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Maps for WinForms の概要

ComponentOne は、マップ内に地理データを表示するデータ視覚化コントロールとして Maps for WinForms を導入してい

ます。Maps for WinForms では、スムーズなズーム/パンおよび画面座標/地理座標のマッピングが可能な画像を表示でき

ます。Map コントロールを使用して、マップ内にカスタム要素を追加することもできます。

さまざまな組み込みのソースやカスタムソースから Map コントロールに地理情報を表示できます。C1Map は、デフォルトで 3
つの組み込みソースを提供します。これらは、航空、道路、混合の各ビューとして Microsoft Bing Maps にアクセスします。オ

フラインで作業する場合は、Keyhole マークアップ言語（KML）ファイルをインポートすることもできます。さらに、Maps for
WinForms では、任意のオンラインマップタイルを簡単に使用できます。

注意注意：ComponentOne Mapコントロールは、.NET5と.NET4.5.2の両方と互換性があります。

リファレンスリファレンス

C1.Win.Map.5 アセンブリアセンブリ C1.Win.Map.4.5.2 アセンブリ
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主な機能

Map コントロールには、主に次のような便利な機能があります。

ジオメトリの描画ジオメトリの描画

マップ内に地理座標に基づいてジオメトリ/図形/多角形/パスを描画できます。それには、Map コントロールのベクター

レイヤを使用します。ベクターレイヤを使用して、次のような項目を描画できます。

行政界（国境、県境など）

地理情報（路線図、航路図の表示など）

コロプレスマップ（国別の人口などの統計データを示すマップ）

通常の Microsoft Virtual Earth ソースの代わりに、ベクターレイヤを使用して世界地図を表示することもできます。

KML サポートサポート

ベクターレイヤは、基本的な KML のインポート/エクスポート機能をサポートします。KML は、マップ内の描画を交換す

るための標準ファイル形式です。詳細については、KMLをご参考ください。

豊富な地理情報豊富な地理情報

Bing Map やカスタムソースなどのソースから、豊富な地理情報を表示できます。たとえば、Google Maps 用の独自の

ソースを構築できます。

マップに多数の要素を表示可能マップに多数の要素を表示可能

C1Map では、ローカルデータやサーバーデータを仮想化することができます。仮想レイヤマップを使用することで、

Map コントロールは、現在表示可能な要素だけを表示したり要求することができます。

強化されたエンドユーザー操作強化されたエンドユーザー操作

C1Mapでは、マウスまたはキーボードを使用してズーム、パン、距離スケーリングを行うことができます。 画面座標と

地理座標のマッピングもサポートされています。 詳細については、エンドユーザー操作を参照してください。

レイヤのサポートレイヤのサポート

地理的な位置にリンクされたカスタム要素をマップ内に追加するには、レイヤを使用します。詳細については、「 レイ

ヤ」を参照してください。
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クイックスタート

このクイックスタートガイドでは、Map コントロールのいくつかの機能について詳しく説明します。このセクションでは、Visual
Studio で新しい WinForms アプリケーションを作成し、C1Map コントロールをアプリケーションに追加します。さらに、ベクター

データを追加し、アプリケーションを実行する方法を学習します。

以下の手順を実行して、データ連結とプロパティ設定後にC1Mapコントロールがどのように表示されるかを確認します。

C1Map コントロールを使用するアプリケーションの作成コントロールを使用するアプリケーションの作成

1. 新しい Windows フォームアプリケーションを作成します。

2. [NuGetパッケージの管理]オプションを使用して、C1.Win.Mapアセンブリパッケージを追加します。

3. ツールボックスからアプリケーションのフォームにC1Mapコントロールを追加します。

4. C1Map コントロールの Dock プロパティを Fill に設定します。

マップへのベクターの追加マップへのベクターの追加

1. コードビューで、次の名前空間を追加します。

C#

using C1.FlexMap;
using C1.Win.Map;

2. 次のコードを使用して、C1Map コントロールにマップを表示し、ベクターレイヤを追加します。

C#

//マップで使用されるタイルソースを指定します

c1Map1.TileLayer.TileSource = new VirtualEarthRoadSource();
//ベクタレイヤを作成して、マップに追加します

C1.Win.Map.VectorLayer layer = new C1.Win.Map.VectorLayer();
c1Map1.Layers.Add(layer);

 

注意注意: Maps for WinFormsは、Bing Rest APIもサポートしています。このAPIを使用するには、以下のようにBing
Mapsキーを VirtualEarthSource コンストラクタに渡す必要があります。
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c1Map1.TileLayer.TileSource = new VirtualEarthHybridSource("Bing_maps_key");

      
3. VectorPlacemark クラスを使用してレイヤにベクタープレースマーク要素を追加し、次のコードを使用して要素をカス

タマイズします。

C#

//ベクタマーカーを作成して、レイヤに追加します

C1.Win.Map.VectorPlacemark vpl = new C1.Win.Map.VectorPlacemark();
layer.Items.Add(vpl);
//ベクタプレースマークをカスタマイズします

vpl.Style.BackColor = Color.Aqua;
vpl.Marker.Shape = MarkerShape.Diamond;
vpl.Marker.Size = new SizeF(10, 10);
//ベクタプレースマークのジオメトリを設定します

vpl.Geometry = new GeoPoint(75, 25);

要件に合わせて、VectorPolyline や VectorPolygon などの他のベクター要素をマップに追加できます。

アプリケーションの実行アプリケーションの実行

［F5］キーを押してアプリケーションを実行し、C1Map コントロールに追加されたプレースマークベクターが表示されることを確

認します。

マップには、プレースマークのほかに、さまざまなタイプのベクターデータを追加できます。C1Maps では、マップにマーカーを

追加し、カスタマイズできます。また、画像をマーカーとして追加したり、凡例を追加することもできます。詳細については、

「マーカー」を参照してください。
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法的要件

C1Map コントロールでは、Bing Maps から取得した地理情報を使用できます。このサービスを使用する前に、サービスのラ

イセンス要件を確認する必要があります。ライセンス条項は次のサイトで確認できます。

https://www.microsoft.com/en-us/maps/product 
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マップのソース

The Map control can display geographical information on a map from several sources. You can use the TileSource
property to specify the tile source used by the map for its tile layer. Map provides three built-in tile sources to display
geographic information. This topic also covers custom map source.

Virtual Earth Aerial Source
Users can set the TileSource property to an instance of VirtualEarthAerialSource class to let the Map control access
Microsoft's Virtual Earth aerial tiles.

 

The code snippet below shows how to set VirtualEarthAerialSource.

C#

//ソースプロパティを設定します

c1Map1.TileLayer.TileSource = new VirtualEarthAerialSource();

Virtual Earth Road Source
Users can set the TileSource property to an instance of VirtualEarthRoadSource class to let the Map control access
Microsoft's Virtual Earth aerial tiles.
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The code snippet below shows how to set VirtualEarthRoadSource.

C#

//ソースプロパティを設定します

c1Map1.TileLayer.TileSource = new VirtualEarthRoadSource();

Virtual Earth Hybrid Source
Users can set the TileSource property to an instance of VirtualEarthHybridSource class to let the Map control access
Microsoft's Virtual Earth aerial tiles.
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The code snippet below shows how to set VirtualEarthHybridSource.

C#

//ソースプロパティを設定します

c1Map1.TileLayer.TileSource = new VirtualEarthHybridSource();

Customizable Map Source
Maps can display online maps from various built-in and custom sources. By default, as discussed before, Maps
provides three built-in sources: aerial, road and hybrid views. Maps also makes it easy to use the online map tiles of
your choice. We include custom samples using the Open Street Maps and the public CloudMade Midnight
Commander.

Let's see how to use a custom map source.

Users can set the TileSource property to an instance of a custom source. For instance, here we have used
the OpenStreetMap service as the tile source.

  Maps for WinForms

9 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



For this purpose, the user needs to create a class OpenStreetTileSource, such that it is inherited from ITileSource
interface.

C#

    class OpenStreetTileSource : ITileSource
    {
        private const string UrlTemplate = 
"http://tile.openstreetmap.org/{0}/{1}/{2}.png";
        public void GetTile(int level, int x, int y, out string url, out object 
image)
        {
            image = null;
            url = string.Format(UrlTemplate, level, x, y);
        }
        public int TileWidth { get { return 256; } }
        public int TileHeight { get { return 256; } }
    }

Further, you can add the instance of this class to the TileSource property.

C#

//カスタムマップソース

OpenStreetTileSource openStreetTileSource = new OpenStreetTileSource();
c1Map1.TileLayer.TileSource = openStreetTileSource;
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可視性と座標系

This section provides information about the basic concepts such as visibility and coordinate systems in Map control.

Visibility
The portion of the map that is currently visible is determined by the Center and Zoom properties, and by the size of
the control:

The Center property is of type Point but it actually represents a geographic coordinate in which the X property
is longitude and the Y property is latitude. The user can change the value of the Center property by dragging
the map with the mouse, or by using the navigator control shown on the left top corner.
The Zoom property indicates the current resolution of the map. A zoom value of 0 has the map totally zoomed
out, and each increment of 1 doubles the map resolution. The user can change the value of the Zoom property
using the mouse wheel or the zoom control on the left side of the control.

Coordinate Systems
The Map control uses three coordinate systems:

Geographic coordinates mark points in the world using latitude and longitude. This coordinate system is not
Cartesian, which means the scale of the map may change as you pan.
Logical coordinates go from 0 to 1 on each axis for the whole extent of the map, and they are easier to work
with because they are Cartesian coordinates.
Screen coordinates are the pixel coordinates of the Control relative to the top-left corner. These are useful for
positioning items within the control and for handling mouse events.
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レイヤ

このトピックでは、レイヤーの概念と、マップコントロールで使用されるレイヤーの種類について説明します。

基本的に、レイヤーは地図上にデータを描画するのに役立ちます。 これは、地理データを表示するために使用できます。

Map コントロールでサポートされているレイヤーにはいくつかの種類があります。

タイルレイヤタイルレイヤ

タイルレイヤは、さまざまなタイルソースを使用してマップにマップタイルを表示するために使用されます。これは、データを追

加する前に最初にマップに追加されるレイヤです。C1Map.TileLayer プロパティを使用して、マップにタイルレイヤを追加でき

ます。マップにタイルレイヤを追加したら、TileLayer クラスの TileSource プロパティを使用して、タイルソースを設定する必要

があります。

タイルソースの追加タイルソースの追加

C1Map は、VirtualEarthAerialSource、VirtualEarthRoadSource、VirtualEarthHybridSource の 3 つの組み込みタイルソー

スを使用します。これらのいずれかを使用して、タイルレイヤのタイルソースを定義できます。また、カスタムタイルソースを追

加することもできます。これについては、マップのソースを参考してください。

次のコードは、C1.Win.Map.TileLayer および TileSource プロパティの使用方法を示します。

C#

c1Map1.TileLayer.TileSource = new VirtualEarthAerialSource();

ベクターレイヤベクターレイヤ

ベクターレイヤを使用して、マップ内に地理座標に基づいてさまざまなオブジェクトを配置できます。これにより、国境、県境な

どの行政界を描画したり、航路図などの地理的な詳細を追加したりできます。

次は、ベクターレイヤで使用できる主要なベクター要素です。

Vector Placemark

地理的な場所に関連付けられたオブジェクト。プレースマークは、ピクセル座標で座標が表現される、スケールに依存しないジ

オメトリと、オプションのラベル（任意の UIElement）を持ちます。用途の例として、マップ内のラベル、アイコン、マークがありま

す。
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ラベルを追加する方法：

次のコードでは、VectorLayerとVectorPlacemarkを使用して地理的なポイントにラベルを追加できます。

C#

// ソースを追加します。

c1Map1.TileLayer.TileSource = new VirtualEarthAerialSource();
// ベクターレイヤを追加します。

var vl = new C1.Win.Map.VectorLayer();
c1Map1.Layers.Add(vl);
// プレースマークを追加します。

var pm = new C1.Win.Map.VectorPlacemark();
pm.Geometry = new GeoPoint(139, 35);
vl.Items.Add(pm);
// ラベルを追加します。

vl.LabelVisibility = LabelVisibility.Visible;
pm.Marker.Caption = "Japan";
pm.LabelStyle.ForeColor = Color.Yellow;

上記のコードは、マップにラベルを追加し、キャプションを付け、ラベルキャプションのフォントの色を設定します。

マップコントロールを使用して、マップに追加されたラベルをカスタマイズすることができます。 また、次のプロパティで、ラベル

とマーカーをさらにカスタマイズできます。

プロパティプロパティ 説明説明

Shape マーカーの形状を設定します。

CustomShape マーカーに対してカスタム形状を指定します。

LabelPosition マーカーに対するラベルの位置を指定します。

Size マーカーの形状のサイズを指定します。

Labelのスタイルを設定するには、VectorPlacemarkクラスのLabelStyleプロパティを使用します。 このプロパティを使用する
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と、ラベルの背景色、幅、およびラベルの境界線の丸い半径を変更できます。

Vector Polyline

Polygon クラスに似ていますが、閉じた形状にする必要はありません。地理座標を使用して折れ線が形成されます。用途の

例として、道路や経路があります。

折れ線を追加する方法：

C#

// 折れ線を追加します。

var pline = new C1.Win.Map.VectorPolyline();
vl.Items.Add(pline);
//折れ線のストロークのスタイルを指定します。

pline.Style.Stroke.Width = 2;
pline.Style.Stroke.Style = DashStyle.Dot;
 pline.Style.Stroke.Color = Color.Aqua;
//折れ線のジオメトリを提供します。

pline.Geometry = new GeoMultiLineString(
new GeoLineString[]
                {
new GeoLineString(new GeoPoint[]
{
            new GeoPoint(20, -20),
            new GeoPoint(-20, 20),
        }),
        new GeoLineString(new GeoPoint[]
        {
            new GeoPoint(-20, -20),
            new GeoPoint(20, 20),
        })
});
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Vector Polygon

Polyline クラスに似ていますが、こちらは多角形を描画します。多角形は、線分をつないでできた閉じた形状です。この多角形

は地理座標を使用して形成されます。用途の例として、国境や地域区分があります。

多角形を追加する方法：

C#

// ベクターレイヤに多角形ベクター（C1.Win.Map.VectorPolygon）を追加します。

var polygon = new C1.Win.Map.VectorPolygon();
vl.Items.Add(polygon);
// 多角形をカスタマイズします。

polygon.Style.BackColor = Color.LimeGreen;
// Provide the geopoint location for the polygon
polygon.Geometry = new GeoPolygon(new GeoLinearRing[]
            {
    new GeoLinearRing(new GeoPoint[]
    {
        new GeoPoint(-10,-10),
        new GeoPoint(-10,10),
        new GeoPoint(10,10),
        new GeoPoint(10,-10),
    }),
            });

仮想レイヤ仮想レイヤ

仮想レイヤは、仮想化と非同期データロードをサポートしてマップ内に要素を表示します。一度に表示する要素が多くない場

合は、これを使用して、無制限の数の要素を表示できます。詳細については、「仮想化」を参照してください。
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KML

KML は、地理的な表示と注釈に使用される XML ベースの言語で、最初は Google Earth 用に作成されました。詳細につい

ては、https://developers.google.com/kml/documentation を参照してください。KMLファイルを作成して、場所を特定し、新

しい方法で豊富なデータを公開し、画像オーバーレイを追加できます。

KML is a global standard maintained by the Open Geospatial Consortium. It uses a tag-based structure with nested
elements and attributes. Based on the XML standard, all KML tags are case-sensitive and must appear exactly as they
are listed in the KML Reference. The Reference shows which all tags are optional, and within a given element, tags
must appear in the order shown in the Reference.

The following sub-topics provides detailed information about KML operations:

Import and Export
Display Shapes

インポート/エクスポート

KML インポートインポートは、KmlReader  クラスによって実行されます。このクラスには、用意された KML ソース（文字列またはスト

リーム）からベクターオブジェクトのコレクションを作成するための静的メソッドがあります。このコレクションは、

C1.Win.Map.VectorLayerクラス に簡単に追加できます。インポートされるオブジェクトの DataContext は、KML ソースの対応

する XElement に設定され、インポート中に元の要素を使ってカスタム操作を実行できます。

 

KML エクスポートエクスポートは、KmlWriter クラスによって実行されます。このクラスには、用意されたストリームにベクターオブジェクト

のコレクションを KML フォーマットで書き込むための静的メソッドがあります。

KmlWriter.Write() メソッドには saveElementCallback パラメータがあり、これを使用して、エクスポート中にカスタム操作を実

行できます。このメソッドは、KML ストリームに保存される要素ごとに呼び出されます。たとえば、コールバックメソッドを使用し

て、KML カスタムデータを要素に追加できます。

注意注意：インポートおよびエクスポートには次の制限があります。

インポートには次の制限があります。インポートには次の制限があります。

KML プレースマーク要素のみがサポートされています。

内側多角形はサポートされていません。

アイコンはサポートされていません。

外部リンクはサポートされていません。

エクスポートには次の制限があります。エクスポートには次の制限があります。

C1VectorPlacemark.Geometry は KML ストリームに保存されません。

図形の表示

圧縮された KML ファイル（KMZ）を使用して、マップに図形を追加することもできます。次のコードは、KMZ ファイルを使用して

マップに図形を追加します。

C#

var vl = MapReader.LoadKmlFile("WorldMap.kmz", (vector, data) =>
{
    var name = data["name"] as string;
    vector.Tag = name;
    //  ベクターデータのカスタマイズ

    var fillColor = data[KmlReader.StyleFillColor] as string;
    if (fillColor != null)
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    {
        vector.Style.BackColor = MapReader.GetKmlStyleColor(fillColor);
    }
    var placemark = vector as C1.Win.Map.VectorPlacemark;
    if (placemark != null)
    {
        placemark.Marker.Caption = name;
        placemark.Lod = new LOD(0, 0, 2, 20);
    }
});
vl.LabelVisibility = LabelVisibility.AutoHide;
// 各ベクトルを介してスタイルを設定する代わりに、ベクトルとラベルのデフォルトスタイルを設定できます

vl.Style.Stroke.Color = Color.Blue;
vl.Style.Stroke.Width = 1;
vl.LabelStyle.ForeColor = Color.Green;
c1Map1.Layers.Add(vl);              

上のコードでは、既に作成した MapReader というクラスを参照しています。このクラスは、KMZ ファイルからベクターデータを

読み込みます。

KMZ ファイルから図形を追加すると、マップは次の図のようになります。
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マーカー

マーカーは、地図上に場所を表示するために使用されます。 マーカーは、地図上にメッセージを残すために使用できるメモの

ように機能します。 これは、マップ上の目的の記号またはグリフで特定の場所をマークまたは指定します。

マーカーを使用して、マップ内の場所を図形や画像で表示します。Map コントロールでは、組み込みの形状マーカーを追加

し、画像をマーカーとして使用できます。 各タイプのマーカーを追加する方法を詳しく学びます。

組み込みの形状マーカーの追加組み込みの形状マーカーの追加

Mapコントロールを使用すると、以下に示すさまざまなタイプの組み込みマーカー形状を使用できます。

円

三角

四角

ひし形

星

組み込みの図形マーカーを追加するには、最初にマップのサーフェスに VectorPlacemark を追加する必要があります。

VectorpPlacemark を追加したら、簡単にマーカーをカスタマイズできます。

次のコードを使用して、マップにマーカーを追加し、マーカーの図形とサイズを設定できます。

C#

var vl = new C1.Win.Map.VectorLayer();
c1Map1.Layers.Add(vl);
var placemark = new C1.Win.Map.VectorPlacemark();
placemark.Geometry = new GeoPoint(20, 20);
vl.Items.Add(placemark);
placemark.Marker.Shape = MarkerShape.Star;
placemark.Marker.Size = new SizeF(30, 30);

マーカーとなる画像の追加マーカーとなる画像の追加
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マップにマーカーとして画像を表示する場合は、カスタムマーカー図形を表す C1.Win.Map.MarkerImageShape クラスを使用

する必要があります。

次のコードを使用して、マーカーとなる画像をマップに追加できます。

C#

var vl = new C1.Win.Map.VectorLayer();
c1Map1.Layers.Add(vl);
var placemark = new C1.Win.Map.VectorPlacemark();
placemark.Geometry = new GeoPoint(70, 60);
vl.Items.Add(placemark);
// 最初に、 図形をMarkerShape.Customに設定します

placemark.Marker.Shape = MarkerShape.Custom;
placemark.Marker.Size = new SizeF(40, 40);
// 次に、CustomShapeを設定します

var shape = new MarkerImageShape();
placemark.Marker.CustomShape = shape;
shape.Image = Image.FromFile("office.png");

カスタムマーカーの追加カスタムマーカーの追加

Map コントロールを使用すると、マップサーフェスにカスタムマーカーを簡単に追加できます。カスタム図形を作成するには、

C1.Win.Map.CustomShape クラスを実装するクラスを作成する必要があります。
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次のコードを使用して、カスタムマーカーをマップに追加できます。

C#

var vl = new C1.Win.Map.VectorLayer();
c1Map1.Layers.Add(vl);
var placemark = new C1.Win.Map.VectorPlacemark();
placemark.Geometry = new GeoPoint(110, 65);
vl.Items.Add(placemark);
// 最初に、 図形をMarkerShapeに設定します

placemark.Marker.Shape = MarkerShape.Custom;
placemark.Marker.Size = new SizeF(20, 27.32f);
// 次に、CustomShapeを設定します

var shape = new SampleCustomShape(0);
placemark.Marker.CustomShape = shape;
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凡例

マップ内での凡例は、マップが何を表示しているかを解釈するのに役立つ貴重な情報を提供します。 凡例は、データに基づい

てさまざまな色や形で表すことができます。マップ内のベクター要素やマーカーについて説明する凡例を追加できます。

凡例は、MapLegend クラスを使用してマップに表示できます。凡例を追加したら、それに凡例項目を追加する必要がありま

す。凡例項目は、MapLegendItem クラスを使用して表示できます。

次のコードを使用して、マップに凡例と凡例項目を追加してカスタマイズできます。

C#

// マップのソースを追加します

c1Map1.TileLayer.TileSource = new VirtualEarthHybridSource();
// 凡例を追加します

var legend = new C1.Win.Map.MapLegend();
c1Map1.Legends.Add(legend);
legend.Alignment = ContentAlignment.TopRight;
legend.Margin = new Padding(0, 20, 20, 0);
legend.Padding = new Padding(5);
legend.Layout = MapLegendLayout.Column;
legend.Style.Border.Width = 1;
legend.Style.BackColor = Color.OldLace;
legend.Title.Caption = "LEGEND";
legend.Title.Position = DockStyle.Top;
legend.Title.Padding = new Padding(5);
legend.Title.Style.Alignment = ContentAlignment.MiddleCenter;
legend.Title.Style.Font = new Font("Arial", 12, FontStyle.Bold);
legend.Title.Style.ForeColor = Color.Black;
var item1 = new C1.Win.Map.MapLegendItem();
legend.Items.Add(item1);
item1.Label = "Item1";
item1.Kind = MapLegendItemKind.Marker;
item1.Shape = MarkerShape.Circle;
item1.Style.BackColor = Color.GreenYellow;
item1.Style.ForeColor = Color.Black;
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var item2 = new C1.Win.Map.MapLegendItem();
legend.Items.Add(item2);
item2.Kind = MapLegendItemKind.Rectangle;
item2.Label = "Item2";
item2.Style.ForeColor = Color.Black;
item2.Size = new SizeF(20, 20);
item2.Style.Alignment = ContentAlignment.MiddleLeft;
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仮想化

Sometimes, large number of items need to be visualized on a map surface. Virtualization can increase the overall
performance of the map control, such as the loading, zooming and panning performance. The Map control provides
the VirtualLayer to display elements over the map with virtualization and asynchronous data loading. It can be used to
display an unlimited number of elements, as long as not many of them are visible at the same time. The VirtualLayer
requires a division of the map space in regions, and the items' source must implement the IMapVirtualSource
interface.

The division of map space is defined using the VirtualLayer.Slices property, which specifies how the layer is
partitioned for virtualization. Each map slice defines a minimum zoom level for its division, and the maximum zoom
level for a slice is the minimum zoom layer of the next slice (or, if it is the last slice, its maximum zoom level is the
maximum zoom of the map). In turn, each slice is divided into a grid of latitude/longitude divisions.

For adding a virtual layer on a map, you need to create your own class that implements IMapVirtualSource interface.
We have created a class named VirtualSource which consists of the geometries of placemarks and markers required to
add a virtual layer on a map. On creating your class, you would be required to add C1.Win dll to it. The following code
is used to add the virtual layer on a map:

C#

c1Map1.TileLayer.TileSource = new VirtualEarthAerialSource();
var vlayer = new C1.Win.Map.VirtualLayer();
c1Map1.Layers.Add(vlayer);
vlayer.LabelVisibility = LabelVisibility.Visible;
// スライスコレクションは、仮想レイヤが必要なときにアイテムを取得する領域を定義します。

vlayer.Slices.Add(new MapSlice(0, 1, 1));
vlayer.Slices.Add(new MapSlice(1, 4, 4));
// C1.Win.Map.IMapVirtualSourceインタフェースを実装する仮想ソースを提供する必要があります。

vlayer.ItemsSource = new VirtualSource();
// デフォルトのスタイル。

vlayer.Style.Stroke.Width = 1;
vlayer.Style.Stroke.Color = Color.Blue;
vlayer.Style.BackColor = Color.Aqua;
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As you zoom in the output, you will be able to see the marker split into multiple placemarks indicating virtualization.
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エンドユーザー操作

C1Map は、マルチタッチジェスチャーを使用したズームとパンをサポートするコンテナを提供しています。ダブルタップまたは

ストレッチ操作でズームインしたり、ピンチ操作でズームアウトすることができます。

東西方向にマップをパンまたはスクロールするとき、HorizontalLoop プロパティを設定することにより、地図が無限にループ

バックできるようにすることができます。このプロパティのデフォルト値はfalseです。  HorizontalLoopプロパティをtrueに設定

すると、マップは±180°E / Wで描画を停止しません。

マップコントロールには次のツールがあります。

ズームツールズームツール

The zooming tool in Map allows users to select the area they want to enlarge by moving the slider on the zooming
tool, enabling them to analyze areas, cities, towns, countries etc. at a minute level. The Zoom tool consists of increase
and decrease buttons, a thumb button and trackbar.

You can also zoom the map using the mouse wheel event. That is, the map is zoomed in when the mouse is scrolled
up and the map is zoomed out when the mouse is scrolled down.

パンツールパンツール

The panning tool in Map allows users to navigate across the maps in North, South, East and West directions. Panning
allows users to move a map around to focus on a specific area. The Panning tool has a round pan panel and it holds
four markers to indicate the directions.
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距離スケールツール距離スケールツール

A map control is incomplete without distance-scaling tool. The distance scaling tool is necessary to represent the
distances between different places on Earth to depict the relief on map precisely. The Distance-Scaling tool has a scale
bar, which shows metric unit above the bar and imperial unit below the bar.

Map allows you to customize the map tools. To do so, you can use the properties of MapPanTool, MapZoomTool, and
MapDistanceScale class.

The tools in the Map control can be aligned either top left, middle left, bottom left, top center, middle center, bottom
centre, top right, middle right or bottom right.
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Repositioning map tools
The tools in the Map control are positioned on the left side of a map. Although, you can change their position
according to your requirements.
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Following code illustrates repositioning of the map tools:

C#

c1Map1.DistanceScale.Alignment = ContentAlignment.BottomRight;
c1Map1.PanTool.Alignment = ContentAlignment.TopCenter;
c1Map1.ZoomTool.Alignment = ContentAlignment.MiddleLeft;
c1Map1.ZoomTool.Orientation = Orientation.Horizontal;

C1Map also allows you to set the custom location and size of a map tool by setting the Bounds property. Following
code demonstrates the use of Bounds property to set the custom location and size of the Pan tool:

C#

c1Map1.PanTool.Bounds = new Rectangle(100, 100, 100, 100);
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スタイルと外観

The following sections explain how to style the Map control's layout and appearance. You can use built-in styling
options to alter the look of the Map control. The styling properties can be set from the Properties window, or via
code.

The image below depicts the styled panning, zooming and distance-scaling map tools.

The following table lists various properties that can be used to style Map tools:

Map
tool

Styling properties

Distance
Scale

Users can style the bar of the DistanceScale tool using the BarStyle property, and change the Alignment,
BackColor, Font, ForeColor, GradientStyle, Stroke etc.

Panning Users can style the marker and pan of the Panning tool using MarkerStyle and PanStyle properties, and
change the Alignment, BackColor, Font, ForeColor, GradientStyle etc.

Zooming Users can style the button, thumb and track of the Zooming tool using the ButtonStyle, ThumbStyle and
TrackStyle properties, and change the Alignment, BackColor, Font, ForeColor, GradientStyle etc.
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テーマの適用

Customizing the look and feel of a control is an important part of the application development which is required to
give it a seamless user interface. Our Themes for WinForms provides an easy and intuitive way to apply themes to all
ComponentOne controls. It allows you to style the control using the ThemeController component and ThemeDesigner
application.

Using ThemeController
The ThemeController component can be used to apply built-in themes to the controls. The component loads and
manages visual themes and applies them to the control. You can simply drag and drop the ThemeController from the
toolbox on your form and use the built-in themes to style the control. For example, BeigeOne, Material,
MaterialDark,Office2016Green, etc. are some available built-in themes.

The following image shows applying themes to the Map control.

Apply theme to Map using designer

To apply a built-in theme to the Map control using designer, follow these steps:

1. Drag and drop the ThemeController and Map controls on the form. Observe how ThemeController component
gets added to the component tray.

2. Right-click the Map control and select Properties from the context menu.
3. In the Properties window, click the dropdown next to the Theme on ThemeController property and select a

theme, for example, MaterialDark theme, from the ComponentOne themes list.

Apply theme to Map using code

1. Switch to code editor and add the following code to Form_Load event:
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C#

string[] themes = C1ThemeController.GetThemes();
foreach (string theme in themes)
// Populate ComboBox with themes
cmb_themes.Items.Add(theme);
cmb_themes.SelectedIndex = 0;              

As you can observe from the code above, the ThemeController component loads and manages C1Visual
themes, and the GetThemes method retrieves all themes registered with the application. The Add method adds
the themes as items to the ComboBox, and the SelectIndex property selects the current theme in the
ComboBox.

2. Add the following code to the SelectedIndexChanged event of ComboBox:

C#

private void cmb_themes_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            C1Theme theme = null;
            try
            {
                theme = C1ThemeController.GetThemeByName(cmb_themes.Text, 
false);
            }
            catch
            {
            }
            if (theme != null)
            {
                C1ThemeController.ApplyThemeToControlTree(c1Map1, theme);
            }
            this.Activate();
        }              

The SelectedIndexChanged event of ComboBox occurs when the value of the SelectedIndex property changes.
Further, the ThemeController calls the ApplyThemeToControl method to apply theme to the Map control.

3. Run the code and observe the output.

Using ThemeDesigner
C1ThemeDesigner application provides you an easy-to-use UI so that you can create your own themes or modify the
existing ones. The application gets installed on your system along with ComponentOne WinForms Edition and can be
accessed through C1ThemeDesigner.4.exe located at the following location:

C:\Program Files (x86)\ComponentOne\Apps\v4.0

For more information on using C1ThemeDesigner application to create and modify themes, see C1Theme Designer
Application Overview.
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チュートリアル

This section discusses how to implement some real-world scenarios using Maps control in WPF application:

Topic Snapshot Content

Display Geographic Coordinates Provides step-by-step guide on how to show geographic coordinates on maps.

MouseOver時に地理座標の表示

Users can display geographical coordinates on hovering the mouse over the Map control using a TextBox. In this
walkthrough, you will learn how to configure the Map control to return the geographical coordinates of the current
mouse position. These geographical coordinates will then be written as a string to the Text property of a TextBox
control.

 

Set up the application
1. Create a new Windows Forms app.
2. Drag and drop the Map control from the Toolbox onto the form.

Configure Map control to display geographical coordinates
To get the geographical coordinates of the current mouse position using the Map control, complete the following
steps:

1. Add a TextBox control, and Map control to your project.
2. Set the TextBox control's Name property to "ShowCoordinates".
3. In the properties window, change the MouseMove event name to "MouseMoveCoordinates" and press ENTER

to add the MouseMoveCoordinates event handler to your project.
4. Add the following code in the event:

C#
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private void MouseMoveCoordinates(object sender, MouseEventArgs e)
{
  C1Map map= sender as C1Map;
  Point p = map.PointToClient(MousePosition);
  ShowCoordinates.Text = string.Format("{0:f6},{1:f6}", p.X, p.Y);         
}

5. Press F5 to run the project. Once the project is loaded, run your cursor over the map and observe that
geographical coordinates appear in the text box.
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