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未来志向型 WebGIS 総合プラットフォーム 
SuperMapIS .NET をご理解いただくために 

 
WebGIS とは 

インターネットの普及に伴って、社会経済、国民生活に不可欠な位置情報をキーとする空間情報も

WebGIS（インターネットGIS、ネットワークGIS ともいう）を通して流通し、情報ハイウィ時代の重要な一員とな

っています。 

WebGISは、インターネットとGIS テクノロジーを結びつけたものです。さまざまな空間情報はWWW を通じ

て配信されます。WebGISはまさにGIS 普及になくてはならないツールです。ユーザーはインターネットを介

しWWW の任意のアクセスポイント（節点、ノード）からアクセスして空間情報やマップ（マップ、主題図）を閲

覧し、各種の空間検索や空間解析を可能にします。 

WebGISは空間情報の分散管理と共有を実現し、インターネットを通じたグローバル的な利用だけではな

く、イントラネットやLAN（ローカルエリアネットワーク）を介した組織内の共同利用も容易になり、目的に応じ

た利用形態をWebGISが実現します。 

SuperMap IS .NETとは 

SuperMap IS .NETは、総合WebGIS開発プラットフォームで、多層のソリューションを可能にしています。

特にWebGISに求められる安定性、信頼性、拡張性、セキュリティを重視し、Micorosoft社からWindows 
Server 2003のLOGO認証を受けています。 

SuperMap IS .NETは、行政、住民サービス、ビジネス促進から政策立案、研究支援などのさまざまな分

野に応用され、また、個人ユーザーは不動産情報、災害情報、観光情報、各種サービスのロケーション情報

をブラウザのみで検索したり解析したりすることができます。 

SuperMap IS .NETは、日本スーパーマップ株式会社が打ち出した次世代総合WebGIS製品です。

Microsoft社のWebServicesと.NETテクノロジに基いて開発したもので、SuperMapGISの高度な技術を包

含し、サービス指向の斬新なソフトウェア・アーキテクチャと体系的構造を有し、応用性の高い業務アプリケ

ーション開発を実現するとともにWeb利用にふさわしい快適な同時アクセス能力を有しています。 

SuperMapIS .NETはクライアント、Webサーバー、アプリケーションサーバー、データサーバーにより構

成され、インターネット向けの分散コンピューティング技術を採用し、大型ネットワークGIS アプリケーション

システムの統合をサポートします。 

さて、SuperMap IS .NETはどのように空間情報サービスを提供するのでしょうか？ 

ユーザーはブラウザからリクエストを発信すると、Webサーバーがそれにレスポンスします。リクエストの内

容が空間情報サービスに関わるものであれば、Webサーバーはアプリケーションサーバーにリクエストを振り

向けます。そこでアプリケーションサーバーがリクエストに対し、ミリ秒単位で適切な空間情報処理を行い、処

理結果を画像形式（PNG、JPEG）またはベクタ形式（XML）でクライアントに返します。 
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本ドキュメントをお読みいただくために 

本ドキュメントはSuperMap IS .NETの使い方について全般的に説明したものです。 

情報配信に必要なマップを作成し、マップの概念を理解するにあたって、汎用デスクトップ製品

SuperMapDeskproまたはお使いになるSuperMapアプリケーションの関連ドキュメントをお読みください。 

カスタムアプリケーションを開発するにあたって、本ドキュメント、製品のヘルプ以外にも、汎用コンポーネ

ントGIS 開発キットSuperMap Objectsの関連ドキュメント及び開発に必要なVisual Studio .NET2005また

はその他の.NET開発ツールの関連ドキュメントをお読みください。 

また、.NET開発及び配信に必要なネットワーク知識については各種の市販参考書籍をお読みください。 

本ドキュメントに記載している SuperMap GIS 製品のバージョンについては、特に表記がない場合はすべてバー

ジョン 5.2 となります。予めご了承ください。 
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第1章 SuperMap IS .NET とは 
 
 
1.1 WebGIS総合プラットフォームSuperMap IS .NET 

 
図1.1 SuperMap IS .NETの技術体系 

SuperMap IS .NETはMicrosoft社の.NETテクノロジーとSuperMap Objectsコンポーネント技術を有機に統

合して作り上げた次世代WebGIS総合開発プラットフォームです。Internet 指向の分散コンピューティング技術

を取り入れ、エリアやネットワークを問わない複雑な大型ネットワークアプリケーションシステムの統合をサポートし

ます。SuperMap IS .NETはクライアント側UGI コンポーネント、Webサーバー拡張、アプリケーションサーバー、

データサーバー及びリモートマネージャーなど複数のコンポーネントから構成されています（図1.1）。 

1.1.1 空間情報の配信 

空間情報の配信はWebGISの基本機能です。SuperMap IS .NETは、インターネットエクスプロラー（IE）  など

のWebブラウザの標準機能で操作でき、操作の簡便性、セキュリティ保持を十分考慮しています。 

ユーザーは、リアルタイムに空間情報の表示と検索を実行できます。インタラクティブ方式によるデジタルマップ

の空間検索や空間解析（例えばルート解析など）をサポートし、また位置情報をキーとしたオンライン情報サービ

スなどを提供します。 

SuperMap IS .NETWebサーバーにアクセスすると、クライアント側はHTTPプロトコルに基づいたリクエストを送

信し、Webサーバーがこれにレスポンスします。このリクエストが空間情報処理を必要とする場合、Webサーバー

はリクエスト（全部あるいは一部）をアプリケーションサーバーに転送し、アプリケーションサーバーが相応の処理

を行い、処理結果をWeb標準画像形式（PNG、JPEG）またはベクタ形式（XML）に変換しクライアント側に返しま
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す。 

SuperMap IS .NETはインタラクティブ方式によるデジタルマップの操作、検索などの一般的なWebGIS機能

を提供する以外に、ルート解析、目標物のバッファ解析、乗換検索など、高度な空間解析機能とアプリケーション

モデルを提供します。 

1.1.2 空間情報サービスの配信 

Webアプリケーションプログラムの作成、空間情報の可視化配信は、SuperMap IS .NETの重要なアプリケーショ

ン方式です。また位置情報をキーとしたWebServiceを配信することが可能で、SuperMap IS WebServicesはインタ

ーネットを介してMapService（マップ表示）、QueryService（マップ検索）、SpatialAnalysisService（空間解析）など、

空間情報サービス機能を配信します。サービスプロバイダは自分のウェブサイトでこれらのネットワークサービスを

直接配信し、よく使う空間情報処理機能をサービスとして提供します。 

空間情報サービスの配信は、空間情報の配信だけではなく、空間情報を取得して独自の空間解析などを可能

にし、空間情報ソリューションに寄与するものです。 

またSuperMap IS Web Servicesは、第三者が開発したネットワークサービスとシームレスに統合し、より業務に適

合したネットワークサービスを構築します。これにより、データ、ハードウェア、ニーズにマッチしたユーザーフレン

ドリーなサービスを提供することができます。エンドユーザーはこれらのサービスを利用して空間情報サービスに

対するニーズと必要な機能を十分実現する一方で、自ら空間情報を管理する必要がなくなるので、データ作成、

システム作成やメンテナンスのコストを大幅に引き下げることができます。 

SuperMap IS .NETが提供するWeb Servicesを利用して、異構造システム間で空間情報サービスを迅速に統合

できます。例えば、J2EE に基づいたシステムは、容易にSuperMap IS .NETに接続し、空間解析サービスを提供

できます。 

1.1.3 空間情報のオンライン編集 

WebGISを利用して空間情報のオンライン編集や修正のニーズが高まっています。SuperMap IS .NETは複

数ユーザーが同時に、データ入力やメンテナンスのオンライン遠隔編集を行う機能を提供しています。 

1.1.4 空間情報サービスのリモート管理 

SuperMap IS .NETの空間情報サービス管理メニューはブラウザに置き、アプリケーションサービスの管理を行

い、サービスを中断せずに動的にシステムパラメータを遠隔修正できます。 

1.1.5 メタデータの配信と管理 

SuperMap IS .NETはマップカタログサービス（フォルダサービス）を提供します。WebGISサイトのメタ情報を

収集し、業種別、地域別など複数レベルのカタログ（フォルダ）を用意することにより、メタ情報を利用して空間情

報の共有と統合を行います。 

空間情報サービスプロバイダは、提供できる空間データに関する記述をセンターのデータベーに格納された

マップカタログサービスに登録し、メタデータを一元管理します。ユーザーはマップカタログサービスの検索を通じ

て、空間情報サービスプロバイダの関連情報を取得し、情報の所在を取得します。ゲートウェイを使っているため、

位置情報をキーとした空間情報検索向けの強力ツールです。 

マップカタログサービスは純粋にWeb技術に基づき構築し、業務用B/Sアプリケーションと容易に統合できます。

また完全にStatelessなサービスなので、システムの規模を容易に拡張できます。 
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1.1.6 OGC 規格をサポート 

OGCは一連の空間データの共有と異構造システム間での相互操作に関するプロトコルを制定しています。異

構造システムは一致した操作言語とコマンドパラメータに従い、相互操作を行います。WMSはこれらの標準プロト

コルの中で も重要なプロトコルで、Web Mappingの操作に関する規格となり、また異構造システム間のネットワ

ークマップ操作に関する共通ゲートウェイ（Common Gateway）です。SuperMap IS .NETはWMS1.3規格をサポー

トしています。WMS及び他の規格についてはOGCウェブサイト（http://www.opengis.org/）の関連ドキュメントを参

照してください。 

1.1.7 WebGIS に基づく総合情報プラットフォーム 

SuperMap IS .NETは、パワフルな機能を持った空間情報サービスを提供するツールだけではなく、本質的に

WebGISに基づく総合情報プラットフォームです。これはSuperMap IS .NETが既存のWebGISとの根本的な違

いです。 

SuperMap IS .NET開発キット（SDK）には豊富な内容が含まれており、多様な開発方式をサポートしていま

す。 

WebControlsシリーズは可視化コントロールを提供し、ドラッグ＆ドロップ方式のプログラミング方式を使用して、

デスクトッププログラムRADの開発を体験します。可視化開発は、作成画面とプレビュー画面を同一インターフェ

ースにしています。 

Web ServiceはWebGIS機能を提供し、異構造システムとシームレスな統合ができます。 

SuperMap IS .NETも純スクリプト開発方式を提供します。 

空間情報サービスエンジンはカスタム定義情報の記述機能を備えた.NETコンポーネントです。このため、デフ

ォルトで提供するエンジンで業務ニーズを満たせない場合、継承あるいはクラスタ方式によりエンジンの重複利用

が可能で、カスタムエンジンを開発し、手軽にアプリケーションサーバーに統合できます。 

 
1.2 SuperMap IS .NETの技術的特長 

SuperMap IS .NETは先進的なアーキテクチャーのもと、.NETコンポーネント式技術に基づいて開発したので、

多様なソリューションを通じてWebGISのニーズを満たすことができます。SuperMap IS .NETを使用して、空間情報

サービスウェブサイトを迅速に構築することが可能です。 

SuperMap IS .NETにはマルチソースデータシームレス統合、大容量データ管理、サーバークラスタ、マルチレ

ベルのキャッシュメモリ構造設計など、SuperMapGISの優位な特長を取り入れており、マルチマップエンジンの同

時処理をサポートしています。技術的には以下の特長があります。 

1) コンポーネント設計で、管理が容易です。 

2) マルチソースデータシームレス統合と高速アクセスを実現しています。 

3) サーバークラスタにより同時アクセス数の高度な伸縮性を有します。 

4) クライアント側とサーバーのマルチレベルキャッシュメモリ構造。 

5) コンパイル実行 6)総合 Web 情報プラットフォームとして位置づけています。 
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1.3 SuperMap IS .NETシステム構造 

SuperMap IS .NETは完全に.NETの基礎に立っており、インターネット指向の分散型コンピューティング技術

を採用し、クロスエリア、クロスネットワークの複雑で大型のネットワークアプリケーションシステムの統合をサポート

します。SuperMap IS .NETはマルチレイヤーソフトシステム構築を採用し、ロジック上各モジュールの性能とイン

タラクティブの関係に区別されますが、物理的には本当の意味でのモジュール独立を実現しました。クライアント

アプリケーションプログラム、Webサーバー拡張、アプリケーションサーバー、データベースサーバー、それぞれ

がすべて単独でメンテナンスやアップグレード、アップデートを行うことができます。 

SuperMap IS .NETは、システム規模の拡張とWebサーバーの拡張をクリアに実現します。アプリケーションサ

ーバーとデータベースサーバーは、物理的に同じコンピュータに設定したり、また別々のコンピュータ群に設定す

ることが可能です。Webサーバーの拡張で、複数台のサーバーは共同で同じタスクまたは別々のタスクを実行し、

演算して空間情報サービスに提供します。 

SuperMap IS .NET クライアント 

SuperMap IS .NETは広汎なクライアントプログラム、例えばIE、Netscape、Mozillaなどのブラウザだけではなく、

デスクトップアプリケーション、モバイル端末、携帯電話、各種のウェブアプリケーションプログラムからのアクセス

をサポートしています。ユーザーは様々な形式で、SuperMap IS .NETで構築されたサイトに気軽にアクセスできま

す。 

本ドキュメントでは、特に説明がない場合、クライアントはブラウザを指し、またクライアントプログラムは

SuperMap IS .NETが提供するブラウザのみで実行できるHTML/JavaScriptプログラムのことを指します。 

SuperMap IS .NET サーバー拡張 

SuperMap IS .NETは、HTTP標準のポート（80または8080）を採用して空間情報サービスを提供し、それ以

外のポートを開放する必要がありません。したがって、空間情報サービスの構築は、普通のWebサーバーと同様

にセキュリティを十分保持します。Webサーバーの成熟技術（例えばCache 、Session）を活かして空間情報サ

ービスを拡張することも可能です。 

SuperMap IS .NETはWeb Service技術を導入し、拡張可能なデータ交換プロトコルXMLファイルを採用して、

異構造システム間での相互運用、データ交換と統合を容易にしました。この技術で、大規模なシステム統合によ

るプラットフォームの入れ替えに伴うコストを大幅に引き下げることができます。同時に、サービスプロバイダは、

SuperMap IS .NETが提供するWeb Serviceと結びつけてWebによる統合情報サービスを提供し、空間情報を

活用した高付加価値を創出することができます。 

SuperMap IS .NET アプリケーションサーバー 

パワフルなサーバークラスタ能力を提供します。複数サーバーでのマルチアプリケーションクラスタだけでなく、

単一サーバーでの複数アプリケーションクラスタも実現します。このようなシステム構造により、設備の利用効率が

十分発揮でき、ハードウェアとソフトウェアへの投資を大幅に抑え、ユーザーの同時アクセス数も向上させることが

できます。SuperMapIS .NETアプリケーションサーバーは、.NETコンポーネント技術をもとに作り上げており、複数

の異なるエンジンを並行して実行することも可能です。複数の事前定義空間情報処理サーバーエンジンコンポ

ーネントを提供し、ユーザーはこれらのエンジンを再利用して、業務アプリケーションを短期間で開発できます。 

 
データベースサーバー 

SuperMapGISの大容量空間データベースエンジンSDX+/SDX+5を組み入れています。Oracle、SQL Server、

SybaseなどのRDBで空間データと属性データを一体化管理します。 
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1.3.1 SuperMap IS .NET のリクエスト処理プロセス 

Webサーバーとアプリケーションサーバーは、クライアントはマップ操作を行っているときに、個々のユーザー

のリクエストに対し、Session処理を行い、ステータスパラメータを常に 新の値で持っています。 

SuperMap IS .NETに基いて開発したWebサーバーは、ASPXページとなります。ASPXページは複数のダイ

ナミックページエレメントから構成されます。 

空間情報サービスに関するリクエストは、一般的にかなり複雑で、時間もかかる操作となります。Webサーバー

を利用して提供する処理結果をキャッシュできれば、Webサービス拡張機能はこれらのキャッシュ結果を直接に

利用できます。そうすれば、ユーザーのリクエストに速やかにレスポンスでき、同時アクセス処理能力を向上させる

ことができます。 

1.3.2 コンポーネント構造 

SuperMapIS .NETは、コンポーネント方式で設計し、すべてのモジュールがサーバーサイドで管理し実行しま

す。クライアントで実行するHTML/JavaScriptはSuperMap IS WebControlsの中ににカプセル化してあり、ブラ

ウザはプラグインやJavaAppletを一切ダウンロードする必要はありません。サーバープログラムかクライアントプロ

グラムかを問わず、コンポーネント技術に基づいて設計と開発を行い、サーバーサイドで集中管理と設定を行い

ます。 

 
1.4 サーバークラスタ構造 

SuperMapIS .NETは、アプリケーションが置かれている物理サーバーと無関係で、すべてのアプリケーション

が唯一のマップ名タグを通じてクラスタサーバーから呼び出しとタスク振り分けを行います。空間情報サービスサ

イトでは、少なくとも1つのメインクラスタサーバーがあり、1つまたは複数のアプリケーションサーバーを同時に設

置することができます。アプリケーションサーバーはいずれも1つまたは複数のアプリケーションを置くことができ、

同一のアプリケーションも異なる物理サーバー上に置くことができます。データやアプリケーションがどのサーバ

ーに置いてあるのか、また自分のリクエストをどのサーバーで処理されているのかは、ユーザーには見えない構

造となります。 

アプリケーションサーバーが、サーバークラスタに参加すると、クラスタサーバーとアプリケーションサーバーが

使用するポートの範囲が異なりますが、ユーザーは何も意識せずにアクセスできます。 

SuperMap IS .NETのクラスタサービスはいわゆる「ロードバランシング技術」を使っており、主にロードを計算

指標とし、同時アクセス数とその他の指標を考慮します。ロードアルゴリズムが予知により各アプリケーションサー

バーのロードを絶えず修正し、瞬間的に出された種々のリクエストに もふさわしいアプリケーションサーバーに

処理を分配します。 

SuperMap IS .NETのクラスタは、ロードバランシング、タスク分配以外にアプリケーションサーバー耐用性強

化の役割も果たします。単独サービスでは、システム耐用性はアクセス状況により影響を受ける恐れがあります。 
アプリケーションのロードバランスサーバーとして、クラスタサービスは各アプリケーションサーバーノードの運用

状況をモニターします。アプリケーションサーバーノードはクラスタサービスが制御するサーバークラスタ群に参加

すると、ログアウトするまでクラスタサービスのリアルタイムモニターリングを受けます。アプリケーションサーバーノ

ードはクラスタサービスに常にロード状況を報告します。クラスタサービスはアプリケーションサーバーの状態報告

信号を受信しないと、そのアプリケーションサーバーノードが正常な状態でサービスを提供できないと判断しま

す。 
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クラスタサービスにおけるSuperMap IS .NETの機能実現は複雑ですが、システムリソース消費を増加させず

にレスポンス速度を向上させるのに着目しています。クラスタサービスによる開発と運用の複雑さをできるかぎり抑

えて、さらに以下の長所を生み出します。 

• 改良した伸縮性：伸縮性のあるロードバランス層によって、システムの耐用性を高めると同時に、リクエスト

受け入れ能力を保持します。 
• より高い耐用性：ロードバランシングを通じて、サーバーはオフラインでメンテナンスができ、しかもサービス

を停止することはありません。 
• より低いコスト：既存サーバーも活用できますので、サーバー買い替えなどに比べると、コストを抑えることが

できます。 
 

 

1.5 データ伝送オブジェクト（DTO） 

異なるサーバー間で如何にして有効にメッセージ伝送するかというのも、WebGIS研究の主要な内容の1つです。

XMLでパラメータを伝達することもしばしば考えられていますが、SuperMap IS .NETは、伝送効率を考慮してバイ

ナリー形式のデータ伝送オブジェクト（DTO）を採用しています。 

SuperMap IS .NETはDTOを定義しています。DTOは、プロセスやネットワークの境界を越えたデータ伝送の器

としてWebサービス拡張とアプリケーションサーバー間での複雑なデータ伝送に用いられます。DTOの定義を通

して、すべてのWebサービスをアプリケーションサーバーでの処理に必要なパラメータに拡張し、アプリケーション

サーバーが処理を終えた後に返す結果をカプセル化します。 

 
1.6 SuperMap IS WebServiceとWMS  

OGC Webサービス規格には、3種類の基本的マップ参考情報アクセスサービスが含まれています。Webマッ

ピングサービス、WMS、WebレイヤーサービスとWeb特徴サービスです。OCG Webサービスが提供するサービ

スフレームワークは、インターネット環境の下、異なるWebGISシステムが相互運用を行ったりデータ共有したりす

るためのプラットフォームです。SuperMap IS .NETはWMS規格V1.3をサポートします。 

SuperMap IS WebServiceはデータとGIS機能を統合してインターネットで提供します。サービスプロバイダは

すでに持っているデータを利用し、SuperMap IS WebServiceを直接または拡張して利用し、GIS機能を持った

特色的なアプリケーションサービスを提供することができます。例えば、 

• 位置検索サービス：地名などを入力すると、あいまい検索によりマッチングされた空間情報リストが提供され

ます。 
• ITSサービス：複数のドライブルートに基き、 適ルートやドライブ情報を提示します。 
• 統計情報サービス：行政区の名称またはコード番号を入力すると、人口や経済指標、統計マップ、帳票を

生成します。 
• 高解像度航空衛星サービス：高精度基盤地形図を提供します。 

 
SuperMap IS WebServiceを受ける消費者は、インターネットに接続する能力を備えたクライアントプログラム、

例えばブラウザ、デスクトップアプリケーション、組込みターミナルディバイス（モバイル機器など）などで

SuperMap IS WebServiceが提供するGIS機能を利用することができます。サービスプロバイダはデータをは絶

えず更新し、アプリケーション機能を強化することにより、消費者はこれらの新しいサービスを直接享受することが

できます。 
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SuperMap IS WebServiceとインターネットを介した空間情報サービスアプリケーション構築ブロックは、重複

利用可能なプログラミングユニットで、インターネットまたはインターネット上のその他のシステムから伝送されたリ

クエストを受け入れてコマンドを実行し、結果を返す軽量級の独立した情報通信技術を提供します。通信は

HTTPに基づいたSOAPプロトコルを採用しています。 

SuperMap IS WebServiceは空間データのアクセス・処理・解析の機能をカプセル化し、WSDLでGIS機能を

表現し、サービス利用者に統一した呼び出しインターフェースを提供します。利用者はサービスプロバイダの物

理的データ構造や機能実現方法を意識せずに利用でき、またプロバイダはデータとシステムのセキュリティを保

証するために構造や方法を公開しなくて済むのです。 

SuperMap IS WebServiceは.NETテクノロジー技術を採用して構築されており、同時にSOAPプロトコルにベ

ースを置いています。プラットフォームに関係なく、異構造システムで同じ方式で相互運用ができます。異なるシ

ステムは統一の運用プラットフォームのサポートを必要とせず、異なる開発言語（C++、Java、C＃ 等）と開発ツ

ールでSuperMap IS WebServiceの提供する機能を呼び出すことができます。ユーザーシステムとSuperMap 
IS WebServiceのホストシステムは緩やかなカップリングで、システムアップグレードやプラットフォームが変更さ

れても相互に影響を与えません。DOCM 、COBRA 等の分散型コンピューティング技術の緊密なカップリングに

より、システムメンテナンスの代価が大きいという問題を解決します。 

カスタム定義拡張にはオープンなシステム構造を有しており、サービスプロバイダは、業務内容に応じて更に

高レベルのアプリケーションWebサービスを開発してSuperMap IS WebServiceに統合することができます。
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第2章 SuperMap IS .NET のインストール 
 

 
2.1 実行環境 

SuperMap IS .NETは.NETテクノロジーに基づき開発され、B/S構造を成しています。ソフトウェアはサーバー側

とクライアント側に分かれ、サーバー側はウェブサイトで実行される各種サービスプログラムおよびこれの関連部

分を指します。実行環境は基本的にサーバー側ソフトウェアを指し、サービスプロバイダ（またはウェブサイト運営

者）が制御する部分です。クライアント側はエンドユーザーがインターネットにアクセスする際に使用するソフトウェ

アを指し、一般的にはブラウザがこれに相当します。 

SuperMap IS .NETクライアント側は広範囲に及びますが、 も一般的にはブラウザとスクリプトプログラムを指し

ます。クライアント側は標準のHTML/JavaScript を使用しており、エンドユーザーはプラグインまたは他の補助ソ

フトウェアをインストールする必要がありません。エンドユーザーは一般的なブラウザのみが必要でハードウェアや

OS に依存しません。したがって、以下に述べるハードウェア環境は、サーバー側のものを指しています。 

2.1.1 ハードウェア環境 

表 2.1 動作環境（サーバー側） 
ハードウェア 最低構成 推奨構成 

CPU  400MHz 以上 2GHz 以上2CPU  

メモリ 256MB 以上 1GB 以上 

ハードディス 1GB 以上 40GB 以上 

CD-ROM ド ラ イ

ブ 
必要 必要 

ネットワークカー

ド 
必要 100MB/1GB  

ディスプレイ VGA またはSuperVGA 
SuperVGA 解 像 度

1024×768  

ビデオカード 32MB 以上 64MB 以上 

 
（注意）SuperMap IS .NETをインストールする際、セットアッププログラムはPCの使用可能ハードディスク容量を自動計

測します。完全なインストールにはおおよそ200MBのハードディスク容量が必要です。またカスタム定義のインストール

にはおおよそ100MBから200MBのハードディスク容量が必要です。データベース及びデータに必要な容量は含まれま

せん。具体的にはユーザーがインストールするサービスとツールによって決まります。 

 
 

2.1.2 ソフトウェア環境 OS（オペレーションシステム） 

Windows 2000（SP2 以上） 
Windows NT4.0（SP4+IE5.0 以上） 
Windows XP Professional（SP2 以上） 
Windows 2003 Server（SP1 以上） 

推奨するオペレーションシステムは Windows 2000 advance Server、Windows Server 2003 です。 
 

その他のソフトウェア 
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Microsoft IIS  
.NET Framework 2.0 
Microsoft Enterprise Instrumentation 
SuperMap Objects ( 開発ライセンスまたはランタイムライセンス) 
DirectX （オプション）：SuperMap IS .NETとその他のSuperMap Objectsで開発したプログラムを同時に

実行する際にインストールする必要があります。参考URL：
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx 
開発ユーザーはMicrosoft VisualStudio .NET 2005あるいは他の開発ツールをインストールする必要があ

ります。 
 

2.1.3 インストールと設定 

SuperMap IS .NETの実行に必要な一連のソフトウェアのインストール手順について説明します。 

インストール手順 

SuperMap IS .NET及びそのすべてのコンポーネントの稼動を保証するために、必ず以下の手順に従ってイ

ンストールを行ってください。 

表 2.2 インストール手順参考表 

手順 参 考 備 考 

1  ハードウェア環境をチェック 最低限のハードウェア環境 

2 
OS の イ ン ス ト ー ル （ Windows2000/2000 

Server/XP/2003 Server）   
OSのインストール 

3  IISのインストール/設定 IISのインストール/設定 

4  .NETFramework のインストール/設定 .NETFramework のインストール/設定 

5  説明ファイルを読み、最新の情報を取得 
説明ファイルはSuperMap IS .NETインストー

ルCD のルートフォルダにあります 

6  SuperMap Ojbects のインストール SuperMap Objects 5.2のランタイムライブラリ 

7  SuperMap ライセンス設定ツール ライセンスファイルの読み込み 

8  SuperMap IS .NETのインストール  

9  SuperMap IS .NETの設定  

10  WebGISウェブサイトの配信  

11  DirectX のインストール 

オプション。SuperMap IS .NETとSuperMap 

DeskproなどSuperMapデスクトップツールを同

時に実行する必要がある際にインストール 

 
Microsoft IIS のインストールと設定 

OSのインストール完了後、まずMicrosoft IISをインストールします。.NET Frameworkをインストールした後に

IISをインストールすると、IISの.NETに対するサポートプログラムを手動でインストールしなければなりません。特

に注意してください。また、SuperMap IS .NETインストールプログラムを実行する際もIISのサポートが必要です。

インストールプログラムは自動でテンプレートフォルダを複数作成します。 

IISのインストールが成功したかどうかをチェックするには、ブラウザ（IE）でhttp://Localhostにアクセスしてくださ

い。正確にアクセスできたら、IISのインストールに成功したことを意味します。 
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.NET Framework のインストール 

IISのインストールが完了したら、.NET Frameworkをインストールします。.NET Framework はSuperMap 
IS .NETの実行のみサポートします。開発を行う場合、Microsoft Visual Studio.NET 2005（推奨）または他の開

発ツールをインストールしてください。 

SuperMap Objects のインストール 

SuperMap IS .NETに付随するSuperMap Objectsランタイム版をインストールします。SuperMap Objectsラ

イセンス設定ツールを使ってライセンスを有効にします。 

開発を行う場合は、別途SuperMap Objects開発版ライセンスを別途購入し、インストールする必要がありま

す。 

SuperMap IS .NET のインストール 

SuperMap IS .NETインストールプログラムを実行します。Setup.exeを実行するとインストールプログラムを起動

できますので、インストールウィザードに従ってインストールしてください。 

DirectX のインストール 

オプションでインストールします。（http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx） 

インストールの照合と診断 

システムのインストール及び設定が完了したら、システムが正確にインス

トールされているかどうかをチェックします。SuperMap IS .NET サービスを

起動し、次に http://localhost/aspxdemo にアクセスします。インストール

に成功している場合は、SuperMap IS .NET DEMO ウェブサイトが起動し、

東京 23 区のマップが表示されます。 

正確に表示されない場合は表 2.2 のインストール手順参考表に基づい

てインストールの確認を行ってください。 

また、参考手順通りインストールした場合は、図 2.1 に示すように、一連

の仮想フォルダが自動作成され、インストールの成功を意味しています。 

 

 

 

 

 

2.2 SuperMap IS .NETライセンス情報の設定 

 
2.2.1 SuperMap IS .NET のライセンスタイプ 

 SuperMap IS .NET では 3 種類のバージョンのライセンスタイプがあり、それぞれ SuperMap IS .NET 
Development（開発版）、SuperMap IS .NET Proffessional（プロフェッショナル版）、SuperMap IS .NET 
Enterprise（エンタープライズ版）があります。各バージョンでは使用権限の範囲が異なり、SuperMap IS .NET の

ライセンス設定の際、ご購入されたライセンスに基づいて設定する必要があります。 
 
 3 種類のバージョンの使用権限の違いは、IC&C（知能クラスタ・キャッシュ。速度向上に有効）を使用できるかど

うか、外部へリリースできるかどうか（マップ画像に未登録の表示が入るかどうか）です。下の表は、3 種類のバー

ジョンの使用権限を表したものです。 
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表 2.3 SuperMap IS .NET 使用権限の区分表 

バージョンの種類 IC&C の使用 外部リリースの許可 

SuperMap IS .NET 

開発版 
あり なし 

SuperMap IS .NET 

プロフェッショナル版 
なし あり 

SuperMap IS .NET 

エンタープライズ版 
あり あり 

 

SuperMap IS .NET サービスが起動する時、まずユーザーが設定したライセンス情報を読み取ります。同時に、

エンタープライズ版→プロフェッショナル版→開発版の優先順位に基づきライセンス情報を検索し、ライセンスタ

イプに基づき、対応する GIS サービス権限を付与します。もし、お客様が同時に複数のライセンスタイプを登録し

ている場合、例えばエンタープライズ版の試用ライセンスとプロフェッショナル版の正式ライセンスがあり、2 つのラ

イセンスをライセンス設定ツールで設定済みの場合、SuperMap IS .NET サービスは上述した順序により、まずエ

ンタープライズ版のライセンスを検出し、このバージョンによる SuperMap IS .NET サービスの権限が付与されます。

このような場合で、プロフェッショナル版のライセンスを使い、エンタープライズ版のライセンスは使わないようにす

るには、事前にライセンス設定ツールでエンタープライズ版のライセンス情報を削除しておく必要があります。（削

除方法：ライセンス設定ツールで「Enterprise」を選択し、それから故意に間違ったライセンス設定を行えば可能で

す。） 

 

ライセンスの設定については、別ファイル「SuperMapIS.NET ライセンス情報設定.pdf」をご参照ください。
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第3章 SuperMap IS .NET サービスの管理 
 
 

SuperMap IS .NET のインストールが完了したら、サービスの設定を行います。SuperMap IS .NET サービス

の管理と設定はローカルまたはリモートを通じて Web ブラウザ上で行います。SuperMap IS .NET をインストール

する際に作成された IS Manager のページはそれに該当します。サーバーサイトのすべての Services の監視と

停止、起動操作を行い、プロセスの監視と管理を実行し、SuperMap IS .NET サービスとパラメータ設定を行いま

す。 
 

3.1 サービス管理（IS Manager）サイトへのログオン 

ローカルログオン、インターネット/イントラネット・リモートログオ

ンによりIS Managerサイトに進むことができます。ローカルのログオ

ンとはSuperMap IS .NETサービス管理サイトをインストールした機

器でのログオンを指します。リモートログオンとはSuperMap 

IS .NETサービス管理サイトをインストールした以外の機器でのロ

グオンを指します。サイトへのログオンのセキュリティ設定、ユーザ

ーの管理設定はIS ManagerサイトサーバーホストOSと統合されて

おり、IS ManagerサイトログオンアカウントはIS Managerサーバー

ホストのWindowsアカウント管理サービスを利用してください。 

IS Managerサイトへのログオンアカウントを用いてサーバーホス

トにログオンする際、ローカルでブラウザ(IE)により、http://Localhost/ISManager または

http://ServerName/ISManager にアクセスし、ユーザーの検証を行わずにサービス管理と設定サイトに進むこと

ができます。リモートログオンによりIS Manager サイトにアクセスする際は、ユーザー名とパスワードの検証が必要

です。図3.1はログオンウィンドウです。 

 
3.2 サービス管理サイトの紹介 

SuperMap IS .NETサービス管理サイトはサーバーの設定とサーバーパラメータの管理、サーバーOSのすべ

てのサービスの監視と管理、SuperMap IS .NETサービス及び他のサービスの停止と起動、OSのプロセス監視と

管理、OSログレコードイベントの表示などを行います。 

図3.2はサービス管理サイトのトップページです。それぞれのサービスの設定ページに入って、設定することがで

きます。 
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図3.2 サービスサイトトップページ 

 

3.3 サーバーホスト情報の設定 

「サーバー情報」をクリックするとホスト情報設定ページ（図3.3）に進みます。ここでサーバーホストのOS とバ

ージョン情報、CPU の速度及び数量、累計起動時間、サーバーIP アドレスなどのソフトウェアとハードウェアの

設定情報を知ることができますので、システムリソースの設定とIS Managerパラメータの設定を行う際の参考となり

ます。 

 
図3.3 サーバーホスト情報設定ページ 
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3.3.1 サービス管理 

サービス管理はOSのサービスマネージャと類似しており、サーバーホストOSのすべてのサービスの実行状態

が実行中かそれとも停止中かを調べることができます。また、ASP.NETState Service、SQLSERVERAGENT、

SMTP Servicesなど、サービス管理画面でこれらのサービスを起動または停止できます。サービス管理の 重要

な機能はSuperMap IS .NETサービスの管理です。 
「サービス」をクリックすると、サービス管理画面（図3.4）に進みます。それぞれのサービスにステータス表示欄と

「コントロール」ボタンがあります。ステータス表示欄は「停止中」と「実行中」でサービスの実行状態を表します。サ

ービスを起動または停止したいときは、「コントロール」をクリックして図3.5に示すようなサービスコントロールウィン

ドウを表示させ、サービスの起動または停止を選択して、「サブミット」ボタンをクリックします。 

 
図3.4 サービス管理画面 

 

 
図3.5 サービスコントロールウィンドウ 
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3.3.2 プロセス管理 

プロセス管理はサーバーOSのすべてのプロセスの監視と管理を行い、これにはプロセスで使用するCPU、

CPU時間、メモリなどの情報が含まれますので、システムリソースの使用状況を監視するのに便利です。プロセス

管理により、使用リソースが多すぎ且つ必要のないプロセスを終了することができます。OSタスクマネージャに類

似したツールなので、システムプロセスをリモート管理するのに便利です。 

「プロセス」をクリックしてプロセス管理画面(図3.6)に進みます。それぞれのプロセスの項目にプロセス名、PID、

CPU 、CPU 時間、メモリ使用詳細情報と「終了」ボタンがあります。このプロセスを停止させたいときは、「プロセ

ス」ボタンをクリックして図3.7 に示すプロセスコントロールウィンドウを表示させます。「OK」ボタンをクリックすると、

このプロセスを終了できます。プロセス管理による操作はローカル操作タスクマネージャの効果と同じです。 

 

 
図3.6 プロセス監視画面 

 

 
図3.7 プロセス管理画面 
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3.3.3 システムログ管理 

システムログ管理はOS のイベントチェッカーに類似しており、基本的にイベントチェッカーのすべての機能を

実行します。アプリケーションログレコード、セキュリティログレコードとシステムログレコードをチェックでき、タイプ、

時間、リソースと分類に基づき並び替え表示を行います。またそれぞれのログの詳細情報を閲覧できますので、

機能が揃ったリモートイベントチェッカーであり、またサーバーの実行状態をリモート監視する優れた操作ツール

でもあります。 

「システムログ」をクリックし、システムログチェック画面（図3.8）に進みます。この画面はいくつかの並び替え方

式によるログレコードのチェックを提供し、またイベントのタイプを選択したチェックができます。「詳細」ボタンをクリ

ックすると、図3.9に示すような、該当するイベントのより詳細な情報ウィンドウを表示します。 
 

 
図 3.8 システムログチェック画面 

 

 
図3.9 イベント詳細情報ウィンドウ 
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3.4 SuperMap IS .NETの設定 

「ISの設定」をクリックすると、SuperMap IS .NETサービスパラメータの設定画面に進みます。これにはSuperMap 

IS .NETシステム設定パラメータ、アプリケーションサーバー設定パラメータなどが含まれます。図3.10 はIS 設定

のトップ画面で、画面の下側に「進む」と「保存」のリンクがあります。「進む」のリンクをクリックすると、システムはユ

ーザーを誘導してステップごとにサーバーパラメータの設定を行います。パラメータの設定が完了したら、忘れず

に「保存」をクリックして編集結果を保存してください。IS設定画面は「進む」をクリックせずにステップごとにサーバ

ーパラメータの設定を行うことができます。画面左側の階層構造のそれぞれの項目を直接クリックしても対応する

パラメータの設定画面に進むことができます。以下にISサービス設定のそれぞれのオプション画面を紹介します。 

図3.10 に示すように、「ISの設定」をクリックしてIS設定トップ画面、すなわちシステム設定画面に進みます。 

 

 
図3.10 システム設定画面 

 

システム設定 

システム設定画面はマップ画像出力パス、ホスト名とバーチャルフォルダを設定します。SuperMap IS .NETをイ

ンストールする際に、システムは自動にバーチャルフォルダ「Output」を作成します。バーチャルフォルダの物理

パスとはOutputフォルダを指し、アプリケーションサーバーが処理結果を配信用の画像に生成するときに自動に

Outputフォルダに保存します。クライアント側はデフォルトの状態でバーチャルフォルダ「Output」パスを通して画

像を取得します。主にサーバーのディスクリソース管理用に使います。 

画像出力パスはアプリケーションサーバーの画像出力パスを指定します。画像の保存には比較的大きなディス

クリソースを消費し、画像出力パスを設定することにより、所定のOutputフォルダから別のフォルダまたは別のディ

スクドライブまたは別のPCに変更し、サーバーのディスクリソース管理をより柔軟に行うことができます。クライアン

ト側が配信されるマップ画像を取得する際に特に影響は受けません。 

画像生成ホスト名は配信画像の一時ファイルを保存するホスト名を指し、IPアドレス、URL、またLAN上におい

てはドメイン名、コンピュータ名を指定することが可能です。 
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バーチャル画像フォルダはデフォルトではOutputとなります。他のプログラムで既にOutputフォルダを使用して

いる場合、変更します。ホスト名とバーチャルフォルダ名はすべてURLの構文に含まれます。 

それぞれのステップを設定するたびに「保存」をクリックして、すぐにパラメータの設定結果を保存してください。 

サーバーリスト 

図3.1１に示すように、システム設定が完了したら、「進む」をクリックしてサーバーリスト画面に進みます。 

SuperMap IS .NETを搭載したサーバーは複数のアプリケーションサーバーを管理できます。複数のワークスペー

ス（SuperMap のマップ管理ファイルSMW、SXWを指す）を同時に起動し、複数の空間情報サービスを同時に提

供することが可能です。ただし、1つのアプリケーションサーバーは1つのワークスペースを受け持ちます。アプリケ

ーションサーバーは必要に応じて自由に追加や削除ができ、また対応するパラメータを編集できます。以下にア

プリケーションサーバーの追加、削除とアプリケーションサーバーのパラメータ編集について説明します。 

• アプリケーションサーバーの追加：サーバー入力ボックスにアプリケーションサーバー名を入力し、次に

「追加」をクリックします。無効なアプリケーションサーバー名を入力した場合は、システムがそれを指摘しま

す。有効な場合アプリケーションサーバーはサーバーリストに表示されます。図3.11に示すように、リスト上

のアプリケーションサーバー名に対し、それぞれ「削除」と「編集」のボタンがあります。 

• アプリケーションサーバーの削除： アプリケーションサーバー名の後の「削除」をクリックすると、当該アプ

リケーションサーバーを削除します。 

• アプリケーションサーバーパラメータの編集：アプリケーションサーバー名の後の「編集」をクリックすると、

図3.12に示すような、当該アプリケーションサーバーのパラメータ設定画面に進みます。 

 

 
図3.11 サーバーリスト画面 

 

 
サーバー設定 

アプリケーションサーバーの設定は、図3.12に示すように、主にサーバーのそれぞれのパラメータの設定機能

を提供します。アプリケーションサーバーのパラメータ設定にはアプリケーションサーバーのタイプ、サービスに使

用するチャンネル名、ポート、クラスタを追加するか否かが含まれます。ポートはデフォルトで8800となっており、ユ
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ーザー設定ポートは1024～65535間の値を推奨します。 

 
図3.12 サーバー設定画面 

デフォルトマップ設定 

デフォルトマップ設定には表示範囲、表示画像サイズ、クオリティ、画像フォーマット及びポイント、ライン、ポリ

ゴンレイヤーのハイライトスタイルなどのパラメータの設定が含まれます(図3.13参照)。ユーザーがこれらのマップ

取得パラメータの情報を指定しない場合は、マップサービスエンジンはシステム定義のデフォルトパラメータに基

づきマップ情報とマップ画像を作成します。 

 
図3.13 デフォルトマップ設定 
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オーバービュー設定 

図3.14はオーバービュー設定画面で、オーバービューの幅と高さの設定を行います。オーバービュー設定画

面はデフォルトマップ設定と同様に、ユーザーが指定しない場合は、システム定義のオーバービューパラメータを

使用します。 

 
図 3.14 オーバービューの設定 

 
 

 

マップキャッシュ 

ここで言うマップキャッシュは、マップサービス処理過程でキャッシュすることで、主にマップアプリケーションサ

ーバーのデータをキャッシュ処理することです。マップキャッシュを設定すると、キャッシュ技術はGIS機能処理結

果をサーバー側に保存します。再度GISのリクエストがあり処理が必要な場合に、マップサービスはこの設定のキ

ャッシュパラメータにより、直接キャッシュのデータを読み取りクライアントに返すかどうかを判断します。この仕組

みによりマップ処理の効率を高めることができます。  

マップアプリケーションサーバーのデータキャッシュは、GISリクエスト処理の結果をキャッシュするもので、マッ

プエンジンの相互通信回数を減少させます。マップキャッシュ画面の設定には、キャッシュを使用するかどうか（キ

ャッシュの開閉）、メモリ消費許容値、キャッシュされたオブジェクトのライフサイクル、キャッシュの保持などのパラ

メータがあります。マップエンジンのデータキャッシュは、GISコンポーネントが処理した結果をキャッシュするもの

で、GISコンポーネントの処理時間を減少させます。以下のパラメータを設定します。1）マップエンジンキャッシュ

を使うかどうか。2）キャッシュが使用するサーバーのCPUの 大比率。3）キャッシュが使用するサーバーのCPU
の 大値。4）キャッシュのチェック間隔。5）主題図のフロー表示をするかどうか。 

キャッシュの保持：マップアプリケーションサーバーのデータがキャッシュされた後、マップサービスの再起動に

より往々にして前回保存した有効なマップサーバー側のキャッシュをすべてクリアしてしまうことがあり、再起動後、

再度時間をかけて新規にキャッシュを作成しなければなりません。この問題を解消すべく、キャッシュの保持サー

ビスを提供します。保持のサービスはマップサーバー側でキャッシュしたインデックスを一定時間間隔ごとにハー

ドディスクのあるファイルに書き込み（SuperMap IS.NETインストールディレクトリ¥Bin¥cache.bin）、マップサービ

スが突発的に停止した後、再起動した際に、前回作成したマップサーバー側のキャッシュがこのファイルを通じて

読み取ることができるようになります。 

ここにキャッシュの保持時間間隔を入力するだけで可能となります。0を入力した場合、保持の操作を実行しな
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いことになります。 

主題図のフロー表示なし：主題図のフロー表示は、マップ上で作成した主題図中でテキスト情報をマップ表示

範囲の変化に伴い移動させるものです。マップ表示範囲が変化した後、テキスト情報の一部分がマップ表示範囲

外にはみ出して見栄えが悪くなります。主題図フロー表示機能はこの状況を回避させることができます。また、

SuperMap IS .NETエンジン側キャッシュからすると、このキャッシュは現在のマップ表示の静態ビューをキャッシュ

するもので、主題図のフロー表示の動態効果はキャッシュに保存することができません。より正確なマップ表示を

提供するために、SuperMap IS .NETでは主題図のフロー表示を行うかどうかを制御するサービスを提供し、主題

図のフロー表示を正確にサポートすることができます。 

現在のマップのあるレイヤーが主題図フロー表示の機能を使用している場合で、マップエンジン側でキャッシュ

を作成するとき、この制御サービスを通じて、主題図フロー表示を取り消すか、それとも主題図フロー表示を使用

してキャッシュを使用しないかを設定できます。 

 

 
図3.15 マップキャッシュ設定画面 

 

マップリスト設定 

1つのアプリケーションサーバーから複数のマップ配信が可能です。マップリストにはアプリケーションサーバー

のマップ情報パラメータが設定でき、マップの追加、削除とマップを保存しているワークスペースのパスパラメータ

の設定が含まれます。図3.16はマップリスト設定画面です。以下にマップの追加、削除と編集機能についてそれ

ぞれ紹介します。 

• マップの追加：マップ入力ボックスに配信したいマップ名を入力し、「追加」をクリックすると、追加されます。

同一アプリケーションサーバーでは、マップ名の重複が認められません。マップ名が重複したり無効な場合

はシステムがそれを指摘します。追加に成功した場合はマップ名がマップリストに表示されます。マップ名

に対し、それぞれ「削除」と「編集」のボタンがあります(図3.16 参照)。 

• マップの削除：「削除」をクリックすると、当該マップのパスがマップリストから削除されます。（マップそのも

のは削除されません。） 

• マップパラメータの編集：「編集」をクリックすると、当該マップのパラメータ編集画面に進みます。 

 21



 

 

 
図3.16 マップリスト設定画面 

 

マップエンジンリスト 

アプリケーションサーバーは、提供するサービスの機能に応じて、1つのマップエンジンを使ったり、複数の異な

るマップエンジンを併用したりすることが可能です。マップエンジンリストではアプリケーションサーバーのマップエ

ンジンパラメータを設定し、これにはエンジンの追加、削除が含まれます。図3.17 はマップエンジンリスト画面で

す。以下にマップエンジンの追加と削除機能についてそれぞれ説明します。 

• マップエンジンの追加：マップエンジン入力ボックスにマップエンジン名を入力し、「追加」をクリックすると、

当該マップエンジンが追加されます。同一アプリケーションサーバーでは、マップエンジン名が重複したり、

無効な場合は、システムがそれを指摘します。追加に成功した場合はマップエンジン名がリストに表示され

ます。マップエンジンに対し、それぞれ「削除」と「編集」があります(図3.17参照)。 

• マップエンジンの削除：マップエンジンの「削除」をクリックすると、当該マップエンジンが削除されます。 
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図 3.17 マップエンジンリスト画面 

 

 

SuperMap IS .NET サービスのコントロール 

パラメータの設定が完了したら、ユーザーはIS Managerサイトで直接SuperMap IS .NETサービスを起動できま

す。操作方法はトップページに戻り、「サービス」をクリックしてServicesManagerページに進み、SuperMap IS 

Managerサービスを探します。サービスが停止しているとのメッセージが表示されている場合は、まずサービスが

対応する「コントロール」ボタンをクリックしサービス管理ウィンドウを開いてください(図3.21、図3.22参照)。次にサ

ービス起動を選択し、「サブミット」ボタンをクリックすると、サービスが開始します。サービス停止も同様です。 

SuperMap.IS.Managerサービスがすでに実行されているとき、ユーザーがパラメータを変更しても、サービスを

再起動する必要はありません。SuperMap IS .NETサービス管理はサービスを中断せずに、動的にパラメータを修

正できます。 

 
図3.18 ISサービス起動画面 
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図3.19 ISサービスの起動/停止 

 

3.5 クラスタサービス設定 

以上では、マップアプリケーションサーバーが独立したネットワークサイトとして GIS サービスを提供するモデル

の設定管理手順を紹介しました。もし、ネットワークサイトへの膨大なアクセス量を想定する場合、クラスタモデル

を採用して GIS 機能サービスを提供する必要があります。以下では、どのようにクラスタサービスを構築するかに

ついて詳しく説明します。 

 
図 3.20 クラスタ構成 

 

図 3.20 から分かるように、クラスタ環境は主にクラスタサーバーとマップアプリケーションサーバーから構成され

ます。そのため、クラスタサービスの設定が必要な場合、2 つの部分についてそれぞれ設定を行う必要があります。

以下の説明でも、どのパラメータがクラスタのために設定するものか、どれがマップアプリケーションサーバーに対

して設定するものかを明記します。 
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クラスタパラメータ設定 

クラスタは、マップアプリケーションサーバーを管理するサービスです。マップアプリケーションとクラスタサーバ

ーの間のやり取りを適切に行うために、クラスタの管理上必要なものです。そのため、クラスタ設定で 初に行うこ

とは、クラスタ関連パラメータの設定です。 
 
クラスタサーバーはクラスタサービスに加入しているすべてのマップアプリケーションサーバーのサービス状態

を監視することで、ロードバランシングを実現することができます。マップアプリケーションサーバーも絶えずクラス

タサーバーに自身の状態を報告し続けて、現在のマップアプリケーションサーバーの実行状況を伝達する必要

があります。 
 

 
図 3.21 クラスタ設定ページ 

 

上述した関係に基づき、クラスタモデルはそれぞれ監視と報告のパラメータを設定します。モニターリングのパ

ラメータは主にクラスタサーバーの IS Manager 中で設定します。レポートのパラメータはマップアプリケーションサ

ーバーの IS Manager 中で設定します。クラスタサーバーとマップアプリケーションサーバーは同一の物理的なサ

ーバーとすることも、別々の PC に分けることもできます。 

 

IS Manager 左側のツリー構造からクラスタをクリックすると、クラスタ設定の画面が表示されます（図 3.21）。 

 

モニターリングパラメータ設定：（クラスタサーバーに対して有効） 
アドレス：外部にリリースするためのアドレス。 
クラスタポート：外部にリリースするためのクラスタのポートを設定します。マップサービスが提出するすべてのリ

クエストは、みなこのポートとクラスタのアドレスから送信されます。 
タイムアウト設定（秒単位）：マップアプリケーションサーバーがクラスタサーバーに対してのレポートが、この時

間を越える場合、このマップアプリケーションサーバーは失効となります。クラスタサーバーはクライアント側の GIS
サービスのリクエストをこのマップアプリケーションサーバーに再び送信することはありません。 

 

レポートパラメータ設定：（マップアプリケーションサーバーに対して有効） 

4 つのパラメータがあります。レポートアドレスは、このマップサーバーがどのクラスタサーバーにレポートするか

を表します。つまりクラスタサーバーの IP アドレスです。 
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レポートのポートとクラスタサーバーで設定するモニターリングのクラスタポートは一致しており、クラスタサーバ

ーのどのポートに向けて自分の状態をレポートするかを表します。 

 

インターバル時間は、マップアプリケーションサーバーがクラスタサーバーに対してレポートする周期で、単位

は秒です。 

 

レポートプロトコルは、クラスタサーバーと GIS アプリケーションサーバー間における通信で採用するプロトコル

です。 

 

マップサーバーの登録と削除 

クラスタは複数のマップアプリケーションサーバーをまとめて、動的にロードバランシングして、クライアント側の

GIS 機能要求をマップアプリケーションサーバーに割り振って処理させるものです。そのため、クラスタサービスの

2 番目に行う設定はマップアプリケーションサーバーをクラスタに登録することです。この操作はマップアプリケー

ションサーバーに設定をするだけとなります。 
 

 
図 3.22 マップアプリケーションサーバーの登録 

 

マップアプリケーションサーバーの IS Manager 左側のツリー構造から、クラスタに追加するマップアプリケーショ

ンサーバーのノードを選択します。右側に表示されるマップアプリケーションサーバー情報のページの中に、クラ

スタに追加するかどうかのオプションがあり、プルダウンリストボックスから「はい」を選択します。このマップアプリケ

ーションサーバーは自動的にクラスタモデルの中に登録されます。逆に、あるマップアプリケーションサーバーを

クラスタから削除したい場合は、ここで「いいえ」を選択します。 

 

クラスタサービス起動 

クラスタ関連のパラメータを設定すると、クラスタサービスを起動することができます。クラスタサービスの起動は

主に 2 つの操作に分けられ、クラスタサーバーとマップアプリケーションサーバーに対する操作があります。 
 
ステップ 1：クラスタサービスを起動。クラスタサーバー上で行います。 
 

 26



 

管理者が IS Manager サイトで直接 SuperMap IS .NET サービスを起動します。操作方法は、まずサイトのトッ

プページに戻り「サービス」をクリックして Services Manager ページに進みます。SuperMap IS LoadDemon サ

ービスの項目を探し、この項目が停止状態であれば、ボタンをクリックしてサービスを起動させます。またここで、

既に起動しているサービスを停止させることができます。 
 

 

 

 

 
図 3.23 クラスタサービスの起動 

 

ステップ 2：マップサービスを起動します。マップアプリケーションサーバー上で操作します。 

 

 

3.6 WebControlを利用してマップサービスの設定を取得する方法 

 ウェブサイトのプログラマは Web アプリケーションの中で MapControl を作成してマップ情報を取得します。この

時、このコントロールにどのマップサーバーに対してマップをリクエストして処理結果を受け取るかを設定する必要

があります。以下は 2 種類の異なるリリースモデル（単独機とクラスタ）に分けてそれぞれ設定方法を説明します。 
 
 MapControl をページに作成して、マウスで MapControl コントロールを選択して右クリックして、表示されたショ

ートカットメニューから「Load Map」を選択します。この時、マップコントロールエディタのダイアログボックスが表示

されます。単独機の場合でもクラスタの場合でも、MapControl が指向するマップサーバーを設定するための操作

インターフェースは、いずれもこのダイアログボックス中で行います。 
 

MapControl を利用して単独機マップサービスの設定を取得する方法 

すでに、どのようにマップサーバーを構築してリクエストした側へ発行した空間データを提供するかを紹介しま

したが、MapControl は現在 Web ネットワーク層にあるデータのリクエスト者がマップサーバーに空間データの閲

覧のリクエストを提出することで、開発者はエディタの中で誰によりマップサービスが提供されたかを指定する必

要があります。 

Addr（サーバーアドレス）入力ボックスで、指定するマップサーバーの IP アドレスを入力し、Port（マップサーバ

ーポート）入力ボックスに指定したマップサーバーの発行ポートを入力します。このポートは IS Manager 中でこの

マップサーバーで設定したポートと同じです。この時すでに、どのマップサーバーにより MapControl 提出のリクエ

ストを処理するかが指定してあります。エディタダイアログボックスには、このマップサーバーが発行するマップのリ

ストが表示されるので、そこから表示させるマップを選択します。Preview ボタンを押すと、マップの画像が表示さ

れます。 後に OK ボタンを押すと設定が完了します。 
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図 3.24 マップコントロールのマップサービス設定方法 

 

MapControl を利用してクラスタマップサービスの設定を取得する方法 

Web 層がマップサーバーに空間データの処理リクエストを出しているとき、まずクラスタサーバーを通じてタスク

の分配が行われます。そのため、クラスタの発行モデルの下では、MapControl が空間データの処理リクエストを

直接クラスタサーバーに提供すれば可能です。 

クラスタサーバーのパラメータ設定について説明しましたが、図 3.21 のモニターリングパラメータで設定したクラ

スタポートは、外部に提供するマップサービスのポートです。そこで、上記のエディタのアドレスとポートには、クラ

スタポートとクラスタサーバーの IP アドレスを入力する必要があります。具体的には以下のとおりです。 

Addr（サーバーアドレス）入力ボックスで指定するクラスタサーバーの IP アドレス（このクラスタサーバー中の IS 

Manager のクラスタ設定でモニターリングを起動）、Port（マップサービスポート）入力ボックスで、図 3.21 のクラスタ

モニターリングパラメータで設定したクラスタポートを入力します。このとき、すでに指定したクラスタサーバーで

MapControl が提出したリクエストを処理します。エディタダイアログボックスには、このマップサーバーが発行する

マップのリストが表示されるので、そこから表示させるマップを選択します。Preview ボタンを押すと、マップの画像

が表示されます。 後に OK ボタンを押すと設定が完了します。 

 

 

3.7 自動メンテナンスサービス 

図3.25は自動メンテナンスサービス設定画面で、定期的に一時画像ファイルのクリアなどの操作を行います。

ここでは、サーバー更新時間のパラメータの設定ができ、更新時間入力ボックスに入力します。 
 

以上の各ステップでSuperMap IS .NETサーバーのパラメータ設定は完了します。設定が完了したら、それぞ

れのページ毎に必ず画面の下にある「保存」をクリックして設定したパラメータを保存します。ネットワークの突発

的なトラブルにより、記入したパラメータが喪失してしまう場合がありますので、それぞれのページでパラメータを

設定し確認したら随時「保存」をクリックしてください。 
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図3.25 自動メンテナンスサービス画面 

3.8 設定ファイル（SuperMapIS.congfig）の説明 

SuperMap IS .NETは、設定情報をすべてXMLの設定ファイル——SuperMapIS.config中に保存します。こ

のファイルはインストールディレクトリのbinフォルダにあります。ファイルの内容は図3.28のとおりです。  

 

 

図3.28 SuperMap IS.configファイル 

 
SuperMap IS.config はいくつかの部分から構成されています——<managerServer>、<spatialServers>、
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<customServers>、<cluster>、<autoTasks>。これらの機能説明は表 3.1 に示すとおりです。 
 

表3.1 SuperMap IS.config構成表 

XMLノード名称  説明 

<managerServer> サーバーマネージャーの名称、モニターリングポートの管理  

<spatialServers>  アプリケーションサーバーのパラメータ管理。GISアプリケーションに対して

マップパスの管理、使用するエンジンの管理、バッファの管理など  

<customServers> ユーザー定義サービスプログラムの管理  

<cluster>  クラスタパラメータの管理 

<autoTasks>  オートタスク。定期的の臨時ファイル削除など 

 

アプリケーションサーバーのパラメータは5つの部分から構成されています。これらのパラメータ情報は、それぞ

れ<spatialServers>の下の第1サブノードにあります（表3.2）。 

 

表3.2 アプリケーションサーバーのパラメータ構成表 

アプリケーションサーバー 

パラメータ 
説明 

デフォルトマップパラメータ情報 

<defaultMapSetting >  

デフォルトマップの実現範囲、画像のパラメータ情報、ハイライト

スタイル（ポイント、ライン、ポリゴン） 

デフォルトオーバービューのパラメー

タ情報  

<overviewSetting>  

オーバービューの高さと幅の情報  

マップキャッシュの情報 

<cacheSetting>  

キャッシュを使用するかどうか、キャッシュが占有するメモリの

制限値、すでにキャッシュしたライフサイクルの周期、センター

ポイントトレランス距離、縮尺トレランス 

発行するワークスペースのパラメー

タ情報 

<workspace>  

空間データパスの管理 

使用するエンジン情報 

<engines>  

アプリケーションサービスが使用するエンジン名称、プログラム

セットのファイル名称  
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第4章 SuperMap IS .NET で WebGIS を構築 
 

 

4.1 SuperMap IS .NET開発手順 

4.1.1 開発環境 

SuperMap IS .NETの開発には以下のツールが必要です。 
 
• Windows2000 / XP / 2003 
• Microsoft IIS 
• Visual Studio.NET 2005（推奨）またはその他の.NET開発可能なツール 
• JavaScript1.2をサポートするブラウザ。例：Internet Explore5.0以上 
• SuperMap IS .NET 
• カスタムエンジンの開発の場合はSuperMap Objects開発版ライセンス 
• DirectX（オプション） 

 
4.1.2 背景知識 

SuperMap IS .NET を使って開発を行う場合は、以下の背景知識が必要です。 

 

• .NET 開発の基礎と Web アプリケーションプログラムの開発経験 

• コンポーネント化プログラミングの概念 

• HTML、DHTML、JavaScript の編集 

• HTTP プロトコルの基礎知識 

• C++、VB あるいは他の言語の開発に関する基礎（選択可能） 

• SuperMap の基礎知識 

• マップの編集と操作方法の基礎知識 

• SuperMap IS .NET の構造と開発方法 

     
4.1.3 準備作業とデータ処理 

データ処理に関する準備 

インターネットマップサービスシステムの構築を行うには、ハードウェア及びソフトウェア以外にマップや関連デ

ータが必要です。マップサービスシステム開発に必要な主な作業として、マップ及び関連データの準備とデジタ

ル化があります。したがってシステム開発を行う前に、マップデータ処理を行う技術者及び必要なソフトウェア、ハ

ードウェアの準備を含め、データ処理について入念に検討する必要があります。 

ワークスペース 

SuperMapではデータソースをワークスペースに取り込み、配信したい各種マップ（主題図、スタイル設定を含

む）を作成し、1つのワークスペース・ファイルSMWまたはSXWに保存しておきます。SuperMap IS .NETのサービス

エンジンは、このワークスペースファイルを基本とします。まず、日本スーパーマップ株式会社のデスクトップ製品

SuperMap Deskproや、SuperMap Objectsで開発された独自アプリケーションで必要なマップを作成し、ワークス

ペースに保存後、再びSuperMap IS .NETマネージャでこのワークスペースをアプリケーションに指定し、パラメー

タを設定します。 

 
データの準備 

SuperMap 製品は統一コア技術より製品化されているため、データ準備は SuperMap Deskpro などのデスクト

ップ製品で容易に処理できます。詳細は当該製品のドキュメントとヘルプを参照してください。データ準備は、空
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間情報のデジタル化、既存データの変換、データの編集と整理、主題図作成などを行います。一般的には以下

のステップに分けられます。 
 

• ワークスペース作成 

• シンボル及びラインスタイルライブラリの作成 

• 既存データセットのインポート 

• データセットの新規作成 

• 白地図の画像スキャニング 

• ラスタマップ画像のベクタ化 

• データの編集、整理、属性追加 

• データの全体的な仕上げ（カラー、主題図、表示縮尺等の設定） 

 
4.1.4 開発の全体プロセス 

 
図4.1 SuperMap IS .NETを使用したマップサービスサイト作成プロセス 

 
4.1.5 実行モデルの設計 

システム開発中に設計変更が頻繁に発生しないように、準備作業後のシステム開発に着手する前にシステム

の仕様について十分検討する必要があります。具体的なステップを以下に示します。 

ニーズ調査 

ユーザーの機能面でのニーズと性能面での指標を明確にし、システム構造の設計目標を立てます。開発中に

設計変更が度々生じないようにし、同時に不必要な機能とシステムリソースの浪費を減らすことが、システム全体

のコストを引き下げ、安定性、操作性を向上させることに繋がりますので、ユーザーのニーズを明確にし、そのニ

ーズに基づいたシステムの設計と開発を行う必要があります。 

リソース調査 

使用可能なリソースを明確にし、達成可能な機能と技術パラメータを確定します。盲目的な開発計画を避ける

ため、システムリソースの状況を考慮してシステム設計を行います。さもなければ、往々にしてシステム構築は中

途半端に終わってしまい、いつまでたっても稼動できず、当初の目標を達成できないことになります。したがって

ユーザーのニーズ調査及びリソース調査により、必要かつ可能な状況を考慮して、システム構築の目標と業務を

設定する必要があります。 
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システム構造の設計 

ユーザーのニーズとリソースなどの条件を考慮して、システム構造と全体目標を確定します。例えばスタンドア

ロン・サーバー・モデルとクラスタ・サーバー・モデルのどちらを使用するのか、システムに必要な機能は何なのか、

また何人の同時アクセスを許容し全体的な性能を保持するかなどです。 

4.1.6 システム開発プロセス 

準備作業が整ったら、実際の開発作業に進むことができます。以下のいくつかのステップに分けられます。 

 

• サーバーのインストールと設定 

• サーバーの起動 

• 開発環境の設定 

• サイトの作成 

• インターフェースと機能の設計 

• 業務アプリケーションの開発 

• デバッグ 

• サイト配信 

• システムの設定とチェック 

 

4.1.7 最適化とテスト 

システムを一定時間稼動させた後、 適な状態で動作できるように、実際の操作状況に応じて 適化とチュー

ニングを行う必要があります。 
 
 
4.2 SuperMap IS .NETコントロールの紹介 

SuperMap IS .NETはコントロール、ライブラリでWebGIS開発のプラットフォームを提供しています。この開発方

法はスクリプト言語に基づき開発を行う際の多くの欠点を減らすことが可能で、関連するコントロール、ライブラリの

属性、メソッドとイベントを用いるだけでWebGISアプリケーションを迅速に開発することが可能です。 

SuperMap IS .NETはSDK 開発パックを提供しており、表4.1に示すように、4 つのライブラリが含まれます。 

表 4.1 クラスライブラリリスト 

クラスライブラリ名 説 明 

SuperMap.IS.WebControl.dll  
WebGISサーバー側コントロール、二次開発の主

要なインターフェース 

SuperMap.IS.Utility.dll  Utility ツールライブラリ 

SuperMap.IS.ServiceInterface.dll  リモートサービスオブジェクトインターフェース 

SuperMap.IS.WebLib.dll  SuperMap.IS.WebControl.dll のサポートライブラリ

 
この中のWebControl にはそれぞれの機能を実行する17のコントロールが含まれます。機能は表4.2に示す

通りです。 
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表 4.2WebControl コントロールリスト 

コントロール名 機 能 

 マップ表示、属性検索、空間と属性を組み合わせた

検索、ベクタとラスタ空間検索、最短・最適ルート解

析、乗換検索など 

 マップ全体表示 

 2倍拡大 

 
1/2縮小 

 範囲指定拡大 

 範囲指定縮小 

 スクロール 

 
オーバービュー機能、MapControl と組み合わせて

使用する必要がある 

 レイヤーコントロール：  レイヤーの表示、選択状

態を設定 

 凡例表示、編集 

 面積計算 

 距離計算 

 次のビュー 

 前のビュー 

 マップ印刷 

 マップ印刷。MapPrintControlコントロールと一緒に

使用する必要がある。 

 
基本機能のツールバー。任意の基本機能のコント

ロールをこの中にドラッグ＆ドロップが可能。このコ

ントロールはシステムのニーズに応じて任意に設置

 

4.3 クイック入門 

クイック入門では以下の手順に従って、SuperMap IS .NETを使用してマップ表示（拡大、縮小、スクロールなど

の機能）、属性からマップの検索、マップから属性の検索などGIS の基本機能を有するWebGISサイトを完成させ

ます。開発者はSuperMap IS .NETに基づいたWebGISサイトの開発技術の概要を把握することができます。以下

にマップの作成と配信、アプリケーションサーバーの設定、WebGISサイトの開発など多くの手順について、

SuperMap IS .NETに基づいたWebGISサイトの構築プロセスを紹介します。 

4.3.1 マップ配信の準備 

サーバーの設定と起動を行う前に、まず配信するマップを作成しなければなりません。マップ作成は

日本スーパーマップ株式会社の標準デスクトップ製品SuperMap Deskproその他及びSuperMap Objectsで

開発したソフトウェアを使用します。マップ作成方法はSuperMap Deskproなどの製品別ドキュメントと

ヘルプを参照してください。ここでは作成済みのサンプルデータ－東京23区電子マップ（デモ用）を使

います。データはSuperMap IS .NETインストールフォルダ¥Data¥Tokyo23Demoにあります。マップ設定の

ときは、パスを直接このフォルダのワークスペースファイルTokyo23Demo.smwに指定します。 
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4.3.2 SuperMap IS .NET アプリケーションサーバーの設定と起動 

SuperMap IS .NETのインストールが完了したら、SuperMap ISサービスの設定と起動を行います。ここで紹介す

るサンプルコードのサーバーパラメータの設定は、基本的にはSuperMap IS .NETをインストールした後のデフォ

ルト設定を採用していますが、「マップ設定」オプションの情報だけを修正する必要があります。マウスで画面左側

の階層構造になっている下の階層の「マップ設定」をクリックします。画面右側にリストアップされたワークスペース

パ ス の 設 定 項 目 を 修 正 し 、 「 ..¥SuperMap IS .NET イ ン ス ト ー ル フ ォ ル ダ

¥Data¥Tokyo23Demo¥Tokyo23Demo.smw」と入力します。設定したら画面下の「保存」をクリックし、パラメータの

修正情報を保存します。 

4.3.3 Web サイト作成プロジェクト 

Visual Studio.NET2005を起動し、FileメニューのNewメニューのProjectをクリックし、以下の図に示すNew 
Projectウィンドウを表示させます。Microsoft Visual Studio.NETは複数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.NETWeb Applicationプロジェクトを作成できます。ここでは も一般

的に用いられる簡単なVisual C#.NET開発言語を用いて、ASP.NETWeb Applicationプロジェクトを作成します。

図4.2に示すように、プロジェクト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.NETWeb Applicationを選択します。また下のLocationが対応する選択ボックスでサイト名を

SMISStepByStepに設定します。 

「OK」をクリックすると、プロジェクトの作成を行い、プロジェクトは自動でSMISStepByStepサイトを作成します。 
 

 
図4.2 プロジェクト作成 

4.3.4 SuperMap IS WebControl をアップロード 

コントロールアップロードウィンドウを開く 

コントロールアップロードウィンドウを開きます。図4.3に示すように、ToolboxツールバーでGeneral Tabページ

を選択します（任意のTabページを選択できます。コントロールの管理と使用に便利なように、ここでは空のTabペ

ージを選択します）。Toolboxツールバーを右クリックすると、図4.3に示すメニューが表示され、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。 

SuperMap IS WebControl コントロールをアップロード 

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。フ
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ォルダのパスをSuperMap IS .NETがある場所のインストールフォルダSDK に指定します。図4.4に示すように

SuperMap.IS.WebControl.dllを選択してから、「Open」ボタンをクリックするとOpenウィンドウを閉じます。Customize 

Toolboxウィンドウに戻り、「OK」ボタンをクリックするとSuperMap IS WebControlコントロールのアップロードが完了

します(図4.5参照)。 

            
図 4.3 コントロールをアップロード                   図 4.4 WebControl を選択 
 

 
図4.5 SuperMap IS .NETコントロール          図4.6 トップページ設定 

4.3.5 マップメインウィンドウページを作成 

SuperMap IS .NETのほとんどの機能はすでにVisual Studio.NETWebControl 可視化コントロールにパッケ

ージされており、プログラム開発スピードアップを可能にしています。SuperMap IS WebControl を使用して

WebGIS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 WebControl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、より便利にアプリケーションプログラミングに対応できます。以下のステップは

SMISStepByStep サイトにマップメインウィンドウウページを作成し、またページにSuperMap IS WebControl 
基本コントロールを追加します。 
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マップメインウィンドウページを作成 

プロジェクトを作成するとき同時にファイル名をWebForm1.aspxとするページが作成されますので、このページ

をマップメインウィンドウページとします。図4.6に示すように、マウスでWebForm1.aspxファイルを右クリックし、属

性メニューで“Set As Start Page”を選択実行します。次にこのファイルをダブルクリックしてページを開きます。 

コントロールを追加 

WebFormページ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。1つは先にマウスでToolboxツール

バーのコントロールのアイコンをクリックし、次にマウスでページの指定位置に矩形フレームを描きます。コントロー

ルは矩形フレームの大きさと位置に基づいて対応する場所に追加されます。もう1つの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します。すると、コントロールは自動でページに追加されます。次に手動でコント

ロールのサイズと位置を調整します。上で述べた2種類の方法でページ上に先にマップ表示コントロール－

MapControl を追加します。属性設定ウィンドウでこれのWidth（幅）とHeight （高さ）を設定します。図4.7と図4.8
に示すように、マップメインウィンドウページにMapControl が追加されます。ローカルのマップサービスがすでに

起動している場合、マップ表示コントロールは設計時に現在のマップサービスのトップの配信画像を取得して表

示できます。操作方法はMapControl の上でマウスを右クリックし、Load Mapメニューを選択し、表示したいマッ

プを選択します。 
 

 
図4.7 表示マップを設計 

 
図4.8 表示機能ページ 
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ダウンロード中アイコンの設定 

システムがWebサーバー経由でアプリケーションサーバーにリクエストを出すとき、マップウィンドウの中心にユ

ーザーにマップダウンロード中を知らせるGIF アイコンが表示されます。このアイコンはデフォルトでファイル名

loading.gifとパスImagesフォルダを指定しています。同名ファイルを同フォルダにコピーするだけで、システム実行

時にアイコンを入れ替えることも可能です。ここではデフォルトで提供するloading.gifアイコンを使います。このファ

イルをImagesフォルダにコピーします。 

デバッグ 

作成中のWebGISサイトについてデバッグ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、 

ツールバーボタンの をクリック、またはF5キーを押しすことにより、現在のアプリケーショ

ンプログラムのデバッグを実行できます。図4.9はアプリケーションプログラムの実行結果で、マップ表示機能を追

加したことがわかります。次のステップでプロジェクトにマップの拡大、縮小、スクロールなどの表示用基本機能を

追加します。 

 
図4.9 実行結果 

 

4.3.6 マップ表示の基本機能 

マップ表示の基本機能には、拡大、縮小、スクロールと全体表示などがあります。以下の手順でこれらの基本

機能を追加します。 

コントロールの追加 

SuperMap IS WebControlが提供するコントロールにはマップ表示の基本機能を行ういくつかのコントロールが

含まれます。 

• 2 倍拡大コントロール：QuickZoomInToolControl 1/2 

• 縮小コントロール：QuickZoomOutToolControl 
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• 範囲指定拡大コントロール：ZoomInToolControl 

• 範囲指定縮小コントロール：ZoomOutToolControl 

• スクロールコントロール：PanToolControl 

• マップ全体表示コントロール：ViewEntireToolControl 

 

SuperMap IS WebControlコントロールをページに追加する方法は前のステップですでに詳述しています。同じ

方法を用いて各コントロールをマップメインウィンドウページに追加します。新しいコードをまったく作成せずにそ

れぞれのコントロールの機能を実行できます。 

デバッグ 

図4.10はプロジェクトサイトのデバッグ結果です。このステップまでは、いかなるコードも書かずにマップ表示の

基本機能を実行できます。マップ表示基本機能のテストを、図4.10に示します。マップウィンドウ下部のボタン機

能は左からマップ全体表示、範囲指定拡大、範囲指定縮小、2倍拡大、1/2縮小、スクロールとなっており、それ

ぞれのボタンをクリックしマップ操作しながら、機能テストを行います。 

 

 
図4.10 実行結果 

 

4.3.7 属性からのマップ検索 

空間検索はGIS の基本機能の1つです。空間検索は2つの方法に分類できます。1つは属性から検索しマップ

にオブジェクト位置を表示させる方法です。これは「属性からの検索」といいます。また逆にマップから地物オブジ

ェクトまたは範囲を指定して関連する属性を抽出します。これは「マップからの検索」といいます。 

このステップでは、属性からのマップ検索の方法を説明します。ここで行う属性からのマップ検索機能は一種の

あいまい検索で、1つ又は複数のキーワードを入力すると、検索可能に設定したマップの任意レイヤーからキーワ

ードを含むすべての情報を検索します。検索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

ェクトをマップにハイライト表示します。 
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コントロール追加 

属性からのマップ検索機能を実現するにはマップメインウィンドウページに以下のようなコントロールを追加する

必要があり、インターフェースの設計を図4.11に示します。 

（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、検索キーワードの入

力に使用します。 
（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、検索サブミット操作に使用し

ます。（3）DataGridコントロール：コントロールのID名はdgResultで、検索結果リストを表示するのに使用します。 
 

 
図4.11 開発インターフェース 

 

コードの追加 

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

using SuperMap.IS.Ut i l i ty ;using SuperMap.IS.WebControl  ;  
btnQuery ボタンのClick イベントに以 下 のコードを追 加 します。  
pr ivate void btnQuery_Click(object sender,  System.EventArgs e) 
{  
QueryParam param = new QueryParam();   / /<l ine1> 
queryLayer.ReturnFields = new str ing[2];   / /<l ine2> 
queryLayer.ReturnFields[0] = "SMID";  /<l ine3> 
queryLayer.ReturnFields[1] = "Country";   / /<l ine4> 
param.IsAl lLayer = false;  / /<l ine5> 
QueryLayer queryLayer = new QueryLayer();   / /<l ine6> 
queryLayer.Name = "World@World";   / /<l ine7> 
queryLayer.WhereClause = "Country l ike '*"+ this. txtQuery.Text +"* '" ;   
/ /<l ine8> 
param.Layers = new QueryLayer[1];   / /<l ine9> 
param.Layers[0] = queryLayer;    / /<l ine10> 
param.HasGeometry = true;  / /<l ine11> 
param. Highl ight= true;    / /<l ine12> 
ResultSet Rs = MapControl1.QueryBySQL(param);  / /<l ine13> 
DataSet ds = Rs.ToDataSet();   / /<l ine14> 
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dgResult .DataSource = ds ;     / /<l ine15> 
dgResult .DataBind();      / /<l ine16> 
}  

 

<Line1>：検索パラメータ設定オブジェクト queryParam を定義。検索パラメータ設定には検索レイヤー、検索

条件ステートメントとフィールド及び返信情報などが含まれ、次に検索パラメータに基づき SQL クエリを実

行。 

<Line2>：検索結果中の返す必要のある属性フィールドを設定。 

<Line5>：マップのすべてのレイヤー情報を検索するかどうか設定。 

<Line6>: 検索するレイヤーのオブジェクトを設定。 

<Line7>、<Line8>: 検索レイヤー名とフィルター条件を設定。 

<Line11>：空間データを検索するかどうかを設定。True は空間データの取得を表し、False は空間データを

取得しないことを表す。 

<Line12>：ハイライト結果図を返すかどうかを設定。 

<Line13>：MapControl.QueryBySql を利用して属性検索を行い、且つ結果を resultSet に保存する。

<Line14-16>：結果を表示しこれを DataGrid に binding する。 

 

注：検索した位置表示情報を、状態が変わらない時にマップに保存しないようするには、Page_load で処理を行う

ことができます。コードは以下のとおりです。 

 
private void Page_Load(object sender,  System.EventArgs e) 
{  / /  Put user code to ini t ial ize the page here MapControl1.ClearHighLight();   / /
現 在 のマップウィンドウのすべてのハイライトオブジェクトのハイライトスタイルをクリアする  
}  
 

デバッグ 

ステップ4 のデバッグで紹介した方法でプロジェクトを起動します。検索入力ボックスに「東京」と入力し、次に

“検索”ボタンをクリックすると、システムは現在のマップWorld@World レイヤーのCountry フィールドの中の「東

京」が含まれるすべてのレコードを検索し、上の検索パラメータ設定にSMIDとCountry フィールドの値を返します。

図4.12に検索結果インターフェースを表示します。「東京」を含むすべての結果がDataGridコントロールに表示さ

れます。 

 
図4.12 実行結果 
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4.3.8 マップからの属性検索 

このステップでは、マップから属性を検索する機能を説明します。SuperMap IS .NETは選択可能に設定したマ

ップオブジェクトを直接クリックして属性情報を検索することができます。また矩形や円形または多角形で範囲を

指定して当該範囲内の属性を検索することもできます。更にバッファ範囲での属性検索も可能です。 

マップからの属性検索では、まず検索対象レイヤーと検索パラメータ及び結果に返すフィールドを設定します。

次に検索方式を選択し、 後に検索後結果をクライアントインターフェースに表示します。 

以下の手順で、マップからの属性検索機能を実現します。 

検索ボタンを追加 

検索方式を選択するためのボタンです。ここでは4 つのHTML 要素ボタンを追加し、マップ表示ウィンド

ウの右に並べています。ボタンはそれぞれクリックで選択、矩形で選択、円形で選択とポリゴンで選択としま

す (図4.13参照)。 

 
図4.13 開発インターフェース 

 

ボタンに実行コードを追加 

ページ下の  表示のHTML オプションをクリックし、ページ編集状態を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、対応するボタンに対応するCLICKイ

ベントと対応するコードを追加します。 

クリックで選 択 ボタン：oncl ick="SMISAct ionStart  ( 'MapControl1'， 'POINTQUERY');"  

矩 形 で選 択 ボタン：oncl ick=" SMISActionStart  ( 'MapControl1 '， 'RECTQUERY');"   
円 形 で選 択 ボタン：oncl ick=" SMISActionStart  ( 'MapControl1 '， 'CIRCLEQUERY');"   

ポリゴンで選 択 ボタン：oncl ick=" SMISActionStart  ( 'MapControl1'，
'POLYGONQUERY');"  
 

検索コードの編集 

まず検索するレイヤーと関連するパラメータを設定します。MapControl コントロールは専門にイベントがあり検

索前に MapControl1_Querying(object sender, SuperMap.IS.WebControl.EventArguments.QueryParamArgs e) 

をトリガリングします。したがって検索パラメータの設定はこのイベントで実行します。コードは以下のとおりです。 

 

private void MapControl1_Querying(object sender, 
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SuperMap.IS.WebControl .EventArguments.QueryParamArgs e) 
{  
e.Params.HasGeometry = true;  / /空 間 データを検 索 するかどうかを設 定 、 t rue は

空 間 データの取 得 を表 し、 false は取 得 しないことを表 す  
e.Params. Highl ight= true;  / /ハイライト表 示 されたマップを返 すかどうかを設 定  
e.Params.IsAl lLayer = false;  / /  すべてのレイヤーを検 索 するかどうかを設 定  
e.Params.Layers = new QueryLayer[1];   / /  検 索 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";   / /  検 索 するレイヤーを設 定

e.Params.Layers[0].ReturnFields = new str ing[2];   
e.Params.Layers[0].ReturnFields[0] = "SMID";  / /  このレイヤーのどの属 性 情 報 を

返 すかを設 定  e.Params.Layers[0].ReturnFields[1] = "Country";   / /  このレイヤ

ーのどの属 性 情 報 を返 すかを設 定  
}  

 

次に、検索結果を表示します。このプロセスはMapControl のQueryCompleted イベントで処理できます。ク

ライアント側で検索結果を見るにはMapControl1_QueryCompleted イベントが結果セットを取得し、且つこれを

DataGrid にbinding する必要があります。 
 

private void MapControl1_QueryCompleted(object sender,  
SuperMap.IS.WebControl .EventArguments.QueryResultArgs e)  
{  
ResultSet rs = new ResultSet() ;  
rs.Recordsets = e.Recordsets ;  
rs.TotalCount = e.TotalCount;  
DataSet ds = rs.ToDataSet();  
dgResult .DataSource = ds; 
dgResult .DataBind();   
}   
 

デバッグ 

ステップ4のデバッグで紹介した方法でプロジェクトを起動します。マウスで「矩形で選択」ボタンをクリックしマッ

プをフレーム選択状態にします。次にマップ上でマウスの左キーを押して矩形フレームを引き伸ばします(図4.14 

参照)。検索結果リストはマップウィンドウ右下のdgResultコントロールに表示されます。条件に合致するオブジェク

トは同時にハイライト表示でマップウィンドウに表示されます。同じ操作で、クリックで選択、円形で選択とポリゴン

で選択などの方法で検索を行うことができます。 
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図4.14 実行結果 
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第5章 SuperMap IS .NETDemo 
 
 
5.1 SuperMap IS .NETDemo概要 

SuperMap IS .NETはユーザーがWebGISサイトを構築するためのいくつかの開発方法を提供しています。1つ

は もよく用いられるSuperMap WebControl に基づく開発方法で、もう1つはHtc コンポーネントまたはデスクトッ

プクライアント側を利用しWebServiceで開発する方法です。 

開発者は自らの空間情報サービスエンジンを開発することもできます。それぞれの開発方法に豊富な機能の

Demo開発テンプレートを提供しており、独自のWebGISサイトを構築する際の参考となります。 

Demo開発テンプレートプロジェクトは、SuperMap IS .NETのインストール完了後、¥Demoフォルダにあります。

フォルダ名はそれぞれAspxDemoとHtcDemoです。デスクトップクライアントツールを使ったDemo開発は

¥Extras¥SuperExplorer フォルダにあります。Demoソースコードを含むプロジェクト形式で提供します。 

SuperMap IS .NETをインストールする際に、それぞれこの2つのDemo開発テンプレートに対応するAspxDemoと

HtcDemoサイトを自動で作成します。インストール完了後SuperMap IS .NETサービスを起動するだけで、

http://Localhost/AspxDemoアドレスによりAspxDemoテンプレートプロジェクトに、http://Localhost/HtcDemoア

ドレスによりHtcDemoテンプレートプロジェクトにアクセスできます。 

Demo で使用するデータは東京都 23 区電子地図（サンプル）です。¥Data フォルダに置いてあります。 

以下にそれぞれの Demo テンプレートプロジェクトの機能とそれぞれの機能の操作方法について説明します。 

 
5.2 AspxDemo 

5.2.1 AspxDemo 概要 

AspxDemoはSuperMap WebControl 方式に基づき開発したSuperMap IS .NETDemoです。これはSuperMap 

IS .NETソフトウェア製品に伴い配信する主要なDemoで、C#.NETのソースコードが含まれています。AspxDemo

はSuperMap IS .NETが提供する基本機能を備えており、これには検索、ルート解析と最寄施設検索などの機能

が含まれます。SuperMap WebControl に基づいたWebGISサイト構築の参考テンプレートとなります。 

5.2.2 AspxDemo 機能紹介 

AspxDemoはSuperMap IS .NETが提供する基本機能を実現しており、ユーザーがSuperMap WebControl 
に基づいた二次開発を行う際の強力な参考ツールとなります。AspxDemoは主に以下の機能を備えています。 

• マップの拡大、縮小、スクロール、マップ全体表示 
• マップ切換 
• ハイライト表示をクリア 
• レイヤー選択 
• オーバービュー 
• ルート解析 
• マップ出力（印刷） 
• あいまい検索 
• ポイント選択検索と範囲検索 
• 距離計測と面積計測 
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• オブジェクト編集、追加、更新 
• カスタムマーク 
• 寄施設検索 
• 凡例 

 
SuperMap WebControl 開発方式により二次開発を行う際、ユーザーはいかなるコードも作成せずに前半7項

目の機能を実行でき、わずかな量のコードを作成するだけで面積計測、距離計測とマップ検索などの機能を実

行できます。図5.1はAspxDemoのメインインターフェースです。 

AspxDemoのメインインターフェースはツールバー操作エリア、マップ表示エリアと機能操作エリアの3つのエリ

アに分かれます(図5.1参照)。 

 
図5.1 AspxDemoメインインターフェース 

5.2.3 ツールバー操作エリア 

以下にツールバーが提供するそれぞれのツールボタンの機能と操作方法について紹介します。 
 

 マップ全体表示：このボタンをクリックすると、マップの全域を表示します。 
 

 2 倍拡大：このボタンをクリックすると、現在の中心点を保持したままマップを 2 倍拡大します。 
 

 1/2 縮小：このボタンをクリックすると、現在の中心点を保持したままマップを 1/2 縮小します。 
 

 範囲指定拡大：このボタンをクリックした後、マウスでマップ上に範囲を描くと、この範囲を中心に拡大します。 
 範囲指定縮小：このボタンをクリックした後、マウスでマップ上に範囲を描くと、この範囲を中心に縮小します。 

 
 スクロール：このボタンをクリックすると、マップウィンドウでマップを移動させることができます。 

 
 戻る：このボタンをクリックすると、前のビューに戻ります。 

 
 進む：「戻る」操作を行った後、このボタンをクリックすると、次のビューに戻ります。 
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 距離計測：このボタンをクリックした後、マップ上でマウスを左クリックし計測したいスタート位置を選択します。

マウスを移動し、中間点または終点を選択し、 後にマウスをダブルクリックすると終了して計測結果を表示しま

す。 

 面積計測：このボタンをクリックした後、マップ上でマウスを左クリックし計測したいスタート位置を選択します。

マウスを移動し中間点または終点を選択し、 後にマウスをダブルクリックすると終了しポリゴンで囲まれた面積を

表示します。 

 オブジェクトで検索：このボタンをクリックすると、マップウィンドウは点選択状態に置かれます。マウスで選択

可能オブジェクトをクリックすると、このオブジェクト属性情報が検索結果ボックスに表示されます。 

 矩形で検索：このボタンをクリックすると、マップウィンドウは矩形選択状態に置かれます。マップ上で矩形フ

レームを引き伸ばすと、矩形フレーム内の選択可能オブジェクトの属性情報が検索結果ボックスに表示されま

す。 

 ポリゴンで検索：このボタンをクリックすると、マップウィンドウはポリゴン選択状態に置かれます。マップにポリ

ゴンを描くと、ポリゴンフレーム内の選択可能オブジェクトの属性情報が検索結果リストボックスに表示されます。 

 円形で検索：このボタンをクリックすると、マップウィンドウは円選択状態に置かれます。マップ上でマウスを押

しながら円を描くと、円内の選択可能オブジェクトの属性情報が検索結果リストボックスに表示されます。 

 マップ印刷：このボタンをクリックすると現在のマップ範囲の印刷プレビューウィンドウが表示されます。現在の

マップウィンドウのマップをプリントアウトするか、または現在のマップウィンドウのマップをファイルに保存できま

す。 

 ルート解析：このボタンをクリックするとマップは 短経路解析の状態に置かれます。マウスでマップ上の2つ

以上のポイントを任意にクリックして指定します。マウスをダブルクリックすると終了し、起点－通過点－終点の

短ルートをハイライト表示します。 

 バッファの生成：このボタンをクリックし、機能操作ウィンドウでバッファの種類とバッファの生成距離を選択し

ます。「バッファ種類選択」の下の選択ボタンで、ポイントに対するバッファ、またはラインに対するバッファを選択

します。また、「検索位置から検索距離の指定」で、バッファの生成距離を入力します。「地図上に設定」ボタンを

クリックして、マップ上にポイントまたはラインを描くと、それらに対する指定した距離のバッファ領域を生成します。 

 ハイライトクリア：ルート解析などの操作でハイライト表示されたオブジェクトをクリアし、通常表示状態に戻しま

す。 
 

 マーク：このボタンをクリックし、マウスでマップウィンドウの任意の位置をクリックすると、点滅マークがマウ 
スをクリックした位置にマークされます。 
 

 マーク消去：このボタンをクリックすると、マップウィンドウに追加されたマークポイントの点滅マークは削除され

ます。 
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 オブジェクト追加：このボタンをクリックすると、機能操作エリアに現在のマップレイヤーのリストが表示されます。

レイヤーリストの下にオブジェクトタイプ追加ボタンがありますので、先にレイヤーリストで編集したいレイヤー名を

選択します。次に追加するオブジェクトタイプ（ポイント、ライン、ポリゴン）に基づき、それぞれのオブジェクトタイプ

追加ボタンを選択すると、 後にマップウィンドウに幾何オブジェクトの形状を描きます。例えばポイントレイヤー

でポイントオブジェクトを追加する場合、先にレイヤーリストでこのポイントレイヤーを選択してから、 “オブジェクト

追加”ボタンをクリックすると、マップウィンドウの対応する位置にポイントオブジェクトを描きます。 

 オブジェクト更新：このボタンをクリックすると、機能操作エリアに現在のマップレイヤーのリストが表示されま

す。レイヤーリストで編集したいレイヤー名を選択し、次にマップウィンドウで更新したい幾何オブジェクトを選択し

ます。マウスで選択した場所に編集レイヤーの幾何オブジェクトがある場合、この幾何オブジェクトはハイライト表

示され、すでに選択されていることを表します。このとき機能操作エリアに “ポイント／ライン／ポリゴンオブジェク

ト追加”の3つのボタンが表示されます。更新するオブジェクトの幾何タイプに基づき対応するボタンを選択すると、

マップウィンドウにこの幾何オブジェクトの形状、位置を新たに描きます。例えばポイントレイヤーでポイントオブジ

ェクトを更新する場合、先にレイヤーリストでこのポイントレイヤーを選択し、次にマップウィンドウでポイントオブジ

ェクトを選択します。このポイントオブジェクトがハイライト表示された後、機能操作エリアで“ポイントオブジェクト追

加”ボタンをクリックすると、マップウィンドウの対応する位置にポイントオブジェクトを描きます。 

 オブジェクト移動：このボタンをクリックすると、機能操作エリアに現在のマップレイヤーのリストが表示されま

す。レイヤーリストで編集したいレイヤー名を選択し、次にマップウィンドウで平面移動したい幾何オブジェクトを

選択します。マウスを用いてこのオブジェクトを必要な位置に平面移動します。 

 オブジェクト削除：このボタンをクリックすると、機能操作エリアに現在のマップレイヤーのリストが表示されます。

レイヤーリストで編集したいレイヤー名を選択し、次にマップウィンドウで削除したい幾何オブジェクトを選択します。

この幾何ポイントオブジェクトがハイライト表示された後、機能操作エリアに “オブジェクト削除”ボタンが表示され

ます。このボタンをクリックすると、ハイライト表示されていた幾何オブジェクトは削除されます。 

 寄施設検索：このボタンをクリックすると、ボタンの側にレイヤー選択ボックスが表示されますので検索した

い施設レイヤーを選択します。次にマップでクリティカルノードをクリックすると、SuperMap IS .NETは距離がこの

クリティカルノードに も近い施設ポイントを検索し、同時にクリティカルノードと施設ポイント間の経路をマップに

ハイライト表示します。 

5.2.4 機能操作エリア 

機能操作エリアには3つの機能操作が含まれます。 

オーバービュー操作 

 索引図ウィンドウはマップウィンドウの右上にあります(図 5.2 参照)。索

引図ウィンドウは一般にマップを全体表示したときの画像を表示します。

索引図機能の意義は 2 つあり、1 つは索引図ウィンドウから現在のマップ

ウィンドウで表示されているマップの位置と範囲を判断できることです。索

引図マップウィンドウの赤いフレームの範囲がつまりマップウィンドウのマ

ップ表示範囲です。2つ目は索引図ウィンドウの赤いフレームを移動すると高速でマップウィンドウのマップ情報を

変更します。マウスで索引図ウィンドウの任意の位置をクリックすると、マップウィンドウはマウスをクリックした位置

を高速で表示します。 
 

あいまい検索操作 

機能操作エリア右の“マップ操作”ボタンをクリックすると機能操作エリアをマップ検索ウィンドウに切り換えます
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(図 5.2 参照)。マップ検索ウィンドウ上部は検索入力ボックスと“検索”ボタンで、下側は検索結果リストです。 

マップ検索ウィンドウが提供するのはあいまい検索機能で、入力ボックスに1つまたは複数のキーワードを入力

し、“検索”ボタンをクリックすると、キーワードに関連する地名または機関名を検索します。図5.2に示すように、

“大学”と入力すると、複数の“大学”に関する名称を検索します。検索結果リストをクリックすると検索結果をマップ

に位置表示できます。 

レイヤーコントロール操作 

機能操作エリアの下側やや右に、3つのアイコンが横に並んでいます。このうち、“レイヤー選択”ボタンをクリッ

クすると、操作エリア下半分にレイヤーコントロール操作ウィンドウが表示されます。レイヤーコントロール操作ウィ

ンドウにより、現在表示されているマップのそれぞれのレイヤーについて、表示可能、選択可能にするかどうかを

設定できます。 

レイヤーコントロール操作ウィンドウはスクロールバーが付いているレイヤーリストボックスで、図5.2に示すように、

レイヤーリストボックスの第一行目は列の名称で、それぞれ、レイヤー名、表示可能、検索可能を表します。各行

に、レイヤー名、このレイヤーを表示可能にするかどうかのチェックボックス、このレイヤーを検索可能にするかどう

かのチェックボックスが含まれます。 

レイヤーリストボックスの 後の行に2つのボタンと2つのチェックボックスがあります。“OK”ボタンは現在のレイ

ヤーの設定情報を反映します。“リセット”ボタンはすべてのレイヤー設定を元に戻します。“表示可能”の列の一番

下にあるチェックボックスを選択すると、全てのレイヤーが表示可能となります。“検索可能”の列の一番下にあるチ

ェックボックスを選択すると、全てのレイヤーが検索可能となります。 

 
図5.2 マップ検索画面             図5.2 レイヤー選択 
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5.3 WinFormClient―リモートマップ開発クラスライブラリサンプル 

5.3.1 WinFormClient 紹介 

WinFormClient は SuperMap IS .NET が 提 供 す る リ モ ー ト マ ッ プ 開 発 ク ラ ス ラ イ ブ ラ リ

（SuperMap.IS.Weblib.dll）のTcpMapを利用して開発したWebクライアントのサンプルプログラムです。このサン

プルプログラムはTcpMapを利用してマップの取得、マップ閲覧及びマップクエリの基本機能を実現しています。

このクラスライブラリはWebControlsに引き続く強力な開発方式です。 

5.3.2 WinFormClient の使用 

SuperMap IS .NETのインストールディレクトリ\DEMO\WinFormClientからWebLibInWinFormプロジェクトを開き、

こ の プ ロ ジ ェ ク ト を 実 行 し ま す 。 あ る い は 直 接 SuperMap IS .NET の イ ン ス ト ー ル デ ィ レ ク ト リ

\Demo\WinFormClient\bin\Releaseから直接WebLibInWinForm.exeを実行します。（このプログラムを実行する

前にSuperMap IS .NETサービスを起動しておく必要があります。） 

ユーザーインターフェースで初期化ボタンをクリックして、SuperMap IS .NETサーバーのアドレスをポート及び

画像出力のパラメータを入力します。 後に「OK」ボタンをクリックします。このとき、インターフェースに選択した

マップが現れます。ツールバーのマップ閲覧操作ボタンで対応する機能を実行できます。以下にいくつかの機能

の使用方法を紹介します。  

ユーザー定義機能は精確な中心点座標、マップの縮尺に基づいてマップを表示します。具体的には図5.10に

示すとおりです。ユーザー定義ボタンをクリックして表示されるユーザー定義パラメータダイアログボックスで、閲

覧するマップの中心点座標と縮尺を入力します。 後にOKボタンを押すと、マップサーバーは入力した中心点と

縮尺に応じて目標マップを生成します。  

 ポイント選択クエリ機能は、マップ中でマウスをクリックする方式によりマップオブジェクトを検索します。

具体的には図5.11に示すとおりです。モード選択ボタンをクリックして、開かれるサブメニューからオブジェクト指

定検索モードを選択します。それからマウスをマップ上に移動させて、目標の検索オブジェクトをクリックすると、マ

ップサーバーが検索した幾何オブジェクトをマップ上にハイライト表示します。  

 

 

図5.9 初期化  
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図5.10 ユーザー定義機能操作ステップ 
 

図5.11 ポイントクエリ操作ステップ 

 

5.4 SuperExplorer 

5.4.1 SuperExplorer 紹介 

SuperExplorerはSuperMap IS .NETのデスクトップサンプルです。デスクトッププログラムによりWebService
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方式を用いて開発するテンプレートで、SuperMap IS .NETがWebService開発をサポートするデスクトップ応用

例です。サンプルプロジェクトは、WebServiceにより取得したマップとローカルのマップデータのオーバーレイ解

析を行い、マップデータについてプラットフォームを限定せずにネットワークで共有を行う例です。 

5.4.2 SuperExplorer の機能 

SuperExplorerはデスクトップに基づくアプリケーションプログラムで、SuperMap Objectsが提供する機能を簡単

に開発できますが、本プロジェクトの主な目的はデスクトッププログラムによりWebServiceを用い、SuperMap 

IS .NETがWebServiceをサポートする特徴をどのようにして実行するか紹介することです。したがって本例は基本

的なGIS機能をいくつか提供するのみで、WebServiceによりどのようにネットワークからマップを取得し、次にロー

カルのデータとオーバーレイし、検索するかについて主に紹介します。 

 

 
図5.4 SuperExplorerメインウィンドウ 

SuperExplorerは主に以下の機能を実現します。 

（1）ファイル操作 

ワークスペースを開く 
“ファイル”で“ワークスペースを開く”をクリックすると、”ワークスペースを開く”ウィンドウが表示されますので、ロ

ーカルのワークスペースファイルを選択して開くことができます。ワークスペースが開けたら、マウスでデータソー

スリストボックスのデータセット名をダブルクリックすると、このデータセットがマップ表示ウィンドウに追加されます。

同じ操作でマップリストボックスのマップを開くことができます。 

注意：開いたワークスペースのデータソースは、WebServiceで提供するマップデータソースと同じ地理座標系を備

えている必要があります。ローカルデータとネットワークデータは同じ地理座標系を備えていないと、オーバーレイ

操作ができません。 

ネットワークデータ追加 

 “ファイル”で“ネットワークデータ追加”をクリックすると、ネットワークデータ追加ウィンドウが表示されますので、

WebServiceアドレスを入力します(例：http://localhost/WebService_v50/) 。ネットワークデータの追加に成功
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すると、ネットワークマップデータはレイヤーとしてレイヤーコントロールリストに表示されます。ネットワークレイヤー

はレイヤー名の後ろに“（N）”マークが付き、ローカルレイヤーはレイヤー名の後ろに“（L）”マークが付きます。ネッ

トワークマップデータレイヤーは単独では表示できず、ローカルデータソースのデータセットまたはマップと一緒に

でないと表示できません。レイヤー名の前のチェックボックスによりレイヤーの表示/非表示をコントロールできま

す。 

ネットワークデータの追加は主にAddNetLayer （）関数により行います。範例プロジェクトでこの関数に対する

重要なコードについて詳細な注釈を行っていますので、詳細なコードはここでリストアップしません。 

 / / /  <summary>  
/ / /  ネットワークレイヤーを追 加  
/ / /  </summary>  
pr ivate void AddNetLayer()  
{  
……    
}  

 
ネットワークデータを削除 

レイヤーコントロールリストボックスのネットワークデータレイヤーを選択し、“ファイル”で“ネットワークデータ削

除”をクリックします。 

 

マップ表示 

マップ表示機能にはマップ拡大、縮小、フリーズーム、移動、マップ全体表示機能が含まれます。メニューの

“マップ操作”に各機能を設定する対応メニューがあります。マップウィンドウ上のツールバーにも各機能を設定す

るツールボタンがあります。 

 
検索 

検索機能にはクリックによる検索、矩形、円形、ポリゴンによる範囲指定検索が含まれます。メニューの“マップ

操作”に各機能を設定する操作メニューがあります。マップウィンドウ上のツールバーにも各機能を設定するツー

ルボタンがあります。検索するマップパラメータ設定、検索パラメータ設定、検索実行と検索結果処理の操作はす

べてマップ表示コントロール SuperMap の MouseDownEvent イベントで実行します。検索の際同時にローカルデ

ータとネットワークデータを検索します。ネットワークデータ検索結果が Null でないとき、ネットワークデータ検索

結果のみ表示します。ネットワークデータ検索結果が Null のときのみローカルデータ検索結果を表示します。

axSuperMap_MouseDownEvent イベントの主なコードについて詳細な解析を行いました、これらの機能の実行に

ついて詳しく理解したい場合 SuperExplorer プロジェクトソースコードと注釈を参照してください。 

 
   / / /  <summary> / / /  マウスでイベントをクリック  / / /  </summary>  
/ / /  <param name="sender"></param> 
// /  <param name="e"></param> private void 
axSuperMap_MouseDownEvent(object sender,  
AxSuperMapLib._DSuperMapEvents_MouseDownEvent e)  
{   
……    
}   
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5.5 MobileMap- LBSモバイルWeb開発モデル 

5.5.1 MobileMap 紹介 

MobileMapアプリケーションプログラムはWindows PocketPCプラットフォーム上に構築するLBS（Location 
Based Service）のWebアプリケーションプログラムで、モバイルPCからSuperMap IS .NETマップサービスが発

行する空間データにアクセスして、データ検索などの機能を操作することができます。このプログラムはLBSの典

型的なネットワークアプリケーションプログラムの開発モデルといえます。  

5.5.2 MobileMap の設定と実行 

1. MobileMap仮想ディレクトリ設定 

IISサーバーに名前をMobileMapとして仮想ディレクトリを作成して、そのファイルパスをSuperMap IS .NETイ

ンストールディレクトリの¥DEMO¥MobileMapディレクトリとします。同時にSuperMap IS .NETサービスを起動し

ます。 

2. MobileMapサイトにアクセスできるか検証 

IE ブ ラ ウ ザ を 開 き 、 ア ド レ ス 欄 に 、 Http://[mobilemap が あ る サ ー バ ー の IP ア ド レ

ス]/MobileMap/mobilemap.aspx を入力します。ページが表示されれば、このウェブサイトのアクセスに成功した

ことになります。もしアクセスできない場合、設定が正しいかどうか確認してください。  

3. Visual Studio 2005を開き、Pocket PCバーチャルプログラム（Emulator）を起動します。 

Visual Studio 2005開発環境を開き、ツールメニューからデバイスに接続（Connect to Device）を選択すると、

ダイアログボックスが開かれます。ダイアログボックスでPocket PC 2003 SEバーチャルプログラム（Emulator）を

選択してOKボタンをクリックします（図5.13）。  

 

 
図 5.13 モバイルデバイスに接続  

 
 

上記の操作を行うと、Pocket PCのバーチャルプログラムが起動されます（図5.14）。 
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図5.14 Pocket PCインターフェース  
 
4. Pocket PCネットワークアダプタ情報設定 

Pocket PC 2003インターフェースのメニューからファイルの設定（Setting）を選択すると、バーチャルプログラム

の属性ダイアログボックスが表示されるので、ネットワークタブを選択します。ここからNE2000 PCMCIAネットワー

クアダプタにチェックを入れて、OKボタンを押します。 

 
図5.15 ネットワークアダプタ設定 
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5. ネットワークIPの設定 

バーチャルPC上でスタートメニューを開き、設定（Setting）を選択して（図5.16）、ここからネットワークIPの設定を

行います。 

左下から接続（Connections）タブを選択して（図5.17）、画面上でネットワークカード（Network Cards）アイコンを

ダブルクリックすると、ネットワークアダプタ設定のページが表示されます。  

図5.16 ネットワーク設定 図5.17 IP設定 
 

 

図5.18のように、ネットワークカード接続（My network card connects to）で”work”を選択して、下のアダプタ

選択欄でNE2000 Compatible Ethernet Driverを選択します。すると、IP設定画面に変わるので、図5.19のよ

うに、特定のIPアドレスを使用（Use Specific IP address）を選択します。IPアドレスの設定はサーバーのIPとゲ

ートウェイを設定して、 後に アイコンをクリックして完了します。  
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図5.18 アダプタ選択 図5.19 IP設定 

 
 

6. Pocket PCの接続情報を設定 

バーチャルPC上でスタートメニューを開き、設定（Setting）を選択して（図5.16）、ここからネットワーク接続設定

を行います。ネットワーク接続情報の画面が現れるので、図5.20のように、画面左下のオプションタブ（Advanced）

を選択して、オプション情報の設定画面を開きます。それからネットワーク選択（Select Networks）を選択して、ネ

ットワーク管理設定の画面へ進みます。上側のプルダウンリストからローカル設定（My Work Network）を選択して、

後に アイコンをクリックして完了します。 
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図5.20  図5.21  
 
 
7. MobileMapマップ情報を閲覧 

Pocket PCインターフェースのスタートメニューを選択して、開かれたサブメニューからInternet Enplorerを選

択します。画面がInternet Exブラウザの状態に変わります（図5.22）。アドレスバーにHttp://{SuperMap IS .NET
サーバーのIP}/MobileMap/MobileMap.Aspxを入力して、  ボタンを押すとMobileMapアプリケーションプロ

グラムが表示されます。  
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図5.22 MobileMapアプリケーションの閲覧  

 
5.5.3 MobileMap 機能紹介 

 
MobileMapアプリケーションプログラムは2つの主な機能を提供します。それぞれ、目標地物検索とマップ編集

です。 

1. 目標地物検索機能 

目標地物検索機能は、ある指定した地点（出発地点）付近の条件に適合する地物を検索するものです。例え

ば、新宿駅付近の大学を検索する場合、次のように操作します。MobileMapの画面で、出発地点に「新宿駅」と

入力して、目標地物に「大学」と入力して、検索ボタンを実行します（図5.23）。検索結果が、新規画面に表示され

ます（図5.24）。 
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図5.23 検索条件を入力 図5.24 検索結果  

 
各検索結果はハイパーリンクになっており、クリックすると当該地物周辺のマップが表示されます（図5.25）。マッ

プ表示画面では基本的なマップ操作を行うことができます。 

 

： マップの拡大  

： マップの縮小 

： マップの移動方向 

：全体表示のマップをもとに、指定の倍数で拡大  
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図5.25 検索結果の位置表示 図5.26 地物情報を入力 
 
 
2. マップ編集機能 

マップ編集機能はユーザーが既存のマップ中に任意に地物情報を入力するものです。 

例：図5.25の検索結果付近に、「SuperMap」という地物情報を追加するとします。 

まず、マウスでマップ中の地物を追加する位置を選択します。すると新規画面に変わるので、ここで地物名称を入

力します（この地物地点にNameの属性値を付与することになります）（図5.26）。地物情報の追加ハイパーリンク

をクリックすると、マップ上で自動的に新規追加の地物が表示されます（図5.27）。 
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図5.27 マップ編集結果 

 
5.6 デジタル透かし機能サンプルモデル 

デジタル透かし機能は、開放型ネットワーク環境の下で版権を保護するための新しい技術です。数字、シリア

ル番号、文字、ロゴマークなど版権情報をデータ中にはめ込み、版権を明確に表示することができます。 

SuperMap IS .NET提供の透かし機能は、透かし情報を指定サイズでマップ中に表示します。デフォルトでは、

SuperMap IS .NETマップサービス起動後、ブラウザに表示されるマップにはHi,SuperMap IS Watermarkの

文字の透かし情報があります。 

透かし機能はの実現は簡単です。主にplug_ins.xmlファイルを設定してコントロールします。このファイルは、

[SuperMap IS .NETインストールディレクトリ]¥binフォルダ中にあります。 

注意：透かし機能を実現する場合、plug_ins.xmlファイルをbinフォルダ内に置いておく必要があります。  

5.6.1 透かし表示 
1. 透かし表示機能のON/OFF操作 

plug_ins.xml ファイルを開き、そのうちの 1 行のコードを設定します。 

 
<sect ion name="watermark" enabled="false"> 
 

ここではマップ中に透かし情報を表示するかどうかを表明するもので、enabled属性がfalseの場合、透かしを表

示しない、trueの場合はマップ中に透かしを表示します。 

2. 透かし方式の選択  

 62



 

透かし表示には2種類の方式があります。1つは、指定した画像をマップ中で透かし表示する方法。もう1つは、

一定の文字や情報を指定したスタイルでマップ中に表示する方法です。 

既存の透かし画像をマップ中に表示させる場合は、以下のような操作となります。  

plug_ins.xmlファイル中の1行に、以下のようなコードを記述します。 

 
<entry name="f i lePath">.¥watermark.bmp</entry> 

 
透かし画像のパス（絶対パスあるいは相対パス）を<entry name="filePath">と</entry>の間に記述します（注：

相対パスは[SuperMap IS .NETインストールディレクトリ]¥binフォルダに相対するものです）。  

文字あるいは情報を透かしとする場合は、次のような操作となります。 

plug_ins.xmlファイル中の1行に、以下のようなコードを記述します。 

 

<entry name="altText">Hi,SuperMap IS Watermark</entry> 
 

文字情報、例えば“Hi，SuperMap IS Watermark”を<entry name="altText">と</entry>の間に記述します。また、

<entry name="filePath">と</entry >の間にはいかなる画像のパスも記述しません。すると、SuperMap IS .NETマ

ップサービス起動後、透かし画像が検索されない状況で、<entry name="altText">と</entry>の間の文字をマッ

プ中に透かし表示します。 

透かし画像あるいは透かし情報のマップ中での位置は、plug_ins.xmlファイルを通じて以下のコードで制御しま

す。 

<entry name="posX">20</entry>  
<entry name="posY">100</entry>  
<entry name="sizeWidth">200</entry>  
<entry name="sizeHeight">150</entry>  
<entry name="transparentColor">16711935</entry>  

 
ここで、posXとposYノードは、透かしの左上角のピクセル座標を表します。sizeHeightとsizeWidthはそれぞれ

透かしの高さと幅を表します。transparentColorは透かし画像の透明度を表します。
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第6章 SuperMap IS .NET 5 機能リスト 
 
 
6.1 マップエンジンが提供する機能 

SuperMap IS .NET 5 はデフォルトのマップエンジンをいくつか提供しており、それぞれ基本マップエンジン、空

間解析エンジン、マップ編集エンジン、カスタム拡張エンジンです。 初の3種類のマップエンジンはほとんどの

GIS 機能のリクエストを処理でき、これには基本的なGIS 情報表示、検索及び空間解析、マップ編集などが含ま

れます。特殊な業種のアプリケーションについては、カスタム拡張エンジンを提供しており、ユーザーが特殊な機

能を開発する際のニーズを満たすことができます。以下にこれらのマップエンジンがサポートするGIS 機能につ

いて列挙します。 

 
基本マップエンジンが提供する機能 

ID 機能 説明 

1  デフォルトマップを取得 
オリジナルマップの状態（  マップ中心点と表示範囲）に基づきデフ

ォルトのマップを取得 

2 索引図を取得 
マップ名、マップ表示範囲、画像サイズに基づき対応する索引図を

取得 

3  マップ全体表示 
指定したレイヤーの範囲に基づきマップを全体表示。指定しない場

合マップの範囲に基づき表示 

4  マップズーム 中心点とズームスケールを指定してズーム 

5  マップ平行移動 マップ座標偏移量を指定してマップを平行移動 

6  指定範囲のマップを取得 指定範囲に基づきマップを表示 

7  
中心点とスケールを指定してマッ

プを取得 
中心点とスケールを指定してマップを表示 

8  座標変換 マップ座標と経緯度座標の相互変換 

9  距離/面積計測 一系列の地理座標点に基づき沿線距離/面積を計測 

10  凡例取得 指定レイヤーと主題図の凡例を取得 

11  SQL クエリ 
指定したレイヤーのSQL クエリ。クエリ結果をハイライト表示する

かどうか指定可能。 

12 Find 検索 

属性フィールドに対する検索（  フィールドを指定しないが、検索値

の大文字小文字は区分）検索結果をハイライト表示するかどうか指

定可能。 

13  
指定ポイントから一定範囲距離

のオブジェクトを検索 

レイヤー、検索フィールド、SQL フィルター条件を指定可能。検索

結果をハイライト表示するかどうか指定可能。 

14  

指定したポリゴン領域の一定の

空間関係の幾何オブジェクトを

検索 

レイヤー、検索フィールド、SQL フィルター条件を指定可能。検索

結果をハイライト表示するかどうか指定可能。 

15  

指定したポイントの一定のトレラ

ンス範囲内の最短距離のオブジ

ェクトを検索 

レイヤー、検索フィールド、SQL フィルター条件を指定可能。検索

結果をハイライト表示するかどうか指定可能。 

16  

オブジェクトのIDに基づき、オブ

ジェクトの座標情報と属性情報を

取得 

オブジェクトがある場所のレイヤーとIDを指定してオブジェクトの座

標情報と属性情報を取得 
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17  主題図 

マップパラメータの修正により動的に段階区分の主題図、統計主

題図、ラベル主題図、点密度主題図、連続的比例記号の主題図を

作成 

18  レイヤーコントロール マップパラメータの修正によりレイヤーをコントロール 

19  
マップ表示スケール範囲のコント

ロール 

マップパラメータの修正によりマップとレイヤーの最大/最小表示ス

ケールを制限 

20  マップオブジェクトフィルター表示 
マップパラメータの修正によりレイヤーの表示オブジェクトのフィル

ター（SQL フィルター）を実行 

21  検索結果のページ分け表示  

22 マップ切換 マップパラメータのMapName を修正しマップの切換を実行 

 
基本マップエンジンを基礎として空間解析エンジンが提供する機能 

ID 機能 説明 

1  ルート解析 
座標セットまたはルートノードのIDセットにより最適ルート解析を実行。検索結果

をハイライト表示するかどうか指定可能。 

2 バッファ検索 
マップ上の幾何オブジェクトまたはユーザー定義の幾何オブジェクトに基づきバ

ッファ検索を実行。検索結果をハイライト表示するかどうか指定可能。 

3  最寄施設検索 
施設レイヤーを指定しポイントからの距離が最も近い施設ポイントオブジェクトを

検索。検索結果をハイライト表示するかどうか指定可能。 

4 公共バスクエリ解析 

バス停名からあいまい検索 

バス路線名からあいまい検索 

指定パス停を経過するバス路線を検索 

指定バス路線が経過するバス停を検索 

出発点と終着点のパス停によるバス乗り換えソリューション 

バス停、バス路線、ソリューションをハイライト表示 

 
マップ編集エンジンが提供する機能 

ID 機能 説明 

1  
ポイント、ライン、ポリゴン幾何オブジェク

トを追加 
 

2 
ポイント、ライン、ポリゴン幾何オブジェク

トを修正更新 
幾何オブジェクトの平面移動を含む 

3  
ポイント、ライン、ポリゴン幾何オブジェク

トを削除 
 

 
カスタム拡張エンジン 

カスタム拡張エンジンはデフォルトでマップのダウンロード機能を提供しており、これはカスタム拡張エンジンに

対する2次開発のサンプルプログラムとします。他の機能のエンジン開発が必要な場合、基本マップエンジン、編

集エンジン、空間解析エンジンの中の任意のマップエンジンを継承でき、これらを基礎として他のGIS 機能の開

発を行います。 
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6.2 WebControlが提供する機能 

ID 機能 説明 

1  デフォルトマップを取得 
オリジナルマップの状態（マップ中心点と表示範囲）に基づきデフォルトの

マップを取得 

2 マップ全体表示 マップ名、マップ表示範囲、画像サイズに基づき対応する索引図を取得 

3  マップズーム 中心点とズームスケールを指定してズーム 

4  マップ平行移動 マップ座標偏移量を指定してマップを平行移動 

5  指定範囲のマップを取得 指定範囲に基づきマップを表示 

6  
中心点とスケールを指定

してマップを取得 
中心点とスケールを指定してマップを表示 

7  座標変換 マップ座標と経緯度座標の相互変換 

8  距離/面積計測 一系列の地理座標点に基づき沿線距離/面積を計測 

9  凡例取得 指定レイヤーと主題図の凡例を取得 

10  SQL クエリ 
指定したレイヤーのSQL クエリ。クエリ結果をハイライト表示するかどうか

指定可能。 

11  Find 検索 
属性フィールドに対する検索（  フィールドを指定しないが、検索値の大文

字小文字は区分） 検索結果をハイライト表示するかどうか指定可能。 

12 

指定ポイントから一定範

囲距離のオブジェクトを検

索 

レイヤー、検索フィールド、SQL フィルター条件を指定可能。検索結果を

ハイライト表示するかどうか指定可能。 

13  

指定したポリゴン領域の

一定の空間関係の幾何

オブジェクトを検索 

レイヤー、検索フィールド、SQL フィルター条件を指定可能。検索結果を

ハイライト表示するかどうか指定可能。 

14  

指定したポイントの一定

のトレランス範囲内の最

短距離のオブジェクトを検

索 

レイヤー、検索フィールド、SQL フィルター条件を指定可能。検索結果を

ハイライト表示するかどうか指定可能。 

15  

オブジェクトのIDに基づ

き、オブジェクトの座標情

報と属性情報を取得 

オブジェクトがある場所のレイヤーとIDを指定してオブジェクトの座標情報

と属性情報を取得 

16  前のビューと次のビュー 前のビューと次のビューに戻ることができ、最大サイズを指定可能 

17  マップ編集 
ポイント、ライン、ポリゴン幾何オブジェクトを追加、修正（  平面移動を含

む）  、削除 

18  ルート解析 座標セットまたはルートノードのIDセットにより最適ルート解析を実行。 

19  バッファ検索 
マップ上の幾何オブジェクトまたはユーザー定義の幾何オブジェクトに基

づきバッファ検索を実行。 

20  最寄施設検索 
施設レイヤーを指定しポイントからの距離が最も近い施設ポイントオブジ

ェクトを検索。検索結果をハイライト表示するかどうか指定可能。 

21 公共バスクエリ解析 

バス停名からあいまい検索 

バス路線名からあいまい検索 

指定パス停を経過するバス路線を検索 

指定バス路線が経過するバス停を検索 

出発点と終着点のパス停によるバス乗り換えソリューション 

バス停、バス路線、ソリューションをハイライト表示 
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22  カスタムレイヤー 
ユーザー定義レイヤーの表示。動態的にマーキングでき、且つファイル、

Webアドレス、マルチメディアなどへの接続をサポート。 

23 
表示スケール範囲のコン

トロール 

コントロールの属性方式の修正によりマップとレイヤーの最大/最小表示

スケールを制限 

24  
マップオブジェクトフィルタ

ー表示 

マップコントロールの属性の修正によりマップレイヤーに表示されている

幾何オブジェクト（SQL フィルター）をコントロール 

25  
マップ画像を返すかどう

かコントロール 

マップを返す必要のない時このパラメータを設定することによりマップサー

バーの負荷を軽減 

26  マップ切換 マップパラメータのMapName 属性を修正しマップの切換を実行 

27  ユーザー定義のAction  
ユーザー定義のAction によりMapControl のマウス操作について拡張可

能で、イベントの動態的なbinding を実行 

 
補助 WebControl 

ID コントロール名 機能 

1  索引図コントロール 索引図をサポート。他にパラメータの設定により動的な索引図を実行 

2 レイヤーコントロール 
レイヤーの表示可能／  表示不可、検索可能／  検索不可のコントロール

機能を提供 

3  凡例コントロール マップ凡例を提供 

4  
マッププリントアウトコン

トロール 
マップ印刷機能を提供 

 

 
6.3 SuperMap IS WebService 

SuperMap IS .NET 5 は 3 タイプの WebService を提供し、それぞれ異なる GIS 機能に対応します。 

 

• MapServcie ――  基本 GIS 機能サービス 

• AnalystService ―― GIS 空間解析サービス 

• EditService ―― GIS 空間情報編集サービス 

 
 

6.4 その他 

SuperMap IS .NET 5 は上述したそれぞれのレベルで実行する GIS 機能以外に、付加機能を提供していま

す。 
 

• マップサービスリモート管理（IS Manager）――  統一リモート管理方式によるサーバーの管理と設定を

サポート 
• WMS（WebMap Service）―― SuperMap IS .NET は 新 WMS 規格 V1.3 をサポート 
• IC＆C（知能クラスタ・キャッシュ技術）―― 異なるサービス層で相応のキャッシュ処理を実行することで

高性能の WebGIS 発行システムを構築 
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