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はじめに 

スタートアップ ガイドについて 

本スタートアップ ガイドは初めて ArcGIS API for Silverlight を使用して Web マッピング アプリケー

ションを構築する開発者の方に最も基本的な開発手順の流れを紹介するものです。本書をお読み頂くこと

で、ArcGIS API for Silverlight ライブラリの入手方法およびライブラリを使用した Web マッピング ア

プリケーション開発の基礎を理解することができます。 

ArcGIS API for Silverlight とは 

ArcGIS API for Silverlight は Microsoft Silverlight の高い操作性・表現力と ArcGIS for Server などの

オンライン GIS リソースを統合した GIS アプリケーションを開発するために提供される API ライブラ

リです。 

ArcGIS API for Silverlight の詳細は下記をご参照ください。 

ArcGIS API for Silverlight： 

http://www.esrij.com/products/arcgis-api-for-silverlight/ 

  

http://www.esrij.com/products/arcgis-api-for-silverlight/
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ArcGIS API for Silverlight の開発環境 

ArcGIS API for Silverlight を用いることで、Silverlight に対応した Web マッピング アプリケーション

を開発することができます。 

本ガイドでは Microsoft Visual Studio を使用して ArcGIS API for Silverlight を用いたWebマッピン

グ アプリケーションの開発手順を紹介します。本ガイドの手順を実行する前に以下のいずれかの環境がご

使用のマシンに適切にセットアップされている必要があります。 

 

 Microsoft Visual Studio 2013 

 Microsoft Visual Studio 2012 

 Microsoft Visual Studio 2010 SP1 

 

ArcGIS API for Silverlight がサポートする最新の動作環境につきましては下記をご参照ください。 

ArcGIS API for Silverlight 動作環境： 

http://www.esrij.com/products/arcgis-api-for-silverlight/environments/3_x/ 

  

http://www.esrij.com/products/arcgis-api-for-silverlight/environments/3_x/
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Web マッピング アプリケーションの開発 

API ライブラリのインストール 

ArcGIS API for Silverlight を用いて Web マッピング アプリケーションを開発するには、まず API ラ

イブラリを入手する必要があります。以下の手順に従い ArcGIS for Developers から API をインストー

ルしてください。 

※ 以下の手順はバージョン 3.3 を例としています。 

※ バージョン 3.3 より前の API を使用する場合は、下記リンク先の一覧から該当するバージョンのリ

ンクをクリックし、ダウンロードしてください（Esri グローバル アカウントが必要です）。 

http://www.esri.com/apps/products/download/index.cfm?fuseaction=download.all#ArcGIS_API_for_Silverlight 

 

1. ArcGIS for Developers にアクセスします。 

ArcGIS for Developers： 

https://developers.arcgis.com/silverlight/ 

 

  

http://www.esri.com/apps/products/download/index.cfm?fuseaction=download.all#ArcGIS_API_for_Silverlight
https://developers.arcgis.com/silverlight/
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2. [DOWNLOAD] をクリックします。 

 

3. ArcGIS for Developers へのログインを要求されます。ArcGIS for Developers 開発者アカウ

ントまたは ArcGIS Online 組織向けプランのアカウント情報を入力してください。 

 

 ArcGIS for Developers 開発者アカウントをお持ちでない方は以下のページにある

「ArcGIS for Developers 開発者アカウント作成ガイド」を参考にアカウントを作成して

ログインしてください。 

http://www.esrij.com/products/arcgis-api-for-silverlight/documents/ 

 

4.  [ArcGISAPI3xforSilverlight.exe] のダウンロードが開始されます。 

 ご使用の Web ブラウザを使用してインストール ファイルをダウンロードしてください。 

5. ダウンロードした [ArcGISAPI3xforSilverlight.exe] をダブルクリックして、インストールを

開始します。 

  

http://www.esrij.com/products/arcgis-api-for-silverlight/documents/
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6. [ArcGIS API 3.x for Silverlight Setup] ダイアログ ボックスが表示されます。[Next] をクリ

ックします。 

 

7. 使用許諾契約書に同意する場合は [I accept the license agreement] を選択し、[Next] をク

リックします。 
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8. API ライブラリのインストール ディレクトリおよびインストールするコンポーネントを必要

に応じて変更し、[Next] をクリックします（この例では既定の設定をそのまま使用します）。 

 

9. [Install] をクリックします。 
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10. インストールが開始されます。 

 

11. インストールが完了したら [Finish] をクリックします。 
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Web マッピング アプリケーションの開発 

以下の手順では、Visual Studio 2012 を用いて ArcGIS API for Silverlight を使用した Web マッピン

グ アプリケーションのサンプルを作成します。本スタートアップ ガイドでは下記の設定にて Web マッ

ピング アプリケーションを作成します。 

 

 Silverlight のバージョン：Silverlight 5 

 コード ビハインドのプログラミング言語：C# 
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新規プロジェクトの作成 

1. Visual Studio 2012 を起動し、[ファイル] > [新規作成] を選択し、[プロジェクト] をクリッ

クします。 

 

2. 新しいプロジェクト ダイアログにて、[インストール済み] セクションから [Visual C#] > 

[Silverlight] を選択し、[Silverlight アプリケーション] を選択します。必要に応じて [名前]、

[場所]（ソリューションの格納ディレクトリ）、[ソリューション名] を変更して [OK] ボタン

をクリックします。 
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3. 新しい Silverlight アプリケーション ダイアログにて [Silverlight アプリケーションを新し

い Web サイトでホストする] にチェックが入っている事および、Silverlight のバージョンと

して [Silverlight 5] が選択されていることを確認して [OK] ボタンをクリックします。 

 

4. 新しい Silverlight アプリケーションのプロジェクトと Silverlight アプリケーションをホス

トするための Web プロジェクトを含むソリューションが作成されます。 
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Map コントロールの追加 

以下では Web マッピング アプリケーション上に地図を表示させるために Map コントロールを追加す

る手順を紹介します。 

1. ArcGIS API for Silverlight ライブラリの参照設定を追加します。ソリューション エクスプロ

ーラーから、Silverlight アプリケーション プロジェクトの [参照設定] を右クリックし [参照

の追加...] をクリックします。 

 

2. 参照マネージャー ダイアログが表示されます。 [アセンブリ] セクションから [拡張] を選択

し、 [ESRI.ArcGIS.Client] を選択して [OK] ボタンをクリックします。 

 

 

 API ライブラリの dll は、API ライブラリのインストール ディレクトリ（例：

C:\Program Files (x86)\ESRI SDKs\Silverlight5\v3.x）に格納されています。 
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3. ソリューション エクスプローラーから Silverlight アプリケーション プロジェクトに API ラ

イブラリの参照が追加されたことを確認します。 

 

4. MainPage.xaml を開き [ツールボックス] の [ArcGIS Silverlight Controls] セクションから 

Map コントロールを [デザイン] ビューにドラッグ&ドロップで追加します。 
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[XAML] ビューに以下のコードが自動的に記述されます。 

    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 

    xmlns:esri="http://schemas.esri.com/arcgis/client/2009"  

    x:Class="SilverlightApplication1.MainPage" 

    mc:Ignorable="d" 

    d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="400"> 

 

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White"> 

        <esri:Map Background="White" HorizontalAlignment="Left"  

Margin="235,115,0,0" VerticalAlignment="Top" WrapAround="True"> 

            <esri:ArcGISTiledMapServiceLayer 

Url="http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/W

orld_Street_Map/MapServer"/> 

        </esri:Map> 

   </Grid> 

 

上記のコードでは行 6 （xmlns:esri=・・・）において、esri と言う名称で API ライブラリ

への参照が宣言されました。これにより、esri という名前空間で API ライブラリ内のコントロ

ールを参照することができるようになります。 

API ライブラリ内の Map コントロールは、「esri:Map」と言う形式で参照され、ページ内に追

加されます。また、デフォルトの状態で Map コントロールには、背景地図として ArcGIS Online 

のサービスである World Street Map をデータソースとする ArcGISTiledMapServiceLayer

が自動的に追加されます。 
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5. Map コントロールの名前を指定します。Map コントロールを選択した状態でプロパティ ウィ

ンドウにて、名前セクションに「MyMap」と設定します。 

 

6. Map コントロールの表示サイズを変更します。Map コントロールを選択した状態でプロパテ

ィ ウィンドウにて、 Map コントロールのレイアウト プロパティの [Width] と [Height] を

「Auto」に、[HorizontalAlignment] と [VerticalAlignment] を「Stretch」に、そして 

[Margin] を「0」に設定します。 
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7. プロジェクトをデバッグ実行します。Visual Studio 2012 のメニューから [デバッグ] を選択

し、[デバッグ開始] をクリックします。 

 

 デバッグが無効な場合は、表示されるダイアログにて [デバッグを有効にするために 

Web.config ファイルを変更する] が選択されていることを確認して [OK] ボタンをクリ

ックします。 

デバッグ実行が開始され、Web マッピング アプリケーションが開始されます。 

 

この時点でマウスによるドラッグやマウス ホイールで地図のナビゲーション操作が可能です。

Web マッピング アプリケーションが正常に実行されていることが確認できたらアプリケーシ

ョンを閉じて Visual Studio のデバッグを停止します。 
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Navigation コントロールの追加 

以下では Web マッピング アプリケーションに地図のナビゲーション操作を行うための Navigation コ

ントロールを追加する手順を紹介します。 

1. ArcGIS API for Silverlight ライブラリの参照設定を追加します。ソリューション エクスプロ

ーラーから、[参照設定] を右クリックし [参照の追加...] をクリックします。 
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2. 参照マネージャー ダイアログが表示されます。 [アセンブリ] セクションから [拡張] を選択

し、 [ESRI.ArcGIS.Client.Toolkit] を選択して [OK] ボタンをクリックします。 

 

 API ライブラリは、API ライブラリのインストール ディレクトリ（例：C:\Program Files 

(x86)\ESRI SDKs\Silverlight5\v3.x）に格納されています。 

 

3. ソリューション エクスプローラーから Silverlight アプリケーション プロジェクトに API 

ライブラリの参照が追加されたことを確認します。 
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4. MainPage.xaml を開き [ツールボックス] の [ArcGIS Silverlight Controls] セクションから 

Navigation コントロールを [デザイン] ビューにドラッグ&ドロップで追加します。 

 

[XAML] ビューに以下のコードが自動的に記述されます。 

<esri:Navigation HorizontalAlignment="Left" Margin="22, 147,0,0" 

VerticalAlignment="Top" /> 

 

上記のコードでは esri 名前空間の Navigation コントロールが追加されています。 
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5. Navigation コントロールの名前を指定します。Navigation コントロールを選択した状態でプ

ロパティ ウィンドウにて、名前セクションに「MyNavigation」と設定します。 

 

6. [VerticalAlignment] および [HorizontalAlignment] を指定して Navigation コントロール

のアプリケーション上の配置位置を左下に設定し、[Margin] を指定して周囲のオブジェクトか

らのマージンを設定します。 
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[XAML] ビューにプロパティで設定した内容のコードが以下のように記述されます。 

<esri:Navigation HorizontalAlignment="Left" Margin="10" 

X:Name="MyNavigation" VerticalAlignment="Bottom" /> 

 

この状態でアプリケーションを実行すると Navigation コントロールは追加されていますが、

Navigation コントロールを操作しても地図のナビゲーション操作を行うことはできません。

Navigation コントロールを動作させるには Map コントロールと Navigation コントロール

を関連付ける必要があります。 

7. Navigation コントロールの Map プロパティの右側の [□] ボタン（詳細プロパティ）をクリ

ックし [データ バインドの作成...] をクリックします。 
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8. [バインドの種類] リストから [ElementName] を選択し、要素名から [MyMap] を選択して 

[OK] をクリックします。 

 

[XAML] ビューに上記で設定した内容のコードが以下のように記述されます。 

<esri:Navigation HorizontalAlignment="Left" Margin="10" 

Name="navigation1" VerticalAlignment="Bottom" 

Map="{Binding ElementName=MyMap" /> 

 

上記の記述により、Navigation コントロールによってナビゲーション操作が行われる Map コ

ントロールが「MyMap」に設定されます。 
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9. デバッグ実行を行い、Navigation コントロールを使用した地図ナビゲーション操作が行える事

を確認します。Web マッピング アプリケーションが正常に実行されていることが確認できた

らアプリケーションを閉じて Visual Studio のデバッグを停止します。 

 

 

以上でサンプル アプリケーションの開発は終了です。より高度なアプリケーションの開発に関する参考ド

キュメントやサンプルの詳細については次のステップをご参照ください。 

  



ArcGIS API for Silverlight スタートアップ ガイド (v3.x) 

23 

 

次のステップ 

本スタートアップ ガイドでは ArcGIS API for Silverlight を用いた Web マッピング アプリケーション

を開発するための最も基本的な開発手順について紹介しました。今後、より高度なアプリケーションを開

発するためにはまず ArcGIS for Developers をご参照ください。ArcGIS for Developers には API を使

用した開発に必要となるドキュメントやサンプルがすべて集約されています。 

ArcGIS for Developers：ArcGIS API for Silverlight 

Home 

ArcGIS for Developers の ArcGIS API for Silverlight のホームページです。製品に関する最新の情報な

どを確認することができます。 

https://developers.arcgis.com/silverlight/ 

  

  

https://developers.arcgis.com/silverlight/
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Guide 

API の概要、地図の追加や ArcGIS for Server のサービスの利用方法などの各種開発手法をまとめた開発

者ヘルプです。 

https://developers.arcgis.com/silverlight/guide/arcgis-api-overview.htm 

 

 

API Reference 

API のリファレンスです。API に含まれるクラスの各種プロパティ、メソッド等を確認することができま

す。 

https://developers.arcgis.com/silverlight/api-reference/ 

 

https://developers.arcgis.com/silverlight/guide/arcgis-api-overview.htm
https://developers.arcgis.com/silverlight/api-reference/
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Sample Code 

API を用いたライブ サンプルとその開発コードです。はじめて API による開発を行う場合はまずこのサ

ンプルと同じ Web アプリケーションを作成してみることをお勧めします。 

https://developers.arcgis.com/silverlight/sample-code/start.htm 

 

Symbol gallery 

グラフィック レイヤなどのシンボル表現に使用できるポイント、ライン、ポリゴン用のシンボル ギャラ

リーです。ギャラリー内の XAML をコピー&ペーストすることでシンボルをアプリケーションで利用する

ことができます。 

https://developers.arcgis.com/silverlight/sample-code/SymbolGalleryWeb/ 

  

https://developers.arcgis.com/silverlight/sample-code/start.htm
https://developers.arcgis.com/silverlight/sample-code/SymbolGalleryWeb/
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Template gallery 

ArcGIS API for Silverlight のアプリケーション テンプレート ギャラリーです。背景地図の切替えや概観

図といった基本機能を備えたテンプレート アプリケーションのソリューションをダウンロードすること

ができます。 

https://github.com/Esri/arcgis-templates-silverlight 

 

 

Gallery 

Esri の開発者や全世界の開発者の方が作成した Web マッピング アプリケーションを紹介するページで

す。アプリケーションによっては、サンプル コードをダウンロードすることができます。 

http://www.arcgis.com/home/search.html?q=silverlight&t=content 

 

https://github.com/Esri/arcgis-templates-silverlight
http://www.arcgis.com/home/search.html?q=silverlight&t=content
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トピックス 

Map コントロールの Layers プロパティ 

ArcGIS API for Silverlight を用いて作成された Web マッピング アプリケーションには、地図を表示さ

せるための Map コントロールが 1つ以上追加されています。Map コントロールにはアプリケーション

上で表示する地図の範囲、縮尺、座標系などの情報が保持されており、1つ以上のレイヤ（顧客分布図など

の主題図や道路地図などの背景地図）を追加することができます。 

<esri:Map> 

    <esri:Map.Layers> 

        <Layer x:Name="0" Url="..." /> 

        <Layer x:Name="1" Url="..." /> 

        <Layer x:Name="2" Url="..." /> 

    </esri:Map.Layers> 

</esri:Map> 

 

 

 

 

上記の例のように Map コントロールの Layers プロパティには複数のレイヤを追加することが可能であ

り、Map コントロールに 1番最初に追加されたレイヤ（上記の例ではレイヤ 0）がレイヤ層の最も下に表

示され、かつそのレイヤの座標系が Map コントロールの座標系になります。 
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レイヤの種類 

Map コントロールに追加できるレイヤはそのデータ ソースの違いから、マップ サービス レイヤとフィ

ーチャ レイヤの 2 種類に分けることができます。 

Map コントロールのレイヤのデータ ソースの多くは、GIS サーバが提供するマップ サービスです。マッ

プ サービス自身もほとんどの場合、複数のレイヤから構成されており、あらかじめサーバ管理者によって

各マップ サービス内のレイヤがどのようなシンボルや色を使用して地図上に表示されるかが定義されて

います。マップサービスはこの定義に従い、サーバ上で地図画像を生成しクライアントに配信します。 

 

マップ サービス内のレイヤではこのサーバ側で生成された地図画像をデータ ソースとして Map コント

ロールに表示します。 

 

マップ サービス レイヤでは、あらかじめサーバ側で生成された地図画像をデータ ソースとして使用する

ため、サーバ側で定義されたシンボルや色と異なる方法で地図を表現することができません。一方で、フ

ィーチャ レイヤではクライアント アプリケーション上で動的にシンボルや色を設定することができます。

フィーチャ レイヤはマップ サービスを構成する複数のレイヤの 1つに直接アクセスし、そのレイヤ内の

地物の座標および属性情報を取得して、アプリケーション上で動的に描画を行います。 

 

GIS サーバ 

マップ サービス 

地図画像の生成 

地図画像の配信 

マップ サービス レイヤ 

Map 

GIS サーバ 
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Silverlight のアプリケーションでは多くの場合において、シンボル情報等の変更が必要ない背景地図にマ

ップ サービス レイヤを使用し、ユーザの操作に応じて表示を対話的に変更する必要がある主題図にフィ

ーチャ レイヤを使用します。 

マップ サービス レイヤ 

マップ サービス レイヤが利用する GIS サーバのマップ サービスは、REST 形式で公開されており、マ

ップ サービス レイヤはこの REST サービスのエンドポイントにアクセスすることで、GIS サーバが生成

したマップ サービスの画像を表示することができます。マップ サービス レイヤには、ArcGIS for Server 

が公開する様々なマップ サービスに対応するために、以下のようなマップ サービス レイヤ クラスが用

意されています。 

マップ サービス レイヤ クラス： 

ArcGISTiledMapServiceLayer ArcGIS for Server のマップ キャッシュ サービスをデータ ソース

として使用します。 

ArcGISDynamicMapServiceLayer ArcGIS for Server のダイナミック マップ サービスをデータ ソー

スとして使用します。 

ArcGISImageServiceLayer ArcGIS for Server のイメージ サービスをデータ ソースとして使

用します。 

マップ サービス レイヤ クラスのデータ ソースを指定するには、クラスの Url プロパティにマップ サ

ービスの REST エンドポイントを指定します。本スタートアップ ガイドで紹介したコードでは Esri 社が

ホストしている ArcGIS Online の道路地図の REST エンドポイントを 

<esri:ArcGISTiledMapServiceLayer> タグの Url プロパティに指定しています。 

 

GIS サーバ 

マップ サービス Map 

フィーチャ レイヤ 

 

 

特定のレイヤから、 

座標、属性情報を取得 

クライアント側で 

動的に描画 
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マップ サービス レイヤの REST エンドポイント 

マップ サービス レイヤが利用する ArcGIS for Server のマップ サービスの REST エンドポイントは 

ArcGIS for Server をインストールするとサーバに構成される ArcGIS Services Directory と呼ばれる簡

易 Web アプリケーションから確認することができます。以下の URL より Esri 社が公開している 

ArcGIS for Server のマップ サービスの REST エンドポイントを確認することができます。 

ArcGIS Online ArcGIS Services Directory 

http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services 

「Services:」セクションに表示されるサービスの一覧から使用したいサービスをクリックします。例えば

世界道路地図 の REST エンドポイントを確認するには、Home ページにて、 [World_Street_Map] を

クリックします。 

 

World_Street_Map サービスの詳細が表示されます。サービスの RESTエンドポイントはブラウザに表示

される URLです。 

 

※ ローカルの ArcGIS for Server の ArcGIS Services Directory は Windows メニューより [すべて

のプログラム] > [ArcGIS] > [ArcGIS for Server] > [Services Directory] と選択することでアク

セスできます。 

http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services
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※ Silverlight アプリケーションはセキュリティ上の理由から自身をホストしているドメイン以外のサ

ービスを呼び出すことはできません。Silverlight アプリケーションに複数ドメイン間のアクセスを許

可する方法については下記をご参照ください。 

Microsoft：ドメインの境界を越えてサービスを利用できるようにする 

 http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc197955(VS.95).aspx 

 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc197955(VS.95).aspx
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フィーチャ レイヤ 

前述した通り、フィーチャ レイヤ はマップ サービス レイヤと異なり、マップサービス内の 1つのレイ

ヤから座標と属性情報を取得し、クライアント側で動的に描画を行います。以下は衛星画像（Bing Maps) 

のマップ サービス レイヤ上にポイント フィーチャ レイヤを描画した例です。 

 

フィーチャ レイヤを使用することで、上図のようなグラフィック表現に加えて、レイヤ上の地物の動的な

選択、ArcGIS for Server のサービスと連携した、Web 編集、時間遷移によるアニメーション表現などを

実装することができます。以下はマップ サービス レイヤ上のフィーチャ レイヤの選択された地物（ポリ

ゴン）のシンボルを動的に変更した例です。 
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フィーチャ レイヤの REST エンドポイント 

フィーチャ レイヤもマップ サービス レイヤと同様に ArcGIS for Server の REST サービスを利用しま

す。しかしマップ サービス レイヤと異なり、サービス内の個別のレイヤをリソースとして指定します。

以下では、Esri 社が公開しているサンプル サーバからマップ サービスの個別のレイヤの REST エンドポ

イントを確認します。 

1. ESRI のサンプル サーバに接続し、[Specialty] フォルダをクリックします。 

http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/ 

 

2. Specialty フォルダ内の [ESRI_StatesCitiesRivers_USA] マップ サービスをクリックしま

す。 

 

 

 

http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/
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3. ESRI_StatesCitiesRivers_USA のマップ サービス詳細が表示されます。このマップ サービス

には、Cities (都市)、Rivers （河川）、States （州）の 3 つのレイヤが含まれていることが

わかります。[Cities] レイヤをクリックします。 

 

4. Cities レイヤの詳細が表示されます。Cities サービスの REST エンドポイントはブラウザに表

示される URL です。マップ サービス レイヤ が使用する REST エンドポイントと異なり、

URL の最後にマップ サービス内のレイヤ ID （/0）が指定されている点に注目してください。 
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5. 以下の例では上記手順で確認した、Cities レイヤを ArcGIS Online の世界道路地図の上に重

ねています。フィーチャ レイヤ クラス（FeatureLayer）の Url プロパティに REST エンド

ポイントを指定しています。その他に、FeatureLayer の Where プロパティを使用して Cities 

レイヤの POP1990 列の値が 100000 よりも大きいレコード（人口が 10 万人以上）のみを

取得する条件句を設定しています（Where="POP1990 > 100000"） 

<esri:Map x:Name="MyMap"> 

     <esri:ArcGISTiledMapServiceLayer ^  

          Url="http://services.arcgisonline.com:80/ArcGIS/rest/^ 

          services/World_Street_Map/MapServer" /> 

     <esri:FeatureLayer ^  

          Url="http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/^ 

          rest/services/Specialty/ESRI_StatesCitiesRivers_USA/^ 

          MapServer/0" 

          Where="POP1990 > 100000"/> 

</esri:Map> 

FeatureLayer クラスにはその他にもサーバからのデータの取得方式を設定する Mode プロ

パティや、自動的にポイントを集約して表示するクラスタ シンボルを設定するための 

Clusterer プロパティなどが用意されています。詳細は API Reference をご参照ください。 
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API Reference：FeatureLayer 

https://developers.arcgis.com/silverlight/api-reference/#ESRI.ArcGIS.Client~ESRI.Ar

cGIS.Client.FeatureLayer.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://developers.arcgis.com/silverlight/api-reference/#ESRI.ArcGIS.Client~ESRI.ArcGIS.Client.FeatureLayer.html
https://developers.arcgis.com/silverlight/api-reference/#ESRI.ArcGIS.Client~ESRI.ArcGIS.Client.FeatureLayer.html
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その他のレイヤ 

ArcGIS API for Silverlight には ESRI.ArcGIS.Client.Toolkit.DataSources と言う名前空間を使用した 

Map コントロールに追加することができる拡張レイヤ クラスがあります。以下に主なレイヤをご紹介し

ます。 

 

HeatMapLayer 

ポイントの密度を表現することが可能なヒート マップを表示するレイヤ クラスです。このレイヤを使用

することで顧客情報や交通事故情報などの様々な情報の分布状況を効果的に視覚化することができます。 

 

 

OpenStreetMapLayer 

OepnStreetMap をレイヤとして表示するためのレイヤ クラスです。OepnStreetMap とは、地理情報の

自由な共有を目的として、誰でも自由に利用・更新をすることができる世界的な地図作成プロジェクトで

す。 
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GeoRssLayer 

地震の発生など位置情報を含んだ定期的な更新情報（Geo RSS）を動的にマップ上に描画するためのレイ

ヤ クラスです。 

 

 

WmsLayer / WmtsLayer 

Open Geospatial Consortium (OGC) によって策定された地図配信の標準プロトコルである WMS (Web 

Map Service) および WMTS（Web Map Tile Service）を地図上に表示するためのレイヤ クラスです。 

 

 

KmlLayer 

Google Map や Google Earth で利用される KML を読み込み地図上に表示するためのレイヤ クラスで

す。 
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これらの拡張レイヤ クラスについても、フィーチャ レイヤと同様にマップ サービス レイヤなどと重ね

合わせて使用することにより、より効果的でわかりやすい地図アプリケーションを作成することができま

す。拡張レイヤ クラスについても Sample Code にオンライン サンプルが公開されています。 
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