行します。 

 

1. コントロールを追加 

    SuperMap IS WebControls が提供するコントロールには地図表示の基本機能を実行するいく

つかのコントロールが含まれています。 

 

地図拡大コントロール：QuickZoomInToolControl 

地図縮小コントロール：QuickZoomOutToolControl 

地図フレーム操作による拡大コントロール：ZoomInToolControl 

地図フレーム操作による縮小コントロール：ZoomOutToolControl 

地図移動コントロール：PanToolControl 

全体表示コントロール：ViewEntireToolControl 

 

SuperMap IS WebControls コントロールを画面に追加する方法は前のステップ（ステップ 6）です

でに詳細に紹介しました。同じ方法を用いて上述した各コントロールを地図メインウィンドウ画面に

追加します。いかなるコードも書き込む必要がなく、各コントロールの機能を実行できます。 

 

 2. 実行テスト 

  図 7.1 はプロジェクトサイトの実行テストの結果です。このステップで依然としていかなるコードも

書き込む必要がなく、地図表示の基本機能を実行できます。地図表示の基本機能のテストは図

7.1 に示す通りです。地図ウィンドウ下側のボタンの機能は、左から右にそれぞれ全体表示、フレ

ーム操作による拡大、フレーム操作による縮小、拡大、縮小、移動です。それぞれのボタンをクリッ

クしてから地図を操作し、実行した機能をテストします。 
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図 7.1 

 
 
 ステップ 8：属性から地図を検索     
 

空間情報のクエリ・ポジショニングは GIS の基本機能の一つで、主に 2 つの方式に分かれます。

一つは属性情報によりクエリを行ってから、地図にクエリ結果をポジショニングし、属性から地図の

検索と呼ばれます。もう一つの方式は地図により地物オブジェクトの関連する属性情報を検索し、

地図から属性の検索と呼ばれます。このステップでは主に SuperMap IS .NET を実行して、どのよ

うに最初の空間情報クエリ方式——属性から地図の検索を実行するかを紹介します。ここで実行

する属性から地図の検索機能は一種のあいまいクエリ機能で、即ち一つまたは複数のキーワード

を入力し、地図の任意のレイヤー（ここでは World@World レイヤーのクエリを設定）から、キーワー

ドを含む全ての情報を検索できます。クエリ結果は結果表示ボックスに表示され、条件に適合する

幾何オブジェクトは地図にハイライト表示されます。 

 

1.コントロールを追加 

地図から属性の検索を行う機能は地図メインウィンドウ画面に以下のようなコントロールを追加す
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る必要があります。インターフェースの設計は図 8.1 に示す通りです。 

 

（1）入力ボックス WebForms コントロール-TextBox、コントロールの ID 属性名は txtQuery で、

クエリするキーワードの入力に用います。 

（2）ボタン WebForms コントロール-Button、コントロールの ID 属性名は btnQuery で、クエリ

の実行・アクションのサブミットに用います。 

（3）DataGrid コントロール、コントロールの ID 名は dgResult で、クエリ結果リストの表示に用

います。 

 

 
図 8.1 

 

2.コードの作成 

先に WebForms.aspx.cs ファイルに以下の引用を追加します。 

 

using SuperMap.IS.Utility ; 

using SuperMap.IS.WebControls ; 

  

btnQuery ボタンの Click イベントに以下のコードを追加します。 

private void btnQuery_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

        QueryParam param = new QueryParam();        // New クエリパラメータを一
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つ定義し、オブジェクト queryParam を設定、クエリパラメータを設定。 

                                                                               //クエリするレイヤー、クエリ条件

ステートメントとフィールド及び返す情報などが含まれる。次にクエリパラメータに基づき

SQL クエリを実行 

        queryLayer.ReturnFields = new string[2];             //クエリ結果でどの属性フ

ィールドを返す必要があるか設定 

        queryLayer.ReturnFields[0] = "SMID";            

        queryLayer.ReturnFields[1] = "Country";               

        param.IsAllLayer = false;                                         //地図の全てのレイヤー

情報をクエリするかどうか設定 

        QueryLayer queryLayer = new QueryLayer();                //クエリレイヤーのオ

ブジェクトを設定 

        queryLayer.Name = "World@World";                               

        queryLayer.WhereClause = "Country like '*"+ this.txtQuery.Text +"*'"; //クエリ

レイヤー名とフィルター条件を設定 

        param.Layers = new QueryLayer[1];                       

        param.Layers[0] = queryLayer;  

        param.HasGeometry = true;                                  //空間データをクエリする

かどうか。True は空間データを取得することを表し、 False は空間データを取得しないこ

とを表します 

        param.Highlight= true;                                         //ハイライト表示結果図を返

すかどうか設定 

        R e s u l t S e t  R s  =  M a p C o n t r o l 1 . Q u e r y B y S Q L ( p a r a m ) ;   / /

MapControl.QueryBySql を利用して属性クエリを実行し、結果を resultSet に保存 

        DataSet ds = Rs.ToDataSet();                                   

       dgResult.DataSource = ds ;                                        

       dgResult.DataBind();                                                  // 表 示 結 果 は こ れ を

DataGrid に binding 

} 

        

 注：クエリしたポジショニング情報の状態が変更された時地図に保存しないよう希望する場合、

Page_load で処理を実行できます。コードは以下の通りです。 

 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

         // Put user code to initialize the page here 
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         MapControl1.ClearHighLight();  //現在の地図ウィンドウの全てのハイライト表

示オブジェクトのハイライト表示スタイルをクリア 

} 

 
 3. 実行テスト 

    ステップ 6 の実行テストで紹介した方法でプロジェクトを起動・実行します。クエリ入力ボックスに

“中華”と入力し、次に“クエリ”ボタンをクリックすると、システムは現在の地図 World@World レイヤ

ーの Country フィールドで“中華”を含む全てのレコードをクエリします。上側のクエリパラメータ設定

で返される SMID と Country フィールドの値を設定します。図 8.2 はクエリ結果インターフェースで、

“中華”を含む全ての結果を DataGrid コントロールに表示します。 

 

 
図 8.2 

 

 

 ステップ 9：地図から属性を検索 
 

空間情報をクエリするもう一つの方式は地図により地物オブジェクトの関連する属性情報を検索

し、地図から属性の検索と呼ばれます。このステップでは SuperMap IS .NET を実行してどのよう

に地図から属性の検索機能を行なうか紹介します。SuperMap IS .NET は地図オブジェクトを直
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接クリックするクエリ、矩形フレームによる範囲選択クエリ、円形による範囲選択クエリ、ポリゴンによ

る範囲選択クエリとバッファゾーン範囲によるクエリなど、いくつかのクエリ方式を提供しています。 

地図から属性を検索する考え方は、先にクエリを実行する前にクエリしたいレイヤーとこれのクエリ

パラメータを設定します。例えば、どの属性フィールド情報を返すかなどを設定します。2 番目にク

エリ方式、即ち地図が置かれているクエリ方式（ポイント選択、フレーム選択、円選択、ポリゴン選

択）を設定します。3 番目にクエリ操作が完了した後、結果をクライアントのインターフェースに表示

します。  

以下のステップで、上述した各種クエリ方式の地図から属性を検索する機能をどのように実行する

かを紹介します。 

 

1. クエリツールボタンを追加 

クエリ状態を切り換える際に、一組のツールボタンが必要です。ここでは４つの HTML 要素ボタ

ンを追加します。順番に基づき地図表示ウィンドウの右側に並んでいます。ボタンの Value はそれ

ぞれポイント選択、フレーム選択、円選択、ポリゴン選択を取得し、それぞれポイント選択クエリ、フ

レーム引き伸ばしクエリ、円選択クエリ、ポリゴン選択クエリを表します。(図 9.1 参照) 

 

図 9.1 

  

 2. ボタンに実行コードを追加   

マウスで画面下側の のように表示された HTML オプションをクリックし、画

面の編集状態を HTML モードに切り換えます。前のステップで追加した 4 つのボタンの HTML コ

ードを探し、対応するボタンで対応する CLICK イベントと対応するコードを追加します。 
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ポイント選択ボタン：onclick="SMISActionStart ('MapControl1'，'POINTQUERY');" 

フレーム選択ボタン：onclick=" SMISActionStart ('MapControl1'，'RECTQUERY');" 

円選択ボタン：onclick=" SMISActionStart ('MapControl1'，'CIRCLEQUERY');" 

ポ リ ゴ ン 選 択 ボ タ ン ： onclick=" SMISActionStart ('MapControl1' ，

'POLYGONQUERY');" 

 
3. クエリコードを作成・表示 

先にクエリするレイヤーとこれの関連するパラメータを設定します。このプロセスはクエリする前に

設 定 し ま す 。 MapControl コ ン ト ロ ー ル は 専 門 に 一 つ の イ ベ ン ト

——MapControl1_Querying(object sender, 

SuperMap.IS.WebControl.EventArguments.QueryParamArgs e)を持っており、クエリの前に発

生します、したがってクエリパラメータを設定するプロセスはこのイベントで実行します。コードは以

下の通りです。 

 

private void MapControl1_Querying(object sender, 

SuperMap.IS.WebControls.EventArguments.QueryingEventArgs e) 

{ 

                  e.Params.HasGeometry = true;                                            //空間デ

ータをクエリするかどうか。 

                                                                                                                 //  True

は空間データを取得することを表し、 False は空間データを取得しないことを表します 

    e.Params.Highlight= true;                                             //ハイライト表示の地図を

返すかどうか設定 

                  e.Params.IsAllLayer = false;                                               //全てのレ

イヤーをクエリするかどうか設定 

    e.Params.Layers = new QueryLayer[1];                              //クエリするレイヤ

ーオブジェクトを設定  

                  e.Params.Layers[0] = new QueryLayer();         

                  e.Params.Layers[0].Name = "World@World";                    //クエリす

るレイヤーを設定 

                  e.Params.Layers[0].ReturnFields = new string[2];  

                  e.Params.Layers[0].ReturnFields[0] = "SMID";                  //このレイヤ

ーのどの属性情報を返すか設定 

                  e.Params.Layers[0].ReturnFields[1] = "Country";               //このレイ

ヤーのどの属性情報を返すか設定 

} 
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ステップ 2、クエリ結果を表示します。このプロセスは MapControl の QueryCompleted イベントに

よ り 処 理 で き ま す 。 ク ラ イ ア ン ト 側 で ク エ リ 結 果 を 見 る こ と が で き る よ う に 、

MapControl1_QueryCompleted イベントで結果集合を取得し、これを DataGrid に binding する

必要があります。 

 

            private void MapControl1_QueryCompleted(object sender, 

SuperMap.IS.WebControls.EventArguments.QueryCompletedEventArgs e) 

            { 

                           ResultSet rs = new ResultSet(); 

                            rs.Recordsets = e.Recordsets ; 

                            rs.TotalCount = e.TotalCount; 

                            DataSet ds = rs.ToDataSet(); 

                            dgResult.DataSource = ds; 

                            dgResult.DataBind(); 

      }  

 

4. 実行テスト 

ステップ４の実行テストで紹介した方法でプロジェクトを起動・実行し、図 9.2 に示すように地図を

拡大します。次にマウスで“フレーム選択”ボタンをクリックし地図をフレーム選択状態にします。次

に地図でマウスの左側を押したまま矩形フレームを引き伸ばします(図 9.2 参照)。クエリ結果リスト

は地図ウィンドウ右下の dgResult コントロールに表示されます。条件に適合するオブジェクトは同

時にハイライト表示で地図ウィンドウに表示されます。同じ方法による操作で、円形選択クエリとポリ

ゴン選択クエリの操作ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17



 
図 9.2 

 

 

 WebControl まとめ 
    

 以上のステップによる SuperMapIS .NET に基づいた WebGIS サイト作成プロセスにより、以下

の内容について理解し学習しました。 

 

1. 開発環境の設定について 

2. 地図の作成・表示について 

3. 地図サーバーの設定と起動について 

4. Web サイトプロジェクトの作成について 

5. プロジェクトに WebControl コントロールをアップロードする方法について 

6. 画面ウィンドウに WebControl コントロールを追加する方法について 

7. 地図の拡大、縮小、移動など地図表示の基本機能の実行方法について 

8. 属性による地図の検索機能の実行方法について 

9. 地図による属性の検索機能の実行方法について 
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第2章 リモート開発入門 
 

SuperMap IS .NET は Microsoft Visual Studio .NET と SuperMap Objects コンポーネント技

術をベースとして、Internet 向けの分散式計算技術を採用し、ローカルエリア、ネットワークに跨る

複雑な大型ネットワークアプリケーションシステムの集成です。SuperMap IS .NET は、クライアント

側のユーザーインターフェースコンポーネント、Web サーバー拡張、GIS アプリケーションサーバ

ー及びリモート管理など多くのコンポーネントから構成されています。SuperMap IS .NET クライア

ント側のユーザーインターフェースコンポーネントの機能と関連項目を全面的な理解をする前に、

当快速入門を通じて、事前にその便利でフレキシブルな開発方式を体験することができます。わず

かな時間で簡単な Web システムを作成して、マップの表示、閲覧機能を実現し、また属性とマップ

による相互検索機能を実行することができます。  

 当入門テキストは Microsoft Visual Studio .NET、C#.NET を開発ツール、開発言語として例示し

ます。より多くのTcpMapに関する運用方法を知りたい場合、SuperMap IS. NETのインストールデ

ィレクトリから¥Demo¥WinFormClient プロジェクトを参考いただけます。クラスを利用して開発を実

行する前に、開発環境、データ作成、マップサービス起動の操作について設定が必要で、これら

の操作ステップと GettingStarted の 3 ステップまでは完全に一致します。 

 

ステップ 1：Windowsアプリケーションプロジェクトを新規作成 

ステップ 2：マップサービスに接続、マップ情報を取得 

ステップ 3：マップ閲覧機能を実現 

ステップ 4：マップ閲覧基本機能を実現 

ステップ 5：SQLクエリを実現 

ステップ 6：ポイント選択クエリ 

まとめ 
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 ステップ 1：Windows アプリケーションプロジェクトを新規作成 
 

VS 2005 開発環境を開き、「ファイル」メニューから「新規作成」をクリックし、サブメニューから「プ

ロジェクト」を選択すると新規プロジェクトのダイアログボックスが表示されます。左側の欄で C#（図

1.1-①）、右側の欄で「Windows Application」（図 1.1-②）を選択して、プロジェクト名と保存先のデ

ィレクトリを入力して（図 1.1-③）、最後に「OK」ボタンをクリックします。 

 プロジェクトにはデフォルトの Form1 フォームが新規作成されます。 

 

 
図 1.1 

 

 
 ステップ 2：マップサービスに接続、マップ情報を取得 
  

マップ閲覧を実行する前に、まずリモートマップクラスをマップサーバーに接続できるようにしま

す。TCP 通信プロトコルを通じてとマップサーバーとのマップ情報のやり取りをします。そのため、

マップを閲覧するには先にマップサービスに接続し、サービス通信オブジェクトをローカルで実例

化する必要があります。具体的には TcpMap.Create メソッドを利用します。クライアントで入力する

マップサーバーのアドレスとポートに基づきマップサービスを検索します。そこでマップサービスが

存在する場合、送信するマップリストを取得します。 
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1. コントロールのロード 

Form1.cs[design]フォームに GroupBox コントロールを追加し（Text=マップサービス）、3 つの

Label コントロール（Text はそれぞれ「アドレス」、「ポート」、「マップ名」）、2 つの TextBox コントロー

ル（クライアントで入力するマップサーバーのアドレスとポート。nameはそれぞれ tbServerAddress

と tbServerPort）及び 1 つの Combobox コントロール（name=cbMapNames）、1 つの button

（Name=btnValidate，text=チェック）を追加します。インターフェースは図 2.1 のようになります。 

 

 
図 2.1 

 
2. リファレンス追加 

図 2.2 で示すように、プロジェクトのリファレンスに SuperMap IS .NET のクラスライブラリを追加し

ます。位置は SuperMap IS .NET インストールディレクトリ¥SDK の中で、リファレンスのクラスライブ

ラリは SuperMap.IS.ServiceInterface.dll、SuperMap.IS.Utility.dll 及び uperMap.IS.Weblib.dll

です。プログラミングの便宜上、Form1.cs の第 1 行目に以下の命名空間のリファレンスを追加しま

す ： using SuperMap.IS.Web; using SuperMap.IS.ServiceInterface; using 

SuperMap.IS.Utility; using System.Collections; 
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図 2.2 

 

3. 検証コード追加 

検証とは、TcpMap が入力したマップサーバーのアドレスとポートによりリモートサービスと接続し、

リモートマップサービスが送信するマップリストを取得して、マップ名の Combobox 中に表示するこ

とです。 

      検証機能の開発コードは以下の通り： 

      Form1 クラスで IMap オブジェクトを定義します。具体的操作：Form.cs ページを

開き、以下のコードを追加します。 

      public partial class Form1 : Form 

      { 

              private IMap m_map; // リモートマップ通信オブジェクトを定義、リモートマ

ップとの相互操作の実行に使用 

       

     btnValidate（チェックボタン）の click イベントで検証機能を処理します。操作は以下の通り：

Form1.cs[Design]ページで btnValidate（チェックボタン）をクリックしてこのボタンの click イベント

に入り、イベント中に以下のコードを記述します。  

 

private void btnValidate_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string inputAddress;  

            int inputPort; 

            inputAddress = this.tbServerAddress.Text;  // マップサーバーアド

レスを取得 
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            // マップサーバーのアドレスとポートが有効がどうかを検証 

            if (inputAddress.Length == 0 || !int.TryParse(this.tbServerPort.Text, 

out inputPort)) 

            { 

                //do nothing. 

                return; 

            } 

            try 

            { 

                m_map = TcpMap.Create(inputAddress, inputPort, new Hashtable());  // 

マップサーバーのアドレスとポートにより TcpMap のローカル接続を作成 

                string[] mapNames = m_map.GetMapNames(); // IMap.GetMapNames メ

ソッドを利用してマップサービスが発行したマップリストを取得 

                this.cbMapNames.DataSource = mapNames; // マップリストを ComboBox

に配置 

            } 

            catch (Exception ex)  // サービス接続に失敗した場合（たとえばマップサービス

が存在しない）、エラー情報を出力 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message, "Exception"); 

            } 

        } 

 
  
4. デバッグ 

このプログラムを実行する前に、SuperMap IS .NET マップサービスの起動が成功しているかど

うか確認します。 

 Debug メニューの Start コマンドを選択、あるいはツールバーのボタンまたは F5 キーを押して現

在のアプリケーションプログラムのデバッグします。実行する form1 フォームに SuperMap IS .NET

マップサービスのアドレスとポートを入力して、チェックボタンをクリックします。このとき、マップサー

ビスが発行したマップリストがリストボックス中に表示されます（図 2.3）。 
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図 2.3 

 ステップ 3：マップ閲覧機能を実現 
 

1. コントロールのロード 

Form1.cs[design] フ ォ ーム に button （ Name=btnOK ， text= マ ッ プ 表 示 ） コ ン ト ロ ー ル 、

PictureBoxコントロール（マップ画像の表示）、labelコントロール（マップ状態の表示）を追加します。

インターフェースは図 3.1 のようになります。 

 

 

図 3.1 
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2. 機能実現 

Form1 クラスに MapImage オブジェクトを定義します。具体的操作：Form.cs ページを開き、以

下のコードを追加します。 

 

      public partial class Form1 : Form 

      { 

      private IMap m_map; // リモートマップ通信オブジェクトを定義、リモートマップと

の相互操作の実行に使用 

      MapParam mp; // マップパラメータ設定オブジェクトを定義 

      private MapImage m_image; // マップイメージオブジェクトを定義 

  

機能要求は、マップ表示ボタンをクリックしたとき、マップを PictureBox 中に表示して、同時にマッ

プの情報を Label 中に表示します。そのために、マップ表示ボタンの click イベント中でこの機能を

実行します。操作は以下の通りです。Form1.cs[design]ページでマップ表示ボタンをクリックして、

このボタンのイベントに入り、イベント中に以下のコードを記述します。 

 

private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            m_map.HistoryLength = 100; // このマップ操作の履歴レコード数を

設定 

            MapParam mp = new MapParam(); // マップパラメータ（スケール、

中心点、図郭範囲など）オブジェクトを定義、マップ表示状態の設定に使用 

            // 生成するマップ画像のサイズを定義、PictureBox と対応 

            mp.Viewer.LeftTop.X = 0; 

            mp.Viewer.LeftTop.Y = 0; 

            mp.Viewer.RightBottom.X = this.pictureBox1.Width; 

            mp.Viewer.RightBottom.Y = this.pictureBox1.Height; 

            // 閲覧するマップの名称を設定 

            mp.MapName = this.cbMapNames.Text ; 

                       // マップのレイヤー情報を返すかどうか設定 

            mp.ReturnLayers = true; 

            // 設定したマップパラメータに基づき、マップオブジェクトがマップサー

ビスから条件に適合するマップを取得し、マップと関連するマップ情報の記述を返す（マ

ップ画像のアドレスを含む） 

            m_image = m_map.GetMapImage(mp); 
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            RefreshStatus(m_image); 

        } 

        // マップ状態を更新 

        private void  RefreshStatus(MapImage image) 

        { 

            // マップ情報が返されたかどうか判断 

            if (image == null) 

            { 

                this.label1.Text = string.Empty; 

                return; 

            } 

            else 

            { 

                this.pictureBox1.ImageLocation = image.MapUrl;  // 返された

マップを PictureBox に表示 

                this.label1.Text = image.MapUrl;  // 画像のアドレスを Label に

表示 

            } 

          } 

 
  

3. デバッグ 

デバッグの手順はステップ 2 のデバッグと同様です。実行する Form1 フォームに SuperMap 

IS .NET マップサービスのアドレスとポートを入力して、チェックボタンをクリックします。マップリスト

にマップ名称が表示されるので、閲覧するマップを選択します。それからマップ表示ボタンをクリッ

クすると、マップがフォームの右側に表示されます（図 3.2）。 
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図 3.2 

 
 
 ステップ 4：マップ閲覧基本機能を実現 
 

マップ基本閲覧機能は、マップ全体表示、マップ拡大・縮小、マップの上下左右移動などを含み

ます。これらの機能の実現には、IMap の ViewEntire、Zoom、Pan（あるいは PanByPixel）を利用

します。 

1. 機能操作コントロールを追加 

Form1.cs[design]フォームに 9 個の button コントロールを追加します。それぞれ以下の通りで

す：全体（btnViewEntire）、拡大（btnZoomIn）、縮小（btnZoomOut）、上へ（btnUp）、下へ

（btnDown）、左へ（btnLeft）、右へ（btnRight）、前のビュー（btnPre）、次のビュー（btnNext）。イン

ターフェースは図 4.1 のようになります。 
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図 4.1 

 

2. 機能実現 

機能要求は、異なる機能のボタンをクリックして、対応するマップ結果を表示します。そのために、

From1.cs[Design]ページで各機能のボタンをクリックすると、それぞれ上記の button コントロール

の click イベントに入り、イベント中に以下のコードを記述します。 

 

// マップ拡大 

        private void btnZoomIn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            m_image = m_map.Zoom(2);  

            RefreshStatus(m_image); 

        } 

                // マップ縮小 

        private void btnZoomOut_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            m_image = m_map.Zoom(0.5); 

            RefreshStatus(m_image); 

        } 

        // マップを左へ移動 

        private void btnLeft_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            m_image = m_map.Pan(-this.pictureBox1.Width/3,0); 

            RefreshStatus(m_image); 

        } 

        // マップを全体表示 

        private void btnViewEntire_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            m_image = m_map.ViewEntire(string.Empty); 

            RefreshStatus(m_image); 

        } 

        // マップを右へ移動 

        private void btnRight_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            m_image = m_map.Pan(this.pictureBox1.Width / 3, 0); 

            RefreshStatus(m_image); 

        } 

        // マップを上へ移動 

        private void btnUp_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            m_image = m_map.Pan(0, this.pictureBox1.Height / 3); 

            RefreshStatus(m_image); 

        } 

        // マップを下へ移動 

        private void btnDown_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            m_image = m_map.Pan(0, -this.pictureBox1.Height / 3); 

            RefreshStatus(m_image); 

        } 

        // 前の表示 

        private void btnPre_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            m_image = m_map.ViewPrevious(); 

            RefreshStatus(m_image); 

        } 

                // 次の表示 

        private void btnNext_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            m_image = m_map.ViewNext(); 

            RefreshStatus(m_image); 

        } 

 
  
3. デバッグ 

デバッグの手順はステップ 2 のデバッグと同様です。実行する Form1 フォームに SuperMap 

IS .NETマップサービスのアドレスとポートを入力して、検証ボタンをクリックします。マップリストにマ

ップ名称が表示されるので、閲覧するマップを選択して、マップ表示ボタンをクリックします。マップ

が表示されてから、基本閲覧機能からいずれかのボタンをクリックすると、PictrueBox に結果が表

示されます（図 4.2）。 

 
図 4.2 

 
 
 ステップ 5：SQL クエリを実現 
 
 SQL クエリ機能は IMap クラスの QueryBySQL メソッドを使用して実現します。具体的な開発手

順は以下のとおりです。 

1. コントロール追加 

 Form1.cs[design]フォームに label コントロール、textbox コントロール（SQL クエリ条件を入力）、
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button（Name=btnSQL、SQL クエリの実行に使用）を追加します。 

 DataGrid コントロールを追加：ツールボックス中の DataGrid コントロールをロードして（図 5.1）、

フォームに追加します。 

 
図 5.1 

 

 インターフェースは図 5.2 のようになります。   
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図 5.2 

  
2. 機能実現 

From1.cs[Design]フォームで btnSQL ボタンをクリックして、btnSQL コントロールの click イベン

トに入り、イベント中に以下のコードを記述します。   

 

private void btnSQL_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            QueryLayer querylayer = new QueryLayer(); // クエリするレイヤーオ

ブジェクトを定義 

            MapParam mapParam = m_map.GetCurrentMapParam(); // 現在

マップ中のレイヤーオブジェクトを取得 

            querylayer.Name = mapParam.Layers[0].Name; // クエリされるレイ

ヤーを設定 

            querylayer.WhereClause = this.textBox1.Text; // クエリされるレイヤ

ーにクエリ句を設定 

            QueryParam queryparam = new QueryParam(); // クエリパラメータ

オブジェクトを定義 

 

            queryparam.IsAllLayer = false;  // マップ中のすべてのレイヤーに対
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してクエリするかを設定、ここでは第 1 番目のレイヤーのみをクエリするように設定するた

め false に設定 

            queryparam.Layers = new QueryLayer[1];  

            queryparam.Layers[0] = querylayer;  // 上で設定したクエリレイヤー

情報を queryparam に付与 

            ResultSet rs = m_map.QueryBySql(queryparam); // SQL クエリ実行 

            if (rs.TotalCount > 0)  // 条件に適合するオブジェクトの有無を判断 

            { 

                DataSet ds = new DataSet(); 

                ds = rs.ToDataSet();    // 返された結果を DataSet タイプに変

換 

                this.dataGrid1.DataSource = ds;   // 結果を DataGrid に表示 

                this.dataGrid1.Refresh(); 

                this.dataGrid1.Expand(-1);   // 結果を展開 

                RefreshStatus(rs.MapResult);   // 画像の状態を更新 

            } 

        } 

 

 
  
3. デバッグ 

デバッグの手順はステップ 2 のデバッグと同様です。Form1 フォームに SuperMap IS .NET マ

ップサービスのアドレスとポートを入力して、チェックボタンをクリックします。 マップリストにマップ名

称が表示されるので、閲覧するマップを選択して、マップ表示ボタンをクリックします。テキストボック

スにクエリ条件を入力し、検索ボタンをクリックします。クエリ結果はマップの下の DataGrid に表示

され、マップ中に結果オブジェクトがハイライト表示されます（図 5.3）。 
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図 5.3 

 
 
 ステップ 6：ポイント選択クエリ 
 
 ポイント選択クエリは、マップ上でマウスをクリックした地点を検索するもので、マップサービスはこ

のポイントにある条件に適合した幾何オブジェクトを検索します。通常ポイント選択クエリで使用す

るのは IMap.QueryByPoint()メソッド、あるいは IMap.QueryByDistance()メソッドです。 

1. コントロール追加 

Form1.cs[design]フォームで RadioButton コントロール（Name= rbtnPoint，Text=ポイント選

択）を追加します。 

  

2. 機能実現 

ポイント選択クエリを実行するにはマップ上でクエリポイントを選択します。そのため、この機能の

実現には表示マップの PictuerBox の MouseUp イベントを利用することが必要です。

Form1.cs[Design]フォームで PictureBox1 コントロールを選択し、マウスを右クリックし、ショートカ

ットメニューで属性を選択し、このとき PictureBox1 属性ウィンドウが表示されるので（図 6.1）、属性

ウィンドウで図 6.1-①のボタンを選択します。表示されたイベントリストから MouseUp イベントをダブ

ルクリックします（図 6.1-②）。 
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図 6.1 

  
このとき PictureBox1 の MouseUp イベントに入り、イベント中に以下のコードを記述します。 

 

private void pictureBox1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            if (rbtnPoint.Checked)  // 実行するのがポイント選択クエリかどうか判

断 

            { 

                if (m_map == null)  // マップがあるかどうか判断 
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                { 

                    return; 

                } 

                PixelCoord queryPoint = new PixelCoord(e.X, e.Y);  // マウス

で選択したクエリポイントの座標を取得 

                MapCoord mapcoord = 

Convertor.PixelCoordToMapCoord(queryPoint, m_map.GetCurrentMapParam()); 

                QueryParam queryparam = new QueryParam(); // クエリオブジ

ェクトを定義 

                queryparam.ExpectCount = 10;  // クエリで返す最大結果数を

設定 

                queryparam.HasGeometry = true; // 幾何オブジェクト情報をク

エリするかどうか設定（主にハイライトのために使用） 

                queryparam.Highlight.HighlightResult = true; // 結果オブジェク

トをハイライトするかどうか設定 

                queryparam.Highlight.HighlightQueryArea = true; // クエリエリ

ア範囲をハイライトするかどうか設定 

                queryparam.Highlight.QueryAreaStyle = new 

SuperMap.IS.Utility.Style(); 

                queryparam.Highlight.QueryAreaStyle.PenColor = 

Convertor.SystemColorToIntegerColor(Color.Blue); 

                queryparam.Highlight.QueryAreaStyle.BrushColor = 

Convertor.SystemColorToIntegerColor(Color.Blue); 

                queryparam.Highlight.QueryAreaStyle.BrushBackTransparent 

= true; 

                queryparam.Highlight.QueryAreaStyle.BrushStyle = 2; 

                queryparam.IsAllLayer = true; 

                ResultSet rs = m_map.QueryByPoint(mapcoord, 5, 

queryparam); 

                if (rs != null && rs.MapResult != null) 

                { 

                    DataSet ds = new DataSet(); 

                    ds = rs.ToDataSet();    // 返された結果を DataSet タイプ

の値に変換 

                    this.dataGrid1.DataSource = ds;   // 結果を DataGrid に

表示 
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                    this.dataGrid1.Refresh(); 

                    this.dataGrid1.Expand(-1);   // 結果を展開 

                    RefreshStatus(rs.MapResult);   // 画像の状態を更新 

                } 

            } 

        } 

 
3. デバッグ 

デバッグの手順はステップ 2 のデバッグと同様です。Form1 フォームに SuperMap IS .NET マ

ップサービスのアドレスとポートを入力して、チェックボタンをクリックします。マップリストにマップ名

称が表示されるので、閲覧するマップを選択して、マップ表示ボタンをクリックします。ポイント選択

のボタンを選択して、マウスをマップ上に移動して 1 つの地点を選択すると、マップサービスはこの

ポイントで幾何オブジェクトを検索します（図 6.2）。 

 
図 6.2 

 
 
 リモート開発入門まとめ 
 

これまでのステップでは SuperMap IS .NET の WebGIS サイト制作過程に基づいて、以下の内
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容を学習しました。 

 

1.   どのようにリモートマップサービスと接続するか 

2.   どのように TcpMap を使用してマップ表示を実行するか 

3.   どのように TcpMap を使用して基本的な閲覧機能（拡大、縮小など）を実現するか 

4.   どのようにマップから属性のクエリ機能を実現するか 

5.   どのように属性からマップのクエリ機能を実現するか 
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第3章 WebService 開発入門 
 

SuperMap IS .NET は Microsoft Visual Studio .NET と SuperMap Objects コンポーネント技

術をベースとして、Internet 向けの分散式計算技術を採用し、ローカルエリア、ネットワークに跨る

複雑な大型ネットワークアプリケーションシステムの集成です。SuperMap IS .NET は、クライアント

側のユーザーインターフェースコンポーネント、Web サーバー拡張、GIS アプリケーションサーバ

ー及びリモート管理など多くのコンポーネントから構成されています。  

本入門テキストでは、どのように SuperMap IS WebService を利用して GIS プロジェクトを開発

するかを紹介します。わずかな時間で簡単な Web システムを作成して、マップの表示、閲覧機能

を実現し、またマップから属性を検索する機能を実行することができます。 

 

ステップ 1：Web サイトプロジェクトを新規作成 

ステップ 2：SuperMap IS WebService リファレンスを追加 

ステップ 3：マップを表示するコントロールを追加 

ステップ 4：マップ表示機能を実現 

ステップ 5：基本閲覧機能を実現 

ステップ 6：SQL クエリを実現 

まとめ 

 
 
 ステップ 1：Web サイトプロジェクトを新規作成 
 

Visual Studio 2005 を起動して、メニューの File―New 以下の Web Sit 項目を選択すると、下

図のような New Web Site ウィンドウが表示されます。Microsoft Visual Studio 2005 は複数言語の

開発環境をサポートしており、この環境でサポートするどの言語を使っても ASP.NET Web Site プ

ロジェクトを作成することができます。ここでは、最も普遍的で簡単な Visual C#.NET 開発言語で

ASP.NET Web Application プロジェクトを作成します。図 1.1 で示すように、新規プロジェクト作成

のウィンドウの左下で言語 Visual C#を選択、上の Templates 欄から ASP.NET Web Site を選択、
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また下の Location から HTTP タイプを選択して、サイト名を WebServiceDemo に設定します。  

 

 
図 1.1 

 

「OK」ボタンをクリックすると、プロジェクトは自動で WebServiceDemo サイトを生成します。 

 
 
 ステップ 2：SuperMap IS WebService リファレンスを追加 
 
 SuperMap IS WebService を利用して開発する GIS 機能は、まずどこの WebService がこれら

のマップサービスを提供するかを指定します。そのため web reference で WebService のアドレス

を追加します。通常、SuperMap IS .NET をインストールすると、サーバーには SuperMap IS 

WebService があります。アクセス名称は WebService_v50 で、SuperMap IS .NET のマップサー

ビスを起動するだけで使用できます。以下は SuperMap IS WebService サービスアドレスを追加

したものです。 

プロジェクトのブラウザから該当するプロジェクトを選択し、マウスを右クリックして表示されたメニ

ューから Add Web Reference…を選択します（図 2.1）。 

 40



 
図 2.1 

  

このときリファレンス追加の操作画面が表示されます（図 2.2）。このインタフェースでは、まず

URL アドレス欄に SuperMap IS WebService のアドレスを入力します。入力形式は一般的に：

http://webservice’s IP/WebService_v50/MapService.asmx とします。ここではローカルで提供

す る WebService サ ー ビ ス を 使 用 す る た め 、 入 力 す る ア ド レ ス を 

http://localhost/WebService_v50/MapService.asmx とします。右下の Web Reference Name

でリファレンスする名称を入力します。ここでは MapService と設定します。最後に Add Reference

ボタンをクリックして、SuperMap IS WebService の追加が完成します。 
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図 2.2 

 
 
 ステップ 3：マップを表示するコントロールを追加 
 
 新規作成プロジェクトは自動で default.aspx のページを生成します。このページを開き、Image

コントロールを追加します。このコントロールの高さを 500、幅を 600 と設定します。操作手順は以

下のとおりです。 

 default.aspxページを開き、このページの下からsourceを選択します（図3.1-①②）。このページ

のソースコードが表示され、ここに Image コントロールを追加し、同時にそのサイズを設定します

（図 3.1-③）。以下のようなコードとなります。 

 

<div> 

        <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="500px" 

Width="600px" /> 

   </div> 
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図 3.1 

 

 
 ステップ 4：マップ表示機能を実現 
 

このサンプルで主に実現する機能は、最初にページをロードしたときマップを表示させることで

す。そのため、Default.aspx ページの下にある Design ボタンをクリックします（ステップ 3 の図 3.1

参照）。Default.aspx のデザインインターフェースが表示され、マウスをページの空白部分でダブ

ルクリックすると、Default.aspx の Page_load イベントに入ります。このイベント中でマップ表示を実

現します。以下のようなコードを記述します。 

 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page  

{ 

    MapService.MapService mapservice = new MapService.MapService(); // 

Mapservice 実例を設定 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (!Page.IsPostBack) 

        { 

            MapService.MapParam mp = new MapService.MapParam();  // 

マップパラメータ実例を設定 
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            mp.Viewer = new MapService.PixelRect();  // マップ画像のサイズ

を設定 

            mp.Viewer.LeftTop = new MapService.PixelCoord(); 

            mp.Viewer.RightBottom = new MapService.PixelCoord(); 

            mp.Viewer.LeftTop.X = 0; 

            mp.Viewer.LeftTop.Y = 0; 

            mp.Viewer.RightBottom.X = (int)this.Image1.Width.Value; // マップ

画像の幅と Image コントロールの幅を一致 

            mp.Viewer.RightBottom.Y = (int)this.Image1.Height.Value; // マップ

画像の高さと Image コントロールの高さを一致 

            string[] mapNames = mapservice.GetMapList(); // 現 在 の

Mapservice が提供するマップリストを取得 

            if (mapNames.Length > 0) 

            { 

                mp.MapName = mapNames[0]; // 1 番目のマップを表示 

            } 

            else 

            { 

                return; 

            } 

            mp.ReturnImage = true; // 要求するマップ画像を返す 

            MapService.MapImage mapImage; // マップ描画オブジェクトを設定、

サーバーが返すマップ結果の描画に使用 

            mapImage = mapservice.GetMapImage(mp); // マップ取得 

            if (mapImage != null) 

            { 

                this.Image1.ImageUrl = mapImage.MapUrl; // 返すマップ画像

を Image コントロール中に表示 

                Session["MapParam"] = mapImage.ReturnMapParam; // 現在

のマップ状態を保存 

            } 

        } 

    } 

} 
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 ステップ 5：基本閲覧機能を実現 
 
 Default.aspx ページを開き、下の Design ボタンをクリックして Default.aspx のデザインインター

フェースを開きます。このページに 3 つの Button を追加して、それぞれ Name プロパティを

btnViewEntire（全体表示）、btnZoomIn（拡大）、btnZoomOut（縮小）に設定します（図 5.1）。 

 

図 5.1 

  

 以下で各機能を実現します。 

1. 全体表示 

 図 5.1 で示すページで、btnViewEntire（全体表示）ボタンをクリックして、このボタンの click イベ

ントに入り、イベント中に以下のコードを記述します。 

 

protected void btnViewEntire_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        MapService.MapParam mp = 
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(MapService.MapParam)Session["MapParam"]; // 現在のマップのパラメータ情報を

取得 

        MapService.MapImage mapImage = 

mapservice.ViewEntire(string.Empty,mp); // 全体表示のメソッドでマップを取得 

        if (mapImage != null) 

        { 

            this.Image1.ImageUrl = mapImage.MapUrl; // 返したマップ画像を

Image コントロール中に表示 

            Session["MapParam"] = mapImage.ReturnMapParam; // 現在のマ

ップの状態を保存 

        }    } 

 

 

2. 拡大機能 

図 5.1 で示すページで、btnZoomIn（拡大）ボタンをクリックして、このボタンの click イベントに入

り、イベント中に以下のコードを記述します。 

 

    protected void btnZoomIn_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        MapService.MapParam mp = 

(MapService.MapParam)Session["MapParam"]; // 現在のマップのパラメータ情報を

取得 

        MapService.MapCoord center = mp.Center; 

        MapService.MapImage mapImage = mapservice.Zoom(center, 2, mp); 

// zoom メソッドでマップを拡大 

        if (mapImage != null) 

        { 

            this.Image1.ImageUrl = mapImage.MapUrl; // 返したマップ画像を

Image コントロールに表示 

            Session["MapParam"] = mapImage.ReturnMapParam; // 現在のマ

ップの状態を保存 

        } 

} 
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3. 縮小機能 

図 5.1 で示すページで、btnZoomOut（縮小）ボタンをクリックして、このボタンの click イベントに

入り、イベント中に以下のコードを記述します。 

 

    protected void btnZoomOut_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        MapService.MapParam mp = 

(MapService.MapParam)Session["MapParam"]; // 現在のマップのパラメータ情報を

取得 

        MapService.MapCoord center = mp.Center; 

        MapService.MapImage mapImage = mapservice.Zoom(center, 0.5, 

mp); // zoom メソッドでマップ拡大 

        if (mapImage != null) 

        { 

            this.Image1.ImageUrl = mapImage.MapUrl; // 返すマップ画像を

Image コントロールに表示 

            Session["MapParam"] = mapImage.ReturnMapParam; // 現在のマ

ップの状態を保存 

        } 

} 

 
 
 ステップ 6：SQL クエリを実現 
 
1. コントロール追加 

Default.aspx ページを開き、下の Design ボタンをクリックして Default.aspx のデザインインター

フェースを開きます。このページに Button を 1 つ追加し、Name プロパティを btnSQL とします。ま

た TextBox コントロールを追加し、クエリ条件の入力に使用します（図 6.1）。 
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図 6.1 

  

2. 機能のコード記述 

図 6.1 で示すページで、btnSQL（クエリ）ボタンをクリックして、このボタンの click イベントに入り、

イベント中に以下のコードを記述します。 

 

protected void btnSQL_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        MapService.QueryParam queryparam= new 

MapService.QueryParam(); // クエリパラメータオブジェクトを設定 

        queryparam.IsAllLayer = true; // 現在のマップのすべてのレイヤーをクエリ

するかどうか設定 

        if (this.TextBox1.Text != "") 

        { 

            queryparam.WhereClause = this.TextBox1.Text; // クエリ条件を設

 48



定、TextBox 中の条件テキストを取得 

        } 

        else { 

            return; 

        } 

        MapService.MapParam mp = 

(MapService.MapParam)Session["MapParam"]; // 現在のマップのパラメータ情報を

取得 

        queryparam.HasGeometry = true; // サーバーに適合する条件の幾何オ

ブジェクトの空間情報を検索させるかどうか設定 

        queryparam.Highlight = new MapService.Highlight(); 

        queryparam.Highlight.HighlightResult = true; // クエリ結果をマップ上で

ハイライトさせるかどうかを設定 

        queryparam.ReturnFields = new string[2]; // どの属性情報を返すかを設

定 

        queryparam.ReturnFields[0] = "SmId"; 

        queryparam.ReturnFields[1] = "SmUserId"; 

        MapService.ResultSet rs = mapservice.QuerySQL(queryparam, mp); // 

SQL クエリを実行 

        if (rs != null && rs.TotalCount > 0) 

        { 

            MapService.MapImage mapImage = rs.MapResult; 

            if (mapImage != null) 

            { 

                this.Image1.ImageUrl = mapImage.MapUrl; // 返すマップ画像

を Image コントロールに表示 

                Session["MapParam"] = mapImage.ReturnMapParam; // 現在

のマップの状態を保存 

            } 

            ShowQueryResult(rs); // 結果が返されたら、新規ウィンドウで幾何レ

コードを表示 

        }  

    } 

 

    /// <summary> 

    /// 結果が返されたら、新規ウィンドウで幾何レコードを表示 
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    /// </summary> 

    /// <param name="resultSet"></param> 

    private void ShowQueryResult(MapService.ResultSet resultSet) 

    { 

        if (resultSet == null || resultSet.Recordsets == null || 

resultSet.Recordsets.Length <= 0) 

        { 

            return; 

        } 

        int tableCount = resultSet.Recordsets.Length; 

        string strQueryResult = ""; 

        for (int i = 0; i < tableCount; i++) 

        { 

            MapService.Recordset curRecordset = resultSet.Recordsets[i]; 

 

            strQueryResult += "<table style=¥"font-size: 9pt¥" border=1pt 

bordercolorlight=#C0C0C0 cellspacing=1pt bordercolordark=#FFFFFF 

bgcolor=#ceccc1 width=100%><tr>"; 

            int headerCount = curRecordset.ReturnFields.Length; 

            for (int j = 0; j < headerCount; j++) 

            { 

                strQueryResult += string.Format("<td>{0}</td>", 

curRecordset.ReturnFields[j]); 

            } 

            strQueryResult += "</tr>"; 

 

            int recordCount = curRecordset.Records.Length; 

            for (int j = 0; j < recordCount; j++) 

            { 

                MapService.Record curRecord = curRecordset.Records[j]; 

                int valueCount = curRecord.FieldValues.Length; 

                strQueryResult += "<tr>"; 

                for (int k = 0; k < valueCount; k++) 

                { 

                    strQueryResult += string.Format("<td>{0}</td>", 

curRecord.FieldValues[k]); 
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                } 

                strQueryResult += "</tr>"; 

            } 

            strQueryResult += "</table>"; 

        } 

        string jsResult = "<script language='javascript'>"; 

        jsResult += "var strTable = '" + strQueryResult + "';"; 

        jsResult += "var 

strFeature='status=no,toolbar=no,resizable=no,menubar=no,location=no,scrollbar

s=yes';"; 

        jsResult += "var aWin = window.open('','QueryResult',strFeature);"; 

        jsResult += "aWin.document.open();"; 

        jsResult += "aWin.document.write(¥"<html>¥");"; 

        jsResult += "aWin.document.write(¥"<head>¥");"; 

        jsResult += "aWin.document.write(¥"<meta http-equiv='Content-Type' 

content='text/html; charset=gb2312'>¥");"; 

        jsResult += "aWin.document.write(¥"<title>SuperMap IS Query 

Result</title>¥");"; 

        jsResult += "aWin.document.write(¥"</head>¥");"; 

        jsResult += "aWin.document.write(¥"<BODY style='font-size: 9pt' 

bgcolor=#eeccE1>¥");"; 

        jsResult += "aWin.document.write(strTable);"; 

        jsResult += "aWin.document.write(¥"</BODY>¥");"; 

        jsResult += "aWin.document.write(¥"</html>¥");"; 

        jsResult += "aWin.document.close();"; 

        jsResult += "aWin.focus();"; 

        jsResult += "</script>"; 

        if (!Page.IsClientScriptBlockRegistered("jsResult")) 

        { 

            Page.RegisterClientScriptBlock("jsResult", jsResult); 

        } 

    } 

 
 
3. デバッグ 

このプログラムを実行する前に、SuperMap IS .NET マップサービスの起動が成功しているかど
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うか確認します。 

Debug メニューの Start コマンドを選択、あるいはツールバーのボタンまたは F5 キーを押して現

在のアプリケーションプログラムのデバッグします。実行後 Default.aspx ページでクエリ条件を入

力します。クエリボタンをクリックすると、ハイライト表示されたクエリ結果と属性情報が返されます。 

 
図 6.2 

 
 
 WebService 開発入門:まとめ 
 
 これまでのステップでは SuperMap IS .NET のの WebGIS サイト制作過程に基づいて、以下の

内容を学習しました。 
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1.   どのように WebService を使用するか 

2.   どのように WebService を使用してマップ表示を行うか 

3.   どのように WebService を使用して基本的な閲覧機能（拡大、縮小など）を実現するか 

4.   どのように SQL クエリ機能を実現するか 
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